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「メディアや宣伝広告に惑わされない食生活」
〜あふれる食情報にふりまわされないために〜

高橋久仁子群馬大学名誉教授 ･ 農学博士

１．はじめに
　健康に関連する食情報がマスメディア

や産業界からたくさん提供されています。

これらの食情報は私たちの食生活に少な

からず影響し、場合によっては食生活を

混乱させます。

　過不足なく食べることの重要性を軽視

する食情報の多くには、ウソもホントも

入り交じっています。食品や「健康食品」
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２．横行するフードファディズム

３．保健機能食品といわゆる「健康食品」

４．いわゆる「健康食品」の問題性

５．特定保健用食品と機能性表示食品

６．キャッチコピーの行間は読まない

７．読むべきは栄養表示

８．「ふつうに食べる」とは

９．おわりに
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の広告文言にはトリックが仕掛けられて

います。このような状況をフードファ

ディズムという概念で整理し、あふれる

食情報に振り回されないヒントにするこ

とを提案します。

２．横行するフードファディズム
　食べものや栄養が、健康や病気へ与え

る影響を過大に信じることを「フードファ

ディズム（Food Faddism）」といいます。

適正か過大かを判断することは難しいの

ですが、体への好影響や悪影響をことさ

らに言い立てる論とお考えください。

　食生活と健康は密接に関わりますが、

今日食べた、ある「体に良い（悪い）」

食べものが、明日の健康をすぐに左右す

るわけではありません。直ちに悪影響が

生じるのは食中毒や有毒物の混入、ある

いは食物アレルギーのような例外的な場

合です。長い間の食生活の状況が長い時

間をかけて健康状態に反映されていくの

です。それにもかかわらず、それさえ食

べれば健康が約束される「魔法の食品」

や、それを食べると病気になる「悪魔の

食品」があるかのような言説が横行して

います。

　フードファディズムはおよそ次のよう

な３種類に分けられます。

①健康への好影響をかたる食品の大流行

　「それ」さえ食べれ（飲め）ば万病解

決、あるいは短期間で減量可能と吹聴さ

れる食品が大流行することです。過去約

40年を振り返ると「紅茶きのこ」（1975

年頃）、「酢大豆」（88年頃）、「ココア」（96

年頃）、「にがり」（2003年頃）、「寒天」（05

年夏）「白インゲン豆」（06年５月）、「納

豆」（07年１月）、「バナナ」（08年９月）、

「トマトジュース」（12年２月）等があ

りました。発祥や大流行に至る経緯は必

ずしもはっきりしませんが、「寒天」「白

インゲン豆」「納豆」「バナナ」は健康情

報娯楽テレビ番組が、「トマトジュース」

は学術論文のマスメディア報道がその発

端となりました。

②量の無視

　その食品に含まれる「有益・有害成分」

の量には言及せず「○○に良い」「××

に悪い」と主張することです。「これを

食べると△に良い」というマスメディア

情報や「健康食品」産業界からの情報の

多くが該当します。反対に、これを食べ

ると×に悪い｣ など、食品中にごく微量

存在する有害物質に関して、有害性を発

揮する量を摂取することはあり得ないに

もかかわらず、健康への悪影響があるか

のように言い募る情報も該当します。

③食品に対する期待や不安の扇動

　個人の状況を勘案せず、ある食品を

「体に悪い」と敵視したり、「体に良い」

と推奨・万能薬視することです。極端に

偏った特殊な食事法をほめそやすことも

あります。「自然・天然」「植物性」は良

い、「人工」「動物性」は悪いとの決めつ

けも見られます。したがって、農薬と化

学肥料を使用した食品、精製度の高い食

品（白砂糖、精製塩、精白小麦粉、精白

米）、インスタント食品類、うま味調味

料類、炭酸飲料などは目の敵にされま
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す。一方、黒砂糖や蜂蜜、低温殺菌牛乳、

"有精卵"の推奨も見られます。

　２０１７年３月に生後６ヶ月の乳児

が蜂蜜に含まれていたボツリヌス菌を

原因として死亡したことが報じられま

した。「蜂蜜は体に良い」というフード

ファディズム的情報が「１歳未満児に

蜂蜜を与えてはいけない」という重要

な情報を覆い隠した問題事例と言えま

しょう。

 

