
 - 52 -

（参考１）現地調査で販売されていることが確認できた魚種 

 
オーストラリア系住民の多くが魚を購入する大型スーパーマーケットの魚売り場では、

取り扱う水産物等の種類が圧倒的に少ない。一般的に大型スーパーマーケットの魚売り場

で見られるのは、エビ（国産、東南アジアからの輸入品）、マグロ（国産）、サケ（国産）、

イカ（国産、ニュージーランド：内臓と足を取り去ったものあるいはイカリング）、バラ

マンディ（国産）、カニカマボコ（国産、タイほか）、場合によっては、ナイルパーチ（ウ

ガンダ）、バサ（ベトナム）などである。またツナ缶等の魚缶詰の大部分は大型スーパー

マーケットで販売されるとのことである。 
魚小売店では国産の魚を中心に多種の魚が販売されている。2009 年２月の現地調査時に

確認できた魚種は以下の通りである。 
（図表３８参照） 

図表３８ 魚小売店で販売が確認できた魚種と処理方法（カッコ内は生産国）(2009年2月
13日) 

フィレ 
- サケ（Sashimi Salmon fillet）（オーストラリア） 
- サケ（Atlantic Salmon fillet）(オーストラリア) 
- サケ（Atlantic Salmon cutlets）(オーストラリア) 
- サケ（Atlantic Salmon Portions）(オーストラリア) 
- マス（Ocean Trout Portions）(オーストラリア) 
- ヒラマサ（Sashimi Kingfish fillet）(オーストラリア) 
- マグロ（Sashimi Tuna fillet）(オーストラリア) 
- マグロ（Boneless Tuna Steaks） 
- サメ（Boneless Angel Shark）(オーストラリア) 
- サンド・ホワイティング（キス科）(Sand Whiting fillet)(オーストラリア) 
- イワシ(Sardine fillet)(オーストラリア) 
- バラマンディ(Barramundi fillet)（オーストラリア） 
- タイ（Snapper fillet）（ニュージーランド） 
- マトウダイ(John Dory fillet)(ニュージーランド) 
- ヒウチダイ(Orange Roughy [Deep Sea Perch])(オーストラリア) 
- ピンクリング(Pink Ling fillet)(ニュージーランド) 
- マゴチ(Skinless Boneless Flathead fillet)(オーストラリア) 
- メカジキ(Swordfish [Broadbill] fillet)(オーストラリア) 
- メダイ(Blue Eye Trevalla fillet)(オーストラリア) 
- イカ（Squid tube [Gould’s Squid]）(ニュージーランド [packed in China]) 
- イカ（Squid rings）(ニュージーランド [packed in China]) 
- イカ（Loligo Calamari）(タイ) 
- タコ（Cleaned Baby Octopus）(タイ) 
 
フィレ以外の加工品 
- ウナギ燻製（Smoked Eel）(中国) 
- ヒラマサ卵（Kingfish Roe）(中国) 
- ウニ卵（Sea Urchin Roe）(オーストラリア) 
- 海藻サラダ（ワカメ）（Seaweed Salad）(日本) 
- アワビ（Sashimi Abaloni）(チリ) 
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- ホタテ（Scallop）（オーストラリア）*卵ありとなしがあり 
- ホタテ（Scallop）（日本）*冷凍したものがパックされ、冷凍庫に保存 
 
未加工品 
- サザエ(Fresh Periwinkles)（オーストラリア） 
- カキ（Oyster）（オーストラリア） 
- タイ（Snapper）(ニュージーランド) 
- サケ（Atlantic Salmon）(オーストラリア) 
- バラマンディ（Baby Barramundi）(オーストラリア) 
- バラマンディ(Saltwater Barramundi)（オーストラリア） 
- サンド・ホワイティング（キス科）(Sand Whiting)(オーストラリア) 
- マトウダイ(John Dory)(ニュージーランド) 
- マゴチ(Tiger Flathead)(オーストラリア) 
- ボラ(Mullet)(オーストラリア) 
- サヨリ(Garfish)（オーストラリア） 
- ビッグアイ・オーシャン・パーチ(Bigeye Ocean Perch)(オーストラリア) 
- ニジマス（Rainbow Trout）(オーストラリア) 
- イェローベリー・フラウンダー（カレイ目）(Yellowbelly Flounder)（ニュージーランド） 
- 泥カニ(Mud Crab)（オーストラリア） 
- ロブスター(Lobster)（オーストラリア） 
- ウチワエビ（オーストラリア） 
 
