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事業名 

 

令和２年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業（豪州） 

 

背景・目的 

 

農林水産政策研究所の推計（2019 年３月）によれば、2030 年における世界 34 ケ国・地域の飲食料市場

規模は 1,300 兆円と 2015 年の 1.5 倍に増加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、

我が国の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

構築を海外で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構築推進プランに基づき、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、豪州は、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。 

また、直近の日豪首脳会談（2018 年 11 月 16 日、於:ダーウィン）の共同声明において、「両首脳は、両国で

季節が逆であることを利用した生産の協力を通じた、両国の国際市場への農産物輸出拡大の潜在性を認識した。」

とされ、ハイレベルでの食料・農業分野での協力が確認されている。 

こうしたことから、国際市場（具体的にはアセアンやインド及びそれらの周辺国を想定。以下同じ。）へ向けた事業

展開を支援し、我が国食品企業の海外展開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。 

一方で、今般の COVID-19 の世界的拡大の中、人やモノの移動が大きく制限され、各国のフードバリューチェーンは

大きな影響を受けている。今後は、COVID-19 により顕在化した課題に対処するためにフードバリューチェーンの再構

築が予想される。こうした状況を踏まえつつ、COVID-19 による豪州におけるフードバリューチェーンへの影響を分析する。 

 

委託事業の履行期間 

 

令和 2 年 8 月 26 日から令和 3 年 3 月 19 日まで。 

 

委託事業の内容 

 

農林水産省が保有する豪州関係の調査成果等の既存の情報を踏まえつつ、我が国と豪州との二国間の事業展

開や両国の連携による国際市場へ向けた事業展開を支援した。具体的な項目は以下のとおり。 

 

１. 日系企業や日本人農業者等向けの投資機会の促進調査 

北部準州、クイーンズランド州、西オーストラリア州、ニューサウスウエールズ州及びビクトリア州各政府と締結した農

業等の分野における協力覚書に基づき、国際地域課の指示の下、北部豪州を中心に日本の技術を活用した農水

産物の商業生産の可能性又は「事業化」を追求するため、次の取組を実施し、日系企業や日本人農業者等への

情報提供を通じ、将来的な投資機会の増大を目指した。 
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(1) 太陽光から生成した水素を活用した再生可能エネルギー農業の推進計画の作成 

(2) 日本式での試行的な野菜・果実栽培技術の調査 

(3) 豪州に於ける農業の知財ビジネスモデル構築に向けた取組 

 

２. 豪州での生産者育成や日本での大規模農業経営の導入に向けた研修プログラムの策定 

日本の農閑期（例えば 10 月下旬～翌２月）の間、日本の大規模農業経営（労務管理含む）の適応に必

要な日本人生産者向けの研修プログラムを検討し、案を策定した。 

また、季節の逆転を利用し豪州も生産基地とした周年農業を行う場合の手続き等（就労ビザや農地リース等）

の調査を実施した。 

 

３. COVID-19 による豪州におけるフードバリューチェーンへの影響分析 

連邦レベルや各州政府、民間調査機関などが公表している、豪州のフードバリューチェーンに対する COVID-19 の影

響について、１ケ月毎に月別報告としとりまとめ、国際地域課にレポートを提出した。 
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委託事業の結果 

 

1. 日系企業や日本人農業者等向けの投資機会の促進調査 

（1）太陽光から生成した水素を活用した再生可能エネルギー農業の推進計画の作成 

昨年度調査にてシステムの具体化に向けた 2 つの目標と、3 つの段階を設定した。 

 

図表 1 システムの具体化に向けた２つの目標 

目標１ 
植物の生育にとって厳しい環境である豪州北部準州の砂漠/サバンナ地域において水耕栽培を営む事

業者の経済性を高めるためのシステムとして開発する。 

目標２ 
地球全体で進行する気候変動に対応する農業システムを持続的/継続的に研究するための拠点の豪

州北部準州での設立に向けたひな形となるシステムとして開発する。 

出典 平成 31 年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業（豪州）報告書 

 

図表 2 目標の達成に向けた 3 つの段階 

段階１ 

[2019 年 1-3 月] 

まずコンセプト自体が成り立つか、将来的に経済性をも達成したシステムとなりえるか、初歩的な検討

を行うため、小規模な実証を日本にて行う。 

段階２ 
[2020 年 11 月頃からの開始を予定] 

上記実証について、規模を拡大して日本にて行う。 

段階３ 

[2021 年後半以降を予定] 

日本での実証を踏まえ、植物の生育にとって厳しい環境である豪州北部準州で水耕栽培により農

業を営む事業者にて実証を行う。 

出典 平成 31 年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業（豪州）報告書 

 

本調査は、「目標２」に向けた「段階３」の取り組み検討となる。 

 

これまでの検討は、取り組みの対象地域として「豪州北部準州」を想定してきた。オーストラリアには、他にも植物

の生育にとって厳しい環境が点在しており、また、検討する農業システムの可能性を広げるためにも、本年度はまず、

各機関との意見交換を通じて、他の地域での取り組みの可能性についても検討を行った。 

その中で、2020 年 7 月 7 日、宇宙航空研究開発機構(JAXA)が、オーストラリア宇宙庁(Australian Space 

Agency)との間で宇宙利用に関する協力覚書署名を実施1 、当該宇宙庁が南オーストラリア州に設置されることが

知らされた。 

検討する農業システムは、太陽光を活用した水耕栽培システムであり、JAXA が公表している、「月面農場ワーキン

ググループ検討報告書2 」にも結び付く内容であり、検討する農業システムの可能性を広げるためには、同報告書の

知見を活用することは理にかなっていると考えられた。 

 
1 https://japan.embassy.gov.au/tkyojapanese/pr2020_tk08.html 

2 https://www.ihub-tansa.jaxa.jp/Lunarfarming.html 
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南オーストラリア州にも、砂漠/サバンナ地域といった、植物の生育にとって厳しい環境が点在していることを踏まえ、

南オーストラリア州において、実施協議が進められた。 

豪州北部準州については、水素を活用した新たな地域インフラの構築に関する検討を進めており、検討している

農業システムにおいては、水素をエネルギーインフラとして位置付ける点、及び、地産地消型の農産物生産システム

は、地域の食糧供給インフラになりえる点から、引き続き、対話を継続している。 

 

上記の経緯を踏まえ、実施協議については、まず、開発の対象とするシステムの明確化を行った。なお、実施協議

は、南オーストラリア州と実施したが、検討している内容は、オーストラリア全体に適用可能なものとしている。 

開発の対象とするシステムについては、当初のターゲットを気候変動に対応した持続可能な農業システムとしつつ、

先にも言及した通り、検討する農業システムの可能性を広げるため、究極的には、月面農場システムとした。 

 

図表 3 開発の対象とするシステム 

 

出典 NRI 作成(イメージ醸成のため用いたいくつかのイメージ画について、本報告書では一部、マスクしている) 
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対象とするシステムについて、要求される技術レベルをとりまとめた。 

要求される技術レベルとして、対象とする人口や対象とする生産物を定義、前提となるコンディションとして、電力

供給、物質循環、環境管理、採用が求められる効果的な生産方法をとりまとめた。 

 

図表 4 要求される技術レベル 

 

出典 NRI 作成(イメージ醸成のため用いたいくつかのイメージ画について、本報告書では一部、マスクしている) 
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採用が求められる効果的な生産方法について、先の JAXA 報告書に記載されている内容を抜粋し、掲載した。 

 

図表 5 JAXA 報告書に記載されている採用が求められる効果的な生産方法の例 

 

出典 「月面農場ワーキンググループ検討報告書/JAXA」から NRI 抜粋 
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目標２で掲げている通り、検討している農業システムは、地球全体で進行する気候変動に対応するシステムとし、

そのためには、日本とオーストラリアのみならず、世界中で進められている研究を広く集め、持続的/継続的に研究す

ることが必要との観点から、日豪で先導し、設置を検討している研究機関の果たすべき役割をとりまとめた。 

研究機関は、自立的採算性を確保しつつ取組を進めていく必要性が検討され、月面農場システムに関する研究

のみならず、研究により開発された技術を段階的に製品化し、それを様々な主体が訪問、実際に手に触れることが

できる”モデルルーム(豪州の場合、ディスプレイ・ホームという表現がなされることから、ここでは、ディスプレイ・システムと

記載している)”として公開、技術やシステムの販売も行うことを取りまとめた。 

研究機関でコアとなる機関は、南オーストラリア州で持続可能な農業と共に、宇宙食等の研究も進められている

現地の大学とすることで検討が進められている。 

 

図表 6 日豪で設置を検討している研究機関の果たすべき役割 

 

出典 NRI 作成 
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当面の目標として開発するディスプレイ・システムの技術水準についてとりまとめた。 

想定顧客を 200 戸で住民が 1,000 人程度のマンション(豪州ではタウンハウス)の屋上にシステムを設置するイメー

ジとして、住民が摂取する、一人 1 日 350ｇの野菜を栽培することを目標とした。 

電源は、再生可能エネルギーとその蓄電システムとし、肥料等については、住民が排出する生ごみなどからある程

度、確保することとしている。栽培システムは、完全な温室とせず、上部に日よけを設置した水耕栽培システムとして

いる。 

 

図表 7 当面の目標として開発するディスプレイ・システムの技術水準 

 

出典 NRI 作成(イメージ醸成のため用いたいくつかのイメージ画について、本報告書では一部、マスクしている) 
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栽培する農産物の種類及び必要生産量についてとりまとめた。 

先の通り、住民が摂取する一人 1 日 350ｇ分の野菜をイメージし、その必要生産量を試算した。 

 

図表 8 栽培する農産物の種類及び必要生産量 

 

出典 NRI 作成(イメージ醸成のため用いたいくつかのイメージ画について、本報告書では一部、マスクしている) 
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開発するシステムの素案について、まずは畜産廃棄物を活用するシステムとしてとりまとめた。 

システムは、グリッド電源に頼らない分散型電源システムと、持続可能な方法で栽培するシステムの組み合わせと

して、持続可能な方法とは、可能な限り石化由来の化学肥料を使用せず、各種廃棄物を含め、当該地域で入

手可能な素材から肥料等を製造し供給する方法としている。 

 

図表 9 開発するシステムの素案 

 

出典 宮崎大学 工学教育研究部 西岡 賢祐 教授、農学部 霧村 雅昭 助教と共に NRI 作成 
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先に提案した畜産廃棄物を活用するシステムについて、日本側で有している機能と、豪州に適用するための追加

的に必要となる機能等をまとめた。 

豪州の場合、畜産農家が、住民が集積している地域から数十から数百 km 離れていることが通常であり、住民が

排出する生ごみを含め、具体的にどのような”地域の素材”が活用可能か、が課題となる。 

豪州は、太陽光や風力などの再生可能エネルギーの活用が進んでおり、エネルギー貯蔵のために水素を活用する

動きも進みつつある。一方で、地方部では、グリッド電力網が脆弱であることから、分散型電源システムへのニーズが

高いことから、日本と豪州の技術をシステムとして融合させる点が期待されている。 

 

図表 10 開発するシステムの素案を豪州に適用するために追加的に必要となる機能等 

 

出典 NRI 作成(イメージ醸成のため用いたいくつかのイメージ画について、本報告書では一部、マスクしている) 
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システム素案に基づき、具体的な検討手順がとりまとめられた。 

ディスプレイ・システムを設置するサイトの選定、当該サイト周辺で得られる素材に関する調査、生産が必要となる

農産物の種類と量の検討、当該生産に必要となる地域素材の抽出方法や物流方法等の検討、それらを踏まえ

たシステムの検討、などを手順としてとりまとめた。 

 

図表 11 具体的な検討手順 

 

出典 NRI 作成(イメージ醸成のため用いたいくつかのイメージ画について、本報告書では一部、マスクしている) 

 

最後に、システムを検討するための実証計画の素案がとりまとめられた。 

基本的に環境条件と供給、それに伴う農産物の出来具合をモニタリングし、最適な生産条件の整理を進めるが、

将来的に、ある程度の自動化を見据え、何をどうモニタリングし、どうフィードバックし、供給を管理するか、といった視

点での実証を進めることでとりまとめが進められた。 

実証計画については、今後も継続した議論が進められていく。 
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（2）日本式での試行的な野菜・果実栽培技術の調査 

①大豆 

世界的に需要が伸びている大豆について、その機能性に着目し、豪州の広大な農地で栽培、世界市場を対

象に加工製品として販売することを目的として、豪州の気候に適した品種の開発が進められている。 

検討は、平成 28 年度からスタート、豪州の研究機関への委託を通じて、日本の自治体が開発した、ある特

定の機能成分の含有量が高い品種について、同研究機関が開発した、豪州の気候に適した品種との掛け合

わせが進められている。 

豪州側の期待として、大豆加工製品の世界販売の一端を担う、というビジネス上の期待もあるが、仮に、亜

熱帯地域での栽培が可能となる品種が開発される場合、さとうきび栽培のローテーションクロップとしての栽培が

期待されている。 

これは、さとうきび栽培で失われた地力を豆類の栽培により戻すために行われている取り組みである。5 年間の

内、3 年、さとうきびの栽培を実施、2 年間、豆類の栽培を行う地域や、1 年の内、8 ヶ月、さとうきびを栽培し、

4 ヶ月、豆類を育てる、といった具合に、地域によってローテーションの頻度は異なっている。 

さとうきび栽培で使用される農薬等が降雨によりグレートバリアリーフなどの海域における汚染に結び付いている

という指摘もあり、大豆をローテーションクロップとして栽培する取り組みは、過度な農薬を使用せず大豆を育てる

ことで、地力の回復、海洋汚染への影響低減、さとうきび栽培よりも付加価値の高い大豆栽培に伴う収入増

につながる、という面が期待されている。 

 

日本の自治体が開発した品種と、豪州の研究機関が開発した品種との掛け合わせは、クイーンズランド州の

州都ブリスベンから 100km 程度、西に位置する州政府が管理する農業試験場で実施されている。 

このエリアは、亜湿潤から亜熱帯の気候にあり、日中 30℃程度以上の気温となる長い夏と、5℃程度の気温

となる短い冬の二季となっている。10 月から 3 月の豪州における夏季に、年間平均降雨量である 778mm の

70%が集中する。散水用の水資源は地下水が使用されている。 

豪州の研究機関が開発し、日本の自治体が開発した品種との掛け合わせが行われている品種は４種類で

あり、その特徴は以下の通り。 

 

図表 12 掛け合わせが行われている品種の特徴 

品 種 特 徴 

A ニューサウスウェールズ州の北部から北部豪州まで幅広く対応する品種で、熱帯地域で、栽培は通年では

なく、季節性(夏もしくは冬)作物となる。大きな種で、へそは透明、高い収率とプロテイン含有量が平均よ

りも高い点が特徴となる。 

B ニューサウスウェールズ州の北部からクイーンズランド州の南部に対応する品種で、熱帯地域には適用でき

ない。A 品種よりもさらに大きな種で、へそは透明、A 品種と同様、高い収率とプロテイン含有量が平均よ

りも高い点が特徴となる。 

C ニューサウスウェールズ州の北部からクイーンズランド州の南部に対応する品種で、熱帯地域では冬作物と

なる。B 品種と同様、大きな種で、へそは透明、高い収率だが、プロテイン含有量は平均。 

D ニューサウスウェールズ州の北部からクイーンズランド州の南部に対応する品種で、熱帯地域には適用でき

ない。中程度の種で、へそは透明、A 品種と同様、高い収率とプロテイン含有量が平均よりも高い点が

特徴となる。 

出典 豪州研究機関資料から NRI 作成 
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令和 2 年度は、豪州の研究機関に蓄積されつつある、豪州の研究機関が開発し、日本の自治体が開発し

た品種との掛け合わせによって得られた品種のデータに基づき、フィールドテストに移行する 20 種程度への絞り込

みが進められた。 

絞り込みは、フィールドテストを通じて、以下の視点に基づき、実施された。 

✓ 商業化に不可欠な、栽培で安定的な品質を得ることができそうか、 

✓ 事業性が確保される収量を安定的に達成しそうか、 

✓ 想定している加工製品に求められるプロテイン及び目的としている機能成分の含有量が達成され、また、

安定的に抽出が可能となるか、 

 

商業化に進む品種として、現状の 20 種類から、さらに数品種に絞り込みが進められる。 

フィールドテストは、引き続き、クイーンズランド州政府が運営する農業試験場において、豪州研究機関への委

託として進められる予定である。 
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②アスパラガス 

(i)マザーツリーの確保 

クイーンズランド州政府が管理するエアリサーチステーションにおいて、邦人生産者によるアスパラガスの日本式で

の栽培調査が継続された。 

アスパラガスは一般的に土耕にて栽培されるが、本調査では、今後、世界的に進むと考えられる気候変動に

も対応可能なシステムとして、コンクリート地盤の上でも育成可能な栽培ポットを開発した。 

 

図表 13 栽培調査が行われているシェードハウスと開発された栽培ポット 

  

シェードハウスの全景 シェードハウスの内部 

  

栽培ポットへの土入れ 栽培ポットの配置 

  

開発されたアスパラガスの栽培ポットとシェードハウス内の配置 

出典 平成 31 年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業（豪州）報告書 
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栽培調査の開始は、2019 年 11 月であり、2 年目に入り、収穫に向けた取り組みが継続されている。 

今回選定したカリフォルニア種は葉が少ないため、亜熱帯という気候にも適応できていると考えられる。一方で、

気温が下がらないという環境から、アスパラガス自体が休眠しない可能性があり、望まれる太さと長さが実現する

か、が課題となっていた。 

 

図表 14 生育の状況 

  

全体の生育状況 マザーツリーは順調に育っている 

  

  

一方で、太さが足りない状況が散見される 

出典 現地協力スタッフ撮影 
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マザーツリー自体は順調に成長しているが、主に栄養分が原因と考えられる、太さが足りない状況が散見され

ており、成長及び現地の気候の状況に柔軟に対応した施肥の実施が必要となった。 

本年度は、COVID-19 の影響を受け、邦人生産者が渡豪出来ない状況が継続しており、当初は、写真と現

地の気温、湿度等の情報を送付頂き、邦人生産者で状況を把握、それに基づく栽培指導を継続した。 

肥料については、邦人生産者が現地で独自に処方した液肥を用いているが、渡豪できない状態が継続し、当

該液肥の再現が難しいことから、現地で標準的に使用されている肥料による栽培に切り替え、現地協力スタッ

フに栽培を継続して頂いている。 

 

(ii)オンラインによる遠隔栽培手法の確立に向けた調査 

当該邦人生産者は、日本の栽培において各種センサー等を用いた農場管理を進めており、COVID-19 下で

渡豪が難しい状況を鑑み、日本で使用しているシステムを応用した、オンラインによる遠隔栽培手法の確立に向

けた検討を行うこととした。 

 

[リモートカメラの配置] 

現在、シェードハウス内に、成分の構成を変えた 20 個の栽培ポットを配置している。2020 年 10 月、現地協

力スタッフとビデオ会議を実施し、優れた栽培成果が上がっている 2 つのポッドと、平均的な栽培状況となって

いる２つのポッド、全体を俯瞰できる２つ、計６つのカメラを設置する計画とした。リモートカメラは、豪州の農

業栽培で一般的に使用されている Wi-Fi を経由した製品を現地で選定頂くこととした。 

 

図表 15 リモートカメラの配置 

  

出典 NRI 作成 
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[各種センサーの設置] 

邦人生産者の日本での栽培実績と現地の気象を考慮し、以下のセンサーの設置を計画した。 

 

図表 16 センサーの設置場所とセンサーにより計測する対象 

センサーの設置場所 センサーにより計測する対象 

シェードハウス内の中心付近に 1 か所 ✓ 温度の計測 

✓ 相対湿度を計測し、飽和水蒸気圧に基づき飽差※を算出 

✓ 太陽光放射強度を測定し日射量の算出 

✓ CO2 濃度の計測 

✓ 風速と風向きを計測 

4 つの近接カメラを設置する栽培ポッドに設置 ✓ 土壌電気伝導率を計測し、土壌の肥料含有率として数値化 

※ 飽差は 1 立方メートル当たりに含むことができる水蒸気量(g)を示す数値で、二酸化炭素を取り込む植物の気孔が開

く適切な飽差レベルに気温と湿度を維持することで、吸水と二酸化炭素の取り込みの継続が期待される。 

出典 NRI 作成 

 

各種のセンサーは、2 分おきに計測を行い、データは専用のソフトで分析され、リアルタイムでの数値情報と時

系列でのグラフでの状況の確認等が行えるシステムの導入が計画された。 

 

[期待される効果] 

今回の栽培試験においては、現地の状況がリアルタイムで確認できることで、時期を逸しない的確な指示出

しが可能になることに加え、指示が的確に実施され、その効果の発現を確認することができ、今後、このシステ

ムを用いた事業化を図る際、状況に応じた適切な指示のあり方が整理されるというメリットもある。 

また、状況の把握と指示の内容が蓄積されることで、栽培マニュアルの作成に係る基礎情報の整理が可能

となり、将来的には栽培の自動化に向けた優れた情報源ともなりえる。 
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（3）豪州に於ける農業の知財ビジネスモデル構築に向けた取組 

