甘くて、安全で健康的

オーストラリア
の柑橘類
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オーストラリア柑橘類カレンダー
オレンジ

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

ネーブル
バレンシア

9月～12月

カラ・カラ

7月～8月

ブラッド

7月～12月

みかん

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ノバ

デイジー

グレープフルーツ

4月～7月

6月～7月

アフーラー

7月～9月

ハニー・

6月～9月

マーコット

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
レッド

4月～8月

ホワイト

7月～9月

レモン

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ユーレカ
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5月～10月

5月～11月

甘くて、安全で健康的

オーストラリアの柑橘類
新鮮

オーストラリアの柑橘類をお買い求めになると

食品安全および
トレーサビリティ

すばらしい
フレーバー

保存が簡単で
長期間可能

美しい色

お買い得
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オーストラリアの
柑橘栽培地域

ダーウィン
キャサリン

クナンナラ

オーストラリアにお
ける柑橘類の生産

オーストラリアの気候は多岐
に渡るため、甘く、安全でヘル
シーな多くの種類の柑橘類の
生産に理想的です。
気候が多
岐に渡るため、柑橘類の季節
は長く、初秋（4月～5月）には
早生みかん、
ネーブルオレン
ジ、
そして冬（6月～8月）には
中生ネーブルオレンジやみか
ん、
そして春（9月～11月）には
シーズン終わりに熟すネーブ
ルオレンジやバレンシアオレ
ンジを味わうことができます。
すべての気候条件において、
レ
モンとライムはほとんど一年
中収穫できます。

オーストラリアではタスマニア
以外、
すべての州で市販用柑
橘類の生産が行われていま
す。
そのほとんどは、乾燥した
内陸の川谷で生産され、雨量
は通常250～500 mmです。
こ
れらの地域の微気候のおかげ
で、柑橘類はすばらしいフレー
バー、豊かな色合いがあり、保
存もきき、害虫や病気によるシ
ミもほとんど見当たりません。
およそ 1,500軒の農家が合計
25,000ヘクタールで柑橘類を
栽培しております。
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カーナボン

バッジンガラ/ムーラ

ギンギン/チタリング

パース

パース・ヒルズ

ハーベイ

アデレード

リバーランド
マリー・バレー
柑橘類が栽培されている主
要な地域：

• サウスオーストラリア州のリ
バーランド地域
•ニ
 ューサウスウェールス州
のリバリーナ地域

• ビクトリア州のサンレイジ
ア地域およびニューサウス
ウェールス州

• クイーンズランド州のセント
ラルバーネット地域

クイーンズランド州のエメラル
ドには大規模な農場が 1 つあ
り、
パースの北にあるムーラに
は 2 つの大規模な農場が最
近作られました。ウェスタンオ
ーストラリア州全体、
ニューサ
ウスウェールス州の沿岸部、
そ
してクイーンズランド州のその
他の地域および北部特別州に
も小規模な農場が点在してお
ります。

マリーバ

セントラル・
バーネット

エメラルド

バンダバーグ
ブリスベン
ノース・コースト

バーク
ナロマイン

シトラス・オーストラリアは、
オーストラリア柑橘類産業の
全国組織です。
シトラス・オー
ストラリアは、
いくつかの重要
な領域で柑橘類産業の代表
としての役割を果たします。
• 政策および擁護

•市
 場の開発およびプロ
モーション
• バイオセキュリティー

ゴスフォード
シドニー
キャンベラ

メルボルン

全国柑橘類
産業協会

• 研究開発

リバリーナ

主要地域
地方

• 市場へのアクセス

• コミュニケーション

柑橘類の栽培者が自発的に
支払う課徴金が政府や広報
の分野で当組織のロビー活
動を支援し、
全国課徴金（全
員負担）が、
研究開発プロジ
ェクトと全国バイオセキュリ
ティプログラムを支援します。
また、
当組織のプロモーショ
ンプログラムを支援するため
に、
オレンジのマーケットプロ
モーションに対して課徴金を
徴収しております。

首都
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柑橘類の種類

最も人気のある柑橘類はみかん
とネーブルオレンジですが、多く
のバレンシアオレンジ、
レモン、
グ
レープフルーツ
（レッドおよびホ
ワイト）そしてライムも栽培され
ています。

主要なみかんの品種としては、
イ
ンペリアル、
ハニー・マーコット、
アフーラーおよびデイジー、
そし
てヒックソン、
サンバーストそして
ノバなどの他の品種も栽培され
ています。
クレメンティンおよび
サツマも少量ながら栽培されて
います。
みかんの季節は4月に収
穫されるインペリアルから始ま
り、7月～9月に収穫されるハニ
ーマーコットやアフーラーで終わ
ります。
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多くのネーブルオレンジの品種が
栽培されています。
ネーブルオレ
ンジのシーズンは、早生品種（ナ
ベリーナやM7など）、冬季品種
（ワシントン、
レングおよびトムソ
ンなど）、
そして収穫の遅い品種
（レートレイン、
チスレットやバー
ンフィールドなど）に分けられて
います。
品種が多く、栽培地域の
気候が多岐に渡るため、
ネーブル
オレンジは4月末から12月まで販
売することができます。
果が赤色
のカラカラネーブルも幅広く栽培
されています。
ブラッドオレンジも
少量ながら栽培されています。

