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1、 国内外の投資トレンド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、世界経済見通し 

国際通貨基金（IMF）の『世界経済見通し』の 2017 年 10 月更新版は、2017

年と 2018年の世界経済の成長率を今年 4月に予測した 3.5%、3.6%から、3.6%、

3.7%に上方修正した。 

イギリスの 2017 年の成長見通しとアメリカの 2017 年、2018 年の成長見通

しがいずれも下方修正されたことで、2018 年の先進国全体の成長率が予想よ

り 0.1%引き下げられた。ただし、ユーロ圏、日本、ロシア、アジアおよび欧

州新興国の今年上半期の実績がいずれも予想を上回ったことから、成長見通し

が上昇修正され、イギリスとアメリカの影響を相殺した。 

しかし IMF は、見通しは改善されたものの、多くの国の経済成長が依然と

して弱く、複数の先進国のインフレが今も目標を下回り、大口商品の輸出国で

は海外収入の急減による経済の調整が続き、ダメージが特に深刻である、と注

意を促している。このため、短期的なリスクはバランスしているが、中期的な

要旨 

➢ 国際通貨基金（IMF）は、2017 年と 2018 年の世界経済の成長率を今年 4 月に

予測した 3.5%、3.6%から、3.6%、3.7%に上方修正した。ユーロ圏、日本、ロ

シア、アジアおよび欧州新興国の今年上半期における実績がいずれも予想を上

回った。 

➢ 我が国の税関統計の輸出入貿易で、今年 1 月から 11 月の輸出は合計 2,878.8 億

米ドルで前年同期比 13.1%増であった。輸出受注は合計 4,443.3 億米ドルで前年

同期比 10.2％増、輸出の主要製品は「情報通信製品」と「電子製品」だった。 

➢ 我が国の今年 1 月から 11 月にかけての中国大陸資本の台湾への投資（増資）

額は前年同期に比べて増加した。承認された外国投資、対外投資および中国大

陸への投資はマイナスを示した。ただ、外国投資と対外投資の項目は、東南・

南アジア諸国の台湾への投資（増資）額が前年同期比 22.57％増となり、東南・

南アジア諸国への投資（増資）額も前年同期比 59.22％増となった。 
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リスクは依然として下振れに傾いている。このため IMF は、経済が上向いて

いる現状が各国の国内財政改革にチャンスをもたらすとともに、多国間の協力

にとっても、より適した状況だとしている。国際的に進めることができる互恵

協力の取り組みとしては、世界の貿易システムの強化、金融監督の強化、世界

の金融セーフティネットの強化、国家間の脱税行為の取り締まりなどが含まれ

る。 

世界経済見通しの予測 

単位：％ 

国または地域 2016 年 2017 年 a 2018 年 a 

世界 3.2 3.6 3.7 

先進国 1.7 2.2 2.0 

アメリカ 1.5  2.2  2.3 

 ユーロ圏 1.8  2.1  1.9 

  ドイツ 1.9  2.0  1.8 

フランス 1.2  1.6  1.8 

イタリア 0.9  1.5  1.1 

 日本 1.0  1.5  0.7 

 イギリス 1.8  1.7  1.5 

 カナダ 1.5  3.0  2.1 

 その他先進国 2.2  2.6  2.5 

新興市場・途上国経済国地域  4.3  4.6  4.9 

 ロシア  -0.2  1.8  1.6 

  中国 6.7  6.8  6.5 

  インド 7.1  6.7  7.4 

  ASEAN5 ヵ国(ASEAN-5) 4.9  5.2  5.2 

  ラテンアメリカ・カリブ -0.9  1.2  1.9 

中東、北アフリカ、アフガニスタ

ンとパキスタン 
5.0  2.6  3.5 

サハラ以南アフリカ地域 1.4  2.6  3.4 

 
資料出典：国際通貨基金 a：予測。 
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二、対外貿易 

財政部が公告した税関の輸出入貿易統計によれば、今年 1 月から 11 月

にかけての輸出は合計 2,878.8 億米ドルで、前年同期比 13.1%増であった。

また、経済部統計処が公布した今年 1 月から 11 月にかけての輸出受注の

統計は合計 4,443.3 億米ドル（海外生産比率 52.9％）と、同期間での過去

最高額を記録し、前年同期比 10.2％増となった。 

輸出受注先の国別の分析によれば、受注先全体では順にアメリカ

（1,246.1 億米ドル）、中国大陸と香港（1,116.4 億米ドル）、欧州（889.8 億

米ドル）となった。 

輸出製品全体における主要カテゴリは依然として「情報通信製品」（対

前年同期比増加率 9.3%）と「電子製品」（対前年同期比増加率 5.9%）だっ

た。欧米の年末商戦に重なった上、国際ブランドのモバイル機器の新製品

発売とネットワーク通信製品などの需要増により、この 2 つのカテゴリの

製品の受注がいずれも単月の過去最高を連続で更新した。 

2017 年 1 月から 11 月の輸出受注統計 

単位：％ 

年  月 

注文総額 

(億米ドル) 
対前月比

増加率 

季節調整

後対前月

比増加率 

対前年同

期比 

増加率 

2017 年   1～11 月 4,443.3 - - 10.2 

 

