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Welcome
弊事務所では、半期ごとに日本のアウトバウンド投資に関する資料を発行しています。
本書では、2019年における日本のアウトバウンド投資に関し、セクター及び地理的な
トレンドのほか、その推進要因や課題について、
ご紹介させていただきます。
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日本のM&A市場では、
アウトバウンド投資の金額（988億米ドル,334
件）がインバウンド投資の金額（124億米ドル、37件）を大きく上回る
傾向が続いています。
アウトバウンド投資の件数は、昨年の311件から
334件に増加していますが、投資金額は、昨年の1718億米ドルから988
億米ドルに大幅に減少しています。なお、2018年の武田薬品のシャイ
ヤーの取得（797億米ドル）の件を除くと、投資金額は微増しています。
日本のアウトバインド投資は快活である一方で、地政学的な不確実性
や規制監督の強化によりクロスボーダーのM&A案件は7％減少しまし
た。特に、
ヨーロッパやアジア太平洋地域のM&Aは、取引金額ベースで
20％も減少しました。
日本企業は、2019年、2年連続で、中国を抜いて、
アジア地域で最大のディールメーカーとなりました。
日本のアウトバウンドの投資先トップは、引き続き、アメリカであ
り、アメリカとオーストラリアで取引金額の60％以上を占めます。
取引量では、イギリスとドイツがヨーロッパではトップの投資先で
あり、アジア太平洋地域では、インドがトップでオーストラリアが
それに続きます。
多くの日本企業がサステナビリティ目標（ESGｓ）を採用するについて、
テクノロジー、化学産業、不動産、ヘルスケアの分野では、サステナビリ
ティに対する関心が高まっており、それによって、再生可能エネルギー、
バッテリー貯蔵、電気自動車への投資の機会が増えています。
国内市場の縮小化、資金への容易なアクセス、資産のリサイクル、
破壊的技術、日本政府の支援の増加といった国内外のさまざまな要
因が日本のアウトバウンド投資を今後も後押しします。

Mergermarket 2018年および2019年のデータに基づいています。

*

日本のアウトバウンド投資のトレンド（2014年－2019年)
(Mergermarket Global 2019 p37)
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日本のアウトバウンド投資のセクター別トレンド（2018年vs 2019年）
(Mergermarket Global 2019 p37)

セクター別トレンド
トップセクターは、テクノロジー、化学産業、不動産、ヘルスケア及び金融サービスでコンシ
ューマーは人気ではあるものの低下傾向
テクノロジー

ヘルスケア

最もアクティブなセクター。
テクノロジーは、すべ
てのセクターに影響を与えており、
デジタルトラ
ンスフォーメーションは多くの日本企業にとって
重要な戦略的目標であり、企業の成長だけでな
く存続のためにも重要となっています。

アウトバウンド投資の主要な成長セクターの一
つ。
これには、知的財産権の取得、規模の拡大及
び更なるR&Dへの投資のための戦略的な買収
が含まれています。

化学産業
従来からの化学産業への投資傾向は引き続き
堅調です。

不動産
バブル期後の長期にわたる抑制期間を経た後、
オフショア不動産M&Aは、
デベロッパーがリタ
ーンを得るために海外におけるポートフォリオ
を多様化し、
また、投資家が外部の債権や株式
を不動産を含む代替資産に多様化させる必要
性などの影響で、大きく増加しました。

Mergermarket 2019 年のデータに基づいています
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金融サービス
国内金利が低く、国内人口が減少しているため、
日本の銀行、保険会社及び資産運用会社はオフ
ショアの成長とデジタルイノベーションを求め
ています。.

再生可能エネルギー
サステナビリティは、
日本企業の戦略に大きな
影響を与えており、燃料炭や石炭火力発電所か
らの脱却を促進し、再生可能エネルギー
（太陽
光、風力、バイオマス、廃棄物エネルギー等）
、バ
ッテリー貯蔵及び関連するハイテク金属（リチウ
ム等）の買収が増加しています。
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地理的トレンド
主要投資先はアメリカで、オーストラリアも引き続き上位にランキング。欧州では英国、
ドイツが、アジア太平洋地域ではインドとオーストラリアが投資先上位を占める。
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アメリカ
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アメリカは、日本の会社にとって、
投資件数の観点で、一番の投資先と
しての地位を維持しています。アメ
リカとオーストラリアで取引金額の
60％以上を占めます。アメリカは特
にテクノロジー及びメガディールが
一般的です。

