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は じ め に 
 

 

 

 近年、BSE 問題や口蹄（てい）疫、鳥インフルエンザ、残留農薬による食品

汚染問題、表示偽装事件など、食の安全にかかわる問題が多発している。消費

者の農水産物や食料全般における安全・安心に対する意識は高まっており、生

産者・製造業のみならず、流通業を含めた食料需給に関わるフードチェーン全

体における安全確保に向けてのシステムの構築が進んでいる。 

 

 本報告書は、このような状況に鑑み、食の安全性の確保を最優先課題の一つ

として位置づけ、さまざまなシステムを構築し、官民一体となって取組んでい

るオーストラリアについて調査したものである。政府、民間、消費者の取組み

別に、ジェトロ・シドニーセンターがとりまとめた。 

 

 関係各位にとって、ご参考になれば幸いである。 

 

 

2005 年 12 月 
 
 

日本貿易振興機構（ジェトロ） 
産業技術・農水産部 
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Ⅰ 政府による食の安全性確保の取組み 

 

１ 食品安全制度の策定・実施における連邦政府の役割 
 
（１）オーストラリア・ニュージーランド食品規制閣僚会議 (Australia New 

Zealand Food Regulation Ministerial Council: ANZFRMC)  

 
ANZFRMCは，オーストラリアすべての州の保健相（ニューサウスウェールズ（NSW）

州のみ第１次産業相）のほか，ニュージーランド政府大臣，その他関連大臣で構成され，オ

ーストラリアの保健・高齢化相が議長を務める。 
ANZFRMCは，利害関係者の意見を取り入れつつ，科学的なリスク・アセスメントに基づ

く食品政策枠組みの確立が必要であるとされたブレア・レビュー（1998年：オーストラリ

ア食品規制制度の見直し）を踏まえ，2000年に設置された。 
ANZFRMCは， 

① 食品規制に関する基本的指針の作成 
② 食品基準の策定・見直しの基本となるガイドラインの作成 
③ オーストラリア各州又はニュージーランドとの間及びオーストラリア・ニュージーラン

ドと諸外国との基準の調和を図ること  
④ 合意に至ったガイドライン・基準が，加盟国・州の法規に適切に盛り込まれるかどうか

確認すること 
を主な任務としている。 
 また，ANZFRMCには，各省の次官級で構成される食品規制常任委員会（Food Regulation 
Standing Committee: FRSC）が設置されており，ANZFRMCに対し，助言を行うこととなって

いる。 
 
（２）オーストラリア・ニュージーランド食品基準局 (Food Standards Australia 

New Zealand: FSANZ) 

 
FSANZは， ANZFCが決定した食品規制に関する基本的方針を受け，具体的な食品安全に

関する基準を作成する独立機関である。オーストラリア各州の食品基準の調和を図ることを

目的に，1991年に設立された全国食品局を前身とし，1996年のニュージーランドの参加に

伴うオーストラリア・ニュージーランド食品局（ANZFA）を経て，2002年に現行の組織と

なった。 
＜主な役割＞ 

・ 食品安全に係る基準の策定と見直し 
・ 産業慣行規範の策定と見直し 
・ オーストラリア及びニュージーランドで使用されている基準と，国際的に認められた基

準との一貫性の確保 
・ 食品リコール 
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・ オーストラリア及びニュージーランド代表として，食品安全基準に関する国際交渉の遂

行 
FSANZは，2000年に「オーストラリア・ニュージーランド食品安全コード（Australia 

New Zealand Food Safety Standard）」を策定し，同基準は 2002年 12月 20日より原則，すべて

の食品製造，流通業者に対して義務化され，食品添加物，表示基準のほか，生産，製造，小

売，食品サービス部門を対象とする衛生状態要件を定めている。ただし，「食品安全プログ

ラム（FSP）」については，企業側で見込まれる費用便益の分析に基づき，ANZFRMCによ

り自主的基準として位置づけられた。現時点では，ビクトリア州でのみ，一般的基準として

採用されているが，ANZFRMCがその適用状況について見直しを実施した結果，病院，保育

園，高齢者ケア供給業者，加工肉類の生産者，甲殻類の生産者，ケータリング業者，など同

会議が食品のリスクに対し特にぜい弱と判断した部門に対してはビクトリア州以外でも FSP
を義務化するとの合意に至った。FSANZは，2005年末までに同コードを修正することとし

ている。  
 

オーストラリア・ニュージーランド食品基準コード（要約）1 
  
第１章 一般食品基準 

• 食品の種類の定義（パート 1.1） 
• 表示要件（パート 1.2） 
• 食品添加物（パート 1.3） 
• 汚染物質と残留物（パート 1.4） 
• 新規食品，遺伝子組み換え食品，放射線照射食品（パート 1.5） 
• 微生物学的及び加工作業上の要件（パート 1.6） 

 
第２章 食品製品基準 

• シリアル（パート 2.1） 
• 肉，卵，魚（パート 2.2） 
• 果物・野菜（パート 2.3） 
• 食用油（パート 2.4） 
• 酪農製品（パート 2.5） 
• 非アルコール飲料（パート 2.6） 
• アルコール飲料（パート 2.7） 
• 糖類・はちみつ（パート 2.8） 
• 特別目的食品（パート 2.9） 
• 酢，塩，関連製品など，その他食品のための基準（パート 2.10） 

 
第３章 食品安全基準 
○ 食品安全プログラム（基準 3.2.1） 

                                                            
1http://www.foodstandards.gov.au/foodstandardscode/, オーストラリア・ニュージーランド食品基準局，オースト

ラリア・ニュージーランド食品基準コード 
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この基準は，食品安全が最終製品基準だけによるものではなく，WHO／FAO合同食品規

格委員会（CODEX）により採択された危害分析・重要管理点（HACCP）制度に基づく食品

の生産・製造・取扱いに際しての危害の特定・管理によって，最も徹底される，という理念

に基づいている。州政府にとってこの基準は，食品企業に対し，HACCP概念に基づいた食

品安全プログラムを実施するよう義務付けることを可能にするものである。食品安全プログ

ラムは，食品企業により実施・見直しが行われ，相応の資格を持つ食品安全監視員による，

定期的監査の対象となっている。この基準は現在，ビクトリア州でのみ完全に採用されてい

る。同基準は，ケータリング業者，老人ホーム，二枚貝の生産者，加工肉の製造者に対する

実施の義務化に向けて，見直しが行われている。  
 
○ 食品安全慣行・一般要件（基準 3.2.2） 
この基準では，それを順守することにより，食品が食するに危険または不適当にならない

旨，徹底を図ることができる，食品企業及び食品取扱業者向けの具体的要件のほか，食品加

工の各段階で満たされるべき，管理要件が規定されている。具体的には，食品の保管，加

工，陳列，包装，流通，廃棄，リコールに関連するもののほか，食品取扱者とその監督者の

技能・知識，食品取扱者の健康・衛生状態，施設・機具の清掃・消毒・維持管理等について

規定している。  
 
○ 食品製造施設と機具（基準 3.2.3） 
この基準では，それを順守することにより，食品企業側での基準3.2.2（食品安全慣行・一

般要件）に含まれる食品安全要件への準拠の円滑化を図ることができる，食品製造施設・機

具にかかわる要件が規定されている。この基準の目的は，可能な限りにおいて，施設の間取

りが，食品汚染の可能性を最小限に抑えるものである旨，徹底を図ることにある。食品企業

は，食品施設や不動産定着物，付属品，機具，運搬車両が，清掃可能な（さらに必要な場合

には，消毒可能な）設計・建設がなされたものである旨，徹底を図ることが義務付けられて

いる。また，企業は，必要な水道，ごみ処理，照明，換気，清掃，身体衛生のための設備

や，収納スペースが施設内にあり，利用可能なトイレが近くにある旨，徹底を図らなければ

ならない。 
 
第４章 一次生産・加工 
○ 基準 4.2.1――水産物の一次生産・加工基準（2006年５月 26日より適用） 
この基準では，原則，水産物の漁獲から加工の直前までを対象とする（加工は第３章に含

まれる）水産物のための食品安全を確保するための要件が規定されている。 
この基準の下で，水産物企業は，潜在的な水産物のリスクを特定し，それに見合った管理

を実施しなければならない。さらにこの基準では，特定の二枚貝の生産者・加工業者に対

し，食品安全管理制度の実施を義務付けている。 
 

○ 基準 4.5.1――ワイン生産要件 
この基準では，各種ワインの生産に際しての温度，添加物，基本成分などを含む要件が規

定されている。  
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（３）保健・高齢化省（Department of Health and Ageing: DHA） 

 
DHAは，ダイオキシン，放射線照射食品，遺伝子組換え食品，食品安全基準，微生物限

度値，重金属，毒素等など，主に食品衛生に関するリスク管理という観点から，関連する連

邦政府機関，州政府（準州も含む。以下，同じ。）等と連携を図りつつ，政策立案・実施を

行う役割を担っている。 
＜主な役割＞  
・ 食品安全政策及び食品安全規制の企画 
・ 立案・食品政策課題に関する科学的見地からの助言提供・オーストラリアにおける食中

毒を減少させるためのプロジェクトの管理 
・ オーストラリアの食中毒の監視ネットワークであるオージーフードネット（Oz Food 

Net）の管理  
オージーフードネットは 2000 年，地域における食中毒の原因・発生に関する理解を深め，

かつ政策立案のベースとなる情報を提供すべく，州保健当局との共同プロジェクトとして設

立。オーストラリア感染症ネットワーク，オーストラリア国立大学の国立疫病学・集団保険

センター，オーストラリア・ニュージーランド食品基準局，公衆衛生研究所ネットワークと

いった各機関から支援されている。オージーフードネットは，オーストラリアにおける食中

毒に関する重要データを分析し，感染症に関連した疾病発生の特定のほか，食品の安全性に

かかわる問題の発見に当たり，DHAを支援している。 
 
（４）農漁林業省（Department of Agriculture, Fisheries and Forestry :DAFF） 

 
DAFFは，農林水産物及び環境に影響を及ぼすリスクを最小限に抑えるため，動物疾病予

防・対策，動物福祉，動植物に輸出入検疫，農業資材の管理等に関し，「食品安全局

（Product Integrity, Animal and Plant Health : PIAPH）及び省に独立して設置されているバイオセ

キュリティー・オーストラリア（Biosecurity Australia: BA）やオーストラリア検疫検査局

（Australian Quarantine and Inspection Service: AQIS）等を通じて，関係機関と調整を図りつつ，

政策の企画立案，実施を行っている 
＜食品安全局＞ 
 動物衛生及び動物福祉の向上，農薬・獣医薬品の規制，農場段階での食品の安全性の確保

等 
＜バイオセキュリティー・オーストラリア（BA）＞ 
食品・農産物向け輸入リスク・アセスメントの策定等 

＜オーストラリア検疫検査局（AQIS＞ 
輸入食品の検査，輸出食品の検査及び認証等 
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図１ 食品規制の枠組み 
 

 
２ 制度の概要 
 
（１）動物衛生及び疾病予防対策 

 
ア 関係機関 

 
（ア）第 1次産業閣僚会議等 
動物衛生及び疾病予防対策は，関係省の次官級で構成される第１次産業常任委員会

（PISC）及び各専門家で構成される第１次産業保健委員会（PIHC）の助言の下，連邦政

府の農漁林業省及び州政府の第１次産業（農業）大臣から構成される第１次産業閣僚会議

（PIMC）において決定される。 
 
（イ）オーストラリア動物衛生局（AHA） 

AHAは，連邦政府農漁林業省及びすべての州政府の第 1次産業省，13の畜産団体，連

邦科学・産業研究所（CSIRO），オーストラリア獣医協会など 24のメンバーから成る非営

利団体で，連邦政府，州政府，畜産団体それぞれから資金の３分の１ずつを調達し，第 1

オーストラリアニュージーランド
食品規制閣僚会議会議

（ANZFRMC）

＜基本方針の策定＞

＜基準の制定・見直し＞

＜制度の具体化＞

オーストラリアニュージーランド
食品基準局（FSANZ）

○　食品基準コードの改定

保健・高齢化省
（DHA）

＜食品衛生等＞

農漁林業省
（DAFF）

＜検疫，残留農薬等＞

州政府

地方自治体

食品規制常任委員会

助言

＜制度の実施＞
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次産業閣僚会議の指示を受け，動物衛生サービスの提供，動物疾病の監視などを行ってい

る。 
 
（ウ）緊急動物疾病に関する諮問委員会(CCEAD) 
 農漁林業省に設置され，連邦及び州政府の上級獣医師官により構成される CCEADは，

家畜伝染病発生時の対応策について，科学的・技術的観点から第１次産業常任委員会及び

第１次産業保健委員会に助言を行う。 
 
（エ）連邦政府 
連邦政府は，動物衛生及び疾病予防対策の調整，また，疾病報告，輸出認証，国際交

渉などを含む検疫等を担うとともに，疾病対策プログラム等への資金援助を行う。これら

の業務は，農漁林業省に設置されている①食品安全局（Product  Integrity Animal and Plant 
Health），②バイオセキュリティー・オーストラリア，③検疫・検査サービス局（AQIS）
により実施されている。食品安全局は，動物衛生・疾病対策への実施及び調整を担い， 
BAは検疫に関する政策の立案，AQISはその実施に対して責任を担う。 

 
（オ）州政府 
各州政府は，①家畜の識別，移動，②疾病の監視及び診断，③化学残留物の報告及び

管理など行う。プログラムは通常，家畜産業団体，家畜生産者，民間の獣医師との共同，

またはこれらの支援を得て，実施される。各州では，獣医地域ごとに，州の法律・規則の

順守状況を監視する政府担当官の管理下に置かれる。各獣医地域はさらに，複数の動物衛

生地区に細分され，獣医師または有資格の検査官により管理される。 
 
図２ 動物衛生に関する役割分担 

 

