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2.6.4 CRC for Developing Northern Australia の活用 

Cooperative Research Centres Programme（CRC）は連邦政府が進める研究開発を推進するためのプログラ

ムであり、その内容は次の通り。 

 

①Cooperative Research Centres Programme（CRC） 

このプログラムには以下の 2 種類の財源の流れが含まれる。 

(a) 中長期の業界主導のコラボレーションをサポートする協同研究センター（Cooperative Research 

Centre（CRC）） 

(b) 短期の業界主導のコラボレーションをサポートする協同研究センタープロジェクト（Cooperative 

Research Centres Projects（CRC-P）） 

 

プログラムの目的 

 このプログラムは、豪州の産業、特に豪州が競争力を有し、政府の優先事項（Government Priorities）

に即した産業について、競争力、生産性、持続可能性の向上を目指している。 

 このプログラムは、業界主導で成果に焦点を当てた Industry Entities と研究機関との協同研究のパ

ートナーシップを通じ、業界において特定された課題を解決するために質の高い研究を育成するこ

とを目指している。 

 このプログラムは、協同研究への中小企業の参加を奨励、促進することを目指している。 

 

申請者要件 

 CRC の申請は、共同研究に同意した申請者グループの代表が提出する。 

 CRC-P の申請は、リード参加者（Lead Participant）によって提出され、それは Industry Entity でなけ

ればならない。 

 CRC の申請の場合、申請者に以下が少なくとも１つずつ含まれていること。 

(a) 豪州の Industry Entity、および 

(b) 豪州の研究機関 

 CRC-P の申請の場合、申請者に少なくとも以下が含まれていること。 

(a) 2 つの豪州の Industry Entities（少なくとも中小企業を１社含むこと）、および 

(b) １つの研究機関 

 申請においては、少なくとも、CRC プログラム資金の要求・提供額に匹敵する能力（現金あるいはイ

ンカインドで）が示されなければならない。現金による拠出は特に産業界からの場合は好意的に見ら

れ、その結果として資金提供の申請がより適切であるとみなされることがある。 

 Workplace Gender Equality Agency によって Workplace Gender Equality Act 2012 を遵守していな

い組織であると指定されているいかなる組織も申請の一部を構成することはできない。 

 資金提供期間が完了した CRC-P の参加者であった申請者は、CRC の申請から除外されることはな

い。しかし、申請書に記載されている CRC 活動の提案内容が CRC-P の下で資金の提供を受けて

いたプロジェクトと重複する場合は適格であると見なされない。これは、CRC-P の下で資金提供を受

けたプロジェクトの成果や結果に基づく活動の検討を除外するものではない。 

 

 



 

83 

CRC の必須活動（CRC Essential Activities）  

 少なくとも CRC は、CRC の活動を構成する以下を全て行なわなければならない。 

(a) 業界において特定された課題を解決し政府の優先事項（Government Priorities）に合致する成

果を提供することで豪州産業の競争力、生産性、持続可能性を向上させるための質の高い業

界主導の中長期的な協同研究 

(b) 業界に焦点を当てた教育研究プログラム。同プログラムには、研究プログラムを補完し Industry 

Entities 内の連携、技術開発、スキルの高い従業員、研究開発能力を向上させる博士課程プロ

グラムが含まれる必要があるが、これらに限定されるわけではない。 

(c) 中小企業の研究開発能力を構築する戦略の実施、および 

(d) 研究成果の展開と業界による採用（take-up）の奨励 

 必要であれば、共通の目標達成のために知識、経験、リソースを共有することを目的とした１つまた

は複数の関連する機関との間の覚書を通じて、コラボレーションを正式なものとする。 

 

CRC-P の必須活動（CRC-Ps Essential Activities）  

 少なくとも CRC-P は、CRC のプロジェクトを構成する以下を全て行わなければならない。 

(a) 業界の課題を解決し、目に見える成果を提供する製品、サービス、プロセスを開発するための、

業界において特定された業界主導の短期協同研究プロジェクト。プロジェクトは、中小企業に

利益をもたらし、それらの成長力や市場の変化に適応する能力を向上させるものであるべきで

ある。 

(b) インターンシップや出向といった、 Industry Entities と研究機関との間で行われる業界に焦点

を当てた教育研究活動、および 

(c) 必要であれば、1 つあるいは複数の関連する機関と協力し、業界によって特定される戦略的優

先事項に合致する研究結果を発展させる。 

 

国際的な関与 

 CRC では、豪州に国益をもたらすために、国際的な機関および/あるいはグローバルサプライチェー

ンや海外市場へのアクセスを有する企業との協力が奨励される。 

 

利用可能な資金 

 このプログラムでは、各 CRC が利用できる資金提供額には特に制限は課されていない。同プログラ

ムで利用可能な資金総額は予算額によって制限される。 

 CRC-P に対し、最高 300 万ドル（物品サービス税を除く）の豪政府の資金提供が可能である。CRC

プログラムの最高レベルの資金が供与される可能性があるのは、特別な長所を持つ CRC-P のみで

ある。 

 資金提供契約（Funding Agreements）は、資金提供期間中に豪政府が拠出する豪ドルの固定額が

対象である。コストが増加しても豪政府が資金提供の増額を行うことはない。 

 資金提供契約において指定される通り、CRC および CRC-P は、それぞれ活動あるいはプロジェクト

を実施する単一の特定期間のために資金が供給される。追加的な資金提供や資金提供契約に明

記された期間の延長は行われない。 

 既存の CRC は、追加的な資金提供や資金提供契約に明記された期間の延長を申請することはでき
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ない。 

