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Ⅱ 豪米自由貿易協定の締結と豪州の食料農業政策 
 
 
１． 自由貿易協定（FTA）乱立の背景と WTO 

 
 周知のとおり、オーストラリアは、これまで、一貫して、多国間の農産物貿易自由化を

主張してきた。元来、ガット・ウルグアイ・ラウンドが発足した経緯は、 1986 年当時のア

メリカと EU の過剰農産物処理による国際農産物市場の大混乱にあった。EU は共通農業政

策（CAP）のもとで手厚い農業保護により域内の過剰農産物に輸出補助金をつけて輸出市

場に向けていた。このことにより、アメリカの農産物輸出市場のシェアは徐々に EU に侵

食されつつあった。これに対抗して、アメリカは、自国の輸出シェアを回復させるために、

輸出振興計画（EEP）とマーケット・ローン制度の実質的な助成効果を増強させたマーケ

ット・リペイメント制度を採用した。こうした EU とアメリカの過剰農産物処理としての

補助金つき輸出の継続が農産物の国際価格を暴落させた。1986 年は国際市場における食料

農産物の在庫率がオイルショック以来の史上最高を記録した年である。このことによる被

害を最も大きく受けたのが、実質的には如何なる政策介入もなくフェアーな状態で農産物

を輸出している輸出国であった。その代表がオーストラリア、ニュージーランド、カナダ

などの新大陸輸出国である。彼らは、オーストラリアのケアンズに結集して、EU やアメリ

カの輸出補助金合戦に抗議したが、その後、この動きは輸出補助金の廃止だけではなく、

より全般的な農産物輸入制限を削減させ自由化を求める動きに発展していった。こうした

深刻な農産物国際市場の状況を脱却するために、ガットに働きかけて起こしたのが農産物

自由化に焦点を当てたウルグアイ・ラウンドである。  
 その後、アメリカは、全般的な農産物輸入の自由化を求める動きに同調して、輸出補助

金の削減要求にも応じていき、ガット・ウルグアイ・ラウンドにおいては、オーストラリ

アと同じスタンスで EU や日本の保護主義を激しく攻撃することとなった。 
 この農産物輸入の自由化を最も過激な形で要求し続けたのが、オーストラリア、ニュー

ジーランドを始めとするケアンズ・グループである。ガット・ウルグアイ・ラウンドの過

程で、結束を強めていったケアンズ・グループは、次第に同調国を増やし、オーストラリ

ア、アルゼンチン、ブラジル、カナダ、チリ、コロンビア、フィジー、インドネシア、マ

レーシア、ニュージーランド、パラグアイ、フィリピン、南アフリカ共和国、タイ、ウル

グアイ、ハンガリーが当初のメンバー国であったが、ヨーロッパからの唯一の参加国であ

ったハンガリーは、拡大 EU への加盟の交渉が具体化する過程でメンバーから外れた。そ

の後、WTO シアトル会議の直前にボリビア、コスタリカ、グアテマラの南米の 3 カ国が加

入して、現在ではフェアーな状態での農産物輸出国 18 カ国で構成されている。 
 こうした経緯から見ても分かるように、オーストラリアは、最も強力にグローバルな自

由化を推進してきた。GATT は、当初から、多角的自由化、最恵国待遇、内国民待遇をそ
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のモットーとしており、その精神は、オーストラリアの農産物貿易の立場に最も合致する

協定である。実は、オーストラリアは、製造業部門を中心とする工業部門に関しては、農

業部門とは対照的に国際競争力が無く、従来は極めて保護的であった。しかし、農産物貿

易を巡る自由化を主張するに当り、工業部門においても徐々に門戸を開放してきている。 
 このように、オーストラリアは GATT の精神に則して貿易自由化の推進を主張してきた

ことと、GATT の基本的精神が、無差別・互恵・多角的自由化、最恵国待遇、内国民待遇

である以上は、オーストラリアの主張は、グローバルな自由化でなければならない。いわ

ゆる、限られたメンバー国の間での地域的自由化とは、本来は、相容れない筈である。 
 しかし、GATT はその第 24 条第８項に於いて、一定の条件のもとにおいては、例外的に

地域間自由貿易協定（FTA）を容認している。その例外条項とは、次の３つである。 
① 実質的に全ての貿易を含めること 
② 妥当な期間内に自由化を完了すること 
③ 非協定国の貿易条件を現状より悪化させないこと 

の３条件である。この３つの例外規定には、どれも明確な数値規定がないため、各国が都

合のいいように解釈して乱用されている。その結果、現在では世界中で 170 組以上の地域

間自由貿易協定が錯綜してきた。多くの交渉の過程で、最近では、（１）の条件に関しては、

全商品の 90%以上の商品が自由化の対象に含まれていれば良く、また、（２）の条件に関し

ては、約 10 年以内を目安とすることが、暗黙的に大方の合意になりつつある。 
 こうした状況は、1999 年の WTO の次期新ラウンド立上げのためのシアトル会合が決裂

して以来、WTO のグローバルな自由化交渉が膠着状態にあり一歩も前進しない状態の中で

生じて来ており、地域間自由貿易協定（FTA）が乱立する状況となってきたのである。各

国が、真っ先に締結したのが対シンガポール FTA の締結であった。シンガポールは実質的

には農業部門がないため、どの国にとっても締結に対して難問が生じなかったからである。 
 WTO の多国間自由貿易協定が進展しないまま、地域間自由貿易協定が急激な勢いで増え

てきたため、オーストラリアもこれまでの態度を変えつつあり、地域間自由貿易協定をも

視野に入れ始めた。 
 ここで、先ず始めに、オーストラリアの自由貿易交渉への取組みについて概観すること

から始める。 
 
1) 旧 NAFTA と CER を巡る状況 

(1) ニュージーランド・豪州自由貿易協定（旧 NAFTA） 

 建国以来、オーストラリアとニュージーランドは、長い間、旧英連邦特恵制度のもとで、

専ら旧宗主国のイギリスとの間での貿易取引に甘んじてきた。しかし、イギリスの国力が

長期的に低下してくると、遠くの旧植民地であるオーストラリアとニュージーランドとの

関係を維持することが次第に負担になり、1960 年代から 1970 年代に入って、イギリスは

遠くの旧植民地との関係を切って、近くの EC（当時）への加盟を優先させるようになった。
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最終的にイギリスが EC 加盟した時点で、オーストラリアとニュージーランドは、イギリス

市場に代わる新たな市場を開拓する必要に迫られた。そのため、この両国はアジア、特に

日本との関係を重視し始めるわけであるが、それに先立って、この両国の間での自由貿易

協定を模索してきた。その最初のものは、1966 年に締結された New Zealand-Australia 
Free Trade Agreement （旧 NAFTA）であった。しかし、結果的には、この最初の試みは、

