
農林水産省 令和２年度輸出環境整備推進委託事業 

（食品規格等調査） 調査報告書 

オーストラリア連邦
食品表示 

1. 食品表示の一般的事項 GENERAL FOOD LABELING ...............................................................................1 

2. アレルゲン表示（ALLERGEN LABELLING）及びグルテンフリー表示（GLUTEN-FREE

CLAIMS） ................................................................................................................................................................2 

3. 原産地表示 COUNTRY OF ORIGIN LABELING ..........................................................................................4 

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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1. 食品表示の一般的事項 General Food Labeling 

 

食品規制基準（Food Standards Code）の第 1.2項（Labelling and other information requirements）に、一般的

な表示及びその他の情報要件の適用について、販売対象の食品の表示要件と、表示が不要な特定の食品の販売に関

連して提供する必要がある情報について説明している（食品規制基準 第 1.2.1項 Requirements to have labels or 

otherwise provide information）。 

 

(1) 特別に免除されていない限り、小売販売或いはケータリング目的の食品包装のラベルには、次の基本的な情報

（core information）を含める必要がある。 

 

 所定の食品の名称（name of the food） 

 名称が規定されていない場合、食品の真の性質を示すのに十分な食品の名前又は説明。 

 食品の名称或いは説明は、他の食品と十分に区別でき、その本質を十分に反映するように具体的なものとす

る必要がある。 

 ロットの識別（lot identification） 

 食品のリコールが発生した場合に備えて、包装された食品にはロット印が必要である。 

 ロット印は、食品が由来する「ロット」を識別し、食品が包装又は調理された場所をも識別する。日付印と詳細

な住所は、ロット印の要件を満たすのに役立つ。 

 食品の供給者のオーストラリアでの名前と会社の住所（name and address of the supplier） 

 食品の包装につけるラベルには、オーストラリアにおける食品供給業者の名称と企業所在地を入れる必要が

ある。 

 「供給業者」という表現には、食品の包装業者、製造業者、販売業者または輸入業者が含まれる。企業所在地

とは当該企業が運営されている施設の立地場所の表示の意味であるが、郵便用住所は含まれない。 

 食品規制基準 第 1.2.3項で指定されている必須の警告、助言及び宣言、及び食品規制基準の他の場所で指定さ

れているその他の警告及び助言（advisory statements, warning statements and declarations） 

 警告文は、食品規制基準（Code）が指定する通りの言葉と形式で包装ラベルへの記載が必要な予め定めら

れている。 警告文は、基準第 1.1.1項で定義されている。 

 予め定められた警告文が必要とされるもの：食品として提供されるロイヤルゼリー及びロイヤルゼリー含有食

品（基準 第 1.2.3項）。これは、食品サプライ全体の中で適用される唯一の義務的警告文である。 

 成分リスト（statement of ingredients） 

 特に免除されていない限り、包装済食品は、その製造に使用される全ての成分及び複合成分を表示する必要

がある。成分とは、食品添加物を含め、食品の調製に使用される全ての物質を意味し、複合成分とは、例えば

小麦粉、卵、水で作られるスパゲッティのように、それ自体が 2つ以上の成分で構成されている食品の成分を

意味する。 

 成分及び複合成分は、限られた例外を条件として、重量の降順で成分を表すことが必要である。 成分は、成

分の一般名又は成分の本質を説明する名称又は基準第 1.2.4項に規定されている総称が該当する場合はそ

の総称で表すことが必要である。 

 成分の説明は十分に詳しくかつ正確であり、それらが虚偽でなく、又誤解を招かず詐欺的なものでないこと、

又は誤解を招く可能性または詐欺的なものである可能性がないことを保証できることが必要である。 

 日付表示（date marking information） 

 包装済食品には、通常、「賞味期限」又は「消費期限」の形式で日付印を付ける必要がある。「賞味期限」が 2

年以上の食品は、日付印が免除される（乳児用調製粉乳は例外であって日付印が必要。基準第 2.9.1項を参

照）。 

 健康と安全上の理由から特定の日付以降に消費されてはならない食品の場合は、「消費期限」が必要であ

る。 

 日付印と日付に対する予め定められた形式、及び包装済食品のラベルに特定の保管条件の文言をつけるた

めの要件がある。包装済食品には、この規制基準で規定されているもの以外の日付印システムは使用できな

い。 

 公衆衛生と安全上の理由から、消費者が食品の使用或いは保管について適切な指示を必要とする場合の使用或
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いは保管の指示（storage conditions and directions for use）  