３．保健機能食品と
いわゆる「健康食品」

味わいや香り、おいしさなどは特に求め

ず、健康へのなんらかの効果を期待して

経口的に摂取する商品を「健康食品」と

総称しています。この中には、図１のよ

うに、国の制度による「保健機能食品」

とそれ以外のいわゆる「健康食品」があ

ります。本稿では保健機能食品といわゆ

る「健康食品」をまとめて「健康食品」

類と称します。

（１）保健機能食品

　国が定めたルールにおいて「機能性」、

すなわち「効能・効果」的な文言を表示

できる食品です。図１のように、現在、

特定保健用食品、栄養機能食品、そして

機能性表示食品の３種類があります。

資料１　　保健機能食品＝機能性が表示されている食品
特定保健用食品
1991年～

健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められ、「コレステロール
の吸収を抑える」などの表示が許可されている食品です。表示されている効果や
安全性については国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可しています。

栄養機能食品
2001年～

１日に必要な栄養成分（ビタミン、ミネラルなど）が不足しがちな場合、その補
給･補完のために利用できる食品です。すでに科学的根拠が確認された栄養成分を
一定の基準量含む食品であれば､特に届出などをしなくても、国が定めた表現によ
って機能性を表示することができます。

機能性表示食品
2015年～

事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売
前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたも
のです。ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受け
たものではありません。

消費者の皆様へ「機能性表示食品」って何？（消費者庁2015年）より､ 一部改編
（http://www.caa.go.jp/foods/pdf/150810_1.pdf）

図１　　経口的に摂取する物質の区分
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①特定保健用食品

　資料１のように、1991年に制度が始まっ

た「特定保健用食品」（トクホと省略）は

消費者庁の審査に合格すれば「体脂肪が

気になる方に適しています」「おなかの調

子を整える食品です」「血糖値が気になる

方に適しています」のような表示ができ

ます。下のようなマークがついたペットボ

トルのお茶や、ヨー

グルトなど、多くの

トクホが販売され

ています。

②栄養機能食品

　その10年後の2001年に始まった「栄養

機能食品」は、資料２のように、決められ

たビタミンやミネラルのいずれかひとつ、

もしくは複数を下限値以上・上限値以下

の量で含む商品は、その栄養成分の機能

を表示できます。行政機関などに届け出

る必要はありません。

トクホとこれを合わせ 

て「保健機能食品制度」

となりました。

資料２　　栄養機能食品：栄養成分、含有量の範囲、栄養成分の機能
栄養成分 下限値 上限値 栄養成分の機能
n-3系
脂肪酸 0.6g 2.0g n-3系脂肪酸は、皮膚の健康維持を助ける栄養素です。

亜鉛 2.64mg 15mg 亜鉛は、味覚を正常に保つのに必要な栄養素です。亜鉛は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養
素です。亜鉛は、たんぱく質･核酸の代謝に関与して、健康の維持に役立つ栄養素です。

カリウム 840mg 2,800mg カリウムは、正常な血圧を保つのに必要な栄養素です。

カルシウム 204mg 600mg カルシウムは､ 骨や歯の形成に必要な栄養素です。

鉄 2.04mg 10mg 鉄は､ 赤血球を作るのに必要な栄養素です。

銅 0.27mg 6.0mg 銅は、赤血球の形成を助ける栄養素です。銅は、多くの体内酵素の正常な働きと骨の形成を助け
る栄養素です。

マグネシウム 96mg 300mg マグネシウムは、骨の形成や歯の形成に必要な栄養素です。マグネシウムは､ 多くの体内酵素の
正常な働きとエネルギー産生を助けるとともに、血液循環を正常に保つのに必要な栄養素です。

ナイアシン 3.9mg 60mg ナイアシンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。

パントテン酸 1.44mg 30mg パントテン酸は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。

ビオチン 15㎍ 500㎍ ビオチンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。

ビタミンＡ 231㎍ 600㎍ ビタミンＡは､ 夜間の視力の維持を助ける栄養素です。ビタミンAは、皮膚や粘膜の健康維持を助
ける栄養素です。

ビタミンB1 0.36mg 25mg ビタミンB1は、炭水化物からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。

