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ソーシャルメディア 

 
メタバースの夜明け 

 
フェイスブックは、メタバースに全面的に参入するとともに社名をMetaに変更し、メッセンジャー、ワッツアップ、インスタグラムを

含むフェイスブックのすべての資産がその傘下に入ることを発表しました。フェイスブックは、コネクティビティのスペースを共有す

るバーチャルリアリティ（VR）のリーダであり、かつてのオキュラス（Oculus）ブランドのVRワールドを備えて、ユーザーに新たな体

験をもたらすクリエイターや開発者のためのメタバース（仮想空間）のホストサイトとなることを目指しています。一方、マイクロ

ソフトのバージョンでは、同社のオフィス製品群が搭載されます。マイクロソフト「Teams」は現在、アバターを用いたチャット機

能と会議機能のテストを実施しており、2022年上半期にリリースされる見込みです1。また、ティンダーの親会社であるマッチ・

グループを筆頭に、デーティングもメタバースに向かっています。同社は、ユーザーがリアルタイムの音声やバーチャルな出会いを

通じて交流できる「シングルタウン」という世界を構想しています2。 

 
 

 

 
再生可能エネルギーとクリーンテック 

 
バイデン大統領が気候変動枠組条約第26回締約国会議（COP26）に参加 

 
米国のバイデン大統領が発表したふたつの新しい国際公約は、メタン排出量の削減と、2030年までに森林破壊をなくすとい

うものでした3。これまでに105カ国が、2030年までにメタン排出量の30％削減を目指す「グローバル・メタン・プレッジ」に加盟し

ています4。また、100カ国以上の首脳によって、2030年までに森林破壊を止めるという共同宣言が発表されました。参加国

の森林面積を合わせると、世界全体の森林面積の約85％に相当します5。バイデン政権は、他の先進国からの資金援助を

合わせ、開発途上国が地球温暖化と戦いそれに適応するための支援として、年間1,000億ドルを援助する見込みであること

を発表しました6。またバイデン大統領は、2024年までに米国が毎年30億ドルを拠出するとしています7。ネットゼロに関して

は、450社の金融機関（金融資産合計130兆ドル）が2050年までにその金融資産100％をネットゼロ排出目標に移行するこ

とを約束しました8。また、100以上の国、地域政府、自動車メーカーが、2040年までに100％電気自動車に移行するとの、さ

らに強化した誓約を表明しています9。 
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次のビッグテーマ 

Global X ETFが定期的にお届けするディス

ラプティブ（創造的破壊）トレンドに関する情

報 
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今年のホリデーシーズンのEコマース売上高は14.4％増加し、年末までの全支出額の18.4％をオンライン取引が占めると予

測されています10。米国の今年のホリデーシーズンで最も成長が期待されているのはアパレルおよびアクセサリーで、前年同期

比（YOY）25.5％増が見込まれており、次いでコンピュータ・家電が同12.5％増、ヘルスケアおよびパーソナルケアが同12.1％

増と予想されています11。この盛況を見越して、アマゾンは15万人の季節従業員を雇用する計画を発表しました。アマゾンは

さらに、従業員応募者のモチベーションを高めるため3,000ドルのサインオン・ボーナスを提供しており、場所によっては時給を3

ドル上げるとしています12。また、グローバル物流大手のUPSは、Eコマースの荷物量が持続的に増加している中小企業に焦

点を当てる方向にシフトしています。なお同社は、サプライチェーンの問題にかかわらず、好業績を報告しています。 

 
 

 
電気自動車＆リチウム 

 
OEMが自動車の電化をパワーアップ 

 
米国では、OEM（相手先商標製品の製造業者）が電気自動車（EV）への取り組みを活発化させています。トヨタ自動車の

米国における電動車両（ハイブリッド自動車（HEV）、プラグイン・ハイブリッド自動車（PHEV）、燃料電池自動車（FCEV）、

二次電池式電気自動車（BEV）を含む）の販売台数に占める割合は現在約25％ですが、同社はこれを2030年までに約

70％に引き上げる意向です13。また、ステランティスは、米国での販売台数の40％をEVおよびPHEVにすることを目標としてい

ます14。一方BMWグループは、2030年までに米国での販売台数の50％がEVになることを目指しています15。バッテリー技術も

大きな焦点となっています。トヨタは、12.9億ドルを投じて、2025年までに豊田通商と共同でバッテリー工場を建設する見通

しです16。また、ステランティスはLGエナジー・ソリューションと提携し、40gWhの生産能力を持つ工場の建設を目指しています

17。一方テスラは、中国のガンフォンリチウムとの間で、2022年から3年間の供給契約を締結しました18。また、ゼネラルモーター

ズは、バッテリーコストを60％削減する目標を発表しました19。 

 
 

