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本報告書は、 農林水産省の委託を受け、 アルゴリンクス株式会社が調査を行い、取りまとめたものである。 
アルゴリンクス株式会社は、本報告書の記載内容に関して生じた直接的、間接的、派生的、特別の付随的、あるいは
懲罰的損害及び利益の喪失については、それが契約、不法行為、無過失責任、あるいはその他の原因に基づき生じた
か否かにかかわらず、一切の責任を負うものではありません。これは、たとえ、アルゴリンクス株式会社がかかる損
害の可能性を知らされていた場合も同様とします。 
なお、食品、添加物等に関する国際的な基準及び許認可は頻繁に変更されており、信頼できると思われる各種情報に
基づいて作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。したがって、実際の利用に当た
っては、対象国の最新の情報をご確認ください。 
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長年にわたり、世界的な規制の進展、食品業界の要求、および消費者のニーズに応えて、1985 年に公布された食品規

制には、多くの修正が加えられてきた。食品表示は、10 部ある食品規制の第 IV 部として含まれる。栄養表示と強調表

示は、2003 年に官報告示され、規制 18A（強調表示）、18B（栄養表示）、18C（栄養素含有量強調表示）、18D（栄養素

比較強調表示）、及び 18E（栄養機能強調表示）として規制に追加された（MOH1985）。 
 
これらの規制における栄養表示及び栄養と健康に関する強調表示の定義は、コーデックス委員会で使用されているも

のと同じである（FAO/WHO、2017; 2013）。これらの規制の制定後、国際的な発展とすべての利害関係者のニーズに

合わせて、過去 10 年間にいくつかの改正が行われた。正式な規制に加えて、MOH は、食品業界、規制当局、全ての

関連専門家、及び消費者が規制を理解して適用するのを支援するための詳細情報と説明ノートを含むガイドブックも発

行している。 
 
栄養表示及び強調表示規制の主な目的は、食品の栄養的な品質を事実に即して有益な方法で記述するための規制を

設けることである。これは、消費者が毎日の食事を計画するときに、より良い食品を選択するのに役立つ。食品ラベルに

記載されているこのような栄養情報は、食品製造業者や小売業者が製品の栄養特性をもっと認識し、消費者にこれらの

特性を強調するように促す手段を提供するため、食品業界にとっても同様に重要である。食品製造業者は又、保健当局

の健康的な生活習慣プログラムに積極的に貢献するために、より健康的な食品を生産することが奨励される。 
 

1. 栄養表示 
 
規制 18B（栄養表示）は、食品ラベルに表示される栄養素のレベルのリストとして栄養表示を定義している。これは、製

品の栄養成分に関する事実情報を提供することを目的としている。この規制は、顕著な量が頻繁に消費され、地域社会

にとって重要な、多様な食品の義務的栄養表示のために制定された。この規制には、50 種類以上の食品および飲料を

カバーする 7 つのカテゴリーが含まれている（表 1）。この章の準備の時点で、MOH の FSQD は、義務的栄養表示の

対象となる食品の種類の適用範囲を拡大する過程にある。 
 
表 1.義務的栄養表示を必要とする食品のカテゴリー 

規制 No. 食品カテゴリー 
64 - 75 調製済穀物食品 及びパン 
84 - 87、89-99 & 113 ミルク製品 
135 小麦粉 、菓子 
149、151、161 & 220  缶詰肉、 魚、 野菜 
233 - 242 フルーツ缶詰 及び種々の フルーツジュース  
344 - 345 サラダドレッシングと マヨネーズ  
348 - 358 ソフトドリンク 

出典：栄養表示と強調表示のガイド（MOH、2011） 
 
他の 3 つの食品カテゴリーにも義務的栄養表示が必要である。即ち、 
（a） 特定のビタミン又はミネラルで強化(fortified)、増強(enriched)、ビタミン化（vitaminized）、補充(supplemented)、ま

たは増強（strengthened）された食品（規制 26（7）で許可されている）。 
（b） 栄養強調表示を行う食品。 
（c） 特別用途食品：乳児用調製粉乳、フォローアップ用調製粉乳、乳幼児向け缶詰食品、乳幼児向け穀物ベース食