第一次産業閣僚会議
(PIMC)

第一次産業常任委員会
(PISC)

第一次産業保健委員会
(PIHC)

緊急動物疾病に関する諮問委員
会(CCEAD)オーストラリア

動物衛生局
(AHA)

連邦
農漁林業省

州
第1次産業省

連邦
科学・産業

研究所

各家畜生産者
団体

助言

助言

実施

指示
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イ 主な動物疾病監視プログラム 

 
（ア）伝達性海綿状脳症監視プログラム（NTSESP）  
オーストラリアにおける BSEに対する積極的な監視は，1990年から開始され，1998

年には NTSESPによる監視が開始された。同プログラムでは，年に１回，最低 400頭の

牛のほか，神経疾患の兆候を呈する個体から採取された羊の脳 450個の標本抽出が行わ

れる。脳は，オーストラリア各地の研究所に送られ，TSE 検査を受ける。検査の結果は，

NTSESPデータベースでのほか，インターネット上で閲覧可能な全国動物衛生情報シス

テム上で公開される。 
 
（イ）全国アルボウイルス監視プログラム 
このプログラムでは，家畜に被害をもたらす昆虫媒体ウイルスや媒介生物の分布を

監視するため，監視用牛群を設定，定期的に血液サンプルを採取し，ウイルスに感染

していないかどうかを検査する。このプログラムは，特に，生体牛・羊の輸出基準の

維持に貢献するほか，ブルータング病の早期警戒システムとしての役割も果たす。  
 

（ウ）全国ヨーネ病対策プログラム（NJDCP） 
家畜産業，政府及び獣医師の協力の下で実施される NJDCPでは，牛・羊・ヤギ・ア

ルパカを対象に，検査により，ヨーネ病感染を確認するほか，感染リスクを軽減する

ための対策を実施している。 
 

（エ）結核ゼロ保証プログラム 
オーストラリアが牛結核のゼロ地域であると宣言された後，このプログラムは1998

年，同病の再発生を予防すべく５年間の監視期間を設ける目的で開始された。AQIS及

び各州は，結核の兆候がないかどうか，解体時に生肉を分析する。第１プログラムは

2002年 12月に終了。現在，第２プログラムが行われており，2006年に完了する見込み

である。 

 

（オ）オーストラリア獣医緊急計画（AUSVETPLAN） 
オーストラリア獣医緊急計画（AUSVETPLAN）は，口蹄疫やBSEといった海外の家畜伝

染病が発生した場合，全国，州政府，地域レベルにおける動物衛生関係機関や危機管

理機関が協力体制を構築し，迅速かつ効果的に対応するためのマニュアルである。オ

ーストラリア動物衛生局（AHA）は，同計画の管理者として，オーストラリア政府，

州・準州政府，畜産業界と緊密に連携し，継続的にマニュアルを更新している。 

 
（２）農薬規制 

 
農薬の使用に関する規制は，連邦政府の農漁林業省及び州政府の第１次産業（農業）大臣

から構成される「第１次産業閣僚会議（PIMC）」と，連邦農漁林業省農薬・獣医薬局

（Australia Pesticides and Veterinary Medicines Authority: APVMA），州政府第 1次産業省，連邦科
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学・産業研究所の代表者から構成され，PIMCに技術的助言を提供する「食品安全委員会

（The Product Safety and Integrity Committee: PSIC）」により決定される。 
規制の実施に当たっては，APVMAが①農薬の登録・使用，②食品や飼料に含まれる残留

物の最大残留基準値（MRL）等の規制に対して責任を担う。APVMAは，オーストラリアで

使用されるすべての農薬や殺虫剤，獣医薬品の製造と供給を管理するための全国登録制度を

運用している。この制度の下，すべての化学薬品は登録の際，APVMAの委託を受けた独立

評価機関により，登録申請されている化学物質が，人体や家畜，環境に対して安全であるか

どうかを判断するため，リスク・アセスメント評価がなされる。その結果は，インターネッ

ト上で公開されるとともに，一定期間，公開協議が行われる。評価の完了とともに，

APVMAは当該製品の MRLを設定し，食品基準コードへの改定に向けて FSANZに通知する。  
食品基準コードでは，汚染物質及び残留物の許容レベルを規定する次の基準が適用される。 

・ 基準 1.4.1――汚染物質及び自然毒素 
・ 基準 1.4.2――残留物最大限度 
・ 基準 1.4.3――食品と接触する物品及び素材 
・ 基準 1.4.4――禁止及び制限された植物及び菌類 
認可された農薬等の使用規制は，原則として，州政府の責務である。各州政府は，①使用

者の基本的な研修要件，②害虫駆除業者の認可，③残留物の監視，④化学薬物の安全使用の

ための慣行規範及びガイドライン等，それぞれ規則を定めている。例えば，NSW州第１次

産業省は，殺虫剤の使用者に安全や化学薬物の管理に役立つ情報を提供するものとして，

「スプレー・センス（Spray Sense）」2と銘打った一連のガイドラインを策定している。南オ

ーストラリア州では，州政府とアデレード・プロデュース・マーケットが４年間（1998～
2002年）にわたり，「プーラカ・フード・ケア・プロジェクト（Pooraka  Food Care  Project）」
3を実施。果物・野菜を無作為抽出し，残留物が許容範囲内にあるかの検査を行っている。  
また，連邦政府は，15種類の動物，13種類の植物のほか，一部種類の魚類及び水産養殖

物を対象とした全国残留物検査（NRS）を実施している。これは，1960年代，食肉中の化

学残留物をめぐる輸出市場の懸念を受けて開始された。NRSによる分析は，人体への影響

をくい止めるのはもちろんのこと，必要に応じ，商品の輸出向け認証にも活用される。 
表１は，2003／2004年度（7～8月）の NRSの結果である。調査対象となった 18,735サン

プルのうち，許容基準を上回る違反事例は 30件で，違反率は 0.2 %となっている。品目別に

みると，大部分の品目で違反率が１％を下回る中，サンプル数が少ないものの，養殖水産物

が 7.7％とやや高い水準となっている。 
 

 

 

 

 

 

                                                            
2http://www.agric.nsw.gov.au/reader/spray-sense, “スプレー・センス”，NSW州 DPIウェブサイト。 
3http://www.safoodcentre.com/facts/files/links/link_752_3.pdf, プーラカ・フード・ケア・プロジェクト，PIRSA
ウェブサイト。 
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表１ 2003／2004年度全国残留物検査（NRS）結果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）遺伝子組換え（ＧＭ）作物 

 
ア 環境放出規制 

 
GMO（遺伝子組換え体）の研究開発から商業生産については，2001年 6月に施行さ

れた「2000年遺伝子技術法(Gene Technology Act  2000)」により規制されている。「遺伝子

技術法」において，リスク評価に基づく GMOの取扱免許の交付，免許保有者の監査等

の権限を与えられた「遺伝子技術規制官（Gene Technology  Regulator: GTR）」が，その事

務局としての機能を果たす「遺伝子技術規制事務局（Office  of  Gene Technology  
Regulator:  OGTR）」と一体となって，規制業務の中核を担っている。OGTRは，連邦政

府の保健・高齢化省にあり，約 50人の職員を有する。   
GTR（OGTR）の主要任務は，以下のとおり。  

・ GMO免許の交付 
・ 政策原則，政策指針の草案の作成 
・ 各種ガイドラインの策定 
・ GMOの生物学的安全性に関するリスク・アセスメント及び研究の実施 
・ 国民への GMO規制に関する情報提供 
・ GMO規制に関する国際的動向の把握 
また，遺伝子技術規制法では，GTRの助言機関として，「遺伝子技術諮問委員会

（Gene Technology Technical Advisory Committee（GTTAC））」，「遺伝子社会協議委員会

サンプル数 違反数 違反率（％）

肉類
　牛肉 5,933        4 0.1
　羊肉 4,727        9 0.2
　豚肉 1,146        1 0.1
　山羊肉 251          3 1.2
　馬肉 139          0 0.0
　その他 458          2 0.4
はちみつ 123          0 0.0
穀類   
　穀物 4,502        4 0.1
　穀粉 198          3 1.5
　豆類 311          2 0.6
　カノーラ 230          0 0.0
園芸作物   
　りんご及びな 285          1 0.4
　ナッツ 150          0 0.0
　たまねぎ 136          0 0.0
水産物   
　天然 133          0 0.0
　養殖 13           1 7.7

合計 18,735       30 0.2
出所：農漁林業省「National Residue Survey Annual Report 2003-04」

りんご及びなし 
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（Gene Technology Community Consultative Committee (GTCCC)）」，「遺伝子技術倫理委員会

（Gene Technology Ethics Committee (GTEC)）」が設置されており，これら委員会は，GTR
が規制業務を遂行するに当たり，技術的・科学的知見からにとどまらず，リスクコミ

ュニケーションや倫理面といった様々な観点からの助言を行っている。 
 

図３ GM規制に関わる組織 

 

 
GMOの試験，栽培等の環境放出は，以下の４つの場合を除き，すべて禁止されてい

る。これには，①GMOを用いた実験，②GMOの製造，繁殖，増殖，栽培，輸入，原

材料として又は非 GMO物質の製造過程における構成要素としての GMO使用などが含

まれる。  
① 取扱禁止対象から除外となるもの 
長期にわたるアセスメントの結果，軽微なリスクとされた GMOの使用については，

免許を必要としない。しかし，これらは，密閉された設備内で実施されるものとし，

意図的に環境に放出してはならない。  
② 届出義務のある低リスクのもの 
長期にわたるアセスメントで低リスク（①のリスクより大きい）とされた GMOの使

用については，OGTR への届出を必要とするが，認可は必要としない。また，①と同様，

密閉された設備内で実施されるものとし，意図的に環境に放出してはならない。  
③ GTRが作成するGMO登録簿に登録されたもの 

 現在免許が交付されている又は過去に交付され，GMO登録簿に記載された GMOの

使用については，認可を必要としない。 
④ GTRにより認可されたもの 

上記にあてはまらない GMOの使用はすべて，OGTRからの免許を必要とする。免許

には，環境への意図的な放出及び環境への放出を意図しないものの２種類がある。 免

閣僚会議

○　政策原則
○　政策指針
○　実施規範

遺伝子技術規制官（GTR）

遺伝子技術諮問委員会

遺伝技術社会協議委員会

遺伝子技術倫理委員会
遺伝子技術規制局（OGTR）

助言

GMO認可 州政府

協議

州法により栽
培を制限する
権限あり
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許交付に当たっては，審査対象となる GMOが引き起こす可能性がある人体や環境への

リスクを評価し，そのリスクを管理する計画を策定することとなっている。2005年 9
月現在，GMO取扱免許は 43件有効となっておりおり，そのうち 7件は商業生産が認め

られているもので，残りは研究目的である。7件の内訳をみると，カーネーションが 1
件，綿が 3件，カノーラが 2件，ワクチンが 1件である。 
オーストラリアでは，各州政府レベルにおいて，連邦法を担保する州法が制定され

ているが，これには州内で GM作物の栽培を禁止する権限が認められている。このよ

うな中，2003年に商業栽培が認められた GMカノーラについては，食用作物であるこ

ともあり，その安全性を疑問視する消費者団体や非 GMであることのプレミアムを確

保したいとする生産者の反対などから，カノーラを栽培していない QLD州及び NT州

を除くすべての州において，商業栽培が暫定的に禁止されている。 
 
イ 販売流通規制 

 
（ア）リスク評価 

オーストラリアでＧＭ作物を食品として販売するためには，FSANZの食品基準コ

ード 1.5.24（Food Produced Using Gene Technology）に従わなければならない。この基準

に基づき，すべての GM食品は，栄養面や健康面，環境面から個別にリスク評価を

行われなければならない。 2005年２月現在，23種類の GM大豆，GMとうもろこし

などが食品として認可されている。FSANZにより承認及び申請受理された食品一覧

については，＜参考＞を参照のこと。 
GM食品のリスク評価では，その食品の分子構造，毒性，栄養素，成分が非 GMの

ものと比較される。意図的及び意図的でない遺伝子組換えの影響など，その新たな

遺伝子体に焦点を当てるとともに，遺伝子組換えによってその食品の潜在的なアレ

ルギー性や毒性が変化したかどうかなど，一切の組成変化について検査を行い，一

般的に消費されている従来の食品と比較する。 
この比較分析は，世界保健機関（WHO），国連食糧農業機関（FAO），経済協力開

発機構（OECD），国際食品規格委員会（CODEX）等により，GM食品のリスク評価

における最も実用的なアプローチと見なされている。FSANZは，評価プロセスの進

展にあわせ，定期的にアセスメント手順の見直しを実施するほか，CODEXの GM食

品評価スキームの策定にも積極的に参画している。 
 
（イ）表示規制 
食品基準コード 1.5.2において，GM食品の表示については，次のように定められて

いる。 
＜表示が義務付けられているGM食品＞ 

① 遺伝子組換えにより改変された性質を有する食品及び原材料 
② 新規の DNA又はたんぱく質が存在する食品及び原材料 
 

                                                            
4http://www.foodstandards.gov.au/_srcfiles/Standard_1_5_2_GM_v70.doc, FSANZウェブサイト 
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＜表示が免除されているGM食品＞ 

① 加工の過程で，新規の DNA又はたんぱく質が除去される高度の精製食品（植物油

など） 
② 新規 DNA又はたんぱく質が最終製品に存在しない加工補助材又は食品添加物 
③ 濃度が最終食品中 0.1％以下の香料 
④ レストラン，テイクアウトなど販売後直ちに消費される食品 
⑤ 意図しない GM食品・原材料の混入が１％未満の食品 