ビタミンB2 0.42mg 12mg ビタミンB2は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。

ビタミンB6 0.39mg 10mg ビタミンB6は、たんぱく質からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。

ビタミンB12 0.72㎍ 60㎍ ビタミンB12は、赤血球の形成を助ける栄養素です。

ビタミンＣ 30mg 1,000mg ビタミンＣは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。

ビタミンＤ 1.65㎍ 5.0㎍ ビタミンＤは、腸管でのカルシウムの吸収を促進し、骨の形成を助ける栄養素です。

ビタミンＥ 1.89mg 150mg ビタミンＥは、抗酸化作用により、体内の脂質を酸化から守り、細胞の健康維持を助ける栄養素
です。

ビタミンＫ 45㎍ 150㎍ ビタミンＫは、正常な血液凝固能を維持する栄養素です。

葉酸 72㎍ 200㎍ 葉酸は、赤血球の形成を助ける栄養素です。葉酸は、胎児の正常な発育に寄与する栄養素です。
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③機能性表示食品

　2015年の４月１日には「機能性表示

食品」制度が発足し「企業等の責任にお

いて科学的根拠の下に機能性を表示でき

る」ことになりました（Ｐ６参照）。

（２）いわゆる「健康食品」

　健康効果を期待して経口摂取する商品

のうち、保健機能食品ではないものすべ

てを指します。保健機能食品と異なり

「機能性」は表示できないので、なんら

かの「効能・効果」があるかのように暗

示・ほのめかす広告文言が消費者に提示

されます。消費者は「こういう効果があ

るらしい」と判断して利用しています。

　いわゆる「健康食品」は「効果はない

にもかかわらずあるかのように言いつの

る」というフードファディズムに満ちて

います。一方、消費者庁が「機能性を表

示してよい」としたトクホと機能性表示

食品の機能性もわずかなものでしかあり

ません。それにも関わらず「大きな効

果」があるかのように広告するのはフー

ドファディズムに近いと言えましょう。

４．いわゆる「健康食品」の問題性
　「健康食品」の"有益性"に関する情報

は科学的根拠の有無に関わらず産業界や

宣伝広告を含めたメディアから大量に提

供されています。しかし、"有害性"に関

する情報に消費者が接する機会はほとん

どありません。

　「健康食品」およびその広告が包含す

る問題性を筆者は次のような10項目に

分類しています。

①有害物質を含有していることがある。

②「食品」といいながら医薬品成分を含

有しているものがある。

③一般的な食品成分（例えば、タンパク

質や鉄）であっても、病気によっては

悪化させることになる。

④抽出・濃縮・乾燥等によって特定成分

を大量に摂取すると問題を引き起こす

ことがある。

⑤高齢者の代謝に過剰な負担をかけるこ

とになる。

⑥医薬品を利用している人ではそのクス

リの効果を強めたり弱めたりする「健

康食品」がある。

⑦食生活の改善を錯覚させる。

⑧生活習慣の見直しが不要であるかのよ

うに錯覚させる。

⑨治療効果を過信して通常の医療を軽視

して重大な事態を招くことがある。

⑩もともと食用歴のない食品が「食品」

の仲間入りしてしまう。

　この他に、経済被害も無視できません。

　巧妙な宣伝広告は「ふつうの食事」だ

けでは「何か」が足りないかのように心

配させ、健康維持に「健康食品」は欠か

せないと、消費者の購買欲をそそります。

しかし、「体に良かれ」との思いで摂取

した「それ」が、実は「よけいなモノ」

かもしれないのです。「健康食品」で「健

康が買える」かのような広告があふれて

いますが、場合によっては不健康を買い

込むかもしれません。

　また、商品によっては「某国では医薬

品」であることを「効果」の証のように
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広告しています。しかしこれには注意が