品。 
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義務的栄養表示が要求されていない食品にも、栄養素をリストすることができる。ただし、この栄養表示及び強調表示

規制に規定されている形式と要件に準拠する必要がある。 
 
(1) 表記が義務の栄養素と表記の形式 
 
規制 18B（栄養表示）は、表記すべき栄養素とそれらをリストする方法を規定している。栄養表示に表記すべき栄養素

は、エネルギー、たんぱく質、炭水化物、脂肪である。 
 
更に、すぐに飲める飲料については、総糖類も表記する必要がある。これらの規制における総糖類とは、天然に存在す

るか添加されて食品に含まれる全ての単糖及び二糖を指す。すぐに飲める飲料には、すぐに飲めるソフトドリンク、果物

と野菜のジュース、すぐに飲める麦芽乳とフレーバーミルクが含まれる。アルコール飲料は含まれない。  
 
エネルギー値に関する情報は、食品 100 g 又は 100 ml 当たりの、または包装が 1 ポーションしか含まない場合は包

装当たりの、kcal（キロカロリー）として表される。更に、エネルギー値は、ラベルに記載されているサービング当たりの

量についても示す必要がある。kcal の他に、エネルギー値はキロジュール（kJ）で表してもよい。  
 
たんぱく質、炭水化物、脂肪の量は、食品 100 g 又は 100 ml 当たりの、又は包装が 1 ポーションしか含まない場合は

包装当たりの、g として表す必要がある。さらに、食品中のこれらの栄養素の量は、ラベルに記載されているサービング

あたりの量についても示す必要がある。 
 
表 2 は、固体食品の「栄養情報パネル」（NIP）として知られる、栄養表示に必須栄養素を表示するための推奨フォーマ

ットである。一方、液体食品の NIP の推奨フォーマットは、表 3 に示されている。食品のエネルギー含有量は、表 4 に

示すように、換算係数を使用して計算し、すべての栄養素による寄与を合計する必要がある。 
 
表 2 固形食品の栄養情報パネルの例 

栄養情報 1 
 サービングサイズ：50 g 

包装当たりのサービング：4 
 100 g 当たり サービング(50g)当たり 
エネルギー 230 kcal（966 kJ）2 115 kcal（483 kJ） 
炭水化物 32.0 g 16.0g 
たんぱく質 8.0g 4.0g 
脂肪 8.0g 4.0 g 

出典：栄養表示と強調表示のガイド（MOH、2011） 
1 これは栄養表示の推奨タイトルである 
2 1 kcal = 4.2 kJ  
 
表 3 液体食品の栄養情報パネルの例 

栄養情報 1 
 サービングサイズ：200 ml 
 包装当たりのサービング：5 
 100 ml 当たり サービング(200 ml)当たり 
エネルギー 100 kcal（420 kJ） 200 kcal（840 kJ） 
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炭水化物 23.8 g 47.6 g 
たんぱく質 1.1 g 2.2 g 
脂肪 0 g 0 g 

出典：栄養表示と強調表示のガイド（MOH、2011） 
1 総糖類の表記は、すぐに飲める飲料にのみ必須である 
 
表 4 食品のエネルギー値を計算するための変換係数 

栄養素 量 係数 
脂肪 _______ g 9kcal 
たんぱく質 _______g 4kcal 
炭水化物 _______g 4 kcal 
アルコール（エタノール） _______g 7kcal 
有機酸 _______g 3kcal 
食物繊維 _______g 2kcal 
食品のエネルギー含有量（合計） = _______kcal 

出典：栄養表示と強調表示のガイド（MOH、2011） 
 
 
(2) 任意の栄養素の表示 
 
義務的栄養素の他に、他の栄養素も栄養表示に含めることができる。これらには、ビタミンやミネラル、食物繊維、ナトリ

ウム、コレステロール、脂肪酸、アミノ酸、ヌクレオチド、その他の食品成分が含まれる。ただし、これら任意の栄養素の

表示にはさまざまな条件と要件がある。 
 
 ビタミンとミネラルは、以下の要件を満たしている場合にのみ表記できる 
 
a） NIP で表記できるのは、栄養素基準値（NRV）に記載されているビタミンとミネラルのみである（表 5）。その他のビ

タミン及びミネラルは、栄養表示に含める前に、マレーシア保健省の保健副局長（公衆衛生）の事前の書面による

承認が必要である。 
b） ビタミンとミネラルは、NIP に含める以前に有意な量が存在している必要がある。言い換えれば、ビタミンとミネラル

の含有量は、サービングあたりで NRV の少なくとも 5%でなければならない。 
c） 栄養表示で表記されているビタミンとミネラルは、100g 又は 100 ml 当たりの、又は包装に 1 ポーションしか含まな