  
○ GM食品の表示例 

単一原材料遺伝子組換え食品の例 
 

大豆粉 
遺伝子組換え 

 
大豆粉 

遺伝子組換え大豆使用 
 
遺伝子組換え食品原材料の例 
 
原材料：分離大豆タンパク質（遺伝子組換え），デキストリン，植物油，酸味料，乳化剤，

植物ガム，水添加 
 
（４）食品表示 

 
食品基準コード1.2において，小売またはケータリング目的の食品については，一部を

除き，次の内容を示すため，パッケージ上の目立つ位置に，読みやすく英語で書かれた表

示が伴わなければならない5。 
① 食品名 
食品パッケージ上の表示には，次の内容が含まれていなければならない。 

・ 食品の規定名（その食品名が，食品基準コードで規定名称として指定されている場

合） 
・ その他の場合はすべて，その食品の特徴を表すに十分なその食品の名前または説明 
② ロット識別情報 
食品パッケージ上の表示には，その食品が次のいずれかに該当する場合を除き，ロッ

ト識別情報が含まれていなければならない。 
・ アイスクリームまたは氷菓子の一食分 
・ 小分け包装されており，保存したり販売用に陳列したりする時点でその食品がまとめ

て入れられているパッケージや容器にロット識別情報が含まれているもの 

                                                            
5http://www.foodstandards.gov.au/_srcfiles/Standard122_Food_Identif_v63.pdf, 基準 1.2.2――食品識別要件，

FSANZウェブサイト 
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③ 供給業者名及び住所 
食品パッケージ上の表示には，その食品の供給業者名と，そのオーストラリア又はニ

ュージーランド国内の住所が含まれていなければならない。 
 
さらに，基準1.2及び各商品基準において，次の内容の表示に関する要件が規定されて

いる。 
① 特定食品の義務的な警告・忠告文6 

これには，各商品それぞれの基準で規定された義務的警告が含まれる。このほか，遺

伝子組換え食品のための警告文がある（基準1.5.2）。  
② 原材料の表示7 

③ 包装食品の日付表示8 

一定期日以降に消費された場合に健康を損なう恐れのある食品については，日付表示

に加え「賞味期限」または「品質保持期限」が含まれていなければならない。  
④ 使用及び保存に関する指示9 

⑤ 栄養情報10 

すべての包装された食品には，熱量，総脂肪，たんぱく質，炭水化物，ナトリウム，

飽和脂肪，砂糖の７成分について，その食品の1回平均摂取量及び100ｇ当たりの各成分の

量を表示する。なお，特定の効用をうたう食品は，その機能を裏付ける栄養成分表を表示

しなければならない。  
⑥ 原産国表示 
 加工国，原料の原産国，又は輸入された原料である旨を表示しなければならない。一方，

98年改正取引実行法（Trade Practice Amendment Act 1998）では，原産国の表記方法として，

「Product of Australia」（大部分の原材料がオーストラリア産で，加工がオーストラリアで

行われたもの）と，「Made in  Australia」（原材料を含む製造コストの50％以上がオースト

ラリアで発生したもの）などの区分がある。ただし，このような原産地表示については，

基準がやや複雑なこと，また未包装の商品については輸入品であることだけを示せば十分

となっていることなどから，消費者や輸入品に押されている野菜業界等から非難を受けて

おり，現在見直しを行っている。 
 
 

                                                            
6http://www.foodstandards.gov.au/_srcfiles/ACFA91C.pdf, 基準 1.2.3――義務的警告及び忠告文公表，FSANZウ

ェブサイト。 
7http://www.foodstandards.gov.au/_srcfiles/Standard_1_2_4_Labelling_of_Ingred_v74.pdf, 基準 1.2.4――原材料の

表示，前掲ウェブサイトより。 
8http://www.foodstandards.gov.au/_srcfiles/Standard125_DateMarking_v63.pdf. 基準 1.2.5――包装食品の日付表

示，前掲ウェブサイトより。 
9http://www.foodstandards.gov.au/_srcfiles/Standard_1_2_6_Directions_v72.pdf, 基準 1.2.6――使用及び保管のた

めの指示，前掲ウェブサイトより。 
10http://www.foodstandards.gov.au/_srcfiles/Standard_1_2_8_Nutrition_Info_v75.pdf, 基準 1.2.8――栄養情報要件，

前掲ウェブサイトより。  
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○ 食品表示の例 

 

 
 
（５）全国家畜識別制度（NLIS） 

 
ア 経緯 

 
オーストラリアでは，1960年代から疾病予防管理の観点からの牛の個体識別の重要性

が認識されており，肉牛生産者は，ブルセラ症及び結核根絶プログラムの一環として，出

荷元の識別番号（PIC）の記されたタグを尾や耳に取り付けることで，個体群の特定を行

ってきた。また，PICは農場だけではなく，と畜場や家畜市場などの関連施設にも割り当

てられ，疾病や残留農薬の問題等が発生したときに，生産農場を特定し，迅速な対策を講

じるための最も基礎的な情報となっていた。その後，輸入国における食品に対する安全性

の高まり，特に EUからは農場まで確実にトレースすることが求められたことなどを踏ま

え，その取組みを強化することとし，1998年，新たな識別制度（NLIS）が導入されるこ

ととなった。 
 
イ NLISの概要 

 
NLISは，牛の耳に永久的に取り付けられる無線周波数識別（RFID）タグを利用，生産

から解体に至るまでの牛の動きに関する情報が，NLISデータベースに保存される。タグ

は，データベース情報にアクセスする特別な装置により読み取り可能で，肥育場から家畜

売り場や食肉処理場に至るまで，牛の動きを追跡できるほか，特定の牛がどの個体と接触

したかを表示することができる。NLISは，家畜疾病の悪影響を最小限に抑えることなど

により，オーストラリア産食肉の安全性に関する消費者の信頼を高めるとともに，輸出市

場への参入機会の向上を図ることに役立てられる。  
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また，これは，EU向け牛肉輸出のための前提条件にもなっている。EUへの輸出を希

望する生産者は，AQISが管理する連邦政府の欧州連合牛認定スキーム（EUCAS）に登録

しなければならない。このスキームに準拠するには，NLISの完全な実施が必要である。

現行スキームは牛だけに適用されるが，羊を対象とする NLISの導入が 2006年７月１日に

予定されている。なお，牛を対象とする NLISは，2005年７月からその導入がすべての州

で義務化されている。 
 
ウ NLISの実施状況 

 
すべての牛には，生まれた農場から移動される前に，右耳にイヤータグ（耳標）又は

テールタグが取り付けられなければならない。このタグには，変更不可能な PIC識別番号

と固有 NLISタグ番号が刻まれたマイクロチップが埋め込まれており，特別なリーダー

（読み取り機）を使って電子的に読み取ることができる。タグには，これらと同じ番号が

肉眼で見える形で印字される。タグの価格は，各 3.5～5.8豪ドル（VIC州では，州政府補

助金により 2.5豪ドル）。リーダーの価格は，500豪ドル（携帯型リーダー）～1,800豪ド

ル（パネル・リーダー）。さらに特別なタグ・アプリケーター（取り付け器）が必要で，

価格は 20～150豪ドル。タグには，白のブリーダー・タグとオレンジ色のポストブリーダ

ー・タグの２種類がある。ブリーダー・タグは，その牛の生まれた農場にて取り付けられ，

一方，ポストブリーダー・タグはブリーダー・タグのない個体だけに取り付けられる。後

者は，取り付けられたタグが紛失または損傷した場合や，動物が NLIS制度の導入以前に

購入された場合に限られる。解体される予定の子牛には，タグを取り付ける必要はない。  
牛が家畜市場やと畜場に運搬されると，そこで NLISタグの読み取りが行われ，牛の移

動記録がオーストラリア食肉家畜生産者事業団 が維持管理する NLISデータベースに転送

される。他の農場から直接，牛を購入する生産者は，タグの読み取りを行い，データベー

スを更新しなければならない。  
 
（６）食品リコール 

 
消費者に対して，安全性に関しリスクを呈する恐れのある食品を販売・流通・消費から取

り除くための食品リコールは，基本的に，製造業者，卸売業者，小売業者，医師，政府機関

（警察や保健当局など），消費者などのさまざまな情報源からの通報の結果，実施されてい

る。 
食品基準コード 3.2.2の下で，食品企業（輸入業者も含む）は，法律上，必要に応じて迅

速なリコールを可能にするための文書化された食品リコール計画を有することを義務付けら

れている。FSANZが示す一般的な食品産業におけるリコール手順は図４11のとおりである。 
食品企業は，リコールに伴う費用を負担するほか，リコールの必要が生じた際， FSANZ

の食品リコール・コーディネーターに連絡しなければならない。これを受けて同コーディネ

ーターは，当該州のリコール・コーディネーターらに連絡を行い，これにより州側で，リコ

ールを監視し，その情報を FSANZに提供する。また，食品企業は「1974年取引慣行法」の

下，リコールから２日以内に連邦消費者問題省への通知も行わなければならない。 
                                                            
11http://www.foodstandards.gov.au/_srcfiles/5th%20FIPR_june04.pdf , FSANZウェブサイト。 
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オーストラリアにおける食品のリコール件数（図５）は，増加傾向にあり，1990/91年度

（7～6月）が 18件であったものが，2004/05年度は 70件となった。また，リコールの原因

についてみると（図６），アレルギー成分の表示漏れなどの表示に関するものが 58件中 25
件と 43.1％を占め，以下，製造過程における異物混合が 12件（20.7％），大腸菌などの微生

物混入が 9件（15.5％）と続いている。 
 
図４ 食品企業リコール手順  

法定当局（FSANZ， 州の
保健省）に連絡する

苦情／問題を記録
する

リコール委員会
を招集する

リスク・アセスメント
リスクの特定 　　　　リスクの特定なし

　リコール開始

商品流通の中止商品流通の中止

リコールの必要なし

流通業者に連絡流通業者に連絡

連邦消費者問題省に連絡連邦消費者問題省に連絡

商品の隔離・廃棄を手配商品の隔離・廃棄を手配

市民／メディアに連絡市民／メディアに連絡

リコール結果の見直しリコール結果の見直し

FSANZに報告FSANZに報告
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図５ 食品リコール件数 

  
 
図６ 食品リコールの原因 

 
 
 
（７）食品製造における安全性（衛生）の確保 

 
以前の食品基準コードには，食品の安全性（衛生）に関する基準が含まれておらず，

これに関する規制は，州ごとに関連する規則で定められていた。しかしながら，それら規

制は，①統一性がないこと，②検査中心で予防措置が少ないこと，③主要先進国と安全性

基準がマッチしていないことなどから，食品製造における安全性に関する基準についても，

食品基準コードと同様の全国統一基準策定の機運が高まり，2000年に HACCPをベースと

0

20

40

60

80

100
（件）

1995/96 2000/011990/91 2004/05
出所：FSANZ （年度）

0

5

10

15

20

25

30

表示 異物混入 微生物混入 化学物質混入 製造上の欠陥 生物毒素 風味異常 脅迫

（件）

出所：FSANZ



- 18 - 

する安全かつ衛生的な食品の製造，保存，販売，取扱い等に関する全国統一の基準が策定

され，食品安全性基準として食品基準コードの第３章として盛り込まれた。 
同基準は，次の４基準から構成されている。 

① 基準 3.1.1（用語の定義と適用基準） 
② 基準 3.2.1（食品安全プログラムの設定義務） 
従来実施してきた製造過程の最終段階における検査のみに依存するのではなく，各企

業に対し食品の生産，製造と取扱いの全行程の要所ごとに HACCPシステムを導入する食

品安全性プログラムの設定を義務付けている。さらに，資格を有する食品安全性監視員に

よる定期的な検査を受けることが条件とされている。 
③ 基準 3.2.2（食品安全の実施と一般要件） 
 食品製造する各段階において適切な衛生状態を確保するため，食品企業と食品取扱者が

遵守すべき，搬入，保管，加工，展示，包装，消毒などに関する規則とともに，リコール

などの手続きが規定されている。 
④ 基準 3.2.3（食品製造施設・機具） 
 食品製造施設における給水施設，廃棄物処理，照明，喚起，トイレ等に関する設置条件

等が規定されている。 
なお，当該基準に基づく，実施状況については，後述する「Ⅰ ３ 食品衛生におけ

る州政府の役割」を参照されたい。 
また，食品基準コードに加え，食肉加工業者を対象とした一連の具体的基準がある。

食肉加工業者には，次の基準が適用される。  
・ 人による消費を目的とした肉・肉製品の衛生的生産・運搬のためのオーストラリア基

準 
・ 冷蔵・冷凍ペットフード生産・検査のためのオーストラリア慣行規範 
・ 人による消費を目的としたワニ肉の衛生的生産のためのオーストラリア基準 
・ 動物製品の衛生的提供のためのオーストラリア基準 
・ 人による消費を目的とした猟獣・野禽（やきん）肉生産のためのオーストラリア基準 
・ 人による消費を目的としたウサギ肉生産のためのオーストラリア基準 
・ 人による消費を目的とした自然包装材の衛生的生産のためのオーストラリア基準 
・ 人による消費を目的とした走鳥類（エミュー／ダチョウ）肉の衛生的生産のためのオ

ーストラリア基準 
オーストラリア・ニュージーランド農業・資源管理評議会（ARMCANZ）により採用さ

れたこれら基準は，国内及び輸出市場向けに生産された肉に適用される HACCPに基づい

た衛生及び品質管理の最低基準である。基準では，家畜の搬入，解体，枝肉の処理作業，

肉又は肉製品の加工，包装，取扱い，保存，施設の建設，肉・肉製品の搬出に関する要件

が規定されている。  
 
 
（８）食品輸入 

 
食品基準コードで規定されたすべての要件は，国内で生産された食品と同程度に，輸

入食品にも適用される。 FSANZと AQISが共同で管理する輸入食品検査スキームにおい
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て，輸入食品が同コードに準拠しているかどうかを確認している。役割分担は，FSANZ
がリスク・アセスメント分析を行い，AQISが実際の検査を担当している。 
オーストラリアに輸入された食品は，３つの検査カテゴリーのいずれかに分類される。

