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今月のトピックス
～ 『手元資金の活用で業界再編へ』
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素材業界 ～ 『手元資金の活用で業界再編へ』 （1/2）

㈱大和証券経済研究所、㈱大和総研、モルガン・
スタンレー証券㈱、アジアン・センチュリー・クエス
ト・キャピタルを経て、2014年にフロンティア・マネ
ジメント㈱入社。

化学業界を27年間担当。アジアン・センチュリー・
クエスト・キャピタルでは化学だけでなく、素材・住
宅・住設業界を担当。

米国「Institutional Investor」誌のアナリストラン
キングで1996年から8年連続、日経アナリストラ
ンキングおよび毎日エコノミスト誌のアナリストラ
ンキングで1997年から7年連続トップランキング
を獲得。2002年の日本テンペストによるアナリス
トランキングでは、投資家だけでなく化学企業か
らもトップの評価を得た。

4

銀林俊彦

Toshihiko Ginbayashi

マネージング・ディレクター

2016年3月末の資金循環統計が日本銀行から発表された。これによ
ると民間非金融法人企業の現金・預金保有高（以下、手元資金）は
261兆円となり、前年3月末と比較して20兆円もの増加となった。この
増加幅は1990年以降で最大であり、増配や自社株買いの増加など株
主還元の進展を考慮すると意外である。石油価格下落が進展し、電
力・ガス、また石油や化学などの素材産業で棚卸資産がエネルギー単
価低下により減少し手元資金が増加したものと推測される。

企業の手元資金は、リーマンショック後の2009年3月末から増加が
続いている。2009年以降の超低金利下で資金が企業に滞留している
のはマクロ経済の観点から極めて不健全である。長期的な視点におい
ても、手元資金が261兆円というのは適正水準とは考えにくい。

企業に貯まった手元資金の行く先はあるのだろうか。選択は①有利
子負債圧縮、②増配や大規模な自社株買いの実施、③M&Aを含む設
備投資の実行、の三つしかない。D/Eレシオが業界内で相対的に高い
場合、有利子負債の圧縮はバランスシートの健全化という点で有効で
ある。自社株買いはROEを高めるとともに、一株当たり価値を引き上
げる。既にバランスシートが健全な企業には有効策と言える。また、増
配や自社株買いは、消費を刺激するという点で、マクロ経済にもポジ
ティブな効果をもたらす。

設備投資は一部の産業を除き、手元資金を大幅に減少させるほどの
規模にはならないと思われる。結果として、手元資金の使い道として残
された手段はM&Aとなる。思い切った自社株買いとM&Aに踏み切れ
ないことが、巨額の資金が企業に積み上がっている理由であろう。
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素材業界 ～ 『手元資金の活用で業界再編へ』 （2/2）
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情報は日本銀行『資金循環統計』より入手

日本の石油業界では、手元資金活用で業界再編を進めている例も見られる。代表例は、出光興産である。同社は、2016
年9月に昭和シェル石油の筆頭株主になる予定である。一方、グローバルの化学業界では、2016年に入っても農薬事業を
主体に大型再編が次々と報じられている。2015年12月にはダウ・ケミカルとデュポンとの経営統合が発表された。2016年
に入り、2月に中国化工集団による農薬大手のシンジェンタの買収が発表された。さらに5月にはバイエルがモンサントの買
収提案を明らかにした。買収は、5-7兆円規模である。また、ダウ・ケミカルとデュポン合計の時価総額は12兆円を上回る。
一方、日本の化学業界で最も時価総額が大きいのは花王であるが3兆円弱である。上場化学企業は132社あるが、時価総
額が5,000億円を上回っているのはわずか12社。規模が重要な石油化学など汎用製品の時代から利益率重視のスペシャ
リティケミカルへ関心が移行しているとはいえ、海外企業との規模の格差が大きい。スペシャリティケミカルは儲かる事業の
数をいくつ保有するかが大変重要である。競争力強化のためにも、手元資金を業界再編へ使うことを考えるべきである。手
元資金が潤沢でなくとも超低金利下では資金コストは低く、業界再編を進める絶好の機会である。
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産業調査コラム
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流通業界 ～ 『「お・も・て・な・し」一辺倒からの脱却』