い場合は包装当たりの、そしてラベルに記載されているサービングあたりの、NRV のパーセンテージとして表すこ

ともできる。 
 
表 5 栄養基準値（NRV）のリスト 

栄養素 単位 栄養素基準値（NRV） 
ビタミン A μg 800 
ビタミン D μg 5 
ビタミン E μg 10 
ビタミン C mg 60 
チアミン mg 1.4 

リボフラビン mg 1.61 
ナイアシン mg 18 
ビタミン B6 mg 2 
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葉酸 μg 200 
ビタミン B12 μg 1 
カルシウム mg 800 
マグネシウム mg 300 

鉄 mg 14 
亜鉛 mg 15 
ヨウ素 μg 150 

たんぱく質 g 50 
出典：栄養表示と強調表示のガイド（MOH、2011） 
 
NRV リストは、コーデックス委員会（FAO/WHO、2017）から採用されており、食品業界からの関連する新たな科学的証

拠と申請に基づいて、随時見直される。 
 
d） 食物繊維（g 単位）は NIP に表記することができる 
e） コレステロールとナトリウム（mg 単位）は NIP に含めることができる 
f） 食品の水分及び灰分も表記することができる 
g） 強調表示が脂肪酸の量や種類について言及する場合には、脂肪酸のすべての 4 つの主要な種類、即ち、飽和、

一価不飽和、多価不飽和及びトランス脂肪酸の量が、次の形式で表記されなければならない： 
 

 
 
上記の任意の栄養素の表示形式は、4 つの主要な栄養素（エネルギー、炭水化物、タンパク質、脂肪）の形式と同じで

ある必要がある。これらは、100g 又は 100 ml 当たりの、又は包装に 1 ポーションしか含まない場合は包装当たりの、

メートル単位で表す必要がある。この情報は、ラベルに記載されているサービング当たりでも示す必要がある。 
 
任意の栄養素の表示に推奨される形式は表 6 に示すとおり。各栄養素の単位と小数点以下の桁数の使用は、見本形

式の例に従う必要がある。 

 

表 6 任意の栄養素の表示のための.推奨 NIP フォーマット 
栄養情報 1 

                サービングサイズ：200mｌ 
                 包装当たりのサービング：5 
 100ml 当たり サービング(200ml）当たり 
脂肪 2 5.8ｇ 11.5ｇ 
    を含む    
       一価不飽和脂肪酸 2.1g 4.2g 
       多価不飽和脂肪酸 1.0 g 2.0 g 
           ドコサヘキサエン酸(DHA) 0.5 g 1.0g 
       飽和脂肪酸 2.4g 4.8g 
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       トランス脂肪酸 0.3g 0.6g 
コレステロール 49mg 98mg 
繊維 1.8g 3.6g 
ビタミン A 80μg 160μg 
ビタミン D 1.2μg 2.4μg 
、ビタミン E  0.3mg 0.6 mg 
ビタミン C 3.0 mg 6.0mg 
チアミン 0.1mg 0.2mg 
リボフラビン 0.6 mg 1.2 mg 
ナイアシン 1.0 mg 2.0 mg 
ビタミン B6  は 0.1mg 0.2mg 
葉酸 22μg 44μg 
ビタミン B12 0.4μg 0.8μg 
カルシウム 270mg 540mg 
ナトリウム 20mg 40mg 
マグネシウム 19mg 38mg 
鉄 1.5mg 3.0mg 
亜鉛 2.3mg 4.6 mg 
ヨウ素 5μg 10μg 

