
添付資料１

　以下の豪州側関心品目について、国内産業等への悪影響を及ぼさない範囲で一定の合意。

１　関税撤廃

品目名 合意内容 平成24年度輸入量

生鮮・冷蔵ばれいしょ 即時撤廃(3%→0%)等 1.7万トン（うち豪州　－）

冷凍・乾燥したばれいしょ ７年間かけて段階的に撤廃(8.5%→0%) 2.7万トン（うち豪州　－）

ひよこ豆 即時撤廃（8.5％→0％） 0.1万トン（うち豪州は54トン）

ひら豆 即時撤廃（8.5％→0％） 360トン（うち豪州は20トン）

そら豆
現行の関税割当の枠内税率を10年間をかけて段
階的に撤廃(10%→0%)

平成24年度関税割当数量：38,700トン
（関税割当数量は「えんどう及びそら豆」の
合計数量）
輸入量0.5万トン（うち豪州0.1万トン）

カッサバ芋（飼料用以外） 即時撤廃(9%→0%)等 0.9万トン（うち豪州　－）

かんしょ（冷凍したものを含む） 10年間かけて段階的に撤廃(12%→0%)等 1.9万トン（うち豪州　－）

サゴやしの髄等 ５年間かけて段階的に撤廃(9%→0%) 993トン（うち豪州　－）

緑茶(不発酵、直接包装) 10年間かけて段階的に撤廃(17%→0%) 616トン（うち豪州　－）

緑茶(くず以外・不発酵・直接包装以外) 10年間かけて段階的に撤廃(17%→0%) 0.5万トン（うち豪州320トン）

紅茶(直接包装) 10年間かけて段階的に撤廃(12%→0%) 0.2万トン（うち豪州0.2トン）

部分発酵茶(直接包装) 10年間かけて段階的に撤廃(17%→0%) 0.2万トン（うち豪州0.1トン）

紅茶(くず以外・直接包装以外) 即時撤廃(3%→0%) 1.4万トン（うち豪州　－）

部分発酵茶(くず以外・直接包装以外） 10年間かけて段階的に撤廃(17%→0%) 1.4万トン（うち豪州　－）

マテ 10年間かけて段階的に撤廃(12%→0%) 787トン（うち豪州　－）

サフラン(小売用) 即時撤廃(3.6%→0%） －

うこん(小売用) 即時撤廃(3.6%→0%） 42トン（うち豪州　－）

ライ麦 即時撤廃（4.2％→0％） 1.1万トン等（うち豪州　－）

播種用のとうもろこし（薬品処理以外） 即時撤廃(9円/kg→0%) 3トン（うち豪州　－）

播種用グレーンソルガム（薬品処理以外） 即時撤廃(3%→0%） －

グレーンソルガム（播種用以外・飼料用以外） 即時撤廃(3%→0%） 20.0万トン（うち豪州12.3万トン）

そば(丸抜き） ７年間かけて段階的に撤廃（9％→0％） 5.0万トン（うち豪州137トン）

フォニオ（薬品処理以外） 即時撤廃(3%→0%） －

キヌア（薬品処理以外） 即時撤廃(3%→0%） 220トン（うち豪州　－）

その他の穀物（薬品処理以外） 即時撤廃(3%→0%） 7トン（うち豪州　－）

ライ麦粉 10年間かけて段階的に撤廃（15％→0％） 538トン（うち豪州　－）

穀粉（小麦粉等以外） 10年間かけて段階的に撤廃(21.3%→0%） 348トン（うち豪州　－）

ひき割りした穀物及び穀物のミール(小麦等以外) 10年間かけて段階的に撤廃(17%→0%） 545トン（うち豪州　－）

ひき割りしたオート、オートのミール 10年間かけて段階的に撤廃（12％→0％） 153トン（うち豪州　－）

オートのペレット 10年間かけて段階的に撤廃（12％→0％） －

とうもろこしのペレット 10年間かけて段階的に撤廃(21.3%→0%) －

その他の穀物のペレット 10年間かけて段階的に撤廃(17%→0%） －

日豪ＥＰＡにおける大筋合意の内容
その他の品目（農産物関係（園芸作物を除く））
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オート（ロールにかけ又はフレーク状にしたもの） ７年間かけて段階的に撤廃（12％→0％） 0.6万トン（うち豪州0.4万トン）