失敗に終わった。とういうのは、1960 年代においては、貿易の利益は、いわゆる、比較生

産費説や資源賦存説で代表されるように、産業間貿易あるいは国際間垂直分業から追求さ

れていたのである。つまり、どの国も、自国に豊富に存在する資源を集約的に投入して生

産する部門に比較優位を持つようになり、その部門に特化して輸出し合うことにより、貿

易当事国双方とも利益を得ていたのである。こういう状況のもとでは、産業構造が対照的

に異なる国の間において特に大きな貿易利益が期待される。しかし、オーストラリアとニ

ュージーランドは極めて産業構造が似通った国である。それ故、オーストラリアの輸出し

たい商品は、ニュージーランドでも輸出しようとし、また、オーストラリアが輸入しよう

とする商品は、ニュージーランドでも不足するというように、互いに競合関係になり、前

述した意味での貿易利益は生じないことになる。そのため、この旧 NAFTA は失敗に終わ

ったのである。 
 
(2) 豪州・ニュージーランド経済関係緊密化協定（CER） 

 その後、1980 年代になると、国際市場の状況が大きく変わってきた。というのは、国際

市場が変動的になり、投機目的の貿易取引も行われるようになってきたのである。こうし

た変動的な国際市場になると、貿易利益は、以前のように産業間貿易あるいは国際間垂直

分業だけではなく、産業内貿易あるいは国際間水平分業から追及されるようになってきた。

というのは、前述の比較生産費説の論理を突き詰めていくと、どの貿易当事国も、自国に

相対的に豊富に存在する資源を集約的に投入して生産する部門に特化することになり、資

源の賦存状況に規定された硬直的な産業構造になってしまうが、これでは、国際市場の変

動に迅速に対応できない。それ故、どの国も、あらゆる産業部門をある程度維持したまま、

それぞれの産業部門内で、比較的競争力のある分野に生産の重点をシフトさせて、その商

品を輸出して、他の商品は輸入しあうことにより、産業構造に伸縮性をもたせた上で、国

際市場の変動に対応する能力を保持したまま、各産業部門での貿易から総体として利益を

追求する方向へと変化してきたのである。このようになってくると、オーストラリアとニ

ュージーランドのような産業構造の似通った国の間でも、貿易は弾み自由貿易協定は成功

する。こうして締結されたのが、両国間で 1983 年に締結された二度目の自由貿易協定であ

る CER（経済関係緊密化協定）であった。これは、最初の旧 NAFTA とは違って、大成功

を収めたのである。というのは、両国が比較優位を持つ農林水産業部門においても、オー

ストラリアは、より生産費の安い牛肉や砂糖を輸出し、ニュージーランドは酪農品や林産

物を輸出するというように、典型的な産業内貿易（国際間水平分業）が発展したのである。 
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 WTO による評価によれば、この CER 協定は、昨今の WTO や FTA の流れより以前に成

立したものであるが、その対象とする商品のカヴァレッジの広さや自由化の程度に関して、

最も包括的で制約条件の少ない協定として高く評価されている。両国間の貿易は締結され

た 1983 年以来、1999 年までの間に 5.63 倍に拡大し 113 億豪ドルに達している。また両国

間の投資額も双方向で、1983 年の 15 億豪ドルから 1998 年の 250 億豪ドルへと増加してい

るが、これは、世界の他の地域全体における投資の伸び率の２倍の増加率となっている。 
 
(3) オセアニア・アセアン経済連携協定（CER-AFTA-EPA）  

前述したように、1983 年の CER 協定は、飛躍的な成功を遂げた。その後、国際農産物

市場での過剰基調のなかで、GATT のウルグアイ・ラウンドを経て、農産物の国際市場の

自由化がある段階までは進展したのであるが、WTO の新ラウンドの交渉に入って以来、そ

のグローバルな自由化が膠着状態に陥り、その成果を待てない各国は、地域間自由貿易交

渉に走りつつある。オーストラリアも、従来の方針を代えて、FTA 路線をとり始めた。今、

オーストラリアがこの方向で力を入れているのが、地理的に近く、今後市場の長期的成長

が見込めるアセアンとの経済連携協定への期待である。具体的には、オーストラリア・ニ

ュージーランド経済圏とアセアン自由貿易ゾーンとの間の経済連携協定 EPA である。オー

ストラリアは隣国ニュージーランドと共に、CER 協定で実現した成果をアセアン自由貿易

地域との間に拡大しようとしている。この協定は、2002 年９月 14 日に締結されたが、こ

れは単なる通常の自由貿易協定ではなく、複数の自由貿易地域の間での経済協力関係の協

定である点で注目される。現在、アセアン自由貿易協定 AFTA が進行しつつあるが、まだ、

発足してから日が浅いため、これの動向を見据えた上で、うまくいけば 2010 年までに完全

自由化を実現するよう、計画している。 
ここで、地域貿易統合については、その統合の程度に応じて、幾つかの類型がある。地

域貿易協定の諸形態については次のように整理できる。GATT/WTO によると、「自由貿易

協定」とは、加盟国間の関税・数量規制の撤廃を規定する協定であり、「関税同盟」とは自

由貿易協定に加えて、非加盟国に対して共通関税を課する協定である。そして、この両者

を含めたものが WTO の定義による地域貿易協定である。さらに、貿易自由化だけでなく、

投資自由化や様々な二国間協力を含む自由貿易協定よりも広い範囲に関する協定を「経済

連携協定（EPA）」と表現することが多い。また、締結国間で、財だけでなく労働・資本な

ど生産要素の自由な移動をも認める取り決めを「共同市場」、さらに、経済政策や制度を共

通にする取り決めを「経済同盟」と表現する場合もある。 
オーストラリアとニュージーランドがアセアン自由貿易地域協定（AFTA）との間で締結

しているのは、自由貿易協定よりも広い概念である経済連携協定である。 
アセアン地域は経済発展段階の異なるメンバー国が含まれていて、農林水産業の比重の

高い国から急速に工業化を進めつつある国まであり、その産業構造は変化に富んでいる。

オーストラリアやニュージーランドにとってこのような地域との経済連携協定は、その貿
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易側面だけをとっても、前述の産業間貿易（国際的垂直分業）と産業内貿易（国際的水平

分業）との双方から貿易利益が見込まれるのである。 
 
浦田[１]は自由貿易協定（FTA）の経済効果を、短期的（静学的）効果と長期的（動学的）

効果に分類している。前者には、「貿易創出効果」、「貿易転換効果」、「交易条件効果」を、

後者には、「市場拡大効果」、「競争促進効果」を含めている。自由貿易協定の締結により、

輸入制限が撤廃されると締結国間で貿易が拡大し（貿易創出効果）、同時に以前の非締結国

からの輸入が締結国からの輸入へと代替される（貿易転換効果）。その際、締結国間貿易の

増大は非締結国への影響力を拡大することを通して交易条件が改善される（交易条件効果）。

また、締結国間貿易の増大は当事国にとって市場を拡大させ、生産・流通面で規模の経済

性を実現するので、産業立地が最適化される（市場拡大効果）。さらに、各締結国内で寡占

状態の産業部門にとっては市場が統合されることで競争が導入され、経済活動が効率的に

なる（競争促進効果）。WTO 交渉に代わって活発になってきた FTA の動きも、こうした経

済効果を狙っていることは言うまでもない。 
 

２） シンガポール・豪州自由貿易協定（SAFTA） 

前述したように、地域間自由貿易協定の動きが世界中で急進展するようになって以来、

各国が真っ先に目を向けたのがシンガポールである。産業構造が比較的単純であることに

加えて、農林水産業部門の比重が圧倒的に小さいために、自由貿易協定締結に伴う摩擦が

少ないからである。そのため、日本やアメリカを初め多くの国が既に対シンガポール FTA
を締結している。こうした状況の中で、オーストラリアも遅ればせながら、2003 年７月 28
日にシンガポール・オーストラリア自由貿易協定（ SAFTA）を発効させた。2000 年 11 月

