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前書き 
 

以前、先進国に比べて、中国一人あたりの保健食品消費量はかなり低いです。

現在、人口高齢化の深刻化、政府政策の励まし、都市化現象の加速などの数多

くの原因で、中国の保健食品需要量が激増しています。中国保健食品市場は以

前と異なり、その凄まじい発展勢いを示します。 

保健食品はグローバルな発展性ある産業であり、その市場規模はずっと増長

しています。また、中国住民の収入増長及び生活品質アップに伴い、中国保健

食品市場は高速発展し続き、国内外企業に注目されます。また、輸入保健食品

に対して中国消費者の好み及び中国政府の利好政策で、数多くの輸入保健食品

は中国市場を目指します。ただし、文化及び規制方面にての差異は、外国企業

の中国市場参入に莫大的な障碍をもたらします。 

この背景で、CIRS 法規研究開発チームは現状に基づいてを「保健食品輸入

指南」作成いたします。国内外輸入企業に中国保健食品管理法規動向を伝達し

て、国内外企業が中国食品法規管理動向をしっかり理解できることを目的とし

て、保健食品法規動向、監督管理体制及びその動向などを巡り、政策、監督管

理及び企業への影響などの方面から全面的に検討します。 
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第一章 保健食品の紹介 

1.1 保健食品が各国における名称 

保健食品は、各国にての名称は違います。一般的に、以下名称の製品は全

て中国の保健食品に属します。 

表 1-1 保健食品が各国における名称 

国家 製品名称 

EU Food Supplement 

アメリカ Dietary Supplement 

カナダ Natural Health Product 

オーストラリア Complementary Medicines 

韓国 Health Functional Food 

日本 Food with Health Claims (FHC) 

 

「中華人民共和国食品安全法」（2015版）に基づき、保健食品は、科学的根

拠を有し、保健機能を表示し、人体に急性、亜急性或は慢性的な危害を与えな

い食品を指します。 

 

1.2 保健食品の類別 

一般的に、中国の保健食品は以下二種類に分けられます。 

I. 栄養補助剤： 

ビタミン及び（或は）ミネラルを補充し、エネルギー或は他の活性成分を

提供しません。 

II. 機能性保健食品： 

特定な保健機能があり、人体の生理反応が起こる。 

1.3 保健食品表示可能な保健効能 

現行の保健食品法規制に基づき、機能性保健食品表示可能な保健効能は27

種があり、栄養補助剤表示可能な保健効能は1種だけがあります。 

表 1-2 表示可能な保健機能‐28 種 

1 2 3 4 

免疫力増強 血脂低下 血糖低下 抗酸化 

5 6 7 8 

記憶力改善 眼精疲労の緩和 鉛排出の促進 喉清涼 
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第二章 保健食品登録及び届出の状況分析 

2.1 1996-2021年 8月保健食品登録状況の分析  

1996 年 6 月 1 日、「保健食品管理方法」が施行された以来、2021 年 8 月 31

日まで、認可された保健食品は総計 18,593 件があります。中に、国産保健食

品は 17,808件があり、輸入保健食品は 785件が有ります。食品政策変動前後、

保健食品の認可件数も顕著的な変化を示します。 

 