とうもろこし(フレーク状にしたもの等) 10年間かけて段階的に撤廃(21.3%→0%) 24トン（うち豪州 －）

その他の穀物(ロール状等・小麦等以外） 10年間かけて段階的に撤廃(17%→0%） 243トン（うち豪州48トン）

オート（その他の加工をしたもの） 10年間かけて段階的に撤廃（12％→0％） 404トン（うち豪州105トン）

とうもろこし(その他の加工をしたもの)(コーンフレークの製
造に使用するものを除く。)

10年間かけて段階的に撤廃(18%→0%) 583トン（うち豪州 －）

そば(玄そば) 10年間かけて段階的に撤廃（17％→0％） 3.9万トン（うち豪州 －）

その他の穀物(その他加工・小麦等以外） 10年間かけて段階的に撤廃(17%→0%） 839トン（うち豪州 －）

ばれいしょの粉等 10年間かけて段階的に撤廃(20%→0%) 2.5万トン（うち豪州 －）

サゴやし等(カッサバ芋を除く)の粉及びミール 10年間かけて段階的に撤廃(21.3%→0%) 52トン（うち豪州 －）

小麦グルテン（蛋白） 10年間かけて段階的に撤廃（21.3％→0％） 1.8万トン（うち豪州0.9万トン）

落花生（むきみ）
現行の関税割当の枠内税率を10年間をかけて段
階的に撤廃(10%→0%)