 義務的日付、使用及び貯蔵要件は、公衆の健康と安全の確保のための基準第 1.2.6項に示されている。  

 栄養、健康に関わる強調表示（information relating to nutrition, health and related claims） 

 栄養情報パネル（nutrition information）  

 特定の免除例はあるが、ラベルを付ける必要のある食品は、当該食品のエネルギー、たんぱく質、脂肪、飽和

脂肪酸、炭水化物、糖類及びナトリウム含有量を示す栄養情報パネルを表示する必要がある。 

 栄養情報パネルは、所定の形式で示されることが必要であり、又、その包装品一個に含まれる一食分の数と一

食分中に含まれる食品の平均量を示す必要がある。この標準は乳児用調製粉乳には適用されない。 

 特定の栄養強調表示が行われる場合は、追加の栄養強調ラベル表示要件が適用される。 

 含有率表示（特性を示す成分及び構成成分の含有率）（information about characterising ingredients and 

components） 

 

(2) 食品規制基準 第 2項（Food standards）では、個々の食品規格基準、即ち、 

 

 シリアル（第 2.1章） 

 肉・卵・魚（第 2.2章） 

 果実・野菜（第 2.3章） 

 食用油脂（第 2.4章） 

 乳製品（第 2.5章） 

 ノンアルコール及びアルコール飲料（第 2.6及び 2.7章） 

 糖類（第 2.8章） 

 特別用途食品（第 2.9章） 

 その他の食品（第 2.10） 

 

について、それぞれの食品規格要件、固有の表示及び情報要件を規定している。 

 

 

2. アレルゲン表示（Allergen Labelling）及びグルテンフリー表示（Gluten-free Claims） 

 

(1) アレルゲン表示（Allergen Labelling） 

 

一部の食品および食品成分またはその成分は、アナフィラキシーを含む重度のアレルギー反応を引き起こす可能性が

あり、食品規制基準（Food Standards Code）において、以下の通り規定している。 

 

 ローヤルゼリーに関わる警告表示（規制基準 第1.2.3－3項） 

 

食品がローヤルゼリーであるか、又はその成分として含まれている場合、次の警告表示が必要である。『この製品に

は、重度のアレルギー反応を引き起こすことが報告されているローヤルゼリーが含まれ、まれに、アレルギー患者或い

は喘息で死亡することがあります。 

 ローヤルゼリーは、重度のアレルギー反応を引き起こすことが報告されており、まれに、特に喘息やアレルギーの

患者で死亡することがある。ミツバチ製品のローヤルゼリーを含む食品には警告文が必要であり、ローヤルゼリー

を補完医薬品（Complementary Medicine）として販売する場合も、同じ警告文が必要となる。 

 

 特定の食品又は食品に含まれる物質の必須表示（規制基準 第1.2.3－4項） 

 

（1）以下の食品又は物質のいずれかが（2）にリストされた方法で販売される食品に含まれる場合、 

（a）10 mg / kg以上の濃度で亜硫酸塩が添加されている。 

（b）次の食品のいずれか、又はそれらの食品： 
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（i）グルテンを含む穀物、即ち、小麦、ライ麦、大麦、オート麦、及びスペルト小麦とそれらの交雑種であって、以下

の場合を除く： 

（A）これらの物質がビールやスピリッツに存在する場合。又は 

（B）小麦でんぷんから作られるグルコースシロップであって、次の場合。 

（a）タンパク質のグルテン含有量を合理的に達成可能な最低レベルまで除去する精製プロセスの対象である

場合。及び 

（b）タンパク質のグルテン含有量が20 mg / kgを超えない。又は 

（C）小麦から蒸留したアルコール。 

（ii）甲殻類。 

（iii）卵。 

（iv）魚（魚の浮袋から得られ、ビール又はワインの清澄剤として使用されるisinglassを除く）。 

（v）乳（ホエイから蒸留したアルコールを除く）。 

（vi）ピーナッツ。 

（vii）大豆（以下を除く）： 

（A）大豆油（脱ガム成分、中和、漂白及び脱臭された）。又は 

（B）大豆誘導体（トコフェロール又は植物ステロール）。 

（viii）ごま; 

（ix）木の実（ヤシCocos nuciferaの実からのココナッツ以外）。 

（x）ルピナス。 

 

（2）食品又は物質が以下の通り存在する場合。 

（a）成分又はその構成成分として; 又は 

（b）食品添加物として使用される物質、又はそのような物質の成分又はその構成成分。 又は 

（c）加工助剤として使用される物質又は食品、又はそのような物質又は食品の成分又はその構成成分。 

 

 アレルゲン表示の免除規定（2016年8月） 

 

2016年に、食品規制基準第1.2.3章が修正され、アレルゲンを含む物質に由来する一部の食品及び成分のアレルゲン

表示の必須要件が削除され、以下の食品や成分は、小麦、大豆、乳製品にアレルギーのある消費者に適した方法で加

工されているため、安全であると評価されている。 

• 小麦デンプンから作られたブドウ糖シロップ（検出可能なグルテンが20 mg / kg以下） 

• 完全に精製された大豆油 

• 大豆誘導体（トコフェロールとフィトステロール） 

• 小麦又はホエーからの蒸留アルコール。 

 

 熟成したボトルワイン（aged bottled wine）のアレルゲン表示 

 

