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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。 



1 

 

 

2013 年 1 月、オーストラリアとニュージーランドでは、食品表示と広告における栄養成分強調表示と健康強調表示を管

理する食品規制基準（Food Standards Code: Code）が法制化された。食品規制基準 第 1.2.7項 －栄養、健康及び関連

する強調表示－ は、食品表示及び広告での栄養成分と健康上の利点についての信頼感を消費者に与える。これらの

強調表示は、科学的証拠による裏付けが必要である。 

 

1. 健康強調表示の定義と概要 

オーストラリア・ニュージーランド食品規制基準（Code）第 1.2.7項において、 

『 健康強調表示とは、食品又は食品成分が与える、又は与える可能性のある健康への影響を表明、示唆、又は暗示

する強調表示を意味する。』 

 

と定義している。ここで健康への影響（health effect）とは、以下の 1つ以上の人体への影響を意味する。 

 

（a） 生化学プロセス又はその結果 

（b） 生理的なプロセス又はその結果 

（c） 機能的なプロセス又はその結果 

（d） 成長と発達 

（e） 身体的パフォーマンス 

（f） 精神・心理的なパフォーマンス 

（g） 疾病、障害又はその状態 

 

 健康強調表示には、高いレベルの健康強調表示（high level health claim）と一般レベルの健康強調表示（general 

level health claim）の 2種類がある。 

 

1)  高いレベルの健康強調表示とは、重篤な疾病（serious disease）又はそのバイオマーカーに対する健康強調表示

を意味し、食品又は食品成分と重篤な疾病やそのバイオマーカーとの関連性を指す。 

 

重篤な疾病とは、医療専門家の助言又は監督の下で診断、治療又は管理される疾病、障害又はその状態を意味す

る。 

 

2) 一般レベルの健康強調表示（general level health claim）とは、高いレベルの健康強調表示以外の健康強調表示を

意味する。 

 

 

2. 健康強調表示のための条件 Conditions for making health claims (Food Standards 

Code 1.2.7-18) 

 

 健康強調表示を行う場合は、以下（1）及び（2）の両方を満たさなければならない。 

 

(1) 健康強調表示を行う食品が、オーストラリア・ニュージーランド食品規制基準（Food Standards Code）における栄

養プロファイルスコア基準（NPSC）を満たしている。 

 

栄養プロファイルスコア基準（Nutrient Profiling Scoring Criterion: NPSC）とは、 

 

『 当該食品の単位（100g、100ml 等）当たりのエネルギー（energy）、飽和脂肪酸（saturated fatty acids）、糖類（



2 

 

sugars）及びナトリウム（sodium）の平均含有量のそれぞれのポイントの合計を基準ポイント（BP）、そこから果実・

野菜ポイント（VP）、たんぱく質ポイント（PP）及び食物繊維ポイント（FP）を差し引いて得られたポイントを栄養プロ

ファイルスコア（Nutrient Profiling Score）（ファイナルスコア F = BP－VP－PP－FP）とし、当該食品への健康強調

表示の適用の可否を判定する基準。』 

 

と定義している。判定のための手順、計算方法及び判定基準は、添付資料 1（栄養プロファイルスコア基準）に示し

た。 

 

(2) 健康強調表示は以下のいずれかの要件に適合している。 

 

(a)  健康強調表示が高いレベルの健康強調表示（high level health claims）である場合： 

 

高いレベルの健康強調表示が可能となる食品又は食品成分と重篤な疾病やそのバイオマーカーとの関連性につい

ては、FSANZ が高いレベルの健康強調表示として事前に承認した食品或いは食品成分と健康への影響の関係に基

づいたものであり、以下の全ての要件を満たしている。 

 

(i). 食品又は食品の成分が、高いレベルの健康強調表示に関する食品規制基準（Code）別表 4（S4-4）の第 1欄

に記載されている。現在、10種類の食品或いは食品成分が記載されている

（https://www.legislation.gov.au/Details/F2017C00711）。 

(ii). その食品又は食品の成分について表示されている健康への影響は、同表の第 2欄（specific health effect）に

記載され、13種類の特定の健康への影響が認められている。 

(iii). 当該食品は表の第 5欄（conditions）の条件に適合している 

 

