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報告書について：

本報告書は、豪日経済インテリジェンスのマニュエル・パナジオトプ
ロス代表取締役がオーストラリア貿易投資促進庁（オーストレード）
と連携して行った調査に基づいています。調査の一環として、オース
トラリアで活動する45社以上の日系企業および子会社に聞き取り調
査が行われ、その多くが本報告書に採用されました。時間を割いて貴
重な意見を提供してくださったパナジオトプロス氏と数多くの調査
対象者に、オーストレードから謝意を表します。また日本国大使館、日

本貿易振興機構（JETRO）、豪日経済委員会（AJBCC）、在豪日本商工会議
所（JCCI）、オーストラリア外務貿易省（DFAT）、オーストラリア産業・イ
ノベーション・科学省（DIIS）、およびオーストラリアのすべての州・特
別地域政府の支援に感謝します。

日本の対オーストラリア投資に関する詳しい記事、事例、および情報
は下記をご参照ください。
www.austrade.gov.au/japaneseinvestment
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序文

オーストラリアと日本の力強いダイナミックな経済パー
トナーシップは、貿易の自由化という両国の取り組み、
そして世界的な課題への共通のアプローチに裏打ち
されています。私たちが分かち合う歴史はリーダーシッ
プと理念をその特徴とし、両国の互恵をめざすもので
あり、相手国の成長にそれぞれの国が果たす役割も十
分に理解されています。戦後における日本の急速な産
業化は、オーストラリアと交易を開くという決断によっ
て支えられました。またオーストラリアは人口が少な
い大国であり、潜在性を最大限に発揮するためには資
本の誘致が必要であることから、経済パートナーとし
ての日本の信頼性はわが国の戦後の経済的転換に重
要な役割を果たしました。

1957年の記念すべき日豪通商協定の締結は、オースト
ラリアの繁栄と同地域の未来は切り離せないという
メンジーズ政権の認識を示すものでした。両国は過去
に縛られるより、未来に目を向けようと決めたのです。
同協定は、両国による強力な2国間パートナーシップ
の礎になりました。日本は現在、世界第3位の経済大国
にして、わが国にとって3番目に大きな相互貿易相手
国であり、オーストラリアにおける過去60年の持続的
な経済の成長と発展に欠かせない存在でした。

オーストラリア最大の輸出産業の多くは—鉄鉱石、石
炭、および液化天然ガスをはじめとして—日本の投資
を通じて築かれたものであり、これらの天然資源の輸
出が日本の近代的な産業力を推進する助けになって
きました。1980年代の日本人観光客の波はオーストラ

リアのプレミアム観光業の発展を支え、一方で金融市
場の自由化が日系金融機関をオーストラリアに呼び
寄せました。

ここ数十年で、日本の投資は大幅に多角化しました。わ
が国の金融サービス、インフラ、情報通信技術、製造業、
アグリビジネス、そして観光業はいずれも現在、日本
の投資の恩恵を受けています。またオーストラリアの
研究開発、医療技術、またサービス部門における機会は、
日本の関心を大いに集めています。これらの分野にお
ける豪日企業のビジネスパートナーシップは、アジア
からさらに広域へ業務拡大していく足場になります。

オーストラリアと日本には、さらに豊かな未来を築く
ための強固な基盤があります。両国の関係は、特に日
豪経済連携協定（日豪EPA）を受け、引き続き深まって
いくでしょう。現在、日本はオーストラリアにとって
第2位の大きな輸出市場、対豪投資国であり、オースト
ラリアは依然として日本のエネルギー安全保障政策
の中核に位置しています。

この重要な報告書の作成への貢献に対し、日本政府に
感謝するとともに、それぞれの経済に対し、継続的な
信任と信頼が更なる機会を生み出すことを楽しみに
しています。

オーストラリア貿易・観光・投資大臣 
スティーブン・チョーボー 
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「日本が60年以上にわたり、オーストラリア最大の
貿易・投資相手国の1つであること—これは両国を
結びつける強い絆の証しです。本報告書は信用と友情、
そして互恵的な協力関係によって何が達成できるか、
さらに何が豪日経済関係を未来へ前進させる促進剤
になるかを示しています」

駐日オーストラリア大使 
リチャード・コート 

「日本の対オーストラリア投資は、両国経済の発展を
支えてきました。オーストラリアでは新しい産業が
創出され、一方で日本は数十年にわたりオーストラ
リアの天然資源の安定的かつ長期的な供給に頼るこ
とができています。本報告書で取り上げられた投資
実績は、私たち日本企業に自信をもたらし、世界中の
革新的な新規事業に向け海外企業との提携につながっ
ていくことでしょう」

駐オーストラリア日本国大使 
草賀純男
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日本の投資は1960年代より、グローバル市場に向けて
オーストラリアの鉱業・資源部門の開拓を推し進めて
きました。これにより、西オーストラリア州ピルバラ地
方、クィーンズランド州ボーエン盆地、ニュー・サウス・
ウェールズ州ハンターバレーなど地方都市で広大な区
域の開拓が進み、各地に活況を呈する町や人口密集地
が生まれました。

1980年代には日本金融市場の自由化と急速な円高を
受け、日系企業ではグローバリゼーション戦略を開始
し、日本の対外直接投資（FDI）は急増。さらに資源・エネ
ルギーだけでなく、製造業・テクノロジー関連、アグリ
ビジネス、食品・飲料、そして金融サービスや観光業に
まで日本の投資が拡大しました。

オーストラリアには、100社を超える日本のトップ企業
が活動拠点を構えています。これらをはじめとする企
業を通じ、今ではオーストラリアで業務を行っている
日系企業の子会社は400社を超えています1。

こうした日系企業によるオーストラリア国内での総保
有資産額は1,190億豪ドルにもなり、5万8,000人以上を
雇用しています2。

資源・エネルギー関連が主要輸出品目だった背景から、
2009年まで40年以上にわたり日本はオーストラリア
最大の輸出市場でした。現在はオーストラリアにとっ
て第2位の大きな輸出市場で、2016年の輸出総額は380
億豪ドル超でした。こうした成果は日豪EPAの恩恵を
受けており、同協定がオーストラリアのプレミアム食品・
飲料の対日輸出に拍車をかけています。

数十年にわたり、日本はオーストラリアへのトップ投
資国の1つでした。日系企業がその他の主要経済圏の企
業より高い比率で、収益をオーストラリアに再投資し
ていること—これは日系企業によるオーストラリアに
対する長期的なコミットメントを明確に示しています。
2016年、日本は総計39億豪ドルの収益をオーストラ
リアに再投資しましたが、これは日本の対豪直接投資
総残高の4.3％にあたります。対して英国からの再投資
の場合は0.9%、米国は1.0%、ドイツは3.3％です3。日豪
EPAに投資に関する個別条項が含まれている点に、日
本の投資がオーストラリアにとっていかに重要である
かが表れています。

分かち合う歴史と繁栄

出典
JETRO、対外および対内直接投資：FDI 残高、1996〜2015年；国連貿易開発会議（UNCTAD）、外国直接投資：対外・対内のフローと残高、年別、1970〜2015年；
Austrade
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1   経済協力開発機構（OECD）、2013年多国籍企業の所在国別対外活動。OECDによる421社という数値はオーストラリアにおける日本経営企業の経済活動に関
するABSの2000〜01年のデータを更新するもの。同データの報告では、2000〜01年に日系企業計347社がオーストラリア国内で活動し、4万1,900人を雇用（ABS 
Cat. No. 5429.0）。

