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2.4 バラマンディ 

2.4.1 豪州における漁業資源の状況 

「Fishery status reports 2015」では、21 箇所の漁場にわたる 92 種の水産資源について評価が行われてい

る。これは、連邦政府の代わりに Australian Fisheries Management Authority（AFMA）が単独で管理する 9 箇

所の漁場にわたる 65 種の水産資源と、その他の豪州の管轄地域あるいは他国と共同で管理されている 12 箇

所の漁場にわたる 27 種の水産資源について評価が行われた。豪州が単独で管理する水産資源および共同

で管理する水産資源について、別々に要約統計が提供されている。 

 

図表 2-16 豪州沿岸地域の水産資源確保の状況 

 

出典 Australian Fisheries Management Authority 

 

特に、クイーンズランド州から南オーストラリアに至る海域での漁獲が高いことが伺える。 

この調査により、次の図と合わせて、以下のことが整理されている。 

 Not subject to overfishing（現在乱獲にさらされていない）と分類される水産資源の数はわずかに減少し 77

種であった（2013 年は 78 種）が、Not overfished（バイオマスが biomass limit reference point を下回ってい

ない）と分類された水産資源の数は 66 種に増加した（2013 年は 65 種）。これらのうち 63 種の水産資源は、

Not subject to overfishing かつ Not overfished であった（2013 年は 61 種）。 

 Subject to overfishing（現在乱獲にさらされている）と分類される水産資源の数は 2 種（2013 年は 3 種）にわ

ずかに減少し、Overfished（バイオマスが biomass limit reference point を下回っている）と分類される水産

資源の数はわずかに増加し 12 種となった（2013 年は 11 種）。 

 漁獲死亡に関して不明と分類される水産資源の数はわずかに増加し 13 種となり（2013 年は 12 種）、バイ

オマスに関して不明と分類される水産資源は 14 種に減少した（2013 年は 17 種）。 
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図表 2-17 漁業資源のストックの状況（2014 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 Australian Fisheries Management Authority 
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2.4.2 オーストラリアにおけるバラマンディ産業の概要 

今日バラマンディは、豪州本土の全ての州にわたる 100 箇所以上でさまざまな方法を用いて養殖が行われ

ている。 

 クイーンズランド州、西オーストラリア州、北部準州における淡水、河口域、海水を使用したケージや池 

 南オーストラリア州における温かい被圧地下水 

 南オーストラリア州、ビクトリア州、ニューサウスウェールズ州、クイーンズランド州における大型の屋内タンク 

 クイーンズランド州および北部準州におけるシーケージ 

 

北部豪州におけるバラマンディの捕獲漁業は地域や漁業時期が限られており、さらなる拡大が不可能である

ため、この美味で安全なシーフードの国内外の需要を満たすのに養殖バラマンディが注目されている。 

豪州の養殖バラマンディ産業は 1980 年代半ばに始まった。現在ではライセンスを保有する約 100 の養殖業

者で構成されている。 

バラマンディは、タスマニア州を除く豪州の全ての州において養殖されている。既存の養殖業者や同産業へ

の新規参入者がもたらす成長によって同産業が拡大を続けることを示す兆候が見られる。 

豪州産バラマンディは非常に多様な生産システムで養殖されている。生産量の大半はクイーンズランド州北

部および北部準州の屋外型淡水池によるものである。それ以外は、温泉水あるいは屋内型再循環システムを

使用した集約型養殖事業、あるいは河口海域のケージでの養殖によるものである。 

再循環システムを用いた事業は主にクイーンズランド州南東部や南部の州において行われている。大規模

なシーケージによる養殖事業は北部準州において確立され、西オーストラリア州のアーガイル湖（Lake Argyll）

において淡水ケージ養殖事業の拡大計画がある。通常は再循環システムをベースとする非常に小規模な事

業から、大規模な池あるいはケージ方式のシステムまで、生産単位のサイズには大きなばらつきがある。 

 

2.4.3 豪州持続可能養殖バラマンディ認証プログラム（The Australian Sustainably Farmed 

Barramundi Certification Program） 

豪州のバラマンディ養殖業者協会（The Australian Barramundi Farmers Association（ABFA））は、1993 年に

活動を開始して以来、豪州の養殖バラマンディ産業の発展と拡大に重要な役割を果たしてきた。 

豪州バラマンディ養殖業者協会（ABFA）の養殖業者が確実にベストプラクティスを達成できるようにするため、

広範な文献調査が行われ、またさまざまな他の魚類・エビ養殖事業の認定やサステナビリティ・プログラムで用

いられている基準/ベストプラクティスについて再調査がなされた。 

 

サステナビリティ・マネジメント（協会参加企業が遵守すべき事項） 

 各養殖場は持続可能性に取り組んでおり、それがスタッフ、ビジター、サプライヤー、顧客に伝達されてい

る。 

 各養殖場は地域の生態系内の持続可能性を達成するために開発、管理されている。 

 各養殖場は自然環境に与える潜在的な影響について監視を行っている。 

 養殖場は承認を受けた持続可能な場所に位置し、新規の養殖場については海洋植物の大規模な撹乱を

伴わないこと。 

 新規の養殖場および拡張については、環境効率やあらゆる放流水の水質が最大化されるように設計され

ている。 

 各養殖場は、環境リスクを最小限に抑え持続可能性を最大化するための戦略を含む、専用に開発された
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環境マネジメントのアプローチあるいは文書化された環境管理計画を有する。 

 養殖場は、環境コンプライアンスと持続可能性を達成し環境効率を最大化するための義務、優先順位、戦

略をスタッフが確実に理解するようにしている。 

 養殖場は地域の自然環境の重要な側面を明確にし、潜在的な影響について理解されている。 

 養殖場は具体的なリスクアセスメントを実施し、予測されるイベントに対応する緩和戦略およびコンティンジ

ェンシー・プランを作成している。 

 養殖場は持続可能性および環境効率の継続的な改善に努めている。 

  

サステナビリティ・パフォーマンス 

 養殖場の建設および改良工事については、撹乱を最小限に抑えている、あるいは土壌、浸食対策、排水

設備を再建している。 

 養殖場は、その環境効率を定期的に確認している。 

 放流水域およびあらゆる放流水の水質について理解し、潜在的な影響が最小限に抑えられている。 

 地下水および地表水からの水利用は、養殖場の設計および効率的な事業の制約の範囲内において最小

限に抑えられている。 

 養殖場の設計および効率的な事業の制約の範囲内において、可能な範囲での最高の環境効率を達成す

るため、エネルギーの使用が最小限に抑えられている。 

 浸食、沈降およびあらゆる酸性硫酸塩土壌が現地で管理されており、土砂の流出あるいは養殖場から発

生するダストが最小限に抑えられている。 

 養殖場の設計、効率的な事業、持続可能な廃棄物処理という制約の範囲内において、可能な範囲での環

境効率を達成するために廃棄物が最小限に抑えられている。 

 化学物質は、それらの（有害および有益な）影響が理解され、保管が安全で、余剰生産物および容器の廃

棄が環境に安全な場合にのみ、養殖場で使用される。 

 養殖場外の騒音や臭気による近隣や周辺のあらゆる自然環境への影響が最小限に抑えられている。 

 養殖場における保護された自然植生および養殖場外の自然植生が撹乱されておらず、養殖場内の雑草

は管理され、野生生物への影響が最小限に抑えられている。 

 生産量を最大化し、可能な範囲での最高の環境効率を達成し、排出される汚染物質を最小限に抑えるた

め、池の管理が行われている。 

 養殖場は、魚の健康を維持しバイオセキュリティ上のリスクを低減するため漁業資源の管理を行っている。 

 養殖場は、使用する飼料の持続可能性の側面について考慮している。 

 