その他の資金源 

 CRC および CRC-P は、CRC プログラムによる資金提供に加え、その他の資金源（連邦、州または準

州、地域レベル、民間部門の資金を含む）を利用することが可能である（各資金源に課された資金

提供規定や条件による）。 

 CRC プログラムの資金は、その他の資金提供制度を通じて資金提供された、あるいは現在資金が提

供されている同一の活動あるいはプロジェクトに資金を提供してはならない。活動あるいはプロジェク

トが受けている、あるいは関連する全ての資金援助の詳細について、申請時および継続的に

Department of Industry, Innovation and Science に開示しなければならない。 

 連邦政府は独自の裁量により、CRC プログラムが資金提供する活動あるいはプロジェクトが他の資

金援助から二重に支払われている範囲において支払いを中止あるいは減額することができる。 

 

資金提供期間 

 CRC プログラム資金は、資金提供契約の下で Department of Industry, Innovation and Science から

提供される資金である。 

 CRC プログラム資金は、CRC は最大 10 年、CRC-P は最大 3 年とし、さまざまな期間で利用可能で

ある。 

 CRC および CRC-P は、資金提供契約で指定される通り、活動あるいはプロジェクトを行うための単

一の指定された期間のために資金を提供される。追加的な資金提供や資金提供契約で指定された

期間の延長は行われない。 

 大臣は、以下について検討を行う Innovation Australia の提言に基づき、CRC あるいは CRC-P への

資金提供を中止することができる。 

(a) マイルストーン達成の進捗状況 

(b) 研究および翻訳の品質 

(c) 再調査の結果 

(d) 資金提供契約の不遵守、および 

(e) その他のあらゆる関連情報 

 

CRC プログラム資金の用途 

 CRC プログラム資金は、資金提供契約において指定される、CRC の活動あるいは CRC-P のプロジ

ェクトを行う目的のためだけに費やされなければならない。 

 CRC プログラム資金は主に豪州内で費やされることを目的とし、以下のために使用できる。 

(a) 研究者やサポートスタッフの給与、特別研究員（fellowship）や学生の奨学金、直接人件費諸経

費（direct salary on-costs） 

(b) 研究および翻訳の直接支援費用（Direct Support Costs） 

(c) 研究および翻訳の間接支援費用（Indirect Support Costs）、および/あるいは 

(d) 機器を含む資本アイテム（Capital Items）、ただし建物や研究室等の施設の購入や建築費用の

支払いを除く 

 CRC プログラム資金が資金提供契約と整合する形で海外で費やされる場合は、そのような支出によ

って、特に政府の優先事項（Government Priorities）に沿って、豪州産業の競争力、生産性、持続可
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能性を大幅に向上させなければならない。 

 CRC プログラム資金は、研究の間接支援費用のために海外で費やすことはできない。 

 CRC プログラム資金を建物や施設の改装や増築に利用することは、これが CRC あるいは CRC-P の

目的達成をサポートする最も適切で効果的な方法である場合に、 Department of Industry, 

Innovation and Science の承認の下、例外的な状況においてのみ許可される。 

 しかし、好ましいアプローチは、CRC プログラム資金を既存施設のリース費用の支払いに使用するこ

とである。 

 参加者が雇用するスタッフの間接支援費用のために CRC プログラム資金を参加者に支払ってはな

らない。そのような費用は参加者によって賄われるべきである。 

 既存のスタッフ、あるいは資金提供契約の下で参加者が CRC や CRC-P のためにインカインドとして

提供するその他のリソースに関連する費用を参加者に払い戻すために CRC プログラム資金を使用

してはならない。 

 

参加者の貢献 

 CRC あるいは CRC-P の全ての参加者は、CRC あるいは CRC-P にリソースを提供しなければならな

い。現金およびインカインド、タイドおよびアンタイドを含むそれらリソースの総額は、資金提供期間

に同プログラムに要求する資金額と少なくとも同額である必要がある。 

 提案される参加者からの現金およびインカインドのリソースは、CRC プログラム資金に「相当する」貢

献を決定するにあたって、同等に扱われる。 

 スタッフ以外のインカインド貢献へのアクセスは、ランニングコストと資本アイテムの減価償却に基づ

いて（該当する場合）、CRC あるいは CRC-P による使用量に比例して評価されなければならない。 

 採択された CRC および CRC-P の参加者は資金申請書の通りに貢献を提供しなければならない。 

 参加者からの貢献の割合の決定や、その後の収入や知的財産権へのアクセスからの return の割合

は、CRC あるいは CRC-P 参加者に委ねられる。 

 参加者が雇用した研究者あるいは参加者自身に授与された（あるいは契約書で約束された）具体的

なプロジェクトのための連邦政府資金は参加者の貢献にカウントすることはできない。 

 

選考基準(なお、選考基準の重み付けは均等ではない。選考基準(1)および(2)の重み付けは各 30 パーセ

ント、選考基準(3)、(4)、(5)、（6）は各 10 パーセントである。) 

(1)以下を含む、期待される業界の成果 

(a)業界において特定された課題（1 つあるいは複数）が解決される 

(b)研究活動から得られることが期待される目に見える業界の成果 

(c)期待される成果および波及効果でもたらされるベネフィットの商業的可能性 

(2)以下を含む、研究活動あるいはプロジェクトの提案内容 

(a)この提案によって、業界で特定された課題（1 つあるいは複数）がどのように解決されるか 

(b)成果を達成するために適用される方法論と新技術の採用 

(c)参加者の候補および提案されたコミットメントのレベル 

(3)以下を含む、実証されたガバナンスと管理能力 

(a)プロジェクト管理、ビジネス管理、商業化管理、関連する市場部門、技術に関する専門知識 

(4)以下を含む、教育および/あるいは訓練プログラムの提案内容 
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(a)提案された活動あるいはプロジェクトが、関連する業界や研究分野におけるキャパシティおよび