オーストラリアのバレンシアオレ
ンジは、ジュースを作るために大
変人気のある品種です。
ハムリン
やサルスティアーナなどの新しい
品種も加工用に使われています。

最近植えられたジュース用オレン
ジは、人件費を削減するために
機械による収穫を前提としており
ます。
オーストラリアの柑橘類産
業は、高品質で新鮮、濃縮されず
にそのまま消費されるジュースの
ための柑橘類の栽培を専門とし
て、食品安全の歴史は素晴らし
いものです。
私たちは、
この高品
質で甘く、安全なオレンジジュー
スのための輸出市場を開発して
いるところです。

栽培方法

オーストラリア柑橘類産業は、世
界でも最も人件費が高く、柑橘類
を栽培している他の国々に比べ
て、土地や樹の価格など、他の資
本にかかる費用も非常に高いも
のがあります。

 ーストラリアの輸出用柑橘
オ
類は、
フレーバー、色合いが
優れ、保存が利くことで世界
的にも有名です。

そのため、
オーストラリアの栽培
農家、梱包業者および輸出業者
は、
すべての作業方法を大幅に
合理化する必要があり、
そのため
多くのアクティビティにおいて世
界のリーダーとなりました。
量よ
り質に焦点を当て、
すべての市場
で高価格のフルーツの販売を目
指しています。
オーストラリアの輸
出用柑橘類は、次の分野で世界
的にも評判が高いです:
• すばらしいフレーバーと
色合い

•海
 外市場に到達してからも
保存が利く

•非
 常に信頼できる食品安全
保証

害虫管理のために、業界全体で
統合的害虫管理(IPM)が大々的
に利用されています。
この栽培方
法を採用しているオーストラリア
の柑橘類の農場では、農薬の使
用が非常に低レベルです。
IPM部
門は技術的にも非常に優れてお
り、複数の益虫生産工場があり、
害虫を管理するための益虫を柑
橘類の果樹園に放しています。
益
虫は慎重にモニターされ、深刻
な害虫が発生したときにのみ、農
薬が散布されます。
オーストラリ
アの柑橘類産業ではIPMが幅広

く採用されているため、食品の
安全および環境に対する認識が
優れていると言う評判を得てい
ます。

灌漑および滴下施肥法は研究さ
れ、業界全体で幅広く採用されて
います。
標準的技法として、樹木
は機械および手動で剪定され、
大きい、品質の高い果実を定期
的に収穫することができます。

サプライ チェーン

オーストラリアの柑橘類産業は、
近代的かつ効果的なサプライチ
ェーンを有しています。柑橘農
家は適切に管理され、現代的で
安全な生産法を採用しています。
梱包場では、世界クラスの機器
と技術が利用され、輸出市場向
けの柑橘類が慎重かつ安全に梱
包されます。すべての梱包場に
おいて、
トレーサビリティおよび
品質保証システムが義務付けら
れています。このため、
すべての
柑橘類の食品安全保証は信頼で
きます。
すべての柑橘栽培地域では、冷
蔵保存および港まで冷蔵トラック
での輸送が行われています。港
における施設は現代的かつ効果
的で、輸出先に柑橘類をすばやく

配送します。

輸出向けの
マーケティング

柑橘類産業はオーストラリアで
最大の新鮮な果物の輸出産業で
あり、30 を超える輸出先に毎年
270,000 トンを越える柑橘類（主
にネーブルオレンジとマーコット
みかん）をお届けしています。上
位 5 つの市場は、日本、中国、香
港、アメリカ合衆国およびマレー
シアです。ほとんどの季節におい
て柑橘類が輸出され、年間4.5 億
豪ドル以上（本船渡し）の輸出収
入を得ています。

柑橘類産業の輸出取引は増え続
け、
サプライ・チェーンのあらゆる
レベルで敢然なコミットメントが
見られます。シトラス・オーストラ
リアはオーストラリア政府と協力
し、貿易への技術的な障害を克
服し、近い将来貿易高を増やすた
めに促進活動を行っています。オ
ーストラリアの柑橘類の収穫時期
は、北半球のシーズンと反対です。
そのため、対象とする市場の国内
生産と競合しません。

オーストラリア柑橘類輸出帳簿 | 7

シトラス・オーストラリア連絡先
電話 +61 3 5023 6333

電子メール admin@citrusaustralia.com.au
www.citrusaustralia.com.au

34 Lemon Avenue, Mildura VIC 3500
PO Box 10336, Mildura VIC 3502
AUSTRALIA

8 | Citrus Australia © 2016