(b) 健康強調表示が一般レベルの健康強調表示（general level health claims）である場合： 

 

一般レベルの健康強調表示とは、高いレベルの健康強調表示以外のものであり、以下の(i)又は(ii)の要件を満たして

いる場合に可能となる。 

 

(i). 以下の各項目の要件を満たしている： 

 食品又は食品の成分が、FSANZによって一般レベルの健康強調表示として事前承認され、一般レベル

の健康強調表示に関する食品規制基準（Code）別表 4（S4-5）（パート 1：ミネラル、パート 2：ビタミン及び

パート 3：その他の食品成分）の第 1欄に記載されている 

 当該食品又は食品の成分に関わる健康への影響は、同表の第 2欄（specific health effect）に記載され

ている 

 当該食品は表の第 5欄（conditions）の条件に適合している。 

又は 

 

(ii). 食品又は食品の成分と健康への影響の関係が、FSANZに対して、事前に届出された関係性に基づく、或い

は、食品規制基準（Code）の別表 6（システマティックレビューに必要な事項：後述の添付資料 2参照）に記

載の要件に従って、食品又は食品成分と健康への影響の関係性について自ら実証し、その詳細を FSANZ

の最高経営責任者に届出することで、そのような強調表示ができる。 

 

 特殊用途食品（special purpose food）にあっては上記の栄養プロファイルスコア基準（NPSC）を満たす必要はない

。 

 

 健康強調表示は以下であってはならない（Food Standards Code 1.2.7-8）。 

 

(a) 疾病（disease）、異常（disorder）或いはその状態（condition）の予防、診断、治癒又は緩和を意味する表示。 

(b) 以下のような製品と比較する表示。 

(i) 何らかの治療用途を示す製品 

https://www.legislation.gov.au/Details/F2017C00711
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(ii)  製品が提示される方法もしくはその他の理由により、治療目的で使用すると誤解される可能性が高い製品 

 

3. 一般レベルの健康強調表示の届出のガイドラインと必要文書（Food Standards 

Code 1.2.7-19）  
 

 食品規制基準（Code）別表 4（S4-4）において、高いレベルの健康強調表示のリストを変更し、或いは別表 4（S4-5）

に一般レベルの健康強調表示を追加するための申請は、高いレベルの健康強調表示のバリエーション手順を使用

して検討する必要があり、申請者は、一般レベルの健康強調表示を行う前に、自ら食品又は食品の成分と健康へ

の影響の関係性を実証し、これを FSANZに届出しなければならない。 

 

この際、食品又は食品の成分と健康への影響の関係は、食品規制基準第 1.2.7 章の要件に従って確立しなけ

ればならず、これにはシステマティックレビュー（別表 6：添付資料 2）によってその食品と健康との関係が確立

されていることが含まれる。 

 

 なお、別表 4（S4-5）に一般レベルの健康強調表示を追加する届出（申請又は提案）は、高いレベルの健康強調表

示のバリエーション（high level health claims variation）に対する申請又は提案とみなされ（Food Standards Code 

1.2.7-17）、高いレベルの健康強調表示のバリエーション（high level health claims variation）とは、FSANZ Actの第

4条で以下の通り定義している。 

 

『 その変更によりもたらされる影響が、栄養や健康及びそれに関連する強調表示の基準の目的のために定められた、

高いレベルの健康強調表示の表のみの変更となるもの。』  

 

(1) 一般的な健康強調表示の届出を行う責任者は、以下の条件を満たさなければならない。 

 

（a） FSANZに届出を行う者の氏名及びその者のオーストラリア又はニュージーランドの住所を記載する 

（b） 届出た人物の氏名及び住所、並びに確立された食品と健康との関係の詳細を FSANZが公表することに同意す

る旨 

（c） 食品又は食品の成分と健康への影響の間の届出された関係が、別表 6（システマティックレビューに必要な事項

：添付資料 2）に記載されたシステマティックレビューの過程により確立されていることを保証する旨 

（d） 関連当局から要請があった場合、以下の両方を証明する記録を関連当局に提出する 

(i) システマティックレビューは、別表 6：添付資料 2に記載されたシステマティックレビューの過程に従って実施さ

れたものである 

(ii) 届出された食品又は食品の成分と健康への影響の間の関係は、システマティックレビューの合理的な結論で

ある 

 

