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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、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

チェーンの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による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、オーストラリア連邦（以下「豪州」という。）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。 

こうしたことから、豪州産農産物を活用した食品加工、アセアン地域を始めとした第三国への農産物・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、豪州と我が国との間の北部豪州を中心とした二国間の事業展開及び豪州と我が国との共

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 

 

契約締結の日から平成 29 年３月 22 日（水）まで。 

 

内 容 

 

1. 都内で実施する北部豪州を中心とした二国間事業展開支援 

農林水産省が都内で実施する、北部豪州を中心とした豪州連邦政府及び州政府との官民フォーラムの開催

を支援する。右フォーラムには、食産業主体の民間企業等が参加し、日本農業の栽培・加工技術の取組状況

(視察含む)や北部豪州等の農業開発や日本からの投資促進に向けた取組等の意見交換を行うとともに、農

業・食料分野における日豪民間企業のビジネスマッチングの開催も想定している。 

具体的な委託事業は、フォーラム参加者のレベルや人数(100 名程度を想定)、先方政府側の役割等を踏ま

え農林水産省と調整の上、決定するが、以下のような委託事業を想定している。相手国政府の関係機関との

連絡調整、フォーラム参加者の募集、会議準備(資料の作成・印刷、持ち込み、配布)、会議や視察先等での

通訳や説明者の手配、議事録の作成、コーヒーブレイク用飲料・茶菓の手配、実施報告書の作成、その他必

要な事項を実施する。 

また、本件フォーラムに参加する民間企業に対しては、上記に加え、我が国民間企業の講演者との連絡調

整、会場の受付等を、農林水産省の指示に基づき実施する。 

なお、本件フォーラムは、先方政府との調整にもよるが、平成 28 年 10 月から 12 月の間、１回、2 日間開催

することとし、具体的な開催時期・場所は農林水産省の指示に基づき実施する。 

2. 豪州における生産・流通・投資環境調査の実施 
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農林水産省の指示のもと、豪州北部を中心に農業の事業化（商業ベースの農産物生産）の可能性を追求す

るために必要な実用的課題や計画を、現地調査及び豪州政府・関係機関からのヒアリング等を通じて、整理

する。 

具体的には、次の通り。 

① 農産物・地域を個別に特定し、試行的な生産やヒアリング等を実施することで、生産から小売り（アセア

ン地域や豪州国内市場を想定）までの流通網・販売の実用的な課題や計画を明らかにする。（例えば、

大豆、アスパラガス、バラマンディ等を想定。） 

② 日本式の農産物の生産方法・加工や鮮度保持技術等を適用することに関し、生産の適合性や高付

加価値化の可能性を整理する。 

③ 日系企業が農業投資を行う上で、障害となりうる個別具体的な事項につき情報収集と整理を行う。な

お、上記に関し、北部豪州の農業開発に向けた豪州の連邦若しくは州政府の基金並びに研究開発

の基金等の活用も念頭に置く。 

 

3. 豪州市場における和食・日本食の普及に係る事業化可能性調査の実施 

和食・日本食のもつイメージが損なわれることのない取組みを、TAFE(技術・継続教育)の仕組みや関連予算

の活用も念頭に置きつつ、現地の日系料理店、料理学校等の関係者と協議の上作成し、試行的な導入を実

施する。 
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調査結果 

 

1. 都内で開催する北部豪州を中心とした二国間事業展開支援 

1.1. 豪州連邦政府及び州政府との官民フォーラム開催プログラムの検討 

豪州連邦政府及び州政府との官民フォーラム（以下、日豪官民フォーラムとする）では、北部豪州等の農業

開発や日本からの投資促進に向けた取組等の意見交換、農業・食料分野における日豪民間企業のビジネス

マッチング、そして、日本農業の栽培・加工技術の取組状況の紹介を通して、二国間の事業展開に資する機

会を設けることを目的としていた。 

このようなことを踏まえ、日豪官民フォーラムのプログラムを以下のように構成した。 

 

図表 1-1 日豪官民フォーラムのプログラムと各テーマの設定目的 

時 間 テーマ 設定の目的 

13:00-13:10 主催者あいさつ・フォーラムの趣旨説明等 主催者である農林水産省からの趣旨説明を実施。 

13:10-13:50 

第１部： 

日本からのメッセージ：これまでの取組で判

ったこと 

これまでの事業成果を踏まえた北部豪州における

事業展開上の課題や示唆を提示。 

政府、民間事業者それぞれの立場から成果や課

題を参加者へ共有。 

13:50-15:10 

第２部： 

豪州からのメッセージ：日系生産者・企業に

伝えたい北部豪州の魅力 

北部豪州における農業の特徴、最近の事情、日本

との連携可能性等について、豪州政府側から情報

提供。 

15:10-15:40 休憩 
第 1 部、第 2 部を踏まえ、参加者間の自由交流の

機会とする。 

15:40-16:30 

第３部： 

日豪民間セクターからの企業紹介や相手

方(官民含む)へのメッセージ 

日豪の農業関係事業者それぞれから、北部豪州

における事業展開の概要や互いに期待すること等

について説明。 

16:30-17:00 

第４部： 

全体総括：今後の北部豪州の農業開発に

向けて 

北部豪州の農業開発に資する技術や構想に関し

て、日本政府が検討している事項を豪州関係者や

日本の事業者に共有。 

17:30-19:00 交流会 
第 1 部から第 4 部を踏まえて、事業展開に資する

意見交換やマッチングを実施。 

出典 NRI 作成 

 

また、プログラムの各テーマにおける登壇者は、農林水産省、豪州連邦政府や州政府と協議の上、次のよう

に設定した。 
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図表 1-2 日豪官民フォーラムのプログラムにおける登壇者 

テーマ 登壇者（敬称略） 

第 1 部 平野 賢一（農林水産省大臣官房国際部国際地域課国際交渉官） 

矢島 大輔（株式会社 野村総合研究所） 

上村 光太郎（上村農園 代表） 

第 2 部 マルコム・レッツ（クイーンズランド州農業水産省次官補） 

アリスター・トライヤー（北部準州第一次産業・資源省次官） 

ブラッド・ブラウン（西オーストラリア州地域開発省事業開発総括上席審議官） 

トニー・エアーズ（オーストラリア貿易投資促進庁上級投資専門官） 

第 3 部 ケース・ベスティーグ（クィオリパック社 セールス＆マーケティングマネージャー） 

デビット・ソーン（Managing Director, Darway Pty Ltd.） 

ラッセル・ドレッジ（キンバリーアスパラガス代表取締役） 

平岡健二（株式会社前川総合研究所） 

中森俊宏（不二製油グループ 未来創造研究所企画グループマネージャー） 

第 4 部 片山英郎（総務省 情報通信国際戦略局宇宙通信政策課課長補佐） 

大橋貴則（農林水産省大臣官房国際部国際地域課国際専門官） 

出典 NRI 作成 

 

1.2. 豪州連邦政府及び州政府との官民フォーラムの実施 

1.2.1 開催概要 

本フォーラムの開催概要は次の通り。 

 

図表 1-3 日豪官民フォーラムの開催概要 

項 目 内 容 

開催日 2017 年 3 月 13 日（月） 

時間帯 
13:00～17:00 フォーラム（第 1 部～第 4 部） 

17:30～19:00 参加者による交流会 

場所 
三田共用会議所（大会議室等） 

〒108-0073 東京都港区三田 2 丁目 1-8 

参加人数/属性 
参加人数：登録者 98 名、実際参加者 86 名 

属性：金融機関、商社、製造加工メーカー、農家等 

出典 NRI 作成 
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1.2.2 実施内容 

本フォーラムの実施内容は次の通り（登壇者名は敬称略）。 

 

主催者あいさつ・フォーラムの趣旨説明等 
13:00- 
13:10 

池渕 雅和（農林水産省大臣官
房審議官（国際） 

 

主な内容： 
豪州連邦政府・州政府関係者への歓迎の言葉のほか、北部豪州におけるフードバリューチェーンプロジェクトのコ
ンセプト、農林水産省による今後の短期的・長期的な取組の紹介、豪州政府や日豪官民フォーラムに対する期待
について説明があった。 

 

 

第１部：日本からのメッセージ：これまでの取組で判ったこと（13:10-13:50） 

豪州との FVC の意義、これまでの取組状況の 
レビュー及び今後の方向性 

13:10- 
13:20 

平野 賢一（農林水産省大臣官
房国際部国際地域課国際交渉
官） 

 