1 月 359.7 -12.8 6.3 5.2 

2 月 337.5 -6.2 -0.3 22.0 

3 月 411.2 21.8 -0.7 12.3 

4 月 356.1 -13.4 -4.7 7.4 

5 月 368.1 3.4 1.6 9.1 

6 月 403.5 9.6 5.9 13.0 

7 月 387.2 -4.0 0.0 10.5 

8 月 407.8 5.3 0.7 7.5 

9 月 459.2 12.6 0.6 6.9 

10 月 466.0 1.5 1.5 9.2 

11 月 486.9  4.5  1.5  11.6  
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累計の前年同期比での

増減 

金  額 
 

％ 

410.3 10.2 

 

 

三、外国投資 

経済部投資審議委員会は、今年 1 月から 11 月にかけて承認された外国

投資、中国大陸資本の台湾への投資、対外投資および中国大陸への投資状

況を公布した。中国大陸資本の台湾への投資（増資）額が前年同期比で増

加し、その他 3 項目がいずれもマイナスとなったことを明らかにした。た

だ、外国投資と対外投資の項目では、アジア・南方諸国の台湾への投資（増

資）額が前年同期比 22.57％増となり、東南・南アジア諸国への投資（増

資）額も前年同期比 59.22％増となった。 

全体で見ると、外国投資項目の 1 月から 11 月にかけての承認済み投資

（増資）額は計 61 億 1,180 万 7,000 米ドル、前年同期比 42.52％減であっ

た。投資額減少の主因は昨年 5 月のマイクロン・テクノロジー案件と 9 月

の漢民微測科技案件という大型投資 2件により比較対象期間の投資額が膨

らんでいたことによるものである。 

産業別で見ると、外国投資項目は「電子部品製造業」の投資額が 21 億

658 万 2,000 米ドル（全体の 34.47％）と最も多かった。続いて「金融・保

険業」が 8 億 4,447 万 3,000 米ドル（全体の 13.82％）、3 番目が「卸売・小

売業」で 7 億 3,705 万 1,000 米ドル（全体の 12.06％）、4 番目と 5 番目がそ

れぞれ「不動産業」と「専門、科学・技術サービス業」だった。5 大業種

の合計が外国投資総額の 78.64％を占めた。 

2017 年 1～11 月の外国投資上位 5 産業の統計 

単位：千米ドル、％ 

産業 件数 
金額 

（割合） 

昨年同期 

金額 

昨年同期比 

金額 増加率 

電子部品製造業 85 
2,106,582 

(34.47) 
3,614,773 -1,508,190 -41.72 

金融・保険業 251 
844,473 

(13.82) 
1,110,858 -266,385 -23.98 

資料出典：経済部統計処 
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卸売・小売業 1,071 
737,051 

(12.06) 
1,109,470 -372,420 -33.57 

不動産業 149 
697,688 

(11.42) 
278,583 419,106 150.44 

専門、科学・技術サービ

ス業 
446 

420,081 

(6.87) 
319,893 100,189 31.32 

 

 

 

 

 

 

  

