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ＩＴ企業の躍進は
これからが本番？

ここでは銘柄を選ぶ際のポイント、経済の見方などについて
具体例を挙げながらわかりやすく解説します。

大和証券 花岡幸子 著
（WAVE出版）

あわせて｢ 経 済 用 語 図 鑑」
などを是非、
ご活用ください。
ＩＴ市場の増加傾向は一段と顕著に

用 語を知って おこう！

6月は米朝首脳会談や米FOMC、OPEC総会といっ

VIX指数（Volatility Index）

（注1）

た政治・経済イベントが豊富で、貿易摩擦問題等を巡る

Ｓ＆Ｐ500種株価指数のオプション価格をもとに算出
される予想変動率のこと。投資家の不安心理を映す
「恐怖指数」とも呼ばれる。
投資家が株式相場の振れ幅（Volatility）の先行きを
どれほど見込んでいるかを示しており、値が高いほ
ど、相場の変動が大きくなると市場が想定しているこ
とを表す。株安の警戒感が強まると上昇しやすい。

トランプ大統領の発言なども収まることなく、引き続き株
式市場を取り巻く環境には様々な不安要因がありまし
た。
しかし、市場はかく乱要因に踊らず、
ファンダメンタ
ルズを見極めようという冷静さを取り戻しつつあるようで
（注1）

す。実際、VIX指数

は低い水準で推移していること

からも市場の落ち着きぶりがうかがえます。
市場が注視するファンダメンタルズは好調です。米国
はS&P500社ベースで2018年に20％を超える増益が予

期には増益率が加速し、4年連続の過去最高益更新が
見込まれます。

想され、2017年の12.8％増益から加速すると見られてい

こうした好業績を背景に、各社とも将来への布石を打

ます。一方、
日本の企業業績も主要企業200社ベースの

つべく、投資を積極化しています。米国では2017年末に

経常利益は2018年度8.3％増、2019年度10.7％増と、来

成立した税制改革法により、設備投資は全額を課税所

図表① 世界のＩＴ市場～景気変動の影響を受けながらも増加傾向～
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得から差し引ける「即時償却」が使える
（5年間の時限

ザー企業は自前の情報システムを構築するのに比べて

立法）
ようになったことも、投資を促す追い風になっている

コストを削減できるうえ、
システム導入までの時間も短縮

とみられます。一方、
日本では主要企業200社ベースで

できるため、世界的に需要が伸びています。
とくに最近

2018年度の設備投資額は14％増と2013年度以来の2

では、大企業を中心に大量のデータやソフトを扱うように

ケタ増が予想されています。

なってきたことから、
これらを巨大なデータセンターで一

生産性の向上に加え、付加価値創出のためのＩＴ
（情

括管理するクラウドを使う傾向が強まっているようです。

報技術）投資などが増えているとみられます。
ＩＴ投資は

今後は、近年目覚ましい進化を遂げているＡＩ
（人工

景気変動を受けながらも、世界的に増加傾向にあり、そ

知能）
も、
ＩＴ市場の牽引役として躍り出てくるとみられま

の市場規模は拡大しています（図表①）。ただ、その中

す（図表②）。
ＡＩは、
クラウドによるコンピューター能力の

身は劇的な変化が出てきているようです。

向上、膨大なデータ、機械学習

（注2）

クラウドがIT市場を牽引、
AIも今後の牽引役へと躍り出る見込み

の躍進が重なり、
その

用 語を知って おこう！

ＩＴ投資の牽引役がクラウドでしょう。実際、
クラウド
（パ
ブリッククラウドサービス）市場は年20％程度の高い成
長を続けています（図表②）。
クラウドサービスとは、
ネット
ワーク上に置いたＩＴ機器やデータ、
ソフトウェアを、通信