本調査で対象とされた種は柿(樹木)で、2015 年 3 月に日本で品種登録されており、海外では、中国で品種登

録がなされている。 

知財ビジネスモデルの構築では、(i)現地における育種権(Plant Breeder’s Rights(PBR))の取得と、(ii)PBR の取

得を含めたビジネスパートナーとの契約が重要となってくる。 

PBR の申請は、オーストラリアでは海外品種となることから、日本での販売から 6 年以内に実施しなければならず、

上記品種の販売が同 2015 年 3 月であることから、2021 年 2 月までに申請が必要となった。 

 

(i)現地における育種権(Plant Breeder’s Rights(PBR))の取得 

豪州は、UPOV 条約(植物の新品種の保護に関する国際条約)締約国であり、また、日本政府と、植物品種の

保護に係る審査協力に関する協力覚書を結んでおり、日本における審査結果が活用できる。 

本検討では、豪州における PBR の取得を現地のビジネスパートナーに依頼し、実施した。これは、豪州における PBR

申請が、①オーストラリアの市民権を得ている者、②オーストラリアに住んでいる者、③当該品種をオーストラリアで育

てた者、のいずれかである必要があり、当該邦人企業はいずれにも該当しないことに依る。 

ビジネスパートナーの選考自体は、本検討の以前から当該邦人企業が実施しており、①柿の産地となる、ニューサ

ウスウェールズ州、ビクトリア州、クイーンズランド州南部に販売網を有し、②組織培養が可能なレベルのクリーンルー

ムと技術者を有する、以上 2 点により選考された。 

ビジネスパートナーは、豪州の手続きに従って、Application Part1 と呼ばれる書類を、UPOV の電子出願システ

ムである PRISMA と、eServices と呼ばれる、豪州連邦政府が各種ビジネス等のために構築提供している電子出

願システムを活用した。 

Application1 で記載すべき内容は次の通り。 

 

図表 17 Application Part1 で記載すべき内容 

(a) 申請者の名前と住所 

(b) 申請者が代理人を使用して申請者に代わって申請を行う場合、代理人の名前と住所。 

(c) 申請者が品種のブリーダーである場合-その効果の声明(a statement of the effect)。 

(d) 申請者が品種のブリーダーではない場合-ブリーダーの名前と住所、および割り当ての詳細、または申請を行う権利

の意志または法律の運用。 

(e) その品種が他の一般的な知識の品種とは異なるという一応の事例を確立するのに十分な品種の植物の簡単な

説明、または簡単な説明と写真。 

(f) 第 27 条の要件を考慮した品種の名前、およびその名前の同義語の提案。 

(g) 品種が育てられた場所の名前。 

(ga)育種プログラムで使用される各品種(親品種)の名前。これには、各親品種に関して以下が含まれる。 

(i)オーストラリアで親品種が知られているまたは販売されている名前(同義語を含む)の詳細。 

(ii)オーストラリアまたはその他の契約当事者で付与された PBR の詳細。 

(gb)品種が育てられた方法の簡単な説明。 

(h) 他の国におけるさまざまな種類の権利の申請または付与の詳細。 

(i) 承認された人物の名前：(NRI 注；豪州で求められる Qualified Person のこと) 

(i)アプリケーションの詳細を確認 

(ii)セクション 37 で要求される品種の試験栽培またはさらなる試験栽培を監督 

(iii)そのような説明がレジストラに提供された場合、品種の詳細な説明を検証 

(j) 承認されたフォームで要求されるその他の詳細(ある場合)。 

出典 Plant Breeder’s Rights Act 1994 No. 110, 1994 から NRI 作成 
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Application Part1 の作成において、当該邦人企業とビジネスパートナーとの間でやりとりが実施された。その中で、

特に、今回登録しようとしている品種の”Origin”及び”Parentage”(起源や系統)の明確化が進められた。 

“Origin”については、例えば、controlled pollination(調整受粉), open pollination(開放受粉), genetic 

manipulation(遺伝子操作), spontaneous mutation(自然突然変異) or sport(突然変種), ”Parentage”につ

いては、maternal parent(母方の親)と paternal parent(父型の親)、any of the parents(その他の両親)の明確

化が求められ、それぞれの品種における PBR の取得状況等が確認された。 

これら起源に関係して、良く知られ、性質が似通った他の品種や両親との比較(似通った点と異なる点)の明確化

も進められた。 

種の開発については、最初に観測(observations)が行われた場所、当該場所おける他の作業の実施状況、候

補となる種の開発で使用された主な基準(main criteria)、候補品種に固定された世代数などについて確認がなさ

れた。 

これらのやりとりは、当該邦人企業とビジネスパートナーの間で、登録を行う品種に対する共通の理解を深めると共

に、今後、共同で進めていくマーケティングで、品種の特徴を最大限アピールする方法等の検討において、共通の土

台が形成されることにもつながった。 

 

(ii)PBR の取得を含めたビジネスパートナーとの契約 

ビジネスパートナーとの契約に当たって意見交換が進められた主な項目は次の通り。 

 

図表 18 ビジネスパートナーとの契約に当たって意見交換が進められた主な項目 

(a) ビジネスパートナーが有することができる権利の内容 

(b) ビジネスパートナーが権利を行使する地理的な範囲 

(c) ビジネスパートナーに渡される原木等の内容と渡す方法、繁殖に係る制限や規定 

(d) 繁殖時に突然変異が発生した場合の対応 

(e) マーケティングの方法と協力関係 

(f) PBR の申請と権利 

(g) 権利に対する支払い 

(h) 当該邦人企業によるビジネスパートナーへの立入検査 

(i) 契約の期間と終了 

(j) 契約の不履行と司法 

出典 NRI 作成 

 

(a)ビジネスパートナーが有することができる権利の内容 

本項目については、地理的な範囲内における、①商業化の可能性等に関する評価、②品種の繁殖、③広

告・宣伝・販売、以上 3 つの排他的な権利が対象とされることが一般的と考えられ、①を、ビジネスパートナーに

依頼する前に当該地理的範囲内で、依頼側が事前に、独自に実施したり、①をビジネスパートナーと実施し、そ

の結果を踏まえ、②と③を対象にすることも考えられる。 

また、②日本の増殖と③の広告・宣伝等を分けて、別々のパートナーと契約することも考えられる。 
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(b)ビジネスパートナーが権利を行使する地理的な範囲 

本項目は、ビジネスパートナーに PBR の取得を依頼する場合、その範囲とも関わってくる。ビジネスパートナーが

海外に子会社や提携関係のある会社があるケースでは、複数の地域や国を対象とすることが可能となる。豪州

の場合、ニュージーランドなどのオセアニア諸国を含めて対象とすることも考えられる。 

 

(c)ビジネスパートナーに渡される原木等の内容と渡す方法、繁殖に係る制限や規定 

本項目は、検疫との関係に留意する必要がある。今回のケースの場合、繁殖に関して特殊な技術や訓練を

要する品種であったことから、検疫所で枯らせてしまうなどの事象が発生した。 

原木等の輸送及び検疫に要する費用については、ビジネスパートナーが負担するケースや将来的に得られる権

利に対する支払い(ライセンスフィー)から差し引かれるなどの方法がある。 

ビジネスパートナーに渡される原木等は、繁殖されるものとは厳格に分けて管理されることが重要であり、専用の

保管庫の準備や持続的に維持することができる管理手段など、そのための措置を規定することが必要となる。 

仮に、契約が解除された場合、当該原木等が完全に処理され、それを確認できる手段があることも重要であ

り、契約事項に加えることが必要となる。 

 

(d)繁殖時に突然変異が発生した場合の対応 

突然変異が発生した場合、速やかに連絡を受け、その権利がビジネスパートナーではなく、当該邦人企業に帰

属することを規定することが重要となる。また、当該突然変異が商業的に優れたものであると評価される場合、

その商業化について、当該法人企業とビジネスパートナー間で協議がなされることを規定することも必要となる。 

 

(e)マーケティングの方法と協力関係 

当該品種について、既に商標などを取得している場合には、統一的なブランドとして展開することも考えられ、

本項目は、その状況と密接に関わってくる。コマーシャル上の呼び方、ロゴのフォントや色、キャラクターの使用、宣

伝時に強調する特性とその表現方法等が対象となるが、これらについては、本契約とは別に協議、規定すること

になる。この場合、商標登録や知的財産権など、当該法人企業の側で事前に確保しておくことが重要となる。 

地理的範囲におけるマーケティング費用の負担についても規定する必要がある。全てビジネスパートナーが担う場

合と、当該邦人企業がある程度の割合を負担する場合がある。 

 

(f)PBR の申請と権利 

今回のケースでは、申請等手続きはビジネスパートナーに依頼し、権利は、当該法人企業が有することとしたこ

とから、費用については、当該邦人企業が最終的に負担することとした。但し、支払いについては、将来的に得

られる権利に対する支払い(ライセンスフィー)から差し引かれる方法とすることも一つの方法である。 

 

(g)権利に対する支払い 

権利に対する支払い(ライセンスフィー)の金額については、当該邦人企業が研究開発等に要してきた費用と、

当該品種が生み出すビジネスパートナーの付加価値を考慮して決定される。為替変動リスクをどちらが負担する

かによって、円とするか、豪州の場合、オーストラリアドルとするか、という意見交換も必要となる。 

また、販売に応じた支払いとなることから、販売本数等に係る信頼できるビジネスレコードの記録と保管、当該

法人企業へのレポートの方法、支払いのタイミングを規定することも重要となる。 
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(h)当該邦人企業によるビジネスパートナーへの立入検査 

先に規定した、原木等の管理の状況、繁殖施設の状況、ビジネスレコードの保管の状況など、定期的及び場

合に応じた立入検査の方法やタイミング、事前通告の時期などを定める。 

 

(i)契約の期間と終了 

契約の期間は、10 年程度とされることが一般的であるが、ビジネスパートナーとの協議が必要となる。また、双

方の権利として、途中で契約を解除するための通知タイミングと方法を規定することも重要となる。 

 

(j)契約の不履行と司法 

いずれからの主体が契約の不履行や事業継続が難しくなった場合の協議等の方法について規定する。裁判

所については、一般的に事業実施国/地域が指定されることが一般的であり、地の利として、ビジネスパートナー

側に有利となる点に留意する必要があり、場合によっては、第三国の裁判所とすることもある。 

 

 

上記項目を踏まえ、ビジネスパートナーとの契約が進められ、まずは PBR の取得に向けた取り組みが継続される。 
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2. 豪州での生産者育成や日本での大規模農業経営の導入に向けた研修プログラムの策定 

（1）研修プログラムの策定 

(i)検討の経緯 

これまで、日豪の季節の逆転を利用した日豪農業協力に関する検討を継続してきたが、季節の補完関係のみ

ならず、日豪それぞれの農家のビジネスに対する考え方の違いが補完関係にある可能性が見出されてきた。 

豪州の農家は、基本的に、コモディティーとして、グレードとそれに応じた品質が決まっている農産物の輸出と、スー

パーマーケットチェーンや食品加工会社が提示する品質条件に合致した農産物の生産、出荷がビジネスの基本と

なっている。 

日本では、豪州同様、スーパーマーケットチェーンや加工食品会社が求める品質の農産物を継続的に生産、出

荷する農家に加え、近年、特に農業以外の業種から農業に転向してきた若い農家を中心に、以下のような取り

組みが見られている。 

 

事例１：レストランを自ら経営し、自ら及び近隣の農家で栽培した農産物について地産地消をコンセプトに料理

として提供、料理を通じて農産物の良さを伝え、直売所を通じて販売。様々な地域で、同様の垂直型

モデルの展開が進められるよう、モデルの作りこみを推進。 

事例２：糖度が高い、とか、野菜嫌いの子供でもおいしく食することができる、といったコンセプトに基づいた農産

物の生産方式の開発に徹底的に拘り、販売に係るブランドづくりも進めることで、生産方式と販売方

式の２つをパッケージとして全国の農家等に販売。 

大手のように、大規模投資により一か所で生産、全国に流通させる、というモデルではなく、地産地消

の範囲で、地域の農家と連携して栽培、それを地域毎に流通させるモデルを開発。 

事例３：自ら栽培した農産物を加工品として付加価値高く販売するため、地域の農家で連携、ブランドを立ち

上げ、販売先を開拓。 

 複数の農家が組むことで、加工品のラインナップが充実し、販売先との交渉力が増す。 

 加工品は他の加工食品との価格競争とならないよう、ギフトショップや贈答品の売り場に置くことで、販

売価格は上昇、それに見合う加工を施すことで加工品の販売量を増やし、結果的に農家として高い

収益率を獲得。 

 

いずれの事例も、農産物のバリューチェーン上、生産に留まるのではなく、消費者に近いところでビジネスを考察し、

その実現に向けた生産を実施する、という点が特徴となっている。 

 

COVID-19 の影響により、豪州でも、地産地消といった概念が普及しつつあり、近郊農業の兆しが見られつつあ

り、土日に開催されているマーケットレベルから、常設店舗で、農家の顔が見える農産物の販売という動きが出つ

つある。 

豪州の農業は、経営と労働が分けて考えられ、労働についても、専門分野の分業制が敷かれ、雇用により成り

立っている面で、効率良い運営がなされていると言え、この点で、日本の農家が学ぶ点が多い。 

 

単に季節が逆であることを利用するのではなく、豪州の”効率”と日本の”拘り”が、日豪、それぞれで普及すること

は、最終的に、消費者に多くのメリットを提供することにつながるものと考えられる。 
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このような観点から、本年度は、上記の事例にみられるような日本の農家と、豪州の農家及び農業関係者との

意見交換を実施、それぞれの農業を学ぶ、研修プログラムを検討した。 

 

(ii)研修プログラムの検討 

豪州における農業に係る職業訓練プログラムは、「平成 30 年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事

業（豪州）報告書 2019 年 3 月」44 頁にも記載した通り、トレーニングパッケージとして、以下がある。 

 

図表 19 農業、園芸、土地の保護と管理に係るトレーニングパッケージを構成する資格の一覧 

コード タイトル 

AHC10116 Certificate I in Conservation and Land Management 認定証 I : 自然保護および土地管理  

AHC10216 Certificate I in AgriFood Operations 認定証 I : 農業・食品オペレーション 

AHC10316 Certificate I in Horticulture 認定証 I : 園芸 

AHC10416 Certificate I in Permaculture 認定証 I : 持続型農業 

AHC20116 Certificate II in Agriculture 認定証 II : 農業 

AHC20316 Certificate II in Production Horticulture 認定証 II : 生産園芸 

AHC20416 Certificate II in Horticulture 認定証 II : 園芸 

AHC20516 Certificate II in Arboriculture 認定証 II : 樹木栽培 

AHC20616 Certificate II in Parks and Gardens 認定証 II : 公園および庭園 

AHC20716 Certificate II in Production Nursery  認定証 II : 生産苗床 

AHC20816 Certificate II in Retail Nursery 認定証 II : 小売苗床 

AHC20916 Certificate II in Sports Turf Management 認定証 II : 競技用馬場管理 

AHC21016 Certificate II in Conservation and Land Management 認定証 II : 自然保護および土地管理 

AHC21116 Certificate II in Irrigation 認定証 II : 灌漑 

AHC21216 Certificate II in Rural Operations 認定証 II : 農業オペレーション 

AHC21316 Certificate II in Shearing 認定証 II : 羊毛刈り 

AHC21416 Certificate II in Wool Handling 認定証 II : 羊毛処理 

AHC21516 Certificate II in Floriculture 認定証 II : 草花栽培 

AHC21616 Certificate II in Landscaping 認定証 II : 造園 

AHC21716 Certificate II in Permaculture 認定証 II : 持続型農業 

AHC30116 Certificate III in Agriculture 認定証 III : 農業 

AHC30216 Certificate III in Agriculture (Dairy Production)  認定証 III : 農業（乳製品生産） 

AHC30318 Certificate III in Rural and Environmental Pest Management 認定証 III : 農業・環境に基づく害虫管理 

AHC30416 Certificate III in Pork Production 認定証 III : 豚肉生産 

AHC30516 Certificate III in Poultry Production 認定証 III : 鳥肉生産 

AHC30616 Certificate III in Production Horticulture 認定証 III : 生産園芸 

AHC30716 Certificate III in Horticulture 認定証 III : 園芸 

AHC30816 Certificate III in Arboriculture 認定証 III : 樹木栽培 

AHC30916 Certificate III in Landscape Construction 認定証 III : 造園設計 

AHC31016 Certificate III in Parks and Gardens 認定証 III : 公園および庭園 

AHC31116 Certificate III in Production Nursery 認定証 III : 生産苗床 

AHC31216 Certificate III in Retail Nursery 認定証 III : 小売苗床 

AHC31316 Certificate III in Sports Turf Management 認定証 III : 競技用馬場管理 

AHC31416 Certificate III in Conservation and Land Management 認定証 III : 自然保護および土地管理 

AHC31516 Certificate III in Indigenous Land Management 認定証 III : 先住民土地管理 

AHC31616 Certificate III in Lands, Parks and Wildlife 認定証 III : 土地、公園および自然生物 

AHC31716 Certificate III in Natural Area Restoration 認定証 III : 地域自然回復 

AHC31818 Certificate III in Beekeeping 認定証 III : 養蜂 

AHC31918 Certificate III in Rural Machinery Operations 認定証 III : 農業機器管理 

AHC32116 Certificate III in Commercial Seed Processing 認定証 III : 商用種子生産 

AHC32216 Certificate III in Commercial Composting 認定証 III : 商用堆肥化 

AHC32316 Certificate III in Conservation Earthworks 認定証 III : 土壌保全工事 

AHC32416 Certificate III in Irrigation 認定証 III : 灌漑 

AHC32516 Certificate III in Aboriginal Sites Work 認定証 III : 先住民地域工事 

AHC32716 Certificate III in Rural Merchandising 認定証 III : 農業商業化 
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コード タイトル 

AHC32816 Certificate III in Rural Operations 認定証 III : 農業オペレーション 

AHC32916 Certificate III in Shearing 認定証 III : 羊毛刈り 

AHC33016 Certificate III in Wool Clip Preparation 認定証 III : 刈り取り羊毛選別 

AHC33116 Certificate III in Advanced Wool Handling 認定証 III : 上級羊毛処理 

AHC33216 Certificate III in Floriculture 認定証 III : 草花栽培 

AHC33316 Certificate III in Feedlot Operations 認定証 III : 飼育場管理 

AHC33416 Certificate III in Seed Production 認定証 III : 種苗生産 

AHC33516 Certificate III in Seed Testing 認定証 III : 種苗検査 

AHC33816 Certificate III in Permaculture 認定証 III : 持続型農業 

AHC40116 Certificate IV in Agriculture 認定証 Ⅳ : 農業 

AHC40316 Certificate IV in Production Horticulture 認定証Ⅳ : 生産園芸 

AHC40416 Certificate IV in Horticulture 認定証 Ⅳ :  園芸 

AHC40516 Certificate IV in Parks and Gardens 認定証 Ⅳ : 公園および庭園 

AHC40616 Certificate IV in Production Nursery 認定証 Ⅳ : 生産苗床 

AHC40716 Certificate IV in Retail Nursery 認定証 Ⅳ : 小売苗床 

AHC40816 Certificate IV in Sports Turf Management 認定証 Ⅳ : 競技用馬場管理 

AHC40916 Certificate IV in Conservation and Land Management 認定証 Ⅳ : 自然保護および土地管理  

AHC41016 Certificate IV in Agribusiness 認定証 Ⅳ : 農業ビジネス 

AHC41116 Certificate IV in Irrigation 認定証 Ⅳ : 灌漑 

AHC41316 Certificate IV in Wool Classing 認定証 Ⅳ : 羊毛選別 

AHC41416 Certificate IV in Seed Production 認定証 Ⅳ : 種苗生産 

AHC41516 Certificate IV in Seed Testing 認定証 Ⅳ : 種苗検査 

AHC41616 Certificate IV in Organic Farming 認定証 Ⅳ : 有機農業 

AHC41716 Certificate IV in Pest Management 認定証 Ⅳ : 害虫管理 

AHC41916 Certificate IV in Arboriculture 認定証 Ⅳ : 樹木栽培 

AHC42016 Certificate IV in Landscape 認定証 Ⅳ : 造園設計 

AHC42116 Certificate IV in Permaculture 認定証 Ⅳ : 持続型農業 

AHC42216 Certificate IV in Shearing Contracting 認定証 Ⅳ : 羊毛刈り契約 

AHC50116 Diploma of Agriculture ディプロマ : 農業 

AHC50216 Diploma of Pork Production ディプロマ : 豚肉生産 

AHC50316 Diploma of Production Horticulture ディプロマ : 生産園芸 

AHC50416 Diploma of Horticulture ディプロマ : 園芸 

AHC50516 Diploma of Arboriculture ディプロマ : 樹木栽培 

AHC50616 Diploma of Landscape Design ディプロマ : 造園設計 

AHC50716 Diploma of Parks and Gardens Management ディプロマ : 公園・庭園管理 

AHC50816 Diploma of Production Nursery Management ディプロマ : 生産苗床管理 

AHC50916 Diploma of Retail Nursery Management ディプロマ : 小売苗床管理 

AHC51016 Diploma of Sports Turf Management ディプロマ :  競技用馬場管理 

AHC51116 Diploma of Conservation and Land Management ディプロマ :  自然保護および土地管理  

AHC51216 Diploma of Community Coordination and Facilitation ディプロマ : 地域連携促進 

AHC51316 Diploma of Pest Management ディプロマ : 害虫管理 

AHC51416 Diploma of Agribusiness Management ディプロマ : 農業ビジネス管理 

AHC51516 Diploma of Viticulture ディプロマ : ブドウ栽培 

AHC51616 Diploma of Irrigation Management ディプロマ : 灌漑管理 

AHC51816 Diploma of Organic Farming ディプロマ :有機農業 

AHC52016 Diploma of Landscape Project Management ディプロマ : 造園プロジェクト管理 

AHC52116 Diploma of Permaculture ディプロマ :  持続型農業 

AHC60216 Advanced Diploma of Horticulture 上級ディプロマ : 園芸 

AHC60316 Advanced Diploma of Agribusiness Management 上級ディプロマ : 農業ビジネス管理 

AHC60415 Advanced Diploma of Conservation and Land Management 上級ディプロマ : 自然保護および土地管理 