(2) 申請者が、既に通知されている食品と健康の関係のリストに記載されている食品と健康の関係に基づいて一般的

な健康強調表示を行いたい場合は、FSANZ にもその関係を通知し、食品と健康の関係が本規約の別表 6：添付資料 2

に記載されたシステマティックレビューの過程によって確立されたことを保証しなければならない。 

 

(3) 食品と健康との関係性に必要な情報 

 

 届出は、ポータル（Food-health relationships notification portal）を使用して FSANZに届出することができ、FSANZ

は申請者に通知と添付の保証書の受領を知らせる電子メールを送信する。 

 FSANZは、執行機関から依頼された場合、別表 6：添付資料 2に従いシステマティックレビューが実施されたこと、

及び届出された関係がその合理的な結論であることを示す記録を公示する必要がある。 

 FSANZは必要な全ての情報が記載されていることを確認し、5営業日以内に、この情報を FSANZウェブサイトの

食品と健康との関係の通知リストに追加する。 
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 通知された情報がリストに追加されると、申請者に電子メールが送信される。その後、申請者が FSANZに削除を

依頼するまで、このリストに情報は残る。 

 初回通知後、提供された情報に変更がある場合、申請者は FSANZに電子メールで変更を通知する。 

 

（a） 食品又は食品の成分を説明する際には、確立された関係の対象が以下のいずれであるかを検討することが重要

である。 

 

 食品群（例：野菜又は果物等） 

 単一原料の食品（例：バナナ等） 

 複数の原料を含有する食品（例：チューイングガム、パン等） 

 食品の成分として、自然に存在するものか添加された成分（例：食品の一部、原材料、構成物質、その他の食品

成分等 

 そのため、以下の様な適切な説明を記載する: 

例えば、届出者がカルシウムと健康への影響の関連性を確立している場合は、健康強調表示を行うのは、製

品名で  はなく、食品又は食品の成分としてのカルシウムを記載すべきである。 

 

（b） 食品又は食品の成分と健康について、具体的な健康への影響を記述する。 

 

（c） 食品又は食品の成分の摂取量の変化（例：増加、低減等）により、健康への影響の程度が増大、軽減又は維持さ

れる可能性があるかどうかについても届出者は言及すべきである。 

 

(4) 保証書に含まれる内容 

 

届出者は、食品又は食品の成分と健康の関係が別表 6：添付資料 2に従ってシステマティックレビューにより確立されて

いることを保証しなければならない。この保証書は、会社のレターヘッドのついた文書で作成すること。法人の場合は、

法人の上級役員が署名しなくてはならない。 

 

保証書には、食品又は食品の成分と健康への影響に関する記述を含め、次の一文を記載する： 

 

『 私は、この届出た食品又は食品の成分と健康への影響の関係が、食品規制基準（Food Standards Code）の別表 6に

記載されているシステマティックレビューによって確立されたことを保証する。』 

 

 

4. 健康強調表示の実際 How health claims are to be made (Food Standards Code 1.2.7-

20) 

 

(1) 健康強調表示が、別表4（S4-4）の高いレベルの健康強調表示の表に記載された関連性にもとづく高いレベルの健

康強調表示、又は、別表4（S4-5）の一般レベルの健康強調表示の表に記載された関連性にもとづく一般レベルの健康

強調表示である場合、健康強調表示は以下の条件を満たさなければならない。 

 

(a) 以下の両事項を明記する。 

(i) 該当の表の第1欄に記載された食品又は食品の成分 

(ii) 該当の表の第2欄に記載されている具体的な健康への影響 

(b) 該当の表の第3欄に特定の健康への影響に関わる対象人口（relevant population）が記載されている場合、健康

強調 

表示と併せてその対象人口の記述を含める 

(c) 健康強調表示と共に、以下の第3)項に適合する食生活に関わる事項（dietary context）を含める。 
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(2) 健康強調表示が、別表6（システマティックレビューに必要な事項：添付資料2）に記載の事項により確立され、その

詳細がFSANZに届出済みである一般レベルの健康強調表示である場合、健康強調表示は以下の全てに適合しなくて

はならない。 

 