野村総合研究所、バークレイズ証券会社、UBS
証券会社、㈱産業再生機構を経て、2007年にフ
ロンティア・マネジメント㈱設立。

10年以上にわたり流通業界を中心に証券アナリ
ストとして活動。㈱産業再生機構においては、地
方百貨店である津松菱やうすい百貨店の事業再
生に関与し、カネボウおよびダイエーの案件では、
取締役として事業再生に関与。

1999年に国内外の複数のアナリストランキング
において、小売部門でトップランキングを獲得。

7

松岡真宏

Masahiro Matsuoka

代表取締役

主な著書

三城ホールディングス副社長の多根幹雄氏の近著『スイス人が

教えてくれた「がらくた」ではなく「ヴィンテージ」になれる生き方』に

は、彼のスイス赴任時代の多くの経験が記されている。中でも興

味深いのは「釣銭が出ないバス券売機」である。日本人の感覚か

らすると非常識だが、スイスでは常識で消費者は常に小銭を用意

するらしい。

多根氏は言う。釣銭がきちんと出る方が便利に決まっている。し

かし、釣銭を出す設計をすると券売機自体が高額となる。釣銭を

補充するなど券売機のケアにも手間がかかる。当然、人件費もか

かり、社会全体のコストが上昇する。それならば、各人が小銭を

用意して、券売機の価格や維持コストなど社会的コストを下げる

方が全体的には合理的という判断なのであろう。

滝川クリステルさんの名演説以降、「おもてなし」が日本のサー

ビス業のアイデンティティとなった。しかし、過剰なサービス・設備・

ホスピタリティが、同業界の低収益性の一因かもしれない。もちろ

ん、高水準のホスピタリティのサービス業があること自体は問題

ではない。しかし、スイスの券売機のように、各消費者がちょっと

した不便を受け入れることで、ビジネスモデル全体のコストを下げ

るサービス業が現れても良いし、これは各ステークホルダーに

とって経済合理性があると推測される。ひょっとすると、ウォル

マート傘下となった西友に、その萌芽があるのかもしれない。

『小売業の最適戦略』（㈱日本経済新聞社 1998年）
『百貨店が復活する日』（㈱日経BP社 2000年）
『問屋と商社が復活する日』（㈱日経BP社 2001年）
『逆説の日本企業論』（㈱ダイヤモンド社 2003年）
『私的整理計画策定の実務』共著（㈱商事法務 2011年）
『流通業の「常識」を疑え！』共著（㈱日本経済新聞出版社 2012年）
『ジャッジメントイノベーション』共著（㈱ダイヤモンド社 2013年）
『時間資本主義の到来』（㈱草思社 2014年）
『「時間消費」で勝つ！』共著（㈱日本経済新聞出版社 2015年）
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情報通信業界 ～ 『「老舗」ソフトバンクの今後やいかに』

全日本空輸㈱、メリルリンチ証券会社（現、メリル
リンチ日本証券㈱）を経て、2009年にフロンティ
ア・マネジメント㈱に入社。

BTによる日本テレコム㈱への出資やルノーによ
る日産自動車㈱への出資等、M&Aアドバイザ
リー経験多数。調査部では10年弱の株式アナリ
スト経験を有し、通信及びインターネットセクター
を担当。電機、電子機器部品製造、情報通信業
等のコンサルティングを担当。

2003年から2008年にかけて米国「Institutional 
Investor」誌、日経金融新聞「アナリスト人気ラン
キング」の両調査において通信部門で上位にラン
キング。また、2007年には総務省モバイルビジネ
ス研究会構成員を務める。2010年には㈱ウィル
コム事業管財人代理を務める。
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合田泰政