機械学習

（注2）

ＡＩ自身が大量のデータを解析してルールや判断基準
を作成し、新たな事柄を予測する仕組み。

回線を通じて利用する各種サービスの総称です。ユー

図表② ＩＴ市場の中の高成長分野～クラウドサービス、
ＡＩの世界市場推移～

（注１）
クラウドサービスとはネットワーク上に置いたＩ
Ｔ機器やデータ、
ソフトウェアを通信回線を通じて利用する各種サービスの総称で「パブリッククラウド」
と
「プライベートクラ
ウド」
がある。上記の市場規模は
「パブリッククラウド」。米アマゾン・
ドット・コムなどが手掛け、不特定の人や企業がサーバー類を共同利用するもの。
これに対して、
プラ
イベートクラウドは特定の企業専用に環境を構築するもの。
（注２）
Ａ
Ｉ市場はデータセンター、
自動運転向け市場。予想
（推計）
は大和証券キャピタル・マーケッツアメリカ
（出所）
statista、Gartner、
トップ500企業データ等

進化は加速しています。応用分野として、
自動運転やロ

やＡＩの活用を促している面もあります。

ボットに注目が集まっていますが、究極的には、人と対話

代表例が、小売業界にみられるネット通販（Eコマー

しながら生活や仕事に必要な作業をこなすといった形

ス）の拡大でしょう。小売業界では、店舗による販売から

で、活用範囲は大幅に広がるとみられます。

ネット通販に急ピッチで置き換わっています。米国では、
アマゾン・
ドット・コム
（以下、
アマゾン）
などがネット通販を

クラウドやAI等に
注力せざるを得ない背景

～コスト削減や人手不足、
サービスの構造変化

伸ばしており、米小売最大手のウォルマートをはじめとす
る実店舗を持つ企業もネット通販強化へ動き出していま
す。
ネット通販の拡大の影響は、倉庫の増設という形にも

クラウドやＡＩの活用は、企業の収益性や成長性のカギ

表れています。米国では物流業者のみならず、小売業者

を握るため、
その分野への投資などの手綱を緩めるわけ

なども巻き込んだ形で商業用倉庫の建設が進んでおり、

にはいかないとみられます。
したがって、景気動向いかん

2017年の投資額は2012年比で4.1倍に膨らみました。同

にかかわらず、拡大していく市場との位置づけは変わら

期間の総合スーパーなどの店舗等の投資額は1.6倍の

ないのではないでしょうか。

増加ですから、店舗よりも倉庫投資の勢いが強いことが

コスト削減の観点からも、
クラウドの活用は不可欠で

わかります（図表③）。物量の増加に加えて、
スピード配

す。
クラウドを使うことによって、ユーザー企業は自前の情

達の要求が高まっていることも投資増加の背景にありま

報システムを構築するといった巨額の初期費用を負担す

す。物流システムの自動化ニーズは一段と高まっており、

ることなく、最新のサービスを利用できるためです。

今後ますますクラウドやＡＩなどを活用した物流システム

さらに、
ＡＩを活用することで、
日本など先進国を中心と

などへの投資が必要になってくるでしょう。

した少子高齢化に伴う労働力不足問題に対する解決

米大手金融業界も今後、
サービスの構造変化の波が

の糸口になる可能性があります。今まで人間でなければ

押し寄せてくる業界でしょう。米国では、
アマゾンが銀行

できなかった分野、例えば、
オフィスなどにおけるホワイト

業に参入するかどうかが話題となっていますが、現時点

カラーの業務、運転など物流の分野、
あるいは介護など

では業種による銀行業参入が認められていません。
し

のサービス分野などが、将来的にＡＩ
（ＡＩを搭載したロ

かし、金融業界はＩＴ企業による金融サービス拡充に対

ボット）
に置き換わるとみられます。

して危機感を募らせているようです。米マッキンゼーの

また、
ＩＴの進化に伴うサービスの構造変化がクラウド

図表③ 米国の民間建設投資～店舗投資よりも倉庫投資が活発化～

小売業界の投資
（店舗等）

（注）
小売業界とは総合スーパーやショッピングセンターなど
（出所）
米商務省

（注3）

2017年の調査によると、
ミレニアル世代

の73％が銀行

よりも、
グーグルやアマゾン、ペイパル、
スクエアから新し

ＩＴ投資はコスト削減や人手不足への対応に寄与す

い金融サービスが提供されればいいと考えていると回答

るだけでなく、
ＩＴ技術の進歩を通じたサービスの構造変
化などをもたらし、
さらにＩＴ投資を加速せざるを得ないと

したとのことです。
足元、順調な米景気拡大を背景に、金利が上昇し、利
鞘の改善が続いていることから、米金融業界を取り巻く
環境は好調です。
しかし、順調な今だからこそ、景気変
動に備えた、
さらにはＩＴ企業のサービス拡充にも備える

