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3 章 各国・地域への輸出に向けて 3 
    

（13）オーストラリア Australia 

   
 

 

    

基礎データ 
（2018 年） 

人口︓2,552 万人（2019 年）  
名目 GDP︓1 兆 4,183 億米ドル  
1 人当たり GDP︓56,352 米ドル  
名目 GDP 成長率︓2.81% 

（2018 年） 

日本との関係 

日系企業数︓722 社（2018 年）  
在留邦人数︓98,436 人（2018 年）  
日本食レストラン数︓2,929 店  

（2019 年） 
    

 

1 市場の特性と消費の傾向 

日本食ブームでコメ需要は高まるものの、現地や他国産との競争は活発化  

A 市場の特性 

 

気象条件の変化等の影響で、穀物生産量が年によって大き
く変動することがオーストラリア農業の特徴のひとつです。
コメの生産量は 2016 年の 273 千トンから 2017 年の 807
千トンまで約 3 倍増加しましたが、2018 年には 635 千ト
ンに減少しました。  
一方、2019 年の日本からの商業用のコメの輸出量は 770

トンです。2016 年度の 357 トンから２倍以上に増加しまし
た。2008 年以降の世界的な穀物価格の高騰を背景として、
価格が高い日本産米にも価格競争力が生まれ、近年日本産米
の輸出量や輸出単価が右肩上がりで伸びています。  
一方、2018 年の日本からオーストラリアへの米菓の輸出

額は 106 百万円で、2016 年から 23 百万円減少していま
す。 
B 消費の傾向 
オーストラリアでの 2017 年のコメの消費量は 392 千ト

ンで、2016 年の 375 千トンから約 5%増加しています。市
場におけるジャポニカ米の主流はオーストラリア産あるいは
アメリカ・カリフォルニア産です。日本食ブームに伴い、寿
司ロールのテイクアウトや回転寿司、日本食レストランが人
気で、全国で約 2,900 店に到達するまで増え、コメの消費
量は拡大する傾向にあります。 
一方で、日本産米の価格はオーストラリア国産や米国のカ

リフォルニア州産と比較して約２~３倍と高いため、味にこ
だわる日本人在住者や中国人の富裕層が主たる購入先となっ
ています。 
また、オーストラリア人は乾燥したコメを好む傾向があり

粘りや甘みを有する日本産米を苦手としていることが、需要
が伸び悩む原因のひとつになっているといわれています。 

　表-1　コメの生産・消費・輸出入の状況
2016 2017 2018

生産量（千トン） 274 807 635

消費量（千トン） 375 392 -

輸出量（千トン） 264 300 -

輸入量（千トン） 274 267 -

　表-2　日本からのコメの輸出状況
2017 2018 2019

478 635 770

輸出単価（円/kg） 302 311 303

　表-3　日本からの米菓の輸出状況
2017 2018 2019

173 121 127

輸出額（百万円） 144 106 111

コメの主な輸入先国 

輸出量（トン）

輸出量（トン）

タイ、インド、パキスタン、米国、ベトナム、カンボ
ジア、イタリア、日本、スペイン、中国
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2 流通チャネルと取引慣行 
輸出に要する手続期間は 2 か月弱 

A 食品の流通経路   
オーストラリア市場に流通する食品は、生産者、協同組合、食品メーカーが生産、製造したも

のと、輸入業者が輸入したものがあります。それらは食品業者がスーパーなどの小売店や外食
店、テイクアウト店、ケータリング会社などに卸し、消費者に販売されます。  
その他、生産者が直接、小売店や外食店に販売する経路や、ファーマーズマーケットやネット販
売等などで直接消費者に販売するケースもあります。  

 

B 日本産米の流通経路   
日本産米の流通先は日本食材店等の小売店が主で、家庭用として購入されています。他国産と比較して

割高なため、外食産業における需要は日系資本のレストラン及び高級日本食レストランの一部に限られま
す。 
米国産米は、日本食レストランでの業務用として利用されています。品種はジャポニカ系のカルローズ

米が主です。人件費や水の使用量の削減、水質による影響が少ない等の理由から、無洗米の需要が圧倒的
に高くなっています。  
オーストラリア産米は、国内の主要スーパーで一般的に販売されています。アジア系住民を中心に家庭

用として購入されています。 
 

C 取引慣行   
日本産米が、日本の生産者／米卸売業者によって輸出されてからオーストラリアの小売店舗に並ぶまで

に最短でも約 2 か月かかります。赤道を超える輸送になるため、品質管理対策が重要です。  

  

より 
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3 関税割当枠と関税 

コメ、包装米飯、米菓の関税は０％ 
輸入数量割当枠  オーストラリアでは、貿易管理品目として、輸入禁止 2 項目、輸入制限 53 品目が指定

されていますが、コメ及びコメ加工品は含まれていません。  
  

関税 
コメ、包装米飯、米菓の関税は 0%です。 
日豪経済連携協定（EPA）が 2015 年 1 月 15 日に発効し、日本の農林水産物に対する
オーストラリア側の関税は全廃されました。  

 

4 検疫制度と食品規制 

玄米は植物検疫証明書が必要 

A 検疫制度   
包装されている精米は植物検疫証明書なしでの輸出が可能です。包装されていない場合には、輸入許可の申請

は必要ありませんが、輸入時に検疫検査が課されます。  
玄米は 2016 年 5 月の日豪植物検疫協議の結果、輸出が可能となりましたが、以下の輸出検疫条件をクリアす

