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背 景 

 

世界の食市場規模は 340 兆円（平成 21 年）から 680 兆円（平成 32 年）に倍増すると予測されており、我が

国の･･･ためには（理由）、急速に拡大する世界の食市場を取り込み、我が国食産業の海外展開を図っていく

ことが必要とされている。 

このため、我が国の食品関連企業の「強み」を活かし、生産から加工・製造、流通、消費に至るフードバリュー

チェーン構築を各国と協力し進めていくための指針として取りまとめたグローバル・フードバリューチェーン戦

略に基づき、食のインフラシステムの輸出等、中小企業を含む食産業の海外展開を促進するための具体的取

組を進めていく必要がある。 

特に、豪州は、経済成長著しいアセアン市場の将来の需要増を視野に入れ、未開発かつ広大な北部豪州

を中心に、農業・食料分野での日本からの投資・協力を期待している。 

また、高い成長及び人口増加が著しいインドにあっても、巨大な食市場及び発展途上の農業・食料分野で

の日本からの投資・協力を期待している。 

こうしたことから、豪州にあっては、我が国との季節の正反対性を活用した農産物の生産・加工、インドにあっ

ては、インド国内市場のみならず、欧州やアセアン、中東や東アフリカ等の第三国への農林水産物・食品の輸

出などの分野において我が国企業の海外展開が期待される。 

 

目 的 

 

本委託事業では、我が国と豪州やインドとの間の二国間の事業展開や我が国との共同による第三国での事

業展開を支援し、我が国食品企業の海外展開の促進を図り、豪州及びインドにおけるフードバリューチェーン

構築を推進することを目的とする。 

 

委託事業の履行期間 

 

平成 29 年 5 月 25 日から平成 30 年 3 月 23 日。 

 

内 容 

 

1. 豪州における二国間事業展開支援 

（1）官民ミッション等の派遣支援及びフォローアップ 

邦人生産者による日本の技術を活用した形での北部豪州を中心とした農産物・加工品の生産可能性を追求

するため、生産者（豪州ほか海外の生産者等を含む。）を主体とする官民ミッション(ミッション派遣のための農

林水産省による事前調査を含む)の派遣支援及び派遣後の取組のフォローアップを行った。 

 

①官民ミッション(ミッション派遣のための農林水産省による事前調査含む。) 

官民ミッションの規模は邦人 15 名程度。国際地域課と調整の上、以下を実施した。 

(i) 北部準州、クイーンズランド州、西オーストラリア州のうち具体的な視察先や試行的な生産地域を先方政

府と調整の上、決定。派遣は事業実施期間中の１回(なお、事前調査は複数回あり得る）。派遣期間（１週

間程度を想定）ほか詳細は調整。 



2 

(ii) 個別具体的な農産品（例えば、豆類、イチゴ、トマト、ブロッコリ、魚類等）の生産可能性追求に関する情

報の収集・整理。 

(iii) 参加者等を含む関係機関等との連絡調整、ミッションの日程・訪問先の調整、参加者の募集、ロジ対応

等具体的な必要事項は調整。 

(iv) 現地集合・現地解散とし、参加者の宿泊費・食事等は参加者の自己負担。ただし、視察先への移動、ミッ

ション実施に必要な車両借り上げ費は本委託事業費で負担。 

 

②官民ミッション派遣後の取組のフォローアップ 

上記官民ミッション終了後、国際地域課の指示の下、以下を実施した。 

(i)官民ミッション参加の生産者で、豪州での生産に関心ある者と協議の上、マーケットインのコンセプトの下、

試行的な生産計画の検討・作成。 

(ii) 実施に向けた各州政府試験場等との調整。 

(iii) 試行的生産に向けた行程管理表の作成。 

(iv)試行的生産計画のうち２種類の計画を目処に実施費用の一部（渡航費・宿泊代）を本委託事業費で負担。 

 

（2）日系企業や日本人農業者向けの投資機会の促進調査 

国際地域課の同意を得た上で、北部豪州を中心に農業の商業生産の可能性又は「事業化」を追求するため、

次の取組を実施し、日系企業や日本人農業者への情報提供を通じ、将来的な投資機会の増大を目指した。

また、必要に応じ個別専門家を派遣し、実現機会を促進した。 

 

①北部準州 

同州との協力覚書(2017 年 1 月 13 日)に基づき、同州政府と協議・連携の上、以下の共同取組を実施した。 

(i)生産可能性追求のための大豆の試行的栽培 

(ii)日本産との比較のためのアスパラガスの試行栽培に係る検討 

(iii)第三国での市場価値を見極めるための養殖バラマンディの試行的輸出 

(iv)第三国への輸出を前提とした農産物の生産・加工・輸送に関するインフラ整備計画案の作成 

 

②クイーンズランド州及び西オーストラリア州 

クイーンズランド州との協力覚書（2017 年３月 10 日）や、西オーストラリア州政府との協議・連携等に基づき、

日本の技術を活用した農産物若しくは加工品の生産可能性の追求や事業化に向けた調査に関する計画を作

成、実施した。 

 

③農産物の付加価値の向上等 

現在、生産されている農産物や加工品に関し、日本の技術・知恵・工夫により、付加価値が速やかに向上す

る若しくは有効利用が図られる取組を検討した。 

 

（3）豪州市場における和食・日本食の普及 

連邦や州政府の関連予算の活用も念頭に置きつつ、州政府の調理師 TAFE(技術・継続教育)プログラムや

州政府関係者とも連携し、TAFE における和食・日本食調理師養成のための仕組み（方針・授業カリキュラム

作成や調理師の認定方法を含む。）の検討や実施までに必要な課題や手続等の検証を行った。 
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2. インドにおける二国間事業展開支援 