ケイパビリティの開発にどのように貢献するか 

(5)以下を含む、金額に見合う価値 

(a)要求された CRC プログラム資金提供額のレベル、予定期間、資金がどのように使用されるか 

(b)実証された資金提供の必要性 – なぜ CRC プログラムの資金がないとその業界の課題は取り

組まれないのか 

(c)なぜ豪政府がこの CRC あるいは CRC-P に投資すべきなのか、および 

(6)以下を含む、期待される国益 

(a)同提案が政府の優先事項（Government Priorities）とどの程度整合しているか 

(b)同提案が世界経済における豪州の競争力をどのように向上させるか、および 

(c)予想される波及効果 

 

CRC の選考過程 

 オープン選考ラウンドの一環として要件を満たした CRC 申請は、実績に基づき他の全ての CRC 申

請との比較において 2 つのステージで検討される。 

 ステージ 1 にはオンラインでの提案が含まれており、選考基準に対する回答と選考基準に対比させ

た statement of claims の提供を行う。 

 ステージ 1 では、Innovation Australia が大臣に全ての申請の評価結果を通知し、どの申請が評価

過程のステージ 2 に進むのにふさわしいか提言を行う。 

 ステージ 2 では、申請者は以下を含むビジネスケースについての完全な文書の提出が求められる。 

(a) 活動内容の完全な詳細 

(b) 選考基準と対比させた詳細な statement of claims 

(c) 参加者の貢献を含む総合的な予算 

(d) 完成したインパクトツール 

(e) 役割、責任、経験を含む、主要スタッフの詳細 

 申請者はまた、Innovation Australia および/あるいは Independent Experts とのインタビューにおい

て、このビジネスケースの発表を行うことが求められる。 

 Innovation Australia は、申請のあらゆる側面について、産業界、政府、研究部門からの助言を求め

ることができる。 

 要件を満たした申請を評価するにあたって、Innovation Australia は、提出資料、インタビュー、専門

家の助言、その他の関連事項を考慮する。Innovation Australia は両ステージにおいて以下に基づ

き大臣に提言を行う。 

(a) 選考基準 

(b) 政府の優先事項（Government Priorities） 

(c) 要件を満たしたその他全ての申請、および 

(d) その他全ての関連事項 

 ステージ 2 のインタビューに続き、Innovation Australia は大臣に申請の最終評価の結果を通知し、

以下について提言を行う。 

(a) どの申請が資金提供にふさわしいか 

(b) その CRC への資金提供を通じて実現する国益 
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(c) 合格した各申請者への資金提供額、および 

(d) 資金提供のオファーに適用される条件 

 大臣は以下について決定を行う。 

(a) ステージ 1 において、ステージ 2 に進む申請に関する決定、および 

(b) ステージ 2 において、どの申請が資金を提供されるか、合格した各申請者に提供される資金提

供額、もしあれば資金提供の契約条件 

 大臣の決定は 

(a) プログラムガイドラインの要件を考慮に入れる 

(b) Innovation Australia の助言を考慮する、および 

(c) 申請や関連文書を含む、その他の関連事項を考慮に入れることができる 

 申請者はステージ 1 で合格しステージ 2 に進めるかどうかを書面で通知される。ステージ 1 で合格し

た申請者はステージ 2 の要件を通知される。 

 ステージ 2 で合格した申請者には、資金提供の詳細と、オファーを受ける前に対応しなければならな

い条件あるいは資金提供に適用される条件が書かれた書面が送られる。全てのステージにおける不

合格の申請者にはフィードバックが提供され、申請について議論する機会が提供されることもある。 

 

CRC-P の選考過程 

 要件を満たした CRC-P 申請は、実績に基づき他の全ての CRC 申請との比較において、1 つのステ

ージで検討される。 

 リード参加者（Lead Participant）は、business.gov.au から入手できるフォームを使用し、オンライン申

請を行う。その申請には以下が含まれている必要がある。 

(a) 選考基準と対比させた statement of claims 

(b) 参加者の貢献を含む予算案、および 

(c) 提案するプロジェクトの関連マイルストーンを含む、スケジュール案 

 Innovation Australia は、申請のあらゆる側面について、産業界、政府、研究部門からの助言を求め

ることができる。 

 要件を満たした申請を評価するにあたって、Innovation Australia は提出資料、インタビュー、専門家

の助言、その他関連事項を考慮する。Innovation Australia は、以下に基づき大臣に提言を行う。 

(a) 選考基準 

(b) 政府の優先事項（Government Priorities） 

(c) 要件を満たしたその他全ての申請、および 

(d) その他全ての関連事項 

 申請の検討に続き、Innovation Australia は以下について大臣に提言を行う。 

(a) どの申請が資金提供にふさわしいか 

(b) この CRC-P への資金提供を通じて実現する国益 

(c) 合格した各申請者への資金提供額、および 

(d) 資金提供のオファーに適用される条件 

 大臣は、どの申請に資金を提供するか、合格した各申請者への資金提供額、もしあれば資金提供

の契約条件について決定を行う。 

 大臣の決定は 
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(a) プログラムガイドラインの要件を考慮に入れる 