AHC60516 Advanced Diploma of Arboriculture 上級ディプロマ : 樹木栽培 

AHC80116 Graduate Diploma of Arboriculture 修了ディプロマ : 樹木栽培 

出典 連邦政府ホームページ https://training.gov.au/Training/Details/AHC 
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農業に係るレベルの違いによる内容の差異は次の通り。 

 

図表 20 農業に係るレベルの違いによる内容の差異 

Certificate II in 

Agriculture[AHC20116] 

認定証 II : 農業 

 本技能認定は、農業における一般的な職業訓練としての成果を得ることを目的とす

る。また、本コースでは、家畜生産、農業、家畜環境のいずれかを集中分野として選択

することができ、混合農業ビジネスの場合は、農業と家畜の両方を選択することができる 

 本技能認定を有するものは、一般的な管理監督下にて決められたタスクを遂行でき、

一定の自主性を発揮し自己の業務に責任をもつ。業務内容は産業により異なるが、

下記のようなものがあげられる： 

 家畜世話補助係 

 農場・牧場補助作業員 

 農場・牧場補助従事者 

 農場・牧場補助労働者 

 公開時点において、本技能検定受講による職業ライセンス供与はない、また受講に必

要な法的条件や認定上の条件はない 

Certificate III in 

Agriculture[AHC30116] 

認定証 III : 農業 

 本技能認定は、農業における一般的な職業訓練としての成果を得ることを目的とす

る。また、本コースでは、家畜生産、農業、家畜環境のいずれかを集中分野として選択

することができ、混合農業ビジネスの場合は、農業と家畜の両方を選択することができる 

 本技能認定を有するものは、機器やサービスの選択における判断などを含むさまざまなタ

スクを実施する。業務内容は産業により異なるが、下記のようなものがあげられる： 

 農場・牧場作業員 

 農場・牧場従事者 

 家畜輸送ドライバー 

 公開時点において、本技能検定受講による職業ライセンス供与はない、また受講に必

要な法的条件や認定上の条件はない 

Certificate IV in 

Agriculture[AHC40116] 

認定証 IV : 農業 

 本技能認定は、取引後の技能および農業において専門家となるための知識醸成に寄

与するもので、農業におけるスーパーバイザーやチームリーダーとなるために必要なニーズを満

たすよう設計されている。 

 本技能認定を有するものは、自己の業務に責任を持ち、定められた範囲内の他者の

業務品質に関しても責任を負う。また、さまざまな予測可能な問題や、ときには予測不

可能な問題についても、解決策を提示しコミュニケーションをとる。業務内容は産業によ

り異なるが、下記のようなものがあげられる： 

 農場のチームリーダー 

 農場のスーパーバイザー 

 公開時点において、本技能検定受講による職業ライセンス供与はない、また受講に必

要な法的条件や認定上の条件はない 

Diploma of 

Agriculture[AHC50116] 

ディプロマ : 農業 

 本技能認定は、農場や牧場で働く個人で、新規生産単位の管理をするもの、または、

従業員や農業ビジネスの専業運営者で、作物生産の助言を与えたり生産企業へのサ

ービスを提供したりするものの役務を想定している。 

 本技能検定を有するものは、責任をもって、自主性を発揮し複雑な業務を実施するこ

とを求められる。また、高度な技術が必要な幅広い業務を遂行するため、情報を分析

し、判断を下す必要がある。 

 業務内容は産業により異なるが、本技能認定に想定される職位としては下記のよ

うなものがあげられる： 

 農場生産マネージャー 

 生産ユニットマネージャー 

 農学者 

 牧場・土地マネージャー  

 公開時点において、本技能検定受講による職業ライセンス供与はない、また受講に必

要な法的条件や認定上の条件はない 

出典 連邦政府ホームページ https://training.gov.au/から NRI 作成 

 

農 業 経 営 を 学 ぶ ト レ ー ニ ン グ パ ッ ケ ー ジ と し て は 、 「 AHC51416 | DIPLOMA OF AGRIBUSINESS 

MANAGEMENT」がある。このコースにエントリーするための資格要件は次の通り。 
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図表 21 AHC51416 | DIPLOMA OF AGRIBUSINESS MANAGEMENT エントリーに係る資格要件 

年齢 16 歳以上 

英語の習熟度 受講者は、政府の Literacy and Numeracy(オーストラリアの学校で Year3、Year5、Year7、

Year9 の全生徒を対象として実施される基礎学力評価テスト)を受講していなければならない。 

学歴 農業または関連分野での Certificate IV の完了、またはオーストラリアの 12 年生の一般教育また

は農業関連分野での 2 年の実務経験に相当するもの。 

出典 Australian College of Agriculture & Horticulture ホームページ 

https://www.acah.edu.au/diploma-of-agribusiness-management/ 

 

トレーニングパッケージは、52 週間で構成され、内容は次の通り。なお、豪州の生徒は、e-Learning を活用した

受講が可能であるが、留学生は、週 20 時間の対面授業のみが準備されている。 

 

図表 22 AHC51416 | DIPLOMA OF AGRIBUSINESS MANAGEMENT の内容 

AHCWAT503 

水システム 

課題 1 – 灌漑システムの選定と設計 

課題 2 – 実技レポート – 水システムの評価 

試験 – 知識項目の総括審査 

上記審査では、次の重要な領域が含まれる。 

 水システム管理の原則と実践 

 費用対効果分析 

 経営方針と手順 

 地表もしくは地下水を使用することに関する灌漑の環境影響と設備に関する

要求事項 

 水質 

AHCWRK511 

持続可能な職場の方針と手

順の開発 

課題 1– ポリシーステイトメントの記述 

課題 2- 口頭もしくは録音によるプレゼン 

課題 3- ピアレビュー 

AHCAGB518 

気候リスク管理戦略の開発 

タスク 1 – 短い回答の質問のなげかけ 

タスク 2 – 研究課題の実施 

個別タスク – 機構モデリング実践演習 – クラスタスク 

オンラインクイズ– 気候データと情報に関するオンラインクイズ 

AHCWHS502 

労働安全衛生プロセスの管

理 

評価項目 1: タスク: 短い回答の質問のなげかけとシナリオ分析 

評価項目 2: ロールプレイ(実証訓練) 

評価項目 3: 監査報告書とチェックリスト 

評価項目 4: 試験 

業界における労働安全衛生プロセスに関する法律と申請に係る試験 

AHCAGB517 

生産プロセスの計画と監視 

評価項目 1:(活動, ワークブックの 1-17) グループ活動 

評価項目 2:試験, 50 の多肢選択問題 

AHCBUS516 

ビジネスプランの開発とレビュ

ー 

評価項目 1: ビジネスプランの提案とプレゼン 

評価項目 2: ビジネスプランの開発 Develop a business plan 

評価項目 3: 試験 -評価項目 2 で準備したビジネスプランのレビュー 

AHCBUS511 

企業スタッフの要件管理 

割り当てタスク 1 – 書面質問と 4 つのケーススタディ 

割り当てタスク 2 – 書面質問と１つのケーススタディ 

割り当てタスク 3 – 書面質問に対する拡張質問 
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割り当てタスク 4 – 書面評価 (労働公平性) 

割り当てタスク 5 – オフィスにおける労働衛生とスタッフ管理 

割り当てタスク 6 – スタッフのパフォーマンス、記録管理の手順、労使関係の管理 

個別試験– 職場の状況と方針の作成に基づくケーススタディ 

AHCSOL505 

生産システムに関する土の監

視と管理 

課題 1 – 土壌の理解 

課題 2 実技 – 土壌テスト 

課題 3 – 土壌改良剤に関する短い回答の質問なげかけ 

課題 4 – 土壌分析結果、土壌管理計画および土壌健康管理の解釈と計算 

課題 5 – 3 時間の筆記試験 

AHCAGB513 

全体農場計画の開発 

評価項目 1: サイトの監視に係るマッピングへの理解 

評価項目 2: 全体農場計画の開発と作成 

評価項目 3: 全体農場計画のレビュー 

評価項目 4: 試験: 全体農場計画に影響を与える法律的必要事項(10 の質問) 

AHCBUS517 

ビジネスパフォーマンスの監視

とレビュー 

評価タスク 1 – 業績の粗利益評価 

評価タスク 2 – 短い回答の質問なげかけ 

評価タスク 3 – 人的資源とパフォーマンス要件 

評価タスク 4 – 農業/アグリビジネスにおける業績のレビュー 

評価タスク 5 個別– 農場からの温室効果ガスの排出量計算 

評価タスク 6 – 記述試験 – 正味現在価値, 予算編成と粗利益 

出典 Australian College of Agriculture & Horticulture ホームページ 

https://www.acah.edu.au/diploma-of-agribusiness-management/ 

 

上記に見られる通り、トレーニングパッケージの構成をまとめると以下の通りであり、経営としてのプロフェッショナル

を育てるための内容となっている。 

• 水と土壌の現状把握と管理、運営(AHCWAT503、AHCSOL505)、 

• 労働環境の保全と安全確保(AHCWRK511、AHCWHS502)、 

• 農業ビジネスを進める上での気候リスク管理、経営計画の策定とモニタリング、農場経営計画の策定と実

施(AHCAGB518、AHCAGB517、AHCAGB513)、 

• 全般的なビジネスとしての事業計画の策定とレビュー、ビジネスパフォーマンスのモニタリングとレビュー

(AHCBUS516、AHCBUS511、AHCBUS517) 

 

現実的に、日本の農家が上記のトレーニングパッケージを現地にて受講することは困難であることから、研修プロ

グラム素案として以下が検討された。 

 

図表 23 日本の農家向けトレーニングパッケージの素案 

トレーニングパッケージの構成  オンライン講義の受講と、日本の農閑期の渡豪による実習の実施 

オンライン講義の実施  AHC51416 を受講した経験がある日本人による、日本語による講義 

 講義資料は、一部、日本語訳を付け、日本語で説明 

 豪州での実習に備え、関連する英語学習も含む 

 オンライン講義は、週 2 日、2 時間/日とし、農業繁忙期の 8 か月程度(40 週

程度)で受講完了 



29 

オンライン講義の内容  講義の内容については、基本的に AHC51416 に準じるものとするが、「農業ビジ

ネスを進めるうえでの気候リスク管理、経営計画の策定とモニタリング、農場経

営計画の策定と実施(AHCAGB B518、517、513)」と「全体的なビジネスとして

の事業計画の策定とレビュー、ビジネスパフォーマンスのモニタリングとレビュー

(AHCBUS516、511、517)」の内容を重点的に実施し、日本の農家でも一般的

な事項については、要約に留める。 

 AHCWAT503 

Water System 

 豪州は、水不足に係る懸念が高い国であり、その理解を深めつつ、水不足が懸

念される国における農業配水に係る考え方を理解する。 

 上記から水道代が高く、料金マネジメントの方法論を学ぶ。 

Monitor and manage 

soils for production 

projects 

 環境保全への意識が高い豪州では、農業による土壌汚染の回避に加え、出荷

する農産物への影響回避という点で土壌管理がなされることが多く、環境保全

と栄養供給のバランスという面で、土壌マネジメントの方法論を学ぶ。 

AHCWRK511 

Develop workplace 

policy and procedures 

for sustainability 

 基本的に経営と労働が分けられている豪州では、労働者の働く場所の管理と効

率性の両立が重要なテーマとなっている。 

 労務環境に係るトラブルも多く、訴訟に至るケースもあることから、ポリシーステイメ

ントの提示と共有が重要とされ、ステイトメントについては、労働側の意欲を高め

つつ、経営側に最大効果をもたらす内容が求められる。 

 これらを踏まえ、農業における経営の効率化と労働者管理のバランスに係る方法

論を学ぶ。 

AHCWHS502 

Manage work health 

and safety processes 

AHCAGB518 

Develop climate risk 

management 

strategies 

 豪州の農家の場合、経営リスクの分散という観点から、気候が異なる複数の農

地を分散保有しているケースも見られ、ミクロとマクロの両方の視点で気候リスク

を捉えることが重要となり、この観点から、気候リスクマネジメントの方法論を学

ぶ。 

AHCAGB517 

Plan and monitor 

production processes 

 豪州の農家は、小麦や大麦、さとうきびといったコモディティーの栽培を行っている

農家を除き、市場で売れる製品を栽培する、というスタンスを取っており、農産物

の栽培計画と、ファームプラン(農地を効率的に活用し、当該農地から最大収益

を上げる、という計画)は異なり、別々に策定される。 

 日本でも近郊農業を中心として、同様の考えを取られているところもあり、規模の

大きな豪州における農地マネジメントの方法論を学ぶ。 

AHCAGB513 

Develop a whole farm 

plan 

AHCBUS511 

Manage enterprise 

staff requirements 

 会社として経営していく際の間接部門のスタッフに求められるスキルとその管理

は、会社という形態でビジネスを伸ばしていくためには不可欠な要素であり、その

方法論を学ぶ。 

AHCBUS516 

Develop and review a 

business plan 

 一般的なビジネスでは、PDCA(Plan、Do、Check、Assessment)サイクルを活用

し成長していくモデルが一般的であり、その方法論を学ぶ。 

AHCBUS517 

Monitor and review 

business performance 

現地実習の内容  実習については、可能な範囲で、豪州で準備されているカリキュラムを実施するこ

とが重要となるが、渡豪期間は最大でも 3 週間程度、と考えられることから、15

営業日(基本、土日は休み)で、可能な範囲の実習を検討/実施する。 
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 実習の内容は、農場で手を動かすというよりは、経営寄りの講義であることから、

計画を策定し、プレゼンを実施するなど、よりビジネスを意識した取り組みが中心

となる。 

 また、方針を策定し、それを言葉で表現し、従業員と共有する、という一連の取

り組みについては、農業経営の基本を為す部分であり、各 UNIT で用意されてい

る同様の取り組みについては、できる限り、実習内容に組み込むことが望まれる。 

アウトカム  豪州のコースであれば、最終的な試験を経て、認定を受けることとなるが、上記ト

レーニングパッケージは認定を受ける基準を満たさないことから、認定等は行わな

い。 

 上記の観点からも、農家の参加への動機づけには、本トレーニングパッケージが、

将来的な豪州における農業展開も視野に入れつつ、現在進めている日本での

農業にも寄与する内容であることが不可欠である。 

出典 NRI 作成 

 

日本における豪州農家に対する研修プログラムについては、残念ながら、先に示した事例をビジネスとして指導す

るようなカリキュラム等が日本側で用意されていないことから、豪州農家の訪日に合わせた、2 日程度の視察を当

面の研修プログラムとすることが検討された。研修プログラムの素案は次の通り。 

 

図表 24 日本における豪州農家に対する研修プログラム素案 

1

日
目 

05:00-10:00 地産地消で栽培する、を学ぶ 事例１垂直型ビジネスを志向している農家で農作業に従

事 

地産地消の意義と、地産地消だからこそ拘らなければならない栽培方針等への認識を深める 

10:00-11:00 地産地消を味わう、を学ぶ 事例１農家が経営するレストランで食事/意見交換 

11:00-14:00 地産地消で売る、を学ぶ 事例１農家が経営する直売所で商品陳列や対面販売に

従事 

18:00-20:00 地産地消、を語る 地域の居酒屋で意見交換 

2

日
目 

07:00-09:00 ブランド品栽培システム、を学ぶ 事例２生産方法と販売方法のパッケージ化を進める農家

で、システムへの理解を深め、各種操作に従事 

09:00-10:00 ブランド戦略、を学ぶ 事例２農家で意見交換 

11:00-11:30 地産地消で売る、を学ぶ 事例３高付加価値農家の商品販売小売拠点を訪問 

12:00-13:00 地産地消、を語る 事例３メンバー農家と食事/意見交換 

14:00-16:00 地産地消商品を作る、を学ぶ 事例３メンバー農家の商品開発拠点で加工作業の従事 

出典 NRI 作成 

 

本年度検討された研修プログラムについては、COVID-19 の状況等を見極めつつ、日豪の農家間で検討をさら

に深める必要がある。 
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（2）周年農業を行うための手続き 

海外に住む者がオーストラリアの農地を購入する場合、その合計の価値が 15 百万豪州ドル価値相当を超える時

点以降、Foreign Investment Review Board の認可を受けることが義務付けられている3 。但し、これは、

Temporary residents と Foreign investors が対象とされており、オーストラリアで仕事に従事できるビザを取得し、

オーストラリアに在住している者は対象外となる4。 

オーストラリアで仕事に従事できるビザには、大きく、対象期間で分類される「Short stay(短期) work visas」、

「Temporary(一時的) work visas」、「Permanent(永続的) work visas」の 3 種類と、地方への移住を促進させ

る「Regional migration visas」に分類される。 

 

「Short stay(短期) work visas」 

 「Working Holiday visa(ワーキングホリデービザ)(サブクラス 417)」が含まれ、日本の国籍を有した 18 歳から

30 歳までの者は、特定の仕事に就くなどの条件を満たすことで、3 年間までオーストラリアに滞在することがで

きる。 

 この他、「Temporary Work (International Relations) visa(サブクラス 403)」といった季節労働者が就労目

的でオーストラリアに滞在するビザなどもこのカテゴリーに含まれる。 

 

「Temporary(一時的) work visas」 

 オーストラリアに必要となる能力(Skill)を有した者に対する短期滞在(4 年程度まで)ビザが含まれる。 

➢ Temporary Skill Shortage Visa(サブクラス 482) 

 オーストラリア国内で不足している技能労働者を補うことを目的として設けられているビザで、雇用主が

条件を満たし、審査を経てスポンサーとなり、雇用主により推薦され、直接、雇用される必要がある。

なお、雇用主は、有料の求人情報を一定期間掲載することなどの義務を負う。 

 年齢制限は無く、3 年間の就労期間経過後、条件により Permanent(永続的) work visas の取得

が可能。 

 スキルを必要とする仕事として法で定められたリストに掲載されている職種の範囲内で、適格性を備

えていることが求められる。少なくとも２年間、当該職種に従事した経験が必要で、その他、健康5 や

特性6、英語のレベル7など、様々な条件が付されている。 

 対象となる職種は 2 年の短期(Short-Term Skilled Occupation Lists (STSOL))と 4 年の長期

(Medium and Long-Term Strategic Skilled Lists (MLTSSL))で異なり、さらに地域が限定される

Regional Occupation List (ROL)がある。 

⚫ 施設園芸に係る STSOL に掲載されている主な職種は、cotton grower(121211)、flower 

grower(121212)、fruit or nut grower(121213)、grain, oilseed or pasture grower (Aus) / 

field crop grower (NZ)(121214)、grape grower(121215)、mixed crop farmer(121216)、

sugar cane grower(121217)、Crop Farmers nec(121299)(その他の Corp Farmrs という意

 
3  詳 細 に つ い て は 、 平 成 30 年 度 海 外 農 業 ・ 貿 易 投 資 環 境 調 査 分 析 委 託 事 業 （ 豪 州 ） 報 告 書

(https://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokkyo/food_value_chain/region/attach/h30_Australia.pdf)P36-P43 を参照 

4 https://www.homeloanexperts.com.au/commercial-property-loan/farm-firb-approval/ 

5 https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/meeting-our-requirements/health 

6 https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/meeting-our-requirements/character 

7 https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/meeting-our-requirements/english-language/competent-english 
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味)、vegetable grower (Aus) / market gardener (NZ)(121221)となっている。 

