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１ モノ（財）やサービスを（ 生産 ）し、（ 流通 ）させ、（ 消費 ）することを経済という。 
 
２ 経済活動を行う主な主体には、消費の主体である（ 消費者 ）、生産・流通の主体である（企業）、行
政サービスや公共財の提供などを通して一国の経済活動を調整する（ 政府 ）がある。 

 
３ 通貨には、紙幣や硬貨といった（現金通貨）と、預金口座を持っていれば支払いや受け取りができる
（ 預金通貨 ）とがある。          

 
４ 我が国の少子高齢化とその影響に関する次の説明文のうち、誤っているものは？  

（ d ） 
  ａ．日本の現在の年間出生数は、1985 年と比べて約 30％減少している。 

ｂ．日本の人口は 2008 年をピークに減少傾向が続いている。 
  ｃ．少子高齢化による商品市場への影響にはプラスとマイナスの両面がある。 
  ｄ．生産年齢人口の減少により、日本全体の医療費の支出も減少する。 
 
５ 「女性が活躍する社会」に関する次の説明文のうち、誤っているものは？（ b ） 

ａ．「女性活躍推進法」では、女性の職業生活における活躍推進のために、事業者だけ 
ではなく、国や地方公共団体の責務が明確にされた。 

ｂ．女性の労働力率を向上させるには、男女による役割分担を固定するのがよい。 
ｃ．女性が活躍する社会の実現には、子育て支援などの対策が重要となる。 
 

６  グローバル化の進展に関する次の説明文のうち、正しいものは？ （ b ） 
    ａ．グローバルな課題への対応は、課題ごとに設置された各国際機関が取り組んでおり、一般の市

民が果たす役割は少ない。 
ｂ．先進国の企業が発展途上国に工場を建設した場合、途上国には雇用の創出や技術移転などの

様々なメリットがある。 
   ｃ．貿易が自由化され、安い輸入品が国内に入ってくることは、消費者にとっても国 

内の生産者にとってもメリットになる。 
   ｄ．グローバル化の進展による影響は、経済以外の分野ではあまり見られない。 
 
７  ２つ以上の国や地域間で締結する貿易などに関する協定としては、自由貿易を促進する（ FTA ）
と、これにとどまらず知的所有権や労働力の移動などより幅広い分野での協力を規定する（ EPA ）が
ある。アメリカのトランプ政権が離脱を決定した「環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）」は（ EPA ）の
一つである。 

 

【基礎学習（必須）】 

＊別添の学習ガイドブックをチーム全員がしっかり読んだ上で、必ず、すべての設

問に解答してください 
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８  ＧＤＰ（国内総生産）に関する次の説明文のうち、正しいものは？ （ a ） 
  ａ．ＧＤＰとは、一定期間に国内で生産されたモノやサービスの付加価値の合計額を 

さす。 
ｂ．ＧＤＰには、国内で働いている外国人の生み出した所得は含まれない。 
ｃ．ＧＤＰには名目ＧＤＰと実質ＧＤＰとがあり、常に、物価の変動分を反映させた実質ＧＤＰよ

りも名目ＧＤＰが上回っている。 
ｄ．ＧＤＰは国全体の経済規模を示す指標であり、国民一人あたりのＧＤＰで比較することは意味

がない。 
 
９  ある商品の価格が上がれば需要量が減り、価格が下がれば需要量が増えることを（ 需要の法則）、
ある商品の価格が上がれば供給量が増え、価格が下がれば供給量が減ることを（ 供給の法則 ）とい
う。つまり、市場経済では、（ 価格 ）が消費者と生産者の行動に対するインセンティブとして機能し
ている。 

 
10  お金を貸し借りする「金融」の形態としては、借り手が貸し手から直接お金を融通してもらう（ 直
接金融 ）と、銀行などの金融機関が仲介して貸し手と借り手を間接的に結びつける（ 間接金融 ）と
がある。 

 
11 日本の株主が企業の株式を所有する目的の組み合わせとして正しいものは？（ b ） 

ａ．インカムゲイン ― キャピタルゲイン ― 元本保証  
ｂ．インカムゲイン ― キャピタルゲイン ― 株主優待  
ｃ．インカムゲイン ― 為替差益 ― 株主優待   
 

12 株式を購入することは、その企業を資金面で応援することであり、株式投資は（ 社会参加 ）の一
つの方法といえる。 

 
13  株式投資や金融商品購入などのリスクに関する次の説明文で、誤っているものは？ （ c ） 

ａ．銀行預金などの安全性の高い金融商品は、一般に株式投資に比べ収益性が低い。 
ｂ．株式をはじめとする金融商品の主なリスクには、価格変動、為替変動、金利変動、 

信用リスク、カントリーリスクなどがある。 
ｃ．安全性が高く収益性の高いローリスク・ハイリターンの金融商品を勧められたら、 

無理をしてでも購入しておく方がよい。 
ｄ.投資に関わるリスクを減らす方法には、投資先を分散させることや、時間を分散して投資するこ

となどがある。  
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■要 旨 
 現代は世界中のあらゆる情報がインターネットで繋がっている。レポートを書くため
に情報が必要なとき。家でショッピングを楽しみたいとき。外国に住む友達と連絡を取
り合う時とき。インターネットは私たちの生活に深く密着した必要不可欠な存在となっ
た。50 年前に遡って考えて見たらどうだろう。インターネットが各家庭に設置され、
スマートフォンを多くの人が持ち、誰もが一瞬にして世界と繋がれる時代が当たり前に
なると人々は想像していただろうか。50 年後には技術の発展が目まぐるしく進み、今
は考えてもみないことが当たり前になる時代が訪れるかもしれない。 
 今世界は第四次産業革命の時代であり、AI、IoT をはじめとした多くの技術の研究が
目まぐるしく進んでいる。それらは我々の生活を大きく変貌させていくであろう。こう
した技術を駆使した「スマート治療室」という新しい手術室がある。そこには私たちを
魅了させる最先端の技術を駆使した情報が一元化され効率的で高性能な新しい医療の形
があった。日本企業が持つ高度な技術の可能性。私たちは自分たちの目でその素晴らし
さに圧倒され、強い期待を抱いた。 
 本レポートでは日本企業が持つ技術の将来性とその魅力について、そして徹底したス
クリーニングに基づくポートフォリオについてアピールしていきたいと思う。 

 

■目 次 
1章 投資テーマ決定の背景 
[1-1]投資テーマの検討にあたって 
[1-2]テーマ選定 
[1-3]投資テーマの研究 
2 章 ポートフォリオの構築 
[2-1]企業スクリーニング 
[2-2]投資銘柄の紹介 
[2-3]投資比率の決定 
3 章 投資結果の分析 
[3-1]運用結果 
[3-2]個別銘柄の値動き 
4 章 投資家へのアピール 
[4-1]ヒアリング調査 
[4-2]ポートフォリオのアピールポイント 
5 章 日経 STOCKリーグを通して学んだこと 
6 章 参考文献 
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[1-1]投資テーマの検討にあたって 
 私たちは投資テーマを決定するにあたり、テーマの軸を設定した。 

 投資を行う上で大切なことは将来を見通して考えることだろう。現在は好調であっても現在を超えていく
力や応用性がない分野は発展していかない。私たちは成長性があり、様々な分野で応用され、今の世界の常
識を覆していくような魅力のある分野に投資をしたいと考えた。また、技術は人々の発展や社会問題の解決
に寄与することが最も良い方向性である。その成長が社会にネガティブな影響を与えるものではなく、社会
や人々の生活の発展向上に繋がっていく分野であるものという設定のもと投資テーマを絞った。 
 