15 日に、この協定の交渉開始が公表されたが、それ以来、2002 年７月までに８回の交渉ラ

ウンドが開催されており、通信、金融、教育、知的所有権保護、競争政策、関税措置等に

ついて協議を繰り返してきた。2003 年７月 28 日の協定発効一年後のレビュー会議におい

て、園芸用品と食品規格の２分野を追加している。また、シンガポールからランや観葉植

物の輸入を促進する一方、食品規格の相互承認に伴うシンガポール向けの食品輸出を促進

することが合意されている。 
さらに、2006 年に計画されているレビュー会議においては、投資、原産地規則、政府調

達に関する規則の改善、電子商取引・通信、規制改革（競争・教育・産業等）を検討する

ことが予定されている。現在、シンガポールは、オーストラリアにとっては、商品の貿易

では８番目、サービスの貿易では５番目の貿易相手国である。また、現在、オーストラリ

アの企業約 160 社がシンガポールとの貿易に参入している。 
オーストラリア貿易促進庁の推定によると、このシンガポール・オーストラリア自由貿

易協定の締結による貿易拡大効果は１億 2000 万豪ドルと見込まれている。因みに、この協

定の発効後、2004 年５月までの対シンガポール年間輸出額は 25.8 億豪ドルであり、対前年
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比で 34.5％の減少であった。これは、原油鉱物資源の輸出が４割以上減少したためである。

一方、対シンガポール輸入は、同期間に 42.2 億豪ドルであり、これは対前年比で 16.8％の

増加であった。これは、精製油の輸入が 75％以上増加したためである。このように、発効

直後の時期においては、貿易総額は大きな拡大効果をもったものの、貿易収支の側面に関

しては、シンガポール側に一方的に有利な結果となっている。しかし、自由貿易協定の効

果はこうした短期的な変動だけではなく、長期的な累積効果で議論されるものである。そ

のため、長期的には資源の豊富なオーストラリアにプラスの相乗効果が期待されている。 
 

３) タイ・オーストラリア自由貿易協定 
 オーストラリアは、シンガポールとの自由貿易協定に続いて、タイとも自由貿易協定を

締結した。2001 年に自由貿易協定締結のための検討会が開始され、2002 年 4 月から 9 月

にかけて、何度も検討会と交渉がもたれている。2003 年末にそれまでの進展の評価会議が

開催されているが、その際の諮問の結果によると、この両国間の自由貿易協定は、20 年間

に亘って、オーストラリアの国内総生産を 120 億豪ドル増加させ、また、タイの国内総生

産を 460 億豪ドル増加させるという予測結果が示されている。別の試算結果では、米ドル

表示で示されており、実質消費はオーストラリアでは 49 億米ドル増加し、タイでは 143 億

米ドル増加することになり、国内総生産については、オーストラリアでは 66 億米ドル増大

し、タイでは 252 億米ドル増大するという予測が示されている。これらの諮問では、この

自由貿易協定は、WTO、APEC、AFTA-CER の市場統合と整合的に進める必要があること

が確認されている。さらに、その実施のタイミングが急速なほど、協定締結からの利益は

大きいという意見を示している。その際、調整費用は、タイの方が比較的大きくなるが、

絶対額としては両国とも安価で済むと見込んでいる。ここで、注目すべきは、タイの工業

化が進むにつれて両国の産業構造が相互に補完的になりつつあるということである。例え

ば、農林水産業に限っても、穀物に関しては、タイは米に比較優位を持つのに対して、オ

ーストラリアは小麦に比較優位を持っていること、また、園芸部門では、タイは熱帯青果

物に競争力があるのに対して、オーストラリアは温帯青果物に競争力をもっている。また、

その出荷の季節が逆であることもこの補完性を強めている。さらに、水産物の海草に関し

ても、オーストラリアは加工ものに比較優位を持つのに対して、タイは生鮮ものに比較優

位を持っている。このように、両国は、農林水産業の内部においても、いわゆる産業内貿

易（国際的水平分業）からの利益が生じる余地が大きいのである。 
この協定は 2005 年１月１日より発効した。前述したように、オーストラリアとニュージ

ーランドの間での自由貿易協定（CER）締結経済圏とアセアン自由貿易協定（AFTA）締結

経済圏との間の経済連携協定が展開されている状況下で、そのメンバー国同士の間での二

国間協定であり、その意味では、包含関係にある重複協定である。つまり、より広い範囲

の CER-AFTA-EPA 協定で規定された事項を上回って、より踏み込んだ規制緩和と自由化

の規定をオーストラリアとタイの間で合意するものである。 



 －35－

 この協定においては、こと農産物に関しては、オーストラリアよりもタイの方が輸入制

限的であるため、タイ側の関税削減が、食肉、酪農品、穀類および穀物製品、青果物、砂

糖、ワイン・ビール・酒類、その他の加工食品等に関して詳細に規定されている。以下で、

その主な点を指摘しておこう。 
 
(1) 食肉 

 羊肉に関して、タイは現行の関税 32%を段階的に引き下げ、2010 年にゼロにする。 
 また、牛肉については、その関税を 51％から 40％に即時削減し、内臓牛肉は現行の

33％から30%に即時削減し、両者ともその後段階的に引き下げて2020年にゼロにする。

豚肉の関税については、現行の 33％から段階的に引き下げて 2020 年にゼロにすること

になっている。 
 

(2) 酪農品 
 酪農品に関しても、水際での規制緩和を詳細に規定している。特殊調整粉乳（５％）、

ラクトース（20％以下）、カゼインおよび乳アルブミン（10％）の現行関税を即時撤廃

し、バター脂肪、乳食品、ヨーグルト、デイリースプレッドおよびアイスクリームの関

税を段階的に削減し、2010 年に撤廃する。 
 また、脱脂粉乳の輸入割当量については、即時 2200 トン、牛乳およびクリームの輸

入割当量を 120 トンだけ即時追加し、2025 年まで５年毎に 17％づつ拡大する。2025
年に全ての関税と割当量を撤廃する。 
 さらに、バターおよびチーズ、その他粉乳、濃縮乳の関税を段階的に下げて 2020 年

にゼロ％にすることとなっている。 
 

(3) 穀類および穀類製品 
 穀類および穀類製品に関しても、関税率および関税割当量に関する合意内容が規定さ

れている。 
 小麦（従価税 12～20％）、大麦、ライ麦、オーツ麦（25％以下の従価税）の現行関税、

および米の関税・関税割当を即時撤廃する。さらに、麦芽（従価税 28％）および小麦

グルテン（31％）の現行税率を即時撤廃し、小麦粉（32.6％）および澱粉（31％）の現

行関税を段階的に引下げ、2010 年にゼロ％にすることが合意されている。 
① 青果物 

 多くの生鮮青果物の現行関税（33～45％）を段階的に引下げ、2010 年にはゼロ％に

する。また、みかん（42％）およびブドウ（33％）の現行関税を即時 30％に削減し、

その後、段階的に引下げ、2015 年にゼロ％にする。さらに、多くの熱帯果実の現行関

税を即時撤廃する。また、生鮮ポテトの輸入割当量を即時拡大し、2020 年まで毎年拡

大して、2020 年に全ての関税と割当量を撤廃する。加工ポテトの現行関税（30％）を
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段階的に引下げ、2015 年にゼロ％にする。 
 さらに、果実ジュースおよび果実缶詰の現行関税（30％）を即時 24％に削減し、そ