Yasumasa Goda

常務執行役員

ニケシュ・アローラ氏がソフトバンクを去った。これでソフトバンク

の舵取りは再び完全に孫氏の手に戻ったと言えるが、アローラ氏

がソフトバンクに入社する前の同社の状況に戻ったという訳では

ないだろう。

ソフトバンクの成功の重要な本質は、孫氏が、類まれな嗅覚と

圧倒的な行動力そして天才的な交渉力で、次々と世界中のITベ

ンチャーへの投資を行い、その中でヤフーやアリババといった大

当たりを出してきたことにあると言ってよいだろう。その意味で孫

氏は、FacebookもGoogleもいなかった時代からのこの分野での先

駆者であり、稀代のテクノロジーベンチャー投資家である。

しかし、AIやIoTがあらゆる産業、あらゆる製品やサービスに広く

かつ大きな影響を与えるに至り、今やGEもトヨタも孫氏のライバ

ルになっている。しかもAIやIoTによって、これまでにないような汎

用性あるプラットフォームを構築できれば（IBMのワトソンがそれを

狙っているように）、その規模の経済は従来のIT産業の比ではな

くなる可能性を秘めている。この分野で「老舗」であり、今度は追

いかけられる側に立たされたソフトバンクは、アローラ氏が残した

2兆円の現金をどのように使い、そしてこれからも攻め続けること

ができるのか。孫氏の「クレイジーな構想」を早く見てみたい。
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テクノロジー関連業界 ～ 『ｘｘｘ-TECHの台頭』

大和証券㈱、ゴールドマン・サックス証券会社、メ
リルリンチ日本証券㈱、アライアンス・バーンスタ
イン㈱等を経て、2012年にフロンティア・マネジメ
ント㈱に入社。

22年間、一貫してテクノロジー関係のアナリスト
業務に従事。家電業界、総合電機、電子部品、精
密機器、ゲーム業界等、国内テクノロジー関連企
業をほぼ網羅。その他、医薬品・小売り・繊維・
サービス等の生活関連産業、電子素材等を含む
川上のテクノロジー関連業界、汎用化学等へも調
査対象を拡大。

1994年以降、日経金融新聞「アナリスト人気ラン
キング」や米国「Institutional Investor」誌等のア
ナリストランキングでは、ほぼトップ3の座を継続。
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栗山史

Hitoshi Kuriyama

産業調査部長

昨年から多くの「xxx-Tech」という単語を見かける。FinTech(金
融+テクノロジー)、EdTech（教育+テクノロジー）などは毎日のよう
に特集や雑誌の見出しを飾り、今年に入ってAgriTech(農業+テク
ノロジー）やGovTech（行政+テクノロジー）などの新語も現れてき
た。これらに共通する目的は、生活密着型の歴史あるサービス・
産業が、IoT/AIという新たなテクノロジーを用いることで、非効率
性を排除し、より良いサービス・モノを安価・高信頼性を伴って提
供することを可能にする、ということだ。

先行したFinTech/EdTechは、数年前からスタートアップや一部
ベンチャーが注力。巨大産業である既存のサービスを置き換える
可能性に着目し、該当企業の争奪戦が繰り広げられている。既に
スマートフォンの普及台数は30億台に達しており、数年前比でも
有力なサービスが一気に普及する可能性が高まっている。一方
普及には規制や歴史的産業構造が影響し妨げになる懸念も多い。
既得権益保有者が強い日本は、その代表かもしれない。

IoT/AIを応用した新サービスの代表では、既にAlphabet・
Apple・AmazonやUber・Trip Adviserなどがそれぞれの分野でマ
ジョリティを獲得。既に彼らはデータ獲得から検証→実行のサイク
ルを進めているが、対抗するにはまず彼らに勝る量・質に優れる
顧客接点から可能な限り多くのデータを集積することが必須。さら
に、その分析を独自のアルゴリズム上で行うことで行動を精度高
く予測し、行動を推奨する必要がある。既にスマートフォンなど端
末でポジションを失っている日本企業にとって、サービス事業での
グローバル展開・ポジション獲得は、難しいチャレンジかもしれな
い。
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消費財業界 ～ 『M&A戦略の重要性』
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1996年に日商岩井㈱（現、双日㈱）に入社し全社
再生プロジェクト等を経験後、ローランド・ベル
ガー、ブーズ・アレン・ハミルトン等のグローバル
コンサルティングファームで多様なプロジェクトに
従事。2013年にフロンティア・マネジメント㈱に入
社し、2016年にコンサルティング第3部長に就任。

消費財・小売・サービス業界を中心に全社成長戦
略、海外戦略、ブランド戦略、現場改革、事業再
生等に取り組む。特に消費財メーカーの商品開
発に深く関与し戦略策定から関連組織・業務プロ
セスの改革、人材育成までを一貫して支援するプ
ロジェクトを多数経験。