これらカテゴリーごとに，食品検査の頻度が設定されている。これらカテゴリーは，①リ

スク，②積極的監視，③無作為監視である。FSANZは，リスク・アセスメントを基に，

どの食品がどのカテゴリーに分類されるか AQISに指示する。これら食品検査カテゴリー

は，FSANZにより定期的に見直しが行われる。各カテゴリーにおける食品検査体制は，

次のとおり。 
① リスク食品 
公衆衛生に対する高または中リスクを呈する可能性のある食品は，リスク・カテゴリ

ーに分類される。リスク・カテゴリーに分類された食品はすべて，検査のため，オースト

ラリア税関（ACS）より AQISに移送される。検査に当たっては，実績重視のアプローチ

が適用される。すなわち，食品基準コードの要件を継続的に満たしてきた海外の食品に対

しては，新規の供給業者や，オーストラリア基準を満たさなかったことのある業者の製品

よりも少ない頻度で検査される。検査の頻度は，「輸入食品管理規則」で規定されており，

一度でも不合格となると，即刻，検査の頻度が増やされる。リスク・カテゴリーに分類さ

れた食品は，分析結果が明らかになるまで，販売されることはない。実績重視による各検

査レベルは次のとおりである。 
・ 特定生産者から届いた特定食品の積み荷のうち，最初の５つが検査され，連続で５つ

の積み荷が無事通過すると，検査の度合いが次のレベルに下げられる。 
・ その後，４つに１つの割合で積み荷が検査され，20 個の積み荷が検査を無事通過し，

かつ輸入が一定のパターンで繰り返されるときは，検査の度合いが次のレベルに下げ

られる。 
・ その後，20個に１つの割合で積み荷が検査される。 

 
リスク食品には，以下のようなものが含まれる。 

・ 缶詰のトマト－鉛含有のテストが必要 
・ 熟成されたソフトチーズ－リステリア菌含有の恐れ 
・ シナモン- サルモネラ種含有の恐れ 
・ 調理済みの甲殻類－サルモネラ菌，大腸菌，ブドウ状球菌エンテロトキシンなどの一

般細菌数テストが必要 
・ 調理済みの鶏肉または，それを使用した製品－サルモネラ菌・大腸菌・コアグラーゼ

陽性のブドウ球菌・リステリア菌などの一般細菌数テストが必要 
・ 乾燥ココナッツ（ココナッツパウダーなど）－サルモネラ種含有の恐れ 
・ 魚（銀サワラ種・サメ・マグロ・サメ類・燻製または燻製風味の魚） 
・ シーフードミックス（魚介類ミックス）－サルモネラ菌・大腸菌・麻痺型貝中毒・

domoic酸などの一般細菌数テストが必要 
・ 軟体動物（即食が可能な食品）－ビブリオコレラ・大腸菌・麻痺型貝中毒・domoic
酸などの一般細菌数テストが必要 

・ 缶詰めマッシュルーム－缶の造りの完全性・商業殺菌・圧力・ブドウ球菌エンテロト

キシンなどに関するテストが必要 
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・ パプリカ－サルモネラ種含有の恐れ 
・ ピーナッツ－アフラトキシン含有の恐れ 
・ コショウ－サルモネラ種含有の恐れ 
・ 調理済みの豚肉，または豚肉製品（調理済みの塩漬け肉を含む）－サルモネラ菌・大

腸菌・コアグラーゼ陽性ブドウ球菌/リステリアなどの一般細菌数テストが必要 
 

 
② 積極的監視食品（アクティブ・サーベランス） 
積極的監視に指定された食品については，積み荷の 10％が AQISの検査対象となる。こ

れら食品は，標本抽出が終了した時点で輸入許可となる。積極的監視食品の検査結果は，

これら食品の適切なカテゴリー分類の見直しを図るため，FSANZにより定期的に分析さ

れる。 
積極的監視食品には，以下のようなものが含まれる。 
・ ベリー果実－有害生物の検査が必要 

・ 菓子類－鉛汚染の検査が必要 

 グアールガム－サルモネラ菌の検査が必要 

 保存果物（缶詰め，ジャム，砂糖漬けなど）－人工甘味料の検査が必要 

・ オオバコ種子－有害生物，鉛汚染の検査が必要 

 リスク食品には含まれていない魚介類，または魚介類を含む，即食可能な製品－大腸

菌の一般細菌数テストが必要。 
 
③ 無作為監視食品 
リスク・カテゴリーにも積極的カテゴリーにも当てはまらない食品については，その

積み荷の５％が検査対象となる。なお，AQISも輸入業者も，どの積み荷やどの食品が検

査対象となるかは予想できない。 
積極的監視食品又は無作為監視食品が食品基準コードに準拠していない場合，保留命

令が発行されることがある。海外の供給業者に対する保留命令は，事実上，その食品の検

査カテゴリーが「リスク食品」に引き上げられたことを意味する。これはつまり，違反し

た供給業者からのその後すべての当該食品の積み荷が，オーストラリアの要件を満たすこ

とが確認されるまで，自動的に輸入許可が保留されることを意味する。５回の検査をすべ

て合格した後，その食品は元の監視カテゴリーに戻される。 
食品基準コードの要件と照らし合わせて輸入食品をチェックするよう義務付けられて

いる AQISの検査官は，預けられたすべての食品表示の準拠状況について調べ，食品の目

視検査を行う。目視検査では，包装に不備がないかどうか，さらに必要に応じて，汚染の

兆候がないかどうか点検される。さらに，微生物学，化学残留物，添加物，食品成分に関

する要件などを含む，一連の基準に合致していることを確認するために，実験室分析用の

標本を採取することがある。 
食品が検査や分析で不合格とされた場合，輸入業者は，①食品に処理を施す，②食品

を再輸出する，③食品を廃棄する，④食品を飼料や肥料用に格下げする（動物飼料や肥料

としてなど）必要がある。 
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表２ 輸入食品に見られる問題の例  
含有物質 問題 該当食品 

アフラトキシ

ン 
許容使用量を超えている。 ピーナッツ，ピーナッツ製品 

その他の木の実 
パツリン 許容使用量を超えている。 アップルジュース 
残留農薬 許容使用量を超えている。 ゴマ，スルタナ（干しブドウの一

種），加工果物/野菜製品 
人口甘味料 許容使用量を超えている。 

または，違法行為となるような方

法で使用されている。 

保存用果物（缶詰め，ジャム，砂糖漬

けなど） 

着色料 許容使用量を超えている。 
または，使用が禁止されている着

色料が使われている。 

ビスケット，菓子，飲料水，保存果

物，スナック菓子 

酸化エチレン 許容使用量を超えている。 パプリカ，トウガラシ各種 
重金属 許容濃度を超えている。 乾燥キノコ（鉛/水銀） 

エビクラッカー（水銀） 
香辛料（砒素） 
甲殻類缶詰（亜鉛/セレン） 
スルタナ（干しブドウの一種）（鉛） 
ココアパウダー（鉛） 
ピーナッツ，保存用トマト（缶詰な

ど）ヒマワリ油，シェル型パスタ，カ

レーペースト（カドミウム） 
カビ 含有量が人間の消費に不適切なレ

ベルである。 
オレンジ，クルミ 

防腐剤 許容使用量を超えている。 
または，違法行為となるような方

法で使用されている。 

食用ソース，ショウガ，天日干しトマ

ト，塩漬け/酢漬け食品（安息香酸，ソ

ルビン酸，安息香酸ナトリウム，二酸

化硫黄，琥珀酸，ソルビン酸カリウ

ム） 
その他 異物混入 パッケージ入り果物/木の実 
大腸菌 許容含有量を超えている。 魚介類製品，カワ，香辛料 
サルモネラ菌 含有されるべきでない食品の中に

含まれている。 
パプリカ，コショウ，ココナッツ 

リステリア菌 含有されるべきでない食品の中に

含まれている。 
真空パック入りの燻製魚，ソフトチー

ズ 
 
（９）食品輸出 

 
農産物及び食品の 5割以上が輸出に向けられるオーストラリアは，輸出市場のシェアの確

保，更にその拡大を図るため，それらの安全性を確保することに精力を注いでいるが，輸出

段階においてもそれを実践しており，主要輸出農水産物（肉製品，乳製品，魚，卵，家禽

（かきん），猟獣・野禽（やきん）肉，ウサギの肉，植物・植物製品，生鮮青果（干し果物

を含む），穀物，動物飼料（冷凍），生きた動物，生物製剤（医薬を含む），有機農産物）に

ついては，「1982年輸出管理法」に基づき，輸出基準が定められている。  
これら農産物を輸出しようとする企業は，自社の加工施設などを AQIS に登録しなければ，

製品を一切，輸出することはできない。登録とは，輸出企業が，関連命令で規定された要件
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を遵守しなければならないことを意味する。例えば，家畜を輸出する企業の場合，「2004年
輸出管理（動物）命令」により，施設登録の申請書とともに，農場の地形，水・食料の供給

源を記した地図，農場の業務内容，家畜の種類やその保管方法を示す書類などの提出が義務

付けられている。AQISは通常，農場を検査し，登録手数料を徴収する。登録された事業者

は，登録番号（農場に表示しなければならない）の発行を受けるとともに，輸出を開始する

ことができる。登録は毎年，見直しが行われる。  
 
図７ 生体家畜の輸出フロー  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

輸出企業が家畜を調達

輸出企業が，輸出の意思通知（NOI）及
び輸出向け貨物リスク管理計画（CRM P
）をAQISに提出

AQISがNOI及びCRM Pを承認

家畜の輸出のためのオーストラリア基
準及び輸入国の要件に従い，家畜を検
査

輸入国の要件に従い，登録施設にて
家畜が輸出前検疫のため保留

登録施設にて家畜が集められ，AQIS担当

官による検査

登録施設にて家畜が集められ，AQIS担当

官による検査

AQIS担当官が，出荷に向けて家畜の積込

み許可を発行

AQIS担当官が，出荷に向けて家畜の積込

み許可を発行

商品の隔離・廃棄を手配商品の隔離・廃棄を手配

輸出許可とともに衛生証明書（必要な場
合のみ）を発行
輸出許可とともに衛生証明書（必要な場
合のみ）を発行

輸　出輸　出
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近年は，最終製品だけの検査ではなく，生産から販売・輸出に至るフードチェーン全

体にわたり，HACCP及び ISO 9002原則に基づいた品質保証（QA）制度に移行する動き

が強まってきている。この代表的な例として，食肉安全品質保証（MSQA）スキームがあ

げられる。これは，輸出管理法上 QA制度として承認されており，食肉輸出企業は，輸出

を行うに当たり，MSQAまたは同一基準に準拠していることが輸出条件となっている。 
より特定市場に特化したプログラムとしては，欧州連合肉牛認定スキーム（European 

Union Cattle Accreditation Scheme : EUCAS）12がある。EU輸出向け牛肉は，このスキームの

中で AQIS により認定された農場からのものでなければならない。EUCAS の主な要件は，

NLISの実施により各家畜が個別に識別され，その動きが追跡されること，及び牛の体内

にホルモン成長促進剤が存在しない旨，保証することである。  

                                                            
12http://www.daff.gov.au/corporate_docs/publications/pdf/quarantine/mid/hgpfree_03.pdf, 欧州連合肉牛認定スキー

ム（EUCAS）規則，農漁林業省（DAFF），2003年。  
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表２ 食品の安全性確保のための活動とその実施機関   
活 動 実施機関 

オーストラリア国内での食品の監視活動  全国残留検査（NRS） 
 州のオーストラリア検疫・検査局

（AQIS） 
 オーストラリア・ニュージーランド

食品基準局（FSANZ） 
 保健・高齢化省（DHA）――オージ

ーフードネット 
 州の保健省 
 地方自治体の環境衛生監視官 

食品リコール   FSANZ 
 州政府の保健省 

食品基準に含まれ得る事柄に関する調査   連邦科学・産業研究所（CSIRO） 
 FSANZ 
 DHA 

食品基準に関する，業界向け慣行規範の策定   オーストラリア・ニュージーランド

食品規制閣僚会議（ANZFRMC） 
 FSANZ 
 オーストラリア規格協会 

輸入食品を対象とする，リスク・アセスメント

政策の決定  
 バイオセキュリティー・オーストラ

リア，AQIS 

食品基準コード遵守の監視   地方自治体 
 州政府の保健・第１次産業／農業省 

他国の食品関連法規や輸出要件に関する助言  AQIS 
 オーストラリア農漁林業省（AFFA）

農薬，獣医薬，食品添加物，食品汚染物質の監

視 
 全国農薬・獣医薬登録局（NRA） 
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３ 食品衛生における州政府の役割 
 
（１）ニューサウスウェールズ（NSW）州 

 
＜関連法規＞ 
・ 1999年食品生産（酪農製品安全スキーム）規則13 （Food Production (Dairy Safety Scheme) 

Regulation 1999） 
・ 2000年食品生産（肉食品安全スキーム）規則14 （Food Production (Meat Food Safety 

Scheme) Regulation 2000） 
・ 2001年食品生産（水産物安全スキーム）規則15 （Food Production (Seafood Safety Scheme) 

Regulation 2001） 
・ 2003年 NSW州食品法16 （NSW Food Act 2003） 
・ 2004年食品規則17 （Food Regulation 2004） 
・ 2005年食品（植物製品食品安全スキーム）規則18 （Food (Plant Products Food Safety 