の後、段階的に引下げ、2010 年にゼロ%にする。また、缶詰混合果実および缶詰パイ

ナップルの現行関税 30％は即時撤廃することとなっている。 
② 砂糖 

 オーストラリアは砂糖の輸出国ではあるが、近年、特に厳しい状況におかれている。

元来、この両国とも砂糖に関しては輸出し合っている関係にあるが、この産業は極めて

労働集約的な部門であり、機械化が困難であるため、労働力不足で賃金の高いオースト

ラリアの方が競争力が弱体化しつつある。それ故、タイとの貿易協定においても、市場

アクセスの改善を迫っている。砂糖についても、その輸入割当量を即時拡大し、毎年

10％ずつ拡大し、2020 年に関税および割当量を撤廃することになっている。 
③ ワイン・ビール・酒類  

 オーストラリアのワイン産業は、近年、度重なる技術進歩を達成し、その品質に関し

て国際的に高い評価を受けるようになってきた。ヨーロッパでのワイン・コンテストに

おいて何度も優勝するようになり、飛躍的な成長を遂げてきた。ワイン産業は、リベリ

ナ平原の灌漑地域に集中しており、米作地帯で知られるリートンに隣接する地域でワイ

ン用葡萄が栽培されている。もともとは、イタリアやドイツからの移民が担ってきたが、

今では、広くオーストラリアの農民の間で取り入れられている。タイとの貿易に関して

も、ワインの現行関税 54％を即時 40％に削減し、その後、段階的に徐々に引き下げ、

2015 年にゼロ％にする。さらに、ビールと酒類の現行関税 60％を即時 30％に削減し、

その後徐々に引き下げ、2010 年にゼロ％にすることが規定されている。 
④ その他の加工食品 

 上記の主要食品以外にも、その他の加工食品について関税削減に関する合意を取り付

けている。チョコレート菓子類の現行関税 10％を即時撤廃し、砂糖菓子類の現行関税

30％を段階的に徐々に引き下げていき、2010 年に最終的にゼロ%にする。さらに、パ

ン製品の現行関税 25～30％を段階的に徐々に引き下げて、2010 年には最終的にゼロ％

にする。また、クリスピ・パンやシリアルの関税を即時撤廃することとしている。  
⑤ その他 

 その他の農林水産業品として、食品以外にも、毛皮および皮革製品について規定して

おり、その現行関税（10％以下）を即時撤廃することとし、さらに、羊毛の現行関税１％

も即時撤廃し、綿の関税もゼロに固定することが合意されている。 
 

４） オーストラリア・アメリカ自由貿易協定 
 昨今の自由貿易協定の動きの中で、最も注目されているのが、オーストラリアとアメリ

カの間での自由貿易協定である。というのは、この両国は、GATT のウルグアイ・ラウン

ドでグローバルな即時自由化を最も過激な形で主張してきた国同士だからである。元来、
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アメリカは、交渉の場面ごとに、その交渉スタンスを何度も変えている。GATT や WTO の

場では、一貫して、全ての農産物を含むグローバルな自由化を唱えておきながら、北米自

由貿易協定では、酪農品に関して、カナダに対しては競争力で優位に立つので協定国に含

めるが、自国よりも競争力のあるオーストラリアやニュージーランドは排除することを狙

う戦略をとった。因みに、北米自由貿易協定ではカナダからの強い要求に応じて結果的に

は酪農品を協定の対象外とすることを容認している。さらに、オーストラリアとの自由貿

易協定の交渉の過程では、農産物を除く商品に関して先に協定を締結し、その成果が確認

されてから農産物も含めて再度協定を結ぶという二段階案を提言してきたが、これも、ア

メリカが WTO の場で主張してきた農産物を含む全ての商品のグローバルな即時自由化の

主張とは矛盾するものである。 
 案の定、この両国の自由貿易協定は拗れにこじれた。締結に漕ぎ着けるまでには一筋縄

では行かなかったのである。 
 長い紆余曲折の過程を経て、豪米自由貿易協定は、最終的には 2004 年２月 8 日に漸く合

意に達した。そして、2005 年 1 月１日より発効した。豪米間の農産物貿易の状況は表１に

示すとおりである。この両国間の自由貿易協定は、鉱工業品の 97％の品目に関して、その

関税を協定発効後即時撤廃することになり、また農産品の 66％の品目に関して、同じく関

税を発効後即時撤廃することになった。しかし、農産品の 9％の品目については、協定発効

後４年間で関税を徐々に削減しつつ撤廃することとなった。最大の懸案事項は、牛肉と砂

糖であったが、牛肉については、後述するとおり、その関税割当枠を、協定発効後２年間

は現行枠の約 1.9％づつ拡大することとし、砂糖は対象外とされた。このことはオーストラ

リアにとっては大きな痛手となっている。 
                                        

表１ 豪米間の農産物貿易額  （2003 年） 
アメリカからのオーストラリアの農産物輸入額（百万ドル） 842 
アメリカからのオーストラリアの総輸入額に占める比重（％） 4.1 
オーストラリアのアメリカへの農産物輸出額（10 億ドル） 2.967 
オーストラリアのアメリカへの総輸出額に占める比重（％） 31.4 
アメリカの総農産物輸入額（10 億ドル） 77.3 
総輸入額に占めるオーストラリアの農産物輸入の比重（％） 4.2 

資料）豪州外務貿易省資料 

 
 豪米自由貿易協定における、オーストラリア産農産物のアメリカ向け輸出にかかわる合

意内容は、以下の通りである。 
① 肉類 

 牛肉の関税割当枠に関して、現行の 37 万 8000 トンを、協定発効後２年以内に１万

5000 トン追加的に拡大する。但し、この２年以内の枠拡大は、アメリカへの牛肉輸出

が BSE 発生以前（2003 年）の水準に回復するという条件付きである。さらに、18 年
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間で７万トン拡大すると共に、枠内関税を即時撤廃し、枠外税率を 9 年目から 18 年目

まで段階的に削減し、最終的に撤廃するという内容である。この詳細は表２および図１

に示すとおりである。 
 また、羊肉の関税に関しては、その大部分を即時撤廃し、残りは４年以内に廃止する

ことになっている。 
② 乳製品 

 乳製品に関しては、関税割当制度が既に適用されている品目については、一次枠を

5,500 万豪ドル相当分に即時拡大し、その枠を年間平均して 5％の割合で拡大すること

となっている。また、これまでに関税割当制度が適用されていなかった全脂粉乳、チー

ズの一部、バター、クリーム等について、新規に関税割当枠を設定することを合意して

いる。詳細は、表３に示すとおりである。 
③ 園芸作物 

 園芸作物については、より長期的なスパンで規定されている。オレンジ、マンゴー、

マンダリン、イチゴ、トマト、切花、マカダミアナッツ、生豆、オリーブの関税を即時

撤廃することが合意されており、その他の園芸作物は協定発効後 4 年、８年、18 年後

までに撤廃することとされている。 
④ 穀物 

 穀物に関する合意内容は極めて短期的な自由化を求めている。これは、穀物に関して

は、両国とも競争力があり、互いにそれほどセンシティブな部門ではないからである。

小麦および穀物調整品の関税は即時撤廃し、同様に綿実の関税も即時撤廃することが合

意されている。 
⑤ その他の食料農産物については、自由化のための調整期間は均一ではない。水産物に関

しては、その関税を即時撤廃することとしているが、ワインの関税は 11 年かけて徐々

に削減し、最終的に撤廃することとなっている。また、羊毛についてはやや細かく規定

されており、原毛の関税は４年以内に撤廃し、その他の羊毛は 10 年以内に撤廃するこ

ととされている。 
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  表２ 豪米 FTA の下での牛肉アクセスの調整 
年 追加的 

免税 FTA 

割当量 

(トン)  