[1-2]テーマ選定 
 私たちは投資テーマを検討するにあたり「2050 年の技術 英『エコノミスト』誌は予測する」(文藝春秋
出版)という本を手に取った。その中にはドイツで起こった「Industrie4.0」をはじめとする第四次産業革命
の中心技術である AI、IoT、様々な分野に応用が進み始めた拡張現実や VR、3D プリンターといった新技術
が作り出す驚くべき未来が描かれていた。将来性を秘め、未知な力を兼ね揃える魅力的な技術が並んでい
た。そしてもう一つ驚いたことがある。これらの新技術が工業業界や IT 業界に留まらず、医療業界までを変
え、担っていくと予測されていることだ。現代の日本では深刻な少子高齢化が進んでいる。急激な高齢化に
より医療費の増大などの社会問題も叫ばれるようになった。また、日本の平均寿命は伸び続け、2017 年に
は男女ともに全世界で 2位を誇る長寿の国となった。以前に増して医療を多くの人が必要とする時代とな
り、医療の重要性は以前に増して大きくなっていると言えるだろう。医療の発展は必要不可欠なことであ
り、そしてその発展は人々に大きく寄与するものであると私たちは考え、医療業界×新技術という分野に焦
点を絞って掘り下げていくことにした。 
 テーマを検討する上で新技術を駆使した新しい手術の形が見えてきた。 

 私たちは新技術が実現するスマートな手術のかたちをテーマに設定することにした。 
 

[1-3]投資テーマの研究

・スマート治療室とは… 
 スマート治療室とは、IoT を活用して各種医療機器を連携・接続させることで、手術の進行や患者の状況な
どの情報を瞬時に整理統合して医師やスタッフ間で共有する、新たな手術室である。 
 スマート治療室では、ネットでつながった約 20 種類の医療機器で患者の状態を把握する。呼吸や心拍数、体
温といった情報のほか、顕微鏡や磁気共鳴画像装置（ＭＲＩ）で撮った患部の画像を高精細の４Ｋ画面に集約
して手術を進める。 

①成長が見込まれる発展性のある分野であること 

②その分野の成長が社会や不特定多数の人々の生活の発展につながること 

③未知の力を秘める魅力的な分野であること 

①3Dプリンターで患者のデータを出力することによる術前シミュレーション 
②患者の情報を一括で見える化する IoT が生み出した新しい手術室「スマート治療室」 
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 また、執刀する医師やスタッフが画面を見て情報を共有しながら手術を進め、様々な情報を治療現場外のサ
ポート（医師・技師等）にも共有することができる。さらに、手術中にさまざま情報を集めて術中に起きた事
象を解析するためのデータベースとし、治療改善につなげていくことができる。 

・治療室の現状 
現在、治療室では様々な診断・治療機器が使用されるが、

これらの操作・表示方法は統一されていなく、医療機器の
準備・設定ミスに起因する事故は医療事故全体の約 1/4 を
占める状況にあると言われている。 
今までの医療行為や患者の生体情報は機器ごとに保存

されたり、医師や看護師の手書きのメモで保存されたりと
複数の情報を比較することは非常に難しかった。そのため
術中データは医療情報として利活用する際の信頼性、有用
性、客観性に乏しく、医療過誤が発生した場合の原因究明や、治療に
起因する合併症の原因探索とその解決策の提示も非常に難しかった。 
    ・スマート治療室の使用によって 
医療機器の設定ミスによる医療トラブルの防止、術中診断情報や現場外からの助言等による手術の精度・安

全性の向上を可能とする。 
さらには、より高度な解析も可能となり、保守・管理の面でもコスト管理（稼働時間の短縮、電気使用の低

減）に大きなメリットをもたらす。 
また、医療過誤が発生した場合の原因究明や、過去の手術と現在の状況を比較することができるのでデータ

ベースの作成も行えるようになった。 
    ・スマート治療室の開発 
国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）は、スマート

治療室の開発を世界に先駆けて進めている。 
開発は、東京女子医科大学先端生命医科学研究所の村垣善浩教

授を中心に、右図の大学・企業を含む 5大学 21 社が参加して、医
療機器連携・接続の実証を進めている。 
日本医療研究開発機構（AMED）と東京女子医科大学、広島大学

が 2016 年 6 月 16 日に公開した東京女子医大の「スマート治療
室」SCOT では、手術室内の医療機器をそれぞれの機能や役割に
応じてパッケージ化。それらを「OPeLiNK（オペリンク）」と呼ぶ
システムで統合し、手術室全体をネットワーク化する。  
 

そもそも IoT とはインターネットにあらゆるモノを接続する技術のことだ。 
IoT の技術では、接続したモノの状態をモニタリングできる、離れた場所から状態を確認できる、離れた場所
から状態を操作できるといったことができる。 
これは医療の現場において大いに活躍する。離れた場所から操作できるということは、ロボットなどに手術

をさせることも可能になるということだ。そうすれば今まで手術が困難とされていた病気でも治療できるよう

 (資料は東京女子医科大学による提供) 

(資料は東京女子医科大学による提供) 
 



 第 18 回日経 STOCK リーグ：新技術が実現するスマートな手術のかたち（7／30） 

 
 

になる。この開発がさらに進めば、病気を治せる可能性が上昇し、医療界では大きな役割を担うだろう。 
 

3D プリンターでは安価かつ迅速に立体モデルを作ることができる。患者の CT などの検査画像を基に臓器
モデルを作成し、手術計画やシミュレーションに使い、形成・整形外科領域では、患者の骨格を再現した「骨
格モデル」を使った手術支援が既に保険適用され、心臓などの複雑な構造の内臓を精密に再現した「内臓モデ
ル」の開発も進んできた。特に骨格形成にかかわる手術では複雑なものもシミュレーションで綿密な計画を立
てられるようになった。また義足なども作れるので、安価に作れるようになれば途上国に送ることができ、大
きな医療支援ができるようにもなる。 
臓器モデルは術前の手術計画やシミュレーションに有用性が認められ、「実物大臓器立体モデルを用いた手

術支援」として、2008 年に整形外科と形成外科の一部の手術で保険適用された。2016 年度の診療報酬改定
では、四肢骨を対象にした 2つの手術が追加され、現在は整形外科と形成外科領域の 25 手技で保険診療の対
象となっている。整形外科領域ではインプラントや金属の固定法、人工骨の埋め方のシミュレーションに骨格
モデルが活用されている。 
 

頭は骨で囲まれており、手足と同じように超音波で見ることはできない。しかし、この CT やMRI によっ
て脳の画像診断ができるようになった。 
そしてこの二つから 3Dデータを計測し、立体造形を作り出す。この立体的に映し出した画像を見ながら

手術することで、より詳しく患者の状態を把握することができる。 
これら三つの技術がさらなる進歩を続ければ、脳の手術はいかなる手術も可能となり、的確かつ安全なも

のになるだろう。 
 

元々内視鏡手術は、日本が得意とする軟性内視鏡とロボティックスの融合によって、医師が手術野を俯瞰し
ながら直観的に操作可能なものを計画している。手術中にリアルタイムで重要な器官を確認するためのセンシ
ング技術、広い視野を高精度に捉える手術用内視鏡（内視鏡の眼）、眼と独立して動いて広い動作範囲と高い
把持力で多様な手術方法に対応できるロボット鉗子（内視鏡の手）、ロボット鉗子の直観的な操作を可能とす
るコンソールセットといった技術の開発を進めるという。手術層が
小さいなど患者の体への負担が少ない。 
しかし高度な技術を必要とする上、できる手術が限られている。

