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欧州食品安全機関ガイダンス 『筋機能および身体パフォーマンス』 【第 29 回届出 News】

前々回に引き続き、欧州食品安全機関 (EFSA) 

の発行するガイダンスについてご紹介します。今回

は『筋機能および身体パフォーマンス』について、ア

ウトカム設定や科学的根拠の説明の際に役立つ情

報をお伝えします。『疲労感の軽減』に関する最終製

品の機能性表示食品制度の届出については【第11

回届出News】、『筋肉をつくる力をサポート』する

最終製品の機能性表示食品制度の届出については

【第18回届出News】にてご紹介しておりますの

で、是非そちらもご覧ください。また、機能性表示

食品制度では、『柔軟性、筋力、バランス感覚を維

持』、『基礎代謝の向上』に関する最終製品の届出も

されています。これらのヘルスクレームを謳った最

終製品については、後日配信するメルマガにてご紹

介する予定です。 

●EFSAガイダンス1)

～筋機能および身体パフォーマンスに関するヘルス

クレーム～

栄養素および非栄養素の摂取について 

筋機能の改善、維持、または低下を抑制すること

は、ヒトにおいて有益であると述べられています。

また、筋肉量の増加や運動後の筋肉機能の回復に

ついても、ヒトにおいて有益であるとしています。 

✔アウトカム

1RM (Repetition Maximum; 最大反復回

数) における筋トレ {ベンチプレス、レッグプレス、

ダンベルカール (上腕二頭筋)、膝の伸展、等尺性

収縮、速性膝伸展など} 

✔対象者

健常者

✔注意点

本ヘルスクレームについて、カリウム、マグネシウ

ム、ナトリウムなどの栄養素の体内での生理学的役

割が十分に確立されています。また、食事性タンパ

ク質と筋肉量の増加または維持についても、体内で

の生理学的役割が十分に確立されています。 

栄養素または食事性タンパク質を摂取させる際

は、効果が有用であるとされる量を用いることが必

要であるとしています。 

除脂肪体重の維持は、摂取した窒素量2) (タンパ

ク質) が一定期間に消費した窒素量と同等かそれ

以上であれば臨床的に意義のある結果であるとし

ています。 

筋肉量の維持は、平均筋タンパク質合成率3)が一

定期間の平均筋タンパク質分解率と等しい場合に

臨床的に意義のある結果であるとしています。 

上述のアウトカムは、特定の筋肉についての変化

を測定しているため、筋力全般を評価する際は、ア

ウトカム設定時に、上半身と下半身の筋力を測定す

るなど、複数のアウトカムを組み合わせて評価する

ことが求められています。 

体組成に関するアウトカム (全身除脂肪体重、筋

肉量、筋肉の構造) は、筋機能の直接的な評価を行

うことはできないが、筋機能の改善、維持、または

低下の抑制に寄与する可能性があるため、筋機能

や強度に関するヘルスクレームにおいて、科学的根

拠の補助的な因子として用いることが出来るとし

ています。 

https://www.届出.com/pdf/M20201029.pdf
https://www.届出.com/pdf/M20201029.pdf
https://www.届出.com/pdf/M20201217.pdf


 

 

 

侵襲的 (筋生検など) および非侵襲的 (高周

波、超音波、MRIなど) 評価は、筋肉の部分的な評

価をする際に用いることが出来るとしています。 

筋力に関するヘルスクレームを評価する際は、対

象者と被験食品や機能性関与成分について、下記

の項目を明確に考察すべきであるとしています。 

a) 食品成分の消費量 (量、摂取頻度、摂取の

タイミングなど) 

b) ヘルスクレームに対する効果を達成するた

めに必要となる運動負荷 (トレーニングの種

類、強度、頻度、期間など) 

本ガイドラインに基づいて、ヘルスクレームを評価

し、適切とされたものは、クレアチンと筋トレの併用

による筋力の改善です。これは、ヒトで試験を行い、

複数の筋トレを併用し、ヘルスクレームに対して総

合的に評価を行っていました。 

筋タンパク質の代謝測定は、筋肉量の増加、筋力

の増強に対する被験食品や機能性関与成分の作用

機序を説明する補助的因子として考えることがで

きるとしています。 

対象者の体力状態、年齢などを適格基準で規定

し、被験食品や機能性関与成分の影響を十分に考

慮することが求められています。 

特定のタンパク質源 （カゼインタンパク質加水分

解物、ホエイタンパク質など）、タンパク質に含まれ

る特定のアミノ酸 （BCAA、L-グルタミン、リンゴ

酸など）、タンパク質のアミノ酸に由来する特定の成

分 （L-カルニチン、L-カルノシンなど） などに関連

する多数の効果は、体内での生理学的役割につい

て十分に確立されておらず、ヘルスクレームに用い

ることは適切では無いとしています。 

 

身体パフォーマンス・身体能力について 

身体パフォーマンスとは、特定の身体的な負荷を

完了するための能力のことを指し、身体パフォーマ

ンスの向上は、負荷に対してより強い負荷で実施す 

 

ることができるようになることを指すと述べていま

す。また、身体能力とは、所定の条件 (作業量、強

度、速度など) で運動した時、疲労するまでの運動

時間のことを指すと述べています。身体的パフォー

マンスの改善、維持、または低下を抑制することは、

アスリートや筋トレを行う者において有益であると

述べています。また、身体能力の向上は高齢者など

の負荷をかけず運動を行う者において有益である

と述べています。 

 

