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投資のヒントはゴールド・ラッシュの
成功者にあり
医療機器、再生可能エネルギー業界に類似点

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。
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あわせて｢ 経 済 用 語 図 鑑」
などを是非、
ご活用ください。
着実な資産形成を目指す際のポイント
「継続は力なり」
10月以降の株式市場は不安定な動きをみせました。
米銀行最大手のJPモルガン・チェースのジェイミー・ダイモン
CEOが7−9月決算説明会で、｢Brexit
（英国のEU離脱）
、

用 語を知って おこう！
VIX指数

（注）

シカゴ・オプション取引所が算出する、米S&P500種株
価指数の予想変動率。投資家の不安が高まり、値動きが
激しくなると上昇するので、
「恐怖指数」とも呼ばれる。
20を超すと警戒ゾーン、30超は危険ゾーンとされる。

イタリア、
通商
（問題）
、
量的緩和の逆流、
トルコ、
アルゼンチン、
サウジアラビア。
」
と世界を取り巻くリスク要因を数多く挙げた
ことからもわかるように、
多くの懸念材料が存在していること

タイミングを逸してなかなか買えないか、
あるいは株価の

が背景にあります。
中でも米中貿易摩擦問題は、
世界経済

高いところばかりで購入するということになってしまいます。

に大きな影響を与えかねないとして特に警戒されています。
実際、
IMF
（国際通貨基金）
は2019年の世界経済見通しを

VIX指数とNYダウの動きを見てみましょう
（図表①）。
当然ではありますが、
VIX指数が上昇した時、
すなわち市

巡航速度ならば3.7％の成長率と予測していますが、
貿易摩

場の不安心理が高まった時は、
株式を売却しようという人

擦問題が激化していけば、
2019年以降、
最大0.8％ポイント

が増えるため、
NYダウは下がっています。
でも自分が株式

下振れすると警告しています
（10/9発表）
。

投資をするタイミングという観点でこのグラフを見るとどうで

改めて米国のファンダメンタルズを見てみましょう。
米国の

しょうか。
不安心理が高まった時に割安な価格で株式を購

7−9月期実質GDPは個人消費が牽引し、
前期比年率3.5％

入し、
その後の株価上昇メリットを大きく享受できるのです。

増と市場予想を上回る高い伸び率を達成しました。
また、

しかし、
ファンダメンタルズの方向性を見据えつつ、
不安心

7−9月期企業決算はS&P500ベースでみると3四半期連続

理が高まったタイミングを狙って株式のようなリスク資産に

で20％を超す高い増益率となっているだけでなく、約8割

投資するということは、
実際には難しいでしょう。

の企業が市場予想を上回る好調な結果となっています。
（注）

市場の不安心理を表すVIX指数

を見ると
（図表①）
、

これに対する対処法としては、
中長期的に評価できる銘
柄をいくつか選別し、
長期で保有するといった投資スタンス

確かに10月以降、
警戒水準が続いていました。
ただ、
過去

をとることが挙げられます。
タイミングに固執せずに、
長期で

の急騰時と比べると、足元の実体経済が良好なだけにさ

保有し続ければ、
最終的に保有資産の価値が上がってい

らなる不安心理の高まりには歯止めがかかっていたとい

く可能性が高いのです。
株価下落局面においては、
不安

えます。

感が増すため、
ついつい売却したくなるものです。
そこをぐっ

前述のJPモルガン・チェースのジェイミー・ダイモンCEOは
決算説明会で、
リスク要因を挙げる一方、｢米経済の強さ」
についても触れ、
さらに、地政学リスクについては ｢経済を
脱線させるほどではない」
と述べています。懸念材料はあ
るものの、経済は順調で失速するとはみていないというこ
となのでしょう。
投資を考える際、
とくに株式投資を考える際には、
こうし