る必要があります。 
１．オーストラリアに住所を持つ輸入業者が、オーストラリア政府発行の玄米処理施設の情報が入力された輸

入許可証を取得すること。 
２．日本の植物検疫証明書等を取得すること。 
３．輸入業者は、オーストラリア政府が発行した輸入許可証に記載された次の事項を遵守すること  

・輸入コンテナは、輸入許可証に定められた玄米処理施設に封印されたまま輸送されること。その開封
はオーストラリア側検査官の立会いの下で行われること  

・輸入された玄米は、輸入許可証に定められた玄米処理施設で精米され、その記録が保管されること  
・空袋等は、オーストラリア政府が定めた方法で処分されること 

B 食品規制   
 

製品表示の内容  
オーストラリアで販売するコメは、オーストラリア・ニュー
ジーランド食品基準コード（FSANZ）および「原産地ラベリ
ング情報に関する 2016 年基準法」により、次の項目の表示
が義務付けられています。  
a. 食品名、ロット識別情報、供給業者（卸売業者、販売業
者、輸入業者など）の名称と所在地  

b. 原材料リスト  
c. 原産地表示  

d. 賞味期限、消費期限（期限が 2 年以上の場合を除く）  
e. 使用方法および保存方法（必要に応じて）  
f.  アレルギー成分などに関する警告・注意喚起・告知  
g. その他の特定含有成分  
h. 遺伝子組み換え技術による加工（該当する場合）  
i.  栄養表示（エネルギー、タンパク質、脂肪、炭水化物、
糖類、ナトリウム）  

残留農薬基準   原発関連輸入規制  
食品安全基準の第 1 章 4 節「汚染物質と残留物に関する
規定」に記載されています。同規定ではポジティブリス
ト方式が採用されており、それぞれの農薬ごとに対象と
なる食品と最大許容量が明記されています。  

 オーストラリアでは、2014 年 1 月 23 日にすべての放射性
物質に関する規制が解除されました。  
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5 小売店の店頭価格 

日本産米は外国産米の 2倍以上 

A コメの販売価格 

 

シドニーにおいて日本産米は 1 ㎏あたり 7
～11 豪ドルで販売されています。一方、オ
ーストラリア産は 1 ㎏あたり 2 豪ドル程度
と半額以下で販売されています。 

B 包装米飯の販売価格 

シドニーにおいて日本産米は 200g あたり
約 3 豪ドルで販売されています。韓国産は日
本産に比べ少し割安で販売されており、オー
ストラリア産は 200g あたり 2 豪ドルとさら
に安価で販売されています。 
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6 インターネット販売の実態 

オーストラリアの EC 市場規模は 3.7兆円 
オーストラリアのインターネット普及率は、2019 年に 86.5％まで到達しました。食品・パーソナルケ

ア商品（衛生用品・化粧品など）の取扱高は 25 億米ドルにのぼり、2017 年のオーストラリアの BtoC の
EC 市場規模は約 215 億米ドル（3.7 兆円）と試算されました。今後、高齢化の進展や時間を節約したい層
の需要増加による食品 EC 市場の成長が期待されています。また、最近の状況として、送料無料サービス等
による利用者囲い込みの動きが eBay、Amazon などの大手 e コマース企業で活発化しています。  

 

EC サイトでの日本産コメの取扱いなし 
オーストラリアで訪問者が多い EC サイトは eBay Australia です。同サイトではインド産やオーストラ

リア産のコメが取扱われていますが、日本産米はありません。ただし、日本産米の米菓では雷おこしや煎
餅メーカーのものが販売されるようになっています。 

主要 EC

サイト  
a. eBay Australia 
b. Amazon 
c. Woolworths Online 
d.Coles Online 

https://www.ebay.com.au/ 
https://www.amazon.com.au/ 
https://www.woolworthsgroup.com.au/ 
https://shop.coles.com.au/a/national/everything/search/rice?pageNumb
er=2 

電子商取引による海外企業の法人税 
日本の事業者が越境 EC でオーストラリアに商品を輸出する場合、販売活動拠点をどちらに置くかがポイ

ントとなります。  
a.日本にサーバーと商品発送拠点を設置し、オーストラリア向けに販売する場合  
⇒ 日本からの輸出者はオーストラリアでの法人登録や販売許認可取得などの義務はない  

b.オーストラリア国内のサーバーに情報を登録し、発送はオーストラリア外から行う場合  
⇒ サイトによって運営・出店方法が異なる点を留意する必要がある  

c.オーストラリアのサーバーに商品情報を掲載し、商品発送協定をオーストラリアに設置し、オースト
ラリア国内向けに販売する場合  
⇒ 発送拠点（倉庫と物流）をオーストラリア内に置く場合は、自社が輸入者となり、関税と付加価
値税（GST）の納税義務者となる。現地オンラインサイトのガイドライン等を確認する必要がある。 

 
 

7 輸出拡大に向けて 
日本からの商業用米の輸出量は順調に伸び、近年、精米、玄米ともに関税撤廃になるなど、輸出環境の

改善と相まって、日本産米の輸出拡大の追い風となっています。  

  