（1）インドとの合同作業部会等及び官民ミッション等の派遣 

インド連邦政府との協力覚書(2016 年 11 月)に基づき、農林水産省は第１回合同作業部会を実施予定であ

ることから、同部会の実施を支援する。第１回合同作業部会に関し、開催場所についてはインド国内（ニューデ

リー）を想定しているが、インド連邦政府との調整によっては日本国内での開催もあり得る。合同部会の規模は

30 名程度(インド側 10 名、日本側 20 名を想定)。また、本作業部会には両国の民間企業が参加することもあり

得る。さらに第１回合同作業部会前に事務的事項の調整のため、準備会合の開催も想定。準備会合の規模は

6 名程度(インド側 3 名、日本側 3 名を想定)。こうしたことを踏まえ、具体的には、 

① 第１回合同作業部会及び準備会合においては、会議資料の作成、会議準備(資料の持込み、配布)、会

場手配及び設営、必要備品の確保、会場での通訳や説明者の手配、議事録の作成、コーヒーブレイク用

茶菓子(参加者人数分）を準備した。 

② 第１回合同作業部会及び準備会合はそれぞれ１日間開催、時期は国際地域課の同意を得た上で決定し

た。アンドラ・プラデッシュ（AP）州とは協力覚書を締結(2016 年 7 月)したところであるが、AP 州に限らず、

インド州政府側と調整の上、適当な視察先が提示された場合等には、両国政府が民間企業と共に行うイ

ンドにおける農業・食産業関連施設の視察に関する官民ミッションに対して支援を行った。具体的には、 

 官民ミッション及び事前現地調査に当たっては、在京インド大使館やインド各州政府等の関係先・訪問

先との連絡調整、ロジ対応（行程管理、訪問先での通訳や説明者の手配、会議場等の会場手配等）、

実施報告書の作成、その他必要な事項を国際地域課と調整の上、実施した。 

 官民ミッション及び事前現地調査は、現地集合、現地解散とし、宿泊費、食費、集合場所までの航空賃

等は参加者の自己負担、ただし、視察先への移動など行程管理に必要な車両借上げ費など行程管理

上不可欠な経費は本調査費で負担した。 

 官民ミッションについて、具体的な日程、視察先等については、受託者とインド側の調整に基づく提案

を踏まえつつ、国際地域課の同意を得た上で決定した。 

 

（2）日系企業向けの投資機会の促進調査 

インドへの進出・投資に関心はあるものの、インドの商慣行や制度等への情報不足や理解不足から進出を躊

躇する中小の農業・食料関連企業が多いのが実情。こうしたことから、インドの農業・食料分野の現状や課題、

中小企業が進出・投資するに当たっての課題や投資可能性の高い分野やそのための対応策につき調査を通

じ明らかにした上で、日系企業に対し投資機会に関する情報提供を行った。必要に応じ、個別の専門家を派

遣し、投資機会の可能性を高めた。具体的には、 

① 日系企業の関心の高いコメやインド側の関心の高い野菜、果実、魚介類に関連した個別具体的な投資

可能性の状況(地域にもよるが産物の品質、生産量、労働コスト・質、輸送コスト、コールドチェーン等のイ

ンフラ状況)の情報を整理した。 

② 東南アジア等と比較し、インドでの生産・加工が比較優位となる分野を調査した。 

③ 官民ミッション及び事前現地調査派遣に際して必要となる基礎的情報（視察先の州政府の外資規制や投

資優遇策、投資環境情報や農業・食料産業の実態等）を収集・整理した。 

④ インド連邦政府若しくは州政府の農業・食料分野における試験研究機関の研究内容の把握と日系企業と

の連携・協力可能な分野を検討した。 

⑤ 第三国（例えば豪州やアセアン諸国）との連携によるフードバリューチェーン構築の可能性につき、具体

的な対象分野、第三国との役割分担、市場戦略を取りまとめの上、試行的な取組案を提示した。 
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調査結果 

 

1. 豪州における二国間事業展開支援 

（1）官民ミッション等の派遣支援及びフォローアップ 

本調査では、官民ミッションを期間中 5 回、実施した。 

 

表 1 官民ミッションの実施 

2017 年 

①7 月 18 日

～7 月 20 日 

クイーンズランド州での邦人によるアスパラガス、メロンの実証栽培に係る現地調査 

[訪問先] 

・タウンズビル エア 州政府保有試験農場 

・ケアンズ ワーカミン 州政府保有試験農場 

・ケアンズ テーブルランド地区農場 

[同行者] 

・静岡県のアスパラガス及びキャベツ生産農家 

・静岡県のメロン生産農家 

②8 月 14 日 

～8 月 18 日 

北部豪州で生産可能な大豆に係る検討、クイーンズランド州での邦人によるいちごの実

証栽培及び高付加価値農産物の在り方検討に係る現地調査、バラマンディの付加価値

化実証実験 

[訪問先] 

・ガトン 州政府保有試験農場 

・ウォリック フレッシュジュース加工会社 

・アップルソープ いちご農家、りんご農家 

・スタントソープ カレッジ オブ ワイン ツーリズム 

・ダーウィン バラマンディ陸上養殖業者 

・アサートンテーブルランド ブルーベリー農家、マンゴー農家及び出荷施設 

[同行者] 

・愛知県のいちご及び米生産農家 

・大豆等加工食品の企画、製造、販売を行っている大手食品加工メーカー開発担当 

・寿司ネタや冷凍果実等の企画、販売を行っている大手商社企画担当 

・豪州在住の日本食マスターシェフ 

・豪州在住の日本食普及マーケティング会社代表者 

・豪州在住の日本文化普及マーケティング会社代表者 

③9 月 22 日 

～9 月 24 日 

北部豪州において順天頂衛星等に関わる技術を活用した効率的な農業、養殖業の在り

方検討に係る現地調査 

[訪問先] 

・ブルーム バラマンディ陸上養殖業者 

・キンバリー アスパラガス等生産農家 

[同行者] 

・順天頂衛星等に係る技術を有した日本の大手メーカー開発担当 
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2018 年 

④1 月 16 日 

～1 月 19 日 

クイーンズランド州の州政府保有試験農場 2 カ所（タウンズビル近郊エア地域、ガトン）に

おける日本型農業と豪州型農業の融和に係る実証実験実施に向けた現地調査 

[訪問先] 

・タウンズビル エア 州政府保有試験農場 

・ガトン 州政府保有試験農場 

[同行者] 