出典：栄養表示と強調表示のガイド（MOH、2011） 
1これは栄養表示の推奨タイトルである  
2脂肪は栄養表示に必須の栄養素である 
 
国際単位（IU）は、ビタミンの表記に使用しないこと。 IU をメートル単位に変換するには、表 7 の変換係数を使用する必

要がある。この表には、キロカロリーからキロジュールへの変換係数とベータカロテンからレチノールへの変換係数も示

されている。 
 
表 7 変換係数  

わかっているもの 乗算して 得られるもの 
キロカロリー（kcal） 4.2 キロジュール（kJ）  
ベータカロテン（μg） 1/6 ビタミン A アルコール（レチノール）（μg）  
ビタミン A（IU） 0.3 ビタミン A アルコール（レチノール）（μg）  
ビタミン D（IU） 0.025 ビタミン D2 / D3（μg）  
ビタミン E（IU） 1 ビタミン E(dl-α-トコフェリルアセテート）(mg)  

出典：栄養表示と強調表示のガイド（MOH、2011） 
 
 

2. 食品の栄養素含有量の決定 
 
食品製造業者は、NIP で表記するために食品の栄養素含有量を分析する 2 つの方法を使用することができる。 
 
(1)  化学分析  
 
できれば、食品中の栄養素は認定されたラボによって分析されるべきである。栄養素は一般に、「公認分析化学者協

会」（AOAC）によって規定された方法などの国際的に認められた方法で分析される必要がある。 
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 たんぱく質の量は、次の式を使用して計算：  たんぱく質=総ケルダール窒素 x 特定の食品の換算係数。特定の

食品の換算係数は、規制 18B に記載されている。 
 炭水化物は、差分、すなわち 100 -（g 水分+ g 灰分+ g たんぱく質+ g 脂肪+ g 食物繊維）で決定される。 
 食品中のエネルギー量は、表 4 に記載されている係数を使用して計算する。 
 
(2)  食品組成データベースに基づく計算 
 
食品中の栄養素は、食品組成データベースを使用して、食品に使用されているすべての成分の量に基づいて計算する

こともできる。「マレーシア食品組成」データベース（Tee et al. 1997）をメインデータベースに使うべきであるが、必要に

応じて他のデータベースで補足してもよい。使用するデータベースは明確に識別されなければならない。計算を容易に

するために、市販の栄養素分析ソフトウェアを使用してもよい。 
 
 

3. 栄養表示の一般要件  
 
a） 食品がマレーシアで生産、調製又は包装されている場合、全ての表示文はマレー語である必要がある。食品を輸

入する場合、全ての表示文はマレー語又は英語である必要がある。いずれの場合も、他の言語への翻訳を含める

ことができる。 
b） これらの規制で要求される栄養表示及び強調表示に関する全ての詳細は、食品規制 1985 のパート IV（規制 9-

18）に規定されている食品表示の既存の要件に準拠する。 
c） c. 栄養表示の最小フォントサイズは、特に明記されていない限り、4 ポイントのレタリングより小さくてはいけない。 
d） d. 総表面積が 100cm2 未満の小さな包装と返却可能なガラス瓶は、栄養強調表示が行われない限り、栄養表示

が免除される。 
 
 

4. 分析レベル/栄養素表記許容基準 
 
さまざまな栄養強調表示を行う製品に含まれる栄養素のレベル、及び NIP に表記されたレベルは、MOH の FSQD に

よる執行の対象となる。ただし、執行措置は、表記されたレベルと厳密には一致しない。分析された値と表記された値の

間には、ある程度の偏差が許容される。 
 
規制当局は、次のようなさまざまな要因による製品の変動を考慮して、ある程度の偏差を許容することに同意している。 

 季節や地理的な変動を含む、使用されるさまざまな成分の自然変動 
 製造プロセスの変動 
 分析の変動 
 製造又は製造後の経時的な成分及び製品の栄養レベルの安定性又は変化（貯蔵寿命） 

 
許容範囲とは、ラベルに記載されている栄養素の値と規制で規定されている値と間の許容可能な差異を指す。分析試

験で得られた栄養素レベルとラベル値の比率を計算して、問題の栄養素が該当する規制に準拠しているかどうかを判

断する： （分析値/ラベル値）x 100  = % 
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ある程度の偏差は許容されるが、分析値が、消費者の誤解を招くほどにラベル値から実質的に逸脱してはならない。許

