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日豪EPAによる様々な機会
オーストラリアは最近、重要なアジアの貿易相
手国と自由貿易協定を締結しました。これは投
資家にとって現在および将来のオーストラリア
の経済成長に参画する機会をもたらします。

日本にとっては、自動車、電子機器、電化製品
を含む輸出品の段階的な関税の撤廃に繋がりま
す。外国投資審査委員会（FIRB）の日本からの
ノンセンシティブ・ セクターへの投資の基準
金額は248百万ドルから1,094百万ドルに増加さ
れます。よって、日本企業がオーストラリアで
買収や事業展開することにより、オーストラリ
アでの事業の利益を享受できるでしょう。

日本とオーストラリアは従来より緊密な関係を
維持しており、オーストラリアの首相は近年日
本をアジアの中で最も緊密な関係国として指名
しました。日本が現在オーストラリアにとって
2番目に大きな輸出相手国でもあることから、
貿易が重要な要素となることは疑いの余地があ
りません1。

日豪EPAは日豪両国の生産者、輸出業者、投
資家、サービスプロバイダーおよび消費者に
大きな潜在的な機会をもたらします。また、
これはデロイトが発行しているBuilding the
Lucky Country paper「Positioning for Prosperity:
Catching the next wave」でも言及しているよう
に、基本的にオーストラリア経済にとって現在
および将来重要となるセクターと一致します。
これらは主にアグリビジネス、エネルギーおよ
び天然資源、そしてサービスの3つのカテゴリ
ーに分類されます。

これらの既存の関係を強化するために、両国は
2014年7月に日豪経済連携協定（日豪EPA）に合
意しました。日豪EPAは2015年1月15日に発効
し、これが完全に施行されると日本にとっては
過去最も自由化された貿易協定となります。
日豪EPAは、オーストラリアの農業生産者、エ
ネルギー資源輸出業者、サービスプロバイダー
および消費者にとって大きな便益をもたらしま
す。日豪EPAが完全に施行されると、97%以上
のオーストラリアから日本への輸出品は、税務
上で優遇される、もしくは関税が撤廃されるこ
ととなります。

参照：1オーストラリア外務貿易商
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アグリビジネス

アグリビジネスはオースト
ラリアの成長機会のひとつ

Deloitte view
アグリビジネスは明らかにオーストラリア経
済にとって重要な将来の成長セクターの一つ
です。これは主に経済新興国の成長によって
引き起こされている世界的な農業製品への需
要の増加に起因するもので、乳製品や果物、
野菜やタンパク製品のより一層の消費に繋が
ります。さらに、これは食品加工セクターの
成長機会にも繋がることが期待されます。
オーストラリアは、豊富な農業生産や安全性
に関する歴史、質と新鮮さ、そしてイノベー
ションの水準の観点から、優位性のある国と
言えます。
しかしながら、重要なリスクとしてはセクタ
ーの数が非常に分散されている点、農業従事
者の減少が挙げられます。

日豪EPAの重要なイニシアティブ
• 牛肉の即時関税撤廃
• バルクワインの即時関税撤廃および7年間でのボトルワ
インの15%の関税撤廃
• オーストラリアチーズに対する無税枠の設定
• ロブスター、甲殻類、貝類に対する即時の関税撤廃お
よびまぐろ、アトランティックサーモンの10年間での
関税撤廃
• 大部分のオーストラリアの果物、野菜、ナッツ、ジュ
ースの即時関税撤廃
• 乳たんぱく濃縮物、ラクトースとカゼインの即時関税
撤廃、アイスクリームやフローズンヨーグルトに関す
る新しい機会
• 飼料用の大麦および小麦を即時無税対象とし、また複
数の種類の小麦の輸出ルートの整備
• 高糖度粗糖に関して即時関税撤廃および調整金の
削減
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エネルギーおよび天然資源

将来の成長機会は採鉱や
ガスにある

Deloitte view
「現在の波」である採鉱に加えて、ガス、精
炭、ガス輸送や次世代太陽光発電、原子力発電
の「将来の波」があります。これらは全て大き
な潜在性を秘めており、これはグローバルでの
強い需要、代替的なエネルギー源の模索（原子
力やダーティーエネルギーと比較して）や自由
化されたマーケットの中で多くのプレイヤーに
より下支えされています。

日豪EPAの重要なイニシアティブ
関税撤廃
• 原料炭や弱粘結炭、非原油の石油、水酸化アルミニウ
ム、二酸化チタン
• 塗料、プラスチック製品、真珠宝飾品
• 未加工のニッケル、フェロマンガン

豊富な天然資源、重要な顧客や市場への近接
性、発達した技術等を背景に、オーストラリア
は優位性のある国と言えます。
重要なリスクとしては事業上の継続的な高コス
トや規制上の負荷の増加が考えられます。
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サービス

教育とウェルスマネジメン
トは将来の成長の重要な
推進力
Deloitte view
サービスは重要な将来の成長セクターとし
て見られており、製造業のような伝統的産
業が直面するような課題に挑戦していま
す。サービスは特に教育やウェルスマネジ
メントのようなセクターと、それに伴う融
資関連のようなサービスも含まれていま
す。これらの機会は中間層の増加や平均財
産の上昇と老齢人口の増加に伴う新興国か
らの需要の増加に基づいています。
オーストラリアは、発達した教育産業やウ
ェルスマネジメント産業の質と信頼性に対
して高い評価を得ており、市場での優位性
を持っています。
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日豪EPAの重要なイニシアティブ
• オーストラリアの金融サービス－投資アドバイスやポ
ートフォリオマネジメントなどを提供する業者への日
本へのクロスボーダーアクセスの保証
• 法務サービス－オーストラリアの弁護士事務所のアク
セスの改善
• 教育－オーストラリアの教育事業者に対する職業訓練
や技術訓練を含む日本の教育サービス市場へのアクセ
スの保証
• 電気通信－非差別的な取り扱い、規制上の透明性、競
争環境保護、公平かつ合理的な電気通信ネットワーク
およびサービスへのアクセス
• 人－オーストアリアの専門家には、その家族に対し
て市場およびビザへのアクセスの手配が保証される
こと

日豪デロイトのサポート体制

我々は日系企業にとっての機会とそれに伴
うリスクを熟知しており、投資を成功に導く
ことができます
デロイトは長い期間日系企業の豪州投資およ
び豪州企業の日本投資について成功裏にサポ
ートを行ってきました。我々はどのような機
会があり、典型的にどのような点で問題に直
面するか非常に良く理解しているため、日豪
のクライアントを支援することが可能です。
そのために、オーストラリアおよび日本のチ
ームが緊密に連携し、実践的なアプローチで
クライアントをサポートします。

我々は、ターゲットの選定からデューデリジェ
ンス、そして買収後の統合に至るまでのM&Aの
ライフサイクル全体を通じてサポートをさせて
頂くことが可能な非常にユニークな体制を有し
ています。
我々のサービスには、核となる会計、アドバイ
ザリーや税務サービスに加えて、エコノミクス
や不動産サービスも含まれます。そのため、日
系企業の潜在的な投資機会についてあらゆる面
からサポートさせて頂くことが可能です。
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