資料出典：経済部投資審議委員会 
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2、産業重要情報 

一、情報通信産業 

➢ シリコンウエハー供給サイドの増産は保守的、シリコンウエハー価格

上昇予想の原因に 

端末電子製品による半導体関連業務の増加には 2 つの側面がある。1

つ目は端末製品のデータ演算量に対するニーズの増加であり、2 つ目は

端末製品の機能の複雑さが高まったことである。トレンドフォースの統

計によれば、2018 年現在、シリコンウエハーの成長を支える規模が最も

大きい端末電子製品のうち、スマートフォンの年間成長率は約 5%であ

り、PC（NB/DT/Tablet）市場は小幅減となったが、それ以外の多くは成

長傾向を示し、全体的に見ると需要が明らかに伸びている。 

ただ、供給サイドについては、SUMCO と傘下の台塑勝高科技がボト

ルネック解消工事で約 13.5 万枚を増産したが、世界全体のわずか 2.6%

を占めるにすぎない。また、中国の上海新昇は 12 インチ生産能力につ

いての計画があるものの、認証期の検証を経る必要があるため、市場へ

の影響は限定的である。それ以外では、合晶や環球晶圓など多くが 8 イ

ンチ以下の生産能力の拡大である。このため、全体で見ると、供給サイ

ドの生産能力拡大は需要サイドに比べて保守的であり、シリコンウエハ

ーの価格を下支えする形となっている。 

➢ 生体認証の発展が Android 陣営を観察する上での焦点に 

Apple は携帯電話機の生体認証技術が発展していく道を切り開いた。

しかし、2016 年と 2017 年の指紋識別技術の浸透率を見ると、全体の 4

～5 割を占める指紋識別シェアのうち、iPhone の Touch ID は半分にも達

していない。このため、市場を開拓するには Android 陣営の積極的なフ

ォローアップが必要であり、関係するサプライチェーンメーカの動向が

鍵となる。このうち Synaptics の光学式指紋識別技術（Natural IDTM 

FS9100）はすでに完成段階にあり、CES 2018 の「イノベーションアワ

ード」という評価を受けた。2017 年末か 2018 年初めに中国の主要顧客

とともに同技術をリリースする見通しである。このほか、台湾の指紋識
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別大手のイージステクノロジーが同じく最近、顧客への光学式指紋識別

ソリューションのサンプル提供を開始したことを明らかにしており、

2018 下半期の量産に自信を見せている。 

また、小米のマーケティングチームが公布した近年のインド市場での

戦績も注目に値する。小米は 2015 年第 3 四半期に販売台数 100 万台を

達成、2016 年第 3 四半期に出荷台数 300 万台を達すると、2017 年第 3

四半期には 920 万台へと大幅成長を遂げている。小米のほとんどの機種

が指紋識別技術を搭載しており、インド市場への浸透が進めば、指紋識

別の関連メーカに多くの恩恵をもたらすだろう。 

➢ Qualcomm が 5G 特許ライセンス料率を公布、初の 5G 携帯電話機

は 2019 年に登場の見通し 

モバイル用半導体大手の Qualcomm は先ごろ、5G 関連の特許ライセン

ス条項の詳細を発表した。Qualcomm の携帯電話機 5G 基本特許ライセン

スプランによれば、スタンドアロンモードの 5G 携帯電話機の特許使用

料率は 2.275%、マルチモード（3G/4G/5G）携帯電話機の特許ライセン

ス料率は 3.25%である。これら特許使用料条項は、世界市場において相

手先ブランド製品製造会社（OEM）のブランド携帯電話機に適用される。 

Qualcomm は、5G 関連の特許ライセンス条項について、Qualcomm と

2015 年以降に締結した 3G/4G のブランド携帯電話機を対象とする 150

件超のライセンス契約と一致するものだと指摘している。今後、

Qualcomm は 4G の後継版のライセンス対象特許、および初めて 5G で発

表したライセンス対象特許を提供し、これらの契約下で適用する特許権

使用料を増やすことはしない。2020 年に 5G 通信ネットワークの商業運

転開始後、2019 年には初の 5G 携帯電話機が商用化されると見込まれる。 

同様に 5G 市場に注力している Ericsson は、Qualcomm とは異なる 5G

特許ライセンス方式を採っている。Ericsson の知的財産権部門の責任者

Gustav Brismark によると、5G 特許ライセンス料について、Ericsson はハ

イエンドの携帯端末に対して 1 台当たり 5 米ドルの最高金額を設定、ロ

ーエンドの携帯端末には 1 台当たり最低 2.5 米ドルの特許ライセンス料

を設ける。ただし、Ericsson の 5G 特許ライセンス料は、5G 技術の標準

必須特許だけをカバーし、応用型特許を含まない。 
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二、医療バイオテクノロジー産業 