表 2-1 政策変化が保健食品登録認可件数への影響 

年 政策変化 影響 

1996 

1996年 6月 1 日、「保健食品管

理方法」は施行され、保健食品

の法律地位を承認し、統一的な

審査認可標準を制定します。 

弁法の施行は優劣区分の作用があ

ります。施行初期の審査認可速度

は遅かったですが、約一年後、大

量の製品は認可されます。 

2005 

2005年 7月 1 日、「保健食品登

録管理弁法（試行）」は試行さ

れ、登録を強調します。保健食

品への管理は更に全面的且つ厳

格的になります。 

政策変動が準備中の製品に不利な

影響をもたらすことを避ける為

に、企業は 2005年 7月 1日以前

に急いで登録申請を提出します。

2004年の認可件数が激増します。 

2015 

2015年 10月 1日、新版「中華

人民共和国食品安全法」は試行

され、新しい保健食品管理政策

を提出し、製品の科学性を強調

します。 

政策変動が準備中の製品に不利な

影響をもたらすことを避ける為

に、企業は 2014年に急いで登録

申請を提出します。2014年の認可

件数が激増します。 

2016 

2016年 7月 1 日、「保健食品登

録及び届出管理弁法」は試行さ

れ、登録と届出の弁行を提出し

ます。新政策の具体的な実施細

則について、主管当局は 7月以

前に公表していません。 

2016年 7月以前、主管当局は旧法

規に従って審査認可を行います。

7月以降、審査認可は停止されま

す。ですので、2016年の認可件数

は 7月以前のその 344件だけがあ

ります。 
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第三章 中国保健食品の法規現状及びその動向 

3.1中国保健食品の現行法規制 

表 3-1 中国保健食品の現行法規制 

類別 法規制名称 

相関法律 

「中華人民共和国食品安全法」（2021年修訂版） 

「中華人民共和国食品安全法実施条例」（2019年版） 

「中華人民共和国広告法」（2021年修訂版） 

審査認可

相関法規 

「保健食品登録及び届出管理弁法」（2020修訂版） 

「保健食品命名指南（2019年版）」 

「保健食品標注警示用語指南」 

「保健食品原料目録及び保健効能目録管理弁法」 

登録 

「保健食品登録審査認可細則（2016年版）」 

「保健食品登録申請服務指南（2016年版）」 

「特殊食品登録現場調査規程（暫行）」 

届出 

「保健食品原料目録 栄養素補充剤（2020年版）」 

「保健食品表示可能な保健効能目録 栄養素補充剤

（2020年版）」 

「保健食品届出指南（試行）」 

「保健食品届出製品使用可能な補助原料及びその使用

規定（2021年版）》 

「保健食品届出製品剤形及び技術要求（2021年版）」 

「コエンザイム Q10等 5種の保健食品原料目録」 

「コエンザイム Q10 等 5 種の保健食品原料目録届出製

品剤形及び技術要求」 

「コエンザイム Q10等 5種の保健食品原料目録」解読 

「コエンザイム Q10 等 5 種の保健食品原料目録」関連

解読 

「コエンザイム Q10 等 5 種の保健食品原料目録届出製

品剤形及び技術要求」関連解読 

輸出入相

関法規 

「輸出入食品安全管理弁法」 

「中華人民共和国輸入食品域外製造企業登録管理規定」 

「輸入食品輸出入企業届出管理規定」 

「食品輸入記録及び販売記録管理規定」 

「中華人民共和国税関輸出入貨物課税管理弁法」 
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第四章 保健食品輸入の法規制適合性対応 

4.1 保健食品輸入の法規制適合性対応流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 輸入保健食品の登録或は届出 

4.2.1 輸入保健食品登録 

 登録背景 

申請範囲 初回輸入の保健食品（ビタミン・ミネラルなどの栄養物質を

補充する保健食品は除外となる） 

申請者資格 
市販保健食品の域外製造企業 

（製品が所在国（地域）の市販要求に合致する法人格及びそ

の他の組織） 

主管部門 国家市場監督管理総局 

 登録申請の流れ 

 

実行性分析 試験検査
資料作成と

提出
技術審査

現場調査及び再試
験（必要なら）

許認可取得

保健食品登録

或は届出 

輸入通関検査 

中国市場販売 

 輸入通関検査書類実例 
- 貿易契約、仕入書、船荷証券 

- 原産地証明書 

- 「輸入保健食品許認可」コピー件 

- 原語ラベルの見本と翻訳、中国語ラベ

ルの見本など 

- 輸入貨物の実際状況を証明できる資料 

- その他 

 輸入検査 
 製品抜き取り検査 

 関税支払い 
貨物の実際状態に基づいて HSコー

ドに分類し、HS コードに基づいて

相応した輸入関税を確認可能 

 経営企業証明提供実例 
- 保健食品許認可 

- 保健食品出荷検験合格報告、輸入製品検験検疫合格証明 

- 川上企業との商売契約及び相関証明 

- 保健食品製造企業と川上企業の営業許可書 

- 保健食品製造許可書と経営許可書、或は他の証明資料 

- その他 
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 第五章 保健食品監督管理現状及び案件分析 