製品の品質 

 養殖場は、全ての食品安全要件を満たす方法で魚を加工し市場に提供している。 

 魚は高品質で損傷がなく汚染されていない。 
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図表 2-18 豪州持続可能養殖バラマンディ認証プログラムで認証を受けた企業等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 豪州持続可能養殖バラマンディ認証プログラム 

 

2.4.4 オーストラリアで最も一般的なバラマンディの半分以上はアジアからの輸入 

バラマンディという名前はアボリジニーの言葉に由来している。国内で獲れた魚であると信じられていることも

あり、外食すると豪州人の大半が選ぶ魚である。 

しかし、豪州で消費されるバラマンディの半分以上はアジアからの輸入品で、多くの場合、輸入品を示すラ

ベルなしで販売されている。 

同国の水産業界は消費者がだまされていると考え、販売するバラマンディのソースを明らかにすることをレス

トランやフィッシュアンドチップス店に課す新たな規制を求めている。 

現在、魚屋やスーパーで販売される生の切り身は原産国表示が義務付けられているが、調理された魚に適

用されるルールが存在するのは北部準州だけである。 

スーパーマーケット大手、ウールワース（Woolworths）では、バラマンディは魚の売上トップ 3 に入っている。

同店では輸入魚を 17.99 ドル/キログラム（特価の場合は 13.99 ドル）、豪州産切り身を 33.99 ドル/キログラム

（31.99 ドル）で販売している。国産品の価格が 2 倍近く高いにもかかわらず、ウールワースの広報担当者によ

ると国産品の方が人気が高いとのこと。 

豪州シーフード共同研究センター（Australian Seafood Cooperative Research Centre）のために実施された全

国調査によると、バラマンディは、より広いシーフードカテゴリにおいてはエビに大きく後れを取っているものの、

レストランでの食事では最も人気のある魚であることがわかった。 
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豪州バラマンディ養殖業者協会（Australian Barramundi Farmers Association）の会長であるマーティ・フィリッ

プス氏（Marty Phillips）は、豪州では国内で年当たり 5,000 トンのバラマンディが養殖され、2,000 トンの天然魚

捕獲が行われているのに対し、10,000 トンの生・冷凍バラマンディが輸入されていると述べた。 

同氏はレストラン、ホテル、その他の販売店に対し、それらが販売する魚について透明性を高めるよう求めた。 

「人々はバラマンディという言葉を目にすると、豪州産の魚であると考えるのです。」彼は言う。「彼らがそれに

ついてもう一度考えるということはないのです。」 

「人々は輸入品を豪州産であると信じて購入しています。我々は調査を実施しました。バラマンディという言

葉を見れば豪州産だと思うのです。（国内生産量の）2 倍の量を輸入していると伝えると、彼らはショックを受け

ます。」 

その後の市場調査で、人々がフィッシュバーガーを望んでいてバラマンディを好意的にとらえていることがわ

かった。 

 

2.4.5 求められるオーストラリア産の表示の厳格化 

クイーンズランド州北部のあるバラマンディ養殖業者によると、アジアから輸入される魚をバラマンディとして

販売するのをやめさせるには、原産国表示が必要であるとしている。 

ボーエン（Bowen）近くのコーラル・コースト・バラマンディ養殖場（Coral Coast Barramundi Farm）のマネージ

ャーであるジャスティン・フォレスター（Justin Forrester）氏は、レストランやフィッシュアンドチップス店の顧客の

多くが彼らの魚が豪州産であると信じて通常よりも高い金額を払っていると考えている。「明らかにバラマンディ

はアボリジニーの言語に由来する名前であり、豪州を暗示しています。」フォレスター氏は言う。「調査によると、

豪州のバラマンディ総消費量の 60 パーセントが実際は海外からの輸入品です。」「よって、国内で消費される

バラマンディの約 3 分の 2 はどこか別の場所から来てきます。」フォレスター氏は、アジアでバラマンディはアジ

アンシーバス（Asian sea bass）と呼ばれているが豪州で販売される際には市場でバラマンディとして販売されて

いると言う。 

 

レストラン・ケータリング協会（Restaurant and Catering Association）は、国産海産品は、豪州産と表示されて

いるメニューアイテムについて、国産海産品のサプライチェーンが適切に構築されておらず、年間を通じてレス

トランの食卓に並べることが難しく、結局は、輸入品で代替しなければならず、結局、北部準州で導入された生

魚への原産国表示が義務付けについて、国産品の消費の増加に結びつくことものではない、と指摘している。 

 

これに対して、ノーザンテリトリー・シーフード・カウンシル（Northern Territory Seafood Council）の chairman

であるロブ・フィッシュ氏（Rob Fish）は意見を異にする。2 件の上院の調査によって、原産国表示の利点が明

確になり、国産魚の売上は増加し、国内のホテルはその機会を利用した、と彼は言う。「ホテル経営者とレストラ

ン経営者は私たちが現時点で有する主な障害です。」「彼らは、「国産」あるいは「輸入」とレストランのメニュー

に表示するのは大きなコストであると主張しています。それは私の中ではあまりつじつまが合わないのです。」

調査では、豪州人は豪州産食品が食べたいと考えていることを示し、豪州人は自国の産業を支援したいとの

結果を得ている。「人々が外出して豪州の産業から欲しいものを購入すれば、豪州の労働者を支援し、豪州の

発展を支援していることになります。よって本当に皆にとってプラスになるのです。」と彼は指摘している。 
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2.4.6 バラマンディの市場価格 

バラマンディはシーフード市場においてはよく知られており、市場が確立されている。養殖バラマンディは活

魚（400 グラム～800 グラム）、皿サイズの尾頭付き（300 グラム～500 グラム）、切り身、あるいはサイズの大きい

尾頭付き（2 キログラム）といった製品として販売されている。ニューサウスウェールズ州で生産されたバラマン

ディの大半は活魚あるいはチルドの尾頭付きとして販売されている。活魚については価格の上昇は容易に達

成されたが、この市場は地元あるいは他州からの製品によって急速に飽和状態となり、生産者はますます代替

品を探すことを余儀なくされるようになっている。 これまでニューサウスウェールズ州の製品では付加価値付け

や収穫後加工はほとんど行われていない。 

ニューサウスウェールズ州産バラマンディの平均出荷価格は過去数年間にわたって変動しており、一貫した

傾向は見られない。比較すると、シドニー魚市場（Sydney Fish Market）のフロア全体の国産養殖バラマンディ

の価格は下落傾向を示している。 

北部準州における大規模養殖場の開発やクイーンズランド州、ニューサウスウェールズ州における生産の拡

大の結果、バラマンディの国内市場への供給は今後 10 年間で大幅に増加することが予想される。白身の切り

身、特にバラマンディに非常によく似ているが価格が安いナイルパーチの輸入の継続・拡大と同様に、アジア

からの低価格の輸入品もニューサウスウェールズ州の養殖業者の市場価格に影響を与える可能性がある。 

アジアに比べて豪州における魚の生産コストが高いことから、輸出市場の機会は限定される可能性がある。

養殖業者の一部はスーパーマーケットチェーン向けに切り身の供給を開始しているが、ニューサウスウェール

ズ州の養殖場は概してこの市場に参入するための十分な量をまだ有していない。結果として、大部分はレスト

ランや活魚業者に直接販売されている。 

 

図表 2-19 ウールワースにおけるバラマンディの価格（中央）（2016 年 5 月時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 ウールワースホームページ 
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図表 2-20 コールスにおけるバラマンディの価格（台湾産）（2016 年 5 月時点） 

 

出典 コールスホームページ 

 

2.4.7 バラマンディの調理法 –基本的に加熱料理- 

現状で豪州におけるバラマンディは加熱料理として提供されることがほとんどである。 

 

図表 2-21 バラマンディの調理の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 Australia Aquaculture, LLC ホームページ（http://www.thebetterfish.com/company/） 
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2.4.8 QLD 州におけるバラマンディの生産 