(b) Innovation Australia の助言を考慮する、および 

(c) 申請や関連文書を含む、その他関連事項を考慮に入れることができる 

 大臣は、以下について評価を行った後、その申請が関連する会計年度において利用可能な CRC

プログラム財源の範囲内で拠出することができないと合理的に考える場合は、申請を承認してはなら

ない。 

(a) 現在の会計年度における CRC プログラム資金の既存のコミットメント 

(b) 将来の年度における既存のコミットメント、および 

(c) 現在利用可能な CRC プログラム資金 

 申請者は資金提供を受けることに成功したかどうかを書面で通知される。合格した申請者は資金提

供の詳細と、オファーを受ける前に対応しなければならない条件あるいは資金提供に適用される条

件が書かれた書面が送られる。 

 不合格となった申請者には同申請に関するフィードバックの提供や、同申請について議論する機会

が提供されることがある 

 

②CRC for Developing Northern Australia の活用 

2015 年 6 月 18 日に「The White Paper on Developing Northern Australia」が公表され、それには Cooperative 

Research Centre (CRC) for Developing Northern Australia を設立するための 10 年間にわたる 7,500 万ドルの

支出が含まれていた。同 CRC は豪州政府の北部開発計画の中核をなす要素である。 

同 CRC は、企業、政府、研究者が協力して北部豪州においてビジネスや成長の機会を見出す支援を行う。

同 CRC は業界主導で、北部豪州を拠点とし、当初は農業、食品、tropical health といった北部豪州が特に強

みを持つ分野に重点を置く予定。業界主導の共同研究開発ベンチャーに業界、研究機関、北部豪州の全て

の管轄区域、国際パートナーを結集させる。 

2015 年 11 月 11 日、産業・イノベーション・科学省大臣（Minister for Industry, Innovation and Science）であ

るクリストファー・パイン下院議員（Christopher Pyne MP）と、資源・エネルギー・北部豪州大臣（Minister for 

Resources, Energy and Northern Australia）であるジョシュ・フライデンバーグ下院議員（Josh Frydenberg MP）

は、ジョン・ウォートン AM（John Wharton AM）が同 CRC の暫定議長に任命されたことを発表した。 

ウォートン氏は同 CRC の設立を先導し、同 CRC の方向性と研究課題を設定するために利害関係者や参加

者と広く協議し、同 CRC が北部豪州の企業やコミュニティのニーズを確実に満たすよう指揮を執る。 

コンサルテーションでの利害関係者の意見は同 CRC を設立するための提案書の作成の助けとなる。ウォー

トン氏はこのコンサルテーション・プロセス後、豪政府による審議に向けてできるだけ早く提案書を提出する予

定である。 

2016 年 4 月 21 日、豪州政府は、タウンズビル市（City of Townsville）が同 CRC の管理本部（administrative 

headquarters）の拠点となることを発表した。 

 

本事業において大豆、アスパラガス、バラマンディの事業開発に係る CRC の活用が、関係主体の間で意見

交換された。その内容は次の通り。 
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図表 2-66 CRC の活用に関する意見交換の内容 

大豆  Hayman 種の開発については、Dr. Andrew James を中心とするチームにより、既に

CRC の活用が図られ、更なる品種の改良については、CRC を活用した取組が進めら

れている。 

 大豆の種の開発について、日本側が貢献する部分は、用途側として求められる品質

（プロテイン含有量などの付加価値分）と実際の栽培により得られる適切な価格であ

り、これについては、上記の既存の取組でカバーされることが判明した。 

 Hayman 種を活用した用途開発については、既に、日本企業の事業活動の一環として

進められており、これらは、非常に高いレベルでの秘匿性が求められることから、CRC

の活用は不向きであることが判明した。 

アスパラガス  本事業で活用を検討している種は、U157F1 という既存種であり、現状ではこの種の北

豪地域での適用性を検討するため、種の開発は伴わない（将来的な可能性としてはあ

り得る） 

 栽培方法についても、日本で用いられている取組の応用であり研究開発を含むが、一

方で、そのノウハウを公開することは、競争力を失うことにもつながることから、CRC の

活用は不向きであることが判明した。 

バラマンディ  刺身グレードバラマンディの開発には多分に研究開発要素が関係している。 

 陸上養殖技術の開発に当たっては、本事業に参加する豪州企業が既に CRC を活用

して開発した経緯がある。 

 本事業では、陸上養殖技術と自動フィレ化装置、急速冷凍システムの組み合わせによ

る新たな生産システムの開発が提案されているが、一方でこのシステム自体が大きな

競争力を生むものであり、そのノウハウを公開することは、競争力を失うことにもつなが

ることから、CRC の活用は不向きであることが判明した。 

 

  



 

90 

2.6.5 Northern Australia Infrastructure Facility（NAIF）の活用 

NAIF は、融資がなければ構築されないかあるいは当分の間は構築されないであろう経済インフラ（economic 

infrastructure）への民間部門の投資の奨励および補完を目的に、最大 50 億ドルの譲与的融資（concessional 

finance）の提供を行う。この革新的経済インフラのための支援は、北部豪州における経済および人口の長期的

成長にとって重要なステップとなることが期待されている。 

NAIF の本部はケアンズに設置される予定であり、北部投資を担当する機関の本部を北部豪州に設置するこ

とによって、同地域の長期的発展に対する豪州政府のコミットメントが明確に示されている。 

NAIF はまた、豪州の輸出信用機関である輸出金融保険公社（Export Finance and Insurance Corporation

（Efic））の支援も受ける。資源エネルギー北部豪州省大臣（Minister for Resources, Energy and Northern 

Australia）である Josh Frydenberg 下院議員は、北部豪州大臣である Matthew Canavan 上院議員の支援の下

で NAIF の実施の責任を負う大臣である。産業イノベーション科学省（Department of Industry, Innovation and 

Science）は両大臣の支援を行う。 

適格基準には必須の適格基準と任意の適格基準の両方が含まれる。これらの基準は、NAIF 資金の投資方

法と NAIF の運営について期待されることを大まかに設定した Investment Mandate に含まれる予定である。 

NAIF の資金提供の資格を得るために、プロジェクトは以下の 7 つの必須基準を満たす必要がある。 

 経済インフラの建設あるいは改良が含まれる。 

 公共の利益のためである。 

 NAIF の支援がなければ進行する見込みがない、あるいは大幅に遅延してしまう。 

 北部豪州に位置するか、北部豪州にとって重要な利点がある。 

 NAIF が債務による資金調達の過半数のソースであってはならない。 

 この融資の返済あるいは借り換えが可能である。 

 