・中国等で農業を展開している日本の農業資材メーカー社長及び技術者（計 4 名） 

・微生物系資材を日本で展開している日本の農業資材メーカー担当者 

・大豆等加工食品の企画、製造、販売を行っている大手食品加工メーカー開発担当 

・岐阜県のトマト農家 

・ワーキングホリデービザで豪州にて農業に従事している農家 

⑤1 月 20 日 

～1 月 21 日 

西オーストラリア州において順天頂衛星等に関わる技術を活用した効率的な農業の在り

方検討に係る現地調査 

[訪問先] 

・カーナボン 州政府保有試験農場 

・カーナボン アスパラガス等生産農家 

[同行者] 

・順天頂衛星等に係る技術を有した日本の大手メーカー開発担当 4 名 

 

 

①クイーンズランド州での邦人によるアスパラガス、メロンの実証栽培に係る現地調査 

(i)事前準備 

本年度事業に係る現地関係機関との調整及び官民ミッションのための事前準備/調整として、5 月 30 日から

6 月 1 日まで、国際地域課と共に現地調査を実施した。 

事前調整の内容は次の通り。 

 

表 2 事前調査の内容 

QLD 州政府  州政府とは MOC を締結しており、それに沿って、具体的にはアスパラガスと大豆の検

討から開始 

 まずは州政府が保有している北部地域のリサーチステーションでの実証を行う 

 リサーチステーションの候補は、ボーエン、エア、チャーターズタワーズ、アサートンテー

ブルランドの 4 カ所 

 実証期間中は現地農家のショーケースとなるよう、基本的に公開を原則として進める 

 実証は単に栽培できる、という方法論の確立のみならず、マーケティングの方法で、売

れるという点についても実証する 

 州政府ではメロンの検討も進めており、可能な範囲で日本の農家の参画を頂く 

NT 準州政府  締結作業を進めている MOC に基づき、大豆及びバラマンディの付加価値化に係る検

討から開始 
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 北部豪州の中でも特別、気候環境が厳しく、大豆についてはまず、ダーウィン近郊の気

候に適した種の開発からスタートしたい 

 そのため NT 準州政府内の 3 カ所程度のリサーチステーションでの開発を検討している

が、日本側の費用貢献を望んでおり、開発結果の日本への裨益を考慮した上で開発

計画を練る 

 バラマンディについては実証フェーズに移りたく、実事業者との協業となる 

 出荷前加工の重要さを現地職員に伝える必要があり、日本人シェフの参画を得たい 

 実証ではシドニーの他、シンガポールや日本への輸出を検討する 

 

上記に基づき、まず、7 月に日本のアスパラガス生産農家とメロン生産農家によるクイーンズランド州のリサー

チステーション訪問が検討され、各生産農家との対話を開始、現地との予定を合わせ、現地調査の実施となっ

た。 

 

(ii)現地での対応 

現地での対応として、2017 年 7 月に日本人農業生産者 2 名、2018 年 1 月に日本人農業生産者 3 名、日系

農業資材メーカー担当者 1 名に対して、それぞれ、日本と現地との往復旅費（日本国内旅費及び航空券の購

入等現地渡航に関わる各種経費）、現地の移動に関わる移動手段の確保及びそのための費用負担、現地宿

泊費、日当の支払いを行った。 

 

(iii)調査の内容 

現地調査の内容は次の通り。 

 

2017 年 7 月実施 

 エアリサーチステーション（７月 1９日） 

 

 

 QLD 州政府からのメロン栽培、農林水産省から
は、アスパラガス栽培についてそれぞれ提案を
行い、実現可能性に向けた施設・設備・体制な
どについて意見交換が行われた。 

 いくつかの敷地に区切られているが、貸出可能
な 小面積は、0.1ha である。 
 土壌は、30%の砂、30%の泥、30%の川砂で構成さ

れており、非常に乾燥しやすい。 
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 農地の各ラインの間隔は、1.5m である。 
 転倒防止用のパイプも立てることが可能。 
 

 30-40 mm/day の水供給が可能。 
 土壌の PH は、6.8～7.2（中性）。より酸性の方が

アスパラガスには適しているが、調整することも
可能である。 

  

 バルブには水だけでなく、ファーテライザーのタンクも設置することが可能であり、水とファーテライザ
ーを提供することが可能。 
 ファーテライザーの作成については、自分の手でミックスしてバルブに繋ぐことができるため、自分で

濃度などを調整することが可能。 
 バルブには、セルノイドバルブを購入して設置することが可能であり、タイマーによる水・ファーテライ

ザーの提供が可能。 
  

 冷蔵ストレージも農地の近くに設置されており、使用可能。 
 しかし、本来は種の保管用に整備されているため、温度の調整などは自由にできるわけではなく、サ

イズも既存のもののみ。 
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 ハウスは、屋根の開閉により、温度調整が可能。 
 スプリンターも設置されており、水供給が可能。 

 

 ワーカミンリサーチステーション（７月２０日） 

  

 Walkamin Research Station では、高原栽培、園芸栽培、病害虫対策に関する研究を主に行ってい
る。 
 計 45 人のスタッフが働いており、開発研究や農業業務を行っている。商業的な商品開発は行ってい

ない。 
 作物が病害虫にかかった際は、農家がそれを当施設に運んで持って来て頂ければ、その病気を診

察・対応できるような体制を構築している。 

 

 

 国家プロジェクトや民間企業からの委託事業である研究農業が様々な農地で行われている。 
 研究農業の専門家を雇用することも可能で、現地での研究から栽培業務まで委託することができる。 
 専門家雇用の費用については、時間あるいは研究のボリュームなど、適宜状況に応じて相談が可

能。 
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 テーブルランド地区農場（７月２０日） 

  

 Costa は、テーブルランドに巨大なブルーベリ
ー栽培地を整備し、全豪州に渡って出荷を行っ
ている。 
 テーブルランド内に合計 3 つのサイトを有して

おり、合計敷地面積は 65ha に及ぶ。更に、
11ha のサイトを現在開発中である。 
 年間生産量は、11ton/ha である。 

 Costa は、豪州におけるブルーベリーの生産
は、8-12 月がメインだが、冬場でも温暖なケアン
ズで生産を行うことで、プレミアムプライスで販売
する戦略をとっている。 
 スタッフ数は、合計で 230 人。そのうち 30 人が

