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［論文】

豪州における小麦生産の実態と特徴

ー西オーストラリア小卜1における調査結果をもとに一

関根久子＊．齋藤陽子**・MattYamamoto*** 

（＊農研機構中央農業研究センター・＊＊北海道大学大学院農学研究院・

*** Australian Export Grains Innovation Centre) 

I 課題と方法

日本では、主食である米の供給量が減少する

中で、小麦および小麦製品の供給量が増加し、

小麦は日本人の食生活にとって重要な作物とな

っている注 1)。しかし、その自給率はカロリー

ベースで 15%と、国内供給量の多くは外国産小

麦の輸入で賄う状況にある。

小麦は用途別に主な輸入先が異なり、強力

粉・準強力粉については米国産、カナダ産およ

び豪州産、中力粉については豪川産、薄力粉に

ついては米国産、デュラム・セモリナについて

はカナダ産が主な原料として用いられている

（第 1表）。豪1-1'1産小麦は、中力粉の原料となる

スタンダード・ホワイト・ヌードル・プレンド

(ASWNB)注2)が輸入の大半を占めるが（第 2表）、

豪州における小麦生産量をみると、 ASWNB を構

成する麺用品種は豪州全体のわずか 5%程度に

すぎない。輸出国側の豪州における小麦生産の

現状は、輸入国側の日本からみた豪小1,1産小麦の

イメージとは異なるのではなかろうか。

日本にとって豪州は小麦に限らず牛肉や乳製

品についても重要な貿易相手国ということもあ

って、豪小i'I農業に関する分析は、日豪貿易を取

り扱うものが中心となっている（クロフォード

(1973)、澤内・山本 (2004) など）。また、豪

州全体の農業生産や農業政策に関する報告も農

業政策研究所のカントリーレポートを中心に散

見できる（玉井 (2017)など）。しかし、小麦に

特化した研究は必ずしも多くはない。片平

(1989)は、サウスオーストラリア州を事例に、

1940年代以降に普及した農業生産システムが

小麦の収穫量に及ぼした影響について分析して

いる。また、加賀爪 (1991) は、 1989年に行な

われた豪州内の小麦流通取引自由化の効呆をシ

第 1表 小麦の主な用途

小麦粉の種
主な用途

たんぱく質
主な原料小麦（（ ）内は略称）

類 の含有量％

強力粉 食パン 11.5~13.0 
カナダ産ウェスタン・レ 米国産ダーク・ノーザン・
ッド・スプリング (CW) スプリング (DNS)

準強力粉
中華麺

10. 5~12. 5 
豪州産プライム・ハード 米国産ハード・レッド・ウ

ギョウザの皮 (APH) ィンター (HRW)

中力粉
うどん、即席麺、ビスケット、

7.5~10.5 
国内産、豪州産スタンダード・ホワイト・ヌードル・

和菓子 ブレンド (ASIVNB) 注）

薄力粉
カステラ、ケーキ、和菓子、

6. 5~9. 0 米国産ウェスタン・ホワイト (WW)
天ぷら粉、ビスケット

デュフム・
マカロニ、スパゲッティ 11.0~14.0 カナダ産デュラム (DRM)

セモリナ

資料：農水省「麦の需給に関する見通し (2018年 3月）参考資料」。
注：原表では豪州産スタンダード・ホワイト (ASW) と記載されているが、豪州では ASWを ASWNBとは別の銘柄名と
して用いている。ここでは日豪の意味の違いに配慮し、 ASWNBと表記することとする。

- 33 -



第2表 日本の豪州産小麦の輸入量
単位 ：千 t

銘柄 2012~ 16年平均値

スクソタ`ートゞ ・ホリイト・ヌート・・,,・7'・レソト，， 783 

プライム ・ハード 83 

その他 9 

合計

資料 ：第1表に同じ。

875 

ミュ レーションしている。 さらに、瀬古 (1988

a)、瀬古 (1988b)、藤田 ・金子 (2002) は豪

州の小麦育種体制に関する調査結果をまとめて

いるが、これまで豪州における小麦生産の実態

を、生産者レベルで調査し報告したものは管見

の限りみられない。

本稿では、豪）小Iにおける小麦生産の実態を、

統計データおよび現地における聞き取り調査か

ら明らかにする。聞き取り調査は 2017年 9月に

実施した。

II 豪朴Iにおける小麦の生産 と輸出

国産小麦の約 7割注3) が北海道で生産されて

いるように、 豪州においても降水量の制約から

小麦産地は偏在している。第 1図に豪ヽ州におけ

る小麦産地を示した。小麦は、クイーンズラン

ド (QLD)、州、ニューサウスウェールズ (NSIV)