総免税 

割当量 

 WTO  

+ FTA 

 (トン) 

割当内 

関税 

割当外 

関税 

1 0 378,214 0 26.40% 

2 15,000*  393,214 0 26.40% 

3 20,000 398,214 0 26.40% 

4 20,000 398,214 0 26.40% 

5 25,000 403,214 0 26.40% 

6 25,000 403,214 0 26.40% 

7 30,000 408,214 0 26.40% 

8 30,000 408,214 0 26.40% 

9 35,000 413,214 0 24.64% 

10 35,000 413,214 0 22.88% 

11 40,000 418,214 0 21.12% 

12 40,000 418,214 0 19.36% 

13 45,000 423,214 0 17.60% 

14 45,000 423,214 0 14.08% 

15 50,000 428,214 0 10.56% 

16 55,000 433,214 0 7.04% 

17 60,000 438,214 0 3.52% 

18 70,000 448,214 0 0 

19 年以降 無制限 無制限 0 0 

*アメリカへの牛肉輸出が BSE 発生以前（2003 年）の 

水準に戻った場合にのみ、2 年目の 15,000 トンは 

認められる。3 年目以降の追加的な割当量は 

アメリカへの輸出に関係なく保証される。 
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図１ 牛肉の関税割当枠の拡大 （単位：トン） 
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表３ 豪米自由貿易協定のもとでの酪農品市場アクセス取決め 
牛乳・ 

クリーム・ 

アイスクリーム 

（リットル） 

0 750 万 6% 0 変化無し 

濃縮乳 92 3,000 6% 0 変化無し 

バター・乳脂肪 0 1,500 3% 0 変化無し 

脱脂粉乳 600 100 3% 0 変化無し 

その他の粉乳  

(全脂粉乳を 

含む)  

57 4,000 4% 0 変化無し 

その他の酪農 3,016 1,500 6% 0 変化無し 

チェダーチーズ 2,450 750 3% 0 変化無し 

アメリカン 

タイプチーズ 

1,000 500 3% 0 変化無し 

スイスチーズ 500 500 5% 0 変化無し 

ヨーロッパ 

タイプチーズ 

0 2,000 5% 0 変化無し 

NSPF  

(その他の)  

チーズ  

3,050 3,500 5% 0 変化無し 

Goya  0 2,500 5% 0 18 年後に

廃止 
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以上が、走り出したばかりの米豪自由貿易協定の中で、農産物に関する自由化の部分の

概要である。なお、アメリカの関心事項であった、砂糖、小麦、大麦およびコメに関する

オーストラリアの国家貿易企業（STE）による輸出専売制度や検疫措置の問題および食品

安全性基準の問題については、さし当って現行制度が維持されることとなった。このよう

に、オーストラリアにとっては何が何でも自由化の対象品目に入れたかった砂糖が交渉対

象外とされ、アメリカが何としても廃止させたかった国家貿易企業による一元的輸出行為

に関して現状維持を容認せざるを得なかった点は、両国の痛み分けといったところであり、

いわば、国際情勢からして見切り発車せざるを得なかったというのが妥当な見方であろう。 
因みに、豪米自由貿易協定に関して、農産物以外の商品も含む協定全体の主要合意内容