社員であり、残りの 200 人はワーホリである。 
 基本的に栽培地での業務はワーホリ人材を活用

している。 

 

 

 テーブルランドに立地するストロベリー栽培地で
は、農地に加工設備や販売所が併設されてい
る。 

 栽培は、基本的にワーキングホリデーが使われ
ている。その多くが女性である。 
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2018 年 1 月実施 

 エアリサーチステーション（1 月 16 日） 

  

 グローバル・フードバリューチェーンの意義とリ
サーチステーションを活用したその実現に関す
る主旨の説明が、リサーチステーションスタッフ
に対して行われた。 

 リサーチステーションを地域の農家に対するショ
ーケースと位置づけ、豪州内の既存の市場では
なく、アジアや中東等を対象とした製品開発の
可能性について意見交換がなされた。 

  

 共同事業はシェードハウスを設置し、年間を通
じた安定した農業の在り方を検討するために設
置する予定で、写真がその設置場所候補地
（800m2） 

 候補地が他の地点よりも低く水はけの面で懸念
があることが伝えられ、盛り土の実施や排水施設
の敷設等が検討されることとなった。 
 耐ハリケーンに係る対策も話題となった。 

 

 ガトンリサーチステーション（1 月 18 日） 

  

 ガトンリサーチステーションは、主に近隣で栽培
される麦類や豆類、野菜などの高度生産に係る
企業からの委託栽培実験を中心として運営され
ている。横に CSIRO 運営ステーションがある。 

 例えば、豪州企業からの委託により、エンドウ豆
をどこまで高密度に栽培することができるか、そ
の際の収率と品質のバランスに係る試験栽培が
実施されている。 

 柿栽培農家（1 月 18 日） 
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 豪州ではめずらしい柿の栽培農家を訪問、鳥害を防ぐためのネットが敷設されている。 
 対象はアジア人向けで、次郎柿の栽培が行われている。 
 収穫は 3 月で豪州内のスーパーマーケットに出荷されている。 

 

 いちご栽培農家（1 月 18 日） 

  

 資材メーカーとの共同出資によるストロベリーの
ハウス栽培企業。 
 2/3 を家族で、1/3 を資材メーカーが出資し、シ

ェードハウスを設置、運営している。 

 インドから輸入されている、20kg の箱詰めされ
た培養土の上に 2 もしくは 3 の苗を定植し、栽
培している。 
 苗は長くて 15 ヶ月程度で廃棄。 

  

 温度と湿度が、3m 程度置きに設置されたセン
サー管理され、28 度になると自動でスプリンクラ
ーが作動し、散水することで温度を下げる。 

 オランダ製の溶液自動供給システムが導入され
ており、28ha の農場がカバーされている。 
 溶液のブレンドは農家の知的財産。 
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 柿栽培農家その２（1 月 18 日） 

  

 2 つめの柿栽培農家で、この農家では、ネットを
雹害防止の目的で設置している。 

 年 1 回の収穫でシーズン終わり（3 月）の高値
で売れる時期を狙って出荷している。 
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②北部豪州で生産可能な大豆に係る検討、クイーンズランド州での邦人によるいちごの実証栽培

及び高付加価値農産物の在り方検討に係る現地調査、バラマンディの付加価値化実証実験 

(i)事前準備 

北部豪州で生産可能な大豆に係る検討として、大豆加工製品の企画、製造等を行っている食品加工メーカ

ー開発担当との意見交換を進め、同社が求める機能を有した大豆として、某県の試験場が開発し、一方で現

在、日本では生産されていない種に着目、その種の北豪での栽培可能性について検討を進めることとした。

訪問前に豪州における大豆研究の第一人者（連邦研究機関に所属）に同種の詳細を送付、現地にて意見交

換を行うこととした。 

バラマンディの付加価値化実証実験については、養殖場から陸揚げした後、早急に実施することが求められ

る活け締め及びコールドチェーンを必要としない､日本の物流業者と化成品メーカーが開発した保冷ボックス

を活用した実証を行うことで、事前に、NT 準州政府、ダーウィンで陸上養殖業を営む企業と合意した。 

活け締めの実施については、豪州在住の日本食マスターシェフに上記陸上養殖業を営む企業に訪問頂き、

実際に活け締め等を実施して頂く事の合意を得て、また、保冷ボックスについては、日本から現地に事前に輸

送、現地からシドニー2 カ所、シンガポール 1 カ所、日本 1 カ所の計 4 カ所に輸出することの準備を進めた。 

 

(ii)現地での対応 

現地では、保冷ボックスを製造した日本の物流業者の日本人職員 2 名に対して、日本と現地との往復旅費

（日本国内旅費及び航空券の購入等現地渡航に関わる各種経費）、現地宿泊費の支払いを行った。 

日本人シェフとその支援者に対しては、豪州国内の往復旅費及び現地の移動に関わる移動手段の確保、

現地宿泊費、謝金の支払いを行った。 

さらに、保冷ボックスの日本から現地への輸送、現地から 4 カ所への輸出及びその手続きに要した費用を負

担した。 

 

(iii)調査の内容 

現地調査の内容は次の通り。 

 

2017 年 8 月実施 

 バラマンディの付加価値化実証実験（８月 1９日） 

  

 陸上養殖業を営む企業より、保有施設や養殖しているバラマンディに関する説明が行われた。 
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 豪州在住の日本食マスターシェフより、企業の
持つ作業場にて活け締めが実施された。 
 活け締めの方法については、マスターシェフよ

り企業スタッフにもレクチャーされた。 

 活け締めされたバラマンディは、早急にバキュー
ムパッキングの上、日本の物流業者と化成品メ
ーカーが開発した保冷ボックスに入れられ保管
された。 
 これらボックスは、その日のうちにシドニー2 カ

所、シンガポール 1 カ所、日本 1 カ所の計 4 カ
所に輸出された。 

 