NAIF の金融商品には、以下の共通する特徴がある。 

 金融商品の選択はその都度で決定され、各プロジェクトの特定のニーズに合わせて調整される。 

 コンセッションは、プロジェクトの実行可能性を確保するために必要な範囲で提供される。 

 金融商品は株式を除く資本構成の任意の部分を構成することができる。 

 支援されるプロジェクトの予想を上回る財務実績について連邦政府が分け前を得ることを可能にする条

件が含まれる場合がある。 

 NAIF は民間金融、北部準州、クイーンズランド州、西オーストラリア州と協力して活動するが、支援され

るプロジェクトの主な資金源になるものではない。 

 提案された適格基準の下、5,000 万ドル以上の融資を求めるプロジェクトは優先される。この優先権と、

NAIF が債務による資金調達の主な資金源になってはならないという要件により、優先的な配慮を受け

るためにプロジェクトは最低 1 億ドルの債務を有することが事実上求められている。 

 経済インフラは、買い手と売り手間の商品、サービス、情報、労働者の流れに関連する物理的構造物を

含む。これには鉄道、道路、公共交通機関、水、エネルギー、通信ネットワーク、港湾、空港が含まれる

が、これに限定されるものではない。 

 

現状では上記についても、具体的な内容として固まっていないことから、本事業では、今後の検討を待って

活用方策を議論することとなった。 
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2.7 日系企業が農業投資を行う上での障害となり得る個別具体的な事項の整理 

2.7.1 農業への投資と農地の保有 

外国投資審査の枠組みは、法的枠組みで規定されており、豪州の外国投資政策と法律の具体的な適用に

関する指針書によって補完されている。 

 法的枠組みには、1975 年 外資による資産買収及び企業買収法（Foreign Acquisitions and Takeovers Act 

1975）（以下、「外資法」）、ならびに 2015 年 外資による資産買収及び企業買収に係る手数料賦課法

（Foreign Acquisitions and Takeovers Fees Imposition Act 2015 ）（以下、「手数料賦課法」）とそれに関連

する規則が含まれる。 

- 外資法に基づき、財務大臣は特定の基準を満たす外国投資案件を審査することができる。財務大臣は、

外国投資案件が国益に反することのないよう、当該案件を阻止する、またはその実施方法に条件を適

用する権限を有する。手数料賦課法とその施行規則により、外国投資の申請及び通知に係る手数料が

定められている。 

 外国投資政策においては、国益の考慮など、外国投資枠組みの運用に対する政府のアプローチが概説さ

れている。同政策は、枠組みの概要を説明するものであり、法律に照らして解釈されなければならない。 

 指針書は、外国投資枠組みが種々の買収や投資家に対してどのように適用されるかについて、より具体的

な情報を提供するものである。これはあくまでも指針であり、法律に照らして解釈されなければならない。指

針書は、www.firb.gov.au にて入手することができる。 

 

財務大臣は、外国投資に関する判断を下す際、外国投資案件を審査し、国益への影響に関して助言を行う

外国投資審査委員会（Foreign Investment Review Board：FIRB）から助言を受ける。FIRB は非法定諮問機関

である。意思決定に関する責任は財務大臣にある。 

FIRB は、財務省内にある事務局及び豪州税務局（Australian Taxation Office：ATO）による支援を受けてい

る。 

財務省は、事業、農業用地及び商業用地計画に関連する枠組みの日常的な管理を担当している。ATO は

住宅用不動産に対する外国投資を管理している。 

豪州は自由貿易協定（FTA）を通じた貿易と投資の自由化に努めており、これらの協定に基づく合意事項を

履行する。この合意事項には、交渉に基づくより厳しい外国投資審査基準が含まれている。国益審査は、引き

続きすべての国に一貫して適用される。 

 

一般的に、「外国人」とは以下のいずれかである。 

 豪州に通常居住していない個人 

 外国政府または外国政府投資家 

 豪州に通常居住していない個人、外国法人または外国政府が最低 20％の実質的権益を保有する法人、

信託の受託者またはリミテッド・パートナーシップのジェネラル・パートナー 

 二人以上の外国人が合計で最低 40％の実質的権益を保有する法人、信託の受託者またはリミテッド・パ

ートナーシップのジェネラル・パートナー 

 

「外国政府投資家」とは以下のことである。 

 外国政府または個別の外国政府機関 

 以下のいずれかに該当する法人または信託の受託者、あるいはリミテッド・パートナーシップのジェネラル・
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パートナー   

- 外国政府または個別の外国政府機関が最低 20％の実質的権益を保有する   

- 2 か国以上の外国（またはその一部地域）の政府または個別の政府機関が合計で最低 40％の実

質的権益を保有する 

 

通知要件は様々であり、投資家が外国政府か非政府投資家かどうか、買収の種類、買収が基準額

（monetary thresholds）及び FTA 合意事項の対象となっているかどうかなど、多くの要因に基づいている。 

基準額については、以下の通りである。 

 