バラマンディ（Lates calcarifer）の養殖は、クイーンズランド州においては海産エビの養殖に次いで 2 番目に

大きい養殖活動である。 

バラマンディは、豪州全土においてさまざまな養殖システムを用いて養殖されている。クイーンズランド州の

天候は、池ベースで、皿サイズのバラマンディの生産を可能にしている一方で、1 箇所あるシーケージ（sea 

cage）による養殖場では、より大きなサイズの魚が生産されている。南部の州では再循環タンクベースのシステ

ムが使用されている。 

製品の大半は国内の卸売業者やスーパーマーケットチェーンに尾頭付きあるいは切り身として販売されてい

るが、輸出市場がより重要になりつつある。皿サイズ（400 グラム～800 グラム）が今なお売上の大部分を占めて

いるが、主要市場は大きなサイズ（2～3 キログラム）である。皿サイズのバラマンディは初年度に生産可能であ

る。バラマンディが 2～3 キログラムの重さに到達するには 2 年目の成長期間を必要とする。 

同産業では生産性と効率を改善し続けている。配合飼料のコストが増加しているにもかかわらず、生産コスト

は減少しつつある。他の養殖産業と同様に、生産コストを下げるにあたって規模の経済性は重要となっている。 

 

淡水池 

 淡水池におけるバラマンディ生産では通常、成長期間の前半でフローティングケージを使用する。ケージ

へは通路からアクセスし、個々のケージのサイズは 2 メートル x2 メートルから 6 メートル x12 メートルまでさ

まざまで、深さは 1.5～2 メートルである。 

 ほとんどの養殖業者は、バラマンディが捕食の影響を受けにくくなるサイズ（通常は 300 グラム以上）になる

とケージから開放することを選択し、その後は 2～3 キログラムになるまで池の中で放し飼いにする。 

 池のサイズは 0.2～1.5 ヘクタールで深さは 2～3 メートルである。池では通常パドルホイールやアスピレー

ターを使って機械的にエアレーションを行う。アンモニアを取り除き藻類の発生を抑制するために水の交換

を行う。 

 

シーケージ 

 シーケージ内での養殖はフローティングケージ内で行われ、淡水事業で使用されるものよりも一般的に大

きく強固である。 

 現在、クイーンズランド州において稼働中のシーケージ養殖場は 1 箇所あり、クイーンズランド州北部のヒン

チンブルック海峡（Hinchinbrook Channel）近くでバラマンディの養殖に成功している。 

 

再循環養殖システム 

 インテンシブ加温式屋内再循環養殖システム（RAS）はクイーンズランド州の南部地域において確立されて

いる。RAS の養殖業者のほとんどは、固形物除去装置と生物学的ろ過器に接続された 5～10 トンの一連の

生産タンクを使用する。RAS 事業は、その小型であるという性質や環境パラメータを制御できる能力から、

市場やその他インフラの近くに設立することができる。 

 これらのシステムでは、収容密度が高く技術が複雑であることに伴う水質の問題があることから、池ベース

のシステムよりも高いレベルの管理が必要である。多くの再循環システムにバイオフィルターが組み込まれ

ており、硝化と呼ばれるプロセスによって毒性産物（アンモニアおよび亜硝酸塩）を取り除く。利用可能な再

循環システムの設計には多くの種類がある。 
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水温 

 バラマンディは 20～30℃の水温を必要とする熱帯種である。商業用の成長速度には 25℃以上は必要であ

る。 

 温度の季節変動によって、クイーンズランド州北部でさえも冬期は屋外の魚の成長速度が急速に減退する。

クイーンズランド州南部では、年間を通じて水温が低いことから、これらの方法は不経済である。水温が

20℃を下回るとストレスに関連した死亡や病気のアウトブレイクがますます頻繁に起こるようになるが、水温

が 13℃を下回ると死亡が発生すると報告されている。 

 

稚魚（juveniles） 

 稚魚は初めに生後 3～4 年で雄として成熟し、生後 6～8 年で雌に変化する。養殖条件下では、その半分

の時間で成熟が起こる。 

 

産卵 

 雌は複数回の産卵が可能で、一般的にシーズン当たり 300 万～600 万個の卵を産む。性的に成熟した種

親は適切なホルモンの注射により産卵を誘発することが可能である。（養殖で使用されるホルモンのような

化学物質の多くは獣医のアドバイスや処方箋が必要であることに注意。使用前に確認すること。） 

 注射後 24～36 時間後に産卵する。卵や幼生（larvae）は受精や生存のために塩水を必要とする。幼生はタ

ンクを使用した飼育が可能だが、多くの場合、大規模な飼育池で育てられる。 

 

幼魚（fingerling）の生産 

 幼生（larvae）は 8～10 ミリメートルで変態し、その後は稚魚（fry）と呼ばれる。稚魚が約 18 ミリメートルになる

と人工餌での給餌が始まる。稚魚が 20 ミリメートル（生後 2～3 週間）を越えると一般的に幼魚（fingerling）と

呼ばれる。 

 定期的に等級分け（小さい幼魚の場合 7～10 日毎）しない限り、幼魚の共食いによってかなり大きな損失が

発生しうる。等級分けは通常 30～50 ミリメートルから、あるいはバッチに大きなサイズのばらつきが見られる

場合にはそれより早くから始め、幼魚が少なくとも 100 ミリメートルの体長になるまで続ける。 

 

収容密度 

 幼魚が 30～100 ミリメートルに達すると池あるいは再循環システムにおける商業飼育が始まる。水 1 立方メ

ートル当たり最大 15 キログラムの幼魚が収容される。 

 

給餌 

 幼魚が小さい間は 1 日当たり 5～6 回セミフローティングタイプのペレットが給餌される。成長するにつれて

1 日当たり 1～2 回まで減らす。ペレットのサイズは魚のサイズが大きくなるにつれて大きくする。養殖業者は

全ての給餌が終わるまでペレットを魚に与える。 

 魚が必要とする飼料の量は水温の低下と共に急速に減少する。27～29℃で摂取量が最大となり、20℃で

ほぼ 0 に減少する。最適な温度で適切に管理された場合、1.2:1 から 1.8:1 の飼料転換率（飼料消費量の

全乾燥重量当たりの生産された魚の総重量）が期待できる。 

 池における年間生産量はヘクタール当たり 30 トンに達することもあるが、多くの場合ヘクタール当たり 10～

15 トンである。 
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2.4.9 地域の特定 

オーストラリアにおける養殖事業の地域的な分布は次の通り。 

 

図表 2-22 オーストラリアにおける養殖事業の地域的な分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 Parliament of Australia ホームページ 

http://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/House_of_Representatives_committees?url=arff/fisheries/report/chapter4.htm 

 

バラマンディについては、これまでのまとめの通り、クイーンズランド州北部及び北部準州がその対象となる。 
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2.5 生産から小売りまでの流通網・販売の実用的な課題 

例えば、豪州大豆協会がまとめた、豪州における大豆事業に係る課題は次の通り。このとりまとめで、特に農

業・食品の流通に関わるインフラの課題は、大豆以外の作物全般に対する課題とも言える。 

 