(a) 食品又は食品の成分及び具体的な健康上の作用を記載する 

(b) 健康強調表示と共に、システマティックレビューの合理的な結論となる対象人口があれば、その記述を含める 

(c) 健康強調表示と共に、以下の第(3)項に適合する食生活に関わる事項（dietary context）を含める。 

 

(3) 食生活に関わる事項（dietary context）は、以下の全てにあてはまらなければならない。 

 

(a) 健康への影響は、様々な食品の摂取を含む健康的な食生活を背景に考慮しなければならない旨を記載する 

(b) 当該健康強調表示及び健康への影響の表示の対象となる食品の種類又は食品の成分が適切である 

(c) 以下のいずれかに適合する。 

(i) 健康強調表示が、高いレベルの健康強調表示、或いは一般レベルの健康強調表示である場合、該当する表の

第4欄の食生活に関わる事項（dietary context）の記述があればそれと同様の記述を含める 

(ii) 健康強調表示が、別表6（システマティックレビューに必要な事項：添付資料2）に記載の事項により確立され、そ

の詳細がFSANZに届出済みである一般レベルの健康強調表示である場合、システマティックレビューの合理

的な結論である食生活に関わる事項（dietary context）と同様の記述を含める 
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（添付資料 1） 栄養プロファイルスコア基準（Nutrient Profiling Scoring Criterion： NPSC） 

 

栄養プロファイルスコア基準（Nutrient Profiling Scoring Criterion: NPSC）とは、『当該食品の単位（100g、100ml等

）当たりのエネルギー（energy）、飽和脂肪酸（saturated fatty acids）、糖類（sugars）及びナトリウム（sodium）の平均含

有量のそれぞれのポイントの合計を基準ポイント（baseline points）、そこから果実・野菜ポイント（V points）、たんぱく質

ポイント（P points）及び食物繊維ポイント（F points）を差し引いて得られたポイントを栄養プロファイルスコア（Nutrient 

Profiling Score）とし、当該食品への健康強調表示の適用の可否を判定する基準』である。判定のための手順、計算方

法及び判定基準を以下に示す。 

 

 

食品の栄養プロファイルスコア算出のための食品カテゴリー: 

 

栄養プロファイルスコア（Nutrient Profiling Score）算出のため、以下に示す 3 つの食品カテゴリーがあり、当該食品が

属するカテゴリーを決定する（別表 4 S4―6）。  

 

⚫ カテゴリー1： 飲料 

⚫ カテゴリー2： カテゴリー1或いは 3以外の食品 

⚫ カテゴリー3： 以下の食品 

 チーズ又はプロセスチーズ（カルシウム含有量> 320 mg / 100 g） 

 食用油 

 食用ファットスプレッド（edible oil/fat spread） 

 マーガリン 

 バター 

 

栄養プロファイルスコアを決定する手順 

 

（1） カテゴリー1の食品について、栄養プロファイルスコアを計算。 

（a） 別表 5 S5-3に基づくベースラインポイント（BP）。次いで 

（b） 別表 5 S5-4に基づく果実・野菜のポイント（VP）。次いで 

（c） 別表 5 S5-5に基づくたんぱく質ポイント（PP）。次いで 

（d） 別表 5 S5-7に基づく最終栄養プロファイルスコア（F）。 F=BP－VP－PP 

注）カテゴリー1の食品には、食物繊維ポイント（FP）は算定しない。 

 

（2） カテゴリー2の食品について、栄養プロファイルスコアを計算。 

（a） 別表 5 S5-3に基づくベースラインポイント（BP）。次いで 

（b） 別表 5 S5-4に基づく果実・野菜のポイント（VP）。次いで 

（c） 別表 5 S5-5に基づくたんぱく質ポイント（PP）。次いで 

（d） 別表 5 S5-6に基づく食物繊維ポイント（FP）。次いで 

（e） 別表 5 S5-7に基づく最終栄養プロファイルスコア（F）。 F=BP－VP－PP―FP 

 