ヨーロッパ
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ヨーロッパ内では、依然として、イ
ギリスとドイツが最も人気のある投
資先ですが、産業技術の強みとブレ
グジットの不確実性を考慮して、ド
イツに向かう傾向が高まっていま
す。ヨーロッパのM&Aは一般的に、
経済懸念とブレグジットの影響で、
インバウンド投資が30％近く減少
している反面、アウトバウンド投資
は、30％近く増加しています。

東南アジア
シンガポールは、今でも上位の
投資先としての地位を維持して
います。これは、シンガポール
への直接的な投資だけでなく、
たくさんの地域に拠点を持つ東
南アジアビジネスがシンガポー
ルのホールディングカンパニー
を利用して行われることに影響
しています。次に人気にある投
資先はベトナムとタイであり、
インドネシア、マレーシア、ミ
ャンマーに対しても大きな関心
が向けられています。

ヨーロッパ

アメリカ

中国

インド
東南アジア

オーストラリア
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中国
中国での賃金の上昇により、一部の
日本企業は中国の製造拠点を多様化
または移転させていますが、中国は
依然として大規模な消費者ベースを
考慮した戦略的なアウトバウンド投
資の関心を集めています。米国との
貿易摩擦と香港のデモ活動により、
中国/香港のM&A市場シェアは30％
低下し、シンガポール証券取引所へ
のイグジットのオプションを伴う取
引を含め、シンガポールの地域内へ
の注目度が高まりました。
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インド
インドは、長期にわたる日本の
抑制投資の後、アジアの中で取
引金額がトップとなりました。
この大幅な増加は、さまざまな
業界における規制改革と統合の
影響によるものです。

6

オーストラリア
オーストラリアは、日本のアウ
トバウンドの重要な投資先であ
り、公的なM&Aを含め、セクタ
ーの多様性と取引の複雑さが増
しています。特に、今年はアサ
ヒによる113億円規模のCarlton
United Breweriesの買収があり
ました。

Mergermarket 2019 年のデータに基づいています。
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主要な推進力
日本のアウトバウンド投資を後押しする国内外の複数の要因

1

国内市場の縮小化

4

人口の高齢化と出生率の低下により、
日本企業は、若くて
成長の速い経済における成長機会をオフショアに探し
求めています。
2

3

ポートフォリオ管理
多くの日本企業は、ポートフォリオの構成を見直してお
り、成長分野への集中、非コア/低パフォーマンス資産や
陳腐化のリスクのある資産の売却を進めています。
その
結果、
日本企業はオフショアの買い手であるだけでなく、
売り手でもあります。ポートフォリオ構成の見直しによる
専門性と信用力の高まりにより、一部の日本企業では、
よ
り大規模かつ複雑なM&A取引を行っています。

6

日本企業は、新しい消費パターン、新しいプラットフォー
ム/エコシステム、競争環境を再構築する新しいビジネス
モデルなど、
デジタル世界での持続可能性のために従来
の投資モデルを再検討しています。
これにより、売却、投
資と商業的コラボレーションの機会が生まれています。

多額の現金と低金利
日本企業は、8900億米ドルを超える莫大な現金を安全
逃避先通貨として保有しています（Bloombergによれば
2016年以降で最も高い購買力）
。
これに加え、
日本企業
は、比較的安価な資金調達を享受できており、
日本銀行
は0％を僅かに下回る金利を維持しています。しかし、
他国でも低金利化が進む中、
このような優位性が長く続
くわけではありません。
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従来のテクノロジーの崩壊
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日本政府によるサポート
日本政府による政策も、
アウトバウンド投資を奨励してい
ます。
アベノミクスの下でのコーポレートガバナンスの変
化やアクティビストのリスクにより、株主の利益と成長へ
の注目が高まっています。
これにより、
日本企業はより規
律ある資本配分を行い、非中核資産を売却し、海外でよ
り生産的な購買活動を行っています。
また、
日本政府は、
共同出資を通じて、
日本企業のアウトバウンド投資を支
援しています（JBIC, DBJ, JICA等）
。
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課題
アウトバウンド投資に伴う課題には、機会創出という側面も