、州、ヴィクトリア (VIC)州、南オーストラリア

(SA) 小i'Iおよび西オーストラリア (¥VA) : 州の 5

• 小麦ターミナルエレペークー
〇 主にAPWの産地

西オーストラリア
(WA)州

I 

I 

I ． クイーンズ
！ ランド(QLD)

，！ 州
I 

I r・-・ 一 •一・ー・―..l..-. ..., 
I 

i 南オース トラリア i 
! (SA)州
I 

第 1図 豪州における小麦産地
喪料 ：ABARES (豪州座業資源経済科学局） (20ll)。

'州で生産されているが、 ASWNB に配合されるヌ

ードル銘柄 (ANWおよび APWN) の生産はほぼ WA

、州に限定されている（第 3表）。

第 2図に、 豪州の小麦生産量と 輸出量および

主な輸出先について示した。豪州では生産量の

第3表 豪州産小麦の銘柄毎の
たんぱく質含有鐙の取引規格と産地

たんばく

銘柄
質含有批 QLD NSW VIC SA WA 

の取引規 州 1-1'1 州 週州
格％

7・ライム・ハート令
13以上 ✓ ✓ 

(APH) 

ハード(AH) 11. 5以上 ✓ ✓ ✓ ✓ 

7・レミアム・ホりイト
10以上 ✓ ✓ ✓ ✓ 

(APIV) 

砂ンタゞート・・ ・ホりイト
✓ ✓ ✓ ✓ 

(AS¥V) 

ヌードル ・小麦
9.5~11.5 0 回(ANIV) 

7・レミ了ム・ホリイト・ヌ
10~11 5 0 回ードル(APWN)

t,1フト (ASFT)1 9. 5以下 ✓ ✓ ✓ 

7・レミアム・デュうム
13以上 ✓ ✓ ✓ ✓ 

(ADR) 

資料 ：aegic (2016)、4ページ。
注：網掛けは、生産者と実需者の契約栽培によるもの
で、生産品が限られている。

(100万 t)

40 

✓ 
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✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
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UIIlインドネシア 口ココインド
一フ ィリヒ●、ノ IZ'zZ':Iベトナム

こニコ中国 Eニコマレーシア

i=::J韓国 一 日本
亡ニコその他 ＿生産箪

第2図 豪州における小麦生産量と国別輸出量
資料 ：ABARES「AgriculturalCommodity Statistics」。

http://www.agriculture.gov.au/abares/researc 

h-topics/agricultural-commodities/agricultur 

al-commodities-trade-data/12017(2018年 7月 17

日25日参照）。
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第 3図 豪州産小麦の国別輸出額
資料 ：https://atlas.media.mit. edu/en/visualize/t 