とその効果についての概要は表４に示すとおりである。 
 

表４ 豪米自由貿易協定の主要合意内容とその効果 
 問題 成果 波及効果 
農業 
（全般） 

・ 豪州から米国への

輸出額は、現在で

は、29 億７千万ドル

であり、米国への総

輸出額の 31％を占

めている。 
・ 米国の農産物の大

きな比率が豪州に

無税で入っている

が、米国への豪州の

輸出には実質的な

関税や関税割当が

適用されている。 

・ 農産物に関する米国の

関税の 2/3 は即時除去さ

れる。 
・ 米国の関税を４年以内

にさらに 9%削減する。 
・ 残りの部分は 10~18 年

で徐々に削減し、最終的

に撤廃する。 
・ 豪州の検疫制度は保護

される。 

・ 子羊肉、牛肉、

酪農品への市場

アクセスの即時

改善 
・ 園芸品への新市

場機会の発生 
・ その他の部門に

対しては長期に

亘って継続的改

善 
 

牛肉 ・ 豪州は世界的に見

て最も競争的な牛

肉生産国の一つで

ある。しかし、その

潜在性は、米国を含

む幾つかの主要市

場における高度の

関税障壁により制

限されている。 
・ 牛肉は、米国市場に

対して、豪州の最大

の輸出品である。し

かし、現在、その販

売は年間 37 万 8214
トンに制約されて

いる。 

・ 年間割当量は、３年以内

に 20,000 トン増加し、

18 年後に追加総量で

70,000 に達する。 
・ 割当枠内の関税は撤廃

され、枠内の関税は 18
年間かけて徐々に廃止

する。 
 

・ 高度に保護され

た米国市場にお

いて、豪州の牛

肉農家に対する

即時的および長

期的便益 
 



 －42－

酪農 ・ 現在、豪州は、米国

に対して約 5100 万

ドルの酪農品を輸

出しており、酪農は

豪州の最も急速に

成長する輸出部門

である。 
・ 米国への豪州の輸

出の 1/3 は割当制に

より制限されてお

り、多くの生産物が

市場から締め出さ

れている。 

・ 割当枠内の豪州産酪農

品の無関税での輸入は

初年において 27350 ト

ン増加する。 
・ 割当枠内の関税は即時

撤廃され、割当枠外の関

税は時間をかけて徐々

に削減される。 

・ 輸出の即時拡大  
・ 割当枠に制約さ

れた酪農品の米

国への輸出は、

チーズ、バター、

ミルク及びアイ

スクリームに対

する新規参入を

含めて、初年度

に 4000 万ドル

から 9500 万ド

ル～1 億ドルへ

増加する。 
工業全般 ・ 米国への非農産物

の輸出は非常に競

争的であり、昨年は

約 65 億ドルであっ

た。しかし、豪州の

生産・供給者は、米

国の競争者と同等

に扱われていない

ことから悩まされ

てきた。 
 

・ 豪州の非農産物輸出に

対する米国の関税の

97%以上のものは、合意

が成立した時点で即時

削除される。 
・ 残りの関税は、 2015 年

までに徐々に削減され

る。 
 

・ 自動車、金属、

鉱物、海産物、

紙、陶器部門は

合意後、即時市

場拡大を実現。 
・ その他部門は時

間をかけて便益

が生じる。 

自動車 ・米国は自動車および自

動車部品に対する世界

最大の市場であり、また

2003 年度は、豪州の自

動車部品に対して３番

目に大きな市場であっ

た。 

・ 自動車および自動車部

品に関する米国の関税

は全て即時削除される。 
・ 豪州は関税削減に生産

者が対応できるように

国内産業助成を採用で

きる状況を保持する。 

・ 市場機会の改善

は豪州の自動車

製 品 の 輸 出 を

7.8%拡大させる

ことが予測され

る。 
・ 新規市場開放お

よび他の市場か

らの競争者に対

する重要な切り

込み 
サービス ・ サービス部門は豪

州の最も急成長を

遂げている輸出部

門である。 
・ 米国へのサービス

輸出は、通常、明白

な障壁を受けてい

ないが、海外のサー

ビス提供者を排除

し差別する規制や

法律により制約さ

れている。 

・ 豪州のサービス提供者

は米国で差別されるこ

とはない。 
・ 電信および電子取引に

おける規制問題や専門

的資格に関する相互認

識に向けて作業中。 
 

・ サービス品の世

界最大の輸入国

と取引するリス

クを減じる 
・ 豪州のサービス

提供者が差別か

ら保護されるこ

とを保証 
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投資 ・ 米国は単一国とし

ては豪州における

最大の投資国であ

り、2002/3 年度に

は、海外投資ストッ

クの 29%を占めて

いる。 
・ 双方向の投資関係

は、現在では、4 億

4600 万ドルに達し

ている。 

・ 両国は投資家に対する

法的明確性を増強する

ことに同意した。 
・ 利害関係の高くない部

門における米国の投資

は 8 億豪ドルを超える部

分についてのみチェッ

クされる。 

・ 独立の分析によ

ると、資本費用

の減少が豪州経

済に大きな拡大

をもたらすこと

を予測してい

る。これは、国

際的経験により

証明される。 

知的所有

権 
・ 豪米両国は国際基

準を超える高度の

知的所有権保護基

準を有している。 
・ これらの知的所有

権保護は高額な製

品の貿易と投資を

促進する。 

・ 豪州の知的所有権法の

多くの領域は不変であ

る。著作権の側面のよう

な幾つかの特定の領域

においては、豪州の知的

所有権保護は増大され

る。 
・ これは、 50 年から 70 年

への著作権の拡張を含

む。 

・ 米国への付加価

値製品の輸出に

対して馴染み深

く合法的な環

境。 
・ 知的所有権保有

者と使用者との

間のバランスの

維持。 
・ 著作権拡張費用

の中立性 
視聴覚機

器 
 

・ 豪州の法律は無線

TV に関して 55%の

現地調達比率を要

求し、また、TV 広

告に関しては 80%
の現地調達比率を

要求している。 
・ 通常の加入 TV に対

しては、豪州のドラ

マに関して 10%の

支出が要求される。 

・ 既存の現地調達率の要

求は維持される。

Pay-TV と同様に、多チ

ャンネル機能が導入さ

れる場合は無線 TV に関

して、これらを拡張する

余地がある。 
・ 双方向メディアに関し

て現地調達率が適用可

能でないならば、政府が

介入できる。 

・ 現地調達率を確

保し、新規参入

メディアを規制

する権利を保持

する。 
・ 豪州の声と話題

性が視聴覚・放

送サービスにお

いて顕著である

状態を維持す

る。 
健康 豪州の 62 奥ドルの薬剤

便益計画は豪州社会に

薬品助成を提供する。世

界をリードする薬剤便

益計画は豪州の健康管

理政策の重要項目であ

る。 

・ 豪州は、新薬をリストし

ないという薬剤便益諮

問委員会による決定を

見直す為に制約会社の

要求を扱う独立の機関

を設立する。 

・ 製薬便益計画に

関する薬品価格

は合意により影

響されない。薬

品リストに関す

る決定は、製薬

便益諮問委員会

と厚生大臣の所

掌事項に留まる 
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２． 遺伝子組替え食品（GMO）を巡る食品安全制度と食料農業事情 

 

1) 遺伝子組替え食品（GMO）を巡る事情 
 オーストラリアにおける食品安全制度と政策は、水際での厳しい検疫制度とも連動して

おり、自由貿易協定の動きとも整合的に議論されてきた。既に述べたニュージーランドと

の二国間経済協力協定（正式には経済関係緊密化協定）が大成功を遂げる過程で、そのカ

バーする領域がますます網羅的になり、単なる自由貿易協定の枠を越えて、今や共同市場

を目指している。その関係で、食品安全性に関する制度と政策は、オーストラリアとニュ

ージーランドは完全に統合されており、共通のルールの下で運用されている。これの詳細

については、これまでの報告書においても、既述してきたので、本報告書においては、そ

の制度の中の重要な一項目である遺伝子組替え食品に対する対策に焦点を当てて記述する

ことにする。勿論、遺伝子組替え食品の表示規則や生産・流通規制、あるいはそれをモニ

ターする組織や法律は両国で共通である。しかし、両国におけるその実態的意味合いは大

きく異なっている。というのは、こと遺伝子組替え食品に関しては、オーストラリアの方

がニュージーランドよりもその生産・貿易の潜在的可能性が遥かに大きいからである。  
 オーストラリアにおいては、遺伝子組替え物質（蛋白質）を含む食品（GMO）の安全性

に関する許認可の権限は連邦政府にあるが、遺伝子組替え作物の栽培地域・禁止区域の設

定権限は州政府の管轄である。そのため、州によって、実験用の栽培への取組みが若干異

なっているのが実態である。 
 
 オーストラリアにおいて、遺伝子組替え作物に関する見解は様々である。連邦遺伝子技

術規制局（CGTR）のスー・ミーク博士は、 2003 年 12 月の時点で、「GM キャノーラは環

境に関して安全であり、人間の健康にも脅威を及ぼさない」と結論づけている。これを受

けて、バイエルン・クロップサイエンス社の InVigor キャノーラとモンサント社の遺伝子組

替えキャノーラの商業ベースでの栽培が承認されている。これらのキャノーラは、ハイブ

リッド栽培システムと除草剤グルネート・アンモニウムへの耐性を持つように遺伝子組み

換えが施されている。これまで、オーストラリアでは、綿花などの非食用作物の遺伝子組

替え作物の生産が承認されることはあったが、キャノーラのような食用作物に遺伝子組替

えが承認されたのは今回が初めてである。 
 
 また、連邦農業資源経済局（ABARE）も、「遺伝子組替え食品のラベル表示義務など一部

に流通面での障壁は存在するものの、既に多くの国々が遺伝子組替え作物を輸入している中で

非組替え作物のプレミアムは必ずしも大きくはなく、遺伝子組替え作物の商業化によってオースト

ラリアの輸出市場アクセスに多大な影響が及ぶ可能性は少ない」と論じている。これらの見解

は、遺伝子組替え作物に対する消費者団体や輸出業者のこれまでの消極的な態度とは大き

く異なる見解である。 
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 このように国民の間での見解が分かれるなかで、各州政府は一時停止期間（モラトリア