 
これは も魚種の多い魚専門小売店のうちの一つである。 
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（参考２）現地調査時にインタビューを行なった業者リスト 

本調査では 2009 年 2 月 7 日～14 日にかけて現地調査を実施した。以下はインタビュー

先の業者リストである。 
（図表３９参照） 

図表３９ 現地調査におけるインタビュー先リスト 

メルボルン 
業者名 URL 

Oceania Seafood’s  http://www.oceaniaseafood.com.au 
Frank Mason & Associates  
Coles Group  
Seafood Importers Pty Ltd  
ANZ Fisheries http://www,anzfisheries.com.au 
Oceanic Food http://www.oceanic.com.au 
Orita’s Restaurant http://www.oritas.com.au 
Torimatsu Japanese Restaurant http://www.torimatsu.com.au 

 
シドニー 
業者・団体名 URL 

Nippon Aust Seafood Pty Ltd http://www.yukis.com.au 
Christie’s Seafood  
Holt Seafood  
A & T Trading Co http://www.attrading.com.au 
Toko Restaurant & Bar http://www.toko.com.au 
Sydney Fish Markets Pty Ltd http://www.sydneyfishmarket.com.au 
Masuya Enterprise Pty Ltd http://www.masuya.com.au 
Wellstone Seafoods http://wellstoneseafoods.com.au 
Marine Product Marketing Pty Ltd http://www.marineproductmarketing.com 
Seafood Importers Association 
of Australia Inc 

 

Japan Food Corp (Aust.) Pty Ltd http://www.jfcaustralia.com.au 
Jun Pacific Corporation Pty Ltd http://www.junpacific.com 
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（参考３）オーストラリアの将来人口見通しにおける推計方法と設

定について 
 
オーストラリアの将来人口見通しは、コーホート要因法を用いて推計されており、その

設定は下記の通りである。 
 
１基準人口と予測期間 
基準人口は 2007 年７月 30 日の常住者人口であり、連邦全体の人口については 2101 年、

州や州都については 2056 年までを予測期間としている。 
 
２．出生 
合計特殊出生率については、上位、中位、下位の３つの設定が用意されている。いずれ

の設定においても、趨勢よりは緩やかではあるものの 2021 年までは出産の高年齢化が進む

と設定している。 
上位設定：2021 年までに 2.0 に達し、その後一定で推移する。 
中位設定：2021 年までに 1.8 に減退し、その後一定で推移する。 
下位設定：2021 年までに 1.6 に減退し、その後一定で推移する。 
出生性比は、全期間において 105.5 である。 
 

 
 
３．生残 

平均寿命については、上位、中位の２つの設定が用意されている。いずれの設定におい

ても、性年齢別死亡率における趨勢変化は 2026 年まで続き、以後は平均余命に従うように

一律に拡大している。 
上位設定：2056 年までに男性は 93.9 歳、女性は 96.1 歳に到達し、その後一定で推移す

る。 
中位設定：2056 年までに男性は 85.0 歳、女性は 88.0 歳に到達し、その後一定で推移す

る。 
出生性比は、全設定、全期間において 105.5 である 
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４．社会移動 
（国際移動 -移民-） 
移民については、上位、中位、下位の３つの設定が用意されている。いずれの設定にお

いても、2021 年までは趨勢よりは緩やかではあるが出産の高年齢化が進むと設定している。 
上位設定：2011 年までに年間 22 万人まで増加し、その後一定で推移する。 
中位設定：年間 18 万人のまま、その後一定で推移する。 
下位設定：2011 年までに年間 14 万人まで減少し、その後一定で推移する。 
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（国内移動） 

国内移動については、趨勢を中位設定とし、より大きな国内移動がある場合を上位設定、

より小さな国内移動にとどまる場合を下位設定として設定している。 
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５．シナリオ 
これらの出生、生残、移動の設定に基づくと、54 の系列（Ｓｅｒｉｅｓ）が推計できる

が、利用の簡略化のため、下記の通りＡ、Ｂ、Ｃの３つの系列を主要系列（シナリオ）と

して設定しており、さらにいずれかひとつを選ぶ場合はＢを選定することとなっている。 
ＳｅｒｉｅｓＡ） 
 出生：上位設定  生残：上位設定  移民：上位設定  国内移動：上位設定 
ＳｅｒｉｅｓＢ） 
 出生：中位設定  生残：中位設定  移民：中位設定  国内移動：中位設定 
ＳｅｒｉｅｓＣ） 
 出生：下位設定  生残：中位設定  移民：下位設定  国内移動：下位設定 
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