ree_map/hs92/export/aus/show/1001/2011/ 

各年次 (2018年 7月 17日参照）

うち約 7割がアジアを中心に輸出され、インド

ネシアが最大輸出国となっている。輸出量のう

ち約 5%が日本向けで、日本の輸出国順位は

2010~2017年の間で 4~ 9位である。また、金

額ベースでみても 、日本への輸出額は 2011~ 16

年平均で輸出額全体の 5.8%となっている（第

3図）。日本からみて中力粉原料の輸入先として

豪小i'Iは重要な地位にあるが、豪州からみると日

本はいくつかある小麦の輸出国の一つにすぎな

し‘

1 調査地の概要

調査は、豪川における小麦の主産地で、かつ

ヌードル銘柄を生産する ¥VA'.州で行った。はじめ

に、日本と北海道、豪州と ¥VA州における小麦生

産の概要を比較し、 WA、州の特徴を明らかにしよ

う（第 4表）。

豪州では、広大な上地を利用した家畜の放牧

が行なわれていることから、放牧の土地利用を

除いた耕種部門に限定したデータも示した。一

戸当たり経営面積から 、豪州における経営規模

の大きさは明らかであるが、その中でも WA小卜1で

はさらに大規模となっている。 ¥VA小卜1における一

戸当たり小麦作付面積は平均で 1,OOOhaを超え

て、単収は低い。ここから、 WA1-i'Iでは大規模で

粗放的な小麦生産が展開しているといえる。

第 4図に、 WA、州の小麦生産地帯と調査経営の

位置を示した。¥VA小卜1は海岸に近い南西側で降水

量が多く 、内陸の北東ほど少ない。北海道の小

麦主産地である十勝地方帯広市の年間平均降水

量が 937mmであるのに対して、 A経営が位置す

る East¥Vongan Hillsでは 388mm、B経営が位

置する Mullewaでは 334mmと極めて少ない記 ）。

単位 日本 北悔道
変ヽil・I ¥VA州

全体 I 耕種部門 全体 1 耕種部門

股業経営体数 千戸 1,377 3 40 7 85. 0 I 46.0 8. 6 I 6. 0 

うち小麦作付経営体数 千戸 37 7 13. 7 191. 9 3 7 

小麦作付経営体の割合 ％ 2. 7 33.6 23.4 43. 2 43 5 I 62.6 
経営面和 千ha 3,451 1,050 372, 121 I 31,074 79,610 I 9,704 
うち小麦作付面積 千ha 207 120 12, I 191 4,678 

小麦作付面栢の割合 ％ 6. 0 l l. 4 3. 3 39. 2 s 9 I 4s.2 

一戸当たり経営面稜 ha/戸 2. 5 25. 7 4,386 I 676 9,255 I l, 624 
一戸当たり小麦作付面籾 ha/戸 5 5 8.8 613 5 1,249. 5 

小麦単収 t /ha 4.2 5 1 2.2 1 8 

第 4表 日豪における小麦生産の概要

負料 ：農水省「2015年農林業センサス」および「作物統計」、 ABS(褒州統計局）「LandManagement and Farm111g 1 

n Australia-2016-17」および「AgriculturalCommodities, Australia-2016-17」、「AgriculturalCommodity 

Statistics」。http://www. agriculture. gov. au/ abares/researcli-topics/ agricultural -commodi ties/agricul t 

ural-commodities-tracle-datal/2017 (2018年 7月 17日25日参照）。
注：日 本および北悔道の各経営体数および面狛は 2015年値、収蘇は 2015~17年平均値。豪ヽ J小lおよびWA、州の各経営

体数および面積は 2016-17年値、収品は 2014-15~2016-17年平均値。一戸当たり面栢は両国とも計箕値。
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第 4図 WA州の農業生産地帯と 調査経営の位置

衷料 ：Government of Western Australia, Department 

of Primary Industries and Regional Development 

(2018) 