主な内容： 
豪州と日本によるフードバリューチェーン（FVC）に係る取組の背景や農林水産省によるこれまでの取組状況、各
州政府との覚書（MOC）の締結等を含めた今後の方向性、調査結果から導出された課題（特に豪州側に期待する
こと）について説明があった。 

 

北部豪州の農業分野の投資関連調査の 
中間報告 

13:20- 
13:30 

矢島 大輔（株式会社 野村総
合研究所 上級コンサルタント） 

 

主な内容： 
今年度委託事業のうち、特に北部豪州の農業分野の投資関連調査に関して中間報告を実施した。 
具体的には、北部豪州における農業のポテンシャルの高さ、労働者の確保やインフラ整備に関する課題、農業分
野における更なるビジネス展開の必要性、日本の事業者との連携の必要性等について説明があった。 

 

 

日本人生産者から見た北部豪州の魅力と課題 
13:30- 
13:50 

上村 光太郎（上村農園 代表） 

 

主な内容： 
日本の生産者の観点から、豪州における農地のポテンシャルの高さやハイテク技術投資が行いやすい点、日本の
生産技術を適用することにより農業生産性が飛躍的に伸びる可能性があるといった良い点や、習熟人材の継続確
保、物流面でのインフラ整備の必要性といった課題、持続的な農業生産の重要性について説明があった。 
 
質疑応答： 
質問）日本の農家が海外展開しない理由 
回答）日本の農地経営が基本であり、長期に亘って農地を離れることができないこと、及び、海外における農業の
実態に係る情報が少ないことが原因ではないか 
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第２部：豪州からのメッセージ：日系生産者・企業に伝えたい北部豪州の魅力（13:50-15:10） 

クイーンズランド州の農業事情及び州政府の投
資促進政策・措置・州関連プロジェクト 

13:50- 
14:10 

Mr. Malcolm Letts（マルコム・レ
ッツ）(クィーンズランド州農業水
産省次官補） 

 

主な内容： 
北部クイーンズランドにおける農作物の生産状況やインフラの整備状況の紹介や、食用大豆のニーズの高まりとい
った概況紹介のほか、農業分野における新たな実証地区や物流インフラの整備状況、新技術への投資状況等に
ついて説明があった。 

 

北部準州の農業事情及び州政府の投資促進政
策・措置・州関連プロジェクト 

14:10- 
14:30 

Mr. Alister Trier（アリスター・ト
ライヤー） 
(北部準州第一次産業・資源省
次官) 

 

主な内容： 
北部準州における農作物・水産物の生産状況や北部準州と繋がる物流網の状況、農業環境（気候等）といった概
況紹介のほか、投資促進に向けた北部準州政府の方針や取組状況等について説明があった。 

 

西オーストラリア州の農業事情及び州政府の投
資促進政策・措置・州関連プロジェクト 

14:30- 
14:50 

Mr. Brad Brown（ブラッド・ブラ
ウン） 
(西オーストラリア州地域開発省
事業開発総括上席審議官） 

 

主な内容： 
西オーストラリア州における農業分野の輸出状況や今後の展開目標、インフラに対する投資状況等の紹介のほ
か、既に実行されている Ord 川における大規模開発プロジェクト、シードラゴンプロジェクト（養殖エビ）の取組内容
について説明があった。 

 

連邦政府(北部豪州事務局)による投資促進・イ
ンフラ整備に向けた取組：北部豪州投資基金や
農林水産分野の研究ファンド 

14:50- 
15:10 

Mr. Tony Eyres（トニー・エアー
ズ） 
(オーストラリア貿易投資促進庁
上級投資専門官) 

 

主な内容： 
北部豪州の各地域の基礎情報（人口、投資プロジェクト規模、輸出、農業生産物、産業構造等）や、主要産業に
おける投資機会等について説明があった。 
 
質疑応答： 
質問）農業分野において日本に期待すること 
回答）加工施設に対する投資、生産性向上及び原価低減のための技術やノウハウの導入、販売先の確保や、商
品化のアイデア（複数の豪州関係者から回答があった。） 
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第３部：日豪民間セクターからの企業紹介や相手方(官民含む)へのメッセージ（15:40-16:40） 

QUALIPAC 社の取組 
15:40- 
15:50 

クイーンズランド州政府推薦者 
Mr. Kees Versteeg（ケース・ヴェ
スティーグ） 
（クィオリパック社セールス・アン
ド・マーケティング・マネージャ
ー） 

 

主な内容： 
当社の主要生産物であるブロッコリー、カボチャ、玉ねぎに関する生産状況や生産規模、大規模収穫に耐えうる収
穫からパッケージングまでのオペレーションの紹介等があった。 

 

北部準州におけるクリーンフードパークの紹介 
15:50- 
16:00 

北部準州推薦者 
Mr. David Thorn（デビット・ソー
ン） 
（ Managing Director, Darway 
Pty Ltd） 

 

主な内容： 
北部準州における施設園芸農業施設の施設概要や、当該施設に対する投資収益等についての紹介があった。 

 

キンバリーアスパラガス社の取組 
16:00- 
16:10 

西オーストラリア州推薦者 
Mr. Russell Dredge（ラッセル・ド
レッジ） 
(キンバリーアスパラガス社代表
取締役） 

 

主な内容： 
西オーストラリア州の農業実証地域の環境や豪州北部地域における農業用水確保の重要性、当該地域における
投資機会や留意事項等について説明があった。 

 

前川製作所の取組 
16:10- 
16:20 

平岡 健二 
(株)前川総合研究所 

 

主な内容： 
当社が保有する急速凍結機や物流拠点における当社冷凍保管庫等の活用による、農業生産物の高付加価値化
事例の紹介、豪州側に期待する事等について説明があった。 

 

不二製油グループの取組 
16:20- 
16:30 

中森 俊宏 
（不二製油グループ本社 (株 ) 
未来創造研究所企画グループ
シニアマネージャー） 

 

主な内容： 
当社における大豆を原料とした製品ラインナップや当該製品の展開状況（海外ネットワーク）、大豆の高付加価値
化に係る技術の紹介等について説明があった。 
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第４部：全体総括：今後の北部豪州の農業開発に向けて（16:30-17:00） 

準天頂衛生を活用した農業生産性向上に関す
る取組 

16:30- 
16:40 

片山 英郎 
(総務省 情報通信国際戦略局
宇宙通信政策課課長補佐) 

 

主な内容： 
準天頂衛星システムの概要や農業分野における活用事例について説明があった。 

 

全体総括及び今後のグローバルフードバリュー
チェーンの展開方向について 

16:40- 
16:50 

大橋 貴則 
(農林水産省大臣官房国際部
国際地域課国際専門官) 

 

主な内容： 
日豪による今後の経済協力において農業が重要であるということや、当該分野において農林水産省が担う役割の説
明、今後想定している具体的なプロジェクトの紹介があった。 

 

閉会の辞 
16:50- 
17:00 

平野 賢一 
（農林水産省大臣官房国際部
国際地域課国際交渉官） 

 

主な内容： 
日豪官民フォーラムが双国にとっての新たな関係構築の機会になること、北部豪州開発が更に進展することを祈
念する旨の挨拶があった。 

 

フォーラムの様子は以下の通り。 

 

図表 1-4 日豪官民フォーラムの様子 

池渕審議官挨拶 質疑応答の様子 

  

マルコム・レッツ氏による講演の様子 コーヒーブレイク時の交流の様子 

  

出典 NRI 撮影 
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フォーラム後の交流会の実施の様子は以下の通り。 

 

図表 1-5 交流会の様子 

日豪参加者による交流 
Matthew Canavan 氏 (Minister for Resources and 

Northern Australia Senator for Queensland)挨拶 

  

池渕審議官と Canavan 氏 豆乳チーズを使ったメニュー（不二製油提供） 

  

出典 NRI 撮影 
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1.3 豪州連邦政府及び州政府との官民フォーラムの実施結果 

フォーラム終了後に参加者に対して簡易なアンケート調査を実施し、フォーラム自体の評価や日豪連携によ

る北部豪州での事業展開に係る意見を把握した。 

アンケートへの回答者は全体で 37 名であり、そのうち約 8 割が日本で仕事をしている方々、残り 2 割が豪州

で仕事をしている方であった。詳細は次の通り。 

 

図表 1-6 参加者属性（参加者の現在の勤務地） 

日本：N=29、豪州：N=8 

 

出典 アンケート結果 

 

 