2   IBISワールド、2016年総資産別オーストラリア企業トップ2,000社。IBISワールドによれば、オーストラリアのトップ企業2,000社のうち日系企業は97社で、資
産は1,187億豪ドル超、オーストラリア人5万8,128人を雇用。これらの数値はオーストラリアにおける日本企業の経済活動に関するABSの2000〜01年のデー
タを更新するもの。同データでは、2000〜01年に日系企業計347社がオーストラリア国内で活動し、4万1,900人を雇用（ABS Cat. No. 5429.0）。

3  オーストラリア統計局（ABS）の未公表データ、国際投資における位置づけ、オーストラリア：補足統計、2016年（ABS Cat. No.5352.0）。
4  ABS、国際投資における位置づけ、オーストラリア：補足統計、2016年（ABS Cat. No.5352.0）。
5  オーストラリア政府外務貿易省（DFAT）、オーストラリアの物品・サービス貿易の方向性—会計年度別（1986〜87年から現在まで）。
6  オーストラリア統計局（ABS）の登録利用者向けデータに基づく、国際投資における位置づけ、オーストラリア：補足統計、2016年（ABS Cat. No.5352.0）。
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総合商社

7 伊藤忠の旧社名（英語）は「C. Itoh」。
8 双日は2004年、日商岩井とニチメンの合併により設立。

総合商社（General trading houses）は大規模
なグローバル組織であり、とりわけ一次産品
を含む日本の貿易の方向性を作り上げていま
す。その起源は17世紀の日本に、またオース
トラリアにおけるルーツは100年以上にまで
遡ります。
日本の商社は1950年代末から、海外市場への業務拡大
プログラムに乗り出しました。1957年の日豪通商協定
締結により、オーストラリアは日本にとり最も重要な
相手国になりました。

1961年までに多くの商社がオーストラリアに拠点を
構え、初期の営業活動では羊毛、鉄鉱石、石炭の輸出を
重視。その影響は、資源部門において顕著であり、オー
ストラリア経済の転換の助けになりました。

近年では、世界的な変動性のため商社は事業モデルの
再編を迫られ、さらなる多角化、利益性追及、そして不
良資産の処分を重視することになりました。

オーストラリアは引き続き、進化する日本のビジネス
状況を補完する強力な機会を提供していきます。商社
は現在、日本の農業部門の改革を反映してアグリビジ
ネスに、また官民連携（PPP）事業、再生可能エネルギー、
リース業、また新しく革新的なテクノロジーなど、よ
り幅広いビジネス分野にさらに重点を置いています。

当初は販売ネットワークの確立、続いて日本の産業化
に欠かせない資源調達への意欲を原動力としてきた
総合商社ですが現在は、クリーンな石炭や水素エネル
ギーなどの世界に広がる技術革新や研究への投資を
推し進めています。

「オーストラリアは三井物産にとって最
も重要な国であり、オーストラリアにお
ける鉱業・エネルギー事業モデルは世界
各地で当社の事業活動に採用されてい
ます」
豪州三井物産㈱ 
会長兼社長 
竹部幸夫

三井

1955
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1957

丸紅

1960

双日8

1957
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豊田通商
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オーストラリアにおける日本商社の参入時期と対象産業
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オーストラリアにおける対象産業
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総合商社は計370億豪ドルの対オーストラリア投資を
もって現在、同国内に100社以上の子会社を擁し、数万
のオーストラリア人を雇用しています。三井物産の推
定によれば、同社が参画する合弁事業では2万人以上
のスタッフを雇用しています。

「私たちはともに世界各地で投資を行い、
雇用を創出してきました。日本とのパー
トナーシップはかつてなく緊密で強固
になっています。今後数十年、日本と提
携していくことを楽しみにしています」
BHPビリトンCEO 
アンドリュー・マッケンジー
BHPによる日本の製鉄会社に対する初の石炭売却か
ら50周年の記念講演、BHP取引各社、三菱デベロップ
メント、伊藤忠商事、JFE、および三井物産参席、2017年
6月。

直接・間接の従業員数：

2万人以上
1890年以降の投資額：

370億豪ドル
商社によるオーストラリアの対日年間

輸出（2015〜16年）に占める割合：

20.2%

オーストラリアの日系商社
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輸出とグローバル・バリュー・
チェーンの推進

数十年の長きにわたり、オーストラリアにおける日系
企業、総合商社、およびその合弁事業は、日本や急成長
するその他のアジア経済圏などに対するオーストラ
リアの資源、エネルギー、穀物、牛肉およびその他の製
品・サービスの最大の輸出業者となっています。

日系企業の輸出活動はさらにオーストラリアの製品・
サービスがグローバル・バリュー・チェーン（GVC）に参
入するための重要なルートを開き、オーストラリアに
対する投資と研究開発を促進しています。

オーストラリアおよび日本の提携各社の資産と能力
はGVCの中で連動し、両当事者にとって刺激的で新し
い機会をもたらしています。

オーストラリアの技術革新に向け
た世界的展望の形成
日立製作所

日立製作所は重機製造からデータ分析まで、あら
ゆる分野のイノベーターです。同社はオーストラ
リアに新規事業やイノベーションを定期的に試験
導入し、その成功を世界中のその他の市場へ移転
しています。

2017年3月、日立は創立60年にあたってオースト
ラリアを拠点とする大手エンジニアリング製造業
者ブラッドケンを6億8,900万豪ドルで買収。「本
案件は製造業の補完分野に対する大型投資であり、
対象となる製品は日立のネットワークを通じて市
場に出していけます」と、日立オーストラリアの石
原均前社長は述べています。「日立建機とブラッド
ケンの鉱業・探鉱用品および土工・軌道機器は相性
がよく、グローバル・バリュー・チェーンに活用す
ることができます」

日立オーストラリアはアグリビジネスのパイオニ
アでもあります。クィーンズランド州マッカイと
ニュー・サウス・ウェールズ州ジェリルデリーにお
ける衛星を利用した無人トラクターの試験導入に
より、農業事業者は将来的に快適なオフィスから
耕作と収穫を行い、燃料消費を削減するとともに、
生産性と安全性を大幅に向上できる可能性があり
ます。

オーストラリアのクラフトビール
をアジアへ
キリン

日本のキリンが1998年に醸造会社ライオンネイ
サンを買収した際、クラフトビール革命がオース
トラリアを席巻することになると予想した人はほ
とんどいませんでした。8年後、キリンによる80億
豪ドルを超える投資はこの革命にパワーを与え、
ニッチなビールブランドの成長を助けるとともに、
オーストラリアの輸出の新たな潮流を後押しして
います。

2017年初め、キリンはフリーマントルを拠点とす
るビールブランド、リトル・クリーチャーズ(Little 
Creatures)の中国における販促を開始。香港の小
さな醸造会社と上海のポップアップ・バーと組み、
リトル・クリーチャーズを世界最大のビール市場
へ売り込むために地元販売業者DXCELと提携しま
した。リトル・クリーチャーズは現在、オーストラ
リア・ニュージーランド以外では、アジア5カ国を
含めた世界15カ国で販売されています。

08 日本の対豪投資



アジア市場でのオーストラリア・コントラクターに 
新たな将来像を築く
鹿島建設

日本の建設大手、鹿島建設はビクトリア州の建設会
社アイコンおよびコクラムとの間で予定されている
合併により、オーストラリアの新しいコントラクター
を設立します。両社の過半数株式の購入も完了し、今
後はあらゆる領域に及ぶ複雑な契約を引き受けるた
め、財務的に独立し、資金の借入能力、知的財産を持
つ新規事業体の設立をサポートすることになります。