注 ：WA州の農業生産地帯は年間降水砧と 作物の生育時

期によって、 1~6のAgzoneに分けられる。

十勝地方では、小麦は 9月に播種して、 7~

8月に収穫される秋播き小麦が主に作付されて

いるが、 WA州では小麦の播種は 5月、収穫は 11

~ l月に行なわれている。豪川は南半球に位置

し、日本とは季節 が逆である こと から 、十勝地

方と同様に、秋に播種して春から夏に収穫する

秋播き 小麦が栽培されていることになる。

としている。 圃場は 7箇所に分散し、住居を中

心に北に 30km、南に 30km離れてい る。最大圃

第 5表 A経営の概要と小麦生産の状況

2 A経営の小麦生産

A経営の概要と 小麦生産の状況を第 5表に示

した。調査時の家族労働力は 3人であるが、高

校生である孫が数年後の就農を希望している。

そのため、2014 ~17年の 4年間で 10,000haの

農地を借り入れ、 2017年 の調査時は自 作地と 合

わせて 15,OOOhaの経営面積となっ ていた。A経

営では、機械の稼働 率からみて、現在の

15,000haが遥正規模と考えている。

農 地は、近隣の離農経営から 5,000ha、米国

資本の投資会社 から 5,OOOha借りている。借地

料は、近隣経営が投資会社よりも 15~20%低く、

経営全体の平均で 120 ドル/ha (1豪ドル=;c88 

円）となっている。 A経営では、将来のリスク

を考え、農地は購入するよりも借りる方が良い

父 71歳（経営主 ・事務） 、義理の息子 44歳（経

家 営主 ・OP注I)) 、実の息子 42歳(OP)。

労
族 孫（高校生、 実の息子の息子）が大学 (3年間）

卒業後に就農希望。
働

・常雇 1人 50代。2016年から。5日／迎勤務。OP、
力

雇 生産管理担当

用 ・臨時雇 1人 30代、 3人 20代、 30ドル／時、播

種 ・収穫期

・自作地 5,000ha(土地評価額 平均 2,000ドル

/ha) 、借地 10,000ha (借地料 平均 120ドル

経営
/ha) 

面栢
・2015年 6,300ha→ 2016年 9,700ha→ 2017年

15,000ha 

. 7箇所 120圃場。住居を基点に北に 30km、南に

30km離れている。最大圃場面籾は 400ha。

委託 牒薬散布作業

・ト ラクター500hpX 2台、 2017年購入

主な ・トラクター450hpX 1台、 2009年購入

機械 ・収穫機 135m幅 X2台、 2016年購入

装備 ・自走スプレヤー36.5m 

・DBS不耕起播種 ・施肥機 18mX 2台

作付 小麦 8,000ha、菜種 5,000ha、大麦 l,OOOha、ル

校正 ーヒ°ン注zl1, OOOha 

輪作
小麦→菜種→大麦→ルーヒ ン゚→

体系

小麦 ・播種時に施肥。収品が高いときのみ追肥

栽培 ・除草剤散布 2回、殺菌剤散布 1回

小麦 ・CBHの最寄りの保管施設で調製 ・保管

保管 ・ ・播種前 25%、6月（収穫前） 25%、9月（収穫前）

販売 20~25%、残りは収穫後に販売

• Mace4,000ha 、ハード系、中生、平年単収 2 5t/ha 

小麦 ・Scepter200ha、ハー ド系、 中生

品種 ・Canng1r14, OOOha、麺用、晩生、平年単収

2. 2t/ha 

小麦 • 新規品種の森入時に認証種子注3) を購入

種子 . 2年目以降は自家増殖した種子を用いる

・コンサルタント

品種選
• 国の研究機関 GRDC(Gra111 Research and 

択情報
Development Corporation)が行なう

NVT (National Variety Trails) 

・近隣の生産者の圃場

資料 ：2017年 9月 18日実施の問き取り調査による。

注 ：1) OPはオペ レーターの略。

2) ルーヒ°ンとはマメ科の植物で、飼料用および食

用として豪州で広く栽培されている。

http://www. naro. affrc. go. jp/org/niah/d1sease 

_poisoning/manual/lupin. html (2018年 7月 17

日参照）。

3) ここでは CertifiedSeedを認証種子と訳した。

Certified Seedとは、原種から栽培され採種圃で

育て られた種子で、品種固有の特性や性質 ・純度

が保たれている種子のことである。
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場面積は 400haと大きい。