 NT 州政府との活け締めバラマンディ試食会（８月２０日） 

  

 試食会には、第一次産業大臣を含む NT 州政府職員２０名ほどと地元メディアが参加した。 
 前日に活け締めで処置されたバラマンディが日本食マスターシェフにより刺身として提供された。 

  

 試食の中で、日本人マスターシェフからは、バラマンディの特徴や料理としての活かし方、育て方へ
のアドバイスなどがレクチャーされた。 
 また、日本側参加者と NT 州政府職員の間でバラマンディの刺身について、様々な意見交換が行わ

れた。 
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③北部豪州において順天頂衛星等に関わる技術を活用した効率的な農業、養殖業の在り方検

討に係る現地調査 

(i)事前準備 

順天頂衛星等に係る技術の活用については、日本政府の他省庁が進める事業の支援という形で実施した。

このことから、日本国内で関係省庁及び順天頂衛星等の活用に関わる技術を有した企業との事前面談を重ね、

実証に必要となる環境条件等の整理を行い、適地の選定を行った。 

選定された適地が所在する州政府との協議を進め、訪問に必要となる事前準備（実証実験で検証すべき事

項、そのために必要となる現地の農地の規模等に関する資料の作成等）を進めた。 

 

(ii)現地での対応 

現地の移動に関わる移動手段の確保及びその費用を負担した。 

 

(iii)調査の内容 

現地調査の内容は次の通り。 
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 キンバリー地域の農家（9 月 23 日） 

 現在約 60ha の農地を使用しており、来年以

降、規模を 3 倍程度まで拡大する予定。 

 現在は、スイカ、カボチャ（3 つのバラエティ）、

アスパラガス、ロックメロンの生産を行ってい

る。 

 オーガニックの認証は受けていないが、自然

のサイクルを活用した営農を進めており、化学

物質はほとんど使用していない。益虫を活用

し、駆除等での農薬の使用も行っていない。 

 既にドローンの導入を進めており、2 週間に 1

回、畑上空を飛ばし、ビデオを撮影し、上空か

ら生育の状況（サイズ）やイリゲーションからの

漏水、肥料の散布状況等を確認している。 

 これらは毎日、畑を歩きながら確認していた事

項であり、ドローンの導入である程度、労働の

軽減に結びついた。 

 現在、GPS を活用した自動化を進める途上に

あり、1 機のトラクターを既に導入している。 

 

 

 

 

 カーナボン農家（1 月 21 日） 

 現在、アスパラガスの栽培を行っている農地は 2ha 程度。雑草の除去及び害虫の駆除について一定の

ニーズはあるが、マザーツリーの刈り取り後（3 月上旬頃）、食用部分のアスパラガスが出てきてからであ

り、マザーツリー刈取り前の雑草と病害虫は放置状態となっている。 

 一般的なサイズのバナナは大きくなったら、バナナの葉同士が重なり合い、地面は影になるため、雑草

は大きくならない。 

 一方で、同農園で栽培しているミニバナナは、雑草が発生し、バナナの生育を阻害するため、1 ヶ月に

1 回程度、作業者が除草剤入りタンクからホースを伸ばしながら条間を歩いてピンポイントで除草剤を散

布している。 
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 当日は、農家及び機器メンテ会社、農家組合等
に参加頂き、順天頂衛星を活用した農業効率化
に係る実証実験の内容が説明された。 

 実証実験の対象として当初想定していたアスパ
ラガス栽培地だが、マザーツリーの段階での除
草や害虫駆除は不要とされた。 

  

 駆除対象となるキャタピラワーム。発生量は多
く、葉が食われ枯れてしまう現象が様々な場所
で散見された。 

 駆除対象となるアスパラガス栽培地内の雑草。 
 アスパラガス自体が高密度で植えられており、除

草場所への移動自体も困難な状況。 

  

 アスパラガスの代替として紹介されたミニバナナ
栽培地の様子、木間も整っており、実証実験に
適した畑地となっている。 

 上記とは異なる生産方式が検討される定植 1 日
目のアスパラガス。 
 栽培方法によっては実証実験の対象となる。 
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④現地調査の実施に係るフォローアップ 

現地調査を踏まえ、州政府保有試験農場にて、アスパラガス、いちご、ロックメロンなど、北半球と南半球の

季節（生産時期）の逆転を利用し、日本の高い生産性を可能とする農業技術とオーストラリアの広大な農地を

管理・運営する技術の融合を目指した実証の場を日豪共同で設置することとなった。 

本件の具体化を進めるため、2018 年 1 月 16 日から 18 日にかけて、具体の実施場所である 2 カ所の州政府

保有試験農場を訪問し、州政府農業省関係者及び試験農場スタッフとの会合が実施された。 

本調査では、2018 年 1 月に日本人農業生産者 3 名、日系農業資材メーカー担当者 1 名に対して、それぞ

れ、日本と現地との往復旅費（日本国内旅費及び航空券の購入等現地渡航に関わる各種経費）、現地の移

動に関わる移動手段の確保及びそのための費用負担、現地宿泊費、日当の支払いを行った。 

具体的には、「Towards establishment of Agricultural R&D Platform(ARDP) in Northern Queensland」とタイト

ル付けし、州政府が試験農場に協働のための農地及びシェードハウスを設置し、実証を運営する。日本側は、

現地で栽培に興味のある日本の農家、資材メーカー、流通業者等と共に、マーケットインのコンセプトに基づく

実証プログラムを計画、設置された実証のための農地を活用し、その結果について、豪州農家にショーケース

として広く公開し、以降の豪州農家との、豪州の農地を活用した協働での事業運営につなげていく。 

 

実証の場は右のような州政府保有の試

験農場であり、年間降雨量 950mm の亜熱

帯気候に位置し、1 月（夏）の気温が 23℃

～32℃、6 月（冬）の気温が 12℃から 25℃

となっている。 

この場所では、アスパラガスと大豆の試

験栽培を計画し、大豆については、豪州

の検疫施設にて栽培された日本の品種と

豪州の亜熱帯でも高い品質と生産量が期

待される種とのハイブリッドの開発を行うこ

とが計画された。 

 

試験栽培計画の概要書は、次の通り。 
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表 3 現地でのアスパラガスの試験栽培計画の概要書 

 
Asparagus Trial Cultivation Program at Ayr Research Station 

 
Target Production Volume:  5,000kg/10a (Final Target; 7,000kg/10a) 
Trial Crop Land Area:  2.5a (3 lanes of 50m) with Green House 
Trial Period:  3 years (will be achieved 5,000kg/10a) 

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

1st           
Settled 

planting 
-> 

2nd -> -> -> -> 
1st 

harvesting 
-> -> -> -> -> -> -> 

3rd -> -> -> Evaluation         

 
Activities: 
November; JPN farmer will stay farm for 5 days. 