容される逸脱の最大量は、表示規制の透明性のある施行を可能にするために、FSQD によって明確に示されている。

これらは、分析結果のコンプライアンス基準と呼ばれ、「栄養表示と強調表示のガイド」（MOH 2011）で提供されている

（表 8 を参照）。 
 
表 8.規制による分析レベルのコンプライアンスの基準 
規制 No 強調表示の種類 コンプライアンス基準 
18B 栄養情報パネル上の表記： 

 •エネルギー 
 •たんぱく質 
 •脂肪 
 •炭水化物 

ラベルに表記された栄養価の最低

80％*（天然に存在する 栄養素の場

合、三大栄養素には 20％の許容範

囲が許容される） 

18B 栄養情報パネル上の表記： 
 •ビタミン 
 •ミネラル 
 •繊維 

ラベルに表記された栄養価の最低

50％*（天然に存在する 栄養素の場

合、微量栄養素にはより大きな変動

があるため 50%の許容範囲 が許容

される） 
18C 第 5A 附則、表 II 栄養素含有量強調表示： 

 •たんぱく質 
 •ビタミン 
 •ミネラル 

ラベルに表記された栄養価の最低

80％*（すなわち、20％の許容範囲が 
許容される） 

規制 No 強調表示の種類 コンプライアンス基準 
18C 第 5 A 附則、表 I 栄養素含有量強調表示： 

 •エネルギー 
 •脂肪 
 •飽和脂肪 
 •コレステロール 
 •トランス脂肪酸 
 •糖類 
 •ナトリウム 

ラベルに表記された栄養価の

<120％*（注記：これらは食事から減

少させる栄養素なので、 過剰は許さ

れない） 

18B 強調表示： 
 •強化(enrichment) 
 •強化(fortified) 
 •ビタミン化 
 •補充 
 •増強(strengthened) 

ラベルに表記された栄養価の≥100％
* 

その他の規制 最少レベルを規制に指定された栄

養素 
規制に指定された最少量の≥100％  

出典：栄養表示と強調表示のガイド（MOH、2011）。  
*分析によって得られた栄養素レベルと表記されたレベルの比に 100 を掛けたもの  [（実測値/ラベル値）x100] 
 
許容される偏差の基準または量は、栄養素によって異なり、分析方法の違いに関連している。たんぱく質、脂肪、炭水

化物などのマクロ栄養素の分析方法はかなり堅牢であり、変動係数は通常比較的小さい。したがって、20％という比較

的小さな許容誤差が一般的に使用される。一方、ビタミンは分析結果が最大の変動幅をもち 50％に達する；そのため

通常、より大きな許容範囲が与えられる。ミネラルは中間の変動係数を示す。表 8 には、マクロ栄養素とビタミンについ

てのさまざまな許容範囲の理論的根拠が示されている。 
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さまざまな栄養素に許容される許容範囲は、栄養素の認知される局面にも関連している。奨励される栄養素、すなわち

たんぱく質、ビタミン、ミネラルは、削減される栄養素、すなわちエネルギー、脂肪、飽和脂肪、コレステロール、トランス

脂肪酸、糖類、ナトリウムとは異なる基準を持っている。同じ栄養素であっても、コンプライアンス基準は、規制の意図に

よって、すなわち栄養素の表記、栄養素含有量の強調表示、または栄養強化の強調表示で異なる。  
 
 