本フォーラムへの参加目的については、日本の場合「事業機会の探索」が最も多く、回答者の約 6 割が回答

した。一方、豪州の場合は「プレゼンの実施」が約 6 割であった。詳細は次の通り。 

 

図表 1-7 フォーラム参加の目的 

日本：N=29、豪州：N=8 

 
出典 アンケート結果 

  

78.4% 21.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

日本(JAPAN) オーストラリア(AUSTRALIA)

10.3%

58.6%

34.5%

24.1%

62.5%

25.0%

25.0%

25.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

プレゼンの実施

事業機会の探索

政策動向の把握

ネットワーキング

日本(JAPAN) オーストラリア(AUSTRALIA)
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本フォーラムで実施した各プログラムに対する評価は、いずれのプログラムにおいても両国ともに「大変役立

った」、「役立った」と回答した割合が最も多かった。詳細は次の通り。 

 

図表 1-8 各プログラムの感想（上部が回答者数、下部が回答者全体に占める回答割合を表している） 

 日本（N=28） 豪州（N=8） 

大変役 

立った 
役立った 

役立た 

なかった 

大変役 

立った 
役立った 

役立た 

なかった 

日 本 の 政 策

動向 

8 

28.6% 

19 

67.9% 

1 

3.6% 

2 

25.0% 

6 

75.0% 

0 

0.0% 

オーストラリア

の政策動向 

8 

28.6% 

19 

67.9% 

0 

0.0% 

1 

12.5% 

6 

75.0% 

0 

0.0% 

事業機会 
4 

14.3% 

21 

75.0% 

1 

3.6% 

3 

37.5% 

5 

62.5% 

0 

0.0% 

ネ ッ ト ワ ー キ

ング 

4 

14.3% 

21 

75.0% 

1 

3.6% 

6 

75.0% 

2 

25.0% 

0 

0.0% 

出典 アンケート結果 

 

北部豪州開発（特に農水産物の分野）において関心のある分野に関しては、日本の場合「生産」と回答した

割合が最も多く約6割であった。一方、豪州の場合は「加工・製造」と回答した割合が最も多く約9割であった。

詳細は次の通り。 

 

図表 1-9 北部豪州開発（特に農水産物の分野）において関心のある分野（複数回答可） 

日本：N=28、豪州：N=8 

 

出典 アンケート結果 

  

67.9%

39.3%

32.1%

21.4%

62.5%

87.5%

50.0%

50.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

生産

加工・製造

物流

販売

日本(JAPAN) オーストラリア(AUSTRALIA)
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北部豪州開発に関して各国関係者が貢献・協力出来ることを、本アンケートで実際に寄せられた意見を基に

以下の通り整理した。 

日本側からは「企画・研究開発」から「物流」、「その他ファシリテーション等」まで幅広い意見が寄せられた。

特に、農業生産性の向上に資する技術的指導等（「生産」分野）やコールドチェーンを構築するための拠点整

備（「物流」分野）の項目では、各参加者が保有するノウハウに基づいた意見が寄せられた。 

豪州側からは「生産」や「その他ファシリテーション等」に関する意見があった。特に後者については、北部豪

州の各州における農業分野の投資案件、支援制度の紹介と言った意見が多く寄せられた。 

また、いずれの国からも「販売」に関する意見は、本アンケートでは得られなかった。 

その他の意見としては、豪州政府の北部豪州開発に対する手厚い支援や、インフラの更なる整備、投資促

進に係る助成金の必要性等に関する意見が寄せられた。 

 

図表 1-10 北部豪州開発に関して貢献・協力できること 

貢献・協力出来る分野 日本側 豪州側 

企画・研究開発 

 季節の逆転を理用した機会の創

出、技術等の連携 

 技術開発 

 - 

生産 

 農作物栽培技術指導、生産 

 スマート農業推進 

 水産、畜産での生産性向上に

向けてワクチン等医薬品の提供 

 イチゴの生産、グリーンハウスの

コンサルティング 

 ワイン、牛肉、子羊、穀物の生産 

加工・製造  食品の高付加価値化  - 

物流 

 コールドチェーン上の、中継物

流基地建設 

 冷凍冷蔵庫の建設又はそのコン

サルティング 

 - 

販売  -  - 

その他 

ファシリテーション等 

 豪州に対する日系企業の紹介 

 日豪企業のマッチング 

 進出支援（財政的側面） 

 北部豪州における投資可能案

件の紹介 

 投資奨励制度の紹介 

 農家とのマッチング 

 農業、養殖、園芸、家畜関係専

門家との連携 

出典 アンケート結果 
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2. 豪州における生産・流通・投資環境調査の実施 

2.1 調査対象とする農水産物 

昨年度調査を踏まえ、本年度、調査対象とした農水産物は次の通り。 

 

図表 2-1 昨年度の調査結果を踏まえ本年度調査で対象とした農水産物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 NRI 作成 

 

2.2 大豆 

2.2.1 豪州の大豆産業の概要 

豪州の大豆産業は比較的小規模で、栽培の機会は世界的なコモディティ商品市場や気象条件に依存して

いる。一般的に豪州における大豆生産は、乾燥している地域や灌漑システムが整っている地域のいずれにお

いて、穀物とさとうきび生産に対する貴重な夏の輪作作物である。 

豪州における栽培地域は非常に多様であり、クイーンズランド州北部の Atherton Tablelands からクイーンズ

ランド州中央部と沿岸部を通り、クイーンズランド州の州境沿い、ニューサウスウェールズ州北岸の川流域北部、

ニューサウスウェールズ州北西部と中央部の全ての主要な irrigation valleys、さらに南のニューサウスウェール

ズ州南部およびビクトリア州北部の Murrumbidgee 川および Murray 川の集中灌漑地域において栽培されてい

る。西オーストラリア州の Ord 川を拠点とする小規模な産業もある。 

大豆産業は歴史的に油糧種子の粉砕を基盤としてきたが、近年ではその他の最終用途、特に食品用途へ

の拡大を図る動きが見られている。 

用途の拡大が進み、様々な文献や業界レビューにおいて、概して意見が一致しているのは、同業界には発

展の大きな可能性があるということである。これらの想定は、全農業生産性システムにおいて見出された大豆

の輪作作物としての価値と国内および輸出の市場機会、特に大豆食品への関心の高まりに基づいている。 

 

2.2.2 豪州の大豆産業の歴史 

豪州における大豆産業は 1950 年代から商業的に栽培されているが、業界における生産量が高い水準に達

したのは 1970 年代半ばから後半であった。様々な州で商業的栽培が行われていたものの、同業界の拠点は

常にクイーンズランド州とニューサウスウェールズ州であった。伝統的に豪州では粉砕部門が大豆の主要市場

であった。1990 年後半までは、100,000 トンの収穫物の 50%超が粉砕されていた。20～25%は集約的畜産飼料

向けの全脂大豆粕に利用されていた。 

昨年度の調査結果

北
部
豪
州
の
可
能
性

①超大規模農地（数百から数千ha規模）
の確保が可能

②高い人件費等から素材及び加工品の
いずれかで高付加価値品（高原価に耐
える商品）であることが必須

③北部開発は長期的に取り組む必要が
あるが、短期的な事業の成功が無けれ
ば民間や投資家の関心が早急に薄まる

[主に①から]大豆：ターゲットとしているアジア
市場での用途も広く、豪州でも豆乳をはじ
めとして高い人気がある

[主に②から]アスパラガス：健康志向の高まり、
希少性から豪州でも根強い人気があり、ア
ジア市場でも高い成長が見込まれる

[主に③から]バラマンディ：豪州を代表するた
んぱく源で、アジア市場でも高い成長が見
込まれている

本年度調査で対象とする農水産物
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豪州国内における大豆に係る食品市場は、ベトナム戦争後のアジアからの移民の流入と共に、1970 年代後

半まで成長し消費の約 20～30%を占め、約 5%は種まき用に使用されていた。 

産業の初期段階では、輸出は全く行われていなかった。 

過去 10 年間で同業界の特徴は変わり、アジアの食品部門、製粉を対象とした輸出が拡大する一方、粉砕お

よび全脂部門の受容は相対的に低下している。この変化は、食品市場の収益が高く、増加していることが要因

と考えられ、さらに、この市場で求められる高品質の新しい品種が栽培できるようになったことも、促進された要

因となっている。 

このような環境にあっても、粉砕部門は依然として同業界の基盤であり、豪州における大豆の一般的な市場

価格はこの粉砕により規定されている。粉砕部門はまた、食品等級に満たない大豆に重要なセーフティーネッ

トと受け皿を提供している。 

豪州は世界的に見て、大豆生産は小規模にランクされ、年間生産量は一般的に世界で 30 位以下となって

いる。豪州の年間生産量は年によって異なり、重要な播種時期である晩春から真夏の播種の状況に大きく左

右される。これらの期間における降雨が生産量に影響する最も重要な要因となっている。 

 