⚫ 施設園芸に係る MLTSSL に掲載されている主な職種は、cotton grower(121211)、flower 

grower(121212)、fruit or nut grower(121213)、grain, oilseed or pasture grower (Aus) / 

field crop grower (NZ)(121214)、grape grower(121215)、mixed crop farmer(121216)、

sugar cane grower(121217) 、 agricultural engineer(233912) 、 agricultural 

consultant(234111)、agricultural scientist(234112)となっている。 

⚫ 施設園芸に係る ROL に掲載されている主な職種は、cotton grower(121211)、flower 

grower(121212)、fruit or nut grower(121213)、grain, oilseed or pasture grower (Aus) / 

field crop grower (NZ)(121214)、grape grower(121215)、mixed crop farmer(121216)、

sugar cane grower(121217) 、 Crop Farmers nec(121299) 、 agricultural 

technician(311111)(気象状況等を鑑み最も効果的な栽培方針を決定、実施できるスキルを有

するなどの実務に長け、学位を有し、3 年以上の経験もしくはそれに類する資格を有した者、とさ

れている8)となっている。 

 Labour agreements(労働協定)により、オーストラリアの労働市場では満たすことができないことが実

証、具体的なニーズがあり、一時的または恒久的なビザプログラムが利用できない場合、承認された

企業が熟練した海外労働者を雇用することができる。 

 労働協約は、オーストラリア政府と雇用主の間で作成され、通常 5 年間有効のビザが付与される。 

 労働協約には５つの方法がある。 

⚫ Company Specific labour agreements 

企業として、オーストラリアの労働市場に存在しないニッチな機能を有した者を海外から雇用する

場合の協約。 

⚫ Designated Area Migration Agreements (DAMA) 

指定地域移住協定（DAMA）は、オーストラリア政府と地域、州、または準州当局との間の正

式な協定で、合意に基づく枠組みの下で運営されており、地域として独自の経済および労働市

場の状況に対応するために柔軟性が必要とされる場合の協約。現在、北部準州、西オーストラリ

ア州のゴールドフィールズ、ビクトリア州のグレイトサウスコースト、南オーストラリア州のアデレード、ニュ

ーサウスウェールズ州のオラナ、クイーンズランド州のケアンズが対象とされている。 

⚫ Industry labour agreements 

継続的な労働力不足が顕在化している業界に特化した協約。酪農、漁業、食肉、牧師、レンタ

ル業、畜産、レストラン、広告に加え、2020 年 1 月からは施設園芸が業界として追加された。 

施設園芸業界労働協約で認定された職種は以下の 31 種となる。 

 

  

 

8 https://www.abs.gov.au/ausstats/abs%40.nsf/Product+Lookup/CB0EA4B3EBCFE06ECA257B95001310AE?opendocument 
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図表 25 施設園芸業界労働協約で認定された職種と要件 

認定職種 ANZSCO コード 1 ANZSCO 能力レベル 2 

Irrigation Designer/ Manager 234111* 1 

Agronomist 234112 1 

Entomologist 234518* 1 

Horticulture Grower 070499* 1 

Protected Cropping Grower 070499* 1 

Horticulture Research &Development Officer 132511* 1 

Mechanical Engineer 233512 1 

Horticulture Farm Manager 070499* 1 

Quality Assurance Manager 139914 1 

Biosecurity Officer 311399* 2 

Facility Plant Manager 149913* 2 

Facility Supervisor 070499* 2 

Maintenance Electrician 341111* 3 

Fitter and Welder 323213 3 

Agriculture Technician 321212* 3 

Mechanic 321211* 3 

Senior Nurseryperson 362411 3 

Nurseryperson 362411 3 

Nursery Supervisor 362411 3 

Truck Driver 733111 4 

Mobile Plant Operator 721111 4 

Fork Lift Driver 721311 4 

Irrigationist 841999 5 

Irrigationist Assistant 841999 5 

Horticulture SectionManager 070499* 5 

Section Supervisor 070499* 4 

Production Horticulture Supervisor 070499* 4 

Production Horticulturist 070499* 3 

Machinery Manager 149913 or 149999* 4 

Machinery Supervisor 149999* 4 

Cold Storage Manager 149999* 3 

※ いずれの職種についても、Positive Skills Assessment(経歴や職歴が豪州で不足している労働者の基準に合致しているかの事前

審査)、TSMIT(Temporary Skilled Migration Income Threshold) Concession(最低賃金の規定値内の値引きが可能)、

English Concession(英語能力)が必要とされ、永住ビザへの切り替えが可能となっている。 

1 職種の内容を定義したコード 

2  1 から 5 まで規定され、「1」が学士以上(Bachelor degree or higher)でさらに 5 年以上の当該分野での経験がある者で、「２」は

高等職業訓練校卒業以上(Dipoma or Advanced Diploma)でさらに 3 年以上の経験、「5」は高等教育で当該分野での基礎的

な教育(Certificate I)を受けた者となる。 

出典 https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/skilled-migration-program/recent-changes/new-

horticulture-industry-labour-agreement 

 

⚫ Project agreements 

プロジェクト契約は、資源または社会資本プロジェクトの建設段階でスキルが不足しているプロジェ

クト会社を対象とする協約。 

⚫ Global Talent Employer Sponsored (GTES) agreements 

これは、オーストラリアのビジネスで「job multipliers(乗数的に仕事を増やすことのできる専門家)」

として機能できる、グローバルに移動し、高度なスキルを備えた専門家をオーストラリアに連れてくるこ

とを目的とした協約。 
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➢ Business Innovation and Investment (Provisional) Visa (サブクラス 188) 

 オーストラリアの州政府もしくは準州政府から推薦を受ける必要があるビザで、革新性のある新規の、

あるいは既存の事業をオーストラリアで展開することができる。 

 “推薦”は、連邦政府が用意した Skillselect9と呼ばれる、ビザ取得のためのオンラインシステムを通じて、

受けることができる。 

⚫ スキルに関連した条件は、規定の手順を踏み、満たしていることを証明する必要がある。申請

者は、連邦政府が用意している Skillselect を通じて、オンラインで申請手続きを実施する。用

意された EOI(expression of interest)のフォームに必要事項を入力/申請するが、EOI では、

Skills Assessment を事前に受けることが求められている。 

⚫ Skills Assessment は、Engineers Australia10や VETASSESS11といった認定を受けた認証機

関で受けることが求められている。 

⚫ 認証機関では、基本的に提出される文書に基づくアセスメントが実施される。提出が求められ

る文書は、国籍等が明確となる書類、学歴とその証明となる書類、職歴とその証明となる書

類などであり、費用を支払い、アセスメントを受けることになる。 

⚫ EOI には、この他、必要とされる英語テストの受講機関名とその結果、学歴、職歴などの情報

を入力し、Skillselect を通じて申請、内容が適切であれば、PDF 形式で EOI が交付される。 

⚫ この EOI は 2 年間、Skillselect に保管され、州政府などが当該地域に必要な人材が必要と

なった場合、Skillselect に登録されている人材の内、EOI の内容が優れた者の順番で、

Skillselect を通じて申請者に招待が送付される。この招待に基づき、州政府等から詳細な情

報提供を受け、それを受け入れた場合、州政府等は当該者を推薦する。 

 革新性の他、投資金額として少なくとも 1.5 百万豪ドル、もしくは 5 百万豪ドルを州や準州に投資す

ることで得られるビザもある。5 百万豪ドルの場合、オーストラリア連邦政府の投資局(AUSTRADE)か

らの推薦も対象となる。 

 期限は 4 年 3 か月間までとなるが、推薦を得て、4 年間、期限を追加することが可能となる。 

 また、少なくとも 15 百万豪ドルの投資もしくは慈善/寄付というカテゴリーもある。この場合、オーストラ

リア連邦政府の投資局(AUSTRADE)からの推薦が対象となる。 

 この他、海外の大学を卒業し、ある一定の能力を有する者や、豪州国内の大学を卒業して豪州国内で仕

事に就くためのビザなどもこのカテゴリーに含まれる。 

 

「Permanent(永続的) work visas」 

 オーストラリアで仕事に就く際に期間の限定がないビザが含まれる。 

➢ Employer Nomination Scheme Visa (サブクラス 186) 

 オーストラリアに住み、永続的に仕事に従事している雇用主からの推薦が必要で、スキルを必要とする

仕事として法で定められたリストに掲載されている職種の範囲内12 で、適格性を備えていることが求め

られる。原則、農学に準じた学位(Diploma)を有し、少なくとも 3 年間、当該職種に従事した経験が

 

9 https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/working-in-australia/skillselect 

10 https://www.engineersaustralia.org.au/ 

11 https://www.vetassess.com.au/ 

12 https://www.legislation.gov.au/Details/F2019L00275 
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必要で、申請時に 45 歳未満であることも求められる。その他、健康13や特性14、英語のレベル15など、

様々な条件が付されている。 

 農業関連として職種リストに掲載されているのは、agricultural engineer、agricultural consultant、

agricultural scientist の 3 種となる。 

 またサブクラス 186 でもサブクラス 482 と同様、Labour agreements(労働協定)が適用されている。 

 

➢ Skilled Independent Visa (サブクラス 189) 

 推薦が必要とされず、有する能力で取得することが出来るビザで、計算されるポイントが 65 点以上で、

申請が可能となる。 

 ポイントは以下の通り。 

 

図表 26 ポイント表 

年齢 

18 歳以上で 25 歳未満 25 ポイント 

25 歳以上で 33 歳未満 30 ポイント 

33 歳以上で 40 歳未満 25 ポイント 

40 歳以上で 45 歳未満 15 ポイント 

英語能力 

Competent English16 0 ポイント 

Proficient English17 10 ポイント 

Superior English18 20 ポイント 

Skilled employment experience 
Overseas skilled employment – (outside Australia) 

3 年未満 0 ポイント 

3 年以上 5 年未満 5 ポイント 

5 年以上 8 年未満 10 ポイント 

8 年以上 15 ポイント 

Skilled employment experience 
Australian skilled employment – (in Australia) 

1 年未満 0 ポイント 

1 年以上 3 年未満 5 ポイント 

3 年以上 5 年未満 10 ポイント 

5 年以上 8 年未満 15 ポイント 

8 年以上 20 ポイント 

Educational qualifications 

A Doctorate from an Australian educational institution or a Doctorate 
from another educational institution, that is of a recognised standard 

20 ポイント 

At least a Bachelor degree from an Australian educational institution 
or at least a Bachelor qualification, from another educational 
institution, that is of a recognised standard 

15 ポイント 

A diploma or trade qualification from an Australian educational 
institution 

10 ポイント 

Attained a qualification or award recognised by the relevant 
assessing authority for your nominated skilled occupation as being 
suitable for that occupation 

10 ポイント 

Specialist education qualification 

 
13 https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/meeting-our-requirements/health 

14 https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/meeting-our-requirements/character 

15 https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/meeting-our-requirements/english-language/competent-english 

16 https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/meeting-our-requirements/english-language/competent-english 

17 https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/meeting-our-requirements/english-language/proficient-english 

18 https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/meeting-our-requirements/english-language/superior-english 
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A Masters degree by research or a Doctorate degree from an 
Australian educational institution that included at least 2 academic 
years study  in a relevant field. 

10 ポイント 

Australian study requirement 

Meet the Australian study requirement 5 ポイント 

Professional Year in Australia 

Completion of a Professional Year in Australia 5 ポイント 

Credentialled community language 

Hold a recognised qualification in a credentialled community 
language 

5 ポイント 

Study in regional Australia 

You must have at least 1 degree, diploma or trade qualification from 
an Australian educational institution that satisfies the Australian 
study requirement obtained while living and studying in an eligible 
area of regional Australia 

5 ポイント 

Partner skills 

Your spouse or de facto partner must also be an applicant for this 
visa and meet age, English and skill criteria 
 
For you to be eligible for the award of these points your partner must 
be an applicant for the same visa subclass and must not be an 
Australian permanent resident or an Australian citizen.  Additionally, 
you will need to provide evidence that when you were invited to 
apply for this visa that they: •were under 45 years old 
•had competent English 
•had nominated a skilled occupation that is on the same skilled 
occupation list as your nominated skilled occupation 
• had a suitable skills assessment from the relevant assessing 
authority for their nominated skilled occupation, and the assessment 
wasn’t for a Subclass 485 visa. 

10 ポイント 

Your spouse or de facto partner must also be an applicant for this 
visa and has competent English 
 
For you to be eligible for the award of these points your partner must 
be an applicant for the same visa subclass and must not be an 
Australian permanent resident or an Australian citizen 

5 ポイント 

You are single or your partner is an Australian citizen or permanent 
resident 

10 ポイント 

出典 https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/skilled-independent-

189/points-table 

 

 法で定められたリストに掲載されている職種の範囲はサブクラス 186 と同じある。 

 

 この他、Temporary(一時的) work visas を取得し、実際に 2 年経過した者を対象としたビザや、芸術/文

化などで特殊な技能を有する者に対するビザなどが含まれる。 

 

「Regional migration visas」 

 シドニー、メルボルン、ブリスベンといった主要都市以外の地域への移住を促進するためのビザで、地域は以

下の３つのカテゴリーに分けられる。シドニー、メルボルン、ブリスベンにもカテゴリー番号は適用され、ビザの対

象は、カテゴリー２とカテゴリー３となる。 

➢ カテゴリー１：シドニー、メルボルン、ブリスベン 

➢ カテゴリー２：パース、アデレード、ゴールドコースト、サンシャインコースト、キャンベラ、ニューキャッスル/レイク
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マッコーリー、ウーロンゴン/イラワラ、ジーロング、ホバート 

➢ カテゴリー３：それ以外の地域 

 

 カテゴリー２とカテゴリー３では、ビザ審査が優先的に実施される、対象職種が拡大する、当該地域のキャン

パスに通い学士以上の学位を有する海外の生徒の追加滞在が認められる、などの特典が得られる。 

 ビザの種類に応じた推薦が必要で、スキルを必要とする仕事として法で定められたリストに掲載されている職

種の範囲内で、適格性を備えていることが求められる。原則、少なくとも 3 年間、当該職種に従事した経験

が必要で、申請時に 45 歳未満であることも求められる。その他、健康や特性、英語のレベルなど、様々な条

件が付されている。 

 

➢ Skilled Work Regional (Provisional) Visa (サブクラス 491) 

 オーストラリアの州政府もしくは準州政府、適格性を有した地域在住の家族(18 歳以上でオーストラリ

アの市民権、永住ビザ等を有した両親、子供、兄弟、祖父など)から推薦を受ける必要があるビザで、

5 年間、滞在することができる。 

 農業関連として職種リストに掲載されているのは、サブクラス 186 で対象となっている agricultural 

engineer、agricultural consultant、agricultural scientist の 3 種に agricultural technicians が

加わる。 

 

➢ Skilled Employer Sponsored Regional (Provisional) Visa (サブクラス 494) 

 当該地域で当該スキルを持った者が、オーストラリア国内では調達できない場合に限り、給与を支払

う雇用主から推薦を受ける必要があるビザで、5 年間、滞在することができる。 

 サブクラス 494 でもサブクラス 482 と同様、Labour agreements(労働協定)が適用されている。 

 

 この他、上記ビザを取得した者の家族の滞在を規定するビザなどが含まれる。 

 

このように、オーストラリアで営農するための農地の取得には、仕事に従事するためのビザが必要となり、ビザについ

ても、永続的なビザを求める場合、相当の英語レベルと農業に係る相当の経験とスキルを有したエンジニア、コンサ

ルタント、科学者、もしくは技能者であることが条件となっている。 

 

現状で以下の方法が考えられる。 

 オーストラリアの農家(農業法人)に雇用主(スポンサー)となって頂き、まず、サブクラス 482 で MLTSSL 掲載の

agricultural technicians としてビザを取得し、同法人に勤務するという形で、営農する。agricultural 

technicians としての経験で、日本野菜に限定することで、オーストラリアの労働市場からは調達できない者と

なることが考えられる。 

 この方法は、サブクラス 186 やサブクラス 494 でも適用可能と考えられ、営農しようとする者の英語力などに

応じて選択することが考えられる。 
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3. COVID-19 による豪州におけるフードバリューチェーンへの影響分析 

連邦レベルや各州政府、民間調査機関などが公表している、豪州のフードバリューチェーンに対する COVID-19 の影

響について、１ケ月毎に月別報告としとりまとめ、国際地域課にレポートを提出した。 

 

（1）2020 年 9 月期レポートの内容 

Covid-19 パンデミックの結果、ほとんどの農産物の需要が減少し、輸出が減少 

ヘッドライン COVID-19 は引き続き不透明な需要の見通し 

テーマ 農業 

内 容  オーストラリアの農産物輸出額は、COVID-19 のパンデミックや中国との貿易緊張の高まりが需

要・価格に影響を及ぼすことから、2020-21 年には 10%減少すると予想される。 

 農産物輸出の落ち込みの背景には、商品価格の下落、ライフストック製品輸出の減少、穀物在

庫の再編があり、2020-21 年には 317 億米ドルに 10%減少した。 

 一方で、アフリカ豚コレラによる中国豚数の減少は、2020-21 年の動物性蛋白価格を支え続け

ると考えられている。 

 この報告によれば、畜産は 14%減少して 207 億 7,000 万米ドルになると予想されている。ほとん

どすべての家畜カテゴリーは、2020-21 年に価値の観点から下落すると予測されているが、家禽や

卵はそうではなく、それは緩やかな上昇を見込んでいる。 

 生産量の総額は、作物生産量の増加が家畜生産量の減少を相殺するため、同時期に 430 億

米ドルで着実に推移すると予想される。 

出 典 https://www.bnnbloomberg.ca/virus-and-trade-woes-set-to-cut-australian-farm-

exports-by-10-1.1493695 

https://daff.ent.sirsidynix.net.au/client/en_AU/search/asset/1030741/0/の(Link)(P.1) 

 

オーストラリアの中国との関係の悪化を背景として、食品の出荷価格は下落すると設定 

ヘッドライン 中国との関係悪化でオーストラリアの食品輸出業者は苦戦 

テーマ 貿易 

内 容  出荷額が 10%減少したのは、同国の中国とのつながりの悪化、食肉販売の縮小、ウイルスに起

因する需要の減少が要因とされている。 

 大麦の輸出は、中国の出荷に 80％以上の関税を課すという決定によって打撃を受けた需要によ

って揺らいでいる。 

 中国は、さらに、オーストラリアのワイン輸出に対するアンチダンピングおよび相殺関税調査を発表。 

 オーストラリアの飼料大麦価格は 162.14 米ドル/トンに低下すると予想され、中国への輸出に対

する関税のため、世界の指標価格より 17%下回ると予測されている。 

 ABARES は、パッケージングおよび汚染違反の疑いがあるため、中国への出荷が禁止されている食

肉加工工場もいくつかあることに加え、中国の港での Covid-19 検体検査は、オーストラリアでウイ

ルスが蔓延した場合にはさらなるリスクとなると述べている。 

出 典 https://www.bloombergquint.com/global-economics/food-exports-from-australia-

menaced-by-china-backlash-and-virus 

https://daff.ent.sirsidynix.net.au/client/en_AU/search/asset/1030741/0/の(Link)(P.1) 

https://daff.ent.sirsidynix.net.au/client/en_AU/search/asset/1030741/0/
https://www.bloombergquint.com/global-economics/food-exports-from-australia-menaced-by-china-backlash-and-virus
https://www.bloombergquint.com/global-economics/food-exports-from-australia-menaced-by-china-backlash-and-virus
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COVID-19 の中で、Coarce Grain の世界的な需要は依然として不透明である 

ヘッドライン オーストラリア大麦価格が世界価格を下回る 

テーマ 農業 

内 容  オーストラリアの飼料大麦価格は、世界の指標価格より 17%下回る 165 米ドル/トンに下落する

と予想される。 

 オーストラリアの価格が世界の価格を下回ったのは、オーストラリアの大麦の中国への輸出に法外

な関税が課されたことを反映している。 

 オーストラリア東部の季節条件の改善により、生産量が増加し、国内需要が減少し、国内価格

が下落することが予想される。 

 オーストラリア大麦の中国への関税は、中国市場にアクセスできる輸出国の価格を引き上げること

になる。 

出 典 https://www.agriculture.gov.au/abares/research-topics/agricultural-outlook/coarse-

grains 

https://daff.ent.sirsidynix.net.au/client/en_AU/search/asset/1030741/0 (Page 29) 

 

オーストラリアの総農業生産は引き続き堅調に推移しているが、価格の下落により総生産額は横ばいで推移して

いる 

ヘッドライン 干ばつ回復基調も「COVID-19」抑制要因に 

テーマ 農業 

内 容  農業の干ばつからの豪州の作物主導による回復は順調に軌道に乗りつつあるが、価格の下落と

COVID-19 による世界経済の不確実性は、業績の鈍化を予測している。 

 ABARES の 9 月の農産物報告書によれば、生産総額は、作物生産の大幅な反動にもかかわら

ず、610 億米ドルで横ばいであると予測されている。 

 作物生産の価値は、特にオーストラリアのニューサウスウェールズで季節条件が改善されたため、

17%増加して 320 億米ドルを超えると予測されている。 

 牛肉と鶏肉の再建も全体的な生産に打撃を与え始め、家畜生産の価値は 14％減少して 289

億米ドルになると予測されている。これらの変化はセクターの輸出に大きな打撃を与え、農業輸出

が 2020 年から 21 年に 10%、435 億米ドルに減少すると予測している。 

出 典 https://www.agriculture.gov.au/abares/news/media-releases/2020/agricultures-crop-

led-recovery-on-track-despite-covid-19 

https://daff.ent.sirsidynix.net.au/client/en_AU/search/asset/1030741/0 (Page 3) 
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COVID-19 による旅行制限は園芸部門に変化をもたらしている 