Scheme) Regulation 2005） 
・ オーストラリア・ニュージーランド食品基準コード（Australia New Zealand Food 

Standards Code） 
 
＜制度概要＞ 

1998年，NSW州酪農公社を母体にセーフフード NSW（Safefood NSW）が設立された。

2000年，NSW州食肉局が編入され，2004年４月には，セーフフード NSWが NSW保健省の

食品規制部門と統合され，NSW州食品局（New South  Walales Food  Authority : NSWFA）が設

立された。NSWFAは，食品規制へのフードチェーン全体にわたるアプローチを取り入れた

オーストラリアで最初の州政府機関である。  
すべての NSW州食品企業は，表示，衛生状態基準などを含む，食品基準コードに規定さ

れた規則を順守するとともに，その営業に際して NSWFAに届出が義務付けられている（な

お，生産者は許可を必要としない）。 
NSWFAでは，食品安全性を確保するに当たり，FSANZが定める食品基準コードの食品安

全プログラムを採用しており，NSW州独自の食品安全プログラムは存在しないものの，食

品基準コード 3.2.1の修正内容に準じたリスク・アセスメントを提供するものとして，優先

リスク分類制度（PRCS）があり，一部事業部門での食品安全プログラムの義務化を求めて

いる。  
 
 

                                                            
13http://www.austlii.edu.au/au/legis/nsw/consol_reg/fpfssr1999478/  
14http://www.austlii.edu.au/au/legis/nsw/consol_reg/fpfssr2000461/  
15http://www.austlii.edu.au/au/legis/nsw/consol_reg/fpssr2001448/  
16http://www.austlii.edu.au/au/legis/nsw/consol_act/fa200357/  
17http://www.austlii.edu.au/au/legis/nsw/consol_reg/fr2004148/index.html  
18http://www.austlii.edu.au/au/legis/nsw/consol_reg/fpfssr2005467/index.html  
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PRCSには，以下の４つのリスク・レベルがある。 
・ レベル１――高リスク（病院，保育園，老人ホームなどへの給食業者，カキ養殖，ケー

タリング業者など）。このレベルでは，食品基準コードの食品安全プログラム（年２回要

監査）を導入していることが義務付けられる。 
・ レベル２――中リスク（水産物または酪農製品の加工業者）。このレベルでは，食品安

全プログラムが義務付けられることがあるが，その判断は当局の裁量による。  
・ レベル３――低リスク（食品輸送・流通）。このレベルでは，通常，食品安全プログラ

ムは義務付けられない。  
・ レベル４――軽微なリスク（ガソリンスタンドなど，包装された食品の小売業者）。こ

のレベルでは，食品安全プログラムは義務付けられない。  
 
NSWFAは，リスク・アセスメント・ガイドラインに基づいて各産業の分類を決定し，当

該産業の企業に，その分類について通知する。  
 
＜検査＞ 

NSW州政府の規制を受ける部門においては，NSWFAによる監査が義務付けられている。

現時点では，政府による監査制度が導入されているが，第三者による監査も可能となるよう

検討を行っている。NSW州の地方自治体も，食品企業の検査を実施するが，その対象は，

NSW州により策定された規則の対象となっていない食品企業に限られる。NSW州政府と地

方自治体協会は現在，食品規制制度における地方自治体の役割を明確にするため，基準作り

を行っている。  
 
（２）ビクトリア（ＶＩＣ）州 

 
＜関連法規＞ 
・ 1984年食品法19 （Food Act 1984） 
・ 2000年酪農製品法20 （Dairy Act 2000） 
・ 2003年水産物安全法21 （Seafood Safety Act 2003） 
・ オーストラリア・ニュージーランド食品基準コード（Australia New Zealand Food 

Standards Code） 
 
＜制度概要＞ 

VIC州は，1905年にオーストラリアで最初に「食品法」を導入して以来，長期にわたり

食品安全に取り組んできた。VIC州には，①「酪農法」により 2000年に設立されたデイリ

ー・フード・セーフティー・ビクトリア（Dairy Food Safety Victoria）と，②「水産物安全

法」により 2003年に設立され，水産物，肉類を対象とするプライム・セーフ（Primesafe）

                                                            
19http://www.dms.dpc.vic.gov.au/Domino/Web_Notes/LDMS/PubStatbook.nsf/edfb620cf7503d1aca256da4001b08a
f/993e0de25d921828ca256e5b00213ee2/$FILE/01-014a.pdf 
20http://www.dms.dpc.vic.gov.au/Domino/Web_Notes/LDMS/PubStatbook.nsf/edfb620cf7503d1aca256da4001b08a
f/bbd85d8509b0c33cca256e5b00213e4e/$FILE/00-037a.pdf  
21http://www.dms.dpc.vic.gov.au/Domino/Web_Notes/LDMS/PubStatbook.nsf/edfb620cf7503d1aca256da4001b08a
f/aef8f9b432da2e22ca256e5b00214074/$FILE/03-024a.pdf 
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という，原料品生産者に重点を置いた２つの法定独立機関がある。VIC州は，1905年に

「食品法」が成立して以来，食品企業登録制度を導入しており，同州の全ての食品企業は登

録が義務付けられている。登記簿は同州 79の自治体により維持管理され，これら自治体が

検査及び苦情対応も行う。登記簿に登録された食品企業には，コードで規定された基準を満

たすことを条件に，12カ月間の営業許可が与えられる。  
VIC州は 1998年以来，食品基準コードの食品安全基準を州内の食品企業すべてに包括適

用しているオーストラリア唯一の州である。このため，すべての食品企業は，①食品安全プ

ログラム（FSP）の遵守，②教育当局指定の専門教育コース（専門学校や，公認の民間教育

機関のコースなど）を修了した食品安全監督者の配置などが義務付けられている。VIC州で

登録された食品企業は，現在約６万社ある。  
食品企業は，リスクのレベルを判断した上で，次の２つのカテゴリーに分類される。 

・ クラス１――高リスク。このカテゴリーには，病院，保育園，老人ホームなど食品リス

クにぜい弱な人々への給食を行う事業者が含まれる。こうした食品企業の経営者は，それ

ぞれのサービスに見合った FSPを策定しなければならない。このクラスに分類される食

品企業は，約 6,000社である。  
・ クラス２――標準的なリスク。他のすべての食品企業がこのカテゴリーに入り，州政府

保健省により作成・提供された定形書式を基にした FSPが必要となる。現在，こうした

定形書式は 29種類ある。新たな定形書式のひな形を希望する機関は，同省にその旨，申

し入れなければならない。これを受けて同省は，新たな FSP定形書式の作成，試用，評

価を行い，最終的にその使用を承認する。 
  

FSPの普遍的要件に加え，デイリーフード・セーフティー・ビクトリアとプライム・セー

フは，それぞれが所管する業種のための生産基準を，既に策定，又は策定中である。これら

当局はどちらも，FSP認可及び品質保証プログラムの提供を行う。 
 
＜検査＞ 

VIC州の 79の地方自治体は，同州の食品安全規制の実施機関となっており，食品企業登

録を管理するとともに，食品基準コードに関する検査を行う。クラス１の食品企業は食品基

準コードに関する検査のほか，年１回，第三者認証機関による FSP検査を受ける。独自に

FSPを策定することを選択するクラス２の食品企業も同様に，第三者による検査の対象とな

る。また，デイリー・フード・セーフティー・ビクトリア及びプライム・セーフの規制の対

象となる生産者は，第三者認証機関により品質保証プログラムの監査を受ける。 
 
 
（３）南オーストラリア（SA）州 

 
＜関連法規＞ 
・ 2001年食品法22 （Food Act 2001） 
・ 2002年食品規則23 （Food Regulations 2002） 
                                                            
22http://www.dh.sa.gov.au/pehs/Food/new-food-act2001.pdf  
23http://www.dh.sa.gov.au/pehs/Food/food-regs-2002.pdf  
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・ 2004年一次生産（食品安全スキーム）（「1992年酪農法」と「1994年食肉衛生法」を統

合）24 （Primary Produce (Food Safety Schemes) 2004 (to incorporate Dairy Act 1992, Meat Hygiene 
Act 1994)） 

・ オーストラリア・ニュージーランド食品基準コード（Australia New Zealand Food 
Standards Code） 

 
＜制度概要＞ 

SA州は，食品安全プログラムを除き，オーストラリア・ニュージーランド食品基準コー

ドを適用しており，2002年 12月１日より施行された以下を柱とする「食品法」及び「2002
年食品規則」に基づき，食品の安全性確保に取り組んでいる。 
・ オーストラリア・ニュージーランド食品基準コードの採用 
・ 保健省及び地方自治体を，執行機関としての任命 
・ 検査手数料の徴収（小規模企業は最高 80豪ドル，その他はすべて 200豪ドル）に関す

る自由裁量権の，自治体への授与 
・ 「1992年酪農産業法」と「1994年食肉衛生法」の対象に含まれる活動の，一次生産プ

ロセスとしての認定 
 
SA州の食品企業には，FSPは義務付けられていない。しかし，保健省は現在，2005年末

の食品基準コードの修正に伴い FSPが必要になる部門について，しかるべきスキームの策

定に取り組んでいる。SA州第１次産業・資源省（PIRSA）は，農水産物の生産の安全を管

理する責任を担う。食肉産業では，加工場から小売店に至るまで，すべての事業者が，

PIRSAの認定を受けなければならない。カキ養殖業者もまた，「2001年養殖法」において認

可の対象となっており，同法の下，SA州甲殻類品質保証プログラムへの準拠が義務付けら

れている。 
 
＜検査＞ 
保健省は，食品表示及び食品成分基準への準拠状況を監視するとともに，食中毒が発生し

た場合，その原因を調査する。地方自治体の環境衛生監視官は，食品の取扱い，衛生状態，

食するに危険または不適当な食品の販売，といった食品基準コードへの準拠状況について，

定期的に食品企業の検査を行う。 
 
 
（４）クイーンズランド（QLD）州 

 
＜関連法規＞ 

• 1981年食品法25 （Food Act 1981） 
• 1989年食品衛生規則26 （Food Hygiene Regulation 1989） 
• 1994年食品基準規則27 （Food Standards Regulation 1994） 

                                                            
24http://www.parliament.sa.gov.au/Catalog/legislation/Acts/P/2004.20.un.htm  
25http://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/CURRENT/F/FoodA81_04A_030328.pdf  
26http://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/CURRENT/F/FoodHygR89.pdf  
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• 2000年食品生産（安全）法28 （Food Production (Safety) Act 2000） 
（ただし，「1981年食品法」，「1989年食品衛生規則」及び「1994年食品基準規則」は，2005
年に QLD州議会で可決される見通しの新たな「食品法」に包含されるものと見込まれる）。 
 
＜制度概要＞ 

QLD州は，オーストラリアの他の州と同様，食品基準コードを採用している。食品企業

向けの FSPの採用を任意としているが，QLD州議会で現在検討されている食品法案におい

て， FSPについても義務化される可能性が高い。 
食品企業は地方自治体に登録しなければならず，これに基づいて地方自治体は営業許可を

与える。これら許可は，食品基準コードの準拠が条件となる。QLD州の地方自治体の間に

は，リスク・アセスメントや登録・許可の費用に関するガイドラインは存在せず，その設定

は個々の自治体に任されている。 
また，州政府第 1次産業省の下部組織である「セーフ・フード・クイーンズランド (Safe 

Food Queensland) 」は，高リスク食品を対象に，HACCPに基づいた食品安全プログラムを策

定し，肉類，乳製品，水産物等を対象に，安全性の確保に努めている。 
 
＜検査＞ 

QLD州のすべての食品企業は，登録先の地方自治体の検査を受ける。  
セーフ・フード・クイーンズランドにより食品安全プログラムの実施が義務付けられている

生産者は，第三者認証機関からプログラムの監査を受ける。  
 
 
（５）タスマニア（TAS）州 

 
＜関連法規＞ 
・ 2003年食品法29 （Food Act 2003） 
・ 2003年食品規則30 （Food Regulations 2003） 
・ 2002年卵産業法（Egg Industry Act 2002） 
・ 1985年食肉衛生法（Meat Hygiene Act 1985） 
・ 1994年酪農産業法（Dairy Industry Act 1994） 
・ 食品基準コード（Food Standards Code） 
 
 
＜制度概要＞ 

TAS州では，食品基準コードに準拠する「食品法」の下，食品企業は地方自治体への登録

が義務付けられている。自治体間におけるガイドラインは存在せず，手数料は，当該企業の

                                                                                                                                                                                   
27http://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/CURRENT/F/FoodStandR94.pdf  
28http://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/CURRENT/F/Food_ProdSafA00.pdf  
29http://www.thelaw.tas.gov.au/tocview/index.w3p;cond=;doc_id=8%2B%2B2003%2BAT%40EN%2B20050524120
000;histon=;prompt=;rec=;term=  
30http://www.thelaw.tas.gov.au/tocview/index.w3p;cond=;doc_id=%2B121%2B2003%2BAT%40EN%2B200505241
20000;histon=;prompt=;rec=;term=  
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過去の食品安全業績とそのリスク・アセスメントにより異なり，100ドルから 400ドルまで

の幅がある。ガソリンスタンドなどの低リスク食品の製造者，販売業者については，自治体

への届出（無料）だけでよい。 FSPについては，現時点ででは，TAS州政府により定めら

れていないものの，他の州と同様，老人ホームやケータリング業者などの高リスク部門を対

象とする義務的 FSPの導入を検討している。 
 
＜検査＞ 
食品企業は，登録先の地方自治体により実施される検査の対象となっている。検査の頻度

は，その企業のリスク・アセスメント及び過去の検査実績により異なる。過去の実績が芳し

くない企業や高リスク企業は，年間最高４回の検査の対象となる一方，継続的に検査に合格

してきた企業や低リスク企業は，その回数が少なくなる。  
 
 
（６）西オーストラリア（ＷＡ）州 

 
＜関連法規＞ 
・ 1911年保健法（2005年，「2002年食品法」に包含される）（Health Act 1911） 
・ 1993年保健（食品衛生）規則（Health (Food Hygiene) Regulations 1993） 
・ オーストラリア・ニュージーランド食品基準コード（Australia New Zealand Food 