経営面積の拡大に合わせて、 2016年から新た

に常雇を採用している。また、播種期と収穫期

には、臨時雇も 4人雇っている。臨時雇は毎年

同じニュージーランド人を雇うため、技術力が

高い。そのため賃金は 30ドル／時と高くなって

いる。収穫期がもっとも忙しく、収穫は 12時間

2交代制で 24時間行なう 。

機械装備をみると、大規模経営のため大型と

なっているが、機械の更新時に大型化はさらに

進む。特に、収穫機の更新は 3年毎と早く、 2016

年に購入し 2017年の収穫から使用する 2台の

ヘッド幅は 13.5mとなっている。播種機につい

ては、土壌水分を保持するための DBS (Deep 

Banding System) に対応している。DBSとは播

種前に耕起せずに、播種と同時に種子の 2~3

cm下に施肥を、 5~ 7 cm下を耕すシステムで、

土壊水分を保持しながら播種、施肥、耕起を同

時に行うシステムである。

輪作については、病害虫や雑草の発生を抑え

るために重視している。小麦の連作は 2年まで

とし、菜種については除草剤耐性のある遣伝子

組換え品種と非遺伝子組換え品種を栽培してい

る。遺伝子組換え品種の栽培時には、ラウンド

アップを使用し雑草を根絶する。これによりそ

の後数年間は雑草が生えてこない。遺伝子組換

え品種を輪作体系に組み込むことで、菜種を栽

培しながら、雑草対策を行なっている。

A経営では、収穫後の小麦は手数料を支払い

CBI-I (Co-operative Bulk Handling) の最寄りの

保管施設に調製 ・保管注5) を依頼している。CBH

は¥VA少1-1の穀物の 90%を扱う市場独占的な協同

組合である。A経営が CBI-Iに依頼するのは調

製 ・保管のみで、販売先や販売時期はA経営が

自ら決定する。収穫見込みの 70~75%は収穫前

の価格が高い時期に販売する。

通常、 A経営では、たんぱく質含有量の高い

ハード系品種と 日本の中力粉の原料になる麺用

品種のそれぞれ 1品種ずつ、計 2品種を栽培す

る。 しかし、 2017-18年は、ハード系の新品種

である Scepterも試作していた。中生のハード

系品種である MaceとScepterを比較し、収量の

高い方を 2018-19年に栽培する予定である。

麺用品種については、 1997年に品種登録され

た Caringiriを長年生産してきたが、 2018-19

年には麺用の新品種 Ninjaの認証種子を種苗会

社から購入して、 2019-20年のために自家増殖

する予定である。Ninjaは収誠が高いとされて

いることから、 2019-20年には、 Caringiriの面

秩の半分を Ninjaに置き換えたいとしている。

豪州における麺用品種は、ハード系品種と比較

して収量が低いこと、また第 3表に示したよう

に、たんぱく質含有量の上限と下限の両方が設

けられていることなどから、生産量が減少して

いる注6)。 しかし、規格内に入れば価格が高い

ことから注7)、A経営は、麺用の新品種の収量

が向上すれば、生産者を麺用品種栽培に向かわ

せる可能性は高いとしていた。

日本では小麦は産地品種銘柄毎に取引される

ため、品種は調製や保管を行うエレベーター単

位で替える必要がある。そのため、新品種の試

作や導入は個々の経営が自由に行うことはほと

んどない。一方、小麦が銘柄毎に取引されてい

る豪州では、 A経営に限らず、新品種の試作や

導入は個々の経営が自由に行っている。また、

日本では認証種子の使用率が高いため、新品種

の種子が十分に供給されるまで時間を要するが、

豪州では少量の認証種子を生産者が自家増殖し

て使用するため、新しい品種の種子であっても、

その確保は難しくない。生産者は種子用サイロ

を持ち、自家採種した種子を経営内で保管する。

第 5図はA経営が所有する種子用サイロであ

第5図 種子用サイロ（左）と送風システム（右）

資料 ：2017年 9月 18日筆者撮影。

- 37 -



るが、容量 70t I機で、サイロ内の温度と湿度

は自動送風システムで管理されている。 A経営

では、分散する 7箇所の圃場すべてにこうした

サイロを持つ。豪州における小麦生産者の品種

選択および種子確保の方法は、日本とは大きく

異なる注8)。

3 B経営の小麦生産

B経営の概要と小麦生産の状況を第 6表に示

した。家族労働力は父、息子 2人の 3人で、雇