今回の投資は、地元で培った専門性を海外の機会に
活用したいオーストラリアのコントラクターにとっ
て将来の見通しを明るくするものです。鹿島とアイ
コン、コクラム両社は今のところ、異なるクライアン
トを相手にアジア・太平洋全域で活動しています。こ

の合併がもたらす契約、資金、そして専門性は、オー
ストラリア企業が中国やアメリカの高級住宅や社会
インフラ事業でニッチな能力を活かすのに役立つで
しょう。

「鹿島の投資により提供される経済的なリソースと
技術的な専門性により、私たちはオーストラリアに
おける既存の社会インフラ関連専門市場を強化する
ことができます」と、コクラムのマルコム・バッテン
社長は述べています。「おかげで当社はアジア・太平
洋地域や需要が増大しているアメリカで、国際的な
ビジネスを拡大していける見込みです」

画像提供：鹿島建設株式会社
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イノベーションと研究開発 
への投資

日本はイノベーション大国であり、国内総生産（GDP）
の3.5%を研究開発（R&D）に拠出しています。これはイ
スラエル（対GDP比4.25%）、韓国（対GDP比4.23％）に
続いて第3位の数字です。9

日系企業は富士通、日立、三菱電機、そしてNECを含め、
イノベーションの世界的なリーダーです。日系企業は
またオーストラリア人のエンジニア、科学者、ICT専門
家の主要な雇用主であり、オーストラリアにおける日
系企業の存在は両国にプラスとなる技術とスキルの
移転を促進しています。

オーストラリアは引き続き、日本の製造業者とエレク
トロニクス企業の重要なテスト市場になっており、初
期段階から大規模に至るR&D投資の恩恵を受けてい
ます。富士通やNECなどの企業は重要なR&Dセンター
を設立し、オーストラリアの先進的な人材と専門性を
活用しています。これらの投資では、オーストラリア
は新しい物を早期に導入する国(アーリーアダプター)、
また他の世界市場へ導入できる可能性を秘めた新し
い画期的な技術やデジタルサービスを試験導入する
理想的な市場として認識されています。

オーストラリアの世界レベルの研究機関と大学もま
た日系企業にとって魅力であり、ヘルスケア・医療技
術分野を中心に数多くの共同研究の成功につながっ
ています。その一例が、武田薬品工業とオーストラリ
アのモナシュ大学による消化器系疾患領域における
共同研究で、革新的な治療法の研究に取り組んでいます。
その他の例として、帝人とヘルシーグレイン社との独
占共同開発による新しいスーパーフードの生産、富士
フイルムと豪州バイオ企業による再生医療への取り
組み、アイロムグループによるアデレードを拠点とす
るCMAXクリニカルリサーチ社への投資が挙げられま
す。

高齢化する日本の人口は、再生医療の進展に向けた同
政府の試みに拍車をかけています。日本は最高水準の
医療技術の商用化に向けて世界的な視点に立ち、幹細
胞研究と再生医療製品に強いオーストラリアに着目
しています。2015年、日本とオーストラリアは同産業
での連携をともに強化するために覚書（MoU）を調印
しました。

日本とオーストラリアが防衛・安全保障面で共有する
利益もまた防衛分野の技術およびR&Dに関する協力
の増大につながっています。

9 OECD、主要科学技術指標データベース。
画像提供：リンナイオーストラリア
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R&D投資の歴史
NEC

NECは1969年、従業員5名でオーストラリアに営
業拠点を設立しました。オーストラリア支社は今
日1,800人を雇用し、日本と米国に次いでNECの国
別事業規模で第3位につけています。

過去50年にわたり、NECオーストラリアは本業の
成長と買収、事業提携、R&D投資を織り交ぜてオー
ストラリアのICT産業のリーダーになりました。同
社はオーストラリアのICT企業CSGテクノロジー・
ソリューション事業部を買収。これはオーストラ
リアで最大級のICT関連の企業買収でした。過去
15年にわたり、NECオーストラリアはR&Dに2億
豪ドル以上を投資しており、メルボルンにイノベー
ションセンター、アデレードにグローバル・セキュ
リティ・インテル・センター（Global Security Intel 
Centre）を設立しています。

NECオーストラリアは同国の地方都市の将来性を
認識しており、オーストラリア全域の顧客をサポー
トするためにウーロンゴン大学イノベーション
キャンパスに事業所を開設しています。同事業所
はニュー・サウス・ウェールズ州でICT関連の180
人の新規雇用を創出する予定です。

R&Dがオーストラリアの 
ソーラー製品輸出を活性化する
リンナイオーストラリア

メルボルンに初の販売事業所を開設した1971年
以降、名古屋を拠点とする暖房機器メーカー、リン
ナイは現地での製造とR&Dを拡大してきました。
2017年には、メルボルン・ブレイサイドの新しい
製造工場・R&D施設（総面積6万7,000平方メートル）
により、リンナイオーストラリアは太陽発電によ
る給湯器製品のR&Dにおける世界の中心的存在に
なる見込みです。

リンナイオーストラリアの輸出額は年間5,000万
豪ドルに達すると予想され、ブレイサイドの施設
は同社の従業員総勢550人に対し、160人の追加雇
用を創出する予定です。同施設では、リンナイオー
ストラリアの設計専門性と製品の技術革新、さら
に日本の親会社（リンナイ株式会社）の生産・エン
ジニアリング技術が活かされています。

「オーストラリアの労働力の高いスキル基盤と専
門性、リンナイ株式会社のエンジニアリング能力、
リンナイの強力な国際輸出ルート、そして豪ドル
安の長期的な展望（外国為替）は、オーストラリア
への投資の決断を裏付ける重要なポイントでした」
と、リンナイオーストラリアのグレッグ・エリス社
長は述べています。「今はリンナイ、当社の流通パー
トナー、そしてオーストラリア市場にとって非常
に刺激的な時代です。私たちは現地の専門性と製
造能力を通じて、心躍るような新製品をお届けで
きるよう強化を図っています」

日本の対豪投資 11



資源とエネルギー  
鉄鉱石、石炭、LNG、 
再生可能エネルギー

オーストラリアの資源・エネルギー事業に対する日本
の投資は、オーストラリアにおけるコミュニティ全体
の形成、数万人の従業員の支援、新しい技術の発想、そ
して数十億ドルの輸出収益の創出に寄与してきました。

日本の長期売買契約は大手商社、製鉄会社、そして日
本の電力会社によるものをはじめとして、これまでも、
また今後も、オーストラリアの大型資源事業の成功に
は不可欠です。これらの契約は国際企業およびオース
トラリア企業に世界規模の資源・インフラ事業を後援
するにあたって信頼感を与え、26年途切れずに続いた
オーストラリアの経済成長の基盤になっています。

オーストラリアの一次産品は、日本の製鉄所および電
力施設への供給で最大のシェアを占めています。

LNG

日系企業は、オーストラリアの特筆すべきLNG事業2件、
イクシスLNGプロジェクト（次頁参照）とノース・ウエ
スト・シェルフ（NWS）LNGプロジェクトで重要な役割
を果たしてきました。NWS LNGプロジェクトは長期購
入契約に基づいて編成され、6分の1は三井物産と三菱
商事による共同投資によります。NWSは1989年以来、
北アジアにLNGを輸出しており、オーストラリアで新
機軸となる産業に道を開きました。