2.2.3 豪州における大豆の用途 

大豆の大部分（85%）は大豆粕および油に加工される。大豆ミールの約 98%はさらに動物飼料に加工され、残

りは大豆粉およびたんぱく質の製造に利用される。 

 

 油については 95%が食用、残りは脂肪酸、石鹸、バイオディーゼルといった工業製品に利用される。 

 豆乳：豪州では 1 人当たり年間 3 リットルの豆乳を消費する。これは 1998 年の消費推計量から 50%の増加

である。2009 年の消費量は約 10,000 トンの丸大豆に相当する。豪州の豆乳生産のほとんどは、輸入され

た大豆たんぱく質あるいは大豆たんぱく質分離物を基に行われている。このカテゴリーのマーケットリーダ

ーは Sanitarium（1 億 1,500 万ドル相当）および Vitasoy（40%）である。豪州における豆乳消費は着実に成

長し続けると予測されている。2010 年、Vitasoy はこの予測されている成長と豪州における豆乳市場のシェ

アの増加に乗じて、Wodonga の加工施設に 1,800 万ドルの投資を行った。 

 大豆粉：豪州の大豆粉市場は、パンおよびペーカリー消費者製品に使用される大豆粉に依存している。豪

州のベーキング部門は成熟市場であり、国内の小麦粉生産量は約 200 万トンで過去 10 年の間に変化が

見られない。同様に、豪州のパン製造は年間約 800,000 トンで、他の主要部門であるビスケット部門とケー

キ部門では輸出市場において着実な増加を見せてはいるものの、いずれの部門においても国内ではわず

かな減少とはいかないまでもどちらかといえば変化は見られない。一般的に大豆粉はパンの生地配合物の

1～5%を占めている。よって、国内の大豆粉市場は年間 18,000～20,000 トンであると推定される。 

 

食品としての大豆の消費は主にアジア、特に中国、日本、インドネシアに集中しており、種子全体を直接利

用するか、加工され高タンパク原料として豆腐、テンぺ、豆乳、大豆チーズ、その他製品に利用される。これが

市場全体に占める割合は比較的小さい（6%）が、ボリューム、特に金額の面では重要となっている。 

 

2.2.4 豪州の大豆産業の市場 

豪州の大豆産業は、過去 10 年の間に変わり、粉砕および全脂部門は減少、食用大豆の国内消費量は増加

し、輸出市場は拡大した。この変化は食品市場からの収益の増加によるもので、これらの市場で求められる高

品質をターゲットとした新しい品種が利用できるようになったことで促進された。 
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食用大豆の需要は、西洋の食生活において健康的な食品が増加していることと、大豆がこれらの健康上の

利点を提供できる能力を持つという認知度の向上に支えられている。大豆は食料品として、またさまざまな食

品の原料として、主流市場に進出してきている。健康志向の消費者は、多くの一般的な乳製品の代替品の基

盤として豆乳、大豆ベース飲料、乳製品を含まない大豆製品を選んでいる。それに加え、栄養・食品団体の多

くが、心臓病リスクの低減を含む数多くの健康上の利点と大豆とを結びつけている。 

日本、台湾、タイ、シンガポール、インドネシアを含むアジア諸国からの豪州食用大豆に対する需要の高まり

も見られる。 

日本だけでも、豆腐に適した等級の大豆を毎年ほぼ 50 万トン輸入している。 

現在は米国やカナダがこれらの市場における主要サプライヤーである。 

豪州の大豆は、市場の上端に位置する高級品として有利な立場にいる。この輸出の機会は、高品質、同一

性保持、非遺伝子組み換え、優れた食品安全記録といった豪州に対する高い評価に基づいている。特に世

界の他地域における遺伝子組み換え大豆の拡大によって豪州産大豆にニッチな食用市場が開かれた。 

 

2.2.5 生産量、栽培面積、市場（用途別）の推移 

豪州における大豆の生産量等の推移は次の通り。 

 

図表 2-2 生産量、栽培面積、市場（用途別）の推移（オーストラリアの年度は、7 月 1 日から翌 6 月 30 日まで） 

生産量の推移（QLD:クイーンズランド州、NSW:ニューサウスウェールズ州、VIC:ビクトリア州） 

 2002 年度 2003 年度 2004 年度 2005 年度 2006 年度 2007 年度 2008 年度 2009 年度 2010 年度 

QLD 5 32 16 15 11 21 52 16 6 

NSW 9 41 38 41 21 14 48 47 30 

VIC 0 1 1 1 0 0 1 1 2 

計 14 74 54 57 32 35 101 64 38 

栽培面積の推移（1,000ha） 

QLD 3 15 8 7 5 8 33 13 4.3 

NSW 5 16 17 16 9 7 24 17 11.6 

VIC 0 1 0.5 1 0 0 0 0.3 0.6 

計 8 32 26 24 14 15 56 30.3 16.5 

※2002 年度、2006 年度、2007 年度は、干ばつの影響を受けている 

※2010 年度の予測値 

※クイーンズランド州における 2010 年度の予測値の急激な減少は、厳しい気候と洪水の影響が加味されている。 

出典 Australian Oilseeds Federation and Soy Australia 
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図表 2-3 市場（用途別）の推移 

 

2003 年度 2005 年度 2008 年度 2009 年度 

1,000 トン 
シ ェ ア

（％） 
1,000 トン 

シ ェ ア

（％） 
1,000 トン 

シ ェ ア

（％） 
1,000 トン 

シ ェ ア

（％） 

粉 14 18.4 14 25.8 18 18 13.5 21.1 

アジアン 5 6.6 3.5 5.5 12 12 6 9.4 

豆乳 5 6.6 3.5 6.4 5 5 1.5 2.4 

輸出 10 13.2 4 11.1 10 10 - - 

粉砕 30 39.5 20 27.2 35 34.5 30 47 

脂肪 10 13.2 10 19.3 18 18 10 15.6 

植え付け 2 2.6 2 4.7 3 2.5 3 4.5 

計 76 - 57 - 101 - 64 - 

輸入粉末 350 - 400 - 700 - 800 - 

出典 Australian Oilseeds Federation and Soy Australia 

 

図表 2-4 生産エリア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 CSIRO 
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2.2.6 豪州国家大豆品種改良プログラム（Australian National Soybean Breeding Program） 

豪州大豆産業の成長と発展は、豪州国家大豆品種改良プログラム（ANSB）を通じた新品種の開発により進

められている。このプログラムは、Grains Research and Development Corporation（GRDC）、CSIRO、I&I NSW と

の間のパートナーシップにより進められている。各協力パートナーの活動は以下の通り。 

 CSIRO：大豆改良プログラムの先頭に立ち、品種改良戦略を実行する。新たな特性を特定し遺伝子移入

（introgress）するための pre breeding、交雑（crossing）、新たな生殖細胞質（germplasm）の交配（breeding）

および世代促進（generational advance）、品質に関する研究室試験、新種の品種評価実施、および、プロ

グラムの戦略的な研究方針の提供を行う。 

 I&I NSW：生物季節学（phenology）、歩留まり（yield）、農業形質（agronomic traits）、および、脱粒

（shattering）、べと病（downy mildew）、スクレロティニア属（Sclerotinia）に対する抵抗性（resistance to 

shattering）について、世代促進や品種系統（strain）および変種（variety）の試験（trials）を実施する。また、

食用市場での受容性についての品種評価や、たんぱく質・含油量検査も行う。 

 GRDC はこのプログラムの主要投資者および後援者である。 

 

この品種改良プログラムの主な目的は、以下の通り。 

 高い適応性と対象となる各大豆地域に適合する早晩性を有し、収量性が高く、たんぱく質含有量、

weathering tolerance、乾燥耐性、フィトフトラおよびその他病害への耐性が高い品種を開発することで、大

豆産業がその可能性を最大限に発揮できるよう支援する。 

 これらの特性に、より高価値な食品用市場を含む大豆市場の全部門で必要とされる加工特性を組み合わ

せる。 

 業界のより迅速な進歩を支援し、改良された大豆品種の農業者および加工業者への提供の効率化を促進

するために、ANSB と Soy Australia の連携をさらに発展させる。 

 