ヘッドライン 季節労働者が園芸生産のリスクとなっている 

テーマ 農業 

内 容  オーストラリアでは、園芸部門の季節労働力の活用は、2020 年から 21 年の夏から秋にかけて課

題に直面する。 

 海外の労働者は通常、収穫労働のかなりの部分を賄っているが、COVID-19 による旅行制限

は、2020 年から 21 年にはそうならない可能性を示している。 

 これに対して、政府とサプライチェーン参加者との間の協力が継続されることで、農場でのリスク管

理と相まって、2020-21 年の生産の混乱の可能性を減らすことが期待されている。 

 一方で、労働力不足が収穫を減らし、生鮮食品の価格が上昇するという課題は顕在化してお

り、一部の生産者は、追加的な労働力を国内労働者から確保するため、労働者の賃金の引き

上げる可能性がある。 

出 典 https://daff.ent.sirsidynix.net.au/client/en_AU/search/asset/1030741/0 (Page 4) 

https://www.abc.net.au/radionational/programs/lifematters/farm-worker-

shortages/12646590 

 

COVID-19 の中で経済成長が鈍化すると予想される 

ヘッドライン Covid-19 対策に対応した消費者行動 

テーマ エンドユーザ 

内 容  消費支出は、2020 年上半期にかけて、多くの国で急速に減少した。これは、経済環境の悪化、

消費者の選択肢の減少、消費者の自信(confidence)の低下によるものである。 

 しかしながら、消費支出は、近年、いくつかの経済において回復し始めている。 

 制限の緩和、経済状況の改善、COVID-19 パンデミックの持続的なコントロールは、消費者の信

頼を改善し、短期的な消費を促進すると考えられている。 

 2020 年にオーストラリアでもオンライン食品小売業の増加が見られ、2020 年 6 月には全食品小

売業の 4.6%を占めた。 

出 典 https://www.agriculture.gov.au/abares/research-topics/agricultural-outlook/economic-

overview 

https://daff.ent.sirsidynix.net.au/client/en_AU/search/asset/1030741/0 Page 13 
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世界供給の潤沢さを反映した小麦価格の低迷 

ヘッドライン 世界の小麦価格の低迷とオーストラリア価格の収束(converge) 

テーマ 農業 

内 容  世界の小麦価格は、2020 年から 21 年にかけて低水準で推移すると予測されており、平均価格

は 222 米ドル/トン(前年比わずかに上昇)。 

 オーストラリアの小麦生産量は 2020-21 年に 91%増加し、2,900 万トンになると予測されている。

これは 2016-17 年以降に生産された最大の小麦作物である。 

 オーストラリアの小麦輸出は 2020 年から 21 年にかけて 84%増の約 18.5 百万トンになると予測

されている。生産量が著しく増加し、国内での使用量が減少すると、輸出供給が増加し、オースト

ラリアの小麦の価格が下がることになる。 

 インドネシアとオーストラリアの包括的経済連携協定(初年度)に基づき、インドネシアは、小麦を含

む 50 万トンのオーストラリアの飼料穀物の免税アクセスを許可する自動輸入許可を発給。関税

割当量は毎年 5%、増加。 

出 典 https://www.agriculture.gov.au/abares/research-topics/agricultural-outlook/wheat 

https://daff.ent.sirsidynix.net.au/client/en_AU/search/asset/1030741/0 (Page 25) 

 

世界需要の抑制と生産量の増加を背景に、油糧種子価格は引き続き低水準で推移 

ヘッドライン 油糧種子価格は引き続き低水準 

テーマ 農業 

内 容  世界の大豆価格は、2020-21 年には平均 346 米ドル/トンと予測されており、前年比 6%下回っ

ている。 

 世界の供給は増加し続けているが、COVID-19 とアフリカ豚コレラの継続的な影響により、需要は

2021 年に抑制されると予想される。 

 欧州連合への輸出は、2014-15 年から 2019-20 年までのオーストラリアのキャノーラ輸出の 76%

を占め、これらは再生可能エネルギー指令 II 以降、バイオディーゼル燃料の生産使用されている。

中国の豚コレラ流行後の豚数の再建に伴い、家畜飼料用のタンパク質粉の使用は 2020-21 年

に回復すると予想されている。 

 オーストラリアのキャノーラ価格は、2020-21 年には 1 トン当たり 563 米ドルと、ほぼ 8%下落すると

予測されている。 

 世界の植物油需要と価格は、パンデミックの始まりで急激に下落した後、回復傾向にあるが、

2021 年には需要回復を相殺する供給の増加により、価格は下落すると予想されている。 

出 典 https://www.agriculture.gov.au/abares/research-topics/agricultural-outlook/oilseeds 

https://daff.ent.sirsidynix.net.au/client/en_AU/search/asset/1030741/0 (Page 33) 
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高水準の在庫、競争の激化、消費者需要の減少などにより、綿毛価格は下落 

ヘッドライン 天然繊維価格が 2020-21 年に下落する 

テーマ 農業 

内 容  COVID-19 をコントロールする政策等は、衣料品に対する消費者の需要を減少させ、衣料品サプ

ライチェーンの全ての部分を混乱させ、売れ残った織物および生繊維の在庫を増加させてきた。 

 その結果、羊毛価格は下落すると予測されており、綿価格は 2001-02 年以降、最低水準に達

すると予測されている。 

 世界の綿価格は、2020-21 年の米国平均 67%/ポンド(2019-20 年比 6%減)と予想されてい

る。 

 2020 年の綿工場稼働の中断と小売需要の減少は、主要輸出入国における生綿の在庫を増加

させると予想される。 

 羊毛の東部市場指標価格は、2020-21 年に 1 キログラム当たり平均 1.4 セント(2019-20 年比

28%減)と予測されている。 

 織物製造における羊毛需要の減少により、羊毛価格はさらに下落すると予想される。 

出 典 https://www.agriculture.gov.au/abares/research-topics/agricultural-outlook/natural-

fibres 

https://daff.ent.sirsidynix.net.au/client/en_AU/search/asset/1030741/0 (Page 38) 

 

世界的な牛肉供給の増加と COVID-19 パンデミックによる需要見通しの低迷により、牛肉価格は下落すると予

想される 

ヘッドライン 世界的な牛肉供給の増加を反映して、牛肉価格はわずかに下落 

テーマ 農業 

内 容  COVID-19 パンデミックは、世界の牛肉市場における不確実性を増大させており、中期的な価格

に対する農家の期待を引き下げている。 

 9 月 20 日の四半期見通しによれば、牛の予測価格は 2020-21 年の平均価格 513 セント/kg

に引き下げられている。 

 8 月の最初の 6 週間に導入された政府の規制により、ビクトリア州の食肉加工業者は生産量を

3 分の 1 に削減し、労働者に対して、ウイルスに対する完全な個人用保護具を提供することを義

務付けた。 

 オーストラリアで最も重要な牛肉市場の一つである中国は、2020 年 6 月に COVID-19 の痕跡量

について輸入食品の試験を開始し、中国の港湾作業の一部を停滞させている。 

 世界の牛肉供給自体は、米国およびブラジルからの輸出が好調であるため、2021 年に増加する

と予想されている。 

出 典 https://www.beefcentral.com/markets/cattle-price-forecast-revised-down-in-abares-

sept-quarter-outlook/(Link) 

https://daff.ent.sirsidynix.net.au/client/en_AU/search/asset/1030741/0/ の

(Link)(P.43(Link)) 
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（2）2020 年 10 月期レポートの内容 

COVID-19 の影響を受けた需要減に伴うラムのセールヤード(家畜競売)価格の下落 

ヘッドライン ラムとヒツジのセールヤード価格を下落させた COVID-19 

テーマ ヒツジ肉 

内 容  COVID-19 の経済的影響は、羊肉の国際および国内の需要を減少させ、価格に対して下落圧

力をかけている。 

 子羊の平均販売所価格は、2020-21 年に 9%下落してキログラム当たり 734 セント、ヒツジは 6%

下落してキログラム当たり 549 セントになると予測されている。 

 2020-21 年には、COVID-19 のパンデミックに伴い、米国や中東からの需要が収縮、輸出額がさ

らに減少すると予想される。 

 2019-20 年の輸出額は、2018-19 年に比べ 5%減少した米国で 8 億 9,000 万米ドル、13%減

少した中東で 5 億 4,000 万米ドルであった。 

 一方で、2020-21 年は、アフリカ豚コレラが家畜豚群に及ぼす影響により、中国の消費者需要

は、オーストラリアのヒツジ肉を含む他の蛋白質に向かうものと考えられている。 

出 典 https://www.agriculture.gov.au/abares/research-topics/agricultural-outlook/sheep-

meat 

https://daff.ent.sirsidynix.net.au/client/en_AU/search/asset/1030741/0 (Page 48) 

 

COVID-19 パンデミックに対する封じ込め対策による経済的混乱で、乳製品需要は減少すると予想される 

ヘッドライン 世界生産増と需要ショックによる乳価下落 

テーマ 乳 

内 容  乳製品の需要は、主要な乳製品輸出市場における COVID-19 制御手段の効果を反映して、短

期的には減少すると予想される。 

 オーストラリアの農場ゲート牛乳価格は、2020-21 年の平均 47.9 セント/L(2019-20 年の高水準

から 9%下落)と予想されている。但し、これは 5 年平均 46.9 セント/L を上回っている。 

 オーストラリアの牛乳生産量は 2020-21 年に 2.5%増加して 90 億リットルになると予測されてい

る。 

 バター価格は、2017-18 年の 6,1 米ドル/トンの高値から引き続き下がり、2020-21 年の平均 3,7

米ドル/トンになると予測されている。チーズ、全粉ミルク、スキムミルクの価格も、引き続き圧力がか

かっており、徐々に下落していくと予想されている。 

 オーストラリアの全粉乳とスキムミルクの輸出は、特に中国への貨物輸送に利用できる旅客機が不

足しているため、2020 年 2 月には減少となった。 

出 典 https://www.agriculture.gov.au/abares/research-topics/agricultural-outlook/dairy 

https://daff.ent.sirsidynix.net.au/client/en_AU/search/asset/1030741/0 (Page 54) 
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オーストラリアの農業輸出に対する自由貿易協定の重要性 

ヘッドライン 自由貿易協定は、農産物輸出業者の事業を定義する 

テーマ 貿易 

内 容  ABARES によれば、オーストラリアの農業輸出の 81%は、オーストラリアが優先貿易協定を結んだ

国に向けられている。 

 オーストラリアが FTA を締結している国への農業輸出額は、2019-20 年には約 390 億米ドルと推

定されている。 

 過去 15 年間にわたり、同国は新しく成長する市場へのアクセスを提供し、海外での製品の競争

力を支えてきた。 

 この報告書では、オーストラリアは現在世界の農業輸出国の上位 15 カ国に入っており、生産の約

70%を 192 カ国に輸出していると述べている。 

 

 (上記から、FTA 締結国の COVID-19 に対する政策が、直接、豪州の輸出業者に影響を与える

ことになる。) 

出 典 https://www.agriculture.gov.au/abares/news/media-releases/2020/insights-fta-define-

ag-exporters-business 

 

ニューサウスウェールズ州における 2019-20 年からの農業生産は 300%増加 

ヘッドライン ニューサウスウェールズ州では冬季作物の反発が期待されている 

テーマ 農業 

内 容  オーストラリアの冬季作物生産量は 2020-21 年に 64%増加すると予測されており、ニューサウスウ

ェールズ州はここ 10 年間で 2 番目に大きな冬季作物の生産量が予測されている。 

 ニューサウスウェールズ州の生産量増加は、全国の生産量増加予測の 60%を占めている。 

 ニューサウスウェールズ州の生産量は、2020-21 年に 14.8 百万トンと予測されており、前年比

300%以上増加、2016-17 年以降は最大となる。 

 しかし、海外労働者は、通常、収穫労働のかなりの割合を占めており、COVID-19 による旅行制

限の影響が懸念されている。 

出 典 https://www.agriculture.gov.au/abares/news/media-releases/2020/new-south-wales-

leads-expected-winter-crop-bounce-back 
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冬季作物生産はニューサウスウェールズ州で最大の冬季作物であるが、クイーンズランド州は 4%減少すると予想さ

れる 

ヘッドライン クイーンズランド州とニューサウスウェールズ州の作物報告書 

テーマ 農業 

内 容  冬季作物生産量は、COVID-19 の期間内に 2020-21 年に 14.8 百万トンに増加すると予測さ

れており、ニューサウスウェールズ州最大の冬季作物となる。 

 一方、クイーンズランド州の冬季作物生産量は約 1.7 百万トンと予想されており、2019-20 年の

10 年平均を 4%下回っている 

 小麦の生産量は、クイーンズランド州とニューサウスウェールズ州で、2020-21 年にそれぞれ 10.3 百

万トン、1.1 百万トンと予測されている。 

 大麦生産量は 2020～21 年に 2.5 百万トン、ニューサウスウェールズ州では 2019～20 年の 10 年

平均を 52%上回り、クイーンズランド州では 27 万トンと予想されており、10 年平均生産量に対し

て 27%増加している。 

出 典 https://www.agriculture.gov.au/abares/research-topics/agricultural-outlook/australian-

crop-report/new-south-wales 

https://www.agriculture.gov.au/abares/research-topics/agricultural-outlook/australian-

crop-report/queensland 

 

南オーストラリア、ビクトリア、西オーストラリアのすべての作付地域で、春季の降水量は平均を上回り、西オースト

ラリアでは平均を下回る可能性が高い 

ヘッドライン 南オーストラリア州、ビクトリア州、西オーストラリア州の作物報告書 

テーマ 農業 

内 容  COVID-19 に伴うロックダウンのため、地域の労働移動が減少した。 

 しかし、ビクトリア州の冬季作物生産量は 2020-21 年に 6%増加して約 7.9 百万トンに、南オー

ストラリア州では 35%増加して 2020-21 年に 7.7 百万トンと予測されている。 

 小麦の生産量は、平均収量の予想増加とビクトリア州の植栽面積の予想増加を反映して、

2020-21 年には 14%増加して 410 万トンになると予想されている。 

 南オーストラリア州と西オーストラリア州における生産量は、2020～21 年でそれぞれ 450 万トンお

よび 890 万トンとなる。 

 畜産の減少は、地域における作物生産の増加をほぼ完全に相殺すると予想される。 

出 典 https://www.agriculture.gov.au/abares/research-topics/agricultural-outlook/australian-

crop-report/victoria 

https://www.agriculture.gov.au/abares/research-topics/agricultural-outlook/australian-

crop-report/south-australia 

https://www.agriculture.gov.au/abares/research-topics/agricultural-outlook/australian-

crop-report/western-australia 
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スーパーマーケットの寡占化がオーストラリアの食品産業に打撃を与えている 

ヘッドライン オーストラリアにおける戦略的食糧政策の必要性 

テーマ 小売 

内 容  オーストラリアのスーパーマーケット・セクターにおけるコールズとウールワースの寡占が、農業と食品産

業全体に不利益をもたらしていると主張する報告書が公表された。 

 Commission for the Human Future’s の報告によると、オーストラリアの食品バリューチェーンのあ

らゆる側面で、コールズとウールワースが影響を与え、生鮮食品と食料品の販売の約 60%を占有し

ていると指摘。 

 2019 年には、これらのスーパーマーケットが推進していた、農家に約 1 米ドルで牛乳を販売するよう

促す慣行について、市場競争等に係る調査の対象となった。 

 コールズ、ウールワース、アルディはこれに対して、生産者に対するマイナスの影響を最終的には認

め、慣行を是正した。 

 食品のバリューチェーンでは、中小企業や家族経営の企業により多くの力を与える必要があり、小

規模生産者がセクターを支配する大企業に立ち向かうことができる仕組みづくりの必要性を唱えて

いる。 

 コールズは、行動規範の改善に努め、社内サプライヤー憲章を作成し、サプライヤーを支援するため

にコールズ育成基金を立ち上げた、としている。 

出 典 https://insidefmcg.com.au/2020/09/04/supermarket-oligopoly-is-hurting-australias-

food-industry-report 

 

オーストラリアは世界で最も食料安全保障の国の中でランキングされており、食料の安価さと入手可能性について

は上位 10 カ国のうちの 1 カ国にランクされている 

ヘッドライン 世界の食品供給を維持するためのオーストラリアの食品貿易の役割 

テーマ 貿易 

内 容  オーストラリア統計局によれば、COVID-19 は地政学的な発展のために明らかに複雑なものを持っ

ていたにもかかわらず、世界貿易を破壊しなかったことがデータによって証明された。 

 COVID-19 により、各国の国内のサプライチェーンの依存度と優先度が上がり、重要品目の輸出

が制限された。 

 これらの不確実な時代においても、オーストラリア産の食品は依然として競争力を持ち、2020 年の

食品・飲料輸出は 5.8%増加、食品製造業は前年同期比 7%増となった。 

 ABARES の調査によると、オーストラリアは世界で最も食料安全保障の高い国の 1 つであり、食料

の手頃な価格と入手可能性で上位 10 か国の 1 つにランクされている。 

 今後、国内では、いくつかのオーストラリアで生産できない食品の不足が発生する可能性はある

が、全人口の 3 倍の食品を生産しているオーストラリア国民が慌てる必要は無い、と結んでいる。 

出 典 https://foodmag.com.au/the-role-of-trade-in-keeping-the-world-fed/ 
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COVID-19 パンデミックはオーストラリア企業と消費者によるデジタル技術の導入を加速させた 

ヘッドライン オーストラリア経済の回復を促すデジタルビジネスプラン 

テーマ イニシアティブ 

内 容  オーストラリア政府は、経済回復計画の一環として、企業の成長と雇用創出を支援するデジタル

技術を企業が活用できるよう、約 8 億ドルの投資を行っている。 

 この取り組みにより、オーストラリアの企業や消費者によるデジタル技術の導入を加速させ、多くの

人々が事業を変革、危機を通じて貿易を続けることを可能にした、とされている。 

 既に約定している 1 億 2,000 万米ドル以上に加え、銀行およびエネルギーセクターへの消費者情

報の保護に係る導入支援のため、2,850 万米ドルが用意される。 

 農業、鉱業、物流、製造業などの主要産業分野における 5G 商業試験およびテストベッドへの投

資を含む、5G の導入加速のために 29.2 百万米ドルが用意される。 

出 典 https://www.pm.gov.au/media/digital-business-plan-drive-australias-economic-

recovery 

 

ジョン・ディア社は精密農業にアクセスしやすく、その便益を享受するためのソフトウェアのアップデートを実施 

ヘッドライン ソフトウェアのアップデートは農家の生活をさらに快適にする 

テーマ 精密農業 

内 容  ジョン・ディア社は、精密農業の利点を実現し、よりアクセスしやすくすることを目的として、オペレー

ション・センターと My Opertions App について、アップデートをリリースした。 

 10 年近く前に発売されて以来、オペレーション・センターは、オーストラリアの農家やオペレーターが精

密農業の力を最大限活用し、機械の性能を最適化するための重要なツールとなってきた。 

 最新のアップデートは、オペレーション・センターと My Operations App の両方の能力をさらに拡

張し、農家がパドック内での目標利益を達成することを最大限支援する、としている。 

出 典 https://www.farmonline.com.au/story/6930802/john-deere-says-updates-will-make-

precision-ag-easier-for-farmers/ 

http://farminstitute.org.au/news-and-events/newsroom.html 
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NBN 社は、農家の回線接続ニーズに対処し、農業生産性の向上支援を目指す 

ヘッドライン NBN 社は Agtech の成長性をハイライト 

テーマ イニシアティブ 

内 容  NBN 社は、農民の回線接続ニーズに対応し、農業生産性の向上を支援することを目的とした農

業開発戦略を策定し、動き出した。 

 同社の報告書によれば、新たに必要とされる技術を速やかに採用することは、農業部門に対して

生産性の向上などの具体的な効果を提供することが出来る、としている。 

 新たな技術の採用は、農業従事者の自動化による週 3 時間近くの労働時間の節約を実現する

こと、さらに農家は、2030 年までに、プレミアム農業製品の輸出を可能とし、それにより 1.2 億米ド

ルの収入増をもたらすと推定、この製品が新たな市場へのアクセスの橋渡しを担うことなどで、さら

なる利益を提供する、としている。 

 上記を踏まえ、2030 年までに、インターネットを利用した技術は、農林漁業部門の年間生産総

額に 156 億米ドル(20%増)を加える可能性がある、と同報告書は結んでいる。 

出 典 https://www.beefcentral.com/ag-tech/nbn-launches-report-highlighting-agtech-

growth-opportunities/ http://farminstitute.org.au/news-and-events/newsroom.html 

 

南オーストラリア州は、農場とサプライチェーンを革新するソリューションの共同設計を開始 

ヘッドライン 地域支援を提案する干ばつ対策ハブ(Drought hubs)を設置 

テーマ イニシアティブ 

内 容  南オーストラリア州政府は連邦政府の資金を受け、農民、コミュニティ、事業、研究者が進める干

ばつ対策を支援するよう設計され 8 つのプログラムのうち、1 つを運営する。 

 このプログラムは、全国の農村部に設置され、その地域の特定の農業ニーズに合うよう、地域毎に

チューニングされる。 

 このプログラムは「干ばつ耐性イノベーション・グラント」という名称の基金として運営され、農民、コミ

ュニティ・グループ、産業界、研究者のための干ばつ耐性イニシアティブの支援に活用される。基金

には、まず 1,100 万米ドルが投じられる。 

 オーストラリア農業研究所は、この取り組みの一環として、農業部門がデジタルツールを完全に採

用することで、毎年約 203 億米ドルの生産性向上につながると推定している。 

出 典 https://www.murrayvalleystandard.com.au/story/6915453/drought-hubs-to-offer-help-

for-regions/ http://farminstitute.org.au/news-and-events/newsroom.html 
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（3）2020 年 11 月期レポートの内容 