図表 2-67 基準額（Monetary thresholds）（農業関連のみ抜粋） 

基準額は、毎年 1 月 1 日に指標化される。ただし、農業用地に対する 1500 万ドル超（累計）の基準額とシンガポ

ール及びタイの投資家の農業用地に対する 5,000 万ドル超の基準額は指標化の対象外となっている。 

 

―非土地関連の案件 

投資家 行 為 基準額 – 以下の金額を超えるもの 

基準額が高い FTA 締結国の
投資家 

アグリビジネス 
*アグリビジネスとは第一
次産業（農業、林業、漁
業）並びに肉、家禽類、魚
介類、酪農品、果実及び
野菜の加工や砂糖、穀物
及び油脂の製造をはじめ
とする一部の第一段階下
流製造業を含む。 

10 億 9,400 万ドル 

中国、日本及び韓国については、5,500 万ドル（買
収対価の価額及び法人において外国人が（関係
者とともに）保有するその他の権益の合計価額に
基づく） 

その他の投資家 5,500 万ドル（買収対価の価額及び法人において
外国人が（関係者とともに）保有するその他の権益
の合計価額に基づく） 

 

―土地関連の案件 

投資家 行 為 基準額 – 以下の金額を超えるもの 

基準額が高い FTA 締結国の
民間投資家 

農業用地 チリ、ニュージーランド及び米国については、10 億
9,400 万ドル 

中国、日本及び韓国については、1,500 万ドル（累
計） 

非 FTA 締結国及び基準額が
高くない FTA 締結国の民間
投資家 

シンガポール及びタイについては、土地が専ら且
つ排他的に一次産業ビジネスに使用されている場
合（それ以外の土地は農業用地ではない）、5,000
万ドル 

その他 1,500 万ドル（累計） 

 

外国投資家は、投資の通知義務の有無について疑問がある場合、FIRB に問い合わせるか、個別の法律相

談を依頼しなくてはならない。 

 

アグリビジネス 

外国人は、投資価値が 5,500 万ドルを超えるアグリビジネスにおいて（アグリビジネスの価値にかかわらず）、

直接的権益（一般的に少なくとも 10％、もしくは影響力、関与能力または管理能力）を取得する前に、承認を

得なければならない。 

豪州の FTA 合意事項に従って、チリ、ニュージーランド及び米国の投資家に対しては、アグリビジネスにお
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いて実質的権益を取得する場合、10 億 9,400 万ドルの基準額が適用される。 

 

農業用地 

農業用地とは、一次産業ビジネスに使用されている、または合理的に使用できうる豪州の土地のことである。 

外国人は、農業用地における権益の取得を予定している場合であって、購入予定のものを含め、外国人（及

びすべての関係者）が所有する農業用地の累計額が 1,500 万ドルを超える場合には承認を得なければならな

い。 

FTA の合意事項に従って、チリ、ニュージーランド及び米国の投資家に対しては 10 億 9,400 万ドル、シンガ

ポール及びタイの投資家に対しては 5,000 万ドルの基準額が適用される。 

これらの基準額は累計されない。 

 

農地の登記 

2015 年 2 月 11 日、政府は、豪州への外国投資に関する透明性を高めることを目的とした一連の改革を発

表した。これらの改革には、外国人による農業用地の所有登録の確立及び農業用地の取得に適用される豪

州の外国投資審査制度の変更が含まれていた。 

 

外国人による農業用地の所有登録（Register of Foreign Ownership of Agricultural Land）（農業用地登録

（Agricultural Land Register））は、2015 年 7 月 1 日に開始され、豪州税務局（ATO）によって運用される。 

 

2015 年外国人による農業用地の所有登録法（Register of Foreign Ownership of Agricultural Land Act 2015）

（2015 年農業用地登録法（Agricultural Land Register Act 2015））により、農業用地の権利を有する外国人は、

土地の価値にかかわらず、当該権利を農業用地登録（Agricultural Land Register）に登録しなければならない。 

 

投資家は、以下のいずれかに該当する場合、30 日以内に ATO に通知しなければならない。 

> 農業用地の所有を開始する外国人である   

> 農業用地の所有をやめる外国人である   

> 農業用地を所有しながら外国人になる  

> 農業用地を所有しながら外国人でなくなる   

> 農業用地になる土地を所有している外国人である   

> 農業用地でなくなる土地を所有している外国人である       

   

農業用地の権利には、所有権、または賃貸借契約（転貸またはライセンスを含む）のもと土地を占有する権

利であって、賃貸借またはライセンスの期間（延長または更新を含む）が合理的に 5 年を超える可能性がある

ものが含まれる。 

なお、2015 年 7 月 1 日から 2016 年 6 月 30 日までに行われた登録の結果は次の通り。 
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図表 2-68 外国人が所有する農業用地の割合2 

州／準州3 外国人所有(‘000 ha) 豪州の農業用地(‘000 ha) 外国人所有の割合（％） 

NSW/ACT 2,357 57,434 4.1 

VIC 607 12,009 5.1 

QLD 17,658 135,918 13.0 

WA 8,841 81,399 10.9 

SA 7,156 45,837 15.6 

TAS 342 1,569 21.8 

NT 15,169 50,392 30.1 

合計 52,147 384,558 13.6 

 

図表 2-69 外国人が保有する所有地及び借地 

州／準州 所有地 (‘000 ha) 借 地 (‘000 ha) 合 計4 (‘000 ha) 

NSW/ACT 2,146 232 2,378 

VIC 565 71 636 

QLD 5,426 12,860 18,286 

WA 798 8,045 8,842 

SA 141 7,015 7,156 

TAS 302 40 342 

NT 46 15,123 15,169 

合計 9,423 43,385 52,808 

 