Standards Code） 
 
＜制度概要＞ 

WA州の食品安全制度は, 保健省が地方自治体と連携しつつ担当している。食品企業は，

その営業地を管轄する地方自治体への登録及び届出を行わなければならない。登録は，営業

許可制度と類似しており，食品安全コード等への準拠が条件となる。登録手数料は保健省に

より設定されておらず，地方自治体によって任意に定められている。 
WA州においては，義務的食品安全プログラムは存在しないが，一度登録された食品企業

についてはリスク・アセスメントが行われ，二枚貝養殖，ケータリング業者などの高リスク

食品企業は，HACCPに基づく食品安全プログラムを整備しなければならない。 
また，食品企業に対する検査は地方自治体により実施される。  

 
 
（７）北部準（NT）州 

 
＜関連法規＞ 

• 2004年食品法（Food Act 2004） 
• 1994年食肉産業法（Meat Industry Act 1994） 

 
＜制度概要＞ 

2004年 7月から，NT州における食品の販売，安全確保に関する新しい法律「2004年食品

法」が施行された。新たな食品安全法規では，食中毒の発生を減少させるため，予防的アプ
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ローチを採用するとともに，すべての食品企業の登録が義務付けられた。この登録により，

保健・コミュニティーサービス省は，①企業のリスクを特定すること，②リコールなどを含

む，食品安全に関する情報を企業・市民に提供すること，③食中毒の発生源を特定すること，

④検査の対象を絞ること，⑤効果的に苦情に対応することなどが可能としている。  
また，「1994年食肉産業法」において，NT州のすべての食肉加工業者（食肉処理業者，

卸売業者，ペットフード加工業者等）に対し，HACCPに基づいた QA制度を義務付けてい

る。同法は，第１次産業省により施行されている。  
 企業等の検査については，他の州とは異なり，地方自治体によってではなく，保健・コミ

ュニティーサービス省により検査される。さらに，食肉加工業者は，第１次産業省による食

品安全計画の監査を受けなければならない。なお，NT州では第三者認証機関による監査は

行われていない。なお，首都特別地域についても，NT州とほぼ同様の制度となっている。 
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Ⅱ 民間における食品安全への取組み 

 
生産者やその団体，食品加工業者及び流通業者も，食品の安全性を確保するため，

HACCPや ISO 9002の原則に基づいた品質保証（QA）制度の導入を順次進めている。この

ような取組みの背景には，農産物や食品の安全性向上や品質改善はもとより，競争相手との

差別化，更には自主的に基準を設けることによって政府による過剰な規制を回避したいとす

る企業の意向がある。   
QA制度は，1990年代に食品大手数社が ISO 9002を導入し，また AQISによる国内及び輸

出部門向け当該制度の導入以降，オーストラリアの食品産業界で積極的に導入されるように

なった。食肉加工業者向け HACCP制度は，1997年に義務化された。1994年，連邦政府は政

策綱領の中で QAの導入に触れ，中小企業に対しても，ISOや HACCPに基づいた保証管理

制度を導入するよう奨励し，その後，様々な分野において， QA制度が開発，導入されてき

ている。  
 
１ 生産者の取組み 

 
生産者レベルでは，HACCP及び ISO 9000に基づいた，グレインケア，キャトルケア，フ

ロックケア，フレッシュケア，全国肥育場認定スキームなど特定産業向け農場内における品

質保証制度がある。一部生産者が HACCPや ISO 9000 制度に直接導入しているケースもみら

れるが，これら基準を基にした他の QA制度が広く一般的に実施されていることから，その

数は少ない。  
  
（１）食肉 

 
食肉品質制度 (Livestock Quality System: LQS)は，食肉産業団体であるオーストラリア食肉

家畜生産者事業団（Meat and Livestock Australia: MLA）により運営されている。LQSは，次の

プログラムから構成されている。 
① 家畜生産保証（Livestock Production Assurance : LPA）及び全国出荷者証明書

（National Vendor Declarations : NVD） 

LPAは，NVDを核とする，家畜生産及び記録管理要件のための一連のガイドラインを

示し，生産者が家畜の生産状況を申告し，安全な食肉を生産することを促すプログラムで

ある。NDVは，家畜の出荷時における生産者の申告に基づく，農場の所在地，生産者の

連絡先，農場識別番号，農薬獣医薬品の使用の有無，給餌履歴，補助飼料の使用などにつ

いての証明書であり，現在使用されている NVD には肉牛，EU向け肉牛，羊及び子羊，

ヤギ，子牛，飼料の 6種類がある。虚偽または誤解を招く申告をした生産者は告発や罰金

刑を受けることもある。 
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○ 全国出荷者証明書（NVD） 

 
 

② 電子申告プログラム（Electronic Declaration Programme : e-Dec） 

e-Decを利用することにより生産者は，電子版 NVDを家畜の購入者に提出することが

できる。同プログラムでは，出荷者が必要に応じて緊急 NVDの写しをダウンロード・印

刷することも可能である。  
 
③ 飼料出荷者証明書 
飼料生産者の飼料生産に当たっての農薬の使用状況を記録したもので，肉牛生産者は

飼料購入の際この証明書の提示を受ける必要がある。 
 
④ 化学薬物使用管理 
このプログラムは，獣医薬を用いた動物の治療から，輸出に向けての解体までの間の

許容期間を規制するもの。  
 
LQSは，上記プログラムに加え，キャトルケア及びフロックケアによって補完されてい

る。キャトルケアは 1994年，牛肉生産向けに開発，1997年には，羊肉・ヤギ肉向けにフロ

ックケアが開発された。キャトルケアは，食肉研究公社により開発され，現在，オーストラ

リア肉牛協議会及び MLAにより運営されている。フロックケアは，キャトルケアをその基

礎とし，オーストラリア羊肉協議会により開発された。これら QA制度への参加はどちらも

任意であるが，HACCPに基づいた制度の実施を法律で義務付けられている加工業者が，こ

のプログラムの下で生産された食肉を要求するケースが増えてきている。キャトルケアは，

以下の要素から構成されている。 
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① 土壌の残留農薬 
農場の土壌が農薬で汚染されている危険性を正確に評価し記録するとともに，肉牛の

体内に規定以上の残留農薬が蓄積することを防ぐため，汚染土壌は適切に管理する。また，

肥育場用地の土壌に残留農薬が含まれていないことを建設前に確認する。 
 
② スタッフの訓練 
従業員には，キャトルケアの要件を満たす適切な訓練を施し，その記録を保管する。

農薬使用を許可された従業員は，農場化学物質使用者のための認可コースを修了する。 
 
③ 肉牛の識別とその記録 
肉牛は離乳以降確実に識別する。また，出荷される肉牛が農薬や獣医薬品によって汚

染されていないことを証明できるよう正確な処置を記録する。 
 
④ 肉牛の取引及び移動の記録 
信頼性の高いトレーサビリティーを可能にする程度詳細な，購入，販売，移動に関す

る記録を残す。肉牛を販売する際には，最近の薬品処置から休薬期間や輸出向けと畜保留

期間が経過しているかどうかを確認する。 
 
⑤ 動物福祉 
経営者及び従業員は肉牛用の動物福祉に係る業務規準を十分に理解していなければな

らない。 
 
⑥ 肉牛の輸送 
肉牛輸送トラックの内部は障害物を排除し，牛がすべらないような床にする。全く同

じ条件の下で飼育された肉牛は同じ囲いの中に，異なる条件で飼育された肉牛は別々の囲

いに入れて輸送する。複数階のトラックは，下階に排泄物などが落下しないような設計に

する。 
 
⑦ 化学物質の表示と保管 
農場管理者は，合法でかつ正しく表示された農薬のみを購入，使用するよう確認する。

また，農薬を安全に保管できる場所を指定するとともに，使用した農薬，廃棄方法と場所

を正確に記録する。 
 
⑧ 化学物質の安全な使用 
農場管理者は，従業員が使用注意書きを読み，それに従って使用していることを確認

する。使用された容器等は丁寧に洗浄し，次に使用するまで保管する。獣医薬品が使用さ

れた家畜は，はっきりと識別するか，隔離して休薬期間または輸出向けと畜保留期間が経

過するまで出荷を保留する。化学物質による異常反応がみられた場合には必ず記録し，獣

医師に相談する。 
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⑨ 化学物質使用の記録 
トレーサビリティーを可能にするため，家畜への薬品等の使用は適切に記録する。牧

草や飼料用の作物に農薬を使用した場合には，家畜を放牧したり収穫したりする前に検疫

期間を遵守する。 
 
⑩ 飼料の管理 
購入した飼料に規定以上の農薬汚染がないことを確認しなければならない。  

 
⑪ 内部確認手順 
全従業員が定期的にチェックを行い，諸規定が常に守られていることを確認する。必

要に応じて是正・予防措置を取る。生産者の多くが肉牛と羊の両方を飼育しているという

事実を踏まえ，キャトルケアは，フロックケアの業務規準とも互換性を持たせてある。  
 
さらに，オーストラリアの肥育場における品質保証制度として，「全国肥育場認定制度

(NFAS)」が存在する。当プログラムは，輸出向けのグレインフェッド（穀物肥育）牛を生

産するオーストラリアの肥育場への導入が義務付けられ，肥育用飼料及び水に対する厳しい

安全性検査を含む，健康管理及び生産管理の手順を規定している。 
 
（２）穀物 

 
穀物業界においては，2000年にオーストラリア穀物協議会（Grains Council of Australia : 

GCA）が開発した HACCPに基づいた QA制度である「グレインケア（Graincare）」に基づき，

安全性の確保に取り組んでいる。対象作物は，穀物，豆類及び油糧種子となっている。

GCAはグレインケアを構築するに当たり，キャトルケアの枠組みを採用し，穀物産業に合

わせて修正した。これにより，キャトルケア，フロックケア及びグレインケアを実施する農

場，すなわち穀物畜産複合経営農家が，容易に複数の制度を並行的に実施することが可能と

なっている。  
グレインケアに認定されるためには，88豪ドルの加入料（生産者が，既にキャトルケア

／フロックケアに登録されている場合は，66豪ドル）のほか，１回目の監査費用（300～
350豪ドル）が掛かる。登録後は，年会費 66豪ドルのほか，年に１回の外部監査費用（こ

れは通常，１回目の監査費用よりも安い）が掛かる。生産者はまた，毎年２回，６カ月おき

に，内部監査を実施しなければならない。 
グレインケアでは，①穀物を搬入する前の保管設備の清掃，②適正な頻度での化学薬物使

用，③農薬散布請負業者が化学薬物処理を実施する資格を有している旨の確認,等の慣行を

含む，適正農業規範（Good Agricultural Practice : GAP）に重点が置かれるとともに，畑の選

定・準備，作物管理，化学薬物の入手・保管，収穫及び収穫機具，収穫物の運搬方法，職員

の研修，内部監査及び是正処置，品質記録等，穀物の品質確保のための基準が定められてい

る。グレインケアに認定された生産者は，同基準に従って生産された製品に，グレインケア

のマークを使用することができる。現在，595の生産者がグレインケアに登録し，このうち

208が完全な認定を受けている 
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（３）果実・野菜 

 
フレッシュケア（Freshcare）は，果実・野菜生産者を対象とした QA制度であり，ホーテ

ィカルチャー・オーストラリア（Horticulture Australia Limited : HAL）など園芸産業団体から

の出資により開発された。現在，フレッシュケア加入数は 3,347件で，このうち 2,247件は

認証済みで，残りは認定過程にある。 
フレッシュケアも，グレインケアと同様に，他の QA 制度との一貫性や両立性を図るため，

キャトルケアの枠組みが活用されている。フレッシュケアでは，①農薬，肥料等の化学薬品，

②管理，③生鮮農産物の３つの要素から構成されており，①と②については，キャトルケア

等の要素と共通している。「生鮮農産物」の要素は，以下の要件から構成されている。  
・ 農産物の取扱い・準備における顧客仕様への対応 
・ リコールに対応するため，農産物とその供給元／供給先の識別が可能なトレーサビリテ

ィー制度の実施  
・ 化学肥料及び土壌添加剤の使用の管理 
・ かんがい水の管理 
・ 生産施設，農機具，梱包容器等の維持管理 
・ 従業員の衛生管理  
・ 収穫物の保管，運搬方法 

 
フレッシュケアへの認証は，第三者による農場監査を通して達成される。１回目の監査で

は，生産者が制度を理解しているかどうか，また適切に操業しているかどうかがチェックさ

れる。続いて生産者は認証され，農産物にフレッシュケアのマークを使用することが可能に

なる。認証は，年１回の第三者監査により維持される。４つの認証機関がフレッシュケアの

監査のために認可されている。  
 
（４） EurepGAP 

 
GAP（Good Agricultural Practices: 適正農業規範 ）とは，農産物の生産において病原微生物

や汚染物質，異物混入等の食品安全危害を最小限に抑えることを目的に，これらの危害要因

の分析とその対応を実践する取組みであり，EurepGAPは 1997年，欧州小売業農業組合

（EUREP）により開発された，GAPを用いた一連の公的基準であり，欧州市場での販売向

け生鮮農産物を栽培する農場に適用される基準である。 
EurepGAPは，オーストラリアでは広く一般的に採用されていないが，欧州市場への参入

機会を得る上で，次第にその重要性が高まってきている。オーストラリアにも「AUS-
QUAL」という認証機関がある。EurepGAPをベンチマークとして用いることで，他の基準

を EurepGAP の要件に合わせて調整することが可能となっている。現在，フレッシュケアが，

ベンチマーキングに取り組んでおり，将来的にはフレッシュケアに認証された栽培農家は，

EurepGAPの基準も満たしたものと見なされる見通しである。  
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２ 製造業者 
 