5. 栄養強調表示 
 
栄養強調表示は、その栄養的な品質に関連して食品のラベルにつける任意の強調表示である。マレーシア食品規制

1985 の栄養強調表示は、（a）栄養素含有量強調表示、（b）栄養素比較強調表示、（c）強化(enrichment)、増強

(fortification)、又は同様の意味の他の単語の強調表示、及び（d）「栄養価が高い(nutritious)」強調表示で構成される。 
 
(a)  栄養素含有量強調表示 
 
栄養素含有量の強調表示は、規制 18C で、食品に含まれる栄養素のレベルを記述する栄養強調表示として定義され

ている。含有量の強調表示には 2 つのグループがある。最初のグループは、削減される栄養素、すなわちエネルギー、

脂肪、飽和脂肪、コレステロール、トランス脂肪酸、糖類、ナトリウムのためのものである。許可された強調表示「低」ま

たは「無」をする資格を得るためには、製品はこれらの栄養素の規定された最大レベルを超えてはならない。これらの必

要条件は、規制の第 5A 附則の表 I に規定されている（表 9）。 
 
規制はまた、食品がその性質上、強調表示の対象となる栄養素が低いか無い場合、栄養素のレベルを表す用語は食

品の名前の直前ではなく、次の形式、つまり「低（栄養素の名前）食品」または「（栄養素の名前）-フリー食品」である必要

がある。 
 
栄養素含有量の強調表示の 2 番目のグループは、奨励される栄養素、すなわちたんぱく質、ビタミン、ミネラル、食物繊

維に関するものである。許可された強調表示「供給源」または「高濃度（high in）」を行う資格を得るには、製品に最小限

の量の上記栄養素が含まれている必要がある。これらの必要条件は、規制の第 5A 附則の表 II に規定されている（表

10）。 
 
表 9.栄養素含有量の強調表示「低 (low in)」又は「無 (free of）」 の条件 

成分 強調表示 以下であること 
エネルギー 低 100g(固体)当たり 40kcal (170kJ)又は 100ml(液体)当たり 20kcal (80kJ) 

無 100g(又は 100 ml)当たり 4kcal  
脂肪 低 100g(固体)当たり 3g 又は 100ml(液体)当たり 1.5 

無 100g(又は 100ml)当たり 0.15g  
飽和脂肪 低 100g(固体)当たり 1.5g 又は 100ml(液体)当たり 0.75g、及び食品の総エネル

ギーの 10%  
無 100g(固体)当たり 0.1g 又は 100ml(液体)当たり 0.1g  

コレステロール 低 100g(固体)当たり 0.02g 又は 100ml(液体)当たり 0.01g  
無 100g(固体)当たり 0.005g 又は 100ml(液体)当たり 0.005g  

トランス脂肪酸 低 100g(固体)当たり 1.5g 又は 100ml(液体)当たり 0.75g、及び食品の総エネル

ギーの 10%  
無 100g(固体)当たり 0.1g 又は 100 ml(液体)当たり 0.1g  
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糖類* 低 100g(固体)当たり 5g 又は 100ml(液体)当たり 2.5g  
無 100g(固体)当たり 0.5g 又は 100ml(液体)当たり 0.5g  

ナトリウム 低 100g(固体)当たり 0.12g 又は 100ml(液体)当たり 0.06g  
極低 100g(固体)当たり 0.04g 又は 100ml(液体)当たり 0.02g  
無 100g(固体)当たり 0.005g 又は 100ml(液体)当たり 0.005g  

出典：栄養表示と強調表示のガイド（MOH、2011）。  
*すべての単糖および二糖を含む  
 
表 10.栄養素含有量の強調表示「供給源 (source)」または「高 (high in)」の条件 

成分 強調表示 以下であること ＊ 
エネルギー 供給源 100g(固体)当たり NRV の 10%又は  

 100 ml(液体)当たり NRV の 5%又は  
 100 kcal 当たり 5%の NRV  

ビタミン及び  高 （「供給源」の値の少なくとも 2 倍） 
ミネラル 供給源 100 g(固体)当たり NRV の 15%又は  

 100 ml(液体)当たり NRV の 7.5%又は  
 100 kcal 当たり NRV の 5%  

食物繊維 高 （「供給源」の値の少なくとも 2 倍） 
供給源 100 g(固体)当たり 3g 又は 

 100ml(液体)当たり 1.5g 
高 100g(固体)当たり 6 g 又は  
 100ml(液体)当たり 3g 

出典：栄養表示と強調表示のガイド（MOH、2011）。  
＊注：原文に誤りの恐れあり。「source」や「high in」のため、正しくは「以上であること」と思われる 
 