ム）を設定した。これは、実質的には依然として全面的な商業的生産は禁止ということで

ある。つまり、連邦政府レベルの各機関はやや容認する方向に傾きつつあるが、生産現場

に近い各州政府段階ではまだ警戒感が強く暫くは国際市場の様子と反応を見極めようとし

ているのである。 
というのは、オーストラリアでは、小麦、大麦、カノーラ、豆類を組み合わせた輪作体

系が一般的であるが、これらの栽培地域がほぼ重複しており、かつ、流通経路も同じであ

ることから、麦類への遺伝子組替えカノーラの混入が市場に与える影響を懸念している面

も少なくない。この点について、オーストラリア小麦ボード（AWB）やオーストラリア大

麦ボード（ ABB）は遺伝子組替え作物の生産流通が輸出市場での評判に悪影響を与えかね

ないという懸念を表明していることを州政府が考慮したものである。 
また、こうした事情から、現在、オーストラリアで認可を受けた遺伝子組替え作物は、

大豆、とうもろこし、ジャガイモ、キャノーラ、綿花などであり、非食用遺伝子組替え作

物 2 種（綿花とブルーカーネーション）はすでに商業ベースで栽培することが承認されて

いる。しかし、食用の野菜や果実、肉、魚で遺伝子組替え物質を一定以上の比率で含むも

のの販売は認められていない。 
 
 なお、遺伝子組替え食品の表示規則については、既に述べたように、オーストラリアと

ニュージーランドの両国共通に、最終製品に 1%以上の遺伝子組替え物質由来の DNA また

は蛋白質が含まれる食品は、その旨を表示する義務が課されている。この点に関して、そ

の管轄機関である豪州・ニュージーランド食品安全標準管理局（ FSANZ）が、最近になっ

て、遺伝子組替え穀物が原料とされている可能性の高い品目 51 製品について表示の検査を

実施したところ、10 品目から遺伝子組替え成分が検出された。何れもその含有率が 1%以

下であったので規定違反ではなかったが、問題は、その 10 品目のうち４品目は「遺伝子組

替え原料未使用」と表示されていたことである。これは、日本でも、最近、話題になって

いる「虚偽表示」である。このことからも分かるように、オーストラリアでは、多くの食

品メーカーは、消費者が未だ遺伝子組替え食品の安全性に対して危惧を抱いており、消極

的なイメージを持っていると認識している。この点、北米やアルゼンチン等の遺伝子組替

え食品の輸出先進国の事情とは違っており、その意味では、EU や日本の消費者心理に近い

状況にあるといえる。 
 
2) 砂糖産業の現状と政策 

オーストラリアの農林水産業の中で、現在、最も困難な状況に直面しているのが、砂糖

産業である。というのは、その一番の原因は、砂糖の国際価格が６年以上にわたって長期

的に低迷していることである。さらに、この状況に加えて天候不順ガ続いていることが事

態を悪化させてきた。特に最近の傾向として国際価格の低迷に加えて、シドニーオリンピ
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ック以来、経済全体としては好景気が持続してきたことを反映して、豪ドルが騰貴してい

ることが砂糖の輸出をさらに低迷させている一因ともなっている。 
 こうした砂糖業界の長期的不況から脱却するために、オーストラリアは、豪米自由貿易

協定の交渉過程で砂糖を重要な自由化対象品目として強く主張してきたが、結局、アメリ

カにとってもセンシティブな部門である砂糖は豪米自由貿易協定の自由化対象品目から除

外されてしまった。このことのためにオーストラリアの砂糖産業はさらに深刻な状況とな

ったのである。このため、連邦政府は、砂糖産業に 1.2 億豪ドルの助成を打ち出しており、

さらに、これに加えて、砂糖産業の大部分が立地するクイーンズランド州政府も 3000 万豪

ドルを、砂糖黍の多用途利用に向けての開発支援として援助することを決定している。 
国際経済センターの予測では、このまま、砂糖産業の改革が進まずに、砂糖の低価格が

続く場合、今後５年以内にクイーンズランド州の砂糖生産は大打撃を受け破産に追いやら

れることが必至であると警告している。現在砂糖黍生産者は約 6500 戸であり、製糖業者や

精糖関係者は１万人以上であるが、その多くが、経営の多角化を企てている。砂糖黍農家

は、落花生、大豆、熱帯果実、バナナ、トウモロコシ等に転換しつつあり、また、製糖業

者や精糖関係者は、砂糖や糖蜜生産に加えて、その絞り粕であるバカスを原料とする発電

事業やバカスからフルフラール（香料や医薬品の原料有機物）の抽出事業に多角化する動

きが生じている。基本的に、砂糖黍生産地帯は他の作物生産に不適なところが多く、３割

以上の農家が砂糖黍生産を停止せざるを得ない状況に置かれている。また、1／4 の生産者

が砂糖黍以外および農外収入に依存しているのが現状である。というのは、近年では、砂

糖価格は生産費の 1／３以下という深刻な状況が続いているからである。 
こうした厳しい状況に対して、生産者団体および精糖協会は、生産者や精糖工業が経営

を合理化・再建するのに必要な資金に対して直接支払いによる援助を含めて、 5.9 億豪ドル

の補助金を連邦政府に要求している。一方、連邦政府は、中国の急劇な経済成長に伴う砂

糖消費量の拡大が豪州産砂糖への需要増大につながることを期待している。 
 
3) 豪州の貿易障壁と生産・貿易状況 
 周知のとおり、オーストラリアの農林水産物貿易は、ニュージーランドと共に世界で最

も政府介入が少ない自由で公正な状況で実施されており、このことが、WTO や FTA の場

で最も強力に自由化を迫ってきた背景になっている。しかし、こうした中でも、その貿易

がやや制限的な効果を持つようになっている点が全く無いというわけではない。敢えて、

その貿易が制限的になっている点を指摘すると、厳しすぎる検疫制度の問題と国家貿易企

業による輸出の一元的取扱いの問題である。 
 
(1)検疫の問題 

 最近、EU はオーストラリアの不当に厳しい検疫制度について WTO に何度も提訴してい

る。その際、フィリピン、タイ、アメリカも EU に同調した経緯がある。この点について
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は、オーストラリア国内にも、余りにも厳しい検疫制度が消費者や食品企業に高い費用負

担を強いているとの批判もある。また、日本との関係では、日本産の農水産物や食品で、

オーストラリアの厳しい検疫手続きの関係で輸入禁止的状況に置かれている物が幾つかあ

る。その主なものは、肉類、酪農品、卵製品、生鮮野菜・果実（キウイフルーツ、鳥取 20
世紀梨、フジリンゴを除く）、内臓付き魚等である。 

 
(2)一元的輸出機関 
アメリカは、オーストラリアにおいて、オーストラリア小麦ボード（AWB）やその他各

種のマーケティング・ボード等が国家貿易企業として一元的に輸出を管理していることを

非難し始めた。これは、多数の輸出企業が競争的に輸出を担当した場合に比べて、その独

占的な立場を利用して、実質的には、「隠れた輸出補助金」の効果を持ち、国際市場を歪曲

する恐れがあるとして問題視されている。これに対して、オーストラリアは AWB を始め、

多くのマーケティング・ボードを民営化し、またその国内流通過程に規制緩和を導入して

対応しているが、輸出に関しては依然として一元的に担当している部分も残されている。

この点に関しては、こうした組織をもたない EU もアメリカに同調してオーストラリアを

攻撃する立場を取っている。この点に関しては、日本や韓国、中国などもこうした国家貿

易機関を有しているため、オーストラリアと同じく防戦する立場にある。かつて、GATT
のウルグアイ・ラウンドでは、急激な自由化を迫るオーストラリアとアメリカに対して、

緩やかな自由化または現状維持を主張する EU や日本との間の対立であったが、この点に

関しては、今後、自由化を巡る対立の組み合わせが従来と異なることになる可能性を秘め

ている。 
 因みに、オーストラリアの主要な農産物毎の生産見通しは、表５から表 14 に示す通りで

ある。また、オーストラリアの農産物以外のものも含めた全商品についての貿易および海

外直接投資の主要取引相手国の状況は、表 15 から表 17 に示す通りである。 
 
表５ オーストラリアの穀物の生産見通し（単位:1,000 トン） 

  2003～04 2004～05 2005～06 2006～07 2007～08 2008～09 増減率(％)

小 麦 24,920 21,895 21,640 22,437 22,825 22,937 4.8
大 麦 8,525 7,959 7,733 7,837 7,981 8,143 2.3
オーツ麦 1,596 1,398 1,179 1,186 1,219 1,219 -12.8
ソルガム 2,108 2,070 1,973 2,119 2,023 2,020 -2.4
カノーラ 1,622 1,633 2,039 1,941 1,857 1,798 10.1
（注）増減率は、04/05 年と 08/09 年との比較     
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表６ 畜産物の生産見通し（単位:1,000 トン、100 万リットル） 