1

政治的不安定

4

中国と米国の貿易緊張、保護主義の拡大、
ブレグジット
によるEUへの影響により、世界市場へのアクセスとサプ
ライチェーンが不安定になり、
アウトバウンド投資に不確
実性が生じていますが、他方で、
これは日本企業にとって
チャンスにもなります。しかし、他国でも低金利化が進む
中、
このような優位性が長く続くわけではありません。
2

3

日本企業のM&A取引における判断に要する時間の長さ
は、特にオークションプロセスにおいて、課題として残っ
ています。一部の企業では、
（1）稟議プロセスを変更し
（
例えば、
デジタル及びベンチャーキャピタルM&Aでは、
追加的な会議や異なる承認プロセスを設ける等）
、
また
（2）専任のM&Aチームの構築とインハウスのM&A専門
家（法律家やインベストバンカーなど）
を採用して、社内
のM&A専門チームを組織する、(3)投資会社では不可能
なスピードで取引が行えるように、
また、機敏な意思決定
が可能なように別のエンティティ(インベストメントファン
ドなど)を組成するなど、対応策を講じています。

ポスト・マージャー・インテグレーション（PMI）
統合によるシナジーと価値を実現するための重要なポ
イント
（オペレーションの統合と社内文化的な方向性の
統一）
を含め、合併後の統合プロセスや、
デューデリジェ
ンス、契約交渉の段階から統合初日を意識して準備を進
めることの必要性について、注目が高まっています。

民間資本の新しいソース
従来のプライベートエクイティの購入者に限らず、ベン
チャーキャピタル、
コーポレートベンチャーキャピタルフ
ァンド、
ソブリンウェルスファンド、
メガファンド、
ファミリ
ーオフィスからの資産に対するプレッシャーが強まって
います。特に、莫大な資金を投じた専用の公共事業及び
インフラストラクチャーファンドによるものが顕著です。
これは、
また日本企業に投資機会を提供することに繋が
ります（例えば、
これらのプライベートエクイティファンド
への投資家として、厳しい取引環境における代替収益源
を得る等）
。

スピード感
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規制監督の強化
外国投資規制の強化、新しい合併承認制度、独禁法及び
ABC執行の強化など、世界的な規制監督の強化は、取引
の確実性とタイミングに影響を与えています。多くの政
府が採用する国家安全保障措置は、中国による投資、特
に、
インフラやテクノロジーへの投資においてクリティカ
ルであり、
これは日本企業の中国企業に対する競争力を
高めています。

将来のトレンド
日本では、上述のとおり、経済的かつ戦略的なアウトバウンド投資が引き続き堅調に続いています。
我々は、堅実な価値評価、M&Aの社内における専門性の強化及びPMIの準備について、引き続き、注目が
集まると考えています。また、コストと時間の効率性の観点から、取引の実行におけるテクノロジーの活
用（AIによるデューディリジェンスの実施等）についても注目が高まると予想しています。
規制監督の強化と政治的不確実性は、短期的な取引を行う上で最大の潜在的なリスクとなる可能性があり
ますが、他方でこれは上述のようにM&Aの機会を生み出す可能性を持っています。クロスボーダー取引
に関して、規制当局や他の利害関係人がどのような立場をとっているのかを理解することが必要不可欠で
す。また、新しいテクノロジーの台頭や政治的不確実性の高まりにより、日本の経営幹部はポートフォリ
オをより頻繁に見直すことになり、それがより多くの売却と買収に繋がります。
ほぼ全ての日本企業の中期経営計画の中で記載されているように、テクノロジーは、成長のために、場合
によっては企業の生き残りのために、重要な鍵となっており、M&Aはそれを加速する強力なツールであ
り続けます。しかし、テクノロジー資産は非常に人気があるため、民間資本の新しいソースを含め、競争
が激しくなると見込まれます。
日本企業は、民間資本の新しいソースとの競争の激化に直面し続け、そのいくつかは日本企業に新しい投
資機会を提供します。サステナビリティは、オリンピックの年である2010年の日本企業の重要な焦点で
あり、これにより、クリーンエネルギー、グリーンインフラ、スマートシティへの投資が促進されます。
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