内視鏡手術システムは手術の質や安全性を向上させ、これらの問題
を解決し、さらに手術時間を短縮させて、今まで内視鏡手術を諦
めないといけなかった手術を可能にする。 

 

出典:新エネルギー・産業技術総合開発機構
(NEDO)ニュースリリース、2014 年 7 月 1 日 
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[2-1]企業スクリーニング 
第一次スクリーニング 81 社 
 まずスマート治療室における CYBER 空間と PHYSICAL 空間に使われている新技術に着目して企業をリス
トアップした。具体的には CYBER 空間では IoT 関連銘柄、PHYSICAL 空間ではスマート治療室中心銘柄、
ニューロリハビリシステム銘柄、内視鏡手術システム銘柄、CT/MRI/3D 技術銘柄である。また、3Dプリン
ター/スキャナー技術銘柄は患者の体をスキャンしそのデータを出力することで医師の手術の模擬練習や将来
的にはバイオ 3Dプリンターという形で実際の治療にも生かされていく新たな医療界を担う技術となるので
はないかと考え着眼した。以上の観点から選定した結果、81 社が当てはまった。 
第二次スクリーニング 81 社→70社 
 第一スクリーニングであげた IoT や 3D プリンター関連企業の中には医療界ではなく工業界で活躍してい
る企業も含まれている。第二スクリーニングでは医療との関連が見られない企業は今回の私たちの投資の意
図に沿わないため、選考外とした。その結果 70 社が第 3スクリーニングに進むことになった。 
第三次スクリーニング 70 社→31社 
 第三次スクリーニングは企業に必要なことを自分たちで考察し、４つの観点から企業を絞ることにした。
具体的には ESG22 点分、医療分野
との関連性 8点分、研究開発への意
欲１０点分、私たちの view point-
SDGs-１０点分の４つの 50 点満点
で評価した。そのうち 32 点以上の
企業を合格した。右に示したのがス
クリーニングシートである。 

 
 ESG とは、Environment(環境)、Social(社会)、Governance(ガバナンス)の頭文字をとったもので、企業
の長期的な成長にはこれら三つの観点が必要になるとされている。 
元々国連において、金融が世界経済を動かしているが投資判断の時点でこれらへの配慮が考慮されていない
という意見があり、長期的かつ持続的な経済のための指針として決められたものだ。現在は世界規模でESG
を考慮する風潮にある。 
・Environment 
 企業が社会や株主から認められるうえで環境への配慮は必須であると考えた。特に現代において世界規模
の問題である地球温暖化や伐採の進展などによる自然減少の問題に積極的に取り組み、持続可能な社会を生
み出すことは企業にとって重要だろう。評価の基準は以下の通りである。 

 
・Social 
 地域活動が行われているか、会社内の労働環境は整っているのかという点に着目して企業評価を行なっ
た。企業が積極的に地域活動を行い地域の環境維持や向上に貢献することは地域からの信頼を得ることだけ

環境への取組(地球温暖化への配慮や自然保護活動を行なっているか) 
3点:常に活動 2点:積極的に活動 1点:低頻度だが活動 0点:活動なし 

リサイクル 
3点:常に活動 2点:積極的に活動 1点:低頻度だが活動 0点:活動なし 
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でなく、企業の環境の向上にもつながっていくはずだ。また、男性女性問わず、家事や育児といった生活と
仕事を両立させる必要のある現代において、社員のワークライフバランスを意識した環境が整っていること
は必要不可欠であろう。具体的には勤務時間の融通が利くのかどうかや過去に過酷な労働やセクシャルハラ
スメントといった労働環境に関する劣悪な報道がなされていないかなどを基準として評価した。なおニュー
スは日本経済新聞に示されている過去5年程度を参考にした。 

・Governance 
 株主にとって企業の内部情報が明瞭かつ正確に開示されることは大変重要なことであり、不明瞭な開示を
行うことは企業の信頼を失うことにつながるだろう。企業のガバナンスを図るうえでHPが明確であるか、
HP上にIR情報、内部体制が明確に示されているかを判断基準として評価を行なった。 

・ESGランキング 
私たちの評価基準のみではなく客観的な視点を取り入れるため東洋経済オンラインに示されたESG企業ラ

ンキングトップ100を利用し、ランクインしている企業には加点を行った。 

 各企業が技術をどの程度スマート治療室を始めとする医療分野に応用しているかを判断した。医療分野に
とどまらず様々な分野において活躍している企業があることや、海外では日本より臨床が進んでいる点が多
いように感じた。私たちは医療事業に出来る限り特化し、企業内での研究に留まらず、進展した研究や技術
を積極的に受け入れている企業を最も重視したいと考えた。具体的には各企業の全仕事の中で医療分野はど
の程度の割合を占めているのか、海外の医療研究や先行研究、医療分野における企業と提携しているか、研
究段階にとどまらず臨床においてどの程度応用されているのかの三つの観点から評価を行なった。 

 

医療分野の発展はめまぐるしく、医療界における企業にも積極的な研究開発が求められるだろう。主に研
究開発費の推移や企業のビジョンが投資家の目からみて明確に示されているかを中心に企業の研究開発への
意欲が見られるかを評価基準とした。また、医療には安全性が重視されることを考慮し、過去の研究開発関

医療事業： 3点:ほぼ医療事業 2点:50%程度医療事業 1点:医療事業の割合小さい 
海外との連携： 3点:積極的に連携・海外拠点 2点:連携あり 1点:過去に連携あり 0点:連携なし 
臨床： 2点:積極的に臨床 1点:少し臨床に応用 0点:研究段階 

地域活動(地域ボランティア活動、清掃活動、樹木活動など) 
3点:常に活動 2点:積極的に活動 1点:低頻度だが活動 0点:活動なし 

労働環境①（勤務時間の融通性、有給休暇） 
    3点:大変良い 2点:少し考慮されている 1点:情報なし 
労働環境② (過去のニュース) 
    2点:悪いニュースなし 1点:小さなニュースあり 0点:劣悪なニュースあり CSR推進環境 
    2点:CSR推進本部などが設置されている 0点:整っていない 

HPの明確性： 2点: 明確である 0点:明確でない 

ESGランキング： 4点:1-25位 3点:26-50位 2点:51-75位 1点:76-100位 
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連のニュースの中で重大のミスをおこしていないかといった観点からも評価を行なった。なおニュースは日
本経済新聞に示されている過去5年程度を参考にした。 

    