労働者不足が続く西オーストラリア州、食料供給が危機的状況を迎えるおそれ－１ 

ヘッドライン 西オーストラリア(WA)州では労働者減少により、食料供給が危機的状況 

テーマ 労働環境 

内 容  Deloitte Access Economics のリポートによると、WA 州での労働力不足が解消されない場合、

果物と野菜の価格が 60%まで上昇、クリスマスまでに食料供給が危機的状況に陥るという予測

が出ている。 

 Ernst & Young の報告書では、国内での園芸セクター従事者は 26,000 人不足するとされてい

る。これは 2020 年 11 月から翌年 6 月にかけて 36-59%の労働力が不足するということ。 

 Vegetables WA の CEO John Shannon 氏によれば、現在生産者側は生産量を例年通りとす

るか、多くの労働力が必要とされる作物を生産から除外するかで決断を迫られている。 

 伝統的に労働者を受け入れている地域である東ティモールやパプアニューギニアなどの地域の

COVID-19 感染率は低く、すでに Work Ready Pool(就業希望者リスト)には、5,000 名ほどの

志願者がリストされている。 

 Mr Shannon 氏の主張は、生産者が 14 日間の隔離に対して賃金を支払う意思があるのであれ

ば、長期的食料供給と人々の健康のために、WA 州政府も入国を許可するべき、としている。 

出 典 https://www.busseltonmail.com.au/story/6959010/industry-warns-was-food-supply-

could-be-under-threat-by-christmas/ 

 

労働者不足が続く西オーストラリア州、食料供給が危機的状況を迎えるおそれ－２ 

ヘッドライン WA 州では労働者減少により、食料供給が危機的状況 

テーマ 労働環境 

内 容  ウォーレンブラックウッド地域で Meat & Livestock Australia (MLA)に所属する Terry Redman 氏

は、求職者とローカルジョブのマッチング、求職者旅費や宿泊アレンジをサポートする業者への投資

を州政府に要請、州政府側はこれに対して農場経営者が自身で手配すべき範疇であると反論し

た。 

 州政府の主張する施策 

✓ Wander Out Yonder(旅行者に労働する機会を提供する事業)のキャンペーンサイト

で雇用主と求職者のマッチングをサポート 

✓ 農業従事者の為のリロケーション補助パッケージとして、当該地域に移住し、短期農

業に従事する者に一人当たり$6,000 の保証金を支給、総額 1 億 740 万豪ドルを

準備 

✓ 農業に従事する若年者に対するインセンティブとして、総額 1 億 630 万豪ドルを準備 

 州政府は Pacific Labour Scheme and Seasonal Worker Program による、クリティカルなセク

ターへの労働者派遣には同意したが、WA 州民の健康を守ることを第一に、まずは国内労働者の

移動について取り組むとしている。 

出 典 https://www.busseltonmail.com.au/story/6959010/industry-warns-was-food-supply-

could-be-under-threat-by-christmas/ 
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農業従事者主導のもと開発された、トレーサビリティプラットフォーム 

ヘッドライン 食品偽装排除のため、業界団体 MLA 主導のもとトレーサビリティプラットフォーム Aglive が開発され

た 

テーマ イノベーション 

内 容  Meat & Livestock Australia (MLA) の報告によると、消費者の購買に働きかける要素で最も重

要な要素は、食品の安全性であるとされている。 

 食品偽装の対策に、オーストラリア農家は毎年 20 憶ドルの費用を投じているが、COVID-19 下に

おいて、さらに、食品のトレーサビリティに対する需要が高まった、とされている。 

 Aglive はオーストラリアベースのトレーサビリティプラットフォームで、MLA が主体となり、NSW 州

Department of Primary Industries、 Macquarie 大学、AusTrade、ShineWing、オーストラリ

ア国民党などの農業セクションのリーダーからの支援を得て開発された仕組みであり、これは

COVID-19 下でその効果が規定されている。 

 ブラックアンガス牛の生産者である Robert Mackenzie 氏は Aglive のトレーサビリティを活用して

いる一人である使い、あらたな出荷チャネルを開発したとして、そのチャネルは、中国、日本、シンガ

ポールなど 7 か国に及んでいる。 

 Hon. Dr. David Gillespie 議員は、「サプライチェーンの透明性は、不正機関によるミスラベルから

オーストラリア製品の売り上げを取り戻してくれる。また、あらたな雇用機会も生まれる」と述べてい

る。 

出 典 https://foodmag.com.au/farmer-led-traceability-platform-to-eliminate-food-fraud/ 

 

COVID-19 の影響にもかかわらず、輸出額を増加させたローカルワインブランド 

ヘッドライン Leconfield Wines 社は COVID-19 による情勢変化の中でも、カナダやヨーロッパへの販路を開拓し

売り上げを伸ばした 

テーマ 貿易 

内 容  マクラーレンベイル地域に本社を置く、老舗の家族経営ワインブランド Leconfield Wines 社は国

内トップクオリティのセラーで数々の賞を受賞し、ジェットスターのビジネスクラスや鉄道（Great 

Sthern Rail）などにもワインを提供している。 

 COVID-19 の影響によりワインの売り上げは大きく減少。消費者への直販や、レストランなどのホス

ピタリティ産業への販売路が断たれた。特に感染者の多いビクトリア州のロックダウンは大きな影

響を与えた。さらに、中国市場への輸出の減少も経営に大きく響いた。 

 同社はこの状況下において、海外市場の育成に目を向け、カナダ、フィンランド、ベルギーなどの市

場で新たな販路を開拓することに成功した。 

✓ カナダでは、カナダ政府によるオーストラリアワインへの関税撤廃の動きに乗じ、オンタリ

オ州、ニュー ブランズウィック州、 ケベック州の 3 州で販売が許可され、さらなるプレゼ

ンス獲得を目指している。 

✓ ベルギーでは食品小売 Delhaize 社と提携し、Coonawarra Shiraz ブランドの販売

を開始、販売好調を受け、ブランドの拡大について検討が進められている。 

出 典 https://foodmag.com.au/australian-wine-company-growing-export-sales/ 
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COVID-19 をきっかけに見る、都市型農業の可能性－１ 

ヘッドライン メルボルン郊外の 250 ㎡でローカル作物を育てる取り組み 

テーマ 農業 

内 容  都会のわずかなスペースで作物を育てる取り組み。 

 メルボルン郊外の内陸北部 East Brunswick のオーガニック農家 Rachel Rubenstein は、「パンデ

ミックは私たちの食品がどこからやってきているのかを再度考えるチャンスである」と考えている 

 「ブッシュファイヤーや COVID によって、新鮮な食物へのアクセス不足を経験した私たちにとって、身

近に育っている食べ物があるということはとても重要。」「今は市内のたった 250 ㎡の土地でどれだ

け収穫ができるかを試しているところ」 

 Brunswick が East Brunswick の農場で育てているのはニンジン、ラディッシュ、ホウレンソウ、ブロッ

コリー。 

 地元コミュニティが運営する非営利ファーム、Ceres のための柑橘類も育てている。育てた作物はそ

のまま地元のグロッサリーやカフェに直接納品される 

 ロックダウンにより、人々が今までになくローカルで物を調達する必要に迫られたことから、Ceres の

フードボックスの需要は、パンデミック以降、実に 2 倍となった。 

 Ceres は市内 2 か所で生産を行っているが、実際の収穫量の 3 倍にあたる需要があるため生産

が追い付いていない。 

出 典 https://www.abc.net.au/news/rural/2020-10-25/urban-farming-on-rise-due-to-covid-

19-pandemic/12797672 

 

COVID-19 をきっかけに見る、都市型農業の可能性－２ 

ヘッドライン スペースの制約から人々を自由にする取り組み 

テーマ 農業 

内 容  都市の内部では公立の公園やゴルフコースを使って農業などをサポートする試みも始まっている。 

 Nick Verginis は‘Community to Unlock Northcote Golf Course（ノースコートゴルフコース一

般解放のためのコミュニティ）‘ というソーシャルメディアグループを立ち上げた。 

 このグループは、地元のゴルフコースのフェアウェイを公共の公園に変え、耕作スペースを設置する試

みを進めている。 

 「ロックダウンの最中、人々は自然に触れ合うことに本当に飢えていたから、バルコニーや小さな庭で

家庭菜園をしていた。ゴルフコースのフェアウェイを公共スペースにすることはこの延長線の話で、地

元の人々がもっと広い土地にアクセスできるようになる」と Nick Verginis は語っている。 

出 典 https://www.abc.net.au/news/rural/2020-10-25/urban-farming-on-rise-due-to-covid-

19-pandemic/12797672 
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COVID-19 をきっかけに見る、都市型農業の可能性－３ 

ヘッドライン 大都市外縁部での農業のアドバンテージ 

テーマ 農業 

内 容  国内最大の都市型公園である Western Sydney Parklands で、緑地を農地に転換する試みが

既に始まっている。これはオーストラリア国内でも最大級の都市型農園の試みのひとつ。 

 264 ヘクタールの公園の土地のうち、5%は都市型農園用に確保されており、すでに 16 の農場が

営業している。作物は農場の入り口や、シドニー市内で売られている 

 Sun Fresh Farms は 9 年間、同パーク内でキュウリ、いちご、ズッキーニ、トマトなどを生産している。 

 スーパーなどに卸される商品とちがい、この農場ではつるや木についたままの、成熟した作物をアピー

ルしている。 

 Sun Fresh Farms の経営者 Meng Sun は「中間業者もおらず、人々は農場の入り口に直接作

物を買いに来るので、輸送の手間もかからない」と語っている 

 Greater Sydney Parklands の責任者である Suellen Fitzgerald は、「ここの農家の多くは自分

たちの露店を有していますが、パンデミックを契機に人々がよりローカルな買い物をするようになり、

顧客が増えた」としている。 

出 典 https://www.abc.net.au/news/rural/2020-10-25/urban-farming-on-rise-due-to-covid-

19-pandemic/12797672 

 

COVID-19 をきっかけに見る、都市型農業の可能性－４ 

ヘッドライン 都市型農業が食料供給にもたらす補助的役割 

テーマ 農業 

内 容  メルボルン大学の Rachel Carey は、自然災害やパンデミックに備えた「保険」としての都市部の農

業キャパシティを増やすべきだと主張している。 

 都市部の農業は、食品の供給システムの中の割合としては確かに小さいが、将来的に非常に重

要な役割を持つと考える。ローカルな食品生産体制は、バッファとしてショックやストレスをやわらげ

たりする機能もあるだろう。 

 都市には排水網があり、食物廃棄は農場の肥料にも転用させることができる。都市近郊での農

業が軌道にのれば円環型フードエコノミーを発展させることができる。 

 地元の農家から作物を買うことで、地元の経済圏を潤すメリットもある。 

 「イギリスの地方行政が個人に対して小さな区画を貸し出して行っている、市民菜園のシステムは

オーストラリアでも検討されるべきだ」と考えている。 

 パリでも今年 7 月、エキシビションセンターの屋上にヨーロッパ最大の 4000 ㎡の屋上型農園がオー

プンした。 

 「COVID-19 は都市スペースの使い方について、発想の転換期だととらえている。世界の都市で

は、都市部での温室農業や垂直農法についても可能性を探り始めたところだ」 

出 典 https://www.abc.net.au/news/rural/2020-10-25/urban-farming-on-rise-due-to-covid-

19-pandemic/12797672 
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ストライキにより、オーストラリア全土で卵供給不足の可能性 

ヘッドライン 労働者のストライキが卵供給にリスク 

テーマ 労働環境 

内 容  1 日 750 万個の卵をパッキングする、オーストラリア国内最大手の繊維パッキング業者のひとつ

Huhtamaki 社がストライキに入る。 

 ストライキを予定しているのは、メルボルンの工場で、全豪の卵のうち 70%がここでパックされる。国

内スーパーや外食産業に影響が出る見込み。 

 従業員側は向こう 3 年間、1 年あたり 4%ずつの給与引き上げを要求している。Huhtamaki は今

年一月、すでに 2.6%の引き上げを提案しており、労働組合 CFMMEU と約 8 か月交渉に入って

いるが、妥協点を見いだせないまま。 

 Huhtamaki 社の GM、John Sartori 氏は「他の工場の労働者の平均よりも 2 倍の給与をすでに

支払っている。この不況の中、組合はオーストラリアの卵生産者や農家、ホスピタリティ産業を脅か

している」とコメント。 

 一方、CFMEU の生産事業部長 Denise Campbell Burns 氏は、「COVID の影響もあり、供給

力が 90%にまで上がった Huhtamaki 社にとって今年は「当たり年」で、パンデミックを背景に、この

事実を従業員に隠しているのは非常に遺憾」と語っている 

出 典 http://www.foodanddrinkbusiness.com.au/news/egg-supply-at-risk-as-workers-go-on-

strike 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8886119/Australia-brink-huge-EGG-shortage-

unions-plan-strikes.html 

 

新しい生活様式が変えた、消費者の購買行動 

ヘッドライン 新しい生活様式によって、国内消費者の乳製品の消費スタイルに変化が現れている 

テーマ エンドユーザ 

内 容  Dairy Australia Situation and Outlook report では、酪農製品の需要が比較的戻ってきてお

り、業界自体の状況への適応も見ることができた、としている。 

 在宅人口が増加したため、コンビニエンスストアなどの売店での売り上げは下がった。例えば、フレー

バーミルクは non-grocery チャネルで 19%売り上げが低下。一方で、スーパーでは 6%上昇した 

(国内規模全体では３％の低下) 

 消費者が家で時間を過ごすことが長くなり、レストランの売り上げは減少。 

 調理や製菓に使われる乳製品（バター、常用チーズ、プレーンヨーグルト）の売り上げが最も早く

増加に転じた。 

 特に、パンデミック以前は持ち歩き需要が主だった一人用サイズに代わり、大型パッケージの需要

が特に高まった。 

 人々の在宅機会が多くなったことから、利便性よりも家庭内での消費がフォーカスされるようになっ

た。 

 以前よりも家庭内での調理・製菓が増えたため、乳製品の需要の高まりは、業界にとって成長機

会となりうる。 

出 典 https://www.dairynewsaustralia.com.au/markets/2020/11/02/1648796/new-consumer-

habits-are-impacting-domestic-dairy-demand 
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（4）2020 年 12 月期レポートの内容 

収穫期の労働者不足を解消するためのリロケーションアシスタンス事業 

ヘッドライン 収穫期の労働者不足を解消するため、オーストラリア政府によるリロケーションアシスタンスが 11 月 1

日から開始した 

テーマ 労働力 

内 容  オーストラリア政府主導のもと、2020 年 11 月 1 日から 2021 年 12 月 31 日までのリロケーション

アシスタンスが開始した。これは、農業への短期就労に伴って居住地を移動する人に対し、政府が

実費を返還するサポートプログラムである。 

 Harvest Trail Services (HTS) からの認定を受けた案件に従事する人は、オーストラリア内の移動

費用・食費、就労中の宿泊費等の補助を受けることができる。但し、HTS への事前相談・調整が

必要。 

 最低 6 週間、計 120 時間の就労、オーストラリア国内の移動であること、就労者は 18 歳以上で

あること、HTS を通して仕事に応募することなどが返還の条件となっている。 

 Harvest Trail のウェブサイトから求人検索ができ、償還対象となる仕事には HTS のロゴが記載さ

れている。 

 年金や学生補助を受けていないオーストラリア人の場合、AUD6,000 を上限として返還。 

 オーストラリア国内での就業が許可されている外国人の場合、AUD2,000 ドルを上限として返還。

ワーキングホリデーや留学生も対象となる。 

出 典 https://jobsearch.gov.au/harvest/workers/relocation-assistance 

https://jobsearch.gov.au/content/documents/RATTUAJ%20HTS%20fact%20sheet.pdf 

 

州ごとの労働力不足解消に対する施策 

ヘッドライン 州ごとの労働力不足解消に対する施策 

テーマ 労働力 

内 容 NSW州 

 11 月 25 日水曜日、特別許可を得た 350 人の労働者がフィジーから NSW 州に到着。2 週間の

隔離後に短期農業に従事。 

 同日、ソロモン諸島、トンガ、バヌアツからも 160 人がトマト収穫のため到着。NSW 州におけるトマ

ト産業の規模は、年間 5 千万豪ドル以上となっている。 

VIC 州 

 VIC 州では独自に 1,000 職種、20,000 のジョブポジジョンについて、夏季の農業従事者を募る広

告キャンペーンを展開。 

 ターゲットとなるのは学卒者、移民コミュニティ、Gray Nomad と呼ばれる 60 歳以上の退職者な

ど。 

 広告はテレビ、チラシ、ラジオ等のメディアにて、ベトナム語や中国語など多言語でも展開。 

 今夏の短期農業を経験した若者世代が、COVID-19 後に予測される限られた雇用情勢におい

て農業分野に従事し、都市から地方に移住する効果が期待されている。 

出 典 https://www.theage.com.au/national/victoria/state-targets-migrants-students-and-

grey-nomads-for-farm-jobs-20201129-p56iwk.html 

http://www.xinhuanet.com/english/2020-11/25/c_139541889.htm 
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労働力不足が抱える問題：劣悪な労働環境、不十分なトレーニング 

ヘッドライン 労働力が不足する状況下で、既存の農業従事者にも危険が広まっている 

テーマ 労働力 

内 容  COVID-19 によって大学が休講した影響を受け、特に外国人留学生が、農場での奴隷的搾取の

標的になっている。 

 Marmo 博士によると、外国人留学生が時給わずか AUD８~10 で収穫に従事し、加えて週に

100 ドルの家賃を支払わされている場合もあるとのこと。こういったケースは雇用主がパスポートを保

管しているため、脱走も困難。 

 SA 州では、年初に商業施設でのホスピタリティ産業や清掃などの仕事を失った学生が地方に移

動し、被害にあっているケースが見られるとのこと。 

 WA 州では、農場で収穫の手伝いをしていた 60 代女性がトラクター事故で死亡。これはファーム内

での死亡事故として WA 州内で 2 週間で 2 度目のもの。 

 COVID-19 によるスタッフ不足により、十分なトレーニングを受けないまま危険な農作業に従事して

いる人も多く、死亡事故につながる可能性も高まっている。 

出 典 https://www.9news.com.au/national/carabooda-tomato-farm-accident-woman-

crushed-by-tractor/8ead6610-2aac-4713-8dbf-b9b32b9bae9c  

https://www.abc.net.au/news/2020-11-07/concerns-slavery-has-risen-during-

coronavirus-pandemic/12821900 

 

農場における自国民雇用の実際 

ヘッドライン 農業セクターでは依然として労働力不足が続いているが、オーストラリア人の雇用に消極的な現状が

ある 

テーマ 労働力 

内 容  リロケーションアシスタンスの対象にオーストラリア人も含まれてはいるものの、実際に農家は依然と

してワーキングホリデー等の外国人をより好んで受け入れる傾向がある。 

 ブリズベーンからエアーに引っ越したオーストラリア人の Wiillson 氏(19)は、農場での仕事を探す際

に「切迫した人手不足の中でありがたがられるよりも、なぜ(オーストラリア人が)ここにいるのかと驚か

れた」と語る。「ずっとここにいる必要はなく、3 か月か、6 か月ほどしか滞在しなくて大丈夫だ」と実

際に言われたとのこと。 

 Reilly 氏のケースでは、当初低い給与で農場の仕事に従事していたが、マネージャーへの抗議の結

果、労働条件が改善した。長期滞在させないために給与を低くされていた可能性がある。 

 農家が外国人を好むのは、オーストラリア人の場合、こういった交渉をしてくることに他ならない。 

 Bowen-Gumlu Growers Association の会長である CarlWalker 氏は、「これ以上農業の評判

を落とさないためにも、悪徳仲介業者にマージンが渡ることなく、労働者が直接時給を受け取れる

よう法律を施行する必要がある」と語った。 

出 典 https://www.abc.net.au/news/rural/2020-11-30/australian-fruit-picker-says-farmers-

reluctant-to-hire-locals/12929034 
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中国との貿易対立：生産者と輸入者の声ーワイン生産者 