上述のとおり，食品製造業に対しては，食品基準コードや食肉加工業者による HACCPの

義務的採用など，政府により様々な基準が導入されているが，これら所定の基準に加え，多

くの食品製造業者は ISOの導入にも積極的である。2004年末現在，ISO9001を導入している

食品企業は，232社，ISO14001については 13社となっている（ジェトロシドニーセンター

調べ）。 
 2001年に農漁林業省が実施したアンケート調査（「Food Safety and Quality Systems : A 
Business Perspective （食品安全と品質マネジメントシステム：企業の見解）」）によると，調

査対象となった 838の食品企業合計で，1,385種の食品安全を確保するためのマネジメント

システムを導入，すなわち，1企業につき，1.7種のマネジメントシステムが実行されてい

ることになっており，企業の中には，ISO 9001と食品安全プログラムの併用等により，2種
以上のマネジメントシステムを導入している企業もある。食品企業は，これらシステムの導

入により，①企業価値が向上すること，②消費者の健康の保護に役立つこと，③食品の危害

性が確認され，その解決が可能となること，④製品・サービスの質が向上すること，⑤従業

員の業務パフォーマンスに好影響を与えることなどをメリットとして挙げている。 
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３ 小売業者  
 
大手小売店チェーンは，オーストラリアの関連法規及び食品基準コードを基礎としつつ，

独自に食品の安全性の確保に取り組んでいる。以下は，オーストラリアの食品小売店チェー

ン，ウールワース社及びコールズ・マイヤー社（両者で食品小売販売額の 7割以上のシェ

ア）における品質保証システムの概要である。  
 
（１）ウールワース品質保証（WQA） 

 
ウールワース社は，取引のあるすべての供給業者に対し，フレッシュケアや SQFなどの

HACCPをベースとして品質保証プログラムに参加していることを納入の最低条件としてい

る一方，自社ブランド製品の供給業者に対しては，ウールワース品質保証（WQA）の認証

を義務付けている。  
WQAは，HACCP及び食品基準コードへ準拠することとともに，①品質管理に関する書

類の適切な保管，②適正製造規範（GMP：従業員の身体衛生，施設の建設・間取り，機具

の使用，水質，運搬について規定したもの）の実践，③清掃手順，④害虫駆除，⑤従業員の

HACCP及び QA研修，⑥製品識別とトレーサビリティー，⑦リコール手順等について規定

している。 
さらに，WQA基準では，９カテゴリー（パン，牛肉，チーズ，デリカテッセン，赤肉，

家禽肉，野菜・果実，水産物及び調製済みの肉）の食品を対象とした具体的な製品仕様があ

る。これら仕様では，食品基準コードや関連法規への完全準拠を義務付けるほか，化学残留

物質の最大基準値，微生物の最大基準レベル，加工作業手順，給餌のためのプロセス，家畜

の発送と運搬などについても規定されている。  
 
（２）コールズ品質管理食品基準 

 
コールズ・マイヤー社も，自社ブランド製品を販売しており，これら製品や生鮮農産物の

供給業者は，コールズ品質管理食品基準に準拠しなければならない。準拠は，コールズとの

取引の条件となっている。 
コールズ食品基準のための一般要件は次のとおり。 
・ 供給業者は，すべての下請け業者や原材料供給業者がコールズ基準に準拠している旨，

徹底を図る責任がある。 
・ 供給業者は，品質管理部から事前に書面で許可を得ずに，製品の配合，包装，表示に変

更を加えてはならない。  
・ 製品とその包装・表示は，オーストラリア・ニュージーランド食品基準コードのすべて

の関連要件に加え，関連「食品／保健法」，「取引計量法」，「取引慣行法」，「管理規則」

のほか，これら製品が製造・販売されるオーストラリアの州の関連法（関連慣行規範を含

む）のすべての関連要件に準拠していなければならない。 
・ 製品は，微生物学的，化学的，物理的に正常で，かつすべての仕様に従ったものでなけ

ればならない。高リスクの原材料または最終製品に対して，定期的に微生物学的検査が実

施されなければならない。 
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・ すべての検査・監視について，日付と署名を伴う記録が残されるものとし，記録は最低

２年間，保管されなければならない。 
・ すべての冷蔵及び冷凍製品の温度は監視されるものとし，店舗や流通センターに配達さ

れるまでの保管及び運搬中は常に，冷蔵品は０～４℃，冷凍品は－18℃未満に維持されな

ければならない。食肉の枝肉等はすべて，保管及び運搬中は常に，表面温度が７℃以下で

なければならない。 
・ しかるべきコールズ・マイヤー（または代理に立てられた第三者）代表者により，供給

業者及び下請け業者の検査や監査が実施されることがある。  
・ すべての苦情の徹底的な調査を徹底するための制度が，実施されていなければならない。 
・ 有害または潜在的に有害な製品を流通・売買・消費者から隔離・回収するための，書面

による製品リコール手順が導入されていなければならない。 
・ HACCP原則に基づいた食品安全プログラムが，導入されていなければならない。この

プログラムは，オーストラレーシア品質協会（またはその他の同等機関）に登録された独

立食品安全認証機関により承認されなければならない。万一，認証が取り消された場合に

は，品質管理部に通知しなければならない。 
これら一般要件以外にも，コールズに供給される農産物・食品の取扱い・包装・運搬に

関する，より具体的な要件がある。  
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４ オーストラリアの食品製造業の概要 
 

オーストラリアにおける食品製造業（食品，飲料，たばこ）は，2001年6月末時点で総

売上額が566億2,600万豪ドル（製造業全体の22.3％），雇用者数が18万9,600人（同20.0％）に

達している。また，オーストラリアの食品産業は規模が大きく，雇用者一人当たりの売上高

も製造業全体の平均（26万6,000豪ドル）を上回る29万7,000豪ドルと，国内では機械産業に

並ぶ重要な産業分野である。  
 

表４ 食品産業の雇用と売上（2001年 6月末現在） 

 

 雇用者数（人）
売上高合計

(百万豪㌦)

雇用者一人当たり

の売上高(千豪㌦)

賃金合計 

(百万豪㌦) 

食品･飲料･煙草 189,600    56,626         297    8,173 

製造業全体 945,900   251,759         266 42,920 

出所：オーストラリア統計局「Year Book Australia 2005」 
 

食品産業に2000/2001年度の1年間に投資された資金は，製造業全体で前年度比5.4％減とな

る中で，前年度比5.6％増の25億3,700万豪ドルとなり，産業別首位となっている。（もともと，

オーストラリアの産業の中で食品分野は競争力のある産業であり，分野別新規投資額も常に

上位にある）｡ 

 
表５ 食品産業に対する資本投資額の推移 

                （単位:百万豪ドル，％） 

 98/99 99/2000 2000/2001 増加率 

食品･飲料･煙草  2,822  2,189    2,537   5.6 

製造業全体 12,404 10,379 11,031  -5.4 

出所：オーストラリア統計局「Year Book Australia 2005」 

 

オーストラリアの食品製造企業数については，99/2000年度が3,416社となっており，分野

別にみると，パン製品が大きなシェア（21.4％）を占め，次に肉類（17.8％），飲料・麦芽

（13.8％），果実・野菜（8.8％）と続いている。 
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表６ 業種別食品製造企業数の推移 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
フードマネージメントニュース社による2003/2004年度の食品製造企業の売上高ランキン

グは次表のとおりである。 
10億豪ドル以上の売上げがあった企業は，前年度に比べて1社増加し14社で，そのうち7社

が外資系企業である。また，上位20社では半数以上の11社が外資企業で，その売上高の合計

は163億豪ドルにのぼる。このようにオーストラリアの食品産業は外国資本の影響力が非常

に強くなっている。この背景としては，人口が2千万人と少なく国内市場が小さいため，国

内資本の会社が海外の巨大食品メーカーと競争できるほど成長できていないことが要因にあ

る。また，国民のほとんどがヨーロッパなどからの移住者かその子孫であるため，国内資本

に対する愛着や海外資本に対する抵抗感が小さいこともあげられる。 
順位をみると，1位は米国資本の食肉加工のAMH社で25億豪ドル，2位はネスレ社で24億

豪ドル，3位は飲料・菓子メーカーのキャドバリー社19億豪ドル，続いて，コカコーラ社，

乳製品のマーレー・ゴールバン社となっている。日本資本の企業では，日本ハム社が23位に

ランクされている。 

1997/98年
度

1998/99

シェア
646 551 607 17.8

　 食肉加工品 350 279 292 8.5

　 鶏肉加工品 173 136 155 4.5

　 ベーコン、ハムなど 153 136 160 4.7

280 211 207 6.1

　 生乳・クリーム加工
品

49 39 57 1.7

　 アイスクリーム 96 72 32 0.9

　 その他 135 100 118 3.5

249 264 300 8.8

65 52 60 1.8

193 225 213 6.2

小麦粉製品 47 42 45 1.3

穀物食品・パン粉 146 183 168 4.9

615 675 730 21.4

　 パン 146 58 251 7.3

　 ケーキ・ペースト
リ

395 606 465 13.6

1,399 941 859 25.1

　 砂糖 22 22 27 0.8

　 菓子 214 123 201 5.9

　 水産加工品 200 126 111 3.2

　 動物・鳥飼料 217 169 202 5.9

　 その他 746 501 318 9.3

492 471 471 13.8

 飲料・シロップ 141 101 110 3.2

 ビール・麦芽 36 40 33 1.0

 ワイン 301 312 286 8.4

3,939 3,390 3,416 100.0
出所:農漁林業省「 Australian Food statistics」

乳製品

飲料・麦芽

（単位：企業数，％）
1999/00

肉類

その他食品

合計

果実・野菜

油脂

小麦粉・穀物製粉

パン製品

97/98 98/99 99/2000
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表７ オーストラリアの大手食品企業の売上高 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

また，ビジネスレビュー社の最新（2003/2004年度）の食品企業（飲料及びたばこを含

む）の年間税引き利益上位10社ランキングは表８のとおりである。これは，同社が発表した

年間利益上位1000社のランキングの中から食品企業（飲料及びたばこを含む）を抽出したも

のである。全産業1000社にランキングされている食品企業（飲料及びたばこを含む）は，合

計40社で，その総収入の合計は，対前年度比4.7％増の645億豪ドル，税引き利益は対前年度

比57.1％増の22億豪ドルとなっている。 
第1位はビール会社のフォスターズ社で，総収入は11.3％増の58億豪ドル，税引き利益は

72.7％増となり，8億豪ドルと4年連続の首位となった。2位はブリティッシュ・アメリカ・

タバコ社，以下，3位にコカコーラ社，4位ライオンネイサン社，5位フィリップモリス社と

続いている。 
 
 
 
 
 
 
 

                                  （単位：百万ドル）

順位       企業名  02/03 年度 03/04 年度 主要製品 

  １ 

  ２ 

  ３ 

  ４ 

  ５ 

  ６ 

  ７ 

  ８ 

  ９ 

１０ 

(参考) 

２３ 

AMH 

Nestle Foods 

Cadbury  

Coca-Cola Amatil 

Murray Goulburn 

Effem Foods  

Burns Plilp 

George Weston 

Fonterra 

Ridley 

 

Nippon M/MQF 

1,680 

2,400 

1,590 

1,865 

1,600 

1,500 

2,050 

1,502 

1,305 

1,408 

 

   774 

2,500 

2,380 

1,940  

1,882 

1,631 

1,592e 

1,506 

1,445e 

1,405 

1,179 

 

700 

食肉製品 

加工食品 

菓子類，飲料 

飲料 

乳製品 

菓子類，調味料 

ﾍﾞｰｶﾘｰ，ビスケット 

ﾍﾞｰｶﾘｰ，ビスケット 

乳製品 

食塩，飼料等 

 

食肉製品 

出所:Food Management News「FMN December 2004/January 2005」 

（注）1. 加工食品や飲料，食品原料の企業は含むが，アルコール製造業や輸入，卸売，小売業は除

く。 

   2. e は暫定値。 

2002/2003年度 2003/2004年度

（単位：百万豪ドル）
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表８ オーストラリア食品企業の年間税引き利益上位10社ランキング（2003/2004年度） 

（単位：百万豪ドル，％） 
順

位 

会社名 税引き

利益 

増加率 総収入 増加率 従業員

（人） 

主要製品 

１ Foster’ Group 799.3  72.7 5,835.1 11.3  9,300 ビール，ワイ

ン 

２ Brit. Am. Tobacco          
 

200.3  70.3  1,310.4  6.3  2,009 タバコ 

３ Coca Cola Amatil 194.2  -7.3 3,541.8  -7.5 16,273 飲料 

４ Lion Nathan  180.1 11.2 1,826.4  6.7  4,093 ビール，ワイ

ン 

５ Philip Morris       155.2 28.1   633.1   2.8   732 タバコ 

６ Arnotts Biscuits Holdings 120.8 - 1,250.7 70.8 8,346 菓子類 

７ Burns Philip  110.9 -34.8 3,538.0 59.9 13,000 ﾍﾞｰｶﾘｰ，ビス

ケット 

８ Unilever 108.3 7.0 1,378.7 0.2 1,969 加工食品 

９ Nestle 102.0  1.8 2,381.6 -0.8 3,800 加工食品 

10 National Foods 68.7  14.2 1,214.7 4.5 2,156 乳製品 

出所：「Business Review Weekly , November, 2004」 
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Ⅲ 消費者の食品安全への取組み 

