初心者でもわかる

株 式 投 資 の 基 本 を 学 ぼう

投資
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「第4次産業革命」時代の
投資対象は？
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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。
あわせて｢ 経 済 用 語 図 鑑」
などを是非、
ご活用ください。
第4次産業革命の牽引役は米国
今、
私達は第4次産業革命の真っただ中にいます。
そう

大和証券 花岡幸子 著
（WAVE出版）

｢人生100年時代」
を迎え、
資産運用の必要性が高まる
中、
株式投資を選択肢の１つに入れるべき状況になってきま
した。
その際、
投資の目的が将来への備えとなるので、
投資

聞くと、
改めて大きな変化の時代にいるのだと驚かされるの

回収期間はおのずと5年、
10年、
あるいはそれ以上の長期

ではないでしょうか。
実際、
第4次産業革命といわれる大き

になります。
したがって、
時代の流れを押さえたうえで、
今の

な変革の中で、
各国、
各企業とも覇権を握ろうとする動きを

時代を牽引している国はどこか、
成長が見込まれる産業・

活発化させています。
日本企業の例では、
9月3日に日本電

企業はどこか等を意識して投資対象を選ぶことが大切で

産が発表した独ロボット部品会社の買収が挙げられます。

す。
時代の行く末をつかめていないと、
足元のファンダメンタ

同社は2019年3月末までに、
今回を含めて立て続けに独企

ルズが良好だと思って投資しても、
いわば ｢石油の時代が

業5社を買収する計画です。第4次産業革命で先行する

到来するのに石炭産業に注目する」
といった時代錯誤の

独企業の技術を一気に取り込み、
製造業で起こっている

投資になりかねません。
そこで今を知るために、
これまでの

工場の自動化需要を狙ったものと考えられます。

産業革命を振り返ってみましょう
（図表①）
。

図表① 各産業革命の特徴

（出所）
総務省「第4次産業革命における産業構造分析とIoT・AI等の進展に係る現状及び課題に関する調査研究」
（平成29年）
総務省「平成29年版 情報通信白書」
などより、大和証券作成