牛肉 1,915 1,949 2,042 2,116 2,199 2,232 14.5
羊肉 548 586 585 607 607 657 12.1
豚肉 409 396 406 410 413 415 4.8
鶏肉 741 766 786 800 813 824 7.8
生乳 10,273 10,332 10,431 10,561 10,704 10,838 4.9
（注）1.増減率は、04/05 年と 08/09 年との比較    

 

表７ 工芸作物の生産見通し （単位:1,000 トン、100 万リットル） 

  2003～04 2004～05 2005～06 20060～7 2007～08 2008～09 増減率(％)

羊毛 475 533 528 548 565 565 6
綿花 287 320 492 679 720 756 136.3
砂糖 5,023 5,247 5,247 5,352 5,459 5,568 6.1

ワイン用ブド

ウ 1,765 1,865 1,920 1,983 2,039 2,039 9.3
（注）増減率は、04/05 年と 08/09 年との比較    

 
表８ 油糧種子 生産見通し 

      

2002 

-03 

2003 

-04 

2004 

-05 ％変化 

生産量 Mt 330 336 379 12.8

消費量 Mt 323 338 363 7.4

期末在庫 Mt 29.6 21.9 27.9 27.4
世界 

大豆指標価格 US$/t 245 330 285 -13.6

総生産量 kt 1523 2309 2451 6.1

総生産量（冬期） kt 906 1659 1587 -4.3オーストラリア 

総_生産量（夏期） kt 617 650 864 32.9

生産量 kt 871 1622 1549 -4.5

輸出量（11 月-10 月） kt 517 1265 1155 -8.7キャノーラ 

価格（11 月-10 月） A$/t 437 410 375 -8.5

※メルボルン渡し       
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表９ 砂糖の生産見通し 

      

2002 

-03 

2003 

-04 

2004 

-05 ％変化 

生産量 Mt 148.1 144.4 145.2 0.6

消費量 Mt 141.9 145.4 148.4 2.1

期末在庫 Mt 66.2 65.1 62.0 -4.8

在庫変化 Mt 6.2 -1.1 -3.2   

世界 

価格 USc/lb 8.0 7.8 8.4 7.7

面積 000ha 423 415 420 1.2

生産量 kt 5461 4994 5524 10.6

Ave pool return A$/t 277 232 260 12.1

輸出量 kt 3975 3801 4019 5.7

オーストラリア 

輸出額 A$m 1179 962 1131 17.6

 
表１０  小麦の生産見通し 

      

2002 

-03 

2003 

-04 

2004 

-05 ％変化 

生産量 Mt 567 554 606 9.4

消費量 Mt 600 587 604 2.9

期末在庫 Mt 164 129 131 1.6

貿易 Mt 104 102 101 -1.0

世界 

価格 US$/t 160 160 148 -7.5

面積 000ha 11170 12401 12030 -3.0

生産量 kt 10132 24920 22252 -10.7

輸出量 kt 10851 15062 17999 19.5

輸出額 A$m 3109 3469 3893 12.2

オーストラリア 

APW pool return A$/t 258 224 209 -6.7

 
表 11 牛肉の生産見通し 

      

2002 

-03 

2003 

-04 

2004 

-05 ％変化 

牛 百万 26.7 26.4 26.5 0.4

肉用牛 百万 23.6 23.4 23.5 0.4

解体 000 9228 8779 8534 -2.8

生産量 kt 2073 2033 2005 -1.4

米国向け kt 350 361 351 -2.8

日本向け kt 277 331 315 -4.8

韓国向け kt 82 75 72 -4.0

計 kt 902 860 831 -3.4

輸出量 

（積み出し数量） 

輸出額 A$m 3756 3791 3568 -5.9

飼育牛 000 968 575 580 0.9

家畜売り場 Ac/kg 256 290 293 1.0

米国輸入 Usc/kg 202 243 262 7.8価格 

日本輸入 Usc/kg 322 414 384 -7.2
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表 12 酪農品の生産見通し 

      

2002 

-03 

2003 

-04 

2004 

-05 ％変化 

乳牛数 000 2050 2028 2042 0.7

牛乳産出量 L/cow 5037 4963 5010 0.9

牛乳総量 ML 10326 10065 10231 1.6

牛乳市場売上量 ML 1924 1951 1953 0.1

牛乳加工量 ML 8402 8114 8278 2.0

バター kt 149 130 130 0.0

チーズ kt 368 364 380 4.4

ＷＭＰ kt 170 158 160 1.3

ＳＭＰ kt 215 206 204 -1.0

生産 

牛乳価格 Ac/L 27.1 26.7 27.9 4.5

輸出額 A$m 2378 2178 2269 4.2

バター US$/t 1186 1621 1655 2.1

チーズ US$/t 1775 2358 2460 4.3世界価格 

ＳＭＰ US$/t 1587 1862 1863 0.1

 
 

 
表 13 羊肉の生産見通し      

      

2002 

-03 

2003 

-04 

2004 

-05 ％変化 

羊 000 13657 10421 9279 -11.0
解体 

子羊 000 16870 16562 17363 4.8

マトン kt 268 220 204 -7.3
生産 

子羊 kt 329 341 366 7.3

マトン kt 162 129 133 3.1

子羊 kt 102 118 127 7.6

米国向けマトン kt 26 33 36 9.1

輸出額 $m 900 1014 1096 8.1

輸出（積み

出し数量） 

飼育羊数 000 5843 3845 4003 4.1

マトン Ac/kg 167 199 206 3.5家畜売り場

価格 子羊 Ac/kg 338 371 360 -3.0
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表 14 羊毛の生産見通し 
             

      

2002 

-03 

2003 

-04 

2004 

-05 ％変化 

羊頭数 百万 99 94 98 4.3

刈り込み羊頭数 百万 118 106 112 5.7

刈り込み kt 499 480 500 4.2

その他 kt 48 48 44 -8.3羊毛生産量（greasy） 

計 kt 547 528 544 3.0

総期末在庫量（greasy） kt 105 126 119 -5.6

量（gr.equiv.） kt 505 474 488 3.0
羊毛輸出（収支基礎） 

額 A$m 3545 2791 2583 -7.5

東部 Ac/kg 1049 820 810 -1.2

西部 Ac/kg 1032 792 782 -1.3
市場指標（クリーン） 

オークション価格

（gr.） Ac/kg 682 533 527 -1.1

 
表 15 オーストラリアの双方向貿易額の上位５カ国  （2003 年） 
 貿易額（10億豪ドル） 順位 割合（％） 
アメリカ 41.3 １ 13.6 
日本 41.1 ２ 13.5 
中国 25.3 ３ 8.3 
イギリス 20.3 ４ 6.7 
ニュージーランド 17.4 ５ 5.7 

資料）豪州外務貿易省および統計局資料 

 
表 16 オーストラリアにおける海外直接投資額（投資元国）の上位５カ国  （2003 年） 
 投資額（10億豪ドル） 順位 割合（％） 
アメリカ 66.5 １ 29 
イギリス 53.5 ２ 23 
日本 17.5 ３        8 
シンガポール 11.3 ４        5 
オランダ 10.3 ５        4 

資料）豪州統計局資料 
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表 17 オーストラリアの海外直接投資額（投資先国）上位５カ国  （2003 年） 
 投資額（10億豪ドル） 順位 割合（％） 
アメリカ 65.4 １ 43 
イギリス 34.1 ２ 22 
ニュージーランド 17.7 ３ 12 
中米およびカリビア諸国 11.5 ４  8 
香港  3.7 ５  2 

資料）豪州統計局資料 
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