「時間消費で勝つ！」（日本経済新聞出版社、
2015年）、「時間資本主義における『コト』の変化」
（日経ビジネスオンライン、 2014年）、「データで
みる流通」（チェーンストアエイジ 、2014年）、「商
品開発力の磨き方」（同、 2014年）等、消費財・
流通業界に関する著作・寄稿多数。

松本渉

Wataru Matsumoto

コンサルティング第3部長

消費財メーカーからM&Aに関連する相談が増加している。しか
しよくよく議論してみると、対象分野と想定案件規模の目安がある

だけで、そもそも何を目的として、どのような企業を買いたいのか、

おおもとの戦略が固まっていないケースも多い。

M&Aの目的として「時間を買う」ことが挙げられることがあるが、
株式市場の目線に立てば、「他社ではなく、ほかならぬ自社が行

う必然性」がない限り、「時間を買う」ことの正当化は難しい。「自

社が行う必然性」を裏付けるには、M&Aを通じてどのような組織
能力を補いたいのか、それが自社の能力とどういう補完関係に繋

がるのかを構想する戦略が不可欠だ。

このような戦略が十分に固まっていないと、いざ予想もしない案

件がきたときに浮き足立って高値掴みをしたり、買収後に利害対

立に直面したときにリーダーシップを発揮できず統合に失敗したり

しがちである。M&A戦略はこのようなリスクを極小化する最低限
の準備と言えるだろう。

かかる戦略構築には「意思決定の透明性向上」という副次効果

もある。M&Aは秘匿性の高さゆえ経営トップのみで検討されるこ
とが多いが、個人的な思い入れが先行して自社の成長戦略とか

い離してしまうケースも多い。M&Aを聖域から白日に晒すことで
組織的で首尾一貫した成長戦略を実行することが可能となる。
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ヘルスケア業界 ～ 『ヘルスケアのメガトレンド』

鹿島建設㈱、㈱ボストンコンサルティンググルー
プ、ブーズ・アンド・カンパニー㈱、GE横河メディ
カルシステム㈱（現、GEヘルスケア・ジャパン㈱）
を経て、2012年にフロンティア・マネジメント㈱に
入社。

国内及び欧米の大手消費財・産業財関連企業・
ヘルスケア企業に対し、成長・新規事業戦略策定、
買収後統合、業務改革、長期ビジョン策定等のプ
ロジェクトマネジメントを担当。また、医薬品・医療
機器・電力・石油・化学・ハイテク・食品・アパレ
ル・化粧品等業界の日本企業及び外資系企業に
対し、中長期事業戦略策定、組織能力向上、ビジ
ネスデュー・ディリジェンス、事業統合戦略策定、
事業再生戦略策定・実行支援等の数多くのプロ
ジェクトをリード。
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小林創

Hajime Kobayashi

マネージング・ディレクター

筆者チームがいつも名刺代わりに持ち歩いている資料では、メ
ガトレンドとして7項目を挙げている。①少子高齢化の進展と経済
成長鈍化・景気低迷、②薬機法・介護保険法改正、診療報酬改
定、消費増税、③国際ハーモナイゼーション、④医薬品の2010年
問題、2015年問題、⑤技術革新、⑥消費者エンパワーメント、⑦
異業種プレイヤーの参入による業界活性化／競合激化。実はこ
の7項目には変化のドライバーと誘因、背景、帰結などが混在し
ている為、そもそもメガトレンドは何かを定義してみたい。

メガトレンドとは10年もしくはそれ以上の長期間にわたる大きな
流れで、個別の企業の動きや短期的なゆらぎを超えたもので、背
景要因ではなく、変わらないことについても本来語る必要がある。

メガトレンドをあえて一つに絞ると、健康・疾病のセルフマネジメ
ントが可能になる、としたい。この為には、①健康や疾病が見える
化できる、②健康や疾病に対する打ち手が存在する、③個人と
サービス提供者との情報の非対称性が解消される、そして何より
④個人の属性に応じたソリューションの選択が可能になることだ。