ANSB にはいくつかの主要対象地域がある。それらの地域には、Riverina（ニューサウスウェールズ州）、ノー

スコースト（ニューサウスウェールズ州）、内陸灌漑地域（ニューサウスウェールズ州）、亜熱帯沿岸地域（クイー

ンズランド州）、ダーリングダウンズ（クイーンズランド州）が含まれる。 

 

2.2.7 ライセンスが供与されている品種 

 Bunya：Bunya は大半の地域に適した早熟品種で、グループ 5-6 に分類される。CSIRO によって作り出され

た Bunya は、2006 年に PBR（育成者権、Plant Breeder’s Rights）の下で初めてリリースされ、Soy Australia

にライセンスが供与された。Bunya はニューサウスウェールズ州北部およびクイーンズランド州南部に適して

いる。大粒の食品用品種で透き通った臍を持つ。豆腐市場で好まれる品種である。Bunya はクイーンズラン

ド州のフィトフトラ根腐れ病の 2 つの主要菌種に対して耐性を持つ。Bunya の種子サイズは非常に大きいた

め、収穫時のダメージ（損傷）のリスクが高まることがある。発芽チェックと播種時に細心の注意を払って種を

取り扱うことが不可欠である。豪州国家大豆品種改良プログラム（GRDC/CSIRO/I&I NSW）を通じ、ブリス

ベンの CSIRO の Dr Andrew James によって作り出された品種である。 

 Fraser：Fraser は晩熟品種でグループ 7 に分類される。2007 年に PBR の下で CSIRO によってリリースさ

れ、Soy Australia にライセンスが供与された。Gladstone からニューサウスウェールズ州との州境に至るクイ

ーンズランド州南部に適している。Fraser は、種子の大きさが中程度で透き通った臍を持つ品種で、大豆

粉や豆乳製造での使用に適している。Fraser は既存の品種とほぼ同じ期間で成熟するが、穀粒収量とバ
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イオマス生産量が高いため、サトウキビの輪作作物として最適である。大豆収穫後に植えられるサトウキビ

はより健康で、大豆バイオマスの分解によって放出された窒素を利用する。それは豆腐市場でも使用でき

る可能性がある。Fraser はクイーンズランド州のフィトフトラ根腐れ病の 2 つの主要菌種に対して耐性を持

つ。豪州国家大豆品種改良プログラム（GRDC/CSIRO/I&I NSW）を通じ、ブリスベンの CSIRO の Dr 

Andrew James によって作り出された品種である。 

 Stuart：Stuart は熱帯地方に適合する栽培期間の長い品種で、グループ 8-9 に分類される。Stuart は 2006

年に PBR の下で CSIRO によってリリースされ、Soy Australia にライセンスが供与された。クイーンズランド州

沿岸部および熱帯地域に適した明るい色の臍を持つ初の品種である。Stuart は晩熟品種であり、Mackay

より南の地域で栽培すべきではない。また熱帯地方における乾燥期の播種に適している。正しい時期に播

種した場合、Stuart は Leichhardt よりもわずかに less vegetative である。 サトウキビとの輪作においては、

この品種は他の大豆品種よりも優れた root nematodes への抵抗性という利点を有する。冷涼で降雨量が多

い年に Atherton Tableland において問題を引き起こす現在のさび病の菌種への抵抗性も有する。 

 Snowy：Snowy はニューサウスウェールズ州南部およびビクトリア州北部に適した初の品種で、透き通った臍

を持つ。優れた収量と高い食品用等級品質とを兼ね備えており、Riverina での灌漑生産に適した初めての

品種のひとつでもある。Snowy は豆腐に適した優れた特徴と、優れた収量、早晩性、病気に対する抵抗性、

農業特性とを兼ね備えている。豪州国家大豆品種改良プログラム（GRDC/CSIRO/I&I NSW）を通じ、ブリス

ベンの CSIRO の Dr Andrew James によって作り出された品種である。 

 Moonbi：Moonbi は豪州国家大豆品種改良プログラムからリリースされた品種で、Soy Australia によって商

用ライセンスが与えられる。Moonbi は、ニューサウスウェールズ州ノースコーストおよび内陸灌漑地域のた

めに作り出された、大粒で透き通った臍を持つ品種である。優れた収量および種子たんぱく質量に加え、

Moonbi はまた good weathering を示し、非常に成熟が早い（播種日が同じ場合、Soya791 よりも約 10～12

日早い）。これは、沿岸部の生産地域においては、収穫時に大雨に遭遇するリスクを最小限に抑える上で

の利点である。この特性によって冬作物および牧草の早期播種が可能となるため、二毛作システムには都

合が良い。また作物を成熟させるための灌漑用水の必要性を減らすことができるため、内陸灌漑地域 I にと

ってもまた有利である。豪州国家大豆品種改良プログラム（GRDC/CSIRO/I&I NSW）を通じ、ブリスベンの

CSIRO の Dr Andrew James によって作り出された品種である。 

 Bidgee：Bidgee は、豪州大豆品種改良プログラムによってリリースされ Soy Australia にライセンスが供与さ

れる最新の品種で、2013 年播種期から利用可能となる予定。Bidgee は、特にニューサウスウェールズ州/

ビクトリア州の南部地域向けに改良された品種で、非常に収量が高く、透き通った臍、丸い種子形状、光沢

のある種皮を持つ。播種期は 11 月初旬から 12 月末までとなっており、柔軟性がある。種子は Djakal よりも

わずかに小さく、豆は人間の食用市場に最適で、たんぱく質量は求められる 40%を優に上回る。この品種

は優れた early crop vigour を有し、成長速度が速く、細い葉と白い花を持つ。 

 Hayman：Hayman（系統 NK55C-32）は豪州大豆品種改良プログラムによる新たな品種で、2013 年に PBR

の下で初めてリリースされ、現在は Seednet にライセンスが供与されている。Hayman は透き通った臍を持つ

大粒で色の薄い種子を生み出し、乾物ベースで 43%を上回るたんぱく質量を簡単に生成する。これらの特

性は、粉砕市場だけでなく、より高価値な食用市場を含む、より広い市場の選択肢を生産者に提供する。

Haymanはまた、Bunyaと同様に 11sA4たんぱく質が 0であるため、豆腐加工業者から高く評価されている。

Hayman は、うどんこ病に対する抵抗性と、沿岸土壌に一般的なマンガン毒性への高い耐性を有する。

Hayman は A6785 に類似した weathering tolerance を持つ。その大きなバイオマスと長い生育期間により、

ノースコーストでの穀物生産についてはシーズン末期の播種日（1 月中旬から下旬）のみが推奨される。ノ
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ースコーストにおいて Hayman は、かなり遅い播種日という点で Warrigal あるいは A6785 よりも優れた選択

肢を提供する。Hayman はニューサウスウェールズ州のノースコースト、Northern Tablelands 地域およびクイ

ーンズランド州南部における羊・酪農業者向けの干し草およびサイレージ生産における最適な選択肢であ

る。Hayman は Asgrow A6785 に比べて同等の飼料価値を維持しながら倒伏が少ない一方、ヘクタール当

たりのバイオマス生成量が最大で 25%多い。同じ日に播種した場合、Hayman は成熟までに A6785 よりも約

12 日間長くかかるため、干し草やサイレージ生産者が作物を刈り取るチャンス期間はより長くなる。Hayman

（NK55C-32）は豪州大豆品種改良プログラムのために、ブリスベンの CSIRO の Dr Andrew James によって

改良され、NSW DPI Narrabri の Dr Ian Rose、 NSW DPI Grafton の Dr Natalie Moore によって評価が行わ

れた。 

 Richmond：Richmond（系統 NF246-64 ）は豪州大豆品種改良プログラムによる新たな品種で、2013 年に

PBR の下で初めてリリースされ、現在は Seednet にライセンス供与されている。Richmond は、ニューサウス

ウェールズ州のノースコースト、northern tablelands and slopes、Liverpool Plains 地域における生産に適し

ている。Richmond はまたクイーンズランド州南部の灌漑生産システム向けにも検討されるであろう。

Richmond は臍が透き通っていてたんぱく質含量が多く、A6785 の大粒の代替品であり、沿岸部のシーズン

半ばの播種期（12 月中旬から下旬）に適している。Richmond は現在入手可能な臍が透き通った品種の中

で最も高い weathering tolerance を有するが、weathering tolerance のベンチマークである臍色の濃い Zeus

ほど高くはない。Richmond は収穫を容易にするために lodging、クリーンな落葉、さらには成熟をも最小限

にするためコンパクトな plant type を有する。Richmond は豪州大豆品種改良プログラムのために、CSIRO

の Dr Andrew James によって改良され、NSW DPI の Dr Natalie Moore によって評価が行われた。 

 