✔アウトカム 

身体パフォーマンス 

・サイクリング、ランニング、スイミング、ウエイトリ

フティング、ウォーキングなど 

身体能力 

・サイクリング、ランニング、スイミング、ウエイトリ

フティング、ウォーキング、質問表など 

 

✔対象者 

健常者 

 

✔注意点 

身体能力の向上は、身体パフォーマンスの維持に

繋がる可能性がありますが、身体能力の測定は身

体パフォーマンスに関するヘルスクレームの科学的

根拠として用いることはできないとしていますが、

身体能力の測定値は、身体パフォーマンスに関する

ヘルスクレームにおいて、被験食品や機能性関与成

分の作用機序の補助的な因子とし用いることが出

来るとしています。 

科学的根拠の評価において、被験食品や機能性

関与成分が身体パフォーマンスに影響を与える可

能性のある試験条件を設定する際は、以下のこと

に注意を払う必要があるとしています。 

  



 

 

 

a) 運動の種類 （サイクリング、ランニング、水

泳、ウエイトリフティング、ウォーキングなど）、

または身体活動の種類、およびそれが断続的

なもの （反復練習、スプリント、最大反復回数

など）、連続的なものを （一定の速度で走るな

ど） 示す。 

b) 客観的な測定値{心拍水準 (Maximum 

Heart Rate; %HRmax)、心拍数 (Heart 

Rate Reserve; %HRR)、最大酸素摂取量 

(Maximal Oxygen 

Uptake; %VO2max)、酸素消費予備率 

(Maximal Oxygen Uptake 

Reserve; %VO2R) %1RM、随意最大筋力 

(Maximum Voluntary 

Contraction %MVC） を用いて相対的に

強度・負荷を表現する。 

c) 持続時間は、各運動セッションの活動時間

を分単位で示す。断続的な運動の場合は、運動

セット／インターバルの回数と持続時間、セッ

ション内の休息時間の回数と持続時間も示す。 

身体パフォーマンスを評価するために使用され

ている運動評価試験は膨大な種類のために、それ

らの特性を特定するために追加の情報が必要とさ

れる場合があります。例えば、テスト （時間制限の

あるセルフペースの最大サイクリング走行など） の

前には、テスト前の条件の整合性を高めるために、

一定の強度と期間の他の試験を行うことがありま

す。その場合、テスト前の身体運動についても、強

度、持続時間などをできるだけ正確に記述する必

要があります。運動の持続時間と強度は、定性的な

表現 （持続時間が短い、強度が高いなど） ではな

く、定量的な表現 （持続時間は分単位、強度

は%VO2maxなど） であるべきであるとしていま

す。 

対象者の体力状態、年齢などを適格基準で設定

し、被験食品や機能性関与成分の影響を十分に考 

 

慮することが求められています。 

アウトカムの評価は、負荷に対する所要時間、総

または平均の仕事量 (距離、速さ) などを総合的

に判断することが求められています。 

アウトカムに対する対象者の選定の際、アウトカ

ムで用いる試験が高度な場合は (やり投げなど)、

試験に対応することが出来る者 (やり投げの選手

など) のみとしなければならないと述べられてい

ます。 

VO2maxの変化、筋肉グリコーゲン貯蔵量の増

加、基質酸化の変化、血中乳酸濃度、筋肉カルノシ

ン貯蔵量の測定値は、身体パフォーマンスに関する

ヘルスクレームにおいて、被験食品や機能性関与成

分の作用機序の補助的な因子として用いることが

できる。 

身体能力のアウトカムで用いられる質問票は、学

術的にコンセンサスの得られたものを使用すること

が求められています。 

クレアチンと短期、高強度、反復運動の併用によ

る身体能力の向上は、身体パフォーマンスの向上に

関するヘルスクレームの評価として適切であるとし

ています。これは、ヒトで試験を行い、トレーニング

メニューの違いでサブグループ解析を実施すること

で、トレーニングメニュー (強度差、期間差など) の

違いによるクレアチンの有効性を総合的に評価して

いました。また、炭水化物電解質溶液と高強度、長

期間の運動における身体パフォーマンスの向上に

関するヘルスクレームの評価も適切であるとしてい

ます。ヒトで試験を行い、食事の摂取のコントロール

や高強度や長時間の運動負荷が (VO2maxが

65%以上、運動負荷が60分間) と定義されてい

ました。さらに、カフェインと持久力の向上に関する

ヘルスクレームの評価も適切であるとしています。

ヒトで試験を行い、運動負荷の定義 (運動負荷が

60分間以上)、対象者はカフェインを常習的に摂取

する者を選定していました。しかし、β-アラニンと 



 

 

 

短時間、高強度の運動負荷における身体パフォーマ

ンスの向上については、身体における作用機序が

明確では無いため、ヘルクレームの評価として適切

では無いとしています。 

本ガイドラインに基づいて、身体能力のヘルスク

レームに対して、機能性を評価として適切されたの

は、カフェインと持久力の向上です。ヒトで試験を行

い、運動負荷の時間に制限せずに実施し、対象者は

カフェインを常習的に摂取する者を選定していまし

た。

 

弊社では、アウトカムの設定に関する不安や悩み

などを出来る限り解消するため、過去の知見や関

連する文献を網羅的に調査し、より質の高い臨床試

験を目指して適切なプロトコルをご提案します。さ

らに、消費者庁への届出代行や消費者庁からの問

い合わせへの対応など、臨床試験から受理後の関

連業務までの「トータルサポート」に取り組んでおり

ますので、ぜひお気軽にご相談ください。引き続

き、皆様にご満足いただけるような情報をお伝えし

ていきますので、今後ともどうぞ宜しくお願い申し

上げます。 
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