 
-SDGs- 
 2015年9月の国連サミットで採択された、国連加盟国が2016
年から2030年までの15年間で達成するために掲げた国際目標で
ある。持続可能な世界を実現するための17のゴールと169のター
ゲットから構成されている。貧困や飢餓をなくすなどという途上
国支援の目標や、経済成長を推進し不平等をなくすといった先進
国向けの目標、さらに、気候変動などの世界規模の目標まで記されている。 
 私たちは日本の企業が達成すべき目標について話し合った結果、ジェンダーと途上国支援を二本の柱とし
て考察することにした。その理由として、まず日本の女性の社会参画における現状があげられる。男性と女
性の家事育児の分担、女性の社会進出は以前から掲げられてきた課題であるが、今もなお男性優位の社会で
あることに違いはない。 
 GGGI(ジェンダーギャップ指数)という世界経済フォーラムが毎年公表している統計がある。これは男女の
格差を経済、政治、教育、健康維持の4項目の観点から算出したものだ。2017年のランキングで日本は健康
では世界１位を誇っている一方で総合では世界114位と落ち込んでいる。その原因には経済界や政界におい
ての女性進出率の低さや女性管理職への登用が進んでいないことがあげられるだろう。この現状を改善して
いくために、女性が家事や育休によって仕事の継続や出世を阻まれるといった状況を改善する企業の積極的
なジェンダー平等への取組が必要不可欠であると言える。  
 また、貧困や飢餓の撲滅といった途上国支援は、SDGsの土台となっている2000-2015年に掲げられてい
たミレニアム開発目標(MDGs)から続く世界規模の目標だ。MDGsで貧困撲滅は急速な進展を遂げたが、貧困
や飢餓に苦しんでいる国はまだ数多く存在する。完全な撲滅には継続した支援や世界全体の意識が重要であ
ると考え、先進国の一員である日本の企業も先頭にたって果たしていくべき課題であると考えた。 

 

研究開発費(過去5年間)： 2点:増加傾向 1点:横ばい 0点:減少傾向 
共同開発： 2点:積極的 1点:少々見られる 0点:共同開発なし 
ビジョン： 3点:医療分野のビジョンが明確 2点:企業のビジョンは明確 1点:不明確 
ニュース： 3点から減点方式 
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 評価基準は以下の通りである。 

  
第四次スクリーニング 31社→16社 
 第四次スクリーニングでは財務指標を使って株価を評価した。 
調べれば調べるほど株式を評価する多くの指標があり、どの指標を採用すべきであるのか疑問に感じた。 
 まず第四次スクリーニングにあたって財務指標について大手外資系証券会社の方にメールでお話を伺っ
た。以下がその内容である。 

 私たちはこれらのことを踏まえて第三次スクリーニングを通過した 31 社について、株価の収益性・効率
性・安定性・割安性を基準に、既存の指標を用いて 21 点満点、それに加え私たちが考えた 2つの基準で 10
点満点、計 31 点満点で財務・株式評価を行なった。以下、指標の紹介である。 
 
(ⅰ)ROA 
 ROA=総資産利益率であり、事業に投下されている資産が利益をどれだけ獲得したかを示す指標。当期純
利益÷総資産(=売上高利益率×総資産回転率)×100により求められ、数値が高いほど総資産が効率的に利益を
生み出していることになる。 
 より収益性、効率性の高い企業に投資したいと考え採用した。点数評価の基準は以下の通りである。 
業種平均ROA比 2%以下 2~5% 5~8% 8％以上 

点数 1点 2点 3点 4点 
 (ⅱ)BPS 
 BPSとは1株当たり純資産であり、企業の安定性を見る指標である。純資産÷発行済み株式数により求めら
れ、数値が高いほどその企業の安定性が高いといえる。 
 点数評価の基準は以下の通りである。 
業種平均BPS比 500円以下 500~1200円 1200~2000円 2000円以上 

点数 1点 2点 3点 4点 

ジェンダー 
 女性の従業員比率： 3点:半数以上が女性 2点:25-50%が女性 1点:25%未満が女性 
 育休： 2点:男女どちらも取得可能 1点:男女いずれか取得可能 0点:取得不可 
途上国支援 
 支援行動： 3点:常に活動 2点:積極的に活動 1点:低頻度だが活動 0点:活動なし 
 募金活動： 2点:継続的に活動 1点:一時的に活動 0点:活動なし 

 利益を得るためにはそのものの価値を世の中の人が見誤っているときを見抜くことが必要であり、世の
中の人がどう間違っているかを見つけることが勝負の鍵となる。この視点で財務指標について考えると、
世の中の人が重視する指標と本当に重視すべき指標の差が投資機会であり、本当に重視すべき指標は何で
あるかを自分たちで考察して開拓していくことが大切である。そして、個別企業の事情ではなく、長い時
間軸で世の中がどう移り変わっていくのかを自分自身の予測として持っておくことが重要というアドバイ
スをいただいた。 
 また、日本の株式投資は以前は PBR を重視する傾向にあったが、アベノミクス以降 ROEを重視する傾
向に移ってきた。しかし、現在は ROEを重視した結果、自己資本比率を下げることで ROEを水増しして
いる企業が増えているのが現状であるということも教えていただいた。 
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 (ⅲ)売上高営業利益率 
 売上高営業利益率は営業利益÷売上高×100で求められる。数値が高いほど売上高に対する利益率が高くコ
ストが低く抑えられていることになり、企業の本来の収益力を見ることのできる指標といえる。 
 点数評価の基準は以下の通りである。 
業種平均売上高 
営業利益率比 5~10% 10~15% 15~20% 20％以上 

点数 1点 2点 3点 4点 
 (ⅳ)総資産回転率 
 総資産回転率は事業に投資した総資産がどれだけ有効に活用されたかを示す指標のことで、売上高÷総資
産×100により求められる。会社に存在する全ての資産が直接的に売上獲得に貢献したと仮定したとき、数値
が高いほど企業が調達した総資本を有効に利用できていることになる。 
 点数評価の基準は以下の通りである。 

総資産回転率 0.8~1.0% 1.0~1.2% 1.2％以上 
点数 1点 2点 3点 

 (ⅴ)PBR 
 PBR＝株価純資産倍率であり、株価の割安性を測ることができる指標。株価÷1株当たり純資産(BPS)で求
められる。1株当たり純資産は企業の解散価値といえることから、PBR＝1倍とは株価とこの解散価値が同じ
水準であるということになる。 
 割安な株に投資すれば値上がりが期待できると考え採用した。点数評価の基準は以下の通りである。 

業種平均PBR比 0.5以下 0.5~1 1.0以上 
点数 3点 2点 1点 

 (ⅵ)PER 
 PER＝株価収益率で、株価が1株当たり純利益の何倍の値段が付けられているかを見る指標。数値が低い
ほど、現在の株価が企業の利益水準に対して割安だといえる。 
 業界ごとに平均は異なるが、割安な株に投資すれば値上がりが期待でき、また「何年で元が取れるか」を
ざっくり測る指標として採用した。点数評価の基準は以下の通りである。 

業種平均PER比 20~25 15~20 15以下 
点数 1点 2点 3点 

 (vii)自己資本比率＆ROE 
 自己資本比率とは、総資本のうちどの程度が自己資本でまかなわ
れているかを示す指標のこと。自己資本÷総資本×100で求められ
る。自己資本比率が高いほど、返済義務のない資金を元手に事業を
営んで入ることになり、資金調達の安全性が高いと判断できる。 
 ROE＝自己資本利益率で、企業の自己資本(株主資本)に対する当
期純利益の割合を示す。当期純利益÷自己資本、またはEPS(一株あ
たり利益)÷BPS(一株あたり純資産)で求められる。 
ROEを重視する傾向に市場が偏った結果、自己資本比率を切り下

げる企業が増えたという現状を伺った。私たちも自己資本比率を切
り下げることは資金調達の安全性を損ない、企業の安定した経営を 30
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妨げることにつながると考え、ROEのみを見て判断するのではなく自己資本比率、ROEともに高水準にある
企業を採用すべきであると考えた。 
 まず第4次スクリーニング対象企業の自己資本比率、ROEを算出した。この二つの数値をそのままでは比
較ができないため、それぞれの対象企業内での偏差値を求め、高水準な企業を選定することにした。右に示
したグラフがその結果である。偏差値毎に区切り点数をつけた。 