必要です。国によっては「医薬品」とし

て取り扱うような物質を、規格・基準も

副作用注意もなく「健康食品」として何

の規制もないままに利用するのは危険で

あると受け止めた方がよいと思います。

　食品というものは味わいを楽しみ、な

んらかの形で健康に寄与するものです。

保健機能だけが語られる商品を「食品」

の範疇に含めると混乱が生じます。

５．特定保健用食品と
機能性表示食品

　特定保健用食品（トクホ）は消費者庁

の審査に合格した商品であり、許可され

た範囲内で保健効果を記載できます。す

なわち「トクホである」ことはヒトを対

象に行った実験研究において、「ある測

定項目の値の差が実験群と対照群との間

で統計的に有意であった」、すなわち「有

意差があった」ことは事実です。しか

し、この有意差が実用的に意味をもつか

否かまでは考慮されていません。なぜな

ら、トクホの許可要件のひとつは「食生

活の改善が図られ、健康の維持・増進に

寄与することが期待できるもの」であり、

「寄与するもの」ではないのです。

　米飯摂取30分後の血糖値上昇を数ミ

リグラム抑制することを理由にトクホが

許可されていても、その抑制が将来的に

糖尿病を予防するかどうかは問われてい

ません。

　トクホは医薬品ではなく食品ですから

「効果」が小さいのは当然です。その小

ささが消費者に伝えられていないことが

大きな問題です。

　「厳重な審査を経て許可」されたはず

のトクホでさえ「効果」、すなわち「機

能性」はわずかでしかありません。「食

品」とはそういうものなのですから、食

品成分に対する過剰な「機能性幻想」は

もたない方がいいのです。ところが「ト

クホより簡単に機能性を表示できるよう

にする」制度ができてしまいました。

　消費者庁は企業から提出された届出書

類に形式上の不備がなければそれを受理

し、同庁のウェブサイト上の「機能性表

示食品に関する情報」に掲載します。し

かし「科学的根拠」があるとはいっても

貧弱きわまりないものです。

　問題のある宣伝広告も散見されます。

例えば、「内臓脂肪を減らす」と機能性表

示するヨーグルトの宣伝広告は内臓脂肪

面積の減少を図で示しながら体脂肪率が

増加したことには言及していません。「内

臓脂肪面積は減りました。体脂肪率は増

えました」と書かなければウソをついて

いることにならないのか、不思議です。

６．キャッチコピーの
行間は読まない

　よく読めばそれを飲んで「やせる」と

も「体脂肪の燃焼を促す」とも書いてい

ないのに、そう早合点させるキャッチコ

ピーがたくさんあります。効能・効果を

明記できない「健康食品」類に多いので

すが、痩身効果があるかのようにほのめ

かす清涼飲料類にもよく見られます。
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　資料３はいくつかの清涼飲料広告を模