ヘッドライン 中国向けワインのダンピング保証金(Deposit)徴収による影響が、豪州内ワイン産業に与える影響

について 

テーマ 貿易 

内 容 Australian Grape and Wine の chief executive Tony Battaglene 氏のインタビューより 

 これまで、(Australian Grape and Wine の)商品の 50％は中国向けに出荷されていたが、この 4

か月間(20 年 8 月～11 月)で、その行先が全てなくなった。 

 大手のワインメーカーは財務面で調整能力があるため、なんとかこの引き上げに対応できる可能性

がある。問題は小規模業者。 

 「中国以外のマーケットを開拓する」と言うだけならば簡単だが、そのためには長い時間と関係構築

を必要とする。また、開発には資金がかかるが、その持ち合わせはない。 

 中国政府の「ダンピング」という表現は、理屈として成り立たない。もとよりオーストラリアワインの中

国輸出マージンはどの地域よりも高い設定になっていた。 

 今回の措置に影響を受けるスモールビジネスには、中国資本の輸出業者や、オーストラリア在住の

中国人のビジネスも数多くある。彼らは中国との付き合いも長い。もちろん、中国国内の輸入業

者も同じこと。今回のことで当然オーストラリア人はショックを受けているが、同様に中国人も心を

痛めている。 

出 典 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-11-27/QKFLB7T0AFFO01 

https://www.cnbc.com/2020/11/30/china-slaps-preliminary-tariffs-on-australian-

wine.html 

 

COVID-19 による労働力不足に対する農業ロボットの導入 

ヘッドライン 労働力不足へのソリューションとして、フルーツピッキングロボット Clive が実験されている 

テーマ イノベーション 

内 容  VIC 州の Goulburn Valley の 2 か所で、オーストラリアの Ripe Robotics 社のフルーツピッキングロ

ボット”Clive”の、商業利用のための実験が進められている。 

 果樹園オーナーであり、ロボット実験に参加する Mitchell McNab 氏は人件費削減への期待を示

している。 

 伝統的にバックパッカーの労働力に依存しているオーストラリアの果実収穫において、COVID-19 に

よる労働者不足は深刻。 

 毎年オーストラリアには、通常であれば 20 万人のバックパッカーが滞在しているが、現在、残ってい

るのはわずか３～４万人と推定されている。新規の入国者はいない状態。 

 現在オーストラリアの農作物には、世界の中でも高い人件費が投入されており、生産コストの低い

国の作物と市場で戦っていくためのキーとなるのはこういったロボットを含めた技術である、と

McNab 氏は述べている。 

出 典 https://www.abc.net.au/news/rural/2020-11-28/clive-the-robot-fruit-picker-goulburn-

valley/12928460  

http://www.fruitnet.com/produceplus/article/183602/ethical-issues-regarding-robots-

raised-in-research 
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農業ロボットの利用に係る倫理的研究 

ヘッドライン 農業分野でのロボット使用に関する倫理について、メルボルンの Monash University が世界初の研

究を発表 

テーマ イノベーション 

内 容  メルボルンの Monash University の哲学の教授である Robert Sparrow 氏と研究員である Mark 

Howard 氏は、農業分野におけるロボットの使用に係る倫理的研究の結果を発表。 

 著者の 2 人は「現行の無理のある農業モデルから、持続可能な農業モデルへ移行し、世界的な

食物需要の増加に対応するためには、ロボットをいかに利用するかを探求する必要がある。」と述

べている。 

ロボット利用に係るメリット 

✓ 肉体労働や食品包装といったタスクの削減による収穫量と生産性向上 

✓ たい肥や農薬、水といったリソースの有効利用 

デメリットとして挙げられた点 

✓ 生産プロセスが自動化されることで、市場がより完璧な作物のみを求め、さらにそれに伴う食

品ロスの増加。 

✓ 技術のアップデートが困難な小規模農場の淘汰が進み、農場所有権の集中が進行する恐れ

がある。 

✓ 農村地帯での雇用機会が減少。 

✓ 国内外を問わないハッキングによる農業への被害。 

出 典 https://www.abc.net.au/news/rural/2020-11-28/clive-the-robot-fruit-picker-goulburn-

valley/12928460  

http://www.fruitnet.com/produceplus/article/183602/ethical-issues-regarding-robots-

raised-in-research 
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CSIRO レポート「グローバル貿易と投資のメガトレンド」 

ヘッドライン CSIRO（オーストラリア連邦科学産業研究機構）の貿易と投資に関するレポートの要約 

テーマ レポート 

内 容  オーストラリア貿易促進庁（Austrade）とオーストラリアの国立科学機関である CSIRO は、

COVID-19 後の世界経済、投資状況は以前の世界の状況には戻らないと指摘、オーストラリア

の経済回復には「技術的飛躍」が必要ある、と主張。 

レポート内での農業分野における提言 

✓ COVID-19 により、消費者はより安全で信頼のできるサプライチェーンを求めるようになることか

ら、この分野への投資が拡大する。 

✓ 投資機関である AgFunder のレポートでは、オーストラリアのアグリテックには、現時点で 1,680

億米ドルの投資機会があるとしている。2012 年は 260 億米ドル規模。 

✓ 例えば、CSIRO TraNSIT(※)は、サプライチェーンの地図上での可視化とその費用を見通すこと

が可能となる。これによりオーストラリア産作物の費用対効果を踏まえた消費者への流通経路

が明らかとなり、国内供給の増加に寄与することが期待されている。 

✓ COVID-19 をきっかけとして、食品サプライチェーンの透明性、食品安全性が確保されることで、

オーストラリア産品の世界市場での優位性が確保され、投資の誘致を促進する可能性が高ま

る。 

出 典 https://which-50.com/csiro-australias-covid-recovery-needs-technology-leaps/ 

https://algorithm.data61.csiro.au/wp-content/uploads/2020/11/Global-Trade-and-

Investment-Megatrends-report.pdf (P52 Action7) 

https://www.csiro.au/en/Research/LWF/Areas/Landscapes/Transport-logistics-TRANSIT 

 

COVID-19 による食品ロス 

ヘッドライン COVID-19 によるパニック備蓄で食品廃棄が急増した 

テーマ フードサプライ 

内 容  豪州の農業向け金融機関である Rabobank が 2020 Food Waste Report を公表。対象は

2,000 人以上のオーストラリア人で、3 月と 9 月の 2 回、調査が行われた。 

 COVID-19 により、全豪で 103 億豪ドル相当の食品廃棄が行われていた。これは、世帯の年間

廃棄額に換算すると、一世帯当たり 1,043 豪ドルとなる。 

 食料品備蓄の 13%が廃棄、フードデリバリーサービスへの支出も増加していることが把握された。 

 1 回目の 3 月調査と比較して、2 回目の 9 月調査時には大幅な廃棄の増加が判明。 

 NSW 州、QLD 州、TAS 州で廃棄が多く、他州については 2019 年の調査よりも廃棄は減少。 

 家で料理をするようになってフードロスが増えた、と半数以上が回答。37%は家でレシピを試すよう

になったと答えた。 

 ロックダウン時、食料がなくなることに備えて、10%近くの世帯が食料備蓄への支出を増やした。 

 フードデリバリーを利用しているのは 60%以上で、このうち 3 分の 1 以上が、週に最低 1 回はデリバ

リーを頼んでいる。 

 ミールキットを使うようになった人の割合は 8%から 36%に上昇。 

 特に、フードデリバリーとミールキットを利用している人は、利用していない人の 2 倍以上の食料を無

駄にしていることが判明した。 

出 典 https://www.theguardian.com/australia-news/2020/nov/30/australias-food-waste-

skyrockets-amid-covid-panic-buying 



59 

 

食料供給の変化による精神的影響 

ヘッドライン COVID-19 のロックダウンはメンタルヘルス、特に摂食障害に大きな影響を与えた 

テーマ フードサプライ 

内 容  COVID-19 は多くの人に精神不安を与えたが、とくにロックダウンは、摂食障害を患う人に困難を

もたらした。 

 パンデミック初期に発表された研究では、日常生活の混乱によるストレス、不安をあおるメディア

(SNS でのロックダウン中の体重増加に関するジョークも含む)、COVID-19 感染への恐怖等が摂

食障害のリスクを高める可能性を指摘。 

 2 回目のロックダウンが長引いたビクトリア州では、摂食障害支援サービスの待機リストが増えた。 

 パンデミックの中、オーストラリア有数のサポート機関である Butterfly Foundation ヘルプラインへの

相談は 57%増加。 

 食べることを予定していた商品がうまく手に入らないことへの恐れから、摂食障害の症状が悪化す

るといったケースも一部見られた。 

 今後ワクチンの普及によって COVID-19 自体が収束したとしても、景気悪化により食品サプライチ

ェーンに混乱が生じ、貧困世帯が適切に食料にアクセスができないといった状況が起きた場合、こ

れによって将来的に摂食障害がさらに増加する可能性があることも指摘されている。 

出 典 https://theconversation.com/covid-has-presented-unique-challenges-for-people-with-

eating-disorders-theyll-need-support-beyond-the-pandemic-148903 
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（5）2021 年 1 月期レポートの内容 

農業労働インセンティブ制度の失敗、移住を伴う雇用の困難 

ヘッドライン 政府による農作業従事者へのインセンティブ制度が始まったものの、いまだ労働者不足が解消されて

いない現実がある 

テーマ 労働力 

内 容  Relocation Assistance to Take Up a Job (通称 RATTUAJ)が始まったにも関わらず、開始一か

月でマッチング成立はわずか 148 名にとどまっている。農作物の収穫で不足している労働力の獲

得がうまくいっていない。 

 VIC 州と WA 州の農業省は連邦政府に対し、失業者手当(JobSeeker)受給者が低賃金の農

業に従事した場合にも、失業手当を引き続き受けられるよう陳情した。これについて連邦政府は

未検討。 

 オーストラリア人を農場で雇用するための取り組みは、いままでも政策として試みがあったが失敗し

ている。特に、都市部の失業者が地方に職を探しに行くということについては、職業属性の違い

や、都市部に家族がいる事情などもあり、難しい。 

 また、RATTUAJ にかかわる農家側もリソース不足を抱えており、事務作業も追い付かない。プログ

ラムに参画しても、実際に労働者を雇用できるタイミングが遅くなる可能性が高い。 

 RATTUAL を利用した例として、元カンタス航空のパイロット Wayne Russel 氏の例がある。氏は、

RATTUAL を活用し、収穫機械の運転手に転向。この機会にスキルを広げておき、今後の航空業

界の状況によって、農業でのスキルを本業、あるいは副業として利用していきたいと話した。 

出 典 https://www.abc.net.au/news/rural/2020-12-04/harvest-in-jeopardy-as-farm-labour-

incentives-fail/12947974 

 

COVID-19 による影響で、食品衛生が重視された 2020 年 

ヘッドライン COVID-19 の影響を受けた 2020 年、食品衛生がより注目された 

(補足：容器包装に係るプラスチックごみに係る関心の後退、という趣旨) 

テーマ 食品トレンド 

内 容  PMA ANZ(Produce Marketing Association Australia-New Zealand)は、2020 年、消費者

は野菜果物のパッケージについて、サステナビリティな容器包装よりも安全性表示を優先した、と報

告。 

 同社の食品衛生部門長の Deon Mahoney 氏は、食品衛生に関係する誤った知識が消費者の

間で広まっており、COVID-19 にのみフォーカスが当てられ、衛生管理全体の潮流に沿った食品管

理がなされていない、と指摘、消費者により良いガイダンスを提供する必要があると語った。 

 Mahoney 氏は同様に、パンデミック下においてもう一つの重要なトピックは「職場における健康と

安全 (OH&S)」であるとした。従業員がウィルス感染することは、サービス提供が行われなくなると

いう最大のリスクであり、この機会に従業員の安全と衛生教育を推し進めることが重要であると語

った。 

 大手スーパーマーケットチェーン Woolworths 社のフルーツ購買責任者 Warwick Hope 氏は、消費

者はサステナブルなパッケージを望んでいたとしても、実際の購買行動として現れないという調査を

紹介。サステナビリティを付加価値ではなく、環境保護の基本として業界全体が提供する必要が

ある、と指摘した。 

出 典 https://www.freshplaza.com/article/9276117/food-safety-more-of-a-focus-for-

consumers-than-packaging-sustainability-in-covid-19-affected-year/ 
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ACCC 調査によって明らかになった生鮮食品サプライチェーンの脆弱性 

ヘッドライン ACCC(オーストラリア競争消費者員会 Australian Competition and Consumer Commission)に

よる調査結果 

テーマ レポート 

内 容  ACCC(Australian Competition and Consumer Commission)は、生鮮食品業界における有

害な行為を検証するため、連邦政府からの指示に基づき、調査を実施。 

 ACCC の副議長 Mick Keogh 氏は、「大口の食品卸と小売業において競合他社が存在しない

ため、交渉において特に、農家が不利になりやすい。さらに、腐りやすい特性を有する製品を生産

している農家ほど、立場が弱くなる。」と指摘。 

 ACCC は、政府と業界に対して、腐りやすい特性を有する製品の競争力を向上させるためには、

市場価格の透明性を向上させるための取り組みを進めることを期待する、と報告した。 

 この実現に向け、食料品法(Food and Grocery Code of Conduct)で取り上げ、その適用を必

須とし、罰則も盛り込むよう推奨。 

 NSW Farmers vice-president Xavier Martin 氏は、「腐りやすい特性を有する製品について、

市場における競争の機能がうまく作用してこなかったことについては、長年問題視されていた。食

肉・園芸分野の農家は、サプライチェーンの不均衡の矢面に立たされてきた。腐りやすい特性を有

する製品として、酪農分野については、新たな法の施行などにより価格の透明性が改善したことは

認めるが、牛乳その他酪農製品の価格に関しては、未だ不安要素が残されている」、と指摘。 

 National Farmers’ Federation chief executive Tony Mahar 氏は、「オーストラリアの農家のた

め、政府は公正な取引に対するコミットメントを完全に示すことを要望する。」としている。 

出 典 https://www.dairynewsaustralia.com.au/2020/12/16/2389035/fresh-food-supply-

chains-inherently-weak-accc-report-says 
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大手スーパーWoolies によるサプライチェーンの独占：PFD フードとの合併に警戒感 

ヘッドライン オーストラリア中小企業組織評議会(COSBOA; Council of Small business Organisations of 

Australia)は、Woolworths 社による PFD フードサービス買収を強く懸念。ACCC と政府に呼びかけ 

テーマ 業界動向 

内 容  中小企業の代表機関である COSBOA は、政治家と ACCC に対し、大手スーパーマーケットチェー

ン Woolworths 社による PFD Food Services 社の買収を阻止するよう要求した。 

 この買収によって数千単位の事業と食品・卸業界における雇用が喪失する恐れがある、としてい

る。 

 

COSBOA が想定する買収の影響 

1. 消費者の選択肢を減らし、コストを増やす。 

2. サプライヤーの一部について、流通/小売りの選択肢を減らすだけでなく、サプライヤーの多くを完

全に市場から締め出してしまう。 

3. 小売り・卸の両方で影響力が行使され、サプライヤーのコストを増加させる。 

4. 収益性が低下したサプライヤーに対して、さらなるコスト削減を迫り、結果的に消費者の選択

肢と多様性を狭める。 

5. Woolworths 社の市場支配がより強まることで、コミュニティのニーズとかかわりなく同社が自己

利益を追求できるようになる。 

6. 活気と多様性に満ちた製造/生産を行うことができるエコシステムが消失する。 

 

 COSBOA の CEO、Peter Strong 氏は、「合併によって小規模な食品業者の淘汰が進み、消費

者にとっても、価格上昇と食品の選択肢の減少が進んでしまう。こうなってからでは手遅れ」である

とし、市場競争性が失われることへの懸念を示した。 

 Independent Food Distributors Australia (IFDA) の Richard Hinson 会長は、「パンデミック

で 1 億ドル以上の純利益を上げた Woolworths 社はこれに満足せず、より拡大させた市場にお

いて、フードビジネス界最後のピースを埋めたがっている」とコメントした。 

出 典 https://www.miragenews.com/woolies-power-grab-food-supply-chain-peak-bodies-

call-on-accc-to-stop-merger-with-pfd-foods/ 
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オーストラリアで故郷の食品を生産するアフリカ系移住者の試み 

ヘッドライン アフリカ野菜の自家栽培をしていた移民一家は、COVID-19 をきっかけにフルタイム農家となった 

テーマ 農業 

内 容  7 年前に Bukasa 一家は人道的ビザによってコンゴ民主共和国から NSW 州 Wollongong 市へ

移住。地元のスーパーでは、さつまいもは売っているのに、さつまいもの葉が売られていないことに驚い

た父親 Bouk は、家の裏庭で一家七人分のアフリカ野菜の栽培を始めた。 

 さつまいもの葉に加えて、アフリカで一般的に食するキャッサバの葉やビターベリーなどを近所の友人

に分けていたがすぐに裏庭では足りなくなり、Western Sydney Parklands の都市型農場を借りる

ことにした。栽培開始当初はアフリカとは気候が異なり、作物が思うように育たなかった、という。 

 2020 年、COVID-19 の影響でトラック運転手の仕事を失った Bouk は、農園にフルタイムで従

事、結果、6 店舗へ卸せるほどの収穫を得られるようになった。2021 年は温室を導入し、通年栽

培を行うのが目標とのこと。 

 卸売り以外にも Bouk は、農園において直接、販売も行っている。ここに野菜を買いに訪れる顧客

の中には、20 年前にシエラレオネから移住してきた Fatma Mansaray と Abie Kallay の姉妹がお

り、直売所は、アフリカ系移民同士が語らうことができるコミュニティとしても機能している。 

 Bouk は、「野菜を通じたアフリカ系住民同士のつながりは、オーストラリアの多文化国家の一員で

あることを自覚させ、私たちも持っているものをオーストラリアに与えられることが出来る良い機会と

なった」と語る。 

出 典 https://www.sbs.com.au/news/bouk-couldn-t-find-the-food-from-home-when-he-

came-to-australia-so-he-grew-his-own 

 

NFF は 2021 年のオーストラリア農業セクターに明るい展望を予測 

ヘッドライン National Farmers‘ Federation によるレポートカード(成績表)のアウトルックと、同連合 Fiona 

Simson 会長のコメント 

テーマ レポート 

内 容  National Farmers‘ Federation による 2020 年度レポートカード(成績表)が発表された。 

 このレポートカードは、消費者とバリューチェーン、サステナビリティ、イノベーション、コミュニティ、経済の

5 分野を要素分けし、2030 年目標に対する進捗度合いを評価するもの。 

 2020 年、1 年間の農業の売上高は、COVID-19 の影響もあり 610 億ドルとなった。しかし、それ

以前の干ばつ、山火事からの被害などを考慮に入れると良い結果である、としている。 

 ロードマップでは、2030 年までに農業の売り上げを 1,000 億ドルとする目標を掲げている。 

 ABARES の 2021 年の農業生産予測は 7%上方に修正され、過去最高の 650 億ドルと予測さ

れており、目標達成に向け、順調に推移する、としている。 

 NFF の Telling Our Story イニシアチブは、パブリックコミュニケーションを主導し、年間を通じて食料

不足の懸念を緩和し、経済回復手段の一つとして農業の存在をアピールすることが出来た、として

いる。 

 一方で、貿易市場の混乱、労働者不足については、COVID-19 による渡航制限とバイオセキュリ

ティへの投資不足によって悪化している、と指摘した。 

出 典 https://www.thepoultrysite.com/news/2020/12/new-report-shows-australias-

agriculture-sector-weathering-the-challenges-of-2020 

https://nff.org.au/wp-content/uploads/2020/12/2020-Report-Card.pdf 
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カロリーから見る COVID-19 における食品消費傾向 

ヘッドライン オーストラリア統計局 (ABS)は特定の食品群について、オーストラリア国民一人当たりのカロリー消費

量の推定値を発表 

テーマ フードサプライ 

内 容  2019-20 年に、オーストラリア国民が店舗で購入した飲食物の 1 日の平均量は、1 人あたり

1.55kg(前年比 2.2％増)。 

 この増加は、2020 年の特に 3 月をピークとした、6 月までの COVID-19 による外出制限に関連し

た、食品購買の急増に起因する可能性がある、と分析している。 

  

2020 年 3 月に小売店で消費者が購入した食品から推定されるカロリーベースの消費量 

➢ 但し、2020 年 3 月は、COVID-19 の影響で購入された食品の多くが備蓄用とされていること

も想定されることから、実際の摂取カロリーよりも高い数値だと考えられる 

➢ 1 日の平均エネルギー摂取量(上記の但し書きの通り、一部、備蓄分を含む)は 1 人あたり

11,403 kJ で、2019 年 3 月(8,658 kJ)より 32％増加。 

➢ 約 3 分の 1 は穀物とシリアル製品由来。 

➢ 昨年と比較しパスタと麺からのエネルギー摂取量は 2 倍、米と小麦粉からのエネルギー摂取量

は 2 倍以上。 

➢ 砂糖からのエネルギー摂取量も急増、主要食品群では、油脂(オリーブオイルやバターなど)が

53％増、肉や鶏肉製品も 22％増、乳製品は 15％増となった。 

➢ 3 月がカロリー推定値のピークとなった要因として、チョコレートが 28％増、クッキーとビスケットが

それぞれ 21％と 18％増、ポテトチップスが 19％増など、嗜好食品(トリートフード)の多さが要

因と考えられる。 

出 典 https://thebull.com.au/covid-19-aussies-hoard-essential-foodstuffs/ 

 