図表 2-23 豪州大豆協会がまとめた豪州における大豆事業に係る課題 

作物栽培に関する知識不足 - 副作物としては、豪州の状況において大豆栽培に必要な知識は実際

のところかなり十分である。 

- しかしながら、国内作物の地域分布と、当該地域の大部分で大豆作付

けの制約となっている最近の干ばつによる影響が相まって、大豆栽培

に関する専門知識のレベルは低下している。 

- さらに、これにより、生産者が利用できる良好な大豆栽培に関する情報

源の量及び質は低下する。 

- また、このような作物栽培に関する専門知識不足により、新技術の取り

込みや有効性も制限されている。 

- 新規または経験の浅い生産者は、不十分または不正確な助言により、

大豆作物管理において良い結果が得られず、将来再び大豆を植える

ことを躊躇する可能性がある。 

- この例として、接種の効率的かつ効果的な利用及び乾燥剤の使用等

が挙げられる。 

- 新品種の発表及び農法の変化に伴って、最適な収量と品質を達成す

るのに必要な農作業及び作物管理も変化する。 

- 連邦政府及び州政府による農業研究支援が減少するにつれ、農業研

究のレベルも低下し、結果として、作物に関する知識不足が生じてい

る。 

適切な品種の利用可能性 - 大豆は感光性であり、成長には厳しい日長要件がある。 

- さらに、生産者は、大豆と他の夏作代替作物とを比較した場合、耐病性

を持ち、収量が改善された品種にも限界があると見ている。 

代替的な雑草管理オプショ
ン 

- 国内生産量が少ないため、主要化学薬品会社は、APVMA から雑草防

除化学薬品の認可を受けるために高い登録料を投じるのを躊躇してい

る。 

- この制約により、生産者にとっての雑草防除の選択肢は減少する。新

品種にスルホニル尿素耐性を持たせることは、この制約に対処するた

めに実行可能な選択肢と見られている。 

気候条件 - クイーンズランド州中央部及び北部における気候条件。通常の季節的

条件において、大豆の収穫はより湿潤な条件下で行われる。  

- この条件下では、穀粒品質が損なわれ、虫害が増大する可能性があ

る。  

- よって、多くの生産者は、大豆作物の収穫に至るまでリスク回避傾向に

ある。 
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輸出マーケティング能力 - 収穫高が少なく、年間生産量にばらつきがあるとともに、栽培地帯が広

範に分布しているため、輸出市場部門は小規模かつ断片的である。  

- 部門参加者の規模が小さいほど、大きな輸出市場へのアクセスは制限

される。  

- これは、Soy Australia の設立により一部対処されている。  

- 小口の輸出貨物をひとまとめにするため、個々の輸出マーケターが 

Soy Australia の旗の下に結集する機会がある。 

輸出超過の一貫性 - 業界が輸出市場で足場を固める能力は、国内生産の盛衰に大きく阻

害されている。  

- このような生産のクリティカルマスは、アジア市場へのアクセスを促進す

るのに不可欠である。  

- 潜在的な海外顧客は、品質と信頼性に関する信認を構築するために、

一貫した量の豪州産大豆を必要とする。 

輸出インフラの欠如 - これは、特にクイーンズランド州の北部大豆栽培地域における問題で

ある。 

取り扱い及び貯蔵インフラ
の欠如 

- これはクイーンズランド州北部に特有の問題である。 

- クイーンズランド州の中央及び北部地域には大規模な大豆貯蔵施設

が存在しない。  

- このことと、大豆を南部市場へ出荷するための運送費の上昇が相まっ

て、北部の生産者は作物の収穫に至るまでリスク回避傾向になってい

る。  

- 北部の作物の最大 90％は収穫されず、緑肥作物として使用される。  

- これは 2004/05 年にチルダーズ/アイシス（Childers/Isis）地域で着手さ

れ、当該地域において大豆の成長を促進する手段となっている。 

大豆食品に対するメディア
の姿勢 

- 近年、大豆食品に関しては比較的否定的な報道がなされている。  

- これは、豆乳のマーケティングに対抗するための酪農業界によるメディ

アキャンペーンにある程度応えたものであるが、大豆食品はベジタリア

ンや都市部の "ラテ（latte）"層にしか適していないという一般的特色も

ある。 

感光性及び日長適応性 - 大豆の感光性及び日長適応特性により、大豆品種の適応地域は制限

されている。  

- このことは、国内収穫高の少なさと相まって、潜在的な栽培地域全体に

おける適切な大豆品種の使用を制限している。  

- Soy Australia には、バダリム（Buderim）、バンダバーグ及びノーザンリ

バーズ地域（Northern Rivers regions）の生産者グループから、より幅広

く着実な作付け法の選択肢を持ち、日長要件に柔軟性のある品種がも

っと必要であるという意見が寄せられている。 

一貫性のない収穫高等 - 一貫性のない収穫高、必要とされる品種の地域性、業界が規定等級の

大豆を一貫した量提供する能力等の要因から、多くの国内大手大豆食
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品加工業者は輸入サプライチェーンという選択肢を迫られるようになっ

た。  

- 一部の大手豆乳加工業者は、（i）要求生産量を満たすため、及び（ii）

品種間の風味のばらつきを最小限に抑えるために必要な大豆を十分

な量購入することができない。その結果、豆乳生産のために未確定量

の大豆タンパク質分離物が豪州に輸入される。 

出典 SOYBEANS in the AUSTRALIAN and GLOBAL MARKET 2011/SOY AUSTRALIA LTD 

 

なお、これらの課題に対する業界としての対応としては次のようなものが示されている。 

 

図表 2-24 課題に対する業界としての対応計画 

品種開発 - 大豆産業が、大豆を高価値の料理市場に参入させ、対象地域におい

て競争力のある作物オプションにするつもりであれば、農業・市場特性

を備えた品種を継続的に改良していく必要がある。  

- GRDC が委託したコルトン・レビュー（Colton Review）では、豪州に独自

の育種プログラムが必要か、または世界的な大豆への投資を活用し

て、評価プログラムを実行するのみでよいかという問題が扱われた。  

- 業界が依然として強く支持しているこのレビューでは、環境差や農業・

品質形質の目標があることから、業界の成功には豪州の育種プログラ

ムが必要であることが明確になった。 

農業支援 - AOF 大豆栽培プログラム（AOF Soybean Agronomy program）や緑豆及

びヒマワリといったその他の関連する訓練プログラムなどのような認定訓

練プログラムの開発を通じて、農業及び作物管理スキルのための知識

ベースの向上を図る。  

- さらに、Soy Australia の設立により、知識共有及び専門知識を促進す

る国内の大豆アドバイザーのネットワークを拡大している。  

- また、農業知識とスキルの向上を促進するための情報ポータルとして、

AOF 農業センター（AOF Agronomy Centre）、Soy Australia 及び提案

されている「ベター・ブレイク・クロップ（Better Break Crop）」の知識バン

クなどのようなウェブベースの知識蓄積バンクを継続的に開発する。 

総合的な農業生産性 - 多くの地域、特にニューサウスウェールズ州北部とクイーンズランド州の

沿岸のサトウキビ地域では、大豆が間作作物として非常に適していると

いうことが実証されている。  

- これらの栽培状況において、大豆はその後のサトウキビ栽培における

収量増加（常に 20％、出典：Sugarcane Yield Decline Venture Project）

と総合的な農業粗利益の 10％増をもたらすとしてよく知られている。  

- この概念を他の栽培領域でさらに発展させる機会はあるが、これらの利

益は、収穫まで栽培を継続することによって一層高めることができるとい

うことをあわせて伝えなくてはならない。  
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- ベター・ブレイク・クロップ（Better Break Crop）プロジェクトには、マイル

ストーンの一つとして TFP が含まれている。 

投資利益率 - 大豆がもたらす高い投資利益率を強調するのに都合の良い状況があ

る。  

- 特に、夏作物生産において一般的に最も限定的な資源要因である水

の場合がそうである。1,000ML の水が利用できると仮定した場合、以下

の作物オプションを比較することができる。 

 
綿 

トウモロコ
シ 

大 豆 ヒマワリ ソルガム 

栽培面積 138 140 167 256 263 
経 費 420,925 222612 175467 219878 335618 

平均収量 10.5 10.0 3.5 2.5 8.0 
利益（$） 731,909 419580 408333 471154 473584 
粗利益 310,983 196968 232867 219878 106487 

