
 

 

 

 

 

オーストラリア・インフラマップ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 年 3 月 

 

ジェトロ・シドニーセンター 
 

 

 



Copyright © 2011 JETRO. All rights reserved. 
禁無断転載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
本報告書に関する問い合わせ先: 

ジェトロ・シドニーセンター 
住所：Level25, Gold Fields House, 

1 Alfred Street, Sydney NSW 
TEL：+61-2-9276-0100 

 
インフラ・プラントビジネス支援課 
住所：〒107-6006 東京都港区赤坂 1-12-32  
TEL：03-3582-5542 

 
【免責条項】 
ジェトロは、本報告書の記載内容に関して⽣じた直接的、間接的、あるいは懲罰的損害および利益の
喪失については、⼀切の責任を負いません。これは、たとえ、ジェトロがかかる損害の可能性を、知
らされていても同様とします。 
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○オーストラリアにおけるインフラ事業

 世界経済の成長と人口の増加により、インフラ事業に対する投資の必要性が高まって

いる。オーストラリアのインフラ投資については、主に以下の要因により高まりを見せ

ている。

・人口増加に対応：近年、オーストラリア各地で人口が増加している。シドニーやメ

ルボルンといった大都市に加えて、クイーンズランド州南東部やパースでも人口が

増加。今後もこの傾向は続くものと考えられ、都市の成長による既存インフラの改

修と新しいインフラ事業に対する投資の必要性が増大している。

・環境対策：干ばつや温室効果ガス削減を含む環境問題は、オーストラリアにとって

大きな課題となっている。

オーストラリアは最近まで、過去に経験のしたことのない深刻な干ばつとなってお

り、家庭、事業者及び農業向け用水の逼迫感を引き起こしていた。水不足解消のた

め、脱塩プラントを含む水及び水再処理プロジェクトが増加している。一方、環境

対策意識の高まりを受け、温室効果ガス削減を目的とした再生可能エネルギー等に

対して、政府からの資金支援が計画されている。2010 年末からクイーンズランド州

及びビクトリア州他を襲った洪水被害に対する復興支援のため、一部の環境対策資

金の見直しが行われたものの、環境対策は、今後も投資を増やすと考えられる。

・資源関連インフラ整備：新興国を初めとした旺盛な資源需要は、オーストラリアの

資源分野の成長を促しており、政府及び民間企業が、港湾や鉄道といったインフラ

の拡張に対して重点的に投資を行っている。この投資は、新興国を初めとした世界

の資源需要が続く限り継続すると考えられる。

・インフラ投資による景気対策：世界金融危機は多くの国において景気の減速を招い

た。オーストラリア政府は、経済発展や雇用の創出といった、各種の景気刺激策を

実施し、インフラ向け資金を増加させた。

近年、連邦及び州政府の資金が、オーストラリアのインフラ開発に投じられている。

連邦及び州政府レベルにおいて、インフラ投資に対して長期のコミットを行っており、

下記の重要な計画を含む数多くのインフラ投資計画が策定されている。

・2009 年 2 月、連邦政府は 420 億豪ドル1におよぶ「Nation Building Program」を公

表。

・2008 年 12 月、ビクトリア州政府は 380 億豪ドル2におよぶ「Victorian Transport 
Plan」を公表。

・ニューサウスウェールズ州政府は「Metropolitan Plan for Sydney 2036」を公表。当

該計画には、502 億豪ドル3の「Metropolitan Transport Plan」が盛り込まれている。

                                                
1 http://www.economicstimulusplan.gov.au/pages/theplan.aspx 
2http://www.transport.vic.gov.au/DOI/DOIElect.nsf/$UNIDS+for+Web+Display/DFCA09DB8F

DE7F8BCA2577AB0082B1E2/$FILE/vtp.pdf 
3 http://www.metroplansydney.nsw.gov.au/Portals/0/pdf/MetroPlanSydney.pdf 

概況

http://www.transport.vic.gov.au/DOI/DOIElect.nsf/$UNIDS+for+Web+Display/DFCA09DB8FDE7F8BCA2577AB0082B1E2/$FILE/vtp.pdf
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・クイーンズランド州政府は、2005 年に「South East Queensland Infrastructure 