2.2.8 地域の特定 

本調査では、大豆に日本食への活用という視点から、豆腐事業者から高く評価されている Hayman 種の適用

を検討した。 

 

品種概要 

Hayman は地域によって異なる利点を生産者に提供するユニークな品種である。 

 ニューサウスウェールズ州における乾草およびサイレージ用：Hayman は、ニューサウスウェールズ州のノー

スコースト（North Coast）地域やノーザン・テーブルランド（northern Tablelands）地域、クイーンズランド州南

部における羊および乳製品の生産者向けの乾草・サイレージ生産において、優れたパフォーマンスを提供

している。Hayman のバイオマス生産量は Asgrow A6785 に比べヘクタール当たり最大 25 パーセント多い

が、同等の飼料価値（feed values）を保有しており、倒伏（lodging）が少ない。 

 Hayman はうどんこ病（Powdery Mildew）に耐性を持ち、沿岸部の土壌に一般的に見られるマンガン毒性に

高い耐性を有する。クイーンズランド州における穀物用：クイーンズランド州におけるダーリング・ダウンズ

（Darling Downs）、ロックヤー・バレー（Lockyer Valley）から北に向かってバーネット（Burnett）地域およびマ

ッカイ（Mackay）地域まで、Hayman は Soya 791 や Bunya に比べ耐病性とタンパク質含有量に優れ、抜群

の穀物収量（grain yield）の可能性を提供している。 

 

シロメ（clear hilum）を持ち、たんぱく質含有量が多く、種子が大粒であるといった Hayman の優れた穀粒品質

（grain qualities）は、高価値食用市場（higher value culinary markets）に適している。Hayman は Bunya と同様

に 11sA4 たんぱく質の含有量が 0 であるため、そのゲル化の性質を豆腐加工業者から高く評価されている。 
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ニューサウスウェールズ州のノースコースト地域では、一番遅い播種期（planting window）（例えば 1 月下旬

から 2 月初旬）の穀物生産用として Hayman が考えられる。そのバイオマス生産量の多いことから、ノースコー

スト地域における播種期がシーズン前期・中期の穀物生産用としては推奨されない。 

 

品種改良 

Hayman（NK55C-32）は、豪州大豆品種改良プログラム（Australian Soybean Breeding Program）の一環として

CSIRO Brisbane の Dr Andrew James によって作り出され、NSW DPI Narrabri の Dr Ian Rose および NSW DPI 

Grafton の Dr Natalie Moore によって評価が行われた。 

この品種改良プログラムは、穀物生産者からの課徴金（grain grower levies）及び、GRDC、CSIRO、NSW DPI

によって資金が提供されている。系統（Pedigree）：NK55 = (Cowrie/97056-17)/Poseidon、97056-17 = (He 

Dian 22/Melrose)、He Dian 22 は中国極北東部の食用品種である。 

 

土壌のタイプ 

Hayman は、沿岸生産地域において一般的に見られる酸性土壌を含む大半の土壌タイプに広く適合する。 

 

生育期間（Maturity） 

ダーリング・ダウンズやロックヤー・バレーといったクイーンズランド州南部の生産地域においては、Hayman

の生育期間は 130 日間前後である。同品種は、北方へ行くほど成熟期に至る日数は減少する。クイーンズラン

ド州のバーネット地域では、Hayman の生育期間は 120 日前後である。 

ニューサウスウェールズ州のノースコースト地域やノーザン・テーブルランド地域における乾草・サイレージ生

産地域では、Hayman は A6785 よりも成熟が遅い（約 10～14 日）。この子実肥大期（pod filling phase）の期間

が長いことで、乾草・サイレージ作業を完了させるためのより多くの機会が提供される。これは雨天による遅延

がよく起こる沿岸地域においては有益である。 
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図表 2-5 Grafton において NSW DPI が実施した反復試験栽培（replicated trial）では、A6785（左）に比べて

Hayman（右）のバイオマス生産量が多く、Hayman の生育期間の方が長い（約 10～14 日）ことが示された。

Hayman は生育期間が長いため、乾草・サイレージ生産のためにより長い期間を確保することが可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 Seednet Factsheet – Hayman- / CSIRO 他 

 

作物の特性 

Hayman は、草高が高くバイオマス生産量が多く生育期間が長い品種（long season variety）で、A6785、Soya 

791、Warrigal に比べて優れた倒伏抵抗性（lodging resistance）を有する。直立型（Upright stature）で分枝能

力（branching ability）の高いセミ・デターミネイト（semi-determinate）種である。 

Hayman は高いバイオマス生産量を求める生産者には第 1 の選択肢であろう。 

 

穀粒品質 

Hayman は種子が大きく、シロメを持ち、乾物ベースで 43 パーセントを上回るレベルのたんぱく質を容易に生

成する。これらの特性によって、破砕市場のみならず高価値食用大豆市場を含む幅広い市場の選択肢が生

産者に提供される。 

Hayman は Bunya と同様、豆腐加工業者からの評価が高い 11sA4 たんぱく質が 0 の品種である。 

 

収 量 

Hayman は数シーズンにわたるトライアルにおいて、現行の他の大豆品種に比べ、一貫して素晴らしい実績

を上げている。クイーンズランド州では、Hayman は Bunya、Soya 791 に代わる耐病性および倒伏抵抗性に優

れた高収量の選択肢を提供している。 
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図表 2-6 穀物生産用の場合、Hayman は、クイーンズランド州のダーリング・ダウンズから北のバーネットおよ

びマッカイに至る地域に最も適している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 Seednet Factsheet – Hayman- / CSIRO 他 

 

飼料価値分析 

Hayman は、ニューサウスウェールズ州北部の研究施設や農場において実施された乾草・サイレージ向け試

験栽培において数シーズンにわたり一貫して素晴らしい実績を上げている。同一の圃場条件（field conditions）

下では、Hayman（乾物重量で 11 トン/ヘクタール）のバイオマス生産量が A6785（乾物重量で 8.7 トン/ヘクタ

ール）よりも 25 パーセント高かった一方で、同様の飼料価値分析を維持している。 

 

図表 2-7 Hayman のバイオマスおよび穀物生産のトライアルの結果、NSW DPI Grafton 

試験栽培におけるバイオマスおよび穀物の生産量 
3 圃場反復（3 field replicates）によるデータ、NSW DPI Grafton 

 単位 Hayman A6785 

草高 センチメートル 124 103.6 

バイオマス 
（結莢中期（mid pod-fill）の苗条バイオマ
ス（shoot biomass）） 

トン/ヘクタール 
（乾物重量） 

11 8.7 

倒伏 スコア 1 – 5 1.5 2.5 

うどんこ病 スコア 1 – 5 1 2.2 

開花期（Flowering） 
（F50 までの日数） 

播種後日数 57 51 

成熟期（Maturity） 
（P95 までの日数） 

播種後日数 136 120 

穀物収量 トン/ヘクタール 
@水分 12 パーセント 

4.4 4.3 

穀物たんぱく含有率 パーセント 
（乾物重量） 

45.5 41.6 

種子の大きさ グラム/100 粒 
@水分 12 パーセント 

24.6 15 

臍色  白 褐色 

出典 Seednet Factsheet – Hayman- / CSIRO 他 
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図表 2-8 Hayman の飼料価値分析 

飼料価値分析 
NSW DPI 飼料品質研究所（NSW DPI Feed Quality Laboratory）、Wagga Wagga 

飼料価値 単位 Hayman A6785 
中性デタージェント繊維 
（Neutral Detergent Fibre） 

パーセント 34 36 

酸性デタージェント繊維 
（Acid Detergent Fibre） 

パーセント 23 24 

粗たんぱく質 
（Crude Protein） 

パーセント 27 27 

無機灰分 
（Inorganic Ash） 

パーセント 12 12 

有機物 
（Organic Matter） 

パーセント 88 88 

乾物消化率 
（Dry Matter Digestibility（DMD）） 

パーセント 67 67 

乾物中の可消化有機物含量 
（ Digestible Organic Matter in the Dry 
Matter（DOMD）） 

パーセント 63 63 

代謝エネルギー 
（Metabolisable Energy） 

メガジュール/キログラム 
（乾物重量） 

10 10 

出典 Seednet Factsheet – Hayman- / CSIRO 他 

 