5.1 保健食品監督管理法規制 

保健食品の市場秩序を規範化する為に、元国家食品薬品監督管理総局（元

CFDA）は「双ランダム、一公開」の監督管理方式を採用し、「四つ最厳格」の

要求を実行し、抜取り検査監督、専項活動、案件処理などの方面から保健食品

の監督管理を執行します。保健食品法規制違反行為の告発を励まし、法規制違

反食品に対してリコール、没収、行政処罰などの処罰を執行し、抜取り検査及

び調査処置の結果を適時的に社会公開します。 

表 5-1 保健食品の監督管理法規制 

名 称 実施日期 

「中華人民共和国食品安全法」（2021年修訂版） 2015.10.01 

「中華人民共和国食品安全法実施条例」（2019年版） 2019.12.01 

「中華人民共和国広告法」（2021年修訂版） 2015.09.01 

「食品安全抜取り検査管理弁法」 2019.10.01 

総局が「双ランダム、一公開」監督管理の全面執行に

関する通知 
2019.02.12 

総局が食品及び保健食品専項抜取り検査方案の発行に

関する通知 
2018.04.02 

総局が保健食品機能表示の規範化に関する公告 2018.02.13 

総局が食品薬品行政処罰案件情報公開実施細則の発行

に関する通知 
2017.12.28 

「保健食品ラベル標識検査要点」 2017.11.08 

国務院食品安全庁など 9 部門が食品、保健食品詐欺及

び虚偽宣伝整備方案の発行に関する通知 
2017.07.13 

「食品製造経営日常監督検査管理弁法」 2016.05.01 

「食品リコール管理弁法」 2015.09.01 

「国務院が食品などの製品安全監督管理の強化に関す

る特別規定」 
2007.07.26 

「保健食品標識規定」 1996.07.18 

注： 

「四つ最厳格」：最厳格の標準、最厳格の監督管理、最厳格の処罰、最厳格の問責。 

「双ランダム」：検査対象のランダム、検査人員のランダム。 

「一公開」：抜取り検査及び処罰の結果は国家企業信用情報公示システムに公開。 
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第六章 保健食品越境 EC 輸入の法規制適合性対応 

6.1 越境 EC紹介 

6.1.1 越境 ECの定義 

 越境 EC（越境電子商取引）：異なり国に属する取引主体が、電子商取引プ

ラットフォームを通じて取引を成立し、支払い決済を行い、越境物流を通

じて商品を配送し、取引を完成する国際商業活動を指します。狭義的に、

越境電子商取引は越境小売りを指すことが多いです。 

 越境小売り：異なり国に属する取引主体が、コンピュータネットワークを

介して取引を成立し、支払い決済を行い、速達や小包みなどの郵便を用い

て越境物流を通じて商品を消費者に届ける取引過程を指します。一般的に、

B2C(business-to-customer)モデル、つまり、企業が個人に対して越境電子

商取引を行うモデルを指します。 

6.1.2 越境 ECの方式 

越境 EC（本文は B2C モデルを特指する）は輸入方式に従って以下に分けら

れます。 

 保税輸入方式：保税区貨物準備 - 国内消費者購買 - 保税区出荷 

 直郵輸入方式：国内消費者購買 - 域外出荷 

6.2 越境 EC政策の現状及び変化 

現時点、中国は越境 EC 小売り輸入商品に対して個人物品に従って監督管理

します。必要な検疫は実施しますが、国内標準の要求に合致することを要求し

なくて、貨物輸入の検験要求も執行していません。越境 EC 監督管理体系の構

築は、まだ模索中、調整中、完善中です。 

越境 EC に対し、「電子商務法」の実行は象徴的な事件です。「電子商務法」

が越境 EC への規範要求はフレームワーク的且つ包括的であり、詳細的な説明

がなくて実際操作性が低いですが（第 26条 電子商務経営者が越境 EC を経営

する際に、輸出入監督管理の法律、法規制及び国家相関規定を遵守する）、越

境 EC 監督管理体系の構築は条項に明確されます（第 71～73 条 国家は越境

ECの発展を促進し、越境 EC総合服務及び監督管理体系の構築及び国際規則の

制定を推進する）。「電子商務法」を基礎として、越境 EC への監督管理は規範

化になる見込みです。 
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