偏差値 共に55以上 共に50-55 共に45-50 共に40-45 共に40未満 

点数 5点 4点 3点 2点 1点 

 (viii)トービンのq&営業利益率伸び率 
 トービンのqとは株式市場で評価された企業の市場価値を資本の再取得価格で割った値として定義され、
(負債の時価総額＋株式時価総額)/資産の時価総額で求めることができる。算出された値が1より小さい場合
は市場評価は企業の現存の資本ストックの価値より小さく過小評価されていることを表し、1より大きな値の
場合は市場の評価が企業の現存の資本ストックの価値より大きく過大評
価されていることを示す。 
 営業利益とは企業の売上高から売上原価と販売費及び一般管理費を引
いた企業の本業によって獲得した利益のことであり、営業利益の伸び率
を比較することで企業の発展性、将来性が見られるかを評価できる。 
 ポートフォリオが成長するためには世の中から重視されていない
が、成長性があり価値を秘めている企業に投資をすることがポイントで
あると考えた。世の中の企業に対する評価をはかるためにトービンのq
を利用し、各企業の成長性をはかるために営業利益伸び率を算出した。
この二つの数値をそのままでは比較ができないため、それぞれの対象企
業内での偏差値を求め第四次スクリーニング対象の企業を比較して評価
した。右に示したグラフがその結果である。偏差値毎に区切り点数をつ
けた。 
偏差値(ト:営) 45以上:55以上 45-50:50-55 50-55:45-50 55-60:40-45 60以上:40未満 

点数 5点 4点 3点 2点 1点 

 
 [2-3] 投資銘柄の紹介 
コード 企業名 主な事業内容 
6501 日立製作所 情報・通信システム、電子装置・システム、建設機械、生活・エコ

システム、その他 
スクリーニング結果 選定理由、特徴 

 

病院マネジメント全体を支援し、地域における病診連携強化による医
療の質向上や病院運営効率化を測る。MRI システムや CT システムな
ど医用画像診断システムや、治療システム、電子カルテシステムなど
の大量のデータをクラウド環境で管理し、先端の IT とネットワーク
を活かして医療事業を行っている。また、「スマート治療室」の開発を
世界に先駆けて進めている。 
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コード 企業名 主な事業内容 

6902 デンソー 自動車関連分野、生活関連機器分野など 

スクリーニング結果 選定理由、特徴 

 

自動車分野で培ってきた技術を活用して生体センシング機器や手術
支援システムを開発・提供。連携も積極的に行なっており、医療・計
測機器を開発・販売するエー・アンド・デイと提携して新しい領域で
の事業化に取り組んでいる。また、信州大学医学部や東京女子医大と
連携して開発した手術支援用受動追従型手台「iArmS」の販売を開始。
「スマート治療室」の開発を世界に先駆けて進めている。 

 
コード 企業名 主な事業内容 
6503 三菱電機 情報通信システム、電子デバイス、家庭電器、重電システム 

スクリーニング結果 選定理由、特徴 

 

医用画像・産業用プリンターは超音波診断装置や内視鏡をはじめとし
た装置に広く採用されている。また、有効な治療法の一つとして近年
注目されている粒子線治療システム事業を日立に譲渡し，両社の事業
を統合する予定。国内では、粒子線治療や臨床研究が行われている医
療機関 17 施設のうち 9施設に粒子線治療システムを納入している。 

 
コード 企業名 主な事業内容 

4739 伊藤忠テクノソリューションズ 通信・放送、電気、製造等や、情報サービスなど 
スクリーニング結果 選定理由、特徴 

 

製薬会社向けビジネスを展開する子会社を４月に吸収合併した。薬
剤の作用の理解や疾患のメカニズム解析、個別化医療の実現のため
に次世代シーケンサーを用いたゲノム解析など、膨大なデータを効
率良く、精度高く解析し、解析結果から知見を見出すツールやサー
ビスを提供している。 

 
コード 企業名 主な事業内容 
9984 ソフトバンクグループ 国内通信事業、スプリント事業、ヤフー事業など情報産業 

スクリーニング結果 選定理由、特徴 
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診療時における表情、音声、体動などのデータをデバイス内で一次
解析し、クラウドに転送、重症度評価のアルゴリズムと突合して症
状を客観的に評価し、リアルタイムで診察室に結果を提示する診療
支援デバイスを共同開発する。慶應義塾や他社と協力し、国立研究
開発法人日本医療研究開発機構の未来医療を実現する医療機器・シ
ステム研究開発事業「ICT を活用した診療支援技術研究開発プロジ
ェクト」に参加。 

 
コード 企業名 主な事業内容 

7735 SCREEN ホールディングス 半導体・液晶製造装置・印刷関連機器などの産業用機器 

スクリーニング結果 選定理由、特徴 

 

細胞関連では、画像処理技術を応用し、検査試薬なしで細胞の増殖や
形態の変化を高速に計測・分析し、創薬、再生医療研究のスピードア
ップに貢献する高速 3Ｄ細胞スキャナーを開発。錠剤関連では、製薬
業界での錠剤の識別性向上と医療過誤防止のため、付加価値印字が可
能。直描技術と画像処理技術を活用したインクジェット式錠剤印刷機
の製品化を進めている。 

 
コード 企業名 主な事業内容 

6479 ミネベアミツミ 機械加工品事業、計測機器などの電子機器事業 

スクリーニング結果 選定理由、特徴 

 

リコーと手を組み、強みである高精度荷重センサーを活用するなど、
各種の生体情報や位置情報を収集し分析する介護・医療現場向けサー
ビスを、共同で開発。更に、心拍などの生体情報を取り込み、AI（人
工知能）を用いたシステムや、血糖値や血圧などの生体情報、温度・
気圧などの環境情報、位置情報などを統合的に活用した「統合型情報
サービスプラットフォーム」の開発を進めている。また、3D プリン
ティングに関する技術を持つ米 C&A ツールエンジニアリングを買収
した。 

 
コード 企業名 主な事業内容 

4689 ヤフー 広告関連事業、会員サービス事業、オークション関連事業 
スクリーニング結果 選定理由、特徴 
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病院や薬の情報の検索や、健康情報ポータルサイトを運営。薬の服用
管理ができるアプリの提供や、医薬品を扱う EC（電子商取引）サイ
トの運営にも取り組んでいる。更に、体質に合った病気の予防法・治
療法のエビデンスを見つけ、ユーザーへの健康維持ノウハウの提供
や、医薬品の開発などに役立てるため、ライフログ、健康診断結果や
服薬履歴を集め、そのビッグデータを解析する「HealthData Lab」
事業も開始する。 

 
コード 企業名 主な事業内容 

4185 
 

JSR 合成ゴムなど石油化学系事業、半導体材料などファイン事業、ライフ
サイエンス事業、リチウムイオンキャパシタ事業など。 

スクリーニング結果 選定理由、特徴 

 

長年培ってきた高分子技術をベースに、メディカル製品の開発を行っ
ていて、最新の技術を織り込んだ、優れた材料・素材とアプリケーシ
ョンをライフサイエンス・医療分野に提供している。技術を融合し、
バイオ医薬品の製造プロセスに寄与する材料も生産している。また、
医療 3D ソフトウェアの株式会社レキシーを買収。JSR が保有する
3D プリンティング技術およびその材料技術との融合により、ライフ
サイエンス領域において新たな事業構築を推進。 