いう連鎖を引き起こしているのではないでしょうか。

ＩＴ企業も投資を積極化し、
将来への布石は着々

投資を本格化しようとしています。例えば、
シティグルー

ＩＴ投資の拡大は、
ＩＴ需要の高まりといった形で、
サプ

プは、店舗の拡充には慎重ながらも、
スマートフォンなど

ライヤーであるＩＴ企業の設備投資の増加も促していま

モバイル端末のアプリで大半の銀行取引が済むサービ

す。
アルファベット、
アップル、
アマゾン、マイクロソフトの4

スを構築し、顧客の囲い込みと獲得を狙おうと動き出し

社でこの１−3月期で180億ドル
（約2兆円）
もの投資を行

ています。
ゴールドマン・サックスも、デジタルに特化した

いました。単純に4倍した形での年換算の投資額は約

消費者向け銀行サービス「マーカス」の拡大を急いでい

700億ドル（約8兆円）にも達します（図表④）。
これらの

ます。

投資によるサービスの拡充により、
さらに多くの顧客を取
り込むといった好循環が生じています。
加えて、パブリッククラウドは、不特定の人や企業が

用 語を知って おこう！

サーバー類を共同利用することから、
１つの製品やサー
ビスへの利用の集中が進むこととなります。パブリック

ミレニアル世代

（注3）

クラウドインフラサービス市場におけるアマゾン・
ドット・コ

米国で、2000年代に成人あるいは社会人になる世
代。1980年代から2000年代初頭までに生まれた人
をいうことが多く、ベビーブーマーの子世代にあたる
世代と重なる。インターネットが普及した環境で育っ
た最初の世代で、情報リテラシーに優れ、自己中心的
であるが、友人との共感を重視したコミュニケーショ
ンが定着しており、モノよりも経験や体験、他人の共
感や評価を重視する意識が強い。

ムのシェアは約4割（2016年）
ですが、
こうした巨大企業
への一極集中の状況も生じています。強い企業（ＩＴ企
業）はますます強くなるという構図が一段と鮮明になっ
ていくと考えられます。
（花岡 幸子）

図表④ 大手ＩＴ企業4社の設備投資額～ＩＴ企業の設備投資は加速～
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お取引にあたっての手数料等およびリスクについて
手数料等およびリスクについて
 株式等の売買等にあたっては、「ダイワ・コンサルティング」コースの店舗（支店
担当者）経由で国内委託取引を行う場合、約定代金に対して最大 1.24200％（但し、
最低 2,700 円）の委託手数料（税込）が必要となります。また、外国株式等の外国
取引にあたっては約定代金に対して最大 0.97200％の国内取次手数料（税込）に加
え、現地情勢等に応じて決定される現地手数料および税金等が必要となります。
 株式等の売買等にあたっては、価格等の変動（裏付け資産の価格や収益力の変動を
含みます）による損失が生じるおそれがあります。また、外国株式等の売買等にあ
たっては価格変動のほかに為替相場の変動等による損失が生じるおそれがありま
す。
 信用取引を行うにあたっては、売買代金の 30％以上で、かつ 30 万円以上の委託保
証金が事前に必要です。信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことが
できることから、損失の額が差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
 債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により売買する場合は、その
対価（購入対価・売却対価）のみを受払いいただきます。円貨建て債券は、金利水
準の変動等により価格が上下し、損失が生じるおそれがあります。外貨建て債券は、
金利水準の変動に加え、為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。
また、債券の発行者または元利金の支払いを保証する者の財務状況等の変化、およ
びそれらに関する外部評価の変化等により、損失が生じるおそれがあります。
 投資信託をお取引していただく際に、銘柄ごとに設定された販売手数料および運用
管理費用（信託報酬）等の諸経費、等をご負担いただきます。また、各商品等には
価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。

ご投資にあたっての留意点
 取引コースや商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、上場有価証券等書
面、契約締結前交付書面、目論見書、等をよくお読みください。
 外国株式、外国債券の銘柄には、我が国の金融商品取引法に基づく企業内容の開示
が行われていないものもあります。
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