石炭

三井物産は1963年、初の対オーストラリア資源投資
にあたって、ティース（Thiess）社およびピーボディ
(Peabody)社と提携し、オーストラリア初の輸出向け
炭鉱であるクィーンズランド州中央部のモーラ炭鉱
の開発・投資を行いました。

「三井物産は探鉱作業に全面的に資金を提供し、パー
トナーを募って合弁事業を形成し、石炭を日本へ流
通させました」と、豪州三井物産竹部幸夫会長兼社長
は述べています。50年を経て、同事業はドーソン探鉱

（Dawson）という名称で運営されており、三井物産も
依然として関与しています。過去10年、三井物産はオー
ストラリアに150億豪ドル以上を投資してきました。

鉄鉱石—西オーストラリア州ピルバラ地方

2016年8月、リオティント社は日本に対する鉄鉱石の
初出荷から50周年を迎えました。最初の契約は1965〜
66年にかけてわずか19カ月間で達成されました。本契
約のために300キロ近い線路、16の架橋建設、160万立
方メートルの岩石掘削、新しい港湾設備が必要とされ
ました。現在、リオティント社は年1億3,000万トン前
後の鉄鉱石を日本に輸出しています。取引先の1社と
して、新日鐵住金（NSSMC）があります。

「1966年以降、新日鐵上層部はオースト
ラリアの資源部門と日本の鉄鋼産業の
提携を支持してきました。その真摯な姿
勢に、オーストラリアを日本向けの石炭・
鉄鉱石の最大の供給者として、日本の経
済安全保障に貢献する存在と認めてい
ることが表れています」 
豪州新日鐵住金社長 
末永正彦
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340億米ドル投資がオーストラリア
の資源部門を活性化
INPEX（国際石油開発帝石）

INPEXは日本最大手の石油・天然ガス開発企業で
あり、オーストラリアに30年にわたって拠点を構
えています。

340億米ドル規模のイクシスLNGプロジェクトは
1件当たりで最大となる日系企業の対オーストラ
リア投資であり、単独日系企業による過去最大の
海外向け投資です。

同プロジェクトはオーストラリア史上最大級の資
源プロジェクトであり、世界の石油・ガス業界の想
像力をかきたてました。本案件を一端として、オー
ストラリアは外国投資の潮流に乗り世界有数の
LNG輸出国になりました。

イクシス・ガス田は西オーストラリア州沖約220
キロに位置し、3400億立方メートルを超える天然
ガス、さらに5億トンのコンデンセートを埋蔵し
ていると推定されます。これはオーストラリアで
発見された炭化水素液として、過去約50年で最大
の規模です。

同プロジェクトは、オーストラリア北部の経済発
展に重要な貢献を果たしています。建設期間だけ
でも、北部準州で1,000社、またダーウィン市民1
万1,000人以上が仕事を得ました。

ACILアレン社による独自分析によれば、同プロジェ
クトはオーストラリアの輸出分野で1,950億豪ド
ル、連邦政府の税収として730億豪ドルを生み出
すと予測され、40年間で（平均）年1,800人の正規
雇用を創出する見込みです。

ユーラスエナジーが
オーストラリアの
再生可能エネルギー投資に
衝撃を与える
ユーラスエナジー

ユーラスエナジーにとって、大規模再生可能エ
ネルギー発電目標（LRET）により高まる確実性が
再生可能エネルギー部門の未来に対する楽観ムー
ドの源になっています。

オーストラリアの地理・気候面における有利な
自然条件は、同市場における再生可能エネルギー
の明るい未来につながるというのが、ユーラス
エナジーの考えです。

ユーラスエナジーは2012年5月、南オーストラリ
ア州のハレット5風力発電事業の権益をAGLか
ら100パーセント取得し、オーストラリア市場へ
大規模に参入。続いてオーストラリアに本社を
置くウィンドラボ(Windlab)社と提携し、ビクト
リア州でカヌーアブリッジ・ウィンドファーム

（19.8MW）を設立しました。画期的なカヌーア事
業のオーナーシップには、ウィンドラボを筆頭
として提携先の地元農業団体が含まれています。

ユーラスエナジーは同事業の成功を土台に、同
じ提携先と組んでクィーンズランド州北部にお
いて革新的なケネディ・エナジーパーク事業の
第1段階の実現を目指しています。

韓国からオーストラリア領海へ曳航されるイクシスLNG事業
の沖合生産・処理施設（Central Processing Facility）。
画像提供：INPEX
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日本はオーストラリア産天然ガス、石炭の最大輸出市場であり、オーストラリアのLNG輸出の3分の2近く（金額ベース）、一般炭では46％を占める。

132億豪ドル

日本の

65%
石炭輸入の

日本の
鉄鉱石輸入の

日本の
LNGの

相当 相当 相当
154億豪ドル
54%

114億豪ドル
28%

10

2016年オーストラリア供給実績：
オーストラリアから日本への燃料供給

10 出典：ABS（2017年）物品・サービスの国際貿易、5368.0；国際貿易センター（2017年）国際貿易統計2001〜17年。

西オーストラリア州シャークベイ塩田。画像提供：豪州三井物産
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日系商社による資源・エネルギー投資
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25.  Mt. Weld

30. Shark Bay Salt

26. Southdown Iron Ore Mine 
27. Bluewaters Power Station 
28. Worsley Alumina Refinery  
29. Kwinana Power Station

23. Petro Diamond Australia
24. Port Bonython Fuels

14. Maules Creek Coal Mine
15. Port Waratah Coal Port
16.  Marubeni Power
17. Moolarben Coal Mine
18.  Northparkes Copper  

and Gold Mines 
19. Cumnock Coal Mine

20. Kipper Gas Field 
21. Loy Yang B Power Station 
22. Casino Gas Field

2. NCA Coal Project
3. Boyne Smelter
4. BHP Billiton Mitsubishi Alliance (BMA) 
5. Hail Creek Coal Mine
6. Clermont Coal Mine 
7.  Yamala Coal Mine  

(Under Exploration)
8. Oaky Creek Coal Mine 
9. Lake Vermont Coal Mine 
10. Jellinbah East Coal Mine 
11. Minerva Coal Mine
12. Rolleston Coal Mine 
13. Wandoan Coal Mine34. Wheatstone LNG Project 

35. North West Shelf Project 
36. Dampier Salt 
37. Robe River Iron Ore Mine 
38. Mt. Goldsworthy Iron Ore Mine 
39. Enfield Oil Field 
40. Browse LNG Project 
41. Ichthys LNG Project

31. Jimblebar Iron Ore Mine  
32. Mt Newman Iron Ore Mine 
33. Roy Hill Iron Ore Mine 1. Cape Flattery Silica Mine
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製造工場が生鮮食品輸出の 
起爆剤に
王子ファイバー・ソリューションズ

日本資本の紙・パルプ会社、王子ファイバー・ソ
リューションズ（OjiFS）が導入する新しい製造技
術により、ニュー・サウス・ウェールズ州、クィーン
ズランド州、そして北部準州の食品輸出業者に新
たな展望が開けそうです。

ゴールドコースト沿岸ヤタラに位置する7,200万
豪ドルの新工場は、OjiFSが特定市場の気候条件に
合わせた食品パッケージを生産することを可能に
します。日本で開発されたこのパッケージ技術は、
ニュージーランド産の高級紙と合わせ、アジアの
ハイエンド消費者に向けて発送される商品を新鮮
な状態で確実に届けられるようオーストラリアの
生産者をサポートします。