 
コード 企業名 主な事業内容 

2327 新日鉄住金ソリューションズ 情報システムに関する企画・設計･開発・構築・運用・保守及び管理、
ソフトウェア及びハードウェアの開発・製造並びに販売及び賃貸、IT
を用いたアウトソーシングサービスなど 

スクリーニング結果 選定理由、特徴 

 

電子カルテ・介護ソフト・介護システムの開発・販売を行っている、
介護ソフト業界のトップシェアベンダである株式会社ワイズマンの
医療・介護連携サービスをインフラとして absonne を提供し、一方
拡張性の求められる情報共有ポータルの基盤は Amazon Web 
Servicesを採用してデータ連携可能なハイブリッド環境を構築して
いる。これまで培ってきた大規模システムの構築・運用ノウハウを
活かし、インフラ環境を提供している。 

 
コード 企業名 主な事業内容 

4901 富士フイルムホールディング
ス 

イメージングソリューション、メディカルシステム機材、ライフサ
イエンス製品、プロダクションサービス関連商品など 

スクリーニング結果 選定理由、特徴 
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 デジタル X線画像診断システムをはじめ、微細な血管の変化の視認
性高める内視鏡システム、血液診断システム、超音波画像診断シス
テム、医用画像情報ネットワークシステムなどを発売している。ま
た、医療用医薬品を展開する富山化学工業を富士フイルムグループ
に入れた。再生医療の分野においては、2014 年にジャパン・ティ
ッシュ・エンジニアリングを、2015 年には iPS 細胞の開発・製造
の世界的なリーディングカンパニーである Cellular Dynamics 
International, Inc. をグループ会社化し、事業基盤の強化を進めて
いる。 

 
コード 企業名 主な事業内容 

7741 HOYA メガネやコンタクトレンズ、医療用内視鏡、白内障用眼内レンズ、
さらには半導体やデジタル機器産業を支える精密機器、デバイスな
ど、ライフケア事業と情報・通信事業 

スクリーニング結果 選定理由、特徴 

 

従来品に比べて画像の質と処理性能を各段に向上させるメガピクセ
ル画像対応の医療用内視鏡や、自家蛍光観察内視鏡、高倍率内視鏡、
超音波内視鏡など、独創的な技術で病変部の早期発見に大きく貢献
する製品の開発を進めている。また、極小切開創から挿入できる白
内障用眼内レンズや、従来品に比べ各段に操作性が向上し、安全で
確実な白内障手術を可能にする、プリロードシステムなどの医療製
品を提供している。 

 
コード 企業名 主な事業内容 

6869 シスメックス 臨床検査機器、検査用試薬ならびに関連ソフトウェアなどの開発・
製造・販売・輸出入 

スクリーニング結果 選定理由、特徴 

 

産業用ロボットの川崎重工業との折半出資会社であるメディカロ
イドが、医療用ロボットの開発を進めてきた。産業用ロボット技術
を医療用途に応用する「アプライドロボット」と、新規開発する「手
術支援ロボット」を手掛け、患者を手術中MRI 装置内へ自動搬送
し、撮影後に元の手術位置へ患者の姿勢を速やかに最適位置に移
動させることが可能な「ロボティック手術台」を開発し、「スマー
ト治療室」の開発を進めている。他にも、3D、スケーリング、多
関節、手ブレ防止などを備えたロボットを開発している。 
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 [2-3]投資比率の決定 
 (i)第 4 次スクリーニングによって選び出された 16 社の最適な投資比率を決定するにあたり、各企業のリス
クとリターンを算出し、比較的ハイリスクハイリターンである 7社をポートフォリオα、その他 9社をポー
トフォリオβとして効率的フロンティアを計算した。以下がポートフォリオα、βの企業一覧である。な
お、リターンは株価の平均変化率、リスクは株価の変化率の標準偏差とし、途中で株式数の変動がある企業
を除き、5年間分の株価の推移から算出した。 
ポートフォリオα                ポートフォリオβ 

コード 企業名  コード 企業名 

6501 日立製作所  6849 日本光電工業 
6902 デンソー  9433 KDDI 
6503 三菱電機  8031 三井物産 
4739 伊藤忠テクノ  4185 JSR 
9984 ソフトバンク  4689 ヤフー 
7735 SCREEN ホールディングス  2327 新日鉄住金ソリューソンズ 
6479 ミネベアミツミ  4901 富士フイルムホールディングス 

   7741 HOYA 
   6869 シスメックス 

ポートフォリオα、ポートフォリオβそれぞ
れの平均リターン、平均リスクより、ポート
フォリオαが比較的ハイリスク・ハイリター
ンであることが確認できる。 
(ii)ポートフォリオα、ポートフォリオβの最適な投資比率を決めるにあたり、投資比率を 10%毎に変化さ
せ、リスクに対して最大のリターンをもたらす効率的フロンティアを求めた。 

      
（水色で示したのが日経平均株価、オレンジ色で示したのがトヨタ自動車、赤色で示したのが採用された投
資比率、黒い線で示したのがベンチマークの値だ） 
 投資比率を確定するにあたりトヨタ自動車と日経平均株価の平均をベンチマークとして設定した。トヨタ
自動車の株価をベンチマークとして選定した理由としては、日本だけでなく世界でも名を響かせる日本を代
表する企業であることや売上高を見ても 28,403,118 百万(2017/4/12 現在 日本経済新聞 HP参照)と 2
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平均リターン 0.023358143 0.009738889 
平均リスク 0.063564642 0.048757564 
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位のホンダを 2倍近く上回る売り上げを誇っており、安定した売上実績を持っている企業であると考えら
れ、世界に通用する力をもつ安定した日本企業という今回の投資のテーマに沿っているからである。 
 しかし、トヨタ自動車のリスク、期待リターンは日経平均と比べるとローリスク・ハイリターンの傾向に
大きく数値が傾いていることが分かった。日経平均の動向が私たちのポートフォリオの動向に大きく影響を
与える可能性を考慮した結果、トヨタ自動車と日経平均株価のリスク、リターンの平均をベンチマークとし
て設定し、ベンチマークよりもローリスクの値の中から最大のリターンをもたらす値を投資比率として採用
した。 

 トヨタ自動車 日経平均株価 平均 
リスク 0.010316 0.013379 0.01185 

リターン 0.063381 0.047038 0.05521 
その結果α:β=6:4 に決定した。 
各企業の購入金額の算出式は以下の通りである。 

以下が、決定したポートフォリオである。 
ポートフォリオ名[新技術が実現するスマートな手術のかたち] 
コード 銘柄 株式市場 購入額(円) 割合(%) 

6501 日立製作所 東証一部 431,281 8.79  

6902 デンソー 東証一部 403,520 8.23  

6503 三菱電機 東証一部 392,730 8.01  

4739 伊藤忠テクノソリューソンズ 東証一部 467,775 9.54  

9984 ソフトバンクグループ 東証一部 388,885 7.93  

7735 SCREEN ホールディングス 東証一部 422,520 8.61  

6479 ミネベアミツミ 東証一部 438,570 8.94  

6849 日本光電工業 東証一部 221,450 4.51  

9433 KDDI 東証一部 234,695 4.78  

8031 三井物産 東証一部 238,700 4.87  

4185 JSR 東証一部 189,288 3.86  

4689 ヤフー 東証一部 231,363 4.72  

2327 新日鉄住金ソリューソンズ 東証一部 200,238 4.08  

4901 富士フイルムホールディングス 東証一部 224,518 4.58  

7741 HOYA 東証一部 223,368 4.55  

6869 シスメックス 東証一部 195,960 4.00  

合計     4,904,861 100 

各企業の合計購入金額 = 各ポートフォリオの合計金額×
各企業の第三次&第四次スクリーニング点数
各ポートフォリオに含まれた企業の合計点数
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[3-1]運用結果 