亜硫酸塩や卵、魚、牛乳、木の実等食物アレルゲンは、ワインの製造工程で使用される場合があり、これらの物質は主

に濾過により除去されるが、最終製品には非常に少量の残留物が存在する場合がある。これらの食物アレルゲンは、

清澄剤として使用されるisinglass（魚由来）を除き、2003年以降のヴィンテージの日付（a vintage date of 2003）が表示

されたボトルワインのラベルに表示する必要がある。 

 

 アレルゲンを『含む可能性あり（may contain）』 表示 

 

一部の食品表示において、『ナッツが含まれている可能性がある』等、特定のアレルゲンについて『含まれている可能性

がある』 又は 『存在している可能性がある』 という記述が使用されている。これらの表示は食品事業者による自発的

な表示であり、食品規制基準では規制されていない。 

 

(2) グルテンに関わる表示 
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 セリアック病や穀物アレルギーのある人がこれらの製品を識別できるように、グルテン含有穀物を表示する必要が

ある。グルテン含有シリアルには、小麦、ライ麦、大麦、オート麦、及びハイブリッド株が含まれる。 

 

 なお、食品規制基準には、食品に関する「グルテンフリー」及び「低グルテン」の強調表示を行うための要件も含ま

れており、これらの強調表示の要件の詳細については、以下に示す「規制基準 第1.2.7項 – 栄養、健康及び関

連する強調表示 第12（7）項及び別表4（S4-3）」を参照。 

 

規制基準 第1.2.7 別表1 栄養成分表示の条件（グルテン記載箇所） 

 

グルテン 

  

フリー（free） 

 

食品は以下のいずれをも含有してはならない： 

(a) 検出可能なグルテン 

(b) オーツ麦又はオーツ麦製品 

(c) モルト化した*グルテンを含有する穀物、又はそのよう

な穀物の製品 

 

低い（low） 

 

食品中のグルテン含有量は20mg／食品100g以下である。 

 

 

 

3. 原産地表示 Country of Origin Labeling 

 

オーストラリアで販売される全ての包装食品及び一部の非包装食品には、原産地に関する情報が表示されている必要

がある。包装食品の場合、その情報は食品表示に含まれている必要があり、包装されていない食品については、食品

の近くに情報を示すことができる。一部の包装されていない食品、例えば果物のような場合には、ステッカーに表示され

ている場合がある。 

 

 食品原産地情報基準 Country of Origin Food Labelling Information Standard 2016  

 

2016年7月、原産地表示に関する規制は、FSANZ Actに基づく食品規制基準（Food Standards Code）からオーストラ

リア競争消費者委員会（ACCC）に管轄が移行され、公正競争及び消費者法（Competition and Consumer Act 2010：

CCA）の下（別表2）、オーストラリア消費者法（Australian Consumer Law: ACL）の第134条に基づいて、食品原産地情

報基準（Country of Origin Food Labelling Information Standard 2016：Information Standard）が策定された。 食品

規制基準と新たな食品原産地情報基準の2つの基準の間の移行期間は2018年6月30日に終了したため、2018年7月

以降、店舗、市場、オンライン又は自動販売機等で食品を小売販売又は供給する人は、新たな情報基準に準拠すること

となった。2019年3月には、食品事業者が同情報基準を遵守するのを支援するために利用できる食品原産地表示ガイド

（Country of Origin Food Labeling guide）が提供されている。 

 

情報基準（Information Standard）は、オーストラリアで販売される全ての食品（供給或いは販売のために表示されるも

のを含む）の原産地表示の必須要件を規定しており、当該食品が以下のものに該当する場合には、それぞれ異なる表

示要件がある。なお、オーストラリア国外で販売される食品には適用されない。 

 

(1) オーストラリアで栽培、生産、或いは製造された食品、及びオーストラリアで包装された食品 

 

オーストラリアで栽培、生産、製造、或いは包装されるほとんどの食品には、標準的なマークを付ける必要があり、通

常、2つ以上のマークから選択できる。原産地の表示に加えて、マークには、オーストラリア産の食材の重量割合につ

いて、文字と棒グラフでの表示が含まれる。 

 

ディスプレイ又は包装された食品が、全てオーストラリアで栽培、生産、或いは製造されている場合、マークにはカン
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ガルーのロゴも含まれる。状況によっては、標準的なマークのテキストに任意の、より詳細な情報を追加できる。 

 

 

 

 

(2) 別の国で栽培、生産、或いは製造された食品、及び別の国で包装された食品 

 

多くの輸入食品（オーストラリア以外の国で栽培、生産、製造、或いは包装された食品）の場合、原産地に関する表示

は、明確に区別されたボックスに入れる必要がある。 

 

輸入された食品にオーストラリア産の食材が含まれている場合、文字と棒グラフを通して重量を入力することでオース

トラリア産の食材の割合を示す標準マークを任意で使用することができる。 

 

 

 