育成者権（Plant Breeder Rights）および使用料（royalties） 

Hayman は育成者権によって保護されている。Plant Breeder’s Rights Act, 1994 では、無許可の商業繁殖

（commercial propagation）あるいは販売、この品種の種苗（propagating material）の調整（conditioning）、輸出、

輸入、保管（stocking）は侵害行為である。生産者はこの品種の生産から得られる種子を、種子として自ら使用

するためにのみ保持することが許可されている。この品種には、breeder royalties を含むトン当たり 12 ドル（+ 

GST）の種子使用料（End Point Royalty）が適用される。 

 

播 種 

5 センチメートル以内の深さの湿った土壌に播種する。乾燥地の大豆（dryland soybean）は断面全体に水分

が含まれている土壌（a full profile of soil moisture）に播種する。例えば、ニューサウスウェールズ州ノーザン・

スロープス（Northern slopes）の 100～120 センチメートルの湿った土壌や、ニューサウスウェールズ州テーブル

ランドの 60～80 センチメートルの湿った土壌である。 

灌漑大豆圃場は播種前に灌漑を行い、6～8 メガリットル/ヘクタールが必要である。その品種に最適な時期

に播種をすることで、日光/ヒートユニット（daylight/heat units）を最大限に活用して潜在収量（yield）と穀粒品

質を最大化し、早霜（early frosts）による被害を防ぐことができる。 

地域の状況に合った栽植密度（plant population）の確立は、潜在収量の達成には欠かせない。 

最適な播種密度（seeding rates）は地域によって大きく異なり、種子の大きさ、その地域に適した目標栽植密

度、条間隔（row spacing）、播種時期に基づき算出される。地域や営農体系（farming system）に適した栽植密

度を決定する際には地元の農学者（agronomist）に相談すべきである。大豆生産に関する更なる情報が必要

であれば各州の農業省に相談する（ニューサウスウェールズ州の場合は NSW DPI Summer Crop Production 

Guide を参照）。 

播種密度の算出には次の式を利用する。苗立ち率（establishment rate）85 パーセントはほとんどの状況に適

している。 
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図表 2-9 播種密度の算出 

1000 粒の種子重

量（グラム） 
× 

目標栽植密度

（Plant 

Population） 

＋ 100 ＋ 

苗立ち率（パーセント） 

× 

発芽率（パーセント） 

＝ 播種密度                    キログラム/ヘクタール 

出典 Seednet Factsheet – Hayman- / CSIRO 他 

 

栄 養 

大豆用の株であるグループ H 接種剤（Group H inoculant）（株 CB 1809）を使用して常に種子を正しく接種

（inoculate）を行う。 

多くの場合、大豆は全く、あるいはほとんど「根付け肥（starter）」窒素を必要としない。播種時に窒素が多過

ぎる（>25 キログラム N/ヘクタール）場合、根粒の形成（nodulation）の妨げとなり、後作あるいは牧草にとって

大豆作物による残留窒素のメリット（residual N benefits）の低下をもたらす可能性がある。 

Hayman はバイオマス生産量が多い品種であるため、十分な養分を与えることが重要である。大豆生産に欠

かせない養分にはリン（P）、カリウム（K）、硫黄（S）、灰色重粘土（heavy grey clay）の土壌における亜鉛（Zn）や

ニューサウスウェールズ州のテーブルランドや沿岸地域の酸性土壌におけるモリブデン（Mo）を含む微量元素

（trace elements）が含まれる。 

養分量は最近の土壌テストに基づいて算出する必要がある。  

 

雑草および昆虫の管理 

キャノピー閉鎖（canopy closure）前の作物の成長初期段階で雑草を制御することで、競争が取り除かれ、収

量が改善する。さまざまな発芽前・発芽後除草剤（pre and post-emergent herbicides）が利用可能である。 

大豆作物は一般的にさまざまな益虫の棲み家となっていることから、総合的害虫管理（IPM）を実施する上で

理想的である。開花期までは少なくとも 1 週間に 1 回、開花期から成熟期までは週 2 回、害虫および益虫の検

査を行う。 

 

収穫および穀物の取扱い 

天候による損害（weather damage）や過乾燥穀粒（over-dry grain）による収穫損失のリスクを軽減するため、

成熟したらすぐに大豆作物の収穫を行う。大豆の種皮は繊細であり、種子を落とさないように丁寧に扱う必要

がある。 

 

耐病性 

Hayman はうどんこ病に耐性を持ち、沿岸部の土壌に一般的に見られるマンガン毒性への高い耐性を有す

る。NSW DPI による試験栽培では、Hayaman は A6785 と同様の耐候性（weathering tolerance）を示した。 
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図表 2-10 他品種との比較における Hayman の作物特性および耐病性 

品種 臍色 

収量 

（トン/ヘクタール 

@水分 12 パーセン

ト） 

2007-13 年 

たんぱく質 

（パーセント 

（乾物ベース）） 

2007-13 年 

種子サイズ 

（キログラム当た

りの粒数） 

マンガン

耐性 

茎疫病

（Phytophthora root 

rot） 

レース抵抗性（Race 

resistance） 

うどんこ病 

耐候性 

2007-13 年 

天候による被害を

受けていない穀粒

の割合 

（パーセント） 1 4 15 25 

Hayman 白 4.2 44.4 4150 高 Y Y Y Y R 82 

A6785 褐色 4.0 39.4 
6660 

 
低 Y Y Y Y R 83 

Soya 791 黄褐色 4.2 41.6 5260 低 Y Y N Y S 54 

Bunya 

（2006） 
白 4.2 40.7 4000 中 Y Y Y Y S 72 

出典 Seednet Factsheet – Hayman- / CSIRO 他 

 

図表 2-11 Hayman の生産地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 Seednet Factsheet – Hayman- / CSIRO 他 

 

図表 2-12 Hayman の生産地域・用途別推奨播種期 

地 域 
乾草、サイレー
ジ、緑肥の生産 

穀物の生産 

クイーンズランド州、ノーザン（Northern）（マッカ
イ（Mackay）） 

全ての地域で 11
月下旬から 12 月

中旬 

12 月初旬 

クイーンズランド州、セントラル・コースト（Central 
Coast）およびバーネット（Burnett） 

12 月中旬～1 月中旬 

クイーンズランド州、ダーリング・ダウンズ
（Darling Downs）およびロックヤー・バレー

（Lockyer Valley） 

12 月中旬～1 月上旬 

ニューサウスウェールズ州、テーブルランド
（Tablelands）およびノーザン・スロープス

（Northern Slopes） 

この地域における穀物生産では、霜害
のリスクを避けるため早生品種（shorter 
season variety）を選ぶ（例：Richmond）。 

ニューサウスウェールズ州、ノースコースト
（North Coast） 

1 月下旬～2 月上旬 

出典 Seednet Factsheet – Hayman- / CSIRO 他  
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2.3 アスパラガス 