Plan」を公表。2005 年以降 220 億豪ドル4が投じられ、2011 年までに追加投資も

含め 286 億豪ドル5の投資となる見込み。 

 

ABN Amro が 2006 年に発表したレポートでは、2006 年から 2016 年までの 10 年間に

公共セクターにおいてインフラに投じられる金額は 3,380 億豪ドル6になると予想されて

いる。 

 

 オーストラリア連邦及び州政府は、経済成長及びオーストラリア全土の繁栄を支援す

る手段としてインフラへの投資に関し長期のコミットメントを明らかにしており、今後

10 年間で 7,500 億豪ドル（約 61.5 兆円 1 豪ドル＝@82 円）を投資して、学校、病院、

情報通信、鉄道網及び空港などの施設に投資する計画があると示唆している。 

 

インフラ事業に係る各種制度の整備と方向性  
 
一方で、オーストラリア政府は、諸外国と同様、インフラの開発・改善に必要な資金

に対し、これに対応すべき政府の財源とのギャップの拡大に直面している。 

この財源ギャップを克服するため、今後のインフラ整備は、できるだけ効率的で、か

つコスト効果の高い方法が必要とされているが、何れにしても、政府だけで全ての資金

を調達するのは不可能であり、民間企業の役割が重要となっている。 

 

オーストラリアでは、1980 年代のシドニー・ハーバー・トンネルなどのプロジェク

トを先駆けとして、20 年以上前からインフラ整備に民間部門が活用されてきた。その後、

規制緩和と民営化の拡大をめざす動きを受けて、オーストラリアでは 1990 年代から多

くの法律を制定し、民間部門のインフラ事業への参入機会が拡大している。 

具体的には、国家鉄道会社法（National Rail Corporation Act 1992）、道路交通法

（Roads Act 1993）、空港法（Airport Act 1996）、電気通信法（Telecommunications 

Act 1997）などが制定されている。 

これらの法律が制定されたことにより、所有権、リース条件、政府に対するサービス

の提供の自由度が、従来よりも格段に高まり、民間部門の公共インフラへの関与が促進

されている。 

 

オーストラリアのインフラ市場は、連邦政府コーディネーター・ジェネラル

（Coordinator General：連邦統括調整官（インフラストラクチャー・交通省事務次官が

兼任））の調整のもとで、インフラストラクチャー・交通大臣によって統括されている。

多くの州もインフラストラクチャー大臣管轄のもと、中央連絡窓口としての役割である

各州コーディネーター・ジェネラルにより、インフラに関する政策、優先順位、各種規

定などが管理されている。 

 

                                                 
4 http://www.dip.qld.gov.au/seqipp 
5 http://www.dip.qld.gov.au/seqipp 
6http://www.ceoforum.com.au/article-detail.cfm?cid=9272&t=/Julian-Vella-KPMG-

Australia/Infrastructure-spending-set-to-increase 
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（１）「オーストラリア・インフラストラクチャー委員会」の設置 

 2008 年 4 月に制定されたインフラストラクチャー・オーストラリア法

（Infrastructure Australia Act 2008）に基づき、オーストラリア・インフラストラクチ

ャー委員会（Infrastructure Australia（以下、IA））が設立された。 

IA は、連邦政府から独立した諮問委員会となっている。主な業務としては、連邦政

府、各州、準州、地方政府、投資家などに対して、国家的に重要なインフラ事業の優

先順位、関連した政策の立案や規則の変更などの通知を行う。同委員会は、連邦政府

のインフラストラクチャー基金を国家的プロジェクトの優先順位に基づいて割り当て

る責任を持っており、プロジェクトの選定について厳格な評価プロセスを実施してい

る。 

 