①②は異業種参入でICT、センシング、ナノテク等を活用した新製
品・サービスの登場と低価格化、③はSNS等の進化・浸透、ユー
ザーの洗練による個人のインテリジェンス向上、④は従前の製
品・サービスがコモディティ化しても存続すると同時に新たなソ
リューションがニーズに応じ提供されるため選択肢が増加、これら
ドライバが互いに相互に影響しつつそれぞれの局面で均衡し推
移していく、というダイナミクスの台頭をメガトレンドと捉える。
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電子デバイス・材料業界 ～ 『特定顧客依存の難しさ』

大和証券㈱、㈱大和総研、モルガン・スタンレー
証券会社を経て、2009年にフロンティア・マネジメ
ント㈱入社。

大和証券㈱、㈱大和総研では、通信機器、半導
体、半導体製造装置、ソフトウエア産業の調査を
担当、モルガン・スタンレー証券会社では、電子
部品の調査を開始、産業アナリストとして17年の
経験を有する。

2001年に日経アナリストランキングで1位になる
など、各種ランキングで上位に名を連ねる。
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村田朋博

Tomohiro Murata

マネージング・ディレクター

主な著書

過去３年間ほどの日本のハイテク産業を牽引したのは、特定の
スマートフォン・メーカー向けの機械、素材、部品であった。同社
は、約2億台のスマートフォンを、業界平均の3倍程度に相当する
平均700ドル程度で販売してきた。すなわち、それだけで14兆円
相当を売りあげており、したがって、機械、素材、部品企業の大き
な顧客である。

この３年間に業績を著しく拡大させた企業群の中には、当該企
業向けの販売が牽引した企業が少なからずある。しかしながら、
同社のスマートフォンも目新しさがなくなってきたとの指摘がふえ、
そのためか、いくつかの新しい技術の導入が想定されている。ま
た、アジア企業の追い上げも激しく、機械や部品の納入価格にも
厳しくなることが予想される。

過去においても、当該企業の製品選択の変化によって大打撃を
受けた企業がある。最高益を更新したと思ったら一転、赤字転落
のような事例だ。

当該企業は、部品の変更による、既存生産設備の陳腐化を補
償などしてくれない。常に良い部品にのりかえるだけであり、これ
が、筆者が同社を秋元康氏―AKB48になぞらえる背景になって
いる。当該企業への依存度が大きかった企業ほど、今後のかじ
取りは難しい。秋元康氏に選び続けられる努力が必要である。

また、一部の天邪鬼企業はそもそも特定企業への高依存度を
避ける。キーエンスが最適な事例であり、同社には、特定産業・
顧客向けの製品は存在しない。巨大顧客との付き合い方は、重
要な経営判断であり、当該顧客とのつながりが深い企業の今後
数年間の業績が注目される。

『電子部品だけがなぜ強い』（日本経済新聞出版社 2011年）
『経営危機には給料を増やす！』（日本経済新聞出版社 2013年）
『電子部品 営業利益率20％のビジネスモデル』（日本経済新聞出版社 2016年）
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㈱埼玉銀行（現、㈱りそな銀行）、モルガンスタン
レー、㈱ニッセイ基礎研究所、日興アセットマネジ
メント㈱、ソシエテ ジェネラルアセット マネジメン
ト㈱（現、アムンディ・ジャパン㈱）を経て、2015年
にフロンティア・マネジメント㈱に入社。

モルガンスタンレーでは、トレーディング部、市場
情報部、調査部(自動車業界担当)を担当し、その
後もファンダメンタル分析を主体に自動車業界の
完成車、部品、タイヤメーカー、鉄鋼を担当。

1991年に日本証券アナリスト検定会員資格を取
得。経済産業省の外郭団体日本自動車工業会

の下部組織である日本自動車研究所（通称
JARI）のITS産業動向研究会研究会長を務める
（現任）。
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加藤摩周

Mashu Kato

シニア･アドバイザー

中国汽車工業協会によると、中国では電動自動車（EV電気自
動車） と PHV（プラグイン・ハイブリッド車の合計）市場が急拡大
している。14年は10万台以下だった市場規模が15年には30万台
を超え、16年は70万台まで拡大するという見通しが中国汽車工
業会から出されている。

政府による強力な普及策が効果を上げており、具体的にはEVや
PHVの購入者に1台当たり最大100万円程度の補助金を支給す
るというもので、日系カーメーカー得意のハイブリッド車は対象外