図表 2-70 外国人による豪州農業用地の所有概況 

州／準州 土地の数 面 積 (‘000 ha) 

NSW/ACT 1,798 2,375 

VIC 1,558 607 

QLD 1,345 17,658 

WA 917 8,841 

SA 614 7,156 

TAS 911 342 

NT 71 15,169 

合 計 7,214 52,147 

 

                                                   

 
2 表 1 に示されている州／準州別の外国人所有農業用地の割合は、農業用地登録に登録されている各州／準州の外国人所有農業用地の総面

積を、豪州統計局（ABS）の 2014 年-2015 年農村環境及び農産物調査（Rural Environment and  Agricultural Commodities Survey：REACS）から

得られた各州／準州の農業用地の総面積で割って算出された。 
3 一部の土地は複数の州／準州にまたがる。当該土地に関しては、州／準州を決定するため、登録者によって提供された土地の住所を用いた。 
4 場合によっては、2015 年外国人による農業用地の所有登録法の要件に基づき、同一の土地が土地の所有権を有する外国人と借地権を有する

外国人によって別々に登録されている。両方の登録から得られた土地面積情報は、表 2 にのみ含まれている。その結果、表 2 の外国人が所有す

る土地の総ヘクタール数は、本報告において最も大きい。 
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図表 2-71 土地利用別の外国人所有農業用地 (‘000 ha)5 

州／準州 作 物 家 畜 園 芸 その他の農業 林 業 非農業 未報告 

NSW/ACT 638 1,168 74 35 122 97 242 

VIC 80 78 6 10 413 14 6 

QLD 314 15,349 76 12 353 147 1,407 

WA 419 7,602 10 15 160 511 123 

SA 23 6,983 7 1 92 37 12 

TAS 4 51 17 3 259 5 4 

NT 1 14,554 0 0 11 16 587 

合 計 1,479 45,785 190 77 1,409 827 2,381 

 

図表 2-72 外国人が所有する農業用地の出身国別面積  上位 10 か国 (‘000 ha)6 

国 合計 

英 国 27,504 

米 国 7,727 

オランダ 2,976 

シンガポール 1,862 

中 国 1,463 

フィリピン 1,119 

スイス 1,069 

ジャージー 944 

インドネシア 774 

日 本 685 

合 計 46,123 

 

農業部門への投資 

上記の要因に加え、農業部門における外国投資案件を審査する際、政府は通常、当該案件の以下に対す

る影響を考慮する。 

 水等を含む豪州の農業資源の質及び入手可能性 

 土地へのアクセスと利用 

 農業生産及び生産性 

 豪州社会全体と貿易相手国の両方にとって、豪州が農業生産において信頼できるサプライヤーであり続け

る能力 

 生物多様性 

 豪州の地方及び地域社会における雇用と繁栄 

 

                                                   

 
5 農業用地登録フォームにおいて土地利用の欄は記入必須欄ではなかったため、すべての登録者が土地利用について回答したわけではない。 
6 法人及びトラストは、設立した国を提示しなければならなかった。しかしながら、これは、必ずしも投資家の出身国を反映するものではない。ATO

は、豪州で設立された法人として登録を行った残りの登録者を投資家の出身国と照合するために、そのデータソースを使用し続けている。 
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2.7.2 豪州への播種用種子の輸入 

農業・水資源省（Department of Agriculture and Water Resources） は、植え付け・栽培用に豪州へ輸入され

る種子（播種用種子）に条件を課している。 これらの条件により、豪州は、環境及び経済に悪影響を及ぼしう

る外来雑草や病気が輸入種子によってもたらされるリスクから守られている。  

 

種子に関するすべての輸入条件は、同省のバイオセキュリティ輸入条件システム（Biosecurity Import 

Conditions system：BICON）に詳述されている。 

 

輸入条件は、植物または種子の属及び種をはじめ、輸出国等の様々な要因によって異なる。BICON には、

輸入を希望する種子に関する具体的な輸入条件が掲載されている。  

 

輸入条件には以下が含まれうる。 

 許可：一部の種子については豪州へ持ち込むために輸入許可が必要である。遺伝的組み換えが行われて

いるすべての種子、または遺伝子組み換え植物に由来するすべての種子については、種子の種類にかか

わらず輸入許可が必要である。 

 植物検疫証明書：一部の種子の荷口については、輸出国の国家植物防疫機関（National Plant Protection 

Organisation：NPPO）が発行する植物検疫証明書も必要である。 

 清潔さ、梱包及び表示：荷物には清潔かつ新しい梱包材で梱包を施し、植物名（属及び種）をフルネーム

で明確に表示する必要があり、生きた昆虫、土壌、病徴、禁止されている種子、他の植物性物質（葉、茎物

質、果肉、サヤ物質など）及び動物性物質（動物の糞便や羽など）が含まれていてはならない。  

 検査：種子の荷口はすべて、豪州に到着した時点で、バイオセキュリティ職員による検査を受けなければな

らない。  

 ISTA 試験：一部の輸入種子については、輸送前または豪州到着時に、国際種子検査協会（International 

Seed Testing Association：ISTA）の手順に従った試験及び承認検査所における分析が必要となる。あらゆ

る最終用途向けに豪州へ輸入される種子の荷口はすべて、種子汚染物質及び耐性に関する省の基準を

満たさなければならない。 

 処理：一部の種子については、輸送前または豪州到着時に、省が定める方法を用いて処理を行う必要が

ある。 

 隔離検疫（Post entry quarantine：PEQ）：一部の高リスク種子については、BICON に規定されている通り、

適切な承認協定施設（approved arrangement site）または連邦政府の PEQ 施設において一定期間の栽培

とスクリーニングが必要である。 
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図表 2-73  New plant introduction form 
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BICON に記載されていない種を輸入したい場合は、新規植物導入用紙に記入し、提出することができる。用