（3） カテゴリー3の食品について、栄養プロファイルスコアを計算。 

（a） 別表 5 S5-3に基づくよるベースラインポイント（BP）。次いで 

（b） 別表 5 S5-4に基づく果実・野菜のポイント（VP）。次いで 

（c） 別表 5 S5-5に基づくたんぱく質ポイント（PP）。次いで 

（d） 別表 5 S5-6に基づく食物繊維ポイント（FP）。次いで 

（e） 別表 5 S5-7に基づく最終栄養プロファイルスコア（F）。 F=BP－VP－PP―FP 

 

 

食品の栄養プロファイルスコア基準（NPSC）適合の判定基準 
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食品が栄養プロファイリングスコア基準（NPSC）を満たしているかどうかの判定は、当該食品の最終栄養プロファイルス

コアについて、以下の基準で判断（別表 4 S4─6）。 

 

NPSC 食品カテゴリー 最終栄養プロファイルスコア（F） 

カテゴリー 1 の食品 1 ポイント未満 

カテゴリー 2 の食品 4 ポイント未満 

カテゴリー 3 の食品 28 ポイント未満 
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（添付資料 2） システマティックレビュー（systematic review）に必要な科学的証拠 

 

 

食品規制基準 1.2.7 -18, -19及び -20に記載された規定に従い、システマティックレビュー（systematic review）には以

下の要素を含めなければならない。 

 

(a) 食品又は食品成分、健康への影響、及び食品又は食品成分と健康への影響に関して提案される関係性の説明。 

 

(b) 選択基準及び除外基準を含め、食品又は食品成分と健康への影響に関する提案される関係性を示す科学的証拠

を収集するために使用された検索方法の説明。 

 

(c)  選択基準及び除外基準に基づく研究の最終的な一覧。 

 ヒトを対象とした試験は必須である。 

 動物試験や in vitro試験のみでは、食品や食品の成分と健康への影響との関係は確立できない。 

 

(d) 選択した各試験の重要な情報を記載した表。 

これには以下に関する情報が全て含まれていなければならない。 

(i) 研究情報 

(ii) 研究設計 

(iii) 目的 

(iv) 試験群の症例数及び追跡不能又は無効症例 

(v)  参加者の特徴 

(vi) 摂取量を含む食品又は食品の成分の測定方法 

(vii) 測定された交絡因子 

(viii) 健康への影響の測定方法 

(ix) 作用量及び統計学的有意性を含む試験結果 

(x) 有害作用（あれば） 

 

(e) 少なくとも以下を全て考慮した、選択された研究の質の評価 

(i) 明確に述べられた仮説 

(ii) 偏りの最小化 

(iii) 交絡の適切な管理 

(iv) 研究参加者の基礎的な食生活及びその他の関連する生活習慣因子 

(v) 健康への影響を実証するのに十分な研究期間及び追跡 

(vi) 仮説を検証する統計的検出力 

 

(f) 以下を全て考慮したグループとしての研究結果の評価 

(i) 全ての高品質な研究において、食品又は食品の成分と健康への影響との間に一貫した関連性がある 

(ii) 食品又は食品の成分の摂取と健康への影響との間に因果関係があり、その健康への影響はその他の要因と

は無関係である（ヒトを対象とした適切に設計された実証研究に最も重きを置く） 

(iii) 食品又は食品の成分と健康への影響との間に提案される関連性は生物学的に妥当である 

(iv) 健康への影響を得るために必要な食品又は食品の成分の量は、オーストラリア・ニュージーランドの人口の通

常の食生活の中で摂取可能である 

 

(g) 以下を全て含む研究結果に基づく結論 

(i) 証拠の全体性及び重みに基づき、食品又は食品の成分と健康への影響との間に因果関係が確立されているか

どうか 

(ii) 食品又は食品の成分と健康への影響との間に因果関係がある場合： 

ア) 健康への影響を得るために必要な食品又は食品の成分の量 
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イ) 健康への影響を得るための食品又は食品の成分の量が、オーストラリア・ニュージーランドの人口又は対象

人口の食生活の中で摂取しやすいかどうか 

 

(h) 既存のシステマティックレビューは、以下の両方を含むよう変更して使用できる 

(i) 既存のシステマティックレビューに含まれていない関連科学的データについて、上記(a)～(f)の必須要素 

(ii) 既存のシステマティックレビューの結論と共に、関連する新たな科学的データを組み込む上で必要な上記の要

素(g) 

 

 