ROI 1.8 1.6 2.5 2.1 1.3 
 

- 上記の結果から、綿、トウモロコシ及びヒマワリのリスクリワードレシオ

（ROI）にはほとんど差がないことがわかる。しかしながら、限定的な作物

資源として水を使用する場合、大豆の ROI が最も高い。 

市場情報 - 業界は、高品質な大豆製品の需要拡大に焦点を当て、消費パターン

の追跡及び理解を継続的に深める必要がある。  

市場動向 - 研究者及び育種家が市場動向を特定し、それに基づいて行動できるよ

う、業界は、研究活動の運営に積極的に関与するとともに、彼らとの密

接な関係を構築する必要がある。 

マーケット・ブランディング - 商業プレーヤーは市場の発展を推進すると思われるが、これは、豪州

製品の差別化と、生産者及びバリューチェーンの価値創出を目指す高

品質な豪州産食用大豆のための国家ブランディング戦略の範囲内で

実施されなければならない。 

インフラ - 付加価値付け、加工設備及びマーケティング活動への賢明な投資は、

市場機会を後押しすると思われる。バリューチェーンは、業界と研究

者・育種家との緊密な関係の構築とより一体化したものになる。 

輸出市場 - 豪州産食用大豆に対する日本や他のアジア諸国からの需要が高まっ

ている。 

- 豪州産大豆は高級品として位置づけられており、さらなる成長に向けた

明るい展望がある。  

- 成長は、健康、食及び身体的、精神的、社会的に良好な状態

（wellbeing）の融合と、機能性食品の開発によって推進される。輸出市

場で継続的に成功を収めるには、安定した供給、市場と大豆製品に関

する理解、バリューチェーン内における緊密な関係の構築が必要であ

る。 

- アジアにおける好機は、食品安全記録、非遺伝子組み換え、同一性保

持、季節性、品質など、豪州産豆の価値に基づくものである。世界各地
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で遺伝子組み換えが拡大しているため、豪州に対して食用市場が開か

れた。 

食用市場 - 食用大豆に対する需要は、より健康的な食品が好まれる傾向があり、

大豆の健康上の利益に対する認識が高まる欧米市場の成長によって

も支えられている。これによって、大豆は食品及び原料として主流市場

に参入し、付加価値の高い特殊油及び健康製品の市場も拡大してい

る。 

新規市場 - 現在、豪州に輸入されている食用大豆食品は数多くある。  

- これには、中国産の冷凍「枝豆」、納豆、醤油、キャンドル用の大豆ワッ

クス、食品加工用の大豆レシチン、大豆もやしなどが含まれている。こ

れらの市場の一部が開拓され、豪州のサプライチェーンを確立する機

会が模索される可能性がある。 

革新的な市場 - 大豆本来の栄養特性に加え、現代の食品加工技術を用いて、様々な

健康・美容市場の機会に利用できるよう、大豆の栄養素及び機能性成

分にさらなる改良を加えることができる。これには、大豆タンパク質分離

物及び濃縮物、イソフラボン、栄養補助食品、医薬品、化粧品などが含

まれる。 

水産養殖 - この成長を維持するためには、減少する魚粉在庫の代わりに、水産養

殖飼料に含める適切かつ持続可能な良質のタンパク質源が必要であ

る。 

- 大豆タンパク質は、必要とされる魚粉の少なくとも 50％を代替でき、飼

料配合及びダイズの栄養組成がさらに進歩すれば、この取替価値はさ

らに高まる可能性がある。 

産 業 - 大豆油は、バイオディーゼル製造向けの優れたメチルエステル源として

認識されている。 

輸入ミール - 主に家禽及び豚などの集約的な畜産業は、アルゼンチン、ブラジル及

び米国から年間 60 万～80 万トンの大豆ミールを輸入している。  

- この輸入ミールは、大豆 90 万トンに相当する。  

- この輸入ミールの代替は現在のところ、業界の目標ではないが、食用

市場において料理用等級大豆の国内生産量が増加しており、粉砕産

業のセーフティーネットは等級基準を満たさないそれらの大豆に引き続

き利用できる。 

健康・機能性食品 - 世界的な健康動向は、発展途上国、特に中国やインド、さらには東南

アジアやラテンアメリカの地域等における食生活の欧米化とともに、先

進国における高齢化の影響を強く受けている。  

- このような健康動向において、肥満、糖尿病、循環器疾患及び癌の発

症率が上昇している。  

- 消費者も、これらの健康問題を「セルフコントロール」及び管理するため

の方法として、健康的な食習慣をより意識するようになってきており、健
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康志向が高まっている。消費者はますます、各々の健康状態の治療ま

たは管理に役立ち、快適な暮らしを促進するだろうと思う食品を選択す

るようになる。このカテゴリーに含まれる食品には、果物、野菜、ナッツ、

全粒穀類及び豆類などがある。大豆は、持続可能な良質のタンパク質

源として世界的に良く知られており、多くの健康障害を改善することも

裏付けられている。 

- これらの市場機会は全体的に極めて大きいが、Soy Australia は、豪州

にとって達成可能かつ収益性の高い一定の生産水準は、20 万トン／

年になると考えており、これによって、国内市場へ容易に 10 万トンを提

供できるとともに、東南アジア及びオセアニアの輸出市場へのアクセス

を確保するために一貫して 10 万トンを提供できる可能性がある。 

 

豪州における農産品の生産から流通までの課題については、これまでの大豆を対象とした整理で網羅され

ているが、アスパラガスの課題として、収穫に係る季節労働者の雇用がある。 
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図表 2-25 アスパラガス業界は労働力を季節労働者プログラム（Seasonal Worker Programme）に依存 

アスパラガス業界は労働力を季節労働者プログラム（Seasonal Worker Programme）に依存 

 

豪州人の多くは、果物、野菜、ナッツの農場で体力的に厳
しい単純労働をして長時間働きたいとは思わない。 

そのために連邦政府は、太平洋諸島の人々が作物の収穫
のために豪州に来ることを可能にする季節労働者プログラム
の拡大を検討している。 

メルボルン市の東の郊外に位置する豪州最大のアスパラ
ガス生産地域である Kooweerup 周辺は、同プログラムの一
環で今季に来豪した約 300 人の外国人労働者の受け皿とな
っている。バヌアツのアンブリム島（the island of Ambrym）か
ら来たGilbert Wanmelby氏は、多くの夜を平坦なKooweerup
の農場でアスパラガスの収穫をして過ごした。 

「私たちがバヌアツにいれば３ヶ月間収入がありませんから、豪州に来ます。豪州に３ヶ月いればバヌアツにい
るよりも多く稼ぐことができます」Wanmelby 氏は言った。 

「（バヌアツで）2～3 年働くよりも多くの額を稼ぐことができます。たくさん働けば多くのお金を稼ぐことができま
す。」 

仕事は夜中の 12 時頃に始まり、Wanmelby 氏はバヌアツ出身者からなる 18 人のチームで畝を往復し、
Momack Produce 社の収穫を手伝っている。 

黒土から出てきた若茎が見えるようにヘッドトーチを着用し、アスパラガスの若茎をカットする鋭い刃を備えた
収穫具を持ち歩く。 

アスパラガスは涼しい夜間に収穫されるが、これは作物にとって好条件であり、労働者は午後の暑さの中で農
場に立つことを回避できる。 

これら 18 人の労働者は季節労働者プログラムの一環で豪州に滞在している。彼らが働くこの農場では今季は
バヌアツから 70 人のスタッフを調達した。 

Momack Produce 社の輸出担当マネージャーで Australian Asparagus Council の会長（president）でもある
James Terry 氏は、このプログラムがなければ作物の多くは市場に出回らないであろう、と言う。 

「朝が早く、非常に成長の早い作物を収穫するこの仕事は困難で面倒です。」と Terry 氏は言う。 
「今年はとても暑かったため、豊作で生産量が非常に多かったのです。」 
労働者は豪州への渡航関連費用のうち約 500 ドルを払い、彼らを雇用する農家が残りの費用を負担する。 
農家はまた、労働者に宿泊施設を提供しなければならない。 
 