である。実情はローカル製EV / PHVは電動車と呼べる代物では
なく、PHV購入後走行用バッテリーを外して使用するユーザーも
いるという。

ただしこのトレンドを日系メーカーは看過するわけにはいかない

だろう。自動車産業には「量が質を変える。」という鉄則があり、時

間の経過とともに世界のメガ・サプライヤーも本腰を入れ品質面

も急速に改善させる可能性が高い。その時に日系メーカーは市

場のどのポジションにいるだろうか。既に日産が14年にEVを、18
年にはトヨタがPHVを投入する計画であるが、「モノはいいが高す
ぎる。」という評価を覆せるか否かがポイントになろう。

自動車業界 ～ 『電動化に舵を切った中国自動車政策
～日系メーカーは電動化トレンドを果たして自社の成長戦略に取り込めるか』
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紙・パルプ・ガラス業界 ～ 『厳しくなるリターンへの要求』

㈱大和総研、ドイツ証券㈱を経て、2013年にフロ
ンティア・マネジメント㈱に入社。

電材業界、自動車部品業界、食品業界などの産
業分析、企業財務分析、企業価値分析に従事。
また、ガラス土石業界、紙パルプ業界、非鉄業界
などの産業分析や企業財務分析等を担当。

2012年のInstitutional Investors誌の人気アナリ
ストランキングでは第1位を獲得。
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石橋克彦

Katsuhiko Ishibashi

シニア・ディレクター

3月決算企業の株主総会が一巡した。報道によれば、必要な
ROE水準を満たしていないとの理由で、所謂議決権行使助言機
関から取締役選任議案に反対する意見を示された企業が今回の

株主総会で約400社にのぼったとのことである。実際に取締役の
選任否決までは至らなかったとしても、これら企業の経営者は資

本コストを上回る付加価値を自分たちが生み出せておらず、株主

に満足されていないことを真摯に受け止めるべきである。上場企

業である以上、こういった付加価値や企業価値に関する指標を設

定することは最低限必要であろう。

ただし経済環境や自社の現在の実力から逸脱した目標を設定

しても意味が無い。それよりも、明確なロジックや妥当な前提に基

づいて社内で十分に議論・検証された目標を設定すること、その

際に短期的には十分に高い水準を達成することが困難だとしても、

改善の道筋を示すと共に5～10年後の長期的なターゲットを示す
ことが重要と考えられる。また複数の事業を有する企業の場合、

事業ごとにもROICなどのターゲットを設定することが肝要であろ
う。

素材産業では、例えば紙パセクターや鉄鋼セクターなどにおい

て資本コストに見合ったリターンを得られていない。比較的高い収

益性を得やすい分野（川上・川下）での積極投資、収益性が低い

分野（川中）では生産体制の見直しなど効率性の改善を行うこと

も、指標の設定と同時に必要である。
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ASEAN担当 ～ 『BrexitのASEANへの影響について』

㈱日本興業銀行（現、㈱みずほ銀行）に入行、香
港上海銀行（東京支店）、独立系マーチャントバン
クを経て、2014年フロンティア・マネジメント㈱に
入社。

企業調査部門で小売業種を担当、1997年のアジ
ア通貨危機後のアジア進出日系企業の財務支援
プロジェクトを主目的とし、1998年～2006年まで
タイを中心とした東南アジア域内で、通貨スワッ
プや現地通貨建て起債環境整備などに関与。

香港上海銀行では、コマーシャルバンキング部門
で日系企業・アジア企業のカバレッジを担当。

ベンチャーキャピタルとアドバイザリー業務を行う
独立系マーチャントバンクでは、燃料小売ベン
チャーの事業再生や、映像コンテンツ運営ベン
チャーの知財カーブアウト（英国ファンドへの売
却）などをアレンジ。
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毛利剛実

Takemi Mori

シニア・ディレクター

Brexit（英国のEU離脱）の国民投票結果が明らかになって以来、
想起される影響についての話題は当面尽きないだろう。ユーロ圏
経済の停滞、EUからの移民数の増加、EUによる規制の押しつけ
や予算拠出に対する反発が、離脱ムードを押し上げた結果であ
ることは周知の通りである中、これら情勢がASEAN域内にどのよ
うに影響されるかについて、考察してみたい。

