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オーストリアと言えば…？









オーストリアの確固とした産業基盤

観光: 15 %産業: 29 %

2019年
対GDP比



欧州の中心に位置する強い経済力

 面積: 83,872 km²

 人口: 870 万人

 GDP成長率: 1.6% （2019年）

 GDP / 人: 39,000ユーロ

 R&D割り当て: 3.19%（2019年）

 高い経済性と社会的安定性



オーストリアの5大産業

機械

自動車

電気/電子 化学

食品



オーストリアの企業を

ご存知ですか

?



隠れたチャンピオン

 世界市場において上位3位
 ヨーロッパで１位
 年間売上 30億ユーロ未満
 オーストリアに拠点
 知名度は低い（ニッチ製品、B2Bが主）
 私有企業

オーストリアの隠れたチャンピオン企業200社
年間売上 < 2億ユーロ

& 世界＆ヨーロッパのマーケットリーダー65社
売上 > 2億ユーロ



Rosenbauer
消防と災害に対するシステムの世界有数のメーカー。
スタッフ：> 3,500

販売ネットワーク ＞ 100ヶ国
全世界での販売：9億900万ユーロ



Blum

世界有数の家具付属品メーカー
スタッフ： オーストリア / 6,000人、全世界 / 8,000人
全世界での売上： 18億ユーロ



オーストリアの
外国企業

Source: Statistik Austria 10/ 2019

総企業の 3.4 %

従業員の 21.0 %

人件費の 28.5 %  

生産価値の 29.6 %  

研究開発スタッフの 42.1 %

研究開発費の 53.1 %



マグナシュタイアーは、世界有
数の自動車メーカー向けエンジ
ニアリング企業である

カナダのマグナインターナショ
ナル社の

子会社であり、グラーツを中心
に7,000人の従業員を擁してい
ます。
毎年、BMW、メルセデス・ベン

ツ、ジャガー、トヨタといったブラ
ンド車、約140,000台が、
ここで製造されています。

自動車クラスター グラーツ

https://www.magna.com/ja/products/完成車/完成車生産/製品/完全な車両エンジニアリング



BMWとMINIの2台に1台はオーストリア製
のエンジンを搭載

BMW



フィラッハに新しいチップ工場
投資額：16憶ユーロ

Infineon



Takeda

腫瘍学、消化器病学、神経科学という3つの治療領域
に焦点を当てた医薬品の導入と製造



Daikin Airconditioning Central Europe 

HandelsgmbH

www.daikin-ce.com



オーストリアに拠点を持つ日本企業

http://nittoku.eu/deutsch/index.html
http://www.his-austria.at/de/index.html


Austria

国際企業がオーストリアを選ぶ五つの理由

中央ヨーロッパ

EU市場への理想的
なアクセスが可能

国のフレームワーク：

高い安定性と

セキュリティー

支援革新的なテクノロジーと

競争の激しいビジネス環境

質が高く柔軟性に富
む労働力



市場規模
9,000万人

市場規模
4億2,000万人

市場規模
7億6,000万人

全欧州へのアクセス



投資家オーストリア: Austrian FDI in

CEE
オーストリアの投資家としてのランクそれぞれの国における総投資の割合
2018年

#1 / 25.6

#1 / 19.6

#1 / 19.6

#2 / 13,1

#4 / 10.3

#2 / 13.9

#3 / 10.8

#3 / 12.6

#7 / 4.3

#2 / 9.4

#2 / 11.3
#7 6.9



Austria

国際企業がオーストリアを選ぶ五つの理由

中央ヨーロッパ

EU市場への理想的な
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高い購買力

オーストリア: 128EU: 100

2019年

Source: Eurostat



ストライキがほとんどありません

ヨーロッパ: 49オーストリア: 2

ストライキが行われた日数：
2010-2017 年間平均
従業員1,000人あたり

Source: European Trade Union Institute



Austria
国際企業がオーストリアを選ぶ五つの理由

中央ヨーロッパ

EU市場への理想的
なアクセスが可能

国のフレームワーク：

高い安定性とセキュリ
ティー

質が高く柔軟性に富む
労働力

支援革新的なテクノロジーと

競争の激しいビジネス環境



才能：資格を持つ
生産的な人材

 EUの平均を16％上回る生産性

 世界でのモチベーションランキン
グ4位

 二元制教育システム：研修制度

 職業訓練学校（HAK、HTL：
オーストリア独自の学校）

 私立大学12校、公立大学22校の
密接なネットワーク

 現代的で柔軟な労働力

 法律



生産性の高いスタッフ

出典: European Commission, Eurostat (07/2018)

労働生産性
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Source: CBRE 2019

適切なオフィス価格
年間総居住コスト/m²（ユーロ）
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 水力発電がオーストリアの
電力需要の60％をカバー

 流れ込み式発電所
670施設以上

 小規模水力発電所 およそ
1,800ヶ所

 再生可能エネルギーの占
有率 オーストリアの
エネルギー構成の32.5％

 オーストリアには原子力発
電所が存在しません

グリーン
エネルギー



ウィーン：
世界で最も住みやすい
都市

Economist

Global Liveability Index 2018

Global Liveability Index 2019

Mercer

オーストリアの首都ウィーンは10年連

続で世界で最も住みやすい都市に選
ばれました。（2019年）



Austria
国際企業がオーストリアを選ぶ五つの理由

Central European  
location with ideal  
access to EU  
markets

国のフレームワーク：

高い安定性とセキュリ
ティー

質が高く柔軟性に
富む労働力

支援革新的なテクノロジーと

競争の激しいビジネス環境



投資家に有利な
税制度

 法人税率： 25%

 最新のグループ課税

 R&D控除： 14% 

 営業税免除

 富裕税免除

 二重課税防止条約

 包括的なインセンティブ制度



日本企業がオーストリアに投資を行う
3つの理由

 ヨーロッパの中心に位置

 大きな市場潜在力

 優れた費用対効果 / 高い生産性



Who We Are

 国際的な投資家のための
コンサルティング企業

 所轄は経済省

 28名の経験豊富なスタッフ

 東京、上海にオフィスを構
える国際的ネットワーク

 オーストリア国内のネット
ワーク 8
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