とおさえて、
長期で保有し続けることが投資の際のポイント
といえるでしょう。

長期で保有する際には
投資先選びはより慎重に
～ゴールド・ラッシュの
ビジネスモデルを参考に～

た様々なリスクを念頭に入れておくことは重要です。
そのう

中長期で着実な資産形成を目指す際のポイントは長期

えで、
ファンダメンタルズになにか変化があったのかを意識

保有と言いましたが、
長期で保有するからには、
それに耐え

する必要があります。
いつの時代でも不安材料がない時

うる投資対象でなければなりません。
つまり、
目先の利益動

期などありません。
ファンダメンタルズの方向性などを確認

向というよりもむしろ長期の観点から成長が見込める企業

せずに、
不安材料が薄れてから株式を購入しようとすると

を選別する必要があります。

長期投資の観点で銘柄を選ぶ際のアイディアは様々あ

始めたビジネスについて見てみましょう。
カリフォルニアに集

りますが、
今回はアメリカのゴールド・ラッシュを経て、
成功を

まってきた採掘者達は、
各地から集まってきたため、
稼いだ

おさめ、
生き残った企業を参考にしてみたいと思います。

お金を預けたり、故郷にいる家族に送金したり、家族との

ゴールド・ラッシュとは新たに発掘された金鉱や金の採

荷物や手紙のやり取りをしたりするサービスを必要として

掘地に人々が殺到する現象のことを指しますが、
もっとも

いました。
ここに目を付けたウェルズとファーゴは、採掘者

有名なのはアメリカのゴールド・ラッシュでしょう。

達のために安全で確実に送金や輸送をできるシステムを

アメリカのゴールド・ラッシュは1848年カリフォルニアの

作り上げたのです。
当時、輸送手段の主流は馬車であり、

サクラメント川付近で金が発見され、
このニュースは瞬く間

駅馬車網を使って、金や手紙や荷物など様々なものを運

一獲千金を夢見
に世界中に伝わったことで始まりました。

ぶ宅配ビジネスを確立しました。
その後、銀行を上回る信

てカリフォルニアに多くの人が移住し、
1948年初め2万人に

用力を得て、
やがて金の預け先として重宝されるようにな

満たなかったカリフォルニアの人口は、
49年に10万人、
52年

り、次第に金融機関そのものへと脱皮していきました。
こう

に25万人、
60年には38万人に増えていきました。
ただ、
この

して２人の名前をとって設立されたウェルズ・ファーゴ社は

ゴールド・ラッシュで儲けることができたのは、
実際に金を採

現在、
カリフォルニア州サンフランシスコを拠点とする大手

掘した人達ではなかったのです。
金は取れても、
続々と人が

地銀にまで成長するに至りました。

集まってきたため、
それほど儲けることはできませんでした。
一方、
金を掘るために必要なもの、
人々が生活するうえで欠
かせないものやサービスなどの需要が急速に高まり、
ここに
目を付けたビジネスが最終的には大成功を収めました。