2.3.1 アスパラガスの豪州国内市場と輸出の状況 

温帯-亜熱帯気候で冬は涼しい豪州はアスパラガスの栽培に適している。生産量においては、豪州のアスパ

ラガス産業は世界で第 8 位である。同業界の net value は約 5,000 万ドルで、生産高の 95 パーセント超をビク

トリア州が占めている。同業界は、環境要素、化学薬品の使用が少ない、相対的に害虫や病気の心配がない

といった面において比較優位を有している。豪州においてはグリーンアスパラガスが圧倒的で、他に少量のホ

ワイトアスパラガスと非常に限られた量のパープルアスパラガスが栽培されている。豪州における収穫時期は 8

月-9 月から 4 月までである。 

かなりの量がビクトリア州において栽培され、ニューサウスウェールズ州、クイーンズランド州、西オーストラリ

ア州においても小規模だが栽培が行われている。豪州で生産されるアスパラガスの大半は国内および輸出市

場において生の状態で販売されている。 

ビクトリア州のクー・ウィー・ラップ（Koo Weep Rup）・ダルモア（Dalmore）地域で生産されるアスパラガスが豪

州のアスパラガス総生産量の 93 パーセント超を占めており、同地域に「アスパラガス国（Asparagus Country）」

の愛称が付けられたのも不思議ではない。 

この地域で生産されるアスパラは 100 パーセント、クリーン、グリーンで安全であるという羨むべき評価を得て

おり、その優れた食味は国内・グローバル市場共に高い評価を得ている。2000 年代初めまで、豪州の人々は

アスパラガスを「グルメな」野菜とみなし、毎日の食事というより特別な機会に食べられる珍味だと考えていた。

今日でもアスパラガスはその汎用性とユニークなハーブの風味そして独特の形状によってシェフや美食家から

相変わらず愛されているが、今では家庭の料理の作り手や家族のレパートリーにしっかりと取り入れられており、

裏庭でのバーベキューから炒め物、スープ、サラダまで日常の家庭のレシピとして楽しまれている。 

豪州のアスパラ産業の過去の成長と発展は好調な輸出市場に起因していたが、2002 年に同業界は国内市

場を拡大する機会を受け入れた。それ以降、国内市場におけるアスパラガスの入手しやすさの向上、小売レ

ベルでのアクセシビリティの改善、マーケティングおよび販促活動の拡大、健康的な食品の需要増加によって

見掛け国内消費量は増加を見せた。 

豪州における 1 人当たりの年間アスパラガス消費量は 416 グラム（わずか 2 束あまり）と推定される。過去 10

年間で 30 パーセント超の増加を見せているものの、用途が広いこの野菜を豪州の食事に取り入れる余地は十

分にある。スイスの 1 人当たりの年間アスパラガス消費量は 1.5 キログラムで、ドイツの 1.12 キログラムがそれ

に続いている。 

豪州の国内で収穫できない他の期間については、ペルー、タイ、メキシコ、米国産の輸入アスパラガスが入

手可能である。 

アスパラガスは豪州の全ての州の中央卸売市場（Central Wholesale Market）を通じて販売され、またスーパ

ーや外食産業市場にも直接販売されている。 

 

豪州で生産されるアスパラガスの 40 パーセントは輸出市場において生で販売されており、主要輸出先は日

本、シンガポール、香港、韓国、台湾である。アスパラガスの品種 UC157F1 は依然として最も使うのに便利で

需要がある春作物である。 近年では、非常に少量のホワイトアスパラガスも出荷されている。 

欧州の多くの地域ではホワイトアスパラガスが依然として好まれているが、特に若い世代の嗜好の変化や栄

養・健康面の利点に対する意識の高まりによってグリーンアスパラガスの需要が拡大しつつある。 

日本は豪州のアスパラガスの主要市場で、ビクトリア州産アスパラガスの輸出品の 85 パーセント超は日本市

場向けである。最高の新鮮なアスパラガスを顧客に提供するために空輸され、収穫の 30 時間後には日本に到
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着することが可能となっている。日本人の間ではグリーアスパラガスは人気の野菜であり、夕食で、レストランで、

また結婚披露宴での特別なご馳走として使用されている。 

豪州産アスパラガスの需要の拡大は台湾、韓国、マレーシア、香港、シンガポールにおいても見られる。東

南アジア向けの収穫された豪州産アスパラガスの貨物は、消費者の需要に合わせて束あるいはバラで木製の

容器に詰められる。 

 

2.3.2 豪州におけるアスパラガスの収穫と出荷 

アスパラガスの若茎は一旦収穫されると非常に傷みやすい。収穫後も発育が続くためコールドチェーンマネ

ジメントは不可欠である。梱包前に水平に置かれたアスパラガスが光を求めて上向きに曲がるのを防ぐため、

アスパラガスが詰まったクレートの上に湿らせた麻袋や重しを置くことが多い。 

アスパラガスが詰まったクレートは、泥や異物を取れやすくするため、またアスパラガスの乾燥を防いだり、そ

の光沢のある外観を失わせないよう水分を供給するため、予備洗浄を行うことがある。梱包前に field heat を取

り除こうとその水を冷却する場合もある。 

伝統的なやり方では、アスパラガスは仕分けと梱包が手作業で行われていた。現在、生産者の多くはコンピ

ューター化された等級分けシステムに投資している。アスパラガスは畑から運び込まれ、泥や異物を取れやす

くするためクレート内で予備洗浄される。その後、設定された長さに切り落とすため全ての穂先が上端に触れる

状態でヘッダベルトの上に乗せられる。 

アスパラはきれいな水で十分に洗浄され、その後真っすぐに伸ばされグレーダーの個別のカップに載せられ

る。明らかに欠陥があるアスパラガスはこの段階で取り除かれる。 

アスパラガスは 24 センチか 25 センチに切り揃えられる。1 本ずつ写真を撮り、コンピューターで長さ、直径、

根元の白い部分の有無が測定される。短すぎたり、根元にまだ白い部分があるアスパラガスはラインを通過し

た後、後の段階でカットされる。シュートから収集されたアスパラガスは等級や届け先の市場別に梱包される。

梱包プロセスの最終段階は、field heat を取り除き保存性を高めるために行うアスパラガスの冷水冷却である。 

アスパラガスを等級分けするのが手作業であろうと自動であろうと原理は同じである。傷があるもの、曲がった

もの、害虫の被害を受けたものを取り除いた後、共通の長さにカットし、直径に応じて等級分けする。アスパラ

ガスの等級は、M（9～12 ミリメートル）、MM（12～15 ミリメートル）、L（15～21 ミリメートル）、LL（21～27 ミリメー

トル）となっている。 

一部の市場では、根元に白い部分のない完全に緑色のアスパラガスが求められるため、それらの市場向け

のアスパラガスは白い部分を取り除くため 2 回目のカットを行わなければならない場合がある。 

バラおよび結束されたアスパラガスは、輸出用に特別に設計された木製の箱に直立状態で梱包される。これ

らの箱は「ピラミッドボックス」と呼ばれ、アスパラガスの根元部分の直径が穂先よりも大きいため、底の方が広

がった形になっている。国内市場向けの商品はバラあるいは結束された状態でポリスチレンの長方形の箱ある

いはリサイクル可能なプラスチックのコアフルートの「ピラミッドボックス」に直接梱包される。 

一旦梱包されると、アスパラガスは field heat を取り除くため冷水で冷却され、すぐに冷蔵される。アスパラガ

スの発育を防いだり、品質や保存性が低下するのを防ぐためにクールチェーンの維持は不可欠である。輸出

されるパレットは冷蔵輸送でシドニー、メルボルン、ブリスベン空港に届けられる。 

 

2.3.3 地域の特定 

The Australian Asparagus Council（AAC）は、ビクトリア州のクー・ウィー・ラップ（Koo Wee Rup）およびダルモ

ア（Dalmore）地域の 46 のアスパラガス生産者で構成されるグループである。小さな町であるクー・ウィー・ラッ
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プはメルボルンの 65 キロメートル南東に位置し、豪州産アスパラガスの 93 パーセント超が生産される豪州の

主要なアスパラガス生産地である。 

生の豪州産アスパラガスは 9 月から 3 月に入手可能で、あらゆる料理に最適な春・夏野菜である。 

アスパラガスのような春の到来を示す野菜は他にはない。土壌中のクラウンから新芽の発生を促すために必

要な暖かさを春の日差しが、水分を春の雨が与えている。 

アスパラガスは十分な雨量がある暖かい環境で生長する。急な寒さによって収穫時期が遅れたり遅くなった

りするが、目安として、グリーンアスパラガスは 9 月初旬から 3 月まで入手可能で、ホワイトアスパラガスは 9 月

から 1 月まで入手可能、パープルアスパラガスは 10 月から 12 月中旬まで入手可能だが、供給量が限られて

いる。 

 

北部豪州では、西オーストラリア州キンバリー地域と北部準州キャサリン地域において、アスパラガスの試作

が進められている。これらは、ビクトリア州で生産される前の時期で、豪州が輸入している時期を狙った栽培と

して、主に国内向けを対象として進められている。 

 

図表 2-13 平均年間降水量のマップ上に北部豪州においてアスパラガスの試験的栽培が行われている地域

（西オーストラリア州キンバリー地区と、北部準州のキャサリン地域）を示した図 

 

出典 Bureau of Metorogoly, Australia Government 
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図表 2-14 最高気温（8 月～10 月）のマップ上に北部豪州においてアスパラガスの試験的栽培が行われてい

る地域（西オーストラリア州キンバリー地区と、北部準州のキャサリン地域）を示した図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 Bureau of Metorogoly, Australia Government 

 

図表 2-15 最低気温（8 月～10 月）のマップ上に北部豪州においてアスパラガスの試験的栽培が行われてい

る地域（西オーストラリア州キンバリー地区と、北部準州のキャサリン地域）を示した図 
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