平成24年度関税割当数量：75,000トン
輸入量2.5万トン（うち豪州224トン）

ホップ 即時撤廃(4.3%→0%） 0.4万トン（うち豪州1トン）

ルプリン 即時撤廃(3%→0%） －

おたねにんじん 即時撤廃(4.3%→0%） 824トン（うち豪州　－）

けしがら 即時撤廃(3%→0%） －

大麻草 即時撤廃(3%→0%） －

除虫菊 即時撤廃(12%→0%） 118トン（うち豪州　－）

びゃくだん 即時撤廃(2.5%→0%） 386トン（うち豪州1トン）

ハトムギ 即時撤廃(3%→0%） 0.6万トン（うち豪州　－）

その他の香料用、医療用等の植物(生鮮・乾燥したもの） 即時撤廃(2.5%→0%） 0.5万トン（うち豪州　－）

チコリーの根 即時撤廃(9%→0%） －

食用の果実の核・仁、その他の植物性生産品 即時撤廃(3%→0%） 0.6万トン（うち豪州5トン）

除虫菊エキス 即時撤廃(6%→0%） 2トン（うち豪州1トン）

いぐさ、七島い及び莞草 7年間かけて段階的に撤廃（8.5％→0％） 102トン（うち豪州　－）

組物に使用する植物性材料(その他のもの) 即時撤廃(3%→0%） 254トン（うち豪州　－）

たぶの木又はへちまの植物性生産品 即時撤廃(6%→0%） 0.3万トン（うち豪州　－）

植物性生産品(その他のもの) 即時撤廃(6%→0%） 2.9トン（うち豪州　－）

ハイ・テスト・モラセス(グルタミン酸等製造用) 即時撤廃(3%→0%) －

甘しゃ糖みつ(グルタミン酸等製造用) 即時撤廃(3%→0%) 2.6万トン（うち豪州　－）

糖みつ(グルタミン酸等製造用、甘しゃ糖みつを除く) ５年間かけて段階的に撤廃(3%→0%) －

タピオカ代用物 ５年間かけて段階的に撤廃(9.6%→0%) 0.2万トン（うち豪州　－）

クリスプブレッド（北欧風乾パン） 15年間かけて段階的に撤廃（9％→0％） 93トン（うち豪州33トン）

ジンジャーブレッド（生姜を使った菓子） 15年間かけて段階的に撤廃（18％→0％） 11トン（うち豪州　－）

ラスク、トーストパン 15年間かけて段階的に撤廃（9％→0％） 489トン（うち豪州　－）

成型ポテトチップス ７年間かけて段階的に撤廃(9%→0%) 0.7万トン（うち豪州　－）

調製したばれいしょ ７年間かけて段階的に撤廃(8.5%→0%)等 34.8万トン（うち豪州　－）

調整した冷凍野菜（加糖） ７年間かけて段階的に撤廃(23.8%→0%) 952トン（うち豪州　－）

調製したえんどう(気密容器入り（無糖）) 10年間かけて段階的に撤廃(15.0%→0%) －

調製したえんどう(その他のもの)(無糖) ７年間かけて段階的に撤廃(13.6%→0%) 2トン（うち豪州　－）
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調製したささげ属又はいんげんまめ属の豆
(豚脂及びトマトの調製品を含む)(加糖)

７年間かけて段階的に撤廃(14.0%→0%) 26トン（うち豪州　－）

調製した豆
（さや付き、冷凍以外、加糖）

10年間かけて段階的に撤廃（13.4%→0%） －

調製した豆（豚脂及びトマトの調製品を含む)
(気密容器入り)(加糖)

７年間かけて段階的に撤廃(14.0%→0%) －

野菜を混合したもの
（豆以外、冷凍以外、加糖）

10年間かけて段階的に撤廃（13.4%→0%） 2.7万トン（うち豪州　－）

調製した豆(無糖) ７年間かけて段階的に撤廃(17.0%→0%) 0.2万トン（うち豪州　－）

ピーナツバター ７年間かけて段階的に撤廃(12%→0%)等 0.5万トン（うち豪州138トン）

調製したかんしょ ７年間かけて段階的に撤廃(12%→0%) 0.4万トン（うち豪州　－）

インスタントティー 即時撤廃(10%→0%) 0.2万トン（うち豪州　－）

茶又はマテのエキス・調製品（インスタントティー以外） ５年間かけて段階的に撤廃(8%→0%) 595トン（うち豪州　－）

茶又はマテ調製品(無糖・ミルク30％未満) 10年間かけて段階的に撤廃(15%→0%) 190トン（うち豪州　－）

チコリーその他のコーヒー代用物及びそのエキス ５年間かけて段階的に撤廃（6％→0％） 0.3万トン（うち豪州　－）

酵母 ５年間かけて段階的に撤廃（10.5％→0％）等 0.8万トン（うち豪州167トン）

ベーキングパウダー（膨らし粉） 即時撤廃（10.5％→0％） 0.1万トン（うち豪州　－）

おたねにんじん又はそのエキスの調製品
（砂糖最大以外）

10年間かけて段階的に撤廃（23.8%→0%） －

ビタミン調製品 ７年間かけて段階的に撤廃（12.5%→0%） 16トン（うち豪州　－）

おたねにんじん又はそのエキスの調製品(無糖) 即時撤廃(12%→0%） 43トン（うち豪州　－）

メントール ７年間かけて段階的に撤廃(5.5%→0%） 474トン（うち豪州　－）

しょう脳(融点175度以上) 即時撤廃(5.4%→0%） 129トン（うち豪州　－）

糖類(しょ糖、乳糖、麦芽糖、ぶどう糖を除く。) 即時撤廃(6%→0%)等 9.7万トン（うち豪州　－）

ミント油 即時撤廃(3.2%→0%）　等 417トン（うち豪州　－）

芳油 即時撤廃(2.2%→0%） 2トン（うち豪州　－）

ラベンダー油、ラバンジン油 即時撤廃(2.2%→0%） 27トン（うち豪州2トン）

ジャスミン油 即時撤廃(3.2%→0%） －

その他の精油 即時撤廃(3.2%→0%） 198トン（うち豪州14トン）

仕上剤等
即時撤廃(21.3%又は25.50円/kg,のうちいずれか高
い税率→0%)