採掘者達に独自の製品やサービスを
提供するビジネスとの類似性
～医療機器、再生可能エネルギー業界～

その成功者の１人が、
リーバイ・ストラウスです。
リーバイ

アメリカのゴールド・ラッシュで最終的に成功したリーバイ・

は、
金鉱を掘り当ててひとやま当てようとしたのではなく、
急

ストラウスやウェルズ・ファーゴの例をヒントに長期的な投資

激に人口が増えている点に着目して、
こうした人々向けに

対象となりうる企業を見つけていくというのも面白いかもし

商売をしようと考えました。
当時、
金を掘っていた採掘者達

れません。
伸びている業界そのものではなく、
伸びている業

は、
山地で金鉱を求めて毎日労働をしていたために、
ズボン

界向けに独自のビジネスを展開している企業に着目すると

が耐え切れずにすぐに破れてしまうのが悩みでした。
そこ

いう観点です。
ゴールド・ラッシュの例でいうと、
伸びている

で、
リーバイは商い用に持っていたテント等で使われていた

業界というのは金の採掘者にあたるわけですが、
参入者

厚手のキャンバス地を用いて
（のちにデニム生地を使用）
、

が多く、
非常に競争が厳しいという傾向があります。
しかし、

膝がボロボロにならず、
どんな動きにも耐えうる丈夫なズボ

こういった業界向けに独自の画期的な製品やサービスを

ンを販売したのです。
これが評判を呼び、
ジーンズで有名な

提供することによって、
過当競争から一歩引いたところで

リーバイ・ストラウス社が誕生したのです。

優位にビジネスを展開できる可能性があるのです。

次に、ヘンリー・ウェルズとウィリアム・ファーゴの2人が
図表① NYダウとVIX指数
（日次）

（出所）
大和証券作成
（2018年11月7日まで）

【医療機器業界】

医療機器業界は巨大で成長の見込まれる医療市場を

１つの例が医療機器業界でしょう。
世界的に人口が増え

相手に、
独自の技術や専門性を武器に、
比較的ニッチな市

ているうえに、
高齢化も進展しているため、
医療ニーズは今

場を対象としています。
したがって、
参入障壁が高く、
先行

後、
ますます高まってくると考えられます。
具体的には、
医師

者メリットは継続しやすいと考えられます。

をはじめとする医療スタッフや医療サービス等が一段と必

特定分野に強みを持つという観点から、
人工内耳で世

要になります。
こうした医療ニーズの高まりに応えるのが医

界最大手のコクレア、
睡眠時無呼吸症候群
（ＳＡＳ）
の治療

療機器業界といえます。

機器大手のレスメド、
できるだけ切開を小さくして行う低侵

医療機器業界の世界市場は約40兆円といわれる大き

襲
（患者の負担を減らした）
手術をロボットで執刀するシス

な規模です。
しかし、
各医療機器メーカーは様々なニーズ

テムの世界的リーダーであるインテュイティブサージカルと

に応えるために、分野別に細分化された市場ごとに向き

いった企業が注目されます。

合わざるを得ず、
多品種少量生産という特徴があります。

医療機器は別の分野同士でノウハウを共有することが

実際、
注射器、
内視鏡、
人工透析機器、
カテーテルといった

難しいという独自性ゆえ、
M&Aを通じて自社が保有してい

ものから、
ＣＴやＭＲＩといった高額な検査機器、
さらには体

ない得意分野を取り込むことによって成長を図ろうという

内にいれるペースメーカー、
ステント、
人工関節といったもの

動きが活発です。
個々で見るとニッチ市場ではありますが、

まで、
幅広い種類があります。
医療機器と一口にいっても、

M&Aによって専門性の幅を広げているという観点から、

診療科や疾病、
手術を要する部位などによって形状や機

製品ラインナップで群を抜く総合ヘルスケアのJ&J、
ペース

能、
素材などが異なるうえ、
その専門性の高さから、
別の領

メーカーのメドトロニック、
植え込み型除細動器のボストン・

域同士のノウハウを共有することが難しいとされています。

サイエンティフィックなども注目されるでしょう
（図表③）
。