労働者は予定より早くバヌアツに帰国 
Kooweerup 周辺のアスパラガス産業は、季節労働者プログラムの最大の利用者の一つである。 
James Terry 氏によると、海外からの労働者が重要な労働力を提供する一方、今年のシーズンは問題がなか

ったわけではなく、36 人のスタッフが契約完了を見届けることなく予定よりも早く帰国した。 
「労働者が豪州に来た時、私たちは letter of offer と労働契約書を彼らに提供しましたが、私の見解では、

letter に書かれていた内容と彼らがバヌアツでリクルーターから受けた説明の間に少し解釈の違いがあったよう
です。」と Terry 氏は言う。 

「豪州での彼らの労働要件と労働倫理、おそらく彼らには手元の仕事をこなしていく献身とモチベーションが
なかったのです。」 

「アスパラガス作物を失わないよう万全を期するために土地を耕さなければならなったことが幾度かありまし
た。」 

「私が言う「失う」とは、アスパラガスが茎葉を生成してしまいその年はもう収穫できなくなってしまうことを意味し
ます。」 

「私たちはかなりの収量を失いました。」 
「私たちが彼らに帰国を強制したことは一度もありませんでした。豪州を去ったのは彼ら自身の決断です。私

たちは、一部の人々あるいは残りたいと思っている人に対し、私たちの農場に残るのであれば歓迎します、と残
ることを勧めました。」 

「私たちが労働者を募集した企業は 3 つありますから、正確なドルで数値化するのは非常に困難です。ある企
業に代わって具体的に話すことができますが、私たちは 20 万ドルに達するくらいの金額を労働者のための宿泊
施設に費やしました。そして失った生産額は約 5 万ドルでしょう。 

ABC Rural は、予定よりも早く帰国した労働者たちが同農場での勤務中に悪態をつかれたことに言及したと
聞いている。 

契約を早く終えたため、Momack Produce 社は航空運賃のいくらかを埋め合わせるために最終給与から天引
きを行った。天引きは通常、14 週間の契約期間にわたって行われる。 

Terry 氏によると、天引き額は通常、週当たり 246 ドルに相当する。 
「天引き額については、豪州に来る労働者を採用する前に letter of offer において明確に示されています。」 
「私たちは家賃、交通費、ビザ、500 ドルの航空運賃負担額、民間の健康保険を天引きしますが、それらの天

引き額は毎週の給与から引かれます。」 
「労働者が予定より早く帰国した際に 2 つのグループが去りましたが、豪州を去った時期によって異なってい

ました。」 
 
「一つ目のグループは 5 週間豪州に滞在し、私たちは天引

写真：ビクトリア州 Kooweerup にてアスパラガスを
収穫するバヌアツからの季節労働者プログラム参加

者（Laura Poole） 
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き分を 14 週間の期間にわたって払っていました。Momack 
Produce 社には航空運賃とビザの回収できていない 9 週間
分の天引き額がありましたが、労働者が帰国を望んでいる状
況で私たちはそれを諦めました。」 

「彼らは収入を失い、私たちはその時期の作物を失いまし
たから、私の目から見れば、まさに双方にとって不利な状況
でした。」 

「帰国したもう一つのグループは、pay week の終わりに去り
ました。私たちはそれらの天引きの取り扱い方法について
Fair Work と話し合い、彼らが自発的に辞めることを選んだこ
とから天引き額の一部を最終給与から回収することができま
した。」  

Terry 氏は、従業員に対して粗野な言葉遣いをしたことはないと言う。 
「各グループ内に作業監督者がいますが、発言した、あるいは発現していない内容について私がコメントする

ことはできません。」と彼は言う。 
「生産者の視点から見て多くの不満があったことと、私たちが良い作物を収穫するために 1 年を通じて努力し

ていることをコメントしておきます。」 
「農場で目の前に収穫されることのない美しいアスパラガスを見る時、ある程度のフラストレーションがあり、生

産者としてはそれを受け入れるのは難しいのです。」 
 
Fair Work Ombudsman によると、彼らは調査を行っていない 
Department of Employment は ABC Rural の取材を拒否したが、広報担当者は声明において、ビクトリア州の

バヌアツから来ていた季節労働者グループが早期帰国したことに関連する申し立てが行われていることを同省
は認識しており、その問題について現在調査中であると述べた。 

 
ところが Fair Work Ombudsman の広報担当者は彼らは調査を行っていないと言う。 
「季節労働者プログラムでは、Fair Work Ombudsman は、新規季節労働者が就労を開始するため豪州に到

着する際には説明会を開き、workplace laws の順守についてアドバイスをすることで雇用者を支援し、必要に応
じて農場の訪問調査を行っている。」と声明で述べられている。 

「Fair Work の視察官は、過去 12 ヶ月間、これらの目的で Kooweerup の Momack Produce 社を訪問したが、
視察官は workplace laws の不順守の主張を立証する証拠を見つけたことがなく、現在はこの雇用者に関連す
る法律不順守の主張については何も調査を行っていません。」 

季節労働者プログラムで労働者を雇用すると費用と複雑さがもたらされる。 
多くの場合この仕事はきついため、豪州人労働者にこの仕事に就いてもらうのは難しい。 
休日は天候に関連しており、数週間ずれる可能性もある。 
仕事はきついがこのプログラムにはそれだけの価値がある、とバヌアツ人労働者の Gilbert Wanmelby 氏は言

う。 
「1 週目と 2 週目はきついですが、今はましです。」 
「今年バヌアツでは、サイクロン・パム（Cyclone Pam）によって私の国や家は被害を受けました。だから私たち

はここに来ました。働くために。家族を養うためにいくらかのお金を私たちの国に持ち帰るために。」  
Kooweerup のアスパラガス農場経営者である James Terry 氏は、季節労働者プログラムは彼らの事業に欠か

せない存在だが、労働者が契約を満了しないという状況を避けるためには、バヌアツのリクルーターと豪州の農
場経営者とのコミュニケーションが明瞭である必要がある。 

「当然、採用企業である私たちとしても多額の費用がかかりますし、アスパラガスが収穫されませんから、私た
ちは採用する企業としてこのようなことが二度と起きてほしくはありません。」 

「私たちは業界にとってこれは非常に良いことだと信じています。季節労働者プログラムが実施されなかったら
収穫されない土地はさらに増えるでしょう。」 

季節労働者プログラムは現在、上院調査（Senate Inquiry）の対象となっている。 

出典 ABC ホームページ 

http://www.abc.net.au/news/2015-11-20/seasonal-worker-programme-tension-asparagus-kooweerup/6957136 

 

なお、流通網として、北部準州で生産される農産物等の豪州国内輸送は、鉄道貨物で一旦アデレードに輸

送し、その後、トラック等でブリスベン、シドニー、メルボルン等に輸送されるケースと、タウンズビルまでトラック

で輸送し、そこから、トラックもしくは国内船舶でブリスベン等の主要都市に運搬されるケースを想定する。 

アセアン地域への輸送は、ダーウィン空港からの輸送と、タウンズビル港までトラックで輸送した後、船舶でア

セアンに輸出される場合、ケアンズ空港までトラックで輸送され、空輸させる場合がある。 

写真：ビクトリア州 Kooweerup の農場でカットしたば
かりのアスパラガス（Laura Poole） 
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図表 2-26 主要都市への距離が長い北部豪州からの流通網 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 NRI 

 

このように主要都市への距離の長さもあるが、さらに次の 3 つの図で見られるように、食品が対応する倉庫の

分布が粗く、サプライチェーンを形成していない、との指摘もある。 

 

基本的な課題として、都市間（生産地と消費地及び、消費地間）の距離が長いことから長い経路の物流網が

必要となり、一方で人口密度が粗であることから、様々な温度帯に対応した物流を可能とするシステムの導入

は、経済性が伴わないことから、結果としてコールドチェーンの敷設が進んでいない点が上げられる。 

 