OjiFSの東京を拠点とする親会社、王子ホールディ
ングスは世界第5位のパルプ・製紙会社です。オー
ストラリアのパッケージング（包装）産業に対する
投資は2014年から始まりました。

ヤタラにある同社の新しい最先端施設は、グリー
ンスター環境性能評価6段階中、上から2番目の基
準に合わせて運営され、類似する包装工場群と比
べて水と電気の消費量を抑え、建設資材の再利用
を拡充しています。

製造業・エレクトロニクス

1960年代と70年代のオーストラリアにおける日本製
造業の初期の歴史では、ビクトリア州にトヨタAMIを
擁するトヨタ自動車などの自動車メーカーが主役で
した。これに続いて、1981年に三菱自動車工業が南オー
ストラリア州へ進出。これらの企業は日本の品質管理、
経営手法、そして製造分野のイノベーションをもたら
し、オーストラリアの幅広い製造業に恒久的な影響を
与えました。

日本の家電メーカーは60年代末から70年代初めにか
けてオーストラリアで営業を開始し、三菱電機などの
企業がテレビや携帯電話を製造しました。

日本の技術と専門性の移転により、特に供給業者と下
請業者を対象として、オーストラリアの多岐にわたる
産業基盤に向けて知識の普及が図られました。これら
のエレクトロニクス企業は近年、オーストラリア企業
向けのデータ管理やITサービスを提供するため、より
新しく大規模な施設を設立しています。

日本のエレクトロニクス企業は当初、電子機器製品の
流通に重点を置いていましたが、現在はデジタル技術、
サイバーセキュリティ、そして社会インフラへの技術
応用で先導的な役割を果たしています。

製造業が世界的に転換を続けるなかで、ソニーや富士通、
日立などの日系企業もまた多角化し、オーストラリア
全域に幅広い部門にわたって定評ある大型施設を擁し
ています。例えば、三菱商事はキャンベラのライトレー
ル事業のインフラ・コンソーシアムに参画しています。

「三菱商事は60年以上、対オーストラリ
ア投資を順調に行っており、オーストラ
リアは日本をのぞいた最大の投資先に
なっています。同地における当社の活動
は大型の資源プロジェクトからアグリ
ビジネス、また製造業からインフラ建設
までさまざまです。三菱はオーストラリ
アにおける活動に誇りをもち、ここで引
き続き豊かな未来を築いていくことを
楽しみにしています」
オーストラリア三菱商事会社 
取締役社長 
坪沼宣幸
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エレクトロニクスを形づくり、オーストラリアの人材を育成する
ソニー（オーストラリア）

ソニー・オーストラリア（Sony Australia）は40年以上
にわたり、同国で大きく展開。代表的な商品である
ウォークマンやプレイステーションのゲーム機、な
らびにホームシアターやオーディオシステムで数世
代にわたりオーストラリア人を楽しませてきました。

ソニーの音楽・制作部門はオーストラリアの音楽・
テレビ産業を支える重要な存在です。ソニー・ミュー
ジックはガイ・セバスチャンやザ・ヴェロニカズなど
の地元アーティストを世界の舞台に羽ばたかせまし

た。ソニー・ピクチャーズ・テレビジョンによるオー
ストラリアのテレビ制作会社プレイメーカー・メディ
ア社の買収により、同社の現地制作した番組を世界
中の視聴者に届けられるようになりました。

ソニーもまた多角化を進めています。2016年、日本
屈指の金融サービス企業であるソニー生命保険株式
会社は、オーストラリアの生命保険会社クリアビュー
に1億4,500万豪ドルを出資しました。

日本の対豪投資 17



金融サービス

オーストラリアで活動する 
日系銀行・金融機関

日本の銀行とその他金融機関は日系企業の活動のサポー
トを主な目的として、金融市場の自由化に続いて1980
年代から90年代にオーストラリアへ参入しました。近
年、これらの機関は資源、インフラ、そしてIT関連の大
型事業への投資を含め、オーストラリアの顧客層への
サービス提供と顧客開拓に向け、業務を拡大させてい
ます。最近のオーストラリアにおける買収として、昨
年の野村総合研究所によるオーストラリアのITソリュー
ションプロバイダー、ASGグループに対する3億5,000
万豪ドルの出資が挙げられます。

日本の生命保険会社もまたオーストラリアの生命保
険部門で大型買収を行っており、オーストラリアの取
引先に世界的なネットワークへのアクセス、そしてオー
ストラリアにおける事業活動への追加的な資本支援
を提供しています。日系生命保険会社によるオースト
ラリアへの投資はその世界的な投資の中でも最大規
模であり、オーストラリアとその金融ガバナンスに対
する長期的な信頼を反映しています。

証券会社と保険会社は、オーストラリアの国債・株式市場
を対象とした日本のポートフォリオ投資を支えています。

日系銀行の
支社

三菱東京UFJ 
銀行

三井住友銀行

みずほ銀行

農林中央金庫

保険会社

オーストラリア企業の 
アジアへの道筋
三井住友銀行

三井住友銀行（SMBC）にとって、オーストラリア
は大きな将来性のある成熟し活気に満ちた市場
です。SMBC田中智之豪州支配人支店長によれば、
日本をのぞくアジア・オセアニア地域でオース
トラリアはSMBCグループ最大の進出国であり、
規模は244億米ドルにのぼります。

「オーストラリアはSMBCにとって、米国に続い
て2番目に大きな市場であり、SMBCの日本をの
ぞいた融資ポートフォリオ全体の8.1％に相当し
ます」と、田中支店長は述べました。SMBCは指定
幹事会社および金融業者として、オーストラリ
アの大型で重要なプロジェクトに対する支援に
強い実績があります。これらの事業には、ピルバ
ラ地方におけるイクシスLNG合弁事業やロイヒ
ル鉄鉱石開発が含まれます。

2016年末までにSMBCはオーストラリアで従業
員約200人を擁しており、トムソン・ロイターの
2016年リーグテーブルによれば、協調融資の簿
価は28億豪ドル前後で、オーストラリアで8番目
に大きな銀行グループです。

SMBCはオーストラリア企業を自らのグローバ
ルネットワークに取り込むことにより、大規模
な資金調達プロジェクトを作りあげています。
同社は真の意味でアジア中心の金融機関になる
べく長期的なビジョンを掲げ、アジアを特に重
視しています。

非銀行系の
金融機関

野　村

日　興

大　和

住　友

丸　紅

オリックス

トヨタファイナンス

日本生命

第一生命

ソニー生命

東京海上

三井住友海上

損保ジャパン 
日本興亜
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1980年代におけるオーストラリア国内の日本人イン
バウンド観光客市場の拡大は、オーストラリアの観光
産業の確立に寄与しました。日本の出資者は新規の開
発に対するリスク選好度を増大させ、シドニー、ケア
ンズ、そしてクィーンズランド州ゴールドコーストを
中心にハイエンドなホテルやリゾート開発に重要な
役割を果たしました。

1990年代初めの日本経済の鈍化に続いて、その10年後
には観光業における数字が落ち込み、インフラ・観光
業分野への日本の出資者は撤退しましたが、それまで
の日本の観光投資はオーストラリアのプレミアム市
場開拓をサポートし、オーストラリアはすべての国の
旅行者にとってより魅力的な観光地となりました。

2016年、アジアから訪れる旅行者による消費額は過去
最速の伸びを示し、日本人の消費額は17億豪ドルに達
し最大の伸び率29％を記録11。カンタスやジェットス
ター、日本航空（JAL）、全日空（ANA）など大手航空会社
は、需要の増加に対応してオーストラリアから日本に
向かう新規路線を就航させています。