したがって、
個々の分野別市場規模をみると、
世界ベース
で比較的大きな市場でも数千億円～1兆円強にとどまって
います
（図表②）
。

【再生可能エネルギー業界】
もう1つの例が、
再生可能エネルギー業界でしょう。
米国
における再生可能エネルギーの普及を主導しているのが、

図表② 主な医療機器の世界シェアと世界市場規模
（2015年）

（出所）
国立研究開発法人日本医療研究開発機構「医療機器開発のあり方に関する検討委員会報告書」
（平成30年3月）

アップル、
グーグル
（アルファベット）
、
アマゾン・
ドット・コム、
フェ

エネルギーによって賄われるようになってきているのです。

イスブックといったIT企業です。
あらゆるモノがネットにつな

風力・太陽光発電分野で独自の地位を築いている企業

がる｢IoT
（Internet of Things）
」や動画配信の普及で

として、
米フロリダ州を地盤とする電力会社のネクステラ・

データ量は急激に増加し、
処理するためのデータセンター

エナジー
（NextEra Energy）
が挙げられます。

の投資が増え、
それを賄うための電力の必要性が高まっ

長期的に勝ち残っていくとみられるＩＴ業界に着目するだ

ていることが背景にあります。
データセンターの電力消費量

けでなく、
そのIT業界に対して電力を供給している再生可

は並大抵の量ではなく、
発電所の増設が必要です。
この

能エネルギー業界も長期的な投資対象の候補に加えてみ

電力は気候変動への対応といった社会貢献の観点や経

るのはいかがでしょうか。
コスト競争力の優位性に加えて、

済合理性の観点から風力・太陽光発電といった再生可能

社会貢献の観点にもかなう点は魅力的です。
（花岡 幸子）

図表③ 特定の専門分野で強みを発揮、
M&Aで専門分野を拡大している企業

分類

銘柄
ティッカー
市場
国

取扱製品他

販売地域

市場環境、製品動向、特徴など

人工内耳の世界最大手。

100ヵ国以上で製品を販売。

人工内耳を必要とする高度難聴者は3,700万人
だが、普及率は5％未満であり、市場拡大余地は
大きい。

睡眠時無呼吸症候群（SAS）の治療
機器の製造販売大手。主力製品は、
C PA P (持続陽圧呼吸療法 ：機械で
圧力をかけた空気を鼻から気道に送
り込み、気道を広げて睡眠中の無呼
吸を防止する治療法)機器やマスク、
付属品等。

120ヵ国以上に拠点を持つ。
【地域別売上構成】
米国・カナダ・南米地域62％、
その他(欧州・アジア等）38％
（2018年6月期）

世界では、SASの罹患者は4.2億人、睡眠時の呼吸
に異常がある人が9.4億人いると推定されている。
SASへの認識が高まることによる、患者数の増加
の可能性は非常に大きい。

できるだけ切開を小さくして行う低侵
襲手術をロボットで執刀するシステム
の世界的リーダー。低侵襲手術は、
術後の痛み軽減や早期回復を容易
にし、入院日数を短縮する可能性が
ある。

米国、日本、韓国、ドイツ、イギ
リス、フランス等の売上高が
比較的大きいと考えられる国
では自社で 営業 を 行 ってい
るが、それ以外の地域では販
売店等に任せている。
【地域別売上構成】
米国73％、米国外27％(2017
年12月期）

ダビンチサージカルシステムは世界で4,666台程
度稼動している（2018年6月末時点）。手術回数は
2015年が65.2万回、2016年75.3万回、2017年87.7
万回と順調に拡大している。全売上高に占めるシ
ステムの販売は29％、手術ごとに必要となる消耗
品などの割合が71％となっている。

コクレア
特定の専門分野で強みを発揮

(COH)
(AU)
( オーストラリア )

レスメド
(RMD)
(NY)
(米国)

インテュイティブ
サージカル
(ISRG)
(NAS)
(米国)

ジョンソン・エンド・
ジョンソン
(JNJ)
(NY)
(米国)

M&Aで専門分野を拡大

メドトロニック
(MDT)
(NY)
(アイルランド)

ボストン・
サイエンティフィック
(BSX)
(NY)
(米国)