1. Nursery plants preparation: UC157 and Vegalim. 
2. Soil preparation: using MgCa and Zeolite 
3. Fertilization: using chemical fertilizer 
4. Making ridges, installation of water drip tube and plastics 
5. Planting 

November-May(2nd year); JPN farmer will stay farm once per two month for 3 days, and 
would like to ask someone to do No.6 items 

6. Weeding (two or three times before growing stump) 
 Thinning out seedlings (once a month for first two months) 
 Enlarging plastic hole of ridge (once two months after planting)  

May; JPN farmer will stay farm for 5 days, and would like to ask someone to harvest 
from May to April. 

7. Lodging prevention for asparagus 
August; JPN farmer will stay farm for 5 days 

8. Cutting mother stems for evaluation of sugar content in roots. 
9. Creating harvesting method based on evaluation of sugar contents 

April(3rd year; JPN farmer will stay farm for 5 days 
10. Final evaluation 

 
Preparations: 

1. Nursery plant UC157 500plants/2.5a 
Vegalim 250 plants/2.5a 

2. Fertilizer MgCa 40kg/2.5a 
Zeolite 40kg/2.5a 

3. Fertilizer Chemical fertilizers 25kg/2.5a for Nitrogen 
Liquid fertilizers 20kg/2.5a 

7. Lodging prevention 
system 

Agriculture net 60cmX50mX3lines 
Supporting post 156 
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表 4 現地での大豆の試験栽培計画の概要書 

 
Soybean Trial Cultivation Program at Ayr Research Station 

 
Sepember JPN seed sown in quarantine 
December Seed and parents sown in glasshouse for crossing 
April 
(2nd year) 

Harvest F1 seed and plant. (1 seed) 

July Harvest BC1F1 seed and sow. (1 seed) 
October Harvest BC1 F2 seed. (60 seeds) 
December Harvest BC1F2 plants and select ones with the 7S protein profile. 
January 
(3rd year) 

Sow selected lines in GH for 
crossing 

Sow selected lines in field. 
(12 lines) 

April Harvest BC2F1 seed (1 seed) Compare to locally adapted 
varieties 

July Harvest BC2 F2 seed. (60 
seed) 

Check quality of harvested seed 

October Harvest BC2F2 plants 
(60 plants of which perhaps 
12 will be 7s only) 

 

December Sow selected lines in field. 
(12 lines) 

 

April 
(4th year) 

Compare to locally adapted 
varieties 

 

June If rapid seed increase is 
desired, sow in N Qld for a 
winter seed increase. 

 

※BC：backcross(戻し交配) 
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（2）日系企業や日本人農業者向けの投資機会の促進調査 

①生産可能性追求のための大豆の試行的栽培及び農産物の付加価値向上に向けた取り組み 

本検討については、北部準州、クイーンズランド州、西オーストラリア州の 3 つの州での栽培に向けた、豪州

の検疫施設での日本の自治体が開発した種の栽培が完了している。 

前章でも記述した通り、亜熱帯から熱帯に位置する北部豪州での高品質で生産性の高い種の育成に向け

て、現地品種とのハイブリッド品種の開発が 2020 年 6 月の終了を目処に開始される予定となっている。 

一般的には公開されていないが、右は豪州の検疫施設での日本の自治

体が開発した種の栽培の風景である。 

豪州で開発される大豆は、日本で大豆を原料とした高付加価値な食品の

製造販売を行っている企業での活用が検討されている。 

豪州で生産される大豆は、豪州で輸送に適した形（粉末等）に加工され、

原料として日本もしくは同社が生産拠点を確保しているタイ、インドネシアに

輸送され、世界的に類を見ない加工製品に加工され、世界に向けて出荷さ

れる予定となっている。 

同製品は、世界中で拡大ししている菜食主義者やさらに進んだ完全菜食

主義者、また、グルテンが原因とされ、豪州国民の 8 割が潜在的な患者と言

われているセリアック病疾患者に対するグルテンフリー食材としての提供と

なる。 

今回、豪州で開発を進める種は、大豆の中でもトップクラスの高いプロテイン含有量となることが期待されて

おり、その生産が北豪の広大な農地で可能となった場合、高いコスト競争力となることも見込まれており、世界

的に広がりを見せる菜食主義者用食材やグルテンフリー食材として、競争力を持った製品を開発している日本

企業に対して更なる競争力の強化を可能とする取り組みとなっている。 

豪州で開発・生産される大豆については、広く市場への流通を考えており、日本が歴史的培ってきた大豆を

活用した健康に配慮した食品製造に大きな可能性をもたらすものと考えている。 

 

  

 CSIRO 施設内温室で種の数を増やすために栽培されている日本の自治体が開発した大豆種。 
 キャンベラの CSIRO 施設で F1 が採種され、クイーンズランド州の同施設にて、増種が進められてい

る。この後、北部地域に適した種とのハイブリッドが進められる予定。 
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②日本産との比較のためのアスパラガスの試行栽培に向けた取り組み 