➢ 中国の科学技術大手が医療人工知能分野に進出 

人工知能の医療分野における応用は現在、既に健康管理、診療補助、

医用画像処理、薬物発掘、栄養管理、病院管理、バーチャルアシスタン

トなどにまで拡大している。2017 年 12 月の世界インターネット大会に

て、零氪科技（LinkDoc）は Hubble 人工知能意思決定補助システムを出

展した。人工知能と医療ビッグデータのコアテクノロジーにより、500

を超える総合病院や専門病院と協力して中国最大規模の腫瘍インター

ネット医療データプラットフォームを構築するとともに、臨床意思決定

支援システム（Clinical Decision Support System、CDSS）を開発した。騰

訊も医療健康分野への取り組みの強化を発表しており、人工知能ラボ

（AI Lab）を立ち上げるとともに、アメリカ・シアトルに初の海外ラボ

を設立している。アリババは、2017 杭州・雲棲大会においてアリヘルス

の最新の進行状況を発表した。2018～2020 年にその傘下のラボが医療人

工知能による映像診断補助プラットフォーム、ブロックチェーン技術に

基づく医療連合データプラットフォーム、医療ビッグデータ知能科学研

究プラットフォームおよび医学人工知能臨床意思決定支援プラットフ

ォームなどを構築できると予想している。 

➢ 世界で初めて承認を得た Novartis CAR-T 療法 

Novartis CAR-T（chimeric antigen receptor T cell）療法の製品 Kymriah 

（tisagenlecleucel）はこのほど、米 FDA の承認を取得した。世界で初め

て承認された CAR-T 療法となり、がん治療における新たなマイルスト

ーンを打ち立てた。 

Kymriah の適応症は、25 歳以下の患者の薬剤耐性/再発型の前駆 B 細

胞急性リンパ性白血病（refractory/relapse B-cell precursors acute 

lymphoblastic leukemia，r/r B-cell ALL）である。そのキメラ抗原受容体

（chimeric antigen receptor）の標的が CD19 タンパク質である上、4-1BB

の共刺激ドメインを含むことでキメラ抗原受容体のパフォーマンスと

持続性を強化する。急性リンパ性白血病（Acute Lymphoblastic Leukemia，

ALL）は、アメリカで毎年約 5,000 名が羅病を診断される。このうち約

60%が 20 歳未満であり、80～85%が B 前駆細胞型に該当する。治療結果

から見ると、約 85%の治癒率があるが、児童/青少年の約 15～20%が再
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発する。幹細胞移植治療後の再発から 2 年間での生存率は約 15%にとど

まり、児童/青少年のがんによる死亡の主因となっている。 

Kymriah が臨床試験において優れた治療効果を示したとしても、

Kymriah の市場参入（market access）の難度は依然として高いことが予測

される。Novartis が公布した定価が治療 1 回につき 47 万 5,000 米ドルに

も達するからである。これには、Novartis が達成したい売上高や Kymriah

の製造コスト・研究開発コストの回収、REMS の執行、長期薬物治療後

の追跡コストなどが含まれる。毎年 450 人の患者が Kymriah を使用して

治療した場合、B2202 試験と同等の臨床エンドポイントを有効か否かの

判断指標として見ると、医療支出が 1.7 億米ドル超にも達する。このた

め、Kymriah の将来的な市場浸透率の成績と実質的な売上高は、患者の

家庭の経済力と保険業者の実質的な給付がカバーする度合い（量と価格

を含む）に制限されることになる。 

➢ 欧州臨床腫瘍学会 ESMO からがん薬物の最新発展動向を観察 

ESMO（European Society for Medical Oncology Congress）は、ASCO、

AACR と並んで世界 3 大がん医学会と称され、学会で発表された薬物開

発の結果は往々にして薬品の将来的な市場競争の構図に影響する。 

2017 年の ESMO の最新動向の観察： 

(1)AstraZeneca は肺がん薬品分野で大きな収穫を上げた。売上高は、

非小細胞肺がんのファーストライン療法における Imfinzi の過去の失敗

に伴う損失の補填が可能となる見込みで、AstraZeneca のがん免疫療法薬

品に肺がん分野への進出の機会をもたらすことになる見通しだ。 

(2)Merck & Co の Keytruda が複数の臨床試験データを発表した。その

うち末期泌尿上皮細胞がん、非小細胞肺がんおよび末期悪性黒色腫を対

象とする試験で成果が報告された。 

(3)OpdivoとYervoyを併用する末期/転移性腎細胞がんのファーストラ

イン療法に対する試験は、複合療法が対照群の sunitinib と比較して優れ

た客観的奏効率 ORR（41.6% vs 26.5%）を示した。sunitinib に比べ、Opdivo

と Yervoy は死亡リスクを 37%と顕著に引き下げ、Opdivo に転移性腎細

胞がん適応症のファーストラインに向けて展開する機会をもたらした。 
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(4)Roche の PI3K 阻害剤 Taselisib が乳がん治療において注目に値する