29トン（うち豪州　－）

ソルビトール等 即時撤廃(2.3%→0%)等 0.5万トン（うち豪州　－）

敷物及びすだれ(いぐさ製又は七島い製) 4年間をかけて段階的に撤廃（6％→0％） 0.9万トン（うち豪州　－）

ばっかんさなだ 即時撤廃(2.7%→0%） 24トン（うち豪州　－）

畳表(いぐさ製又は七島い製) 4年間かけて段階的に撤廃（6％→0％） 2.3万トン（うち豪州　－）

いぐさ製品又は七島い製品（畳表以外） 4年間かけて段階的に撤廃（6％→0％） 62トン（うち豪州　－）

畳床（植物性材料製） 即時撤廃（7.9％→0％） 145トン（うち豪州　－）

畳(いぐさ製又は七島い製) 即時撤廃（7.9％→0％） 0.1万トン（うち豪州　－）

帽体 即時撤廃(3.4%→0%） 12トン（うち豪州　－）

２　関税割当

品目名 合意内容 平成24年度輸入量

麦芽（いってないもの）（泥炭でくん蒸したものを除く。）
枠数量：初年度8,600トン→10年後86,000トン（豪州
向け新設）
枠内税率：21.30円/kg→無税（即時）

47.9万トン（うち豪州8.8万トン）

エステル化でん粉その他のでん粉誘導体
枠数量：14,000トン（豪州向け新設）
枠内税率：6.8%→無税（即時）

49.2万トン（うち豪州1.5万トン）
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３　関税削減

品目名 合意内容 平成24年度輸入量

カッサバ芋の粉及びペレット(飼料用以外) 関税を１割削減（15.0%→13.5%(５年間)） 124トン（うち豪州　－）

ひき割りしたとうもろこし及びとうもろこしのミール 関税を２割削減（21.3%→17.0%(５年間)） 953トン（うち豪州　－）

ココア調製品（２kg超・塊、板状等・砂糖最大以外） 関税を２割削減（29.8%→23.8%(即時)） 445トン（うち豪州31トン）

乳製品調製食料品（ココア粉10%未満、ミルク30%未満、加
糖）

関税を２割削減（23.8%→19.0%(即時)） 730トン（うち豪州　－）

麦芽エキス 関税を5.4割削減（9％→4.1％（即時）） 0.1万トン（うち豪州288トン）

スパゲッティ、マカロニ、パスタ 関税を２割削減（例：30円/kg→24円/kg(10年間）) 15.2万トン（うち豪州123トン）

朝食用穀物調製品 関税を３割削減（11.5%→8.1%(即時)） 0.3万トン（うち豪州0.1万トン）

ワッフル及びウエハー 関税を4.4割削減（18％→10％（５年間）） 0.2万トン（うち豪州14トン）

ビスケット、クッキー及びクラッカー 関税を２割削減（例：15％→12％(10年間）) 2.1万トン（うち豪州184トン）

ペーストリー、ケーキその他のベーカリー製品 関税を２割削減（例：25.5％→20.4％(10年間）) 5.4万トン（うち豪州141トン）

調製した豆（えんどう・さや付き・冷凍以外・加糖） 関税を１割削減（13.4%→12.1%(５年間)） －

たんぱく質調製品（乳成分30%未満・しょ糖50%未満・加糖） 関税を１割削減（16.8%→15.1%(５年間)） 7トン（うち豪州　－）

調製した落花生(ピーナツバターを除く。) 関税を２割削減(23.8%→19.0%)等（５年間） 5.2万トン（うち豪州 　－）

※　上記のほか、関税撤廃等の対象からの除外又は将来の見直しとされたもの、現行関税が既に無税のものがある。
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