用労働力は常雇 3人と臨時雇 4人である。被雇

用者は、 B経営近くの住宅に住むことができる

が、この住宅はB経営が離農者から農地と一緒

に購入したものである。 2017年の調査時に B経

営はこのような住宅を 7軒所有していた。

調査時の経営面積は 17,500haであったが、聞

き取り調査を行う前に B経営から南西 20kmに

6,000haの農地を購入していた。 WA小卜1では降水

量の多い西側に行くほど農地は高く、購入した

農地は約 2,700 ドル/haと焉額であった。しか

し、降水量の多い地域に農地を購入できたこと

に満足している様子であった。 B経営では、経

営面積の拡大には労働者を増やすのではなく、

機械装備の高度化で対応したいと考えている。

B経営の圃場は 100筆で 4箇所に分散している。

最大圃場面積は 800haとA経営よりも大きい。

作付作物は、 2015年まで小麦と菜種のみであ

ったが、 2016年より 10年ぶりにルーピンを導

入した。理由は、菜種の面積が増えすぎ、土壌

がやせてきたためである。マメ科植物のルーピ

ンを輪作に取り込むことで土壌の肥沃度を向上

させたいと考えている。各作物の作付面積は播

種期の降水量で決まり、雨が多ければ水を多く

必要とする菜種の面積が増える。

降水量はまた輪作体系にも影響する。通常の

圃場は、小麦→菜種→小麦→ルーヒ°ン→と 1年

1作であるが、降水量の少ない圃場では乾燥に

強い小麦のみを栽培し、小麦→休耕→の 2年 1

作、または小麦→小麦→休耕→の 3年 2作とな

持するためであり、乾燥が強いほど、小麦→休

耕の 2年 1作が選択される。こうした降水量の

制約を受ける作付構成と輪作体系は、米国の小

麦産地と同じである注9¥

上述したように WA少Mの小麦生産者は、 A経営

のように CBHの最寄りの保管施設で調製・保管

を行うのが一般的である注 10)。しかし、 B経営

ではこうした保管施設ではなく、港に設置され

たターミナルエレベーターに直接小麦を運んで

第 6表 B経営の概要と小麦生産の状況

家
・父 70歳，長男 43歳，次男 38歳

族

・常雇：マネージャー 1人 130,000ドル／年 (30
労 ドル／時）家と車は支給。 2人28ドル／時
働 ・臨時雇： 4人25ドル／時、播種・収穫期、ニ
力 雇

ュージーランド人、英国人。毎年来る人もい
用

る。
・労働時間：農繁期 90時／週、農閑期 50時／

週
・自作地 13,500ha (土地評価額： 1, 600~1, 730 

経営
ドル/ha) 、借地 4,000ha(借地料：平均 80

面積
ドル/ha)

• 4箇所 100圃場。最も遠い圃場 25km。最大
圃場は SOOha。

・トラクター510hpX2台 2012年購入
主な ・トラクター340hpX 1台 2015年購入
機械 ・収穫機 12mX3台 2014年購入
装備 ・自走スプレヤー36mX2台 2009年、 2014年

購入

作付 小麦 9,500ha、菜種 7,000ha(うち遺伝子組換
構成 え品種 4,000ha) 、ルーピン 1,000ha

輪作
・小麦→菜種→小麦→ルーピン→

体系
・降水量少： 2年 1作、小麦→休耕→
または 3年2作、小麦→小麦→休耕→

・基肥 N20kg/ha。収量が高ければ追肥 N30~

小麦 40kg/ha 

栽培 ・除草剤散布：播種前、播種後、夏 1-2回

・殺菌剤：病気が見られたときのみ 1回

小麦
・CBHのターミナルエレベーターヘ直接持ち込

保管
む

・経営内で貯蔵することに興味がある
・2009年に麺用品種は止めた。
・現在すべてハード系品種で、平年単収 2.1 

小麦 ~2. 3t/ha 

品種 ・Mace l, OOOha、Scepter3,OOOha、
Magenta2,000ha、Trojan2,730ha、Impress

CL700ha、ChiefCL70ha 

小麦 • 新規品種の導入時に認証種子を購入
種子 • 2年目以降は自家増殖した種子を用いる

品種選 ・B経営内で DPIRDが行なう試験
択情報 ・GRDC力ゞf子fょう NVT ・育種会社の広告

る。輪作の中に休耕が入るのは、土壌水分を保 資料： 2017年9月 19日実施の聞き取り調査による。
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いる。このことにより、訓製 ・保管料が 10ドル