 
クラウドコンピューティング 

 
雲にも届く勢いのクラウド支出 

 
デジタル経済が引き続き発展するのに伴い、2021年第3四半期のクラウド・インフラストラクチャ・サービスへの支出額が500億

ドルと過去最高を記録しました20。2021年第2四半期と比べて24億ドル、2020年第3四半期と比べると130億ドル、支出が

増加したことになります21。新型コロナウィルスのパンデミックの影響で、企業のデジタル化が59％進んだうえ22、企業はハイブリ

ッド型や在宅勤務型を取り込む経済に適応し続けています。直近でクラウドへの大規模な投資を発表した国は、フランスで

す。フランスはこの分野へ21億ドルの投資を計画していますが、その内訳は、公的補助が770百万ドル、欧州連合への資金

提供が513百万ドル、民間の共同出資が785百万ドルとなっています23。 

 
 

 
サイバーセキュリティ 

 
連邦レベルにまで拡大したセキュリティ 

 

バイデン政権は、連邦政府機関に対し、政府ソフトウェアのサイバーセキュリティ上の脆弱性を解消するよう、新たな義務を

課しました。この新たな義務化は、既知のセキュリティ上の欠陥約200件を対象としており、この種の取り組みとしては最も幅

広い取り組みのひとつとなっています24。また、下院は中小企業局（SBA）Cyber Awareness Actを可決し、中小企業がサイ

バーセキュリティ侵害を議会に通知することを義務付けました。2つ目の取り組みには、サイバーセキュリティ・カウンセラー認定

プログラムのための「米国中小企業庁 Cyber Training Act」が含まれます。 
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https://www.globalxetfs.com/privacy/
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ロボティクスとAI 

 
レポート：ロボットが過去最高を記録 

 
国際ロボット連盟が毎年発表している「ワールド・ロボティクス・レポート（World Robotics Report）」に、ロボット産業の成長

にとってポジティブなニュースが掲載されました。現在、世界の工場で稼動している産業用ロボットは300万台で、昨年よりも

10％増加しています25。また、年末までに導入される見込みの産業用ロボットは、昨年の384千台から今年は435千台に増

加すると同レポートは予想しています。アジアが依然として世界最大のロボット市場であり、168,400台の産業ユニットを有す

る中国がリードしています。日本が第2位の38,700台、米国が第3位の30,800台となっています。現在、産業用ロボットのア

プリケーションが最も利用されているのは、電子産業、自動車産業、金属・機械産業です。また、サービスロボット市場も、

2020年に全世界で67億ドル（前年比12％増）となり、過去最高を更新しました。 

 
 

 

1. ブルームバーグ、「Microsoft’s Own Metaverse Is Coming, and It Will Have PowerPoint（マイクロソフト独自のメタバースが登

場、しかもパワーポイント付き）」2021年11月2日。 

2. マッチ・グループ、「Letter to Shareholders Q3 2021（株主への書簡 2021年第3四半期）」2021年11月2日。 

3. ニューヨークタイムス、「What Happened on Day 2 of the COP26 Climate Change Summit（COP26気候変動サミット 2日目の様

子）」2021年11月4日。 

4. 同上 

5. 同上 

6. 同上 

7. 同上 

8. ウォールストリート・ジャーナル、「‘Net Zero’ Will Make Wall Street Richer at Main Street’s Expense（『ネット・ゼロ』はメインスト

リートを犠牲にしてウォールストリートを富ませる）」2021年11月11日。 

9. Electrek、「Countries and automakers agree to go all-electric by 2040 in weak new goal set at COP26（2040年までに

自動車のオール電化実現で各国と自動車メーカーが合意、COP26で新たな目標が設定される）」2021年11月10日。 

10. eMarketer、「Holiday ecommerce sales will see double-digit growth, as shopping begins earlier in the season（ホリデ