新成果を上げた。転移性乳がんと比べ、LORELEI 試験では PI3K 阻害剤

の早期乳がん治療での効果が示された。しかし、LORELEI 試験は臨床二

期であるため、臨床効果と安全性は今後のより大規模な臨床三期試験で

の実証が待たれる。 

三、フィンテック産業 

➢ 日本、モバイル決済ブーム対応に向けてデジタル通貨を推進 

モバイル決済のバックグラウンドデータの分析により、消費者の消費

形態、消費習慣と利用状況を把握することができ、それにより業者と連

携して正確なマーケティングを行うことが可能になる。そのため、モバ

イル決済技術の進化に伴い、各種インターネットの資産運用ツールやモ

デルが次々と登場している。例えばアリペイ（支付宝）やウィーチャッ

ト（微信）は積極的に世界展開を進めており、中国工業・情報化部の統

計によれば、中国のモバイル決済の取引規模が既に 81 兆人民元に達し

ている。 

日本の銀行はこのほど、2020 年の東京オリンピックまでに新型のデジ

タル通貨（仮称 J コイン、J coin）をリリースすると発表した。これは金

融システムの保護と企業の発展に向けた取り組みでもある。この計画は、

みずほフィナンシャルグループと日本のゆうちょ銀行、銀行財団各社が

提携するもので、現在既に日本の中央銀行と金融監督機関の同意を得て

いる。J コインの概念は、日本円との等価交換を実現し、銀行口座との

リンク付けを可能にするものである。J コインは、「国の通貨のデジタル

化版」として日本円の価値と連動する。消費者は携帯電話機のアプリケ

ーションを通じて自らの銀行口座から直接引き出すことができ、J コイ

ンに変換した後、コンビニエンスストアやレストランでの会計時に使用

するほか、ユーザ間で相互に振り替えもできる。計画が成功すれば、日

本のキャッシュレス時代への歩みを大きく後押しするだろう。 

➢ 生体認証の利用が徐々に消費者へと浸透 

生体認証技術は、長年の発展を経て成熟しつつある。現在、普及に向

けての最大の難関はコストなどハードウェアでの制限にあり、関連の難

題を克服すれば、生体認証はユーザにさらなる利便性と安全性をもたら



2017 国際投資とマーケットトレンド報告 

 
  

12 

 

すことが期待される。特に金融決済の利用では各種の生体認証技術が共

存共栄することになるだろう。例えば、指紋識別とモバイル決済は数年

に渡って互いに成長を支え合い、関係する半導体メーカに繁栄をもたら

している。 

このほど Apple iPhone X によって実現された顔認証の決済への応用は、

たちまち市場のホットトピックとなり、現在では多くの販売店や商店が

積極的に「無人商店」のコンセプトの実験を進めるとともに、消費者を

招いて多人数参加型の現場テストを行い、自社の技術利用の成熟度と利

便性を披露している。生体認証における顔や虹彩認証は、ユーザの直接

的な身体の接触を必要としないため、一般人が受け入れやすい。一方、

指紋識別は、ユーザが設備に接触する必要があり、その技術の利用は携

帯電話機のモバイル決済やスマートキャッシュカードなど個人向け製

品により適している。将来的には設備に接触する必要のない顔、虹彩、

声紋、静脈などの生体認証技術が ATM や商業施設などの公共の場面で

広く利用されるようになると予測される。 

四、電子商取引産業 

➢ 11月 11日はブランド企業が中国市場におけるマーケティング戦略を定

める重要な祝日に 

11 月 11 日は、独身の日から発展して現在に至っており、既に中国の

電子商取引を牽引する最大の原動力となっている。販売規模が拡大し、

国際ブランドが中国市場でのマーケティング戦略を策定する上で重要

な祝日である。影響は中国の電子商取引から世界の小売りにまで広がり、

各プラットフォームが競い合う目標も売上高からプラットフォームの

データ、チャネル、物流とマーケティングにまで広がりを見せている。 

アリババは、膨大な取扱量と整備されたオンラインエコシステムによ

って中国の電子商取引トップの座を守っている。その後を追う京東商城

は、提携ネットワークの拡大で業務の不足を補っている。例えば 2017

年にファッション事業部を立ち上げ、世界の高級品電子商取引プラット

フォーム Farfetch に投資するとともに、ファッションメディア ELLE と

提携して京尊達という専用の配送サービスを始め、その後さらに高級品

ショッピングのプラットフォーム TOPLIFE を立ち上げている。 
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電子商取引の 2 大巨頭が「ニューリテール」と「ボーダーレスリテー

ル」戦略を発表したことで、チャネルの統合が 2017 年 11 月 11 日の重点

となっている。どの企業もオンライン、オフラインのフローの連結を前

面に打ち出しており、消費者がオンラインで閲覧後にオフラインで購入

したり、オフラインで体験後にオンラインで注文するといったような、

科学技術と消費場面の融合による受注獲得を目指している。どのような

形式であれ、消費者の行動データを把握することが肝要であり、これに

よって初めてオムニチャネルの概念が実現できる。チャネルの統合のほ

か、単日の取引量急増による取引システムへの過大な負荷や物流ダウン

などの問題から、電子商取引プラットフォームは 11 月 11 日の期間拡大

にも着手し始めている。記念日マーケティングによって物流問題を緩和

するとともに、マーケティング効果の延長を図っている。 

➢ 京東商城がマシンビジョンを導入し、スマート物流システムを構築 

中国の電子商取引業者・京東商城はスマート物流の発展、倉庫保管物

流システムの拡大、人工知能の先進技術利用によるコスト削減に積極的

に取り組んでいる。2016 年、京東商城は「X 事業部」を立ち上げてスマ

ート物流関連技術の研究開発に取り掛かり、これまでに無人倉庫、ドロ

ーン、自動運転車を 3 つの柱とするスマート物流体系を構築した。この

うち無人倉庫では、大型運搬ロボット、小型シャトル、選別ロボットの

3 種類のロボットを導入した。 

このうちドローンはグローバル空中物流の代表格であり、日増しに整

備が進む地上物流に続いて、物流業者らがしのぎを削る物流空間である。

Amazon、UPS、DHL、日本の Mikawaya やその他物流宅配業者らがドロ

ーン配送事業に次々と参入しており、自動積載、自動離陸、自動巡航、

自動着陸、自動荷下ろし、自動帰投等の作業は人力をほぼ必要としなく

なっている。ドローンによる配達は完全自動化配送を実現することにな

るだろう。 

京東商城のイノベーションラボは、ドローンの JDrone と自動運転車の

JDrover を発表した。このうち JDrone は主に高空配送業務用となるが、

現在派遣しているドローン、無人運転車は人の顔、信号の識別などの技

術上の難題を依然として抱えており、その解決が待たれている状態であ
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る。このため、京東商城は NVIDIA と AI 分野で協力し、ドローンと自