Itから 2ドルItとなり、また最寄りの保管施

設からターミナルエレベーターまでの鉄道料金

も必要なくなる。B経営からターミナルまでの

トラックの輸送烈は約 16ドルItであるが、こ

れは最寄りの保管施設からターミナルエレベー

ターヘの鉄道料金よりも安い。また、将来的に

は、収穫後の小麦を経営内で保管したいとして

いる。WA:州では、種子用を除けば自家で収穫後

の小麦を保管する経営は少ないが、NSW小Hや VIC

、州では自家で保管する生産者もいるとのことで

あった。広大な面積の豪州では、収穫物の輸送

牲についても経営の大きな関心事となっていた。

B経営では、小麦は通常 3品種栽培するが、

2017-18年は 6品種と多い。すべてハード系品

種であり、平年単収は 2.1~2. 3 t /haとなって

いる。麺用品種については 2009年以降、栽培し

ていない。小麦は、降水量が少ないとたんばく

質含有量が上がりやすく、乾燥地帯にある B経

営でもたんばく質含有量は高くなる傾向にある。

麺用品種では、含有量の下限だけでなく上限も

設けられている。そのため、 B経営の収穫物は

規格外になる可能性が高い。一方、ハード系品

種については、たんぱく質含有量は下限しかな

く、含有羹が多ければ AS¥Vから APIVや AHの銘柄

となり価格が上がる。乾燥地帯にある B経営の

近隣の生産者同士で、麺用品種の作付が話題に

なることはほとんどない。

2018-19 年に播種する品種は Scepter、

Magenta、ChiefCLの3品種にする予定である。

Scepterは同じく中生でハード系品種である

Maceよりも収量が 7%高いという試験結果が公

表されており、¥VA小卜I全体でも Maceから Scepter

に置き換える生産者は多い。

B経営では、 A経営と同じように、新品種導

入時に種苗会社から認証種子を購入し、その後

は自家増殖を繰り返す。 B経営は新品種の導入

が早く、近隣の生産者に自家増殖した種子を販

売することも少なくない。人気品種となった

Scepterは 100tの種子の購入希望がある。

B経営で新品種森入が早いのには理由がある。

B経営では、経営内の一部 2haを無依で ¥VA: 凡|

政府 DPIRD(Department of Primary Industries 

and Regional Development) の品種試験のため

に提供している（第 6図）。B経営が提供するの

は農地のみで、栽培に関わる資材と労働力は

DPIRD側が用意する。この試験は、発売後の品

種だけではなく、品種登録前の未発売の品種に

ついても行なわれる注II)。 この試験を通じて、

B経営では、発売前の品種が自分の圃場にどの

ぐらい適しているのかを確かめることができる。

そして、気に入った品種が発売されたらすぐに

種子を購入し作付しているのである。

w まとめと今後の課題

本稿では、豪州の小麦主産地 WA」州における小

麦生産の実態と特徴について問き取り調査をも

とに明らかにした。

はじめに、日本からみて中力粉原料の輸入先

として豪州は重要な地位にあるが、豪）'i'Iからみ

ると日本はいくつかある小麦の輸出国の一つに

すぎないことを指摘した。

次に、統計データから、豪州では大規模で粗

放的な土地利用型裟業が展開していることを確

認した。間き取り調査を行ったA経営、 B経営

とも、 15,000ha以上の大規模経営であるが、家

族労働力 3人と数人の雇用労働力で作付を行っ

ていた。労働力が限られる中で所有する機械は

第6図 B経営の圃場で行なわれている

DPIRDの品種試験
臼料： 2017年 9月 19日筆者撮影。

注：降水砧が少ないときでも、平年の生育環境とする
ために灌漑用の水も用意されている（右）。
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大型であり、高額の機械投資が行なわれている。