  

鉄道貨車でアデレードへ
3,000km

トラックでブリスベンへ
2,000km

トラックでシドニーへ
1,300km

トラックでメルボルンへ
750km

トラックでタウンズビルへ
2,500km

飛行機でアセアン地域へ

飛行機でアセアン地域へ

船舶でアセアン地域へ
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図表 2-27 クイーンズランド州の食品に対応した倉庫の分布状況（郵便番号毎） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 Food Australia Map / Institute for Supply Chain and Logistics, Vicrotia University 
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図表 2-28 北部準州の食品に対応した倉庫の分布状況（郵便番号毎） 

（広い分布に見えるが郵便番号が同一のため、実際にはダーウィン港に敷設された倉庫のみとなる） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 Food Australia Map / Institute for Supply Chain and Logistics, Vicrotia University 
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図表 2-29 西オーストラリア州の食品に対応した倉庫の分布状況（郵便番号毎） 

（北部準州と同様、郵便番号が同一のため、実際より広くエリアに分布しているように見える） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 Food Australia Map / Institute for Supply Chain and Logistics, Vicrotia University 
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2.6 計画と日本式の生産方法・加工や鮮度保持技術等の適用に関する高付加価値化等の可能

性の整理 

2.6.1 大豆 

大豆については、2017 年 1 月現在、CSIRO が北部クイーンズランド州において、Hayman 種の栽培に関する

トライアルを進めており、Hayman 種の日本の取引先候補である企業との意見交換からも、高い可能性で栽培

が出来るとの意見を頂いていることから、これらの情報に基づく計画の策定を行った。 

 

①日本の参加による高付加価値化の検討と販売・マーケティング戦略 

大豆は、世界的に広がりつつあるセリアック病（小麦・大麦・ライ麦などに含まれるタンパク質の一種であるグ

ルテンに対する免疫反応が引き金になって起こる自己免疫疾患）患者（潜在を含む）用グルテンフリー食品と、

完全菜食主義者用食品で重要な食材である。 

グルテンフリーパスタや、大豆ミート等の製造に長けた日本の食品加工技術は、大豆の高付加価値化に寄

与する。 

 

図表 2-30 製品の例：不二製油（株）の粒状大豆たん白（ビーフ・ポーク・チキンなど肉に近い食感に仕上げ

た組織状の大豆たん白） 

 

 

 

 

 

 

 

出典 不二製油（株）ホームページ http://www.fujioil.co.jp/fujioil/product/soy_index2.html 

 

図表 2-31 製品の例：（株）大潟村あきたこまち生産者協会のグルテンフリーパスタ 

 

 

 

 

 

 

 

出典 （株）大潟村あきたこまち生産者協会ホームページ 

http://akitakomachi.shop12.makeshop.jp/shopdetail/000000000443/ 

 

これらを踏まえると、次のようなマーケティング戦略の案が検討された。 

  

javascript:imageview('000000000443.jpg')
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図表 2-32 大豆のマーケティング戦略の例 

『小麦が主食の地域で認められ、中国等の後発が追えない強固なブランドづくり』 

- セリアック病（グルテン不耐性）等が起因となり求められているグルテンフリー食材は、小麦が主食であるオ

ーストラリアでも高い関心を集めている食材であり、早期の上市が求められる。 

- オーストラリアのパスタ・ヌードル市場は年間 12 億ドル（約 1,000 億円）と言われており（月一人 3 万円程度）

市場の 1 割を狙って 100 億円/年の規模がある。 

- オーストラリアは英国連邦であり、英国連邦全体への普及を考えると、巨大なマーケットとなる。 

- 一方で、上市に向けて以下の事項をクリアすることが重要となる。 

 小麦が主食の地域で受け入れられるための味覚、触感、風味等を備えること 

 中国等が必ず参入してくる市場であり、差別化が徹底されたブランド力を備えること 

- これらを踏まえ、次のような戦略を検討する。 

 豪州では、医療ツーリズムでオーストラリア国内のみならず海外からの集客に成功した病院がある（例

えば、王立子供病院（The Royal Children‘s Hospital Melbourne：http://www.rch.org.au/home/））。こ

の病院との共同開発及び病院食としての提供を進め、医療級（MEDICAL GRADE）として地位固めを

行う。 

 随行者（主に両親）向けホテルが併設されていることから、病院食のみならず、一般向けとしても提供を

進める。 

 同病院との共同開発は、世界中の患者とその随行者をテストマーケティングの対象とすることができ、

様々な消費者に向けた様々で魅力ある商品群の開発を可能とする。 

- 共同研究のイメージは次の通り。 

 病院内に栄養士と調理師、食材調達担当から構成されるグルテンフリー食材検討チームを発足して

き、日本から商品企画担当が参加する。 

 当初は、日本からグルテンフリー食材を持ち込み、現地検討チームによる栄養分や味覚、触感、風味

等をテストして頂き、病院食と併設ホテルでの一般食双方での改良点を日本の商品企画担当を交え、

現地にて意見交換を重ねる。 

 意見交換を踏まえ、日本の商品企画担当が日本にて商品の改良を行う。この行程を 3 ヶ月程度繰り返

し、改良された食材の患者及び一般への提供を開始する。 

 食材の提供を 3 ヶ月程度実施し、その結果を再度、検討チームに諮り、改良点を明確化する。 

 2 ヶ月程度で改良、販売戦略の立案、販売ルートの確保を進め、上市準備を整える。 

 

 

  



 

55 

②北部豪州における大豆を用いた事業のサプライチェーン 

豪州の大豆栽培研究者及び日本の取引先候補とのヒアリングを通じて、次のサプライチェーンの構築を計画

した。 

 

図表 2-33 計画したサプライチェーン（当初の現実的な姿として検討） 

 

 

 

 

 

本事業では、既存農場を活用した大豆栽培と日本への輸出、日本の既存工場での加工製品の製造、豪州

等マーケットへの輸出となることから、追加的なインフラの整備は必要とされない。 

 

③大豆生産で想定している地域 

北部クイーンズランド州には、広大なさとうきび農場が散在しており、連作障害を回避する目的で、米や大豆

などをローテション・クロップとする動きが見られている。 

また、CSIRO が進める大豆研究の対象地域が北部クイーンズランド州であり、本計画における対象地域をこ

のエリアとする。 

 

図表 2-34 大豆生産で想定している地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 CSIRO 

 

  

北部クイーンズラン
ド州にて Hayman

種を栽培（栽培は豪
州農家が実施） 

ブリスベン港等から
のコンテナ輸出（当
初は、量的に少ない
ことから） 

日本での加工（将来
は、豪州やアジアで
の加工を模索） 

当初のマーケットは
豪州が対象（結果を
踏まえシンガポール
等を対象に） 
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④事業性に係る考え方（品質、生産性、原価、物流、価格） 

本計画で対象としている Hayman 種の品質は次の通り。 

 

図表 2-35 本計画で対象としている Hayman 種の品質 

- Hayman 種は、無色の臍（へそ）を持つ大きな種子を有し、乾物ベースで 43％を上回るタンパク質を容

易に生成する。これらの特性により、生産者にとっては、より価値の高い食用市場及び粉砕市場を含

め、市場オプションの幅が広がる。 

- Hayman 種は、豆腐加工業者に高く評価される 11sA4 タンパク質ヌル（Bunya 種と同様）を有する。 

バイオマス及び穀物生産試験データ 

NSW DPI Grafton による 3 回のフィールド反復試験からのデータ 

 単 位 Hayman 種 A6785 

草 高 ｃｍ 124 103.6 

バイオマス（鞘が中程度充実したシュ

ートバイオマス） 
トン（乾物）/ヘクタール 11 8.7 

倒 伏 スコア 1～5 1.5 2.5 

べと病 スコア 1～5 1 2.2 

開花（F50 までの日数） 植え付け後の日数 57 51 

成熟度（P95 までの日数） 植え付け後の日数 136 120 

穀物収量 トン/ヘクタール（水分 12%時） 4.4 4.3 

穀粒タンパク質 %（乾物） 45.5 41.6 

種子サイズ グラム/種子 100 個（水分 12%時） 24.6 15 

穀粒タンパク質 %（乾物） 45.5 41.6 

臍の色  無 色 茶 色 

 