本検討についても、北部準州、クイーンズランド州、西オーストラリア州の 3 つの州での取り組みとして進めら

れている。 

日本でも、日本で生産が難しい冬期にオーストラリアやペルー、メキシコからアスパラガスが輸入されている。

日本のアスパラガスは、その太さや固さなど、日本の消費者が好む商品としての開発・生産が進み、輸入品と

の差が明らかである製品であると言える。 

日本の農家のアスパラガス生産は、3 月から 10 月頃までであり、豪州では、産地であるメルボルン近辺の地

域では、9 月から定植を開始、5 月頃までを収穫時期とし、国内市場を中心として、海外にも広く輸出している。 

北部豪州では、豪州の産地であるメルボルン近辺とは逆の季節で、日本と同季節の生産が検討され、既に

いくつかの農家で試行が進められている。 

豪州でのアスパラガス栽培は、基本的に露地栽培となっており、マザーツリーを用いない方法が主流となっ

ている。 

本検討では、日本と同様、マザーツリーを活用したアスパラガス栽培の豪州での適用可能性に関する検討を

行うことから、豪州国内でも注目された生産方式の試行となっている。 

9 月に訪問した北部豪州の農家では、一昨年、本事業を通じて日本のアスパラガス農家が現地訪問を実施、

豪州農家が日本の農場も視察し、高生産性の手法を学び、現在、協業の可能性を検討しており、日本のマザ

ーツリーを活用した試行的生産を続けている。 

右は、2017 年 9 月に撮影

した現地での試行の状況で

ある。 

現状で 1.6ha 程度の農地

で試験栽培が進められて

おり、高品質と高生産性の

両立に受けた混合液肥の

濃度決定や除草、害虫対

応の経験が積まれている。 

前章でも示した通り、州政府の試験農場を活用した、実証に重きをおいた日本の農家による試験栽培に係る

準備が進められており、まずは豪州国内の市場を狙った日本の農家による豪州の消費者に向けた製品の開

発を進めていく。 

 

③第三国での市場価値を見極めるための養殖バラマンディの試行的輸出 

前述の通り、バラマンディの付加価値化実証実験を行ったが、そこで処置されたバラマンディを試行的輸出

として活用した。活け締め後にフィレのままバキュームパッキングを行った上でコールドチェーンを必要としない

保冷ボックスにバラマンディを保管し、シドニー2 箇所、シンガポール 1 箇所、日本（大阪）1 箇所の計 4 箇所

に輸出し、各輸出先のシェフによって官能評価が行われた。官能評価は、事前にシートを作成し、それに記入

回答してもらう形で実施した。尚、シドニーの 2 箇所については、シートに加えて、訪問することで到着したバラ

マンディについて意見交換も行った。 

官能評価の結果は、輸出先で異なることとなった。到着まで時間が長かったシンガポールと大阪では、店頭

で提供できるレベルにないとの回答があった。一方、到着まで時間が短かったシドニーの 2 箇所では、店頭で

提供できるレベルにあるとの回答があった。特に平時からバラマンディを提供しているレストランからは、通常の
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バラマンディよりも鮮度が高いまま到着しているとの高い評価が得られた。また、より鮮度を保つには、フィレで

はなく、そのままの状態で輸出するほうが適しているとのコメントもあった。 

以上より、活け締めと保冷ボックスによって輸出されたバラマンディは、一定の時間内（当実験では豪州内）

であれば、鮮度を保つことが可能と判明した一方、輸送時間が長くなる地域においては、依然として改善余地

があると考えられる。 

次に、詳細の官能評価結果、ロガーによる保冷ボックス内の温度変化、到着時のバラマンディの写真を示す。 
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図 1 各輸出先のシェフによるバラマンディの官能評価結果 

Restaurant in Singapore
Transportation time* : 40hours 55minutes

Trading Company in Osaka
Transportation time* : 89hours 50minutes

Restaurant in Sydney
Transportation time* : 26hours 25minutes

Master Chef in Sydney
Transportation time* : 45hours 35minutes

有名シェフ経営レストランのシンガポール店在籍シェフ 寿司ネタを作成する魚介類等水産物販売会社スタッフ
シドニーで今回の実験で対象とした養殖会社のバラマンディを
含むバラマンディを長年、刺身等複数の調理法で提供する日本

食レストランシェフ
シドニーで日本食の教育に従事するマスターシェフ

A chef at the Singapore branch of the famous Sushi restaurant managed
by master chef

A stuff at the seafood sale company who especially makes and sells Sushi
ingredient

A chef at the Japanese restaurant who provides Barramundi (including
Barramundi supplied from the aquaculture company used for this trial
program) in several cooking methods including Sashimi in Sydney for

long time

Japanese master chef who provide training program about Japanese
food in Sydney

匂い 淡水魚のにおい なし なし 淡水魚のにおい

Odour Freshwater fish Odorless Odorless Freshwater fish

色 半透明 ロインにした場合、背の部分が黒い
透明感があり、腹側にも良いツヤがある。
他州から来たものに比べ色が良い。（灰色がかっていない）

輸送後２日目まではよいが、３日目ぐらいから皮をひいたとき表
面に部分にグレーがかった色の傾向をみる。

Colour Semitransparent After loin, back part was black More transparent and better gloss at vental part than others delivered
from other states, meaning no gray colour.

Within 2 days after export it is fine but after 3 days some parts of the meat
started to get gray

ツヤ 少々ある。べたつきがある。 なし 全体的に身にハリとツヤを確認できる １００％ではないが、光沢はあった。

Gloss A little. Also sticky No gloss Whole parts are supple and glossy Not 100%  but some gloss

脂のノリ さっぱりしている パサパサしている ほどよい脂 ほどよい脂

Fat Bland Too dry Favorbable Favorable

脂以外の味 後味が淡水魚
味はありません。無味です。
後味ドロ臭がしました。

日本で言う奄美のスズキに極めて近い味わいと言える。（しょう
油とわさびで食べたらわからないのでは。）

うまみが甘み感じられるが、かすかに淡水魚バラマンディー独
特の泥臭さがかすかに口の中に残る

Flavour except for fat Aftertaste is like freshwater fish No taste. Aftertaste was like muddy odor. Taste is like Sea Bass, whichi is very popular in Japan. Taste and sweetness were recognized. But Barra's characteristic muddy
odor was also slightly recognised too.