日本人観光客は戻りつつあり、開発業者も関心を示し
ています。大京、鹿島建設、大林組などの日系企業は、
ダイショウなど新規参入組とともに、オーストラリア
で大規模な多目的商業複合施設の建設を進めており、
例えばダイショウはメルボルンの商業娯楽地区の中心、
コリンズ・ストリートに新設されるWホテルに出資し
ています。

11  ツーリズム・リサーチ・オーストラリア（Tourism Research Australia）、オーストラリアへの外国人旅行者、2016年12月を期末とする1年間。「旅行者」とは15歳
以上の人を意味する。

観光業

オーストラリアへの日本人旅行者（2016年）

旅行者
38万2,000人

消費額—2015年から 
29％増加

17億豪ドル
宿泊数

貿易協定を糧に航空会社が 
オーストラリアの空へ帰還
全日空（ANA）

日本・オーストラリア間の空の旅の復活に力を注
ぐなか、大手航空会社のANAはシドニーと東京・
羽田を結ぶ新規路線におけるピーク時のロードファ
クター（座席利用率）で92％を記録。同社にとって
16年ぶりのオーストラリア便であるこの路線は、
旅客到着数を過去10年で最高の水準へ高めてい
ます。

ボーイング787型機「ドリームライナー」によるフ
ライトは、オーストラリアの乗客を東京の市街か
らほぼ14キロ以内へ運びます。

2016年、日本からオーストラリアへの旅客到着数
は24％増加して38万2,000人に、一方でオースト
ラリアからの出発数は−2012年に記録した数字
の2倍にあたる−35万8,000人に達しました。ANA
の成功は、日豪EPAのもとで実現した観光客往来
の伸びとビジネス分野における需要増を証明する
ものです。2015年1月に発効して以来、日豪EPAは
サービス産業を中心として、新しい機会とパート
ナーシップの構築に寄与しています。

9,200万泊
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日系企業は長年、アグリビジネスに関するオーストラ
リアの専門性を評価してきました。さらにオーストラ
リアはクリーンで環境に優しく、質の高い食品・飲料に
定評があり、同部門は日本の投資を集め続けています。
日本の投資家は資本に加えて技術面やマーケティング
面の専門知識をオーストラリアにもたらし、同部門に
おける飛躍的な拡大の基盤を築いてきました。

1980年代から、オーストラリア食品・飲料に対する日本
の需要が投資への関心を後押しし、日本市場の厳しい
輸入規格基準に合わせてオーストラリアの加工業では
より高い品質基準が適用されるようになりました。

日系企業はキリン、サントリー、そしてアサヒによる大
型投資を見て、オーストラリアへの関心を新たにして
います。またカゴメによるオーストラリア最大のトマ
ト加工工場、さらにヤクルト本社（プロバイオティクス
飲料）や三菱ケミカルの子会社KAITEKI Fresh Australiaも
新しい工場施設を建設。KAITEKIはオーストラリア、香港、
シンガポールで販売される葉物野菜を植物工場で栽培
しています。

日豪EPAも投資先としてのオーストラリアの魅力を大
いに高めています。同協定により、日本におけるオース
トラリアの高級産品に対する需要は増大し、輸出業者
に対する関税引き下げを通じて食品・飲料部門が恩恵
を得ています。

タスマニアの農業

日本にはタスマニアの農業部門に投資してきた歴史
があります。イオンは1974年にタスマニアの肉牛に投
資し、40年以上にわたって日本の消費者に上質な牛肉
を提供してきました。近年の日系企業とタスマニアを
含むオーストラリアの農場・企業との連携では、日本
やその他の市場に対するオフシーズン供給のための
高級産品の提供に目が向けられています。

現在、三井物産は複数の農場と協力して抗酸化機能の
高いスーパーオニオンONIONの開発に取り組み、美瑛
町農業共同組合（JAびえい）はタスマニアの農場と提
携して輸出向け園芸作物生産のプラットフォーム設
立に向けた試験事業を行っています。

アグリビジネス、 
食品・飲料

地域的なパートナーシップ
はくばく

はくばくは穀物系の主食食品を扱う家族経営の供
給業者で、東京のすぐ北西に位置する山梨県を拠
点としています。同社はオーストラリアと長期に
わたる関係を築き、1980年代以降、オーストラリ
ア産小麦を輸入しています。

はくばくは、高品質のうどん麺を生産
するのに可能なかぎり最高の原料は
オーストラリア産ロゼラ種小麦だと
判断し、1980年代末以降、オーストラ
リアに投資しています。
はくばくのコメントによれば、「この小麦はうどん
麺のための完璧な味わい、見た目、質感を実現しま
した」。

1996年、同社はビクトリア州メルボルン北西のバ
ララットの土地に拠点を構えました。ここは、質の
高い有機小麦産品を栽培するオーストラリア南東
部の小麦農家に近い立地でした。

はくばくは1998年、1,300万豪ドルの工場での操業
を開始。同工場をバネに、オーストラリア産有機小
麦から作られた質の高い製品を評価する米国、欧州、
そしてアジアの国々に向けた利益性の高い輸出に
参入しています。
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オーストラリアの人材と 
コミュニティへの投資

日系企業とその従業員は経済的支援あるいはボランティ
ア活動を通じ、企業の社会的責任（CSR）関連の世界的
な総合プログラムによって地元オーストラリアのコミュ
ニティと結びついています。

ソニー、TAL、INPEX、そして三井物産などの企業は災害
支援、教育、そして環境保護を通じて、またアボリジニ
やトレス海峡諸島民に属するオーストラリア国民の
生活の質、健康上のアウトカム、平均寿命の「格差解消」
への取り組みを通じて、オーストラリア社会へ貢献し
ています。

オーストラリアのコミュニティを
支援する
TAL

TALはオーストラリアで非常に精力的なCSRプ
ログラムを展開しています。2016年だけで、21の
さまざまな慈善団体やコミュニティ団体に寄付。
現在はロイヤル・フライング・ドクター・サービス

（Royal Flying Doctor Service／RFDS）の全国的な
パートナーとして、オーストラリア人に向けた健
康関連の教育向上を目指して協力しています。

TALはさらに非営利組織ジャワン（Jawun）を支援
し、先住民族の指導者、組織、そしてコミュニティ
の能力強化を通じて先住民族がその開発目標を実
現できるよう、熟練した出向者を組織してこうし
たコミュニティと協力しています。

2016年、TALはオーストラリア人を対象にした専
門医療スタッフによるビーチでの無料皮膚診断プ
ログラム、スポットチェッカー（SpotChecker）の
トライアルを実施しました。このプログラムはボ
ンダイビーチおよびニューカッスルのバービーチ
で週末2回にわたりに、681人を対象に行われ、参
加者100名近くがより詳しい検査を勧められまし
た。この成果を受け、TALは2017年にはトライアル
の規模を拡大する予定です。

新コロンボ計画奨学金プログラム

オーストラリア政府による新コロンボ計画（New 
Colombo Plan）奨学金プログラムは、オーストラ
リア人大学生にアジア・太平洋地域で勉強し、協賛
団体でインターンシップを行う機会を提供します。
日本は同プログラムの主要市場の1つであり、学
生に人気のある選択肢です。2014年に開始して以
来、オーストラリア人学生1,500名以上が同プログ
ラムの下で学んでいます。