産業革命というと、
まず思い浮かぶのは、
18世紀後半に

や利用の拡大、
LTE
（携帯電話のデータ通信方式のひと

英国で起こった第1次産業革命ではないでしょうか。
蒸気

つ）
等の4G
（無線移動体通信技術の第4世代）
の普及、
HD

機関が発明され、
工場制機械工業が発展し、
世界の工業

（高精細）
映像などの高品質なコンテンツの流通、
医療や

化はここから始まったといえます。

政府情報等を含む多様な情報のデジタル化などが進ん

続く第2次産業革命は19世紀後半の電気や石油を新た

だことでもたらされた変革といえます。
これを背景に、
従来

な動力源として大量生産が可能になった社会構造の変革

データ化されていなかった情報が、
相互に接続された機械

を指します。
フォードのT型自動車に代表されるように、
大量

やシステムを通じてデータ化されるようになったため、
データ

生産、
大量輸送、
大量消費の時代の幕開けであり、
米国が

量の拡大ペースは著しく、
年率数十％という勢いで増加し

牽引役となりました。

ています
（図表②）
。

次の第3次産業革命は20世紀後半で、
コンピューターの

こうして集められたデータはネットワークを通じてビッグ

登場によって、
生産の自動化・効率化が進みました。
この時

データとして集積し、
解析を経て、
再び製品にフィードバック

代の前半の牽引役は日本であり、
日本メーカーのエレクトロ

され、
製品の機能や性能を著しく向上させることが可能と

ニクス製品や自動車産業の発展はその象徴といえるでしょ

なりました。
さらにいつ、
だれが、
どこでその製品を使ったの

う。
しかし、
後半
（1990年代から2000年代）
にかけては、
ICT

かを把握して管理・課金する、
売り切り型ではないカーシェ

（情報通信技術）
の発展により、
米国の労働生産性がそれ

アリングのような新しいビジネスも誕生してきています。
また

までのペースを大きく上回る伸びを見せ、
米国が主役の座

製品から得られる顧客の購買データのようなデータそのも

に戻ってきました。

のが価値を持ち、
新たなビジネス
（広告など）
に結び付くよう

そして、今、進行中の第4次産業革命は、
デジタル技

になってきました。

術の進展と、
あらゆるモノがインターネットにつながるIoT

米国を中心とするIT企業は、
付加価値の源泉である

（Internet of Things）
、
AI
（人工知能）
、
ビッグデータ、
ロ

データを収集・分析・活用するプラットフォームを構築し、
こ

ボットの発展等による変革を指します。
ここで大きな役割を

れを武器にビジネスを拡大し、
圧倒的な競争力をつけるに

果たしているのは米国であり、
米国企業といえます。

至っています。
このデータを活用し、
広告を収入源としてい

第4次産業革命で起こっていること
～プラットフォーマーといわれる
IT企業がより強くなる構図
第4次産業革命では、
スマートフォン・タブレットの普及

るのが、
アルファベット
（旧グーグル）
やソーシャルメディアの
フェイスブック、
あるいは電子商取引のアマゾン・
ドット・コム
です。
また各社がデータを利用できる基盤
（クラウド）
を提
供しているのがアマゾン・
ドット・コムとマイクロソフトでしょう。
アップルは、
世界的に普及したアップル製品を基盤として、

図表② 世界の情報通信量及びその将来推計

（注）
2015年以降は予測値
（出所）
McKinsey Global Institute（2016）
「Digital Globalization: The New Era of Global Flows」
経済産業省「通商白書」2016年版

音楽配信サービス｢Apple Music」
・ストレージサービス

（図表③）
。
地域別では中国などアジアでの成長が期待さ

｢iCloud」
・アプリ販売 ｢App Store」
などからの課金収入

れますが、
最大の市場である北米
（米国）
の強さは継続す

を伸ばしています。
これらの企業は、
第三者がビジネスや情

るとみられます。

報配信などを行う基盤として利用できる製品やサービス、
シ

またデータ利用の基盤となるクラウドサービスは年30～

ステム等を提供する事業者であり、
プラットフォーマーと呼ば

50％の高成長を遂げています。
クラウドサービスとは、
インター

れます。

ネット上に設けたリソース
（サーバー、
アプリケーション、
データ

カギを握るプラットフォームの拡充の動きは、
データセン

センター、
ケーブル等）
を提供するサービスであり、
IoTを活用

ターにも表れています。
データセンターとは、
コンピューター

したサービスや社会の実現における重要なプラットフォーム

（メインフレーム、
サーバー等）
やデータ通信装置等を設

であることから、
今後も年20％程度の高い成長が続くとみら

置・運用することに特化した施設の総称であり、
データセ

れます
（図表④）
。｢IoT国際競争力指標」
（2016年実績：総

ンターサービスとは主に企業の情報システムをデータセン

務省）
によると、
主要10ヵ国・地域の企業1,500社を対象とし

ターで監視・運用・管理などを行うサービスです。
爆発的に

た調査
（2016年）
では、
クラウドサービスのシェアでは米国が

増大するデータの保管や処理などを行うデータセンターは

8割と圧倒的であり、
年々シェアが上がっていることから、
その

重要なインフラと位置づけられ、
今後も増加が見込まれます

存在感が一段と高まっていることがわかります
（図表⑤）
。

図表③ 世界のデータセンター市場規模の推移及び予測

（注）
2017年以降は予測値
（出所）
総務省「平成30年版 情報通信白書」

図表⑤ クラウドサービスのシェア推移

（注）
主要10ヵ国・地域の企業1,500社を対象
（出所）
総務省「loT国際競争力指標
（2016年実績）
」

図表④ 世界のクラウドサービス市場規模の推移及び予測

（注）
2018年以降は予測値
（出所）
総務省「平成30年版 情報通信白書」

新たな産業やビジネスモデルを生み出す基盤となるプ
ラットフォームは、
主として米国IT企業が押さえていること、

中でも、
医療機器は一段と進化するとみられる業界の１つ
です。

市場の拡大に応えるべく、
今後も巨額の投資が必要であ

そもそも医療サービス向上の社会的なニーズが強い

り、
それができるだけの企業規模を備えていることを鑑みる

中、
医師の数など医療資源は限られており、
遠隔医療や在

と、
プラットフォーマーと呼ばれるIT企業は、
第4次産業革

宅医療といったテクノロジーを活用した効率的な医療提供

命を通じてますます巨大化していくとみられます。
したがっ

へシフトせざるを得ないという事情があります。
第4次産業

て中長期投資を考える際には外せないセクターといえるで

革命でAIやロボットといったテクノロジーなどの導入が進む

しょう。

ことによって、
医療サービスの向上を実現していくと考えら

第4次産業革命で大きく変わると
みられる業界は？
一方で、
産業構造の変化がビジネスチャンスになる業界・
企業も出てくると考えられます。
【製造業】
ものづくりの在り方が劇的に変化
（自動化・省力化、多品種少量生産の進展）