ーシーズンのEコマース売上は、ショッピング開始時期が早まることから2桁成長の見込み）」2021年10月22日。 

11. 同上 

12. CNBC、「Amazon plans to hire 150,000 seasonal staff for the holidays（アマゾンがホリデーシーズンに15万人の季節従業員を

採用予定）」2021年10月18日。 

13. Repair Driven News、「Toyota, Stellantis make increased commitments to U.S. EV initiatives（トヨタとステラティスが米国にお

けるEVへの取り組みを強化）」2021年10月20日。 

14. 同上 

15. CNBC、「BMW’s fully electric car sales on track to double this year, but still way short of Tesla（BMWの完全電気自動車

の販売台数は今年2倍になる見込みだが、テスラにはまだ及ばない）」2021年11月3日。 

16. 同上(xiii) 

17. 同上(xiii) 

18. Inside EVs、「Tesla Signs Three-Year Supply Deal With China's Ganfeng Lithium（テスラが中国のガンフォンリチウムと3年間の

供給契約を締結）」2021年11月1日。 

19. ゼネラルモーターズ、「インベスターイベント 2021年10月：自動車メーカーからプラットフォーム・イノベーターへ」2021年10月6

日。 

20. ZDNet、「Cloud computing spending is at a record high. But the global chip shortage could create some 

problems ahead（クラウドコンピューティングへの支出は過去最高を記録。だが世界的なチップ不足が今後いくつかの

https://www.globalxetfs.com/
https://www.globalxetfs.com/research/
https://www.globalxetfs.com/research/
https://www.globalxetfs.com/about/
https://www.globalxetfs.com/contact/
https://www.globalxetfs.com/contact/
https://www.globalxetfs.com/news/
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問題を引き起こす可能性あり）」2021年11月3日。 

21. 同上 

22. 同上 

23. KFGO、「France plans 1.8 billion euro support for cloud computing industry（フランスがクラウドコンピューティング産業に18億ユ

ーロの支援を計画）」2021年11月2日。 

24. ウォールストリート・ジャーナル、「Biden Administration Orders Federal Agencies to Fix Hundreds of Cyber Flaws（バイデン

政権、数百に上るサイバー上の欠陥の修正を連邦政府機関に指示）」2021年11月3日。 

25. IFR、「IFRが『ワールド・ロボティクス2021レポート』を発表」2021年10月28日。 

 

 
投資には元本が毀損する可能性などのリスクが伴います。本レポートで取り上げる戦略が有効な成果を収めることは保証されていません。国際投資には通貨価値

の不利な変動、一般に公正妥当と認められる会計原則の相違または他国の社会的、経済的もしくは政治的不安定性を原因とする元本毀損リスクが伴う場合

があります。新興国市場については上記と同一の要因ならびに高い変動性および低い流動性に関係する他市場より高いリスクが伴います。対象範囲が狭く設定

された投資は、ボラティリティが高まる可能性があります。 

IT企業は製品の急速な陳腐化、および業界における競争激化の影響を受ける可能性があります。リスクには、ハードウェアまたはソフトウェア障害を原因とするサービ

スの中断、第三者が提供するサービスの中断または遅延、管理および送信されている特定のプライバシー情報、機密情報、占有されている情報、および秘密情報

に関するセキュリティ違反、プライバシーに関する配慮事項および法律、継続的に改訂されるインターネット規制、ならびに企業の事業活動に制限等の影響を及ぼす

可能性のあるその他の国内外における規制等が含まれます。ヘルスケア、ゲノミクス、バイオテクノロジーおよび医療機器の企業は、政府の規制、特許の失効、急速

な製品の陳腐化、業界の競争激化からの影響を受ける可能性があります。 

インフラ関連企業への投資は特に経済、規制、政治、その他のあらゆる側面における変化から悪影響を被る可能性があります。インフラ関連の企業への投資は、政

府の規制、資金調達プログラムに伴う利息費用増加、環境規制の遵守や変更に伴う費用、景気悪化、過剰生産、サービスプロバイダーとの競合などの要因による

様々なリスクにさらされることになります。 

ブロックチェーン企業への投資は次に述べるリスクにさらされる可能性があります。かかるリスクとは、ブロックチェーン技術がまだ新しくその大部分の真価が未知数である

こと。ブロックチェーンのアクセス鍵の窃盗・喪失・破壊。激しい競争と製品の急速な陳腐化。サイバーセキュリティのインシデント。流動性の高い市場の不足。鈍い採

用ペース。規制の不足。第三者製品の欠陥や脆弱性。インターネットへの依存。および一連の事業リスクです。ブロックチェーン技術によって、いずれかの企業におい

て、取引プロセスが最適化され経済的リターンが実現されるとは必ずしもかぎらない場合があります。 
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