倣した架空商品キャッチコピーです。成

分表示を読めば、全部（500ml）飲むと

エ ネ ル ギ ー95kcal 、 カ ル シ ウ ム35mg 、

食物繊維1.5gの摂取となることがわかり

ます。100kcal近いエネルギーがあるも

のの、カルシウムも食物繊維も微々たる

量しか含まれていません。

　YASERUNDESは商品名であり、「痩

せるんです」と想像してはいけません。

カルシウムや食物繊維は不足しがちです

から「補給」したい、カロリーや脂肪は

「さよなら」したい、というのは一般的

に言えることです。「現代人の食生活を

考えた」としても「考えた」結果をこの

飲料にどう反映したかは不明です。「カ

プサイシン入り」であっても体脂肪を目

に見えて減らす量のカプサイシンを含む

とは書いてありません。そして「ダイ

エットのおともに」と勧められても「お

ともにしてよいことがある」かどうかは

ノーコメントです。なお、「カロリーオフ」

とは、カロリーがゼロではなく、100ml

あたり20kcal以下であれば許される記載

です（食品の栄養表示基準制度）。

　行間を読ませる情報に警戒が必要です。

宣伝広告文言はそこに書かれている字面

以上の解釈をしてはいけません。読むべ

きは栄養表示です。

７．読むべきは栄養表示
　ビタミンやミネラルを十分量配合した

とのふれこみで「バランス栄養食」と

名乗るクッキー類が増えました。基本

的にクッキーですから油脂を多く含有

し、そのために脂肪エネルギー比率（Fat 

Energy Ratio：FER）＊が50％を超える

商品が少なくありません。「ビタミンとミ

ネラルが添加された油脂豊富なクッキー」

と承知して利用するのなら別に問題あり

ませんし、非常食としても優れています。

しかし、「食事の代わりに」と勧めるの

は少々問題です。個別食品のFERの高さ

はそれ自体非難されるものではなく、食

事全体として適正なFERになるように摂

取食品を組み合わせればよいのです。で

も、「食事代わりに」と広告するのであれ

ばFERはせいぜい30％程度までです。「バ

ランス栄養食」なるものに今のところ規

格・基準は何もありませんが、そう名乗

るのであれば「バランスのとれた食事」

なるものの基準を明示し、それに恥じな

いものとすべきです。

資料３
清涼飲料の架空キャッチコピー

燃焼系飲料 YASERUNDES

　｢カルシウム｣｢食物繊維｣は補給。｢カロ

リー｣｢脂肪｣はさようなら。YASERUNDES は

アンバランスな現代人の食生活を考えた

カプサイシン入り飲料です。カプサイシン

はトウガラシに含まれる辛み成分。体脂肪

の燃焼を促進する作用があるといわれま

す。ちょっぴり辛い　YASERUNDES　をダイ

エットのおともに。

カロリーオフ

栄養成分(100mlあたり)：エネルギー19kcal

　タンパク質 0g　脂質 0g　糖質 4.7g

　ナトリウム12mg　カルシウム 7mg

　食物繊維　0.3g

内容量500ml
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８．「ふつうに食べる」とは
　健康維持を考えた食生活の基本は、必

要な栄養素を過不足なく摂取することで

す。現実の食事で考えると「米飯、汁、

肉か魚の一皿、野菜の一皿」あるいは「主

食としての穀類、主菜としての動物性食

品、副菜としての植物性食品」をそろえ

ることで、見た目にも栄養的にもほぼ

整った食事といえましょう。

　食材の面からは穀類、豆・豆製品、イモ、

魚、肉、卵、牛乳・乳製品、油脂類、果

物などを適度な量で、そして野菜や海草、

キノコ類などを豊富に食べる、です。煮

る、焼く、炒めるなど、簡素な方法で食

材を調理した、食品の素顔が見えるよう

な食事を、適度な量で食べていれば、必

要な栄養素はほぼ過不足なく摂取できま

す。これを土台として季節や状況に応じ

て柔軟に、多様な食べものや料理を味わ

い楽しみましょう。これが「ふつうに食

べる」ことです。

９．おわりに
　ヒトは昼行性かつ雑食性の生物であり、

健康の維持・増進に「運動・休養・栄養」

が欠かせません。「栄養」すなわち「食」

さえよくすれば健康は万全、と考えるこ

と自体がフードファディズムです。「体

に良い」と言われる食品も食べ過ぎは禁

物です。「体に悪い」と見なされる食品

も節度を持って楽しむのは悪いことでは

ありません。

　健康情報娯楽テレビ番組が取り上げる

食情報は話題性や意外性に重きが置かれ

がちです。「健康食品」産業界が発する

食情報は「これを利用すれば問題解決」

と広告するためのものです。どちらも無

責任な情報が多くて困ります。

　氾濫する食情報に惑わされない食生活

を営むには、食品に効能・効果を求めす

ぎないこと、そして食情報のカラクリを

見破る冷静さが必要です。

　「がまんしないで・食べたいものを・飲

んでも食べても・太らない」という方法

や「健康食品」はありません。「適度に

動く・寝る・食べる・健康管理の・基礎

基本」であることを忘れないでください。

総摂取エネルギー量（kcal）に占める脂肪に由来

するエネルギーの割合。脂質は1gにつき9kcalを

発生するので、栄養成分が表示されている食品で

は「脂質量×9×100÷エネルギー」で計算できま

す。例えば、栄養成分の表示が、エネルギー

145kcal 、脂質7.9gのクッキー場合の脂肪エネル

ギー比率は　7.9×9×100÷145＝49％　です。

＊脂肪エネルギー比率（％）
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