れます。
社会のニーズの変化に技術革新が加わることで、医療
のあり方も変化していくとみられます。高齢化の進展による
医療費の増加を抑えるため、
あるいはより高度な医療サー
ビス提供の一環として、
将来の病気発症リスクなどを予測
する必要性が高まっています。
こうした技術進歩により、
病
気と遺伝子との因果関係や相関関係の分析が進み、予

製造業においては、
消費者の嗜好などのデータを共有

測することが可能になるでしょう。すると病気発症リスクを

することで、
サプライチェーンを最適化する形で業界構造

予見し、病気の早期発見や早期治療につながっていくと

が変革することが想定されます。
工場が頭脳となり、
需要動

期待されます。予防の段階から医療が介入する、
あるい

向を分析し、
製造品目を判断し、
生産することができるように

は早期発見・早期治療を普及させるためには、従来よりも

なると考えられます。
部品の在庫や受注状況を把握しなが

早くて、
安価、
しかも患者への負担の少ない検査や治療を

ら、
何をどうやって作るのが最適なのかをシステム化するこ

可能にする医療機器が必要になってくるでしょう。
また、
医

とで、
一段と自動化・省力化が進み、
製造コストの削減につ

師の経験やスキルによってバラツキのあった診断や治療

ながるでしょう。

の標準化・高度化の観点からも、AIやロボットなどの技術

加えて、
生産品目に応じて必要になる部品を常時データ
で把握できれば、
多種の製品を少しずつ効率的に供給でき

進歩に背中を押され、
医療機器市場の成長を促すと考え
られます。

ます。
すると、
人件費の安い国で大量生産するよりも、
消費

こうした中、
先行企業の優位性は続くとみられます。第4

地に近いところに工場を置く方が有利になります。
この観点

次産業革命によって、産業間の垣根が低くなってきたとは

からは、
日本を含めて先進国にとってはチャンスの時代と考

いえ、
この業界は専門性が高く、参入障壁の高い市場で

えられます。

もあることが要因です。

いち早く動き出したのはドイツです。
2010年代前半から国

【金融分野】業界地図が大きく変化する
を挙げて製造業の高度化を図っています。
例えば、
独アディ 可能性のある業界
ダスは2017年にドイツ南部アンスバッハで実に24年ぶりの

金融業はAIなど最先端技術の活用にいち早く対応しよ

スポーツシューズの国内生産を再開しました。
ロボットによる

うとしている業種の１つです。
金融サービスは、
取引がオン

全自動生産で、
顧客が求めるデザインやサイズに応え、
さら

ラインで完結するなど、
金融とICT
（情報通信技術）
との融

に流行のモデルに即応する柔軟な生産も可能です。
しかも

合が早くから取り組まれており、
FinTech
（金融Financeと

市場に届ける期間は従来に比べ3分の1に短縮されるなど

技術Technologyを掛け合わせた造語）
の流れにより、
様々

大きな変化が出ています。

なサービスの提供が進んでいます。
投資・資産運用への取

従来の大量生産に代り、
今後は開発や生産のスピードを

り組み支援や経費精算・決済などのお金に関する業務の

重視した生産、
既製品と同等程度のコストで顧客1人1人

効率化から、
ブロックチェーンといった新たな技術の活用な

からの注文生産が進展するとみられます。
投資の観点から

どに至るまで、
今後、
大きなパラダイムシフトの起こる可能性

は、
ロボットやAIを活用した投資を積極化し、
こうした生産

があります。

体制を築けるかが企業選別のポイントとなるとともに、
生産

この分野は、
IT企業やベンチャー企業などを巻き込み、

の仕組みを変えるカギとなるロボット等を作る企業も第4次

大きな変化が予想される業界です。業界地図が大きく変

産業革命の中で伸びていく企業として注目できます。

化する可能性があり、
その行方は注意深く見守る必要が

【医療・ヘルスケア分野】医療機器業界は
成長のチャンス、先行企業の優位性は継続か
AIの基盤整備やデータの活用などが進むことによって、
医療・ヘルスケア分野は新たな展開が期待される産業です。

あるでしょう。
（花岡 幸子）

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
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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。
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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
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