飼料価値分析 NSW DPI Feed Quality Laboratory, Wagga Wagga 

飼料価値 単 位 Hayman 種 A6785 

中性デタージェント繊維 % 34 36 

酸性デタージェント繊維 % 23 24 

粗タンパク質 % 27 27 

無機灰分 % 12 12 

有機物 % 88 88 

DMD（乾物消化率） % 67 67 

DOMD（乾物中可消化有機物） % 63 63 

代謝エネルギー MJ/kg 乾物 10 10 
 

出典 CSIRO 

 

本計画で対象としている Hayman 種の生産性は次の通り。 
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図表 2-36 本計画で対象としている Hayman 種の生産性 

- 数シーズンにわたる試験において、Hayman 種は、既存の他の大豆品種に比べ、一貫して良い結果を

出している。クイーンズランド州において、Hayman 種は、優れた耐病性及び耐倒状性により、Bunya 種

及び Soya 791 種に代わって高い収量をもたらす。 

品 種 
臍
の
色 

収量 
トン/ヘク

タール

（水分

12%時）

2007～

2013 年 

タンパク
質 

%（乾物ベ

ース） 

2007～

2013 年 

種子サ
イズ 

1kg 当た

りの種子

数 

マ
ン
ガ
ン
耐
性 

疫病菌による根腐れ 
品種抵抗性 う

ど
ん
粉
病 

耐候性 
2007～2013 年 
天候の影響を受

けていない穀粒

（%） 
1 4 15 25 

Hayman 
無色 4.2 44.4 4,150 高 Y Y Y Y R 82 

A6785 
茶色 4.0 39.4 6,660 低 Y Y Y Y R 83 

Soya 791 黄褐
色 

4.2 41.6 5,260 低 Y Y N Y S 54 

Bunya
（2006） 

無色 4.2 40.7 4,000 中 Y Y Y Y S 72 
 

出典 CSIRO 

 

原価については、ニューサウスウェールズ州第一次産業省がまとめた大豆生産に係る計算書に基づき、以

下のように算出された。なお、計算書は一般には公開されていない。 

 

図表 2-37 大豆生産に係る計算（オリジナルの計算は小数点 3 以下の数字も使用されており、合計値が異なる） 

収 入 1.5 t/ha × $475.00 /t ＝ $712.50 /ha 

費 用  $392.36 /ha 

 播 種 $48.57 /ha   

 肥料散布 $50.50 /ha   

 除 草 $100.62 /ha   

 殺 虫 $78.24 /ha   

 収 穫 $76.24 /ha   

 税及び保険 $38.19 /ha   

利益（グロス） $320.14 /ha 

播種： 乾燥地の大豆（dryland soybeans）は栽培にリスクが伴う作物である可能性がある。 

肥料： 肥料の必要量は圃場記録（paddock records）と土壌試験に基づいていなければならない。 

昆虫： green vegetable bug やキンウワバ属（heliothis）がいないかどうか注意深く監視する。この例では、green vegetable bug の

制御のためにデルタメトリン（deltamethrin）が使用されている。 

雑草： 広葉雑草の生えていない圃場を選択する。除草剤耐性の可能性を減少させるため、除草剤群や管理技術は交代で利

用する。残っている雑草は、結実が可能となる前に確実に制御する。パラコート（praquat） + ジクワット（diquat）は、除草

剤耐性管理のための double-knock として含まれている。 

保険： 地方政府の地域および郵便番号によって異なるため、保険会社に確認すること。 

収穫： 開花期の時点で子実の収量見込みが乏しい作物は、高品質の乾草に変えることも可能である。 

必要労働量：労働量はこの予算で見積もられていない。人件費が時間当たり 21.70 ドルの場合、人件費総額は 17.63 ドルで、粗

利はヘクタール当たり 302 ドルに減少する。 

機械： 173-180 HP のトラクターを使用することとしており、機械設備費には燃料、油、フィルター、タイヤ、バッテリー、修理を含

み、但し、間接費についても加算しなければならない場合がある。 

出典 ニューサウスウェールズ州政府資料から NRI 作成 
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豪州では、一般的に大豆は加工用として商業ベースの破砕業者に販売されている。主要大豆破砕業者に

は、Cargill GrainCorp Oils 社、Riverina Oils & BioEnergy 社、Cootamundra Oilseeds 社が含まれる。Cargill 社

は 3 つの破砕工場（ニューカッスル、ナラブライ（Narrabri）、フッツクレー（Footscray））を有し、家畜飼料用の大

豆ミールや、マーガリン、サラダドレッシング、フライ油用の大豆油を生産している。 

Vitasoy 社といった大豆食品メーカーも豪州の大豆を購入しており、大豆をその他原料と共に豆乳、豆腐、そ

の他の大豆ベースの製品に加工している。 

参考とされる価格については、次がある。 

 

図表 2-38 オーストラリアにおける大豆の国内価格の推移と予測 

 

出典 Appendix 4.1: Northern Australia food and fibre supply chains – commodity market analysis / Australian 

Government, Department of Agriculture / August 2014 

 

ア セ ア ン 地 域 に お け る 大 豆 の 価 格 等 に つ い て は 次 の 通 り で あ り 、 ASEAN FOOD SECURITY 

INFORMATION SYSTEM (AFSIS)が調査・公表している。 
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図表 2-39 カンボジアとインドネシアの大豆の FOB 価格の推移（US＄/t） 

 

出典 ASEAN Agricultural Commodity Outlook, No.15 December 2015 / AFSIS Secretariat 

 

現在、オーストラリアからの大豆の輸入を検討している企業は、カナダ産大豆との価格比較を行っている。企

業間取引における価格情報については秘匿のため、ここでは参考価格として、カナダ統計局の情報を SOY 

CANADA が集計している統計情報を活用する。 

 

図表 2-40 カナダから日本に輸出される大豆の価格と量の推移 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

輸出量 

（トン） 
234,598,788 242,895,111 265,865,202 296,436,746 294,915,927 309,803,395 

輸出額 

（カナダドル） 
370,723 358,173 378,829 381,337 370,457 357,430 

輸出量/輸出額 

（カナダドル/トン） 
633 678 702 777 796 867 

出典 SOY CANADA ホームページ http://soycanada.ca/ 

 

物流については、仮にタンズビルから大阪の大豆加工施設に輸送した場合の見積を次に示す。 
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図表 2-41 タウンズビルから大阪の大豆加工施設に輸送した場合の見積 

品目 大豆 

量 20 トン 

輸送の単位 20 フィートコンテナ（ドライ） 

輸送経路 海上輸送 

品目の価値 AUD9,500 

オーストラリア国内の輸送費 AUD1,340 

オーストラリアから日本への輸送費 USD1,600 

日本国内の輸送費 192,460 円 

計 約 486,900（24.3 円/kg) 

※保険料は含まれていない 

※関税はゼロとし、日本国消費税は 8%としている。 

出典 物流事業者の参考価格に基づき NRI 作成(AUD=86 円、USD=112 円で計算) 

 

これらのことから、対象とする大豆品種生産のコスト削減も重要となるが、一方で、日本が有する大豆の加工

技術を活用し、健康や医療といった、高価格な製品群での展開が可能な市場を創造していく方向性が確認さ

れ、まずは大豆の試験的栽培の結果を待つこととなった。 

  