例えば、 A経営が 2016年に購入した収穫機は

80万ドル（約 7千万円）であるが、 A経営では

こうした収穫機を 3年毎に 2台更新している。

A経営の経営面積は 15,000ha、小麦作付面積は

8,000haであり、日本全体の小麦作付面積 21万

haと比較すると、こうした機械更新も過剰投資

ではないといえよう。

日本の中力粉の原料となる麺用品種の作付に

ついては、 A経営、 B経営とも小麦のハード系

品種と比較しながら選択していた。 A経営では、

麺用品種の価格は高いことから、新しい品種の

収量が高まれば、 WA1小l全体でも麺用品種の作付

の増加もあると考えていた。一方、 B経営では、

たんぱく質含有量の上限が麺用品種の作付の制

約要因となっていた。 A経営よりも乾燥地帯に

位置する B経営では、たんぱく質含有量が上昇

しやすい。このため、含有量の下限のみが設定

され、含有量が多いとより価格が高い銘柄とし

て取引されるハード系品種の生産に魅力を感じ

るのは当然である。豪）小lでは近年、乾燥問題が

より深刻になっているが、この点からも WA1小lの

生産者が麺用品種の作付を増やすことは難しい

かもしれない。

豪州の生産者は、麺用品種にせよ、ハード系

品種にせよ、収量水準に非常に敏感である。豪

州の経営は規模が大きく、面積当たり収量のわ

ずかな差が経営全体の収入に大きな影署を及ぼ

す。高い収量の新品種は、自家増殖または生産

者間で種子を売買して作付けされるため、その

普及は早いと考えられる。一方で、豪州の小麦

は民間会社により品種開発が行なわれている。

民間会社が開発した品種は、植物育成者権法

(Plant Breeder's Rights Act) に基づき登録

された後、民間種苗会社が種子を増殖し、直接

または種苗販売業者を通じて生産者に認証種子

として販売される。しかし、生産者の認証種子

使用率は低く、自家採種や生産者間の種子の売

買が行われているため、育種会社が品種開発に

用いた費用を回収することは難しいと予想され

る。こうした中で、民間育種会社がどのように

継続的に品種開発を行なっているかについて、

今後、分析を進めたい。

注 1)FAOSTATによれば、一人当たり年間米供給量

が 1961年の 112.8kgから 2013年の 59.9kgに

減少する中で、小麦・ 小麦製品供給量について

は同期間で 33.4kgから 45.0kgに増加している。

注 2)ASWNBは、第 3表に示したヌードル・小麦

(ANW) またはプレミアム・ホワイト・ヌード

ル (APWN) とプレミアム・ホワイト (APW) を

配合したものである。

注 3)農林水産省「作物統計」によれば、日本国

内小麦生産量に占める北海道の割合は、 2013

~17年の平均値で 67.3%となっている。

注 4) 降水量については、気象庁および The

Australian Government Bureau of Meteorology 

の公表資料による。

注 5)CBHは、 WA小卜1に200もの保管施設を持つ。

保管施設の多くは内陸の鉄道の近くに配置さ

れ、生産者は最寄りの保管施設までトラックで

収穫物を運ぶ。 CBHは、生産者から収穫物を受

け入れる際に、生産者毎に調製 (Quality

Optimization)を行ない、できるだけ価格の高

い銘柄にしている。生産者の収穫物の銘柄はこ

のときに決まる。

その後、収穫物は、 CBHが鉄道を使って港に

あるターミナルエレベーターまで運ぶが、この

際の鉄道料金は生産者の負担となる。 CBHがWA

州に所有するターミナルエレベーターは 4箇

所である (2017年 9月 20日に行なった CBHへ

の聞き取り調査による）。

注 6)Elliott el al. (2015) 9ページにもある

ように、豪州で麺用品種の作付が減少したこと

が、日本経済新聞などでも取り上げられた。

注 7)Elliott el al. (2015) 7ページによれば、

西オーストラリア州で作付割合が多い ASWの

価格が 250ドル/tであるのに対して、麺用で

ある ANWについては品質の良いもので275ドル

/t、品質が悪いものでも 255ドル/tとなっ
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ている。

注 8) 日本の小麦生産者の品種選択方法および種

子供給体制については、関根・梅本 (2015)を

参照のこと。

注 9) 米国の小麦生産事情については、関根

(2017) に詳しい。

注 10) B経営によれば、調製・保管料は 10 ドル

/tであるが、 9月 30日以降も保管を続ける場

合は追加料金が必要となる。

注 11) 日本の生産力検定試験や奨励品種決定調

査と似ている。ただし、日本とは異なり公的機

関による品種試験は、品種登録のための条件と

はなっていない。豪州の公的機関が行なう品種

試験は、育種会社や生産者への客観的な情報を

提供するために行なわれている。
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