タスマニアがお届けする...

高品質な果物
の生産に最適な
場所
タスマニア島には温暖な海洋性の気候、肥沃土、はっきりとした四
季、豊富な水資源、そしてバイオセキュリティの利点がある事から、
素晴らしい果物の生産に適した要素が揃っています。
タスマニアの穏やかな気候によって、必要不可欠である冬の寒気
に続く穏やかな成長シーズンが長く、果物の成長や深い味わいの
サポートとなっています。
タスマニアの核果であるチェリーやベリ
ー類は遅いシーズンにて生産されており、
これは明らかにオースト
ラリア内や海外における利点となっています。南半球の地域にお
ける競争相手が少ない事から、明確な市場利点が提供されていま
す。
タスマニアにおける生産タイミングにより、北半球における季
節供給に対応する機会も提供しています。
タスマニアにおける果物市場は最も古い産業の1つであり、ヒュー
オン バレーやテイマー バレーなど多くの地域の未来を形作ってき
ました。近年においてタスマニアの果物産業は拡大を続けており、
国内外の市場へ高品質の果物を提供することに焦点を置いていま
す。
タスマニアにおける農業価値は1億6,970万ドルであり、その中
でのチェリーやベリー類は最も大きな貢献をしており、それぞれの
価値は6,400万ドルずつとなっています。

»

核果/チェリー類ータスマニアはオーストラリアにおける最大の
チェリー輸出を行っている州であり、海外市場も向けた最上級品
を得意分野としています。
アプリコット、ネクタリン、そしてプラム
も生産されています。

»

べリー類―新鮮なラズベリー、イチゴ、
ブルーベリー、そしてブラ
ックベリーがこの産業価値の大部分を占めています。
ブラックカ
ラントやラズベリーは特に加工用にも育てられています
数多くのベリー類生産者は観光や観光客における経験を事業モ
デルとして組み込み、
カフェ、小売店、そして果物狩りを通して付
加価値を作っています。

タスマニア州政府はタスマニアにおける食物及び農作物生産量を
大幅に増加させ、オーストラリアにおける高品質食品製品の主要供
給者となる視野を見据えています。
タスマニア政府は、州内における果物市場における付加価値を持つ
投資の確保を行うために、将来性のある投資家との協力を目指して
います。
主要果物生産地域

タスマニアのブルーベリー市場はほぼ全てオーストラリア国内向
けであり、わずかな割合のブルーベリーのみが輸出市場に販売さ
れています。それとは対比する形で、
タスマニアにて生産されたほ
ぼ全てのチェリーは世界26カ国に輸出されています。
タスマニアの果物産業は、次の3つの主要亜部門によって構成され
ています:
»

仁果類（ピップフルーツ）―タスマニアのリンゴは健全な国内
市場を有しており、近年においては東南アジアの輸出市場にお
いて中国へのアクセスを確立しました。梨の生産も行われてい
ます。

北西
南緯42度

テイマー バレー

コーラル リバー バレー
ダーウェント バレー
タスマン半島
ヒューオン/運河

www.cg.tas.gov.au

タスマニアの果物産業に投資を行う
主な理由:

»

製品の品質、生産性、製品開発、付加価値をつけ、そして加工の
状態を向上させる技術や近代的な生産システムを活用する革新
的な産業です

»

気候変動が新しい市場機会として見られる可能性もあり、気候条
件によって核果生産がタスマニア州のようなオーストラリア南部
の州へと移動しています

»

熱波や雹の嵐といった他の主要果物生産地域に影響を与える異
常気象事象のリスクが低いです

»

タスマニア島の状況として比較的病気が少ないため生産利点が
あり、特に価値の高い得意分野の市場へのアクセス利点があり
ます

»

アジアへの市場アクセスの向上に加え需要の増加や低温流通体
系が向上しており、特にリンゴとチェリーに関しては良い輸出機
会を生みだしています

»

タスマニアにおける相対的な水資源の利点が、計画されている
大規模な灌漑投資によってサポートされています

»

成熟期間が長いため果物における酸濃度が高く、食べるまでの
期間や保存可能期間が長いです

»

国際市場におけるタスマニアブランドの認識を通し、高品質の得
意分野の市場の開発を行います

»

得意分野の付加価値を観光産業へ提供する協力を行うなど、
観光インフラストラクチャーを活用しています

気候の利点
タスマニアは穏やかな海洋性気候であり、南極海からの激しい偏西風によって冷却されています。
これによって下記の温度及び雨量チャート
に示されているとおり、通常の場合大きな気温変化もなく、降雨も安定しています。

1月の気温

降雨量

日中平均気温
（摂氏）

北半球と季節が逆であることから、
タスマニアは食品生産において多大な戦略利点を提供しており、地元生産者はオフシーズンの北半球の
市場に対して新鮮な生産物の供給を行うことが可能です。

出典: タスマニア州果物生産者協会

11月

12月

1月

タスマニア州政府、業界、そしてタスマニア大学内にあるタスマニア
農業研究所（TIA）は農業における生産性、安全食品生産、社会、
自然
資源管理に関わる問題に対処するための研究、開発、拡大（RD&E）
プ
ログラムを行うため、協力して仕事をしています。

アクセスの良さ

TIAは主要な戦略的優先エリアとして果物のRD&Eに投資を行ってお
り、国内のリンゴやチェリーのR&D プログラムを率先、管理し、産業
をサポートする目的で国内外における一流研究組織と提携を行って
います。