 
 赤線で示したのが日経平均株価、青線で示したのがトヨタ自動車の株価の変動である。私たちのポートフ
ォリオと同様に 12 月の半ばにかけて二度下落がみられ、年始から年末にかけては株価の上昇がみられるこ
とから、ポートフォリオにはベンチマークとほぼ同様の動向が見られた。また 1/6 に記録したそれぞれの最
高値を開始時と比較するとポートフォリオは 105.7%、日経平均株価は 104.3%、トヨタ自動車は 107.2%
であり、ポートフォリオの数値はほぼベンチマークとした日経平均株価とトヨタ自動車の平均であることか
ら期待通りの運用結果であると考えられる。個別で株価に変動が見られた企業について考察をした。 
 
[3-2]個別銘柄の値動き 
企業名 株価チャート 
日立製作所 

 
考察 
10 月の終わりに株価が上昇した理由として、日立製作所が 10 月 26 日に決算を発表し、今期営業を 5％
上方修正、3 期ぶり最高益を更新したことがあげられるだろう。しかし、12 月半ばになり株価が下落。
その原因としては12月19日に同社と子会社などが扱った約１万2000台のエレベーターで国土交通省
の認定基準に適合していないことが明らかになったことが考えられる。 

 右に示したのが私たちのポートフォリ
オの運用結果である。固定期間の 11/30
以降の株価の変動に目を向けると、12 月
半ばまでは二度株価の下落が見られるが
年末から年始にかけては株価が上昇して
いる。固定期間の最高額は5,233,144円、
最低額は 4,812,756 円であった。 
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企業名 株価チャート 
ソフトバンク 

 

考察 
10 月から株価が上昇。10 月上旬、一時ストップ高まで買われたシステムリサーチが８月から提供してい
る「ＡＩ導入エントリーパック」を、ソフトバンクが販売するとの発表が関係していると考えられる。楽
天が 12 月 14 日に携帯キャリア事業へ新規参入を発表したことを受けて株価の下落が見られる。 

 
企業名 株価チャート 
SCREEN ホール
ディングス 

 
考察 
10 月末から株価が急騰したのは 2018 年３月期の連結純利益が前期比 12％増になる見通しだと発表し
たからだろう。11 月末、韓国サムスン電子の株価急落が引き金となり、半導体の供給過剰懸念が一部で
浮上、大口の売り注文が株価を押し下げているのだろう。 

 
企業名 株価チャート 
日本光電工業 

 

考察 
11 月 6 日、7-9 月期(2Q)経常は 14％減益を発表して株価が下落した。12 月 19 日に急騰しているのは、
三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券が 18 日付で同社の投資判断を「ニュートラル→オーバーウエート」
に引き上げ、目標株価を増額したことが買い材料視されたとみられている。 

 
企業名 株価チャート 
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KDDI 

 
考察 
11 月 29日にドローン事業でウェザーニューズと提携を発表したことをきっかけに株価は急騰。12月 14
日の下落は、楽天が 12 月 14 日に携帯キャリア事業へ新規参入を発表したからであると考えられる 

 

[4-1]ヒアリング調査 

東京女子医科大学先端生命医科学研究所 大学院医学研究科 先端生命医科学系専攻 先端工学外科
学分野の特別講師の岡本淳氏にお話を伺った。 
東京女子医科大学は、X 線 CT 装置や MRI による術前/術中診断やナビゲーションを用いた情報誘導治

療の導入などの第 3 次医療革命に力を入れてきた。手術室に MRI を設置し、術中画像診断とそれに基づ
く手術ナビゲーションを利用する「術中MRI」を 2000 年に導入。現在までに 1000 例以上の脳神経外科
手術に適用してきた。神経膠腫（グリオーマ）の術後 5年生存率で全国平均を上回る治療実績をあげてお
り、開頭部の反対側に発生した出血を発見できたりするなど、手術の安全性向上にも大きく寄与している。 
 スマート治療室の開発については、各企業が利用できるものにするため、できるだけ中立性が高いも

のである必要がある。その団体の中心には大学の様なアカデミックな組織が求められるので、東京女子医
科大学がその役割を担うことになる。 

 ・インテリジェント手術室 
   患者の生存率と QOL（クオリティ・オブ・ライフ）を向上させるための新規治療システム開発を行って
いる。手術摘出率の向上を目指すため、腫瘍の位置情報を知らせる術中MRI やナビゲーションシステム、合
併症予防のための神経モニタリングシステムを臨床開発し、国際的にも優れた悪性脳腫瘍治療成績をおさめ
ている。 650 例を超える臨床応用を行い、特に GradeⅢの悪性脳腫瘍において術後 5年生存率を 25%（全
国平均）から 78%（当院実績）にまで飛躍的に向上させた。これらの技術を始め、手術に必要な情報を高品
位に可視化する技術開発を行い、安全で精度の高い情報誘導手術を実現するシステムの研究を行っている。 
 初発神経膠腫５年生存率（東京女子医科大学より提供） 

• GradeⅡ：89.6％ (全国平均 68.3％) 
• GradeⅢ：74.5％ (全国平均 26.1％)    
• GradeⅣ：18.8％ (全国平均 7.0％) 

・手術用ロボット 
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 人間の手を超えた精密さ･作業分解能・操作性を実現するレーザー手術ロ
ボットや、超音波やレーザーを用いた新たな手術デバイスの開発など、脳神
経外科、腹部外科、心臓血管外科を始めとする様々な外科治療の領域で精密
で安全な手術を実現する技術の開発を行っている。「術者コックピット」手
術支援ロボット iArmS（東京女子医科大学にて撮影） 
・医療環境支援システム 
  手術中に発生する事象の正確な記録と分析、対策立案と実施、監査など、手術のプロセス解析･改善を支
援するシステムの開発を行っている。また、手術戦略システムの管理下で、術前・術中のプランニングと手
術デバイスの稼動状況をリアルタイムに管理する、手術戦略デスクについての研究開発も行っている。 

今の日本の医療機器は輸入超過になっているため、新しい技術を海外に売ることが奨励されている。 
 スマート治療室の開発については、各国の代表的な標準化機関によって組織される非政府間国際機関で電
気・電子分野について国際的な標準化を行っている国際電気標準会議（IEC）と、国際標準の世界的相互扶助
を目的とする独立組織で、工業製品、技術、食品安全、農業、医療など全ての分野の国際的な標準化を行って
いる国際標準化機構(ISO)が共同で行っている。現在、IEC と ISO の加盟国は 100 を超え、この両組織に
よって開発された規格は非常に重要視されている。スマート治療室のオペリンクを海外の標準にして
いこうという、国際標準化の流れがあることがわかる。 
米国では「MDPnP」と呼ぶプロジェクトが進行中。Industry 4.0 の本場、ドイツでも「OR.NET」と呼ぶ

同様のプロジェクトが始まった。 

SCOT では、医療機器の基本データや術中画像、手術器具の位置情報、患者の
生体情報などを「OPeLiNK」と呼ぶシステムで統合し、それに基づいて、手術の
情報を統合的に表示したり、手術をナビゲートしたり、機器の稼働状況を監視し

て不具合を解析したりする。 
・広島大学病院に導入した基本モデル
「Standard SCOT」 
術中MRI を中心に機器のパッケージ化、機器のネットワーク化や、時間同期
された情報の統合を目指す。 
・東京女子医科大学 TWIns に設置した最終モデルのプロトタイプ「Hyper 
SCOT」（今回見学させて頂いたもの） 