(b)  栄養素比較強調表示 
 
規制 18D は、栄養素比較強調表示を、2 つ以上の食品の栄養素レベルおよび/またはエネルギー値を比較する強調表

示と定義している。次の単語または同じ意味のその他の単語を使用することができる、「減少した（reduced）」、「より少

ない（less than）」、「より少ない（fewer）」、「増加した（increased）」、「より多い（more than）」、「軽い」、又は「追加の

（extra）」。これらの強調表示は、以下の条件に従って行うことができる： 
ア) 比較される食品は、同じまたは類似の食品の異なるバージョンでなければならない 
イ) 比較される食品は明確に特定される 
ウ) 比較の完全な詳細（単位、数量）を与える必要がある 
エ) エネルギー値又は栄養素含有量の違いは、パーセンテージ、分数、又は絶対量として記載する必要がある 
オ) 比較した食品間のエネルギー又は栄養素含有量は、少なくとも 25%異なる必要がある 
カ) 比較した食品間の微量栄養素含有量は、少なくとも 10%異なる必要がある 
キ) エネルギー値又は栄養素含有量の最少絶対差は、第 5A 附則の表 I 及び II で各々規定される「低（low in）」

又は「供給源」という強調表示のために必要な値と同じかそれ以上でなければならない 
 
第 5A 附則の表 I 及び II（栄養素含有量強調表示を行うために必要な条件）（表 9 及び 10）に記載されていない栄養素

についての栄養素比較強調表示が許可されていないことは特筆すべきである。これは、食品が特定の栄養素の相対的

な違いの要件を満たしている場合でも、栄養素含有量強調表示を満たすための条件がないためである。従って、比較強

調表示を行うために必要な 2 つの主要な条件を、そのような栄養素については満たすことができない。 
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(c)  強化(Enrichment)、強化(Fortification) 又は同様の意味の言葉の強調表示 
 
規制 26(7)に従って、ビタミン及びミネラルが強化(fortified)、強化(enriched)、ビタミン化、補充(supplemented)、又は増

強（strengthened）された食品は、そのように強調表示するか、同様の意味の言葉を使用することができる。そのような

強調表示をする資格を得るには、食品は、第 12 附則の表 II に示されている食品の参照量における最少量のビタミンま

たはミネラルを含まなければならない。 
 
特定のビタミン又はミネラルを含む、強化(enriched)、強化(fortified)又は同様の意味の言葉を強調表示する食品は、ラ

ベルにこれらの栄養素の量を表記し、栄養表示及び強調表示に関する規制の形式およびその他すべての要件に準拠

する必要がある。 
 
規制 26(10)は、食品が第 12 附則の表 III に指定された量を超える量のビタミン及びミネラルを含んではならないことを

要求していることも指摘しておく必要がある。 
 
規制 26(8)は、アミノ酸又は脂肪酸の強化(enrichment)又は補充(supplementation)に関連する強調表示を規定してい

る。遵守すべきこれらの栄養素の最少量はない。ただし、そのような強化(fortified)食品のラベルには、アミノ酸又は脂

肪酸、或いはその両方、及び強化(enriched)又は強化(fortified)された量の記載が必要である。 
 
FSQD は、ビタミン、ミネラル、アミノ酸、脂肪酸、その他の食品成分の強化(enrichment)と強化(fortification)に関連する

規制の改正案を起草しているところである。許可された強調表示と必要な基準に対する異なるアプローチが検討されて

いる。 
 
(d)  「高栄養（Nutritious）」強調表示 
 
規則 18（8）に規定されているように、食品は、以下の条件を満たす場合、ラベルに「栄養価が高い(nutritious)」という用

語を使用できる： 
 

ア) 食品に、炭水化物、脂肪、たんぱく質、ビタミン、ミネラルなどのさまざまな栄養素が含まれている； 
イ) 食品に、100g 当たり 40kcal、又は 100ml 当たり 20kcal を超える実質的な量のエネルギーが含まれている； 
ウ) 食品に、100g 当たり 5g、又は 100ml 当たり 2.5g 以上のたんぱく質源が含まれている； 
エ) 食品に、（栄養素含有量強調表示で規定されているように）供給源としての強調表示の基準を満たす量の少な

くとも 4 つのビタミンと、供給源としての強調表示の基準を満たす量の 2 つのミネラル（ナトリウムを除く）が含

まれている； および 
オ) 上記（ア）及び（エ）に記載されている栄養素の量が表記されている。 

 
 