動運転車に Jetsonスーパーコンピューティングモジュールを導入するこ

とで、機器の自律化の実現を目指している。Jetson はディープラーニン

グと視覚処理能力を提供できる上、体積が小さく、エネルギー消費が低

く、コストが比較的低いなどのアドバンテージを持つ。JDrone と JDrover

への導入後は人の顔や交通標識、歩行者マークなどを識別するマシンビ

ジョン能力が備わり、町中の複雑な通りを運行できるようになると予測

される。 

五、ベンチャー産業 

➢ インクジェット式ソーラーパネルが新たな電力源を創造 

フランスの新興太陽エネルギー企業 Dracula Technologies は、室外の太陽

光室内の人工光エネルギーの捕捉用に独自の導電プラスチックからなるシ

ール型太陽エネルギー電池を開発した。従来のソーラーパネルの多くはシリ

コン材料を使用して太陽エネルギーを捕捉する。一方、現在、実験室で研究

開発されているシリコンベースの太陽エネルギー電池（非シリコン空気電池）

は、単結晶シリコン電池の効率が 25.0%、多結晶シリコン電池の効率が 20.4%、

CIGS 薄膜電池の効率が 19.8%に達し、CdTe 薄膜電池の効率が 19.6%、アモ

ルファスシリコン薄膜電池の効率が 10.1%である。一方、Dracula Technologies

のチームは、より多くの波長範囲を捕捉可能な導電プラスチックを開発して

いる。当該技術は「LAYER」と称され、5 層の表面印刷からなる。中央の感

光層の両側は、半導体チップで覆われ、最も外側の層に印刷された導電カラ

ーインクの電荷受け取りを助ける。科学者の Sadok Ben Dkhil は、主に直射

光を吸収するシリコン材料がこうした導電材料の補足可能なエネルギーの

範囲を上回ることはないと指摘。また、薄膜電池は重量が軽く、毒性がなく、

折りたたみ可能で、コストが低いなどの強みを持つとしている。 

現在の技術であれば、1 時間内に長さと幅が約 5 センチの方形の電池モジ

ュールを印刷することができ、色、形状いずれもカスタマイズ可能である。

それはつまり、住居のカーテンのように露光面積がより大きな物体であれば、

照明器具や空気清浄器など小型家電に電力を提供可能であることを意味す

る。Dracula Technologies の目標は、長さと幅がそれぞれ 30 センチの方形の

ソーラーパネルを印刷することであり、太陽エネルギー電池の充電時間を短

縮する方法についても検討を進めている。 
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➢ 世界の製造業が自動化への投資を拡大、日系ロボット大手の販売数が

過去最高を記録 

日本ロボット工業会（Japan Robot Association、JARA）は、2017 年 1 月か

ら 9 月までの統計（対象には Fanuc、KUKA、ABB、安川電機など JARA 会

員企業 32 社が含まれる）を公布した。インダストリー4.0 やスマート製造が

世界の産業用ロボット市場のニーズを押し上げ、特に中国のスマートフォン

などの製品を製造する EMS メーカの需要が大幅に増えた。このため、産業

用ロボットの 2017年第 3四半期の出荷台数は 2016年同期比 49.3%の大幅増

となって 56,258 台に達し、17 四半期連続のプラス成長を記録した。産業用

ロボットの出荷額は、2017 年第 3 四半期が 2016 年同期比 39.9%増の 1,959

億円となり、5 四半期連続のプラスで過去最高を記録した。 

JARA の第 3 四半期の統計によれば、中国市場を除く、その他の国々への

輸出額も上昇を続けており、アメリカ向け輸出額が 13.6%増の 274.3 億円、

ドイツ向け輸出額が 46.8%増の 131.9億円、韓国向け輸出額が 20.9%増の 77.8

億円となった。台湾向け輸出額は 79%の大幅増で 51.9 億円に達したが、こ

れは主に台湾の EMS やその他分野の製造業における生産ライン設備の自動

化需要が大幅に高まったことによるものである。  
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3、投資案件分析 