（２）「国家官民連携政策及び指針」の制定 

オーストラリア連邦政府協議会（Council of Australian Governments：COAG）は、

2008 年 11 月、「国家官民連携政策及び指針」（National Public Private Partnership 

Policy and Guidelines（以下、PPP ガイドライン））を承認した。 

この結果、連邦、全ての州及び準州の政府機関が PPP ガイドラインを適用すること

になり、各法律などで従来適用されてきた政策及び指針は廃止された。 

当該 PPP ガイドラインでは、「インフラストラクチャーの提供に関する連携政策等

の適用は各法域が決定するものとする」とし、「一部の領域では、独自の条件や原則

を適用する」ことで、柔軟性を維持するとしている。なお、PPP ガイドラインが規定

する手順と異なる扱いがされる場合は、管轄 PPP 当局（通常、財務又は経理担当）の

承認を得る必要がある。 

PPP ガイドラインの導入により、各州政府はプロジェクトの資本支出が 5,000 万豪

ドル（約 41 億円）を超える場合は、従来の方法と PPP のバリュー・フォー・マネー

（VFM）を比較しなければならないことを義務づけられている。このプロセスは、民

間部門が以下の６項目について、VFM を実現できるかを評価するものとなっている。 

①当該プロジェクトが十分な規模で、長期的な期間を有するもの 

②リスク形態及びリスク移転の方法 

③プロジェクト・ライフに対するコストの査定 

④技術力（アウトプットを満たすだけの技術力を提案できているか） 

⑤資産用途（第三者の利用又は効率的な設計によるコストの削減が行われている

か） 

⑥設計、施工、建設、オペレーションの要求項目を満たしているか 

 

（３）オーストラリアにおける PPP 市場の概要 

  オーストラリアにおける PPP の実施は、導入初期の 1980 年代から進み、経済イン

フラ（道路、鉄道、空港等）及び社会インフラ（学校、病院、刑務所）の広範囲にわ

たる各事業分野において、インフラサービスの提供に実施されている。 

 オーストラリアの PPP は、連邦政府に設置された IA が管理する PPP ガイドライン

により実施され、各州及び自治体レベルでも同様に適用されている。 

  前出のとおり、連邦政府や各州政府は、今後 10 年間で 7,500 億豪ドル（約 61.5 兆

円）を投資して、学校、病院から情報通信、鉄道網、空港などの施設に投資計画があ

ると示唆している。今後のインフラ整備に必要な投資は、政府だけで全ての資本を調
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達するのは不可能であり、民間企業の役割が重要になっている。他方、国内市場だけ

で資本から人的資源まで負担することは不可能であることから、オーストラリアにお

けるインフラ事業について、PPP で事業を実施するには、今後、資金調達、建設、事

業運営などの全ての分野で、外国からの民間事業者の参加に頼ることが必要となって

いる。

この様な状況の中で、オーストラリアの PPP市場は常に変化をしており、都市鉄道

網や再生可能エネルギーといった分野にまで、今まで以上に、特別な技術の導入が必

要とされている。

（４）市場参加者の概要

  オーストラリアでは、広範囲にわたる各種インフラ事業に対し、PPP の実施者とし

て民間企業にその機会が与えられている。これに対して民間企業は、複数の企業グル

ープから成るコンソーシアムを結成して入札を行っている。当該コンソーシアムは、競

争力を維持するため請負業者との関係を強化することで戦略的アライアンスを結成し、

これまでに培われた能力の維持・向上を図っている。この結果として、病院や道路と

　いった特定の事業分野に特化したチームを結成する動きが見られている。

 また、プロジェクト規模が多様化した結果、オーストラリアでは、二重構造の市場が

発達している。規模が 10 億豪ドル（約 800 億円）を超える大規模プロジェクトについ

ては、国内だけで２つから３つ以上のコンソーシアムを組むのは不可能であることから、

競争力が減退傾向となっている。しかしながら、最近の大規模交通プロジェクトについ

ては、入札に参加したコンソーシアムの数は５つから６つと増加が見られている。一方、

規模が 10 億豪ドル未満のプロジェクトには、国内で５つから６つのコンソーシアムを

組むに十分な能力が存在している。オーストラリアで結成される通常のコンソーシアム

は、主に以下の構成となっている。

 ・エクイティ投資家

 ・PPP及び実施プロジェクト分野で実績のある建設会社

 ・施設管理会社（ハード及びソフトの施設管理）

 ・専門的技術や特別な技術へのアクセス権を有する技術パートナー

以 上




