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オーストラリア

• オーストラリアの主要輸出先国
‒ 中国20%
‒ 日本16%

• オーストラリアにおける日本の株式投資合計額:
‒ 1020億豪ドル

• 対外直接投資 (FDI): 44%
• ポートフォリオ 48%
• ここ数年で縮小



オーストラリア: 2008/9年度の主要対外直接投資(FDI)  



オーストラリアの北部準州

• オーストラリア大陸の6分の１の大きさの土地

• GSP (州内総生産) 2007-08年度 146億豪ドル

• GSP 成長率 (08-09推定) 3.9%

• 人口 219,950人 (オーストラリア全人口の1%)

• 人口増加率2.3%

• 国際的かつ若年人口

• 多様な文化

• アジアへの玄関口

• 鉱業および石油部門が主要な経済推進力 (北部
準州成長率の50％以上および経済の約30％)

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
 The Northern is located on Australia’s northern coast and comprises one sixth of the country’s land mass and is home to barely 200,000 people. The capital city of the Northern Territory is Darwin and this city is closer to China than any other Australian city.   The NT has shown strong resilience to the Global Financial Crisis compared to the other Australian States.  For a small economy we are rich in resources and the our proximity to China is one of the keys to our success.



• オーストラリアの中でアジア
に最も近い都市と港

• ダーウィンからオーストラリ
アの他の地域には陸路や鉄道
でよくつながっている。

• 日本およびアジアとは歴史
的・文化的に強いつながりが
ある。

オーストラレーシア通商路



北部準州のインフラストラクチャ

急速に発展するインフラ

• 北部準州を通る南北鉄道

• ダーウィンの新しい港で大量の貨
物を扱える施設

• 豊富な天然ガスとパイプライン網

• 36,000 km に及ぶ舗装および未舗装
の道路網



ダーウィン港

アジアに最も近いオーストラリアの港

• 鉄道網および道路網にきちんと接続している

• パナマックス船や第三世代コンテナ船を扱う
ことができる

• 現在オーストラリアのウラン輸出は全てここ
で行っている

• 大量な貨物を取り扱える施設

• 現在年間250万トンの取り扱いが可能

• 更に開発が予定されている



大量の貨物を取り扱える新たな施設



オーストラレーシア鉄道

北部準州の中央を通りダーウィン港に行く
近代的な大陸横断鉄道



北部準州に投資する理由

• 拡大する資源部門とアジアに最も近いオーストラリアの港を持つ。

• 世界レベルのウラン、マンガン、ボーキサイト、鉛-亜鉛、リン酸
塩などの資源を持ち、更に銅-金、鉄、タングステン、レアアース
、スズ、その他のポテンシャルも明らかになっている。

• ビジネス意識が高く、協力的な政府

• 世界レベルの地球科学データ

• 新たな鉱床が発見されており、探鉱ポテンシャルは非常に高い

• 近代都市のインフラと各種サービス



• オーストラリアのアジアへの玄関口

• 世界レベルの石油とガスの埋蔵地域および取引先に近接した戦
略的な立地条件

• 開発できる土地がある

• 技能ある労働人口

ダーウィンの競争上優位点:



投資の利点

• 安定した政府

• 強い経済的ポジション
– 成長率、低いインフレ率、少ない負債

• 透明性のある規制制度および強いコーポレートガバナ
ンス体制

• ビジネス設立の容易さ

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Australia is an excellent destination for investmentThe long term economic growth rate in Australia is 2.8% even in these difficult economic times, and recently the monthly index has been as high as 7.2% in february showing signs of continuing good recovery.This growth is against the background of continueing low inflation of between 2~3%, and Australia continues to have very low levels of sovereign debt which as you know has been a problem in Europe recently.



投資における必要条件:

法律面で対応すべきこと:

• 外国投資審査委員会 (FIRB)の要件

• 事業構造のオプション

• オーストラリアの鉱山使用料および税金に関する要件

• オーストラリア証券取引所の要件 (鉱業に関して)

• 土地の保有権および使用権のプロセス

• 環境面での認可および手続き

• 先住民所有権法およびアボリジニ土地権利法



投資家へのサポート

• 商品概況報告書と地図

• 予定および提案された鉱山開発地に関する規制最新情報

• 主要な探鉱企業や鉱山業者への紹介・連絡

• ライセンスのプロセスや移住手続きを円滑に進めるための援
助

• サービス業者への紹介

• 将来の投資家パートナー候補の紹介

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Above all, we are matchmakers (媒人 ?) – our job is to facilitate the successful cooperation of Chinese investors and Australian explorers and miners.



北部準州鉱物投資

連絡先

Adam Cunneen アダム・カニーン
資源貿易開発部長

Adam.cunneen@nt.gov.au
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