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太陽光および再生可能エネルギー 

 
太陽光発電で強化される米国の送電網 

 
米国エネルギー情報局（EIA）の予測では、今年、米国の電力網に46.1ギガワット（GW）の新たな発電所規模の発

電容量が追加される見込みです。EIAは、新規計画容量のほぼ半分にあたる21.5GWが太陽光発電によるものに

なると推定しています。1,2 太陽光に続いて、天然ガスが21％、風力が17％を占めると予想されています。3 世界中

で二酸化炭素排出量ネット・ゼロへの移行が急速に進んでおり、太陽光発電などのクリーンエネルギー導入が促進

されています。 

 
 

 

 
電気自動車 

 
より大きな目標を掲げる自動車産業 

 
自動車メーカーは、電気自動車（EV）へのシフトを継続しています。ルノーSA、日産自動車、三菱自動車の3社は、

今後5年間で電動化に230億ユーロ（258.5億ドル）もの巨額投資を行うと発表しました。4 このアライアンスはEV目

標を更新しており、2030年までに新型EV35車種を投入し、合計220ギガワット時のバッテリー生産能力を備える計

画です。5 また、ゼネラルモーターズは、ニューヨークでのステータモジュール生産に154百万ドルを投資する計画を

発表しました。6 ステータモジュールは、GMの電気トラックやSUVの動力源となる電気モーターの主要部品です。

自動車業界のEVに対するコミットメントの強化により、最近の予測では、世界のEV市場は2020年の2,467億ドル

から2030年には8,237.4億ドルに拡大する可能性があるとされています。7,8
 

 
 

 

 
自律型車両 

 
加速する自動運転の導入 

 
米国下院運輸インフラ委員会は、自動運転車両に関するパネルの開催を検討しています。民間セクターの技術革

新に追随できるような規制の枠組み作りが始まり、立法府も自律型車両（AV）について真剣に考え始めているよう

です。民間セクターでは最近、TuSimpleの完全自律走行型セミトラックが、人手を介さずに公道で初のテスト走行を

行うなど、前向きな進展が見られます。この車両は、アリゾナ州内で80マイルの走行を成功させました。 
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最終的には、同社のAVは、特に長距離路線におけるドライバー不足によるボトルネック緩和に役立つ可能性があ

ります。ゼネラルモーターズのメアリー・バーラCEOは、同社のドライバーレスカーに初めて乗車した際、その体験

を「私のキャリアのハイライト」と表現しました。彼女はまた、AVは 「人々の移動の仕方を変えるだろう」と述べまし

た。GMのクルーズ車の1つで「トスターダ」の愛称で知られるシボレー・ボルトEVが、今年から市販開始の見込みで

す。 

 
 

 
ソーシャルメディア 

 
構築中の仮想現実領域 

 
メタ・プラットフォームズは、エヌビディアと共同で、自然言語処理などの分野でAIモデルを教育できるAI研究用

スーパーコンピューターを開発中です。AI Research Supercluster（RSC）と名付けられたこのスーパーコンピ

ューターは、完成後、次世代のAIインフラを構築するための新しい拡張現実（AR）ツールの開発に使用される

見込みです。また、エヌビディアは、昨年末に展開したオムニバースをGeForce RTXギアのユーザーが試用で

きるようにしています。エヌビディアのオムニバースは、ワンクリック共有技術、3Dマーケットプレイスやデジタ

ルアセットライブラリ、3Dフェイスモデリングアニメーションなどの機能を備えています。その他のメタバースをい

ち早く導入した企業としては、小売企業が増加しています。ナイキは、メタバースディレクターやプリンシパルイ

ノベーションエンジニアなど、ARベースの求人情報を多数掲載しています。また、ウォルマートはバーチャルグ

ッズを製造・販売するための商標を出願しました。同社は、独自の暗号通貨や非代替性トークン（NFT）の創設

も計画しています。 

 
 