情報を統合的に収集・可視化するだけでなく、ロボットなどが支援する操作側もネットワーク化した「Hyper 
SCOT」と呼ばれるもので、Standard SCOT の機能に加えて、ロボット化された新規開発中機器を追加した。 
手術データベースとの連動を予定しており、情報統合と空間のコントロールを目指す。2016 年「GOOD 
DESIGN AWARD」 を受賞。 
今後、機器の接続実証などを進め、2019 年 3 月に完成させて同年夏に治療を開始する計画。適用対象は悪

性脳腫瘍などを扱う脳神経外科となる見込みだ。詳しい機器の説明は下で述べる。 
(上の 2枚の写真は東京女子医科大学より提供) 
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 方法の一つは、術中 MRI 手術室に用いられている様々な最新技術をパッケージ化して売る。しかし、一年
に 5～10 室ほどしか作れないので、売り上げは劇的には上がらないと思われる。もう一つの方法は、様々な
企業と連携して、インフラストラクチャーとなって売ること。今後、産学連携の業界団体の様なものを作り、
その中で「OPeLiNK」の開発・管理・維持していくことを計画している。そこ所属すれば各デバイスのプロバ
イダを使う許可が得られ、自由にインテグレーションが可能になる体制にしていく予定。 

 まず、新しいものが普及するのには時間がかかることが挙げられる。特に医療分野は、人の命が大きくかか
わるため、なおさらである。
 また、普通のビジネスとは違い、例えば一回の使用に当たりいくら病院にお金が入るなどの金銭問題や、保
険の問題などの医療 bis の難しさがある。 
 さらに、先端的なシステムを入れてクオリティーが向上しても、赤字になればクオリティーは下がってしま
うので、病院側も経営面を考慮せずにむやみにスマート治療室を導入することはできない。 

・接続機器の運用に関する手順の規程や接続機器を増やすための枠組みづくりが必要 
• アプリケーション開発のオープン化を目指す 

現在のスマート治療室が対応している脳のタイプの病気が少ないため、今後は違う脳の病気に対応するア
プリを開発して、売り場を増やしていく。 

• 手術戦略デスクを広島大学 SCOT で試験的運用を行っていく 
• Hyper SCOT プロトタイプの疾患動物治療評価 
• 2018 年からの Hyper SCOT 稼働を目指す 

 現在日本では、人口の多い都市部に大病院が集中し、高度で最先端の医療は大病院で行われており、過疎地
域は病院が少ないという医療の地域格差がある。また、都市部には医者が多いので、地方に比べてそれぞれの
医者が特化している医療分野が狭く、その分、より高いクオリティーを持つ。つまり、住んでいる地域によっ
て、受けられる医療レベルに地域格差が生じている。 
 各都道府県では、大学、病院、医師
会等と協力して、不足地域や不足診
療科の医師確保、地域医療を志す医
師への支援、病院の勤務環境改善、女
性医師支援等様々な取り組みを行っ
ているが、医師の診療科、勤務場所等
が個人の自由な選択に委ねられてお
り、地域については大学医学部定員
の偏在や、研修に魅力的な大病院の都市偏在、子どもの教育環境、生活の利便等、医療以外の要素でも地方が
不利である。そのため、都道府県による環境整備や、地域間競争促進だけでは、対応は困難である。 
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  そんな中、スマート治療室
は、どの地域でも同じクオリ
ティーの手術を受けられる
ようにするという医療の均
霑化に大きく貢献するので
ある。 
 
 

(上の２つの図は厚生労働省ホームページ/厚生労働省地域医療支援中央会議「地域医療の現状、課題」より
/URL は参考文献に記載) 

今回見学させていただいた最終目標モデルのプロトタイプでは、まず、様々なメーカーの約 20 種類の機器
が相互に接続されている。これらの機器を通じて集約した情報を、手術スタッフに統合的に表示する役割を果
たすのが、右下の写真の左側の壁面に設置した大型ディスプレイ「手術戦略デスク」だ。  

ここには、神経機能検査装置や迅速診断フローサイトメータ、生体
情報モニター、術野映像、術中MRI 画像、電気メス、術者コックピッ
トなどの使用状況が、時間同期した形で表示され、保存される。異なる
メーカーの機器のデータを、融合表示することが可能。手術プロセス
のあらゆる情報を見える化できる。  
また、腫瘍の切除を最適に判断する

ことができ、切除時の電気メスの軌跡
も表示されるため、手術後に振り返る

のではなく術中にリアルタイムにフィード
バックが得られる。そしてこれらの情報は位置情報および時間情報とリンク
した形で表示・保存される。「情報」を付与されていないただの手術映像に比
べると、その利用価値は格段に高い。 
 術者コックピットは、2つのアームを備えたロボットで、術者の腕の動きをサポートすることで、手のふる
えや疲労を軽減する。右上の写真の手前にある機械だ。プロジェクト参画企業のデンソーが開発した片腕対応
のインテリジェント手台「iArms」をベースに、座位と立位の両方に対応した両腕対応のシステムを実現した。
第 6回ロボット大賞サービスロボット部門賞、2015 年グッドデザイン・未来づくりデザイン賞、第 29 回中
日産業技術賞中日新聞社賞を受賞。(右上:東京女子医科大学にて撮影) 
 実際に座って操作すると、腕の疲れが格段に軽減されることや、腕がしっかり支えられるので指先だけを細
かく動かすことが出来、誤差をなくせるのを実感した。 
ロボティック手術台は、患者を術中 MRI 装置のガントリー内へ自動搬送し、撮影後に元の手術位置へ正確

に復帰させる。シスメックスと川崎重工業が設立した医療用ロボットの事業
化に向けた合弁会社「メディカロイド」などが開発を担当した。実際に動か
してもらうと、想像していた以上にスムーズに動くことに驚いた。(左:東京
女子医科大学にて撮影) 
医局に設置した「手術戦略デスク（医局用）」は情報をリアルタイムに共有

することができ、経験豊富な医師が手術室の外から手術全体を監視できる。

(東京女子医科大学より提供) 
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リアルタイムの映像とともに、既に経過した時間の手術映像を早送りなどで再生できる「追っかけ再生」機能
を搭載。術中でも手術の履歴を振り返ることができる。また、他の医療機関との遠隔での情報共有も可能だ。 
スマートサイバーディスプレイは、手をかざすだけで画面を操作することができ、手を回すと脳の断面図の

違う部分が見られる。手術中に機械を触れない外科医が自分で画面を動かせるので、必要とされていた人員の
削減が可能。操作は少し難しかった。(下:東京女子医科大学にて撮影) 

 スマート治療室は現在ある様々な外科手術の問題を解決する優れた医療技術
であり、今後ますます注目が高まると思われる。実際に医療の場に用いられるよ
うになり、脳の様々な病気にも対応していけば市場が広くなるので、これに関連
する企業の業績は伸びていくことが予想される。 
 

武藤工業株式会社を訪問し、３DP 事業部営業部第二営業グループ主任の川向康之氏に会社を案内していた
だき、お話を伺った。3D プリンタ事業においては、9 月に高精細 Full-HD サイズの DLP を搭載した光造形
3Dプリンタ『ML-200』を新発売し、8月にはインクジェットプリンタ業界大手の HP社が開発した高速 3D
プリンタの販売ならびに同製品を用いたソリューションサービスの提