協賛団体には三井物産、三菱商事、三井住友銀行、
東海旅客鉄道（JR東海）、ユニクロ、理化学研究所脳
科学総合研究センター、ジャパンタイムズ、ならび
に日本に事務所を置く大手オーストラリア企業、
在日オーストラリア・ニュージーランド商工会議
所が含まれます。

三井教育基金

豪州三井物産は1971年、三井教育基金（MEF）を設
立。現在まで、オーストラリア人大学生350名以上
が毎年実施される同基金の研修ツアープログラム
に参加してきました。オーストラリアの著名な官
民のリーダーとして活躍しているMEF修了生もい
ます。

「私は文化の違いと多様性を尊重する
ことを学びました。これはさまざまな
価値観に対する評価を深めることに
つながり、国際ビジネスの議論におい
て役に立っています」
フォックステル会長、 
テルストラグループ新規事業担当取締役、 
MEF修了生 
シンシア・ウェラン
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1957年 日豪通商協定の締結 1976年 友好協力基本条約（奈良条約）
を通じて関係が拡大

2007年 安全保障協力に関する日豪共同宣言調印—
オーストラリアと日本におけるよりバランスの取
れた多様なパートナーシップのハイライト

2014年 日豪経済連携協定締結

年代

重要な出来事

1956 - 61年
すべての大手商社がオーストラリアに 
営業拠点を確立

重要な投資案件

兼松
旧三井物産
横浜正金銀行
センチュリーユアサバッテリーズ
日立建機（丸紅の一部）
ブリヂストン タイヤ

トヨタ自動車
丸紅
住友商事
東京海上火災
マツダ
NEC
ダイキン
小松製作所

三井物産
三菱商事
伊藤忠商事
日商岩井
日産
大日本印刷
東京銀行

リンナイ
いすゞ
富士通オーストラリア
ヤンチェップ・サン・シティ
三菱電機
ソニー
ジャスコ
カワサキモータース
ヨコハマタイヤ（Yokohama Tyres）
新日鐵
出光オーストラリア・リソーシズ
クボタトラクター
NHフーズ

日本の投資企業 
（オーストラリアに進出した年代別）

投資の促進要因
羊毛、獣脂、穀物、一部石炭など、輸出向け原
料調達

羊毛・織物を中心とした日本の再産業化・
再建のための基本原料の輸入
日本製品の流通網の整備

日本の製造業の成長と発展、およびさら
なる産業化が、長期売買契約を支えにオー
ストラリアの資源産業（鉄鉱石・石炭）に
対する投資を促進

1969年にエレクトロニクス・電気機
器企業による投資がスタート。70〜
80年代を通じて、オーストラリア市
場における製品の流通を目指す。

日本の金融市場自由化、堅調な経済成長、そして急速な円高を受
けて日本からの直接投資が急増。オーストラリア金融市場の規
制緩和により、日本の銀行、その他金融機関がオーストラリアで
拠点を設立・拡大。日本人によるインバウンド観光市場の広がり
により、有名なラグジュアリーホテル開発を含め、観光インフラ
への投資が進行。

凡例 資源・ 
エネルギー

インフラ・ 
物流

アグリビジネス・ 
食品 観光インフラ

日本の対オーストラリア投資の推移
 - 1950年 1950 - 59 1960 - 69 1970 - 79 1980 - 89 1990 - 99 2000 - 09 2010 - 現在

1970 - 72年
ローブ・リバー（旧西オーストラリア
州クリフス鉱山）（鉄鉱石）、西オース
トラリア州（三井物産、NSSMC、クリー
ブランド・クリフス、マウント・イー
ニッド・アイロン［Mt Enid Iron］）

1974年
レンジャーズバレー・キャトルステー
ション、クィーンズランド州（丸紅）
タスマニアフィードロット（ジャス
コ／現イオングループ）

1977年
ケープフラッタリー・シリカ鉱山、 
クィーンズランド州（三菱商事）

 兼松が日本向けに羊毛・獣脂の 
輸出を開始

1925年
旧三井物産が日本向けに 
過去最大の小麦4万トンを出荷

1933年
シドニー病院に兼松病理学研究所設立

1963年
モーラ／ドーソン（石炭）、西オーストラ
リア州（三井物産、ティース・ピーボディ、
BHP）

1965年
シャークベイ（塩田）、西オーストラリア
州（三井物産、アグニュー・クラフ［Agnew 
Clough］）

1967年
ダンピアソルト、西オーストラリア州（双日・
丸紅、リオティント）

マウント・ニューマン（鉄鉱石）、西オースト
ラリア州（三井物産、伊藤忠、AMAX、BHP、
CSR）

1980年
ワースレー・アルミナ、西オーストラリア州（ジャパン・アルミナ・
アソシエーツ［Japan Alumina Associates］／JAA）−（双日・伊藤
忠、サウス32［South32］）

1985年
ノースウエストシェルフ（三井物産・三菱商事／MIMI、ウッドサ
イド、BHP、シェブロン、シェル・デベロップメント）

1987年  
ポートランド・アルミニウム精錬所、ビクトリア州（丸紅出資引
取契約、アルコア、CITIC）

銀行業務免許が認可され、証券、保険会社が業務を拡大

ラグジュアリーホテルの開発

1988年
ローンパイン・コアラ・サンクチュアリ、クィーンズランド州（加
森観光）

1990年
ヤンディ鉄鉱山、西オーストラリア州（BHP、
伊藤忠、三井物産）

1993年
乳製品製造工場の設立、ビクトリア州（ヤク
ルト）

1994年
ミネルバ炭鉱、クィーンズランド州（双日）

1996年
NCA石炭事業、クィーンズランド州（グレン
コア、伊藤忠、住友）

1996年
ビクトリア州バララットに有機製麺工場を
設立（はくばく）

1997年
オーキークリーク炭鉱、クィーンズランド
州（グレンコア、伊藤忠、住友）

2000年
WAプランテーションリソーシズ（丸紅）
2003年

ダーウィンLNG事業、ノーザンテリトリー（JERA、東京ガス）
ヘイルクリーク炭鉱、クィーンズランド州（住友、丸紅）
2005年

ロレストン炭鉱、クィーンズランド州（グレンコア、伊
藤忠、住友）
2008年

シュウェップス・オーストラリア買収（アサヒ）
2009年

カンガルーアイランド・ピュア・グレイン、南オース
トラリア州（兼松）
フルコア・オーストラリア＆ニュージーランド（Frucor 
Australia & New Zealand）買収（サントリー）
クウィナナ発電所、西オーストラリア州（住友）
2009年

2009年ビクトリア州淡水化プラント、ビクトリア州（伊藤忠）
2009年

ゴーゴンLNG事業、西オーストラリア州（シェブロン、
シェル、エクソンモービル、大阪ガス、東京ガス、JERA）

2012年
イクシスLNG事業（INPEX）北部準州および西オース
トラリア州、ロイヒル鉄鉱山、西オーストラリア州（丸
紅）
2012年ウィートストーンLNG事業、西オーストラリ
ア州（シェブロン、KUFPEC、ウッドサイド、九州電力、
PEウィートストーン；三菱商事、日本郵船、JOGMEC、
JERA）
2013年

2013年ニュー・ジェネレーション・ローリングストッ
ク（新世代型鉄道車両）クィーンズランド州、（伊藤忠）
2013年

ジンブルバー鉄鉱山の拡張、西オーストラリア州
（BHP、三井物産、伊藤忠）

2014年
アグレックス・オーストラリア（Agrex Australia）、ビ
クトリア州（三菱商事、オラム／旧クィーンズランド・
コットン）
カーター・ホルト・ハーベイ製紙パルプ事業への出資、
クィーンズランド州（王子ホールディングス／現王
子ファイバー・ソリューションズ）
エメラルド・グレイン買収、西オーストラリア州（住友）