当期の重要な投資案件としては、日月光（ASE）とセキ品精密工業（SPIL）

による持株会社の共同設立案が独占禁止審査にスムーズに合格したこと、並び

に国内産業を揺るがせた新日光、昱晶、昇陽の合併案がある。国内に大きな影

響を持つ、指標的な案件であるため、案件の影響を分析するとともに、将来的

な発展性について以下の通り評価した。 

重要投資案件 

投資案件 関係企業 事件の分析と将来的な発展性の評価 

2017/11 ASEと SPILの

合併による持株会社共

同設立案が独占禁止審

査に合格。 

台湾の半導体パッケージ

ング・テスティングの大

手であるSPILとASEは、

2016年 5月に持株会社の

共同設立を発表した後、

国内の公平取引委員会と

アメリカの連邦取引委員

会（FTC）の審査に合格

した。中国商務部も最終

的に 2017 年 11 月に条件

付きで独占禁止審査で合

格を認めたことで、大手

2 社の合併手続きは正式

に着手可能となった。 

ASE、SPIL、

紫光 
 ASE と SPIL の合併案は、2016 年に両社

が共同株式交換契約を締結して産業持

株会社の設立に合意した。新設の持株

会社が双方の株式を 100%取得する。ま

た、会社の現在の名称と組織機構は存

続させる。 

 この合併案は発表した年に国内の公平

取引委員会の審査に合格し、今年 5 月

にはアメリカ連邦取引委員会の同意・

承認を取り付けた。しかし、中国商務

部の申請手続きに 1年あまりを費やし、

ASEと SPILが締結した共同株式交換合

意書の最終取引日前（すなわち 2017 年

12 月 31 日）になって、ようやく中国商

務部が制限的な条件をつける形で承認

した。 

 ここで留意すべきは、中国商務部が承

認したその日、SPIL も公告を出し、蘇

州の子会社の株式 30%を中国の紫光グ

ループに譲渡し、両社の協力を強化す

るとした点である。最近、紫光は投資、

出資、起債という 3 つの段取りを進め
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投資案件 関係企業 事件の分析と将来的な発展性の評価 

ており、今回の取引後、紫光は SPIL の

蘇州の子会社の高い生産能力を取得す

る機会を得ると見込まれる。 

 ここ数年、世界の半導体産業では統

合・合併が盛んに行われ、大企業がさ

らに巨大化する傾向が顕著になってい

る。拓墣の推計では、2017 年の世界の

パッケージング・テスティング代行専

業企業の売上高上位 5 位は ASE、アム

コア、長電科技、SPIL、力成（PTI）で

ある。このうち ASE と SPIL の世界シェ

アはそれぞれ 19.2%、9.9%であり、合計

すると世界のパッケージング・テステ

ィング生産高でのシェアが 29.1%に達

する。 

 現在、本案はすべての独占禁止主管機

関の承認を得ていることから、順調に

進めば ASE と SPIL は 2018 年にも合併

を完了できる。今後はパッケージン

グ・テスティング企業にとって最も重

要な研究開発能力が強化され、新技術

が開発されることでトップ維持に有利

となる。また、海外のパッケージング・

テスティング企業の積極的な合併がも

たらす規模的な圧力に対抗する上でも

有利である。大きさがものをいう国際

競争の流れの中でも国内パッケージン

グ・テスティング企業の安定感が増す

だろう。 

2017/10 新日光、昱晶、

昇陽光電が合併案を発

表。 

新日光、 

昱晶能源、

昇陽光電、

昱成光能、

 昱晶と新日光はそれぞれ傘下の昱成光

能と永旺能源を先行して吸収合併し、

これらを 100%子会社とした上で合併
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投資案件 関係企業 事件の分析と将来的な発展性の評価 

台湾の太陽エネルギー会

社である新日光、昱晶能

源および昇陽光電が合併

趣意書の締結を発表し

た。「聯合再生能源股份有

限公司」を共同で設立し、

新日光を存続会社とす

る。2018 年第 3 四半期に

合併案が完了する見通し

である。 

永旺能源お

よび碩禾の

計 6 社。 

する。このため、合併買収案はシリコ

ンウエハーを生産する昱成と太陽エネ

ルギー会社である永旺の 2 社にもかか

わることになり、5 社の統合となる。こ

のほか太陽エネルギー導電ペースト大

手の碩禾も今後出資に参加すると発表

している。 

 合併後に共同設立する「聯合再生能源

股份有限公司」には国家発展基金の資

本も注入され、資本額が 210 億台湾ド

ルに達すると予想される。ソーラーセ

ルの生産能力を国内が約 3.5 GW、タイ、

ベトナムおよび中国が約1.5 GWとして

計算すると、合併後の総生産能力が

5GW に達し、台湾最大、世界第 5 位の

ソーラーセル製造会社となる。国内の

太陽エネルギー産業における過去最大

の合併案件である。 

 製品と成長戦略から見ると、現在、新

日光は単結晶 PERC の高効率製品へと

積極的に転換を進めており、一方、昱

晶は垂直統合の戦略的価値を持つ子会

社の昱成と同昱を有する。昇陽光電は

多結晶製品が主である。合併後、3 大メ

ーカは長所を伸ばして短所を補い、コ

スト、生産能力および市場配分を充分

にコントロールすることで、各社が現

在抱える資本不足という膠着状態を打

破することが可能になる。 

 今後の戦略展開においては、合併によ

って重複するマネジメント面の支出を

削減し、資源を設備と高度な技術の研

究開発に集中することが可能となる。
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投資案件 関係企業 事件の分析と将来的な発展性の評価 