 
モノのインターネット（IoT） 

 
高まる投資熱 

 
台湾積体電路製造（TSMC）は、半導体ファウンドリ事業の拡大のため、2022年に52.2兆ウォン（440億ドル）の投

資計画を発表しました。9 2020年と2021年の半導体投資で首位だったサムスンの投資計画は、45兆ウォン（377億

ドル）と僅差で2位になりました。公共セクターでは、中国政府が、半導体の国際調達プラットフォームを深圳に設け

る計画を発表しています。中国は、機器、部品、原材料の交渉を1つのプラットフォームに統合することを目指してお

り、今後、電子機器および半導体メーカーを支援していくと見られます。 

 
 

 
クラウドコンピューティングおよび人工知能（AI） 

 
IBMがクラウドを牽引 

 
IBMの新しいハイブリッドクラウドとAI戦略は、パンデミック後の労働力にITサービスを提供するうえで不可欠な役割

を担っています。ハイブリッドクラウドコンピューティングとは、個々のデータセンターと、オンラインでアクセスできる

コンピュータリソースのリースを組み合わせて利用できる仕組みのことで、最近勢いを増しているトレンドです。同社

のアナリティクスとAIサービスを通じて、企業は処理速度を上げ、ビジネスや取引データを推定することが可能にな

ります。ある試算では、2022年の世界の企業向けソフトウェアへの支出は2021年から11％増加して6,710億ドルに

達し、その大部分がクラウドシステムに向けられる見込みです。10
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ビデオゲーム 
 

ゲーム会社によるM&Aが活況 

 
ソニーが、ゲーム開発会社バンジーを36億ドルで買収すると発表しました。これは、年初来で3番目に大きい買収案

件となります。11 このニュースは、テイクツー・インタラクティブによる127億ドルでのジンガ買収の発表、マイクロソフ

トによる687億ドルでのアクティビジョン・ブリザード買収の発表に続くものです。12 マイクロソフトによるアクティビジョ

ン・ブリザードの買収が完了すれば、全額現金による買収としては米国で過去最大、世界でも3番目か4番目に大き

な買収となる可能性があります。この取引は2023年に完了する予定であり、アクティビジョンが保有する数々の有

名ゲームソフトが、マイクロソフトの拡大を続けるプラットフォームで提供されることになります。マイクロソフトは、こ

れらのタイトルをXboxコンソール内の選択肢に加え、モバイル、PC、コンソール、クラウドゲームにまたがる基盤を

拡大させる意向です。マイクロソフトのメタバースへの進出には、アクティビジョンのインタラクティブな機能が有利に

働くと予想されます。 

 
 

1. 米国エネルギー情報局、「Solar power will account for nearly half of new U.S. electric generating」

（2022年1月10日）。 

2. 同上 

3. 同上 

4. MarketWatch、「Renault, Nissan Motor, Mitsubishi Motors Pledge EUR23B EV Investment」（2022年1月27日）。 

5. 同上 

6. Electrek、「GM is investing over $150 million to produce electric motor components in New York」（2022年1月21

日）。 

7. PR Newswire、「Electric Vehicle Market Size to Reach $823.74 Billion, Globally, by 2030 at 18.2% CAGR: 

Allied Market Research」（2022年2月7日）。 

8. Globe Newswire、「At 24.3% CAGR, Electric Vehicles Market Size [2021-2028] to Reach USD 1,318.22 

Billion」（2021年12月9日）。 

9. Sam Mobile、「TSMC to outpace Samsung in semiconductor chip investment this year」（2022年1月17日）。 

10. Wall Street Journal、「IBM Cloud Makeover Shows Results」（2022年1月28日）。 

11. Hindustani Tech Times、「Sony Buys Bungie, Microsoft Takes Activision, The Great Video Games War 

Has Started- Who’s Next?」（2022年2月2日）。 

12. 同上
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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限りません。 

各指数は積極的な運用が行われておらず、手数料、費用、または販売手数料の影響を考慮していません。投資家が指数に直接投資することはでき

ません。この情報は個人または個別の投資アドバイスまたは税務アドバイスを意図するものではありません。この情報を売買または取引のために

使用しないでください。投資、納税、税務については、投資顧問、税理士をはじめとする専門家に相談してください。 
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