世界金融市場の失速により、一部の日系投
資家によるホテルを中心とした売却処分が
進んだが、資産そのものは存続。オーストラ
リア産食品・飲料に対する高い需要が日本
の投資につながり、同産業の質の向上と製
造能力の拡大に貢献。

アグリビジネス、木材繊維、食品・飲料の輸出を中
心に、より多角的にオーストラリアへ参入。主な促
進要因は、食料・エネルギー安全保障の切望。新ミ
レニアムを迎えて、日本の投資企業はより望まし
い投資モデルとして、経営支配権、合併買収を志向
するように。

日系金融サービス企業の大規模な再参入は、オーストラリア市場の上昇力
と原動力となる主要分野の堅調な成長率を反映。
LNG事業への小規模投資と長期売買契約はオーストラリアのLNGに対す
る継続的な高い需要を反映。

野村
三菱自動車
スズキオーストラリア
ホンダ
富士ゼロックス
熊谷組
日立製作所
伊藤ハム

清水建設
INPEX
オリックスオーストラリア
キヤノン
京セラ
パナソニックオーストラリア
鹿島建設

関西電力
積水ハウス
アサヒホールディングス
サントリーグループ
BHPビリトン・三菱BMA原料炭事業（BMA）
富士フイルム
テプコ・オーストラリア
東京ガスオーストラリア

三井松島
雪印
TALサービス（TAL Service Limited）
ヤクルト本社
任天堂オーストラリア
日本製紙
はくばく
キリン

電通イージス
カゴメ
東邦亜鉛
九州電力
第一生命（現TAL）
ユーラスエナジー
日本生命保険相互会社
無印
ユニクロ
ダイショウ

大京
KAITEKIオーストラリア
JERA
リクルートホールディングス
東燃ゼネラル
日本郵便
楽天証券
ソニー生命保険
住友タイヤ（Sumitomo Tyres）

2014年
クィーンズランド州クレアモント炭鉱への
出資（グレンコア、住友、三菱デベロップメ
ント、J-POWERオーストラリア）
ポート・ボニーソン・フュエルズ、南オース
トラリア州（クージー・ケミカルズと三菱の
JV）
2015年

  サントスが保有するキッパーガス・コンデン
セート田の権益35％を取得、ビクトリア州（三
井物産）
マウンテンゴート・クラフト・ブルワリー

（Mountain Goat Craft Brewery）買収、ビク
トリア州（アサヒ）
2015年

日本郵便によるトール・グループ（Toll 
Group）買収
キャンベラ都市交通／LTR（三菱商事）
2016年

 MLC生保事業との戦略的パートナーシップ
の形成（日本生命保険、NAB）
ハイテク・アジア・パシフィック（Hitech Asia 
Pacific）買収（郵船ロジスティクス）

金融サービス
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将来に向けて

日本の対オーストラリア投資は多角化しつ
つあります。少数株式の保有またはオースト
ラリアの提携先との合弁事業を主軸に、完全
買収や過半数株式の保有も増加しています。
また想定外の地政学的緊張が起こる世界で、
日本の投資家はオーストラリアの安定的で
透明性の高い制度、十分に策定された規制の
枠組み、外国投資への開放性、そして堅固な
金融部門に魅力を感じています。
日本の潤沢な支払準備金、そして日系企業の成長には
海外投資が必要不可欠なことから、日本による継続的
な対オーストラリア投資の道筋がつけられることでしょ
う。

日本の対外的な合併買収は世界各地で増加し、2016年
だけで30％程度増加し1,000億米ドルに達しました。

官民連携（PPP）はインフラや再生エネルギー分野で顕
著であり、オーストラリアは関連事業で長く成功して
きた実績があることから、日系企業にとって依然とし
て魅力的な分野になっています。

日本がエネルギー安全保障を重視することは、投資お
よび再投資の両面から見て、オーストラリアの資源・
エネルギー部門が今後も日系企業にアピールしてい
くことを意味します。自治体および民間レベルにおけ
る水素燃料関連の共同研究と協業は、エネルギー安全
保障を新たな段階へと導くでしょう。

オーストラリア経済の70％前後を占めるサービス産
業部門では、日本の投資は継続的に拡大しています。
ICTソリューション、農業、金融サービス、防衛技術、ヘ
ルスケア、鉱業、そしてオイル・ガス分野を中心とした
イノベーターとしてのオーストラリアの評価は、魅力
の1つです。オーストラリアの小売業界への参入に対
する日本の関心は強く、一方で活況を呈する医療技術
分野では日本の製薬会社とオーストラリア企業が協

力し、専門性を共有する場になっています。2015年に
結ばれた再生医療産業における日豪間連携に関する
覚書は、同分野におけるビジネス機会の創出を後押し
しています。

日本の大手食品・飲料企業は過去10年間に大規模な投
資を行い、オーストラリアで長期的な買収戦略を進め
ています。現在、日本の資本を後ろ盾として、オースト
ラリアの自由貿易協定ネットワークによる地域内の
食料市場へのアクセスの圧倒的優位性に支えられ、オー
ストラリアの日系子会社はアジアへ勢いよく参入し
ています。

食料安全保障に対する日本での関心の高まりは、プレ
ミアムで安全なオーストラリア産食品と合わせて、ア
グリビジネスへの投資の重要な要因となっています。
北部準州およびクィーンズランド州と日本の間で個
別に結ばれた近年のアグリビジネス分野における協
力覚書は、将来的な進路を定めるものです。大規模食
料生産に向けたオーストラリア北部の将来性に、日本
の投資家は大きな関心を寄せています。

日本は長きにわたり、オーストラリアを新技術、製品、
そしてサービスをその他の欧米市場に導入する前の
理想的なテスト市場と見なしてきました。これは依然
として変わりません。日系企業はオーストラリア企業
と提携してその新技術を獲得したり、また日本の事業
は新たな自社技術を試し、更に磨き上げられるような
買収・投資判断を行っています。

60年以上前、オーストラリアと日本の先見的な投資パー
トナーは両国の経済連携の可能性に信頼と理念をもっ
て臨み、成功を収めました。日本の投資家はオースト
ラリア産業にとって、長期的かつ信頼できるパートナー
であることを証明してきました。オーストラリアと日
本はともに、この深い経済関係を引き続き強化し、将
来の繁栄に向けた原動力としていきます。
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オーストレードについて

オーストラリア貿易投資促進庁（オーストレード）は、
下記の分野において同国の企業、教育機関、観光業者、
自治体、そして市民を支援することでオーストラリア
の経済発展に貢献しています。

 › 国際市場の開発

 › 生産性の高い外国直接投資の獲得

 › 国際教育の促進

 › オーストラリアの観光産業の強化

 › 領事館・パスポート関連のサービス

オーストレードはオーストラリアに対する投資機会
の誘致、ならびにオーストラリアの財・サービスの調
達に関して世界各地の企業を支援しています。本庁に
よるサポート業務は下記の通りです。

 › オーストラリア産業に関する情報提供

 › 投資プロジェクトや戦略的な提携パートナーの特
定

 › オーストラリア輸出業者やサプライヤーの紹介

W austrade.gov.au  
E enquiry.japan@austrade.gov.au
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