紙に記入された情報は、省による当該種の雑草リスク評価に使用され、その後、新種の輸入条件が整備される

場合もある。 

 

提供されるいかなる追加情報も、省がこのプロセスを行う上で役立つ。なお、省が種の輸入条件を整備する

まで、種子を輸入することはできない。 また、雑草リスク評価プロセスには時間がかかることがあり、輸入条件

が整備されるという保証はない。 

農業・水資源省及びその他の関係者が実施する輸入活動及び業務については、料金及び手数料が必要と

なる。 その例として以下が挙げられる。 

 輸入許可申請 

 書類審査 

 隔離検疫 

 検査 

 処理 

 試験  

 

輸入許可、検査、及び連邦政府の PEQ 施設における隔離検疫など、省が実施する業務に係る費用の詳細

は、省の料金ガイドラインに記載されている。 
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2.7.3 外資保有水利権登録新制度に関する政府の発表 

（http://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2016/12/water-register-of-foreign-ownership/） 

2016 年 12 月 1 日、連邦政府は、外国人が保有する水利権の登録制度を確立するため、2015 年 外国人に

よる農業用地の所有登録法（Register of Foreign Ownership of Agricultural Land Act 2015 (Cth)）を改正する

法案を可決した。これは、以前行われた 1975 年 外資による資産買収及び企業買収法の改正を踏まえたもの

であり、以上によって現在では、豪州の土地及び水利権を保有する外国人に対する登録要件が確立されてい

る。 

 

バーナビー・ジョイス下院議員（The Hon. Barnaby Joyce MP）は、報道発表において、豪州における水利権

の外資保有状況に関する透明性を高めることで、豪州の農業資産及び天然資源の外資保有に関する情報が

不十分であるという国民の懸念に対処するため、本改正を行ったと述べた。 

 

2017 年 12 月 1 日から、外国人は、毎年 1 回、登録可能な水利権（registrable water entitlements）及び契約

上の水利用権（contractual water rights）の保有状況を ATO に登録することが義務づけられる。 

 

2017 年 7 月 1 日から 2017 年 11 月 30 日まで、外国人が既存の権利を登録することができる現状把握期間

（stocktake period）が設けられることになっており、これによって保有状況の変化度合いを評価する基準が得ら

れる。 

 

これは外国人に影響を与えることになる。登録可能な水利権または契約上の水利用権の絡む外国人との取

引を行う者も、その変更点を認識し、新たな登録要件を取引に反映しなくてはならない。 

 

外国人とは以下のいずれかのことである。 

 豪州に通常居住していない個人 

 外国政府または外国政府投資家 

 豪州に通常居住していない個人、外国法人または外国政府が最低 20％の実質的権益を保有する法人、

信託の受託者またはリミテッド・パートナーシップのジェネラル・パートナー 

 二人以上の外国人が合計で最低 40％の実質的権益を保有する法人、信託の受託者またはリミテッド・パ

ートナーシップのジェネラル・パートナー 

 

登録可能な水利権については以下の通りである。 

 灌漑インフラ事業者から水供給を受ける権利、及び 

 以下のいずれかまたは両方を行うために州または準州の法律に基づいて与えられる権利 

 ◦豪州の水資源からの水を貯留する 

 ◦豪州の水資源から取水する（例：水利免許または水利権） 

 

ただし、以下は除く。 

 家畜・家庭用水利権及び沿岸水利権（stock, domestic and riparian rights） 

 特定の水利権または配水権 

 水使用権（water allocations） 
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契約上の水利用権とは、残存期間が 2017 年 11 月 30 日の終了時点で 5 年を超えると合理的に見込まれる

（延長または更新を含む）契約に基づき、外国人が、単独または共同で、他人の登録可能な水利権に対して

保有する契約または証書に基づく権利である。 

 

本改正を受け、外国人には以下のことが義務付けられる。 

 2017 年 7 月 1 日から 2017 年 11 月 30 日までの間 

- 2017 年 11 月 30 日の終了時点で外国人が保有するすべての登録可能な水利権を ATO に通知

する。 

- 2017 年 11 月 30 日の終了時点で外国人が保有するすべての契約上の水利用権を ATO に通知

する。 

 

 2017 年 12 月 1 日以降： 外国人は以下に該当する場合、当該会計年度末から 30 日以内に ATO に通知

する。 

- 登録可能な水利権または契約上の水利用権の保有を開始または停止する。 

- 登録可能な水利権または契約上の水利用権を保有したまま外国人になるか、外国人でなくなる。 

- 保有する登録可能な水利権または契約上の水利用権において、水量または水資源の割り当てに

変更がある。 

 

登録は、税務長官に対し、承認された書式（まだ公表されていない）で通知することにより行う。 

 

水利権を有する外国人、または外国人との間で登録可能な水利権の取引を行おうとする者は、当該取引及

び権利に対するこの法律の影響について法的助言を求めるべきである。 

 

上記期限内に登録を行わなかった場合は、外国人に対し、1953 年租税管理法（Taxation Administration 

Act 1953）に基づく罰金を含め、登録までの遅延期間 28 日ごとに 1 ペナルティ・ユニット（penalty unit）の罰金

が課される。 現在のところ、これらのペナルティ・ユニットは 180 ドルとされているが、当該外国人の所得に応じ

て 2 倍から 5 倍高くなる可能性がある。 

  