1887年に米国で設立された世界最大
級のヘルスケア企業。「バンドエイド」
「ジ ョンソ ンベビーパウダー」「リステ
リン」「タイレノール」などで知られる。
医療機器部門には低侵襲治療関連
製品や不整脈のカテーテル診断 ・治
療に使用する製品、骨接合材料、人工
関節、コンタクトレンズ｢アキュビュー｣
などが含まれる。
【部門別売上構成】
医薬品47％、医療機器35％、消費者
向け18％（2017年12月期）
1949年、米国で設立。1957年に世界
初の電 池 式体外 型ペース メ ー カ ー
を、1960年には世界初の埋め込み型
ペースメーカーを開発した。1960年代
からは多角的な医療技術を提供する
企業として拡大。1977年に人工心臓
弁、1983年に神経刺激治療、1999年
に脊椎治療、2001年に糖尿病ケアに
進出。2016年、リードレスペースメー
カーを開発。
【部門別売上構成】
循環器38％、低侵襲治療29％、回復
治療26％、糖尿病7％(2018年4月期)
1979年に米国で設立された低侵襲治
療に特化した医療機器メーカー。循環
器系の疾患に強みを持ち、心血管疾
患、不整脈･心不全、疼痛管理などの分
野の製品を手掛ける。慢性痛の治療
などに使用される脊髄電気刺激装置
で米国シェア1位。植え込み型除細動
器は商業化製品としては世界で唯一。
【部門別売上構成】
ステントなど循環器向け39％、ペース
メーカーなどの心拍リズム管理24％、
内視鏡等37％(2017年12月期）

医療機器部門は1941年、エチコンとして組織され、
その後買収により規模を拡大してきた。
1919年から海外進出。60ヵ国
以上に拠点を持ち、世界のほ
ぼ全ての国で製品を販売す
る。従業員数は13.4万人(2017
年12月末)。
【地域別売上構成】
米国52％、欧州2 2％、米国
除く米州8％、アジア・太平洋・
アフリカ18％(2017年12月期)

■主な買収
(1996年)循環器系疾患管理製品のコーディス
(1998年)整形外科機器のデピュー
(2010年)脳卒中向け低侵襲機器のミクラス・エン
ドバスキュラー
(2012年)整形外科機器のシンセス
(2013年)ステントのフレキシブル・ステンティング
(2017年)肺動脈性肺高血圧症(PAH)治療機器の
アクテリオン、アボット ・ラボラトリーズの
眼科製品子会社など

世界150ヵ国以上に350超の
拠点を持つ。従業員数は8.6
万人(2018年4月末)。1967年、
オ ラン ダに初の 海 外進出。
1970年代にインドや中国など
新興国市場の開拓を開始。
1975年、日本法人設立。
【地域別売上構成】
米国53％、その他先進国32％、
新興国15％(2018年4月期)

■主な買収等
(1999年)脊柱手術器のソファモア・ダネック、ステ
ントのアーテリアル・ヴァスキュラー
(2001年)インスリンポンプのミニメド
(2007年)脊髄治療器のカイフォン
(2015年)人工呼吸器等を手掛けるアイルランドの
コヴィディエンを429億ドルで買収し、規
模を急拡大させると同時に本社をアイ
ルランドに移転
(2016年)うっ血性心不全治療器のハートウエア
(2018年8月）CEOが「M&Aを再開する」と発言

世界約12 5 ヵ国で 事業 展開
し、約3.6万の病院に製品や
サ ー ビ ス を 提 供 して い る 。
従業員数は2.9万人(2017年
12月末)。日本法人を1987年に
設立するなど、80年代後半に
ドイツやフランス、日本などに
進出した。
【地域別売上構成】
米国57％、日本8％、その他35％
(2017年12月期)

■主な買収
(1981年)内視鏡の遠藤テック
(1988年)尿管ステントのヴァンテック
(1995年)使い捨て循環器向け治療器のサイメド・
ライフシステムズ、人工血管のミードックス
(1997年)使い捨てカテーテルのターゲット ・セラ
ピューティクス
(2001年)循環器向け低侵襲治療器のインターベ
ンショナル・ テクノロジーズ
(2006年)心拍リズム管理のガイダント
(2010年)喘息治療器のアズマックス
(2017年)心房細動治療器のアパマ・メディカル等

（注）
NY：ニューヨーク証券取引所、NAS：ナスダック、AU：オーストラリア証券取引所 （出所）
各種資料より大和証券作成

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。

商号等

：大和証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第108号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