2月

3月

4月

5月

タスマニア貨物平等化スキームにより、オースト ラリア内において
該当する貨物の出荷者に対し経済的支援が提供され ています。

6月

7月

8月

年間の入手可能期間
3ヵ月
2ヵ月
6ヵ月
3ヵ月
3ヵ月
3ヵ月
2ヵ月
2ヵ月
5ヵ月
7ヵ月
10ヵ月
6ヵ月
7ヵ月
8ヵ月
6ヵ月
8ヵ月

2001年以来、
タスマニア州政府は同州の環境において遺伝子組み
換え生物（GMO）の商業的発売の一時停止を執行しています。2014
年、
この一時停止は更に5年間延長され、2019年11まで執行が続くこ
とになります。

安定した水の供給
病気の少なさ

下記のチャートでは、
タスマニアにおける幅広い園芸における収穫時期を示しています。
10月

タスマニアの労働力は高い技能を持ち、企業精神に溢れています。
この労働力は需要に応えるために適応する準備ができており、素晴
らしい業界労使関係の実績と合わせ投資者へ安定性を提供します。

空輸される製品は出荷より48時間以内に他州や海外市場に届けら
れ、
タスマニアの主要港からは頻繁で効率的な貨物出荷サービスが
営まれています。

オフシーズンにおける供給

9月

研究と開発（R&D）

タスマニアの事業運営のほぼ全ての施設は港までの距離が100キ
ロ メートル以内の場所に位置しており、迅速な流通経路を確立して
います。

年間降雨量
（ミリメートル）

出典:vWマップズ c 2009年 マーティン ヴォン ウィス氏、VWマップズ社

製品
アプリコット
ブラックカラント
ブルーベリー
チェリー
ネクタリン
桃
梨
プラム
ラズベリー
イチゴ
リンゴの細かい品種:
グラニー スミス
ジャズ™
ピンク レディー™
レッド フジ
ロイヤル ガーラ
ストライプド フジ

適応性、柔軟性、革新性を備えた労働力

島であるタスマニアにはバイオセキュリティーの面において明確な
利点があります。
タスマニアの厳格なバイオセキュリティ水準はタス
マニアブランドの中核であり、
自然環境の価値や良質な生産は、害
虫、病気、そして雑草が比較的少ないという環境に頼っています。
タスマニアの害虫がいない状況により、その他の地域には参入でき
ない海外市場へのアクセスを伴う、更なる機会が提供されることに
なります。
強固な貿易
タスマニアの園芸作物生産者は国内やアジアにおける主要国際市
場において成功していることが証明しています。
タスマニアの果物は中国（台湾や香港も含む）、
シンガポール、マレ
ーシア、韓国、そしてタイといった市場に輸出されています。

持続可能な園芸へのカギとなるのは、重要な成長期において安定し
た水の供給が可能であるということです。
タスマニアが持つ自然資源の中で最も大きな利点は水です。
タスマ
ニアの土地はオーストラリア全体の1パーセントしかありませんが、
国全体における淡水ダム貯水能力の27パーセントを占めています。
この数字はオーストラリア東南部に位置するマレーダーリング盆地
全体の2倍以上です。
タスマニアにはオーストラリアの他州や世界において見られるよう
な水の供給に関する問題がありません。
タスマニア州政府及びオーストラリア政府は少なくとも95パーセン
トのタスマニアの農村に安定した水の供給を行うことを目指し、多
数の大規模灌漑開発プロジェクトを立ち上げています。
このプロジェ
クトより生産利用を目的とした灌漑可能な土地面積を倍にすること
が可能となります。
さらに詳しい情報についてはwww.tasmanianirrigation.com.auにア
クセスしてください。

タスマニアにおける機会の検討と将来性

連絡先

投資誘致局はタスマニア州への投資の推進やサポートを行う
主要機関です。投資者に対し秘密厳守による無料サービスを通
し、以下のような専門家によるアドバイスを提供しています:

アグリグロース・タスマニア
第一次産業、公園、水、環境省
GPO Box 44 Hobart TAS 7001 Australia
電話:
+61 3 6165 3225
Eメール:
agrigrowth@dpipwe.tas.gov.au
ウェブサイト: www.dpipwe.tas.gov.au/agrigrowth

»

専用プロジェクトチームとケースマネージメント

»

供給プロセスを発展させる可能性を持つ主要プロジェ
クトに焦点を置き、
タスマニアの長所や資源の素質の活
用

»

承認プロセスを支える事前監査の計画

投資誘致局の専門家チームは、以下のような情報やサポート
を行い、個々の事業に合わせた支援を秘密厳守にて提供しま
す：

»

地元業界団体及び政府省庁との連携

»

事業機会、投資規制、そして政府支援に関する情報

»

事業コスト、技術の見込み、税金、研究機会に関する見識

»

タスマニアの業界が持つ素質や強みに関する専門家によ
るア ドバイス

»

個々の事業に適したロケーションを特定するための現地視
察

»

潜在性を持つ事業パートナーの紹介

»

インフラストラクチャーやサービス提供者との連携

»

業界戦略に関する情報

経済開発省
GPO Box 536 Hobart TAS 7001 Australia
電話:
+61 3 6165 5043
Eメール:
info@stategrowth.tas.gov.au
ウェブサイト: www.stategrowth.tas.gov.au
タスマニア州果物生産者協会
電話:
+61 3 6169 2059
Eメール:
office@fruitgrowerstas.com.au
ウェブサイト: www.fruitgrowerstas.com.au
タスマニア農業研究所（TIA）
電話:
+61 3 6226 6368
Eメール:
tia.enquiries@utas.edu.au
ウェブサイト: www.tia.tas.edu.au
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