また、設備や原料の調達における価格

交渉でも優位に立ち、より柔軟な資本

の運用が可能となる上、欧米や日本と

いった高利潤市場への進出が可能とな

る。 

資料出典：EnergyTrend、拓墣産業研究院、2017/11。 
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4、国内産業の新制度 

国内産業の高度化・転換に対応し、産業競争のアドバンテージを高める

ため、行政院は『外国専門人材の招聘および雇用法』を制定するとともに、

『産業革新条例』の一部条文を修正した。それぞれ 2017 年 10 月と 11 月

に立法院の第三読会を通過（最終可決）しており、産業人材、産業革新お

よび産業投資などの面から国内産業の発展を積極的に推し進めることが

できるようになる。新制度の重点は以下の通り。 

 

外国専門人材の招聘および雇用法 

就労、ビザおよび居留規定

の緩和 

 台湾で専門業務に就く計画で長期に渡る職探しが

必要となる外国人を対象に「就職活動ビザ」を発

給、総滞在期間を最長 6 か月とする。 

 外国の人材が内政部移民署の永住許可を得た後

は、毎年 183 日の台湾滞在日数の規定を緩和する。 

特定専門人材の規制緩和 

 我が国国内で専門業務への従事を予定する者は、

内政部移民署に「就業ゴールドカード」（就労許可、

居留ビザ、外国人居留証と再入国許可の 4 つの証

明を 1 つにまとめたもの）の発給を申請すること

ができる。 

 雇用許可期間を延長し、最長 3 年を最長 5 年にま

で延ばす。期間が満了したら延期を申請すること

ができる。 

両親・配偶者と子女の滞

在・居留 

 高度専門人材の配偶者と未成年の子女が随行で永

住申請をする場合の規制を緩和。特定の専門人材

とその配偶者の直系尊属が親族を訪問する場合の

滞在ビザは、最長 6 か月から 1 回につき総滞在期
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外国専門人材の招聘および雇用法 

間を最長 1 年に延長する。 

退職保証 

 招聘されて専門業務に従事する者が永住を許可さ

れた場合、労働者退職金の新制度を適用すること

ができる。我が国の公立学校の組織内で専任有給

の教師を務め、永住を許可された者は、その退職

に公立学校教師の退職規定を準用するとともに、

一括支給または月ごとの退職金のいずれかを選ん

で受け取ることができる。 

健康保険への加入 

 専門業務に就く者の配偶者、未成年の子女と心身

の障害により自活できない成年の子女は、滞在証

明書類を取得することにより、健康保険の 6 か月

待機期間の制限を受けない。 

租税優遇 

 専門人材が台湾での就労を初めて認められ、かつ

給与所得が 300 万元を超えてから 3 年間は、超過

部分について課税半額免除の優遇を受けられる。 

資料出展：国家発展委員会。 

 

産業革新条例 

有限責任組合のベンチャー

事業租税優遇 

 有限責任組合法に基づいて設立されたベンチャー

事業は、出資総額が 3 億台湾ドル以上、国内での

資金運用が出資総額の 50%に到達、新設企業への

投資が払込出資総額の 30%または 3 億台湾ドルに

到達などの条件に適合する場合、パススルー事業

体の概念を採用して課税することができる。 
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産業革新条例 

エンジェル投資家の租税優

遇 

 個人が設立 2 年未満のベンチャー事業会社に現金

投資する場合、個人の総合所得の総額から控除で

きる。毎年の控除額は 300 万台湾ドルを上限とす

る。 

従業員の株式報酬への課税

猶予 

 従業員株式報酬（従業員報酬株券、従業員の増資

時新株引き受け、買い戻し金庫株の従業員への支

給、従業員新株引受権証書および従業員への制限

付き新株など）は所得税の納付を 5 年間猶予する

現行制度を、実際の譲渡時に譲渡価格で課税する

形に修正する。 

学術研究機関の創設者が株

式割当を受けた場合の課税

猶予 

 創設者（教授、研究者など）が学術研究機関から

得た株券は、取得から譲渡までの間に譲渡価格に

応じて所得税を課すことで、科学研究成果の産業

化を促す。 

イノベーション調達 

 政府機関の調達担当者は、共同供給契約でソフト

ウェアや革新的な製品・サービスを優先的に調達

する。 

無形資産評価メカニズム 

 政府の研究開発成果に対する市場流通・運用能力

の付与を強化するため、無形資産評価データベー

スを確立・管理し、財政投融資などの取り組みを

組み合わせる。 

資料出典：経済部工業局。 

 