 
１ 食品の安全性に関する意識調査 

 
2004年，VIC州の第１次産業省が，オーストラリアの国内及びその主要輸出国16か国の消

費者，小売店，製造業者，政府関係者等対し，食品の安全性に関する意識調査を実施した。

調査では，①「食品の安全性」（HACCP等食品安全マネージメントシステムにより製造され

ている食品など）②「クリーンフード」（農薬や化学肥料による汚染が少ない食品など），③

「グリーンフード」（有機農産物も含む環境への付加の少ない農法で生産された食品など），

④「動物福祉」（飼育や輸送段階などにおけるストレスに配慮された家畜を原料とする食品

など），⑤「倫理的な食品」（健全な企業が製造する食品や適正な表示がなされている食品な

ど）の５つのカテゴリーについて，相互比較やより一般的な関心事項（価格や品質）との比

較により，順位づけを行った。それによれば，オーストラリアの消費者は，「食品の安全

性」と「クリーンフード」を重視している（図８）。さらに，それらのカテゴリーに関し，

どのような取組みを重視しているかについては，「食品の安全性」は「安全な原料を確保す

る能力」が最も高く，74％の消費者が重要と回答し，以下，「トレーサビリティー・システ

ム」，「政府による規制」と続いている（図９）。また，「クリーンフード」については，「異

物混入が基準以下」が最も高く，95％となっており，以下，「微生物混入が基準以下」，「化

学物質混入が基準以下」の順である（図10）。 
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図８ オーストラリアの消費者が食品の購入に当たり重視する事項 

 
図９ 食品の安全性に関し重視する事項 

 

　　
　　 Acceptable standaAcceptable standaEndorsed evidenc　

95% 79% 79% 72% 　

0%

20%

40%

60%

80%

食品の安全性 　動物福祉 倫理的な食品グリーンフード

出所：VIC州第1次産業省

クリーンフード

0%

20%

40%

60%

80%

安全な原料を
確保する能力

トレーサビリ
ティーシステム

政府による
規制

原産地証明HACCP等の
システム

出所：VIC州第1次産業省



- 46 - 

図10 クリーンフードに関し重視する事項 

 
また，食品安全情報評議会（FSIC）が2004年に実施した，家庭内における食品の安全な取

扱いに関する消費者意識の調査によれば，以下のような結果が得られた。 
・ 全体的に見て，オーストラリア人成人の大部分は，食品取扱いの際の安全手順について，

多くの知識と高い意識を有している。  
・ 男性よりも女性のほうが，食品取扱いに関して何が安全で何が安全でないのか把握して

いることが多い。 
・ 子どものいる家庭に住む人は，高い割合で，安全な食品の取扱い手順について非常に多

くの知識を有している。  
・ 持ち帰り食品の安全な取扱い，例えば，持ち帰り食品を次の日まで取っておくのは安全

か安全でないか，冷ましてから冷蔵庫に入れたほうが良いのか，すぐに入れたほうが良い

のかなどに関しては，誤解がみられる。  
・ 食品安全週間などのキャンペーンが，消費者意識の向上に著しい効果を上げている。  
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

異物混入が
基準以下

微生物混入が
基準以下

化学物質混入が
基準以下

品質保証の
表示

水の再利用

出所：VIC州第1次産業省
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２ 消費者団体等による安全性確保の取組み 

 
（１）オーストラリア消費者協会（Australian Consumers’Association: ACA） 

 
ACAは，オーストラリアで販売される様々な製品の品質や性能について調査を実施し，

雑誌「Choice」やウェブサイト（http://www.choice.com.au/）を通じて，消費者に情報提供を

行う，非営利団体である。食品に関しては，その効用やリスク，適切な取扱方法などについ

て紹介するとともに，表示と実際の栄養成分との比較などを行っている。 
また，ACAは，原産国やGMなどの表示，有機食品の真偽，特定の商品の栄養成分の分析

など食品の安全性や品質に関する特に重要な課題について，キャンペーンを実施し，消費者

に情報提供を行っている。これらキャンペーンは，予防的なものであることが多いが，魚に

含まれる水銀や，妊婦へのリステリア菌の危険性，といった消費者の懸念を受けて実施され

る場合もある。ACAは，消費者向け情報キャンペーンの実施のほかにも，食品の安全性や

品質ガイドラインを検討するいくつかの官民機関にも代表を送っている。 
 
○ オーストラリア消費者協会のウェブサイト 
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 （２）食品安全情報評議会（Food Safety Information Council: FSIC） 

 
FSICは，食品の安全性に関する消費者の意識を高め，食中毒等食品に起因する疾病を防

ぐことを目的とする，政府，産業界，コミュニティー団体の代表者で構成される機関である。

FSICは，次のような標語を掲げ，食品の安全性について消費者の注意喚起を促している。 
① 熱い料理は，湯気が立つほど熱い状態に保つ 
② 冷たい食品は冷蔵する 
③ 食品は十分に火を通す 
④ 生の食品と火を通した食品を分ける 
⑤ 台所と台所用品は清潔に保つ 
⑥ 手をせっけんで洗い，十分に乾かす 
FSICは，毎年 11月，食品安全週間というキャンペーンを実施し，テレビコマーシャルや

パンフレットの配布などを通じて，消費者意識向上（特に食中毒防止の観点から）を促して

いる。キャンペーンでは毎年，異なるテーマが設定され， 2005年のテーマは，個人消費の

ために食品を持ち運ぶ（例えば，スーパーマーケットから自宅，バーベキュー設備，子ども

のランチボックスなどへ）消費者をターゲットにした「フード・オン・ザ・ムーブ（移動中

の食品）」となっている。 
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Ⅳ 関係機関リスト（webアドレス） 

 
＜連邦政府機関＞ 
○ 農漁林業省（DAFF） www.affa.gov.au 
○ 保健・高齢化省（DHA） www.health.gov.au 
○ オーストラリア・ニュージーランド食品規制閣僚会議（ANZFRMC） 

www.health.gov.au/internet/wcms/Publishing.nsf/Content/foodsecretariat-anz.htm 
○ オーストラリア・ニュージーランド食品基準局（FSANZ） www.foodstandards.gov.au 
○ オーストラリア動物衛生局（AHA） www.animalhealthaustralia.com.au 
○ バイオセキュリティー・オーストラリア（BA） www.affa.gov.au/biosecurityaustralia 
○ オーストラリア検疫・検査サービス局 (AQIS) 

www.affa.gov.au/content/output.cfm?ObjectID=3E48F86-AA1A-11A1-B6300060B0AA00014 
○ オーストラリア農薬・獣医薬局（ APVMA） www.apvma.gov.au 
○ 遺伝子技術規制事務局（OGTR） www.ogtr.gov.au 
○ オーストラリア税関（ACS） www.customs.gov.au 
○ 連邦科学・産業研究所（CSIRO） www.csiro.au 
○ 農業研究開発公社(RIRDC) www.rirdc.gov.au 
 
＜州政府機関＞ 
○ ニューサウスウェールズ州第 1次産業省 www.dpi.nsw.gov.au 
○ ニューサウスウェールズ州保健省 www.health.nsw.gov.au 
○ ニューサウスウェールズ食品局（NSWFA） www.safefood.nsw.gov.au 
○ ビクトリア州第 1次産業省 www.dpi.vic.gov.au 
○ ビクトリア州保健省 www.vichealth.vic.gov.au 
○ デイリー・フード・セーフティー・ビクトリア www.dairysafe.vic.gov.au 
○ プライム・セーフ（Primesafe） www.primesafe.vic.gov.au 
○ 南オーストラリア州第１次産業・資源省 www.pir.sa.gov.au 
○ 南オーストラリア州保健省 www.health.sa.gov.au 
○ クイーンズランド州第 1次産業省 www.dpi.qld.gov.au 
○ クイーンズランド州保健省 www.health.qld.gov.au 
○ セーフ・フード・クイーンズランド www.safefood.qld.gov.au 
○ タスマニア州第 1次産業・水・環境省 www.dpiwe.tas.gov.au 
○ タスマニア州保健・ヒューマンサービス省 www.dhhs.tas.gov.au 
○ 西オーストラリア州農業省 www.agric.wa.gov.au 
○ 西オーストラリア州保健省 www.health.wa.gov.au 
○ 北部準州第１次産業省  www.primaryindustry.nt.gov.au 
○ 北部準州保健地域サービス省 www.nt.gov.au/health 
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＜生産者団体＞ 
○ オーストラリア食肉生産者事業団（MLA） www.mla.com.au 
○ オーストラリア羊肉協議会 www.sheepmeatcouncil.com.au 
○ オーストラリアフィードロット協会（ALFA） www.feedlots.com.au 
○ オーストラリア穀物協議会（GCA） www.grainscouncil.com 
○ ホーティカルチャー・オーストラリア（HAL） www.horticulture.com.au 
 
＜消費者団体＞ 
○ オーストラリア消費者協会（ACA） www.choice.com.au 
○ 食品安全情報評議会（FSIC） www.safefood.net.au 
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＜参考＞ FSANZにより承認（又は申請中）されているＧＭ食品リスト 

  

 Product 
Application 

Number 
Proponent Status 

SOYBEAN  Glyphosate tolerant soybean line 
40-3-2 

A338 Monsanto Australia Approved 2000

 High oleic acid soybeans G94-
1,G94-19 and G168 

A387 Du Pont Approved 2000

 Glufosinate ammonium tolerant 
soy lines A2704-12 and A5547-
127 

A481 Bayer Crop Science Approved 2004

CANOLA  Glyphosate tolerant canola GT73 A363 Monsanto Australia Approved 2000

 Glufosinate ammonium tolerant 
canola topaz & glufosinate 
ammonium tolerant canola with 
fertility traits 

A372 Aventis CropScience Approved 2002

 Canola resistant to bromoxynil 
line Westar Oxy-235 

A388 Aventis CropScience Approved 2002

CORN  Insect-resistant corn MON810 A346 Monsanto Australia Approved 2000

 Glyphosate tolerant corn line 
GA21 

A362 Monsanto Australia Approved 2000

 Insect-resistant corn (Bt-176)  A385 Syngenta Seeds Approved 2001

 Insect-resistant, glufosinate 
ammonium tolerant corn line (Bt-
11) 

A386 Syngenta Seeds Approved 2001

 Glufosinate ammonium tolerant 
corn T25  

A375 Aventis CropScience Approved 2002

 Insect-resistant, glufosinate 
ammonium corn DBT418 

A380 Monsanto Australia Approved 2002

 Glufosinate ammonium tolerant 
DLL25 corn 

A381 Monsanto Australia Withdrawn 

 Glyphosate tolerant corn line 
NK603 

A416 Monsanto Australia Approved 2002

 Insect-resistant, glufosinate 
ammonium corn line 1507 

A446 Dow AgroSciences Approved 2003
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 Insect resistant corn MON863 A484 Monsanto Australia Approved 2003

 Insect protected glufisinate 
ammonium-tolerant corn line 
59122 

A543 Dow  
AgroSciences 

Assessment in 
progress 

 Corn rootworm and glyphosate-
tolerant  
corn MON88017 

A548 Monsanto Australia Assessment in 
progress 

 High Lysine Corn  
LY038 
  

A549 Monsanto Australia   Assessment in 
progress 

POTATO  Colorado Potato Beetle resistant 
potato lines BT-06,ATBT04-06, 
ATBT04-31 ATBT04-36, 
SPBT02-05 

A382 Monsanto Australia Approved 2001

 Colorado Potato Beetle resistant 
potato with resistance to potato 
leaf roll virus  

A383 Monsanto Australia Approved 2001

 Colorado Potato Beetle resistant 
potato with resistance to potato 
virus Y 

A384 Monsanto Australia Approved 2001

SUGARBEET  Glyphosate tolerant sugarbeet 
GTSB77  

A378 Monsanto Australia Approved 2002

 Glyphosate-tolerant sugarbeet 
event  
H7-1 

A525 Monsanto Australia Assessment in 
progress 

COTTON  Insect resistant cotton lines 531, 
757 and 1076 

A341 Monsanto Australia Approved 2000

 Glyphosate tolerant cotton line 
1445 

A355 Monsanto Australia Approved 2000

 Cotton resistant to 
bromoxynil  events 10211 and 
10222 

A379 Stoneville Pedigreed 
Seed Company and 
Aventis CropScience 

Approved 2002

 Insect resistant cotton event 
15985 

A436 Monsanto Australia Approved 2002

 
  

Insect-protected cotton line 
COT102 

A509 Syngenta Assessment in 
progress 

 Insect-protected, glufosinate A518 Dow AgroSciences Assessment in 
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ammonium-tolerant cotton line 
MXB-13 

progress 

 Glufosinate-ammonium-tolerant 
cotton  
line LL25 

A533 Bayer CropScience  Assessment in 
progress 

 Glyphosate-tolerant cotton line  
MON88913 

A553 Monsanto Australia   Assessment in 
progress 

WHEAT  Glyphosate-tolerant wheat MON 
71800 

A524 Monsanto Australia Withdrawn 2004

 
 
 
（食品補助・添加剤としての使用が承認されているＧＭ食品リスト） 

Processing Aids Purpose Use 

alpha -Acetolactate decarboxylase Removes diacetyl - an off flavour 
from fermentation. 

Beer 

Carbohydrate modifying enzymes:     -
Amylase, Hemicellulase endo -1,4-.. -
xylanase or xylanase 

Used to break down starch from 
cereals during manufacturing and 
sugar during refining, and to clarify 
fruit juices 

Beer, spirits, glucose syrups, 
bread, sugar, enzyme 
modified starches, fruit 
juices 

Fat modifying enzymes:   Lipase, 
triacylglycerol 

Applied to fats and oils to produce 
triglycerides which enhance 
spreadability or texture 

Cheese and dairy products, 
chocolate and related 
confectionery 

Protein modifying 
enzymes:   Chymosin, Mucorpepsin 

Coagulate milk proteins to: 
form curds in cheesemaking, and 
clot or thicken cream. 

Cheese, Cream 

 
 

Food Additives Purpose Use 

460 Cellulose Used as a bulking agent to add 
volume to a food without significantly 
contributing to its energy value 

Many foods may contain cellulose 
including sauces and confectionery 

1105 Lysozyme Preservative action - breaks down 
bacterial cell walls 

  

322 Lecithin Emulsifier prevents foods from 
separating either during manufacture 
or in package 

Many foods including chocolate, 
margarine, table spreads, sauces and 
dips 
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