6. 包装前面（FOP）表示スキーム 
 
マレーシアでは、2 つの異なるタイプの自主的なフロントオブパック（FOP）スキームが実施されている。エネルギーアイ

コンは事実に基づく FOP スキームだが、健康選択ロゴは基準に基づくスキームである。 
 
(1) エネルギーアイコン 
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マレーシアで最初の FOP スキームは、マレーシア保健省によって 2012 年 4 月に導入されたエネルギーアイコンであ

った。裏側にある食品表示の NIP からの定量的な栄養情報を表側で繰り返す、という自主的なスキームである。これ

は、食品のエネルギー含有量をより簡潔でより消費者に優しい方法で言い換えることを目的としている。 
 
エネルギーアイコンは、特定の食品または飲料製品のサービングに含まれるカロリー数の説明と、人の 1 日平均総エ

ネルギー必要量（2000 kcal）に対するそのカロリー量の寄与率パーセントを示す（見本エネルギーアイコンの図を参

照）。したがって、エネルギーアイコンを使用すると、消費者は、1 日の総エネルギー必要量に関連して、さまざまな加工

食品からのエネルギー摂取量を推定できる。これは、消費者が毎日のエネルギー摂取量を必要量に応じて計画し制御

することを支援するためのものである。 
 
 

 
 
 
(2)  Healthier Choice Logo Malaysia (HCL) 
 
Healthier Choices Logo（HCL）は、2017 年 4 月に保健省（MOH）が導入した取り組みである。HCL は、食品パッケー

ジの前面を見るだけで、消費者が情報に基づいた食品の選択（informed food choice）をする際に、購買の際（point-of-
sale）の情報を提供することを目的とした、基準に基づいた包装前面表示（front-of-pack）のスキームであり、HCL の目

的は以下の通りである。 
 
(１) 食品パッケージの前面ラベルを見るだけで、消費者が情報に基づいた食品の選択ができるように支援する。 
(２) 同じカテゴリーの食品でも、消費者がより健康的な食品を識別するのを助ける。 
(３) 食品・飲料業界が、より健康的な製品を改良し、生産することを奨励する。 
(４) 健康的な食習慣をサポートする環境を提供する。包装 
 
包装された食品や飲料は、マレーシア保健省（MOH）が定めた栄養基準を満たしていれば、HCL のロゴを付与すること

ができ、企業登録機関に登録されている適格企業は、HCL 認証を申請することができる。 
 
 

1サービング（200g）に含まれる 

エネルギー 

2000kcalに基づく 

高さ 最低 12mm 

横幅 最低 8mm 
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保健省（MOH）によって指定された一連の栄養基準を満たす食品又は飲料は、2 年間 HCL ロゴを付けることが許可さ

れる。食品と飲料には合計 9 つのカテゴリーがあり、比較は同じカテゴリーの製品で行われる。各カテゴリー内で、基準

はさまざまな数と種類の栄養素または食品成分で構成されている。 
 
各カテゴリー内の食品は、栄養素又は食品成分の規定された閾値を満たしている必要がある。いくつかの栄養素につ

いては、は削減すべき栄養素（例：総脂肪、飽和脂肪、トランス脂肪酸、ナトリウム、糖類）であり、その他は奨励される

栄養素又は成分（例：カルシウム、食物繊維、全粒穀物）である。 
 
例えば、シリアルカテゴリの場合、製品は、規定された 8 つの成分、つまり総エネルギー、脂肪、ナトリウム、総糖類、食

物繊維、全粒穀物、および選択された追加のビタミンとミネラルの一部またはすべてを満たす必要がある。飲料カテゴリ

ー内では、製品は 4 つの栄養素、つまり総糖類、脂肪、ナトリウム、および追加の基準の一部またはすべてを満たして

いる必要がある。 
 
2019 年 2 月までに、HCL ロゴの表示が承認された製品は合計 370 個ある（MOH 2019b）。このリストは、スキームを

管理するマレーシア保健省の栄養部門が新製品を承認したときに随時更新される。ロゴを使用するための申請書は、

関連する栄養素/食品成分の製品情報および検査結果とともに、所定のフォーム（MOH、2017）を使用して MOH に提

出する必要がある。HCL は自発的なスキームであり、ロゴを使用するための申請に料金はかからない。このスキーム

は、マレーシア保健省の栄養部門によって管理されている。 
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