オーストラリアにおける外国人による農地所有状況 

ヘッドライン the Australian Taxation Office による、オーストラリア全土における外国資本の農地所有状況 

テーマ 農地 

内 容  the Australian Taxation Office によると、オーストラリア全土で農地への投資が 1.7%増加した。

海外からの投資は 0.7％増加。 

 外国所有の農地は少なく見積もっても 53,026,000ha(全農地の 13.8％)。このうち 83％が借地

権契約。外国資本による所有はゆるやかな上昇傾向を見せている。 

 所有する国別のトップは中国で、2 年連続で 1 位、昨年から所有権を 0.5％増加し 9,199,000ha

となり、オーストラリアの農地の 2.4%を保有している。 

 2 番手はイギリスで、昨年から所有権は 9.5％減少、8,166,000ha。中国とのギャップを大きくし

た。オランダ、アメリカ、カナダがこれに続く。 

 州別の外国所有土地増加率 1 位は TAS 州(7.3％)。外国所有の土地が TAS 州全土の 26.2％

占めている。2 位が NSW 州+ACT(4％)、VIC 州(3.4％)、NT 準州(2.9％)、QLD 州(1.5％)、最

下位の SA 州では 0.1％の上昇となった。 

 使用目的別では、畜産系事業における使用が 85％以上と最大となっており、昨年から 1.6％増

加。耕作地は昨年から 8.8％の増加で、もっとも変化が大きかった。放牧地は 2018～19 年で大

幅に減少し 1.6％となったものの、以降ほぼ一定に保たれている。園芸用地は全土で 2.6％減

少。 

出 典 https://www.farmweekly.com.au/story/7067765/how-much-aussie-farmland-is-foreign-

owned/ 
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インドとの密接な関係を育む酪農業界 

ヘッドライン インドにおける乳製品需要の高まりにより、オーストラリアの酪農業界との長期的なパートナーシップの

構築が進められている 

テーマ 酪農 

内 容  インドは最も急速に成長している大規模経済圏であると同時に、世界最大の乳製品生産国の 1

つであり、乳製品の需要が今後 10 年間で供給を上回ると予想される。 

 Dairy Australia 社は、インドの乳製品業界との間で、長期的なビジネス上の関係を構築する計

画を策定。 

 これは、インド当局との協力関係を構築、オーストラリアの酪農各社が、インドと共同した酪農ビジ

ネスに注力することが出来る環境を整えるなど、サポート体制を充実させるための取り組みである。 

 この取り組みは、連邦政府の Agricultural Trade and Market Access Cooperation からの

76,400 ドルの助成によって実現した。 

 Dairy Australia 社の取締役社長(managing director)である David Nation 氏は、まずは、イン

ドの乳製品市場に関わる包括的な調査研究を行う予定である、と語った。 

 調査研究の内容は、現地のサプライチェーン、主なステークホルダー、消費者動向について、として

おり、インド側からは既に、現地の製品システムと市場理解に関わる概要情報の提供があった、と

している。 

 オーストラリア農業大臣 David Littleproud 氏は、「この計画は長期的な視野に基づいており、将

来、オーストラリアの酪農家、加工業者など、サプライチェーンに係る企業が、インドにおける優先的

パートナーとなることを目指している。」と述べた。 

出 典 https://www.farmweekly.com.au/story/7071418/dairy-industry-cultivating-a-closer-

relationship-with-india/ 

 

ABARES が探るオーストラリア農業の潜在的付加価値 

ヘッドライン ABARES がオーストラリア輸出用農作物についての調査を発表、国内での価値創造から展望を探る 

テーマ レポート 

内 容  ABARES が 12 月 15 日に発表した調査は、伝統的に未加工品と原材料品の海外輸出にフォー

カスしてきたオーストラリア農業が、国内市場における価値創造を見逃していないか、という観点か

ら可能性を探っている。 

 ABARES の Head of forecasting and trade の Jared Greenville 博士は、「価値創造」とは、

製品が輸出される前にオーストラリア人の雇用と収入を生み出すことである、と説明している。 

 原材料生産の農業では、製品にトレーサビリティやオーガニックといった付加価値を与え、消費者の

需要を、以前よりも汲んだ活動に変化している。 

 付加価値の創出にはコストがかかるが、経済を活性化させ、国内処理等で雇用を生み出すことが

できる。 

 原材料と、最低限の加工を施した製品の輸出貿易は、今後も数十年にわたって依存度合いが

高い見込み。しかしながら、これがオーストラリアにとって唯一の収入形態であるとは限らない。 

 民間企業が生産メソッド、販売地域などの最適な用途のためにリソースを投入するためには、市

場に公正な競争原理と、オープンな経済が備えられていることが不可欠である、としている。 

出 典 https://www.beefcentral.com/news/abares-explores-potential-of-greater-agriculture-

value-adding-in-australia/ 

https://daff.ent.sirsidynix.net.au/client/en_AU/search/asset/1031181/0 
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（6）2021 年 2 月期レポートの内容 

労働者の「信頼性」に悩むパイナップル農家 

ヘッドライン QLD 北部のパイナップル農家では、労働者「数」だけでなく、労働者の信頼性に悩まされている 

テーマ 労働力 

内 容  北部オーストラリア最大の都市タウンズビルの失業者は、8,100 人程度とされているが、北部近郊

Rollingstone のパイナップル農家の Damien Berra 氏は人手不足に悩んでいる。 

 Berra 氏の高齢の両親や妻も農園を手伝っているが、それでもパイナップルの収穫が終わらないこ

とを懸念している。仮に収穫が終わらなかった場合、廃棄処分や豚の餌にする必要があるが、その

予算さえない、という。 

 「とにかく、人を雇うしかない。たとえ一日限りの労働希望であっても、それでも募集を継続するしか

ない。」 

 Paradise Pines のパッキングマネージャーGlen Paul 氏は一日の施設の稼働時間を 13 時間として

いるが、訓練済みの働き手が現れないため、パッケージラインの半分は何日も閉鎖せざるを得ない

状況となっている。 

 現在は 8 か月前から働いているバックパッカーのイタリア人グループに依存している。その他の労働

者の多くはオーストラリア人で、大多数は問題ないと言うが、日によっては、当日になって 9～10 人

が現場に現れないこともあるという。 

 地元のリタイアした住民にも協力を願っているものの、重労働であり、若年者ではなく、年配者に

仕事をさせることに対して、倫理的な面で問題があるのでは、と懸念が絶えない。 

出 典 https://www.abc.net.au/news/rural/2020-12-07/pineapples-could-rot-in-the-paddock-

this-summer/12951682 

 

留学生の就業制限、2 週間、40 時間以上に延長へ 

ヘッドライン 労働力不足は依然として問題視されている中、政府は留学生などのテンポラリービザ所有者向けに

労働条件の調整を実施 

テーマ 労働力 

内 容  David Littleproud 農業相は、農業セクターにおける労働力不足を解消するため、テンポラリービ

ザ保有者に対する就労制限を軟化させた。これは、留学生も含む。 

 学生ビザ保有者が農業あるいは老人介護に従事する場合、一学期の間に 2 週間、40 時間以

上働くことが可能となった。 

 移民大臣 Alex Hawke 氏も、この変更により、テンポラリービザ所有者は COVID-19 パンデミック

イベントビザ(サブクラス 408)にアクセスしやすくなると述べた。現時点で母国に帰国できないテンポ

ラリービザ保持者は、農業に従事することと引き換えに、在留資格を延長することができる。 

 もとより収穫労働の 80%は移民によって支えられてきたが、昨年 3 月の国境封鎖以降、この数は

激減している。 

 モリソン政権は引き続き、オーストラリア人に対して優先して仕事を斡旋するが、農業界からの懸

念に対応してこのような変更に踏み切った、とのこと。 

 農場はこの変更を歓迎しており、VIC 州 Kinglake の農家 Charnamat Singh 氏は「これがきっか

けで学生が季節労働に興味を持ったり、将来的にこの分野でキャリアを築くように働きかけることが

できればいい」と語っている。 

出 典 https://www.sbs.com.au/language/english/covid-19-response-international-students-

employed-in-this-sector-can-now-work-additional-hours 

https://www.sbs.com.au/language/english/covid-19-australia-introduces-new-visa-but-

applications-close-for-these-skilled-nominated-visas 
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オーストラリアのライチ生産、国内外ともに需要が高まる 

ヘッドライン オーストラリアのライチ生産、確実な需要の拡大 

(補足：COVID-19 下の収穫労働者の影響を受けてない果実もある、として紹介) 

テーマ 農業 

内 容  オーストラリアのライチ栽培者協会(ALGA)は、2020-21 は乾燥や猛暑で始まったが、市場にあるラ

イチの品質は非常に良く、量も十分に出回っているとコメントした。今シーズンの植樹によって 5-10

年以内に収穫量が増えるともいう。 

 同協会の Jill Houser 氏によれば、オーストラリア産ライチの需要は毎年増加している、とのこと。収

穫シーズンは QLD 州北部で 10 月上旬から始まり、3 月下旬に NSW 州北部で終了する。主な

ライチ生産国であるベトナムと中国製品は 6-7 月に輸入されるため、地元の生産物と競合しな

い。 

 オーストラリア産ライチはクールチェーンを利用して新鮮さを保ち、「ケミカルフリー」な最高品質商品と

してプロモートされている。 

 国内需要とともに輸出需要も高める取り組みを継続しており、現在の輸出量は年間収穫量の

25%にとどまるが、業界としてこのレートを上げていきたいとのこと。 

 ALGA によると、現在の輸出先は香港、NZ、アメリカ、カナダ、シンガポール、マレーシア、UAE、イ

ギリス、EU、タヒチ。特に香港は一番の輸出先となっていたが、今年の中華圏市場(原文、

Chinese Market)は米国にとって代わられる、と見込む。 

出 典 https://www.freshplaza.com/article/9288171/growth-of-australian-lychee-industry-on-

track-despite-weather-challenges/ 

 

2020 年のアーモンド収穫量は過去最高 

ヘッドライン 関税と労働者不足により農業セクターで困難が多い中、アーモンド業界は成長を続けている 

テーマ 農業 

内 容  アーモンドは今年、過去最大量となる 123,000 トンの生産が見込まれている。オーストラリア国内

で売られる 1 トンに対し、3 トンは海外 50 ヶ国に輸出されている。 

 Almond Board Australia の最高経営責任者 Ross Skinner 氏は、「アーモンドの収穫量は 10%

増加することが予測されているが、これは 2016 年に植樹を拡大し、5 年間にわたって成長した木

が多くの収穫をもたらすようになったことによるもの」と評価している。 

 Skinner 氏によると、ワインと大麦は中国への出荷が大幅に減ったが、アーモンドは同国との問題

が勃発する前に、先物として商品が事前販売されており、これが、出荷量が堅調である理由として

いる。他の要因から見ても、引き続き関係は堅調と見られ、仮に問題が起きたとしても、50 か国へ

の輸出実績から、代替市場に困ることはない、としている。 

 中国に次いで第 2 の輸出先国であるインドでは、昨年 38%までシェアが上昇。中東では 16%、ヨ

ーロッパでは 17%となった。 

 アーモンド農家は機械化を進めており、他の園芸作物分野よりも労働者に高度な技術を要求せ

ず、収穫期に必要となる 1,000 人分の労働力を継続確保している。 

出 典 https://www.abc.net.au/news/2021-01-29/record-almond-harvest-is-coming/13099836 
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中国貿易やパンデミックにも負けない、オフグリッド再生エネルギーを活用するワイナリー 

ヘッドライン オフグリッドの再生エネルギー100％で運営されるワイナリー、中国輸出に代わり国内需要に目を向け

る 

テーマ 農業 

内 容  Tom O‘Reilly 氏は SA 州 Lacepede 湾沿岸の町 Cape Jaffa で、2016 年から Loophole 

Brewing Co 醸造所の責任者を務めている。 

 320 エーカーの敷地で、5 年の間に、ブドウ農園から始まり、醸造所、野菜畑、レストラン、スピリッ

ツの生産と、ビジネスの裾野を広げてきた。 

 ワイナリーと醸造所は 100%再生エネルギーで運営されており、電力グリッドに接続されていない。

以前はディーゼル発電機から一次エネルギーを賄っていたが、大型のリチウムイオン電池を導入する

ことで、日中はソーラーパネル、夜間はその蓄電を利用する体制に切り替えた。 

 中国との貿易が一時中止した際には、ビールに果物を混ぜるといった試みも行った。最近は大麦

も栽培しはじめ、5,000 リットルのウイスキーウォッシュ(大麦にイーストを加えて発酵させた状態の液

体)を汲みだすことにも成功した。 

 ゼネラルマネージャーの Derek Hooper 氏は、「COVID-19 で少し時間ができて、クリエイティブに新

しい可能性を試す機会となった。この地方の商品は中国向けの消費に依存していた分、ここから

数年は厳しくなる。これからの自分達の仕事は、地元の商品を地元で飲む理由を人々に与えるこ

とだ」と話す。 

出 典 https://www.abc.net.au/news/2021-01-30/aussie-winery-thrives-amid-china-trade-

bans-and-covid-19/13089398 

 

2020 年オーストラリアから中国への小麦の輸出は、過去最高額をわずかに下回るに留まる 

ヘッドライン 2020 年の対中輸出は AUD1,452 億、その内、12 月の小麦の出荷は 60 万トンで単一国への輸

出総額としては過去最高を記録 

テーマ 貿易 

内 容  2020 年は、中国との間で、関税に関する問題をはじめとする貿易摩擦が発生したが、結果的

に、輸出額は AUD1,452 億と、過去最高だった 2019 年の AUD1,484 億をわずかに下回る結果

となった (オーストラリア統計局が 1988 年に開始した調査からのデータの中で)。 

 2020 年 9 月から 11 月の期間は、両国間で小麦の取引が停止、再開された 12 月の中国への

輸出は、豪州から輸出される小麦全体の約 3 分の 1 に当たる 60 万トンで、一国への小麦輸出

量としては過去最高。 

 黒海地域の競合サプライヤーの供給不足もあり、2021 年 1 月は更に大量の 110 万トンの輸出

が予測されている。 

 S＆P Global Platts 農業価格エディターの Takmila Shahid 氏によると、ロシアへの輸出制限が少

なくなっていることで、オーストラリアは、東アジア以外にもマーケットを拡大、中東・アフリカなど、従

来は黒海やヨーロッパのサプライヤーが支配していた地域にも進出している、と分析している。 

 オーストラリアは 2020-21 年にかけて、史上 2 番目の小麦の収穫量を見込んでいる。 

出 典 https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3119175/china-australia-

relations-wheat-shipments-grain-hungry-china 

https://www.9news.com.au/national/australian-wheat-exports-to-china-surging-

despite-trade-row/0ed3878f-fde0-489f-a780-54af3a5853fd 
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世界的な輸送コンテナの不足により、輸出業者をはじめとするサプライチェーンが危機 

ヘッドライン 輸出業者はコンテナ不足よる輸送コストの上昇とチャネルの縮小、COVID-19 対応プロトコルにより

大打撃を受けている 

テーマ サプライチェーン 

内 容  COVID-19 の影響で空路の発着が大幅に制限、食品輸送コンテナは世界的に不足、輸入業者

に打撃を与えている。 

 WA ミートマーケティング協同組合(WAMMCO)の Craig Heggaton 会長は、「チルド製品の出荷

に困難が伴っている。コンテナの確保自体も困難、到着先の港で 10～20 日程度、COVID-19 対

応プロトコルのため品物が滞留、その分、スーパーマーケットで陳列時の賞味期限が短縮されてしま

う」と語った。 

 「コンテナ時間枠の確保のため、しばらくの間、国内はトラック輸送しているが、非常なコスト高とな

る。高コストを承知で航空便を使う選択肢もあるが、それすら便数が足りていない」。 

 WA 州で最大規模の柑橘類生産者である Agrifresh は、サプライチェーンとロジスティクスの問題

のため、2020 年の輸出計画を 40%、スケールダウンすることになった。 

 マネージングディレクターである Joseph Ling 氏は、「果物は冷凍コンテナや、一般空輸貨物に積め

ないため、大きい影響を受ける。今年はシーズン前のリードタイムを活かして、1 月の早期から、フォ

ワーダーや海運会社と詳細を詰める予定だ」と語っている。 

 WA Freight and LogisticsCouncil の MatthewBronickis 氏によると、中国に到着したコンテナ

が次の目的地に届かず、空の状態で滞留していることも問題となっている。航空貨物が安定しな

い間は、海上貨物も停滞する可能性が高い、とのこと。 

出 典 https://www.abc.net.au/news/rural/2021-02-01/food-shipping-container-shortage-

puts-squeeze-on-trade/13100728 

 

パンデミック初期、個食販売が拡大する中における Kellogg’s Australia 社の対応 

ヘッドライン COVID-19 により自宅で過ごす消費者向け商品の拡充で成功した Kellogg’s Australia 社 

テーマ サプライチェーン 

内 容  Kellogg‘s Australia は、COVID-19 下、学校給食や外食産業への大量納品から、自宅で朝食

をとる一般消費者にターゲットを迅速に切り変えた。 

 豪州とニュージーランドの Kellogg‘s 社の CFO である Shanaka Wijesuriya 氏は、「前例のない需

要の急増」とコメントした。 

 需要の急増に対する生産拡張で、ボトルネックとなったのはパッケージング工程で、担当の韓国サ

プライヤーが COVID-19 により、輸送遅延を引き起こし、一時期、製品がショート、これに対して、

迅速にニュージーランドの代替サプライヤーと契約、パッケージ工程のコストは上昇したが、一方で、

輸送費を削減することが可能となり、結果として、コスト増を免れる結果となった。 

 「サプライチェーンを広げすぎないことの重要性が COVID-19 によって強調された。我々はサプライチ

ェーンの多様性と、サプライヤーを近隣に持つことの利点に注目するようになった」と Wijesuriya 氏

は語る。 

 また同社は、早くから IT に対する積極投資を実施、生産工程の自動化も進めてきたことで、

COVID-19 によるロックダウン下でも、生産継続が図られた点がポイントとなっている。 

出 典 https://www.fm-magazine.com/news/2021/jan/coronavirus-supply-chain-disruptions-

kelloggs-nike-hp.html 
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株式市場を思わせる、果物と野菜の価格変動 

ヘッドライン 果物と野菜の価格の変動幅は、株式市場並みである 

テーマ 労働力 

内 容  メルボルンの卸売業者 Michael Piccolo 氏は、ここまでの価格変動は見たことがない、と語った。

生姜の価格は 3 倍に跳ね上がり、逆にトマトは半値になった。 

 生姜は、通常、1 箱 AUD150-160 程度であるが、今年に入って AUD460-500 程度となってい

る。特に、収穫労働者が不足している QLD 州からの入荷が少ない、とされている。 

 トマトに関しては、逆に豪州国内の多くの産地から持ち込まれるため、VIC 州内の価格が下がって

いる。VIC 州 Bendigo 地域のトマト農家、Leanne Anderson 氏は、「熟したトマトが多くあり、選

んで収穫している状態。地元で売る分には大丈夫だが、メルボルン向けに売るのは難しい状態だ」

と語る。 

 市場における過剰供給により価格が下がってしまったこともあり、品種によって栽培から撤退する農

家もいるという。 

 リンゴは比較的安定した品目だが、今では通常の 30-40%も価格が上がっている。理由は昨年夏

の山火事や、COVID-19 による労働者不足など。他の品目でも価格上昇は見られたが、最後に

リンゴの価格に影響が及んだかたちになっている。 

 核果(ストーンフルーツ、桃や梅など)への影響が最も深刻であり、VIC 州北部 Swan Hill 近郊の

Michael Tripodi 氏によると、「収穫が 3 月に終わってしまう核果類は、政府のリロケーションプログ

ラムでは労働力がカバーできない。」という。 

出 典 https://www.abc.net.au/news/rural/2021-01-27/price-volatility-of-fruit-and-

vegetables/13095158 

 

Rabobank による 2020-21 のオーストラリア農業のアウトルック 

ヘッドライン オーストラリアの農業は今後 1 年で高い収益性を確保する 

テーマ 統計 

内 容  オーストラリアの農業部門は、新たに発表された業界の見通しによれば、高い商品価格と優れた

気候、低金利に支えられ、中国との貿易緊張が続くと予想されるにもかかわらず、今後、収益性

の向上が期待される 1 年になる、とされている。 

 パンデミック、政治的緊張、貿易戦争など、世界が緊張状態にある中で、食品やアグリビジネスに

対する世界的な需要は「驚くほど堅調」であり、干ばつや山火事などが相次いだオーストラリアにお

いて、2020 年後半から、ラニ・ニーナ現象がオーストラリアの農産物の栽培に適した安定的な気候

を提供、一方で競合となる米国、ラテンアメリカ、東ヨーロッパに異常な乾燥状態を引き起こしたこ

とで、農産物や食品の価格が高騰、オーストラリアの農業製品の各国市場での存在感を高めるこ

とに貢献している。 

 2021 年は、中国市場への依存度を減らすための取り組みを開始する年と位置付けるべきであ

り、世界的な食品に対する強い需要、限られた供給、それに伴う農産物の価格高騰がこれを後

押しする、としている。 

出 典 https://www.graincentral.com/news/australian-agriculture-looks-to-profitable-year-

ahead-rabobank/ 

 