金融市場（通貨・株式等）・商品市場（金・石油等）については、
短期的に円高や世界的な株価下落などのショックを通じて
ASEAN域内の低流動性・高リスクの金融市場へのマイナス影響
はいうまでもない。他方、実経済面に目を向けた場合、英国との
繋がりは輸出入・直接投資上位には位置しない等、Brexitの直接
的な影響度は一見軽微なように見える。

但し、間接的かつ中長期的な影響について、①ASEAN統合モ
チベーション低下、②域内における地政学的リスク増大との2点を
挙げておきたい。今後のEU域内における結束の弱体化（フランス
やドイツの今後の総選挙で極右勢力が台頭等）に伴い経済圏を
形成するモチベーションが低下する可能性がある。また、ASEAN
諸国の場合、比較的排他的な国はマレーシアやタイが挙げられ
るが（極右勢力ではない）、域内における共産勢力（＝中国）の政
治面での影響力が増大する可能性がベトナムのみならず、フィリ
ピンやインドネシアなどにある。南沙諸島の領有権など、今後欧
米諸国が内向き政策を強めることになれば、域内における地政
学的リスクの拡大は十分リスクといえ、これらが域内への直接投
資に対してネガティブファクターとなり留意が必要である。
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中国担当 ～ 『クーカ社への出資計画から見える中国のロボット産業拡大意欲』

大和証券㈱、大和証券SMBC㈱香港現地法人
（現、大和証券キャピタル・マーケッツ香港リミテッ
ド）、㈱大和総研、三菱UFJ証券㈱（現、三菱UFJ
モルガン・スタンレー証券㈱）を経て、フロンティ
ア・マネジメント㈱に入社。Frontier Management 
(Shanghai) Inc.（100％子会社）の副総経理に就
任。

欧米亜株式のトレーディング業務および個人投
資家、事業法人向けの外国株式のセールス推
進・サポート業務、アジア株式のセールス推進業
務を担当。

日系企業の中国進出戦略策定、業務提携、合弁
事業の立上げ、進出に伴う立地選別、部品調達
先の紹介、人材確保の支援等多岐にわたる業務
を担当。

外国株式及び外国投資信託のセールス推進・サ
ポート業務、外国株式の基礎教育を担当。
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榮智亮

Rong Zhiliang

ディレクター

中国家電大手の美的集団が発表したドイツ産業用ロボットメーカー、
クーカに対するTOBの実施計画は、産業用ロボットでの中国の飽くな
き拡大意欲を示す最新事例。美的集団はクーカの価値を50億ドル余り
と評価し既に保有している株式を含め、同社株式の少なくとも30％の
確保を目指すと明らかにしている。

中国は世界最大かつ最も急拡大している産業用ロボット市場。ＩＦＲに
よると、14年の世界市場規模は320億ドルで中国市場は85億ドルに達
している。工場での自動生産に使われる産業用ロボットは、世界の製
造業大国を自任する中国にとってますます重要になっている。中国に
おける産業用ロボットの販売台数は15年に前年比16％増の6.6万台
に達し、北米の11％増、欧州の9％増を大幅に上回った。

中国企業は近年、ドイツで幾つかの大企業を買収してきたが、クーカ
の買収は極めて異例、本件は中国企業による初のドイツ上場企業の
買収案件であり、同時に初のロボット専業メーカーの買収となる。15年
にクーカの売上高は約33億9千万ドル、美的集団の売上高は約212億
ドルだった。専門家は「今回の買収計画は中国の製造能力を近代化す
るという政策に見合ったもの。中国は多関節ロボットの生産に関する
知識を手に入れたいと望んでいる。「引き続きドイツ・ロボットメーカー
買収は増加するだろう」と口を揃える。

日本は工業生産の自動化・デジタル化では世界のリーダー格で、ロ
ボット製造には幅広いノウハウを持つ。この案件を技術流出の危機と
見るか、それとも東芝機械のようにビジネスチャンスとして16年度内に
中国で産業用ロボット生産を始めるか、受け取り方は分かれるところで
あろう。しかし、中国企業から日本企業へのラブコールは多い。
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