歯ごたえ ほどよい歯ごたえ かたい ほどよい歯ごたえ ほどよい歯ごたえ

Chewiness Favorable Hard Favorbable Favorable

歯ごたえ以外の食感 筋が残る ゴリゴリした食感でした 適度にみずみずしさを感じる（フレッシュ感がある） クリーミーで、ねばねば感がある。

Texture except for chewiness Little bit stringy Too crunchy Juicy and favorbable freshness Creamy and sticky

提供したくない 提供したくない 提供したい 提供したい

No No Yes Yes

生では使いたくない。真空にする場合、フィレではなく頭、内臓を
取った状態で（おろさない）あれば、匂い、色は改善されると思
う。

国産天然魚及び養殖魚は、味、脂のノリ、食感に優れており刺
身、寿司種として現在使用されています。
バラマンディは生食としてでは無くホテル、レストラン等向けの
加熱食材としての
需要は有ると思いますが寿司ネタとしては不向きと思います。

提供できるレベルと言えるが、鱗を引いておくなど、使いやすい
ように改善してもらえると尚良い。
輸送容器や品質に大きな安心感はあるが、コスト面でのパ
フォーマンスはどうなるのか。

なるべく活〆の段階で魚へのダメージを減らすため、ハンドリン
グ、すべての工程をオートメーション化することが第一。
この魚の特徴である、脂ののりを保持するためには餌の問題が
考えられる。それらを改善することにより、この魚は向上するで
あろう。

Would not use as raw. If use vaccume pack, body without a head and
organ would be a better way in odour and colour rather than fillet.

Domestic natural fish and firmed fish are better on taste, fat, chewiness and
suitable and being used for Sashimi and Sushi.
Barramundi would not be suitable as raw Sushi. Could be more suitable
and popular as cooked meal at hotels and restaurants.

It would be good enough to serve as raw. But There would be still room
to improve in transport method (scale etc). The box and quality are very
credible but cost performance need to be convincing.

In order to decrease damage to Barra at Ikejime stage as much as
possible, automation for handling and all othe rprocess should be the best
practice.
Also in order to maintain Barra's characteristic fat, feeding system could be
reconsidered. There would be lots of chances for this fish if those
improvement are made.

評価者

Evaluator

提供したいかどうか

Favor of providing as a menu
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図 2 各輸出先までの保冷ボックス内の温度変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Day and time（Japan Time Temperature

Packing 2017/8/17 5:05 PM 16.3

Keep at HDB 2017/8/17 6:30 PM 1.2

Drop off DRW 2017/8/18 12:20 PM 0.2

DRW ATD※ 2017/8/18 1:45 PM 0.2

SYD ATA※ 2017/8/18 6:10 PM 0.2

Truck DEPT 2017/8/18 7:00 PM 0.2

Delivery 2017/8/18 7:30 PM 0.3

Item Day and time（Japan Time Temperature

Packing 2017/8/17 5:05 PM 17.8

Keep at HDB 2017/8/17 6:30 PM 2

Re-iceing 2017/8/18 10:50 AM 0.3

Drop off DRW 2017/8/18 1:45 PM 0.2

DRW ATD※ 2017/8/18 3:30 PM 0.2

SIN ATA※ 2017/8/18 6:30 PM 0.2

Delivery 2017/8/19 10:00 AM 0.1

Item Day and time（Japan Time Temperature

Packing 2017/8/17 5:25 PM 12.2

Keep at HDB 2017/8/17 6:30 PM 7.2

Drop off DRW 2017/8/18 12:20 PM 1.2

DRW ATD※ 2017/8/18 1:45 PM 1.1

SYD ATA※ 2017/8/18 6:10 PM 0.9

Truck DEPT 2017/8/19 2:00 PM 0.3

Delivery 2017/8/19 3:00 PM 0.9

Item Time(Japantime) Temperature

Packing 2017/8/17 16:50 15.5

Keep atHDB 2017/8/17 18:30 0.9

Re-iceing 2017/8/18 10:50 3.3

Drop Off DRW 2017/8/18 12:20 0.2

DRW ATD※ 2017/8/18 15:30 0.2

SIN ATA※ 2017/8/18 18:30 0.2

SIN ATD 2017/8/19 0:30 0.2

KIX ATA 2017/8/19 8:45 0.2

Deliver 2017/8/21 10:40 29.8
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図 3 各輸出先における到着時のバラマンディの写真 
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④第三国への輸出を前提とした農産物の生産・加工・輸送に関するインフラ整備計画案の作成 

北部準州において、ダーウィン港を活用した第三国への輸出を前提とした農産物の生産・加工・輸送に関す

るインフラ整備計画案の作成を進めている。 

現在、次図のようなコンセプトペーパーに基づき、北部準州政府が各所での農産物や加工物の生産状況等

（品種、量、出荷等の時期、求められる輸送温度帯等）に関する調査を実施しており、2018 年 6 月頃の調査結

果の提供を受けて、引き続き、インフラ整備計画案の作成を継続する予定となっている。 

 

また、本検討を通じて、豪州国内でも同様の動きが見られていることが判明した。 

クイーンズランド州に設置されているウェルキャンプ空港では、週に 1 便、シドニー空港、ブリスベン空港、同

空港と、順次、トータル 20 トンの貨物（主に農産物）を積み香港に向かう便がある。貨物専用機であり、同空港

では近隣で生産された牛肉関連製品や栽培された農産物をセットにして販売している。 

これまで同地域では、ブリスベンに向けて生産物の大部分が輸送され、ブリスベンで他の地域から輸送され

た来た製品と混ざり市場に供給されてきたことから、地域ブランドの確立が難しい面もあったが、地域で生産さ

れたものを地域の空港から輸送することで、地域名を冠した製品販売が可能になりつつある。 

このような取り組みは、特に物流に難しさがある北部豪州の各地域にとって、いわゆる地域創生の一環として

取り入れたい事業として考えられており、地方空港の利活用促進と共に、計画策定及びインフラ整備に関する

高いニーズを把握することとなった。 
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図 4 北部準州政府に提案された計画策定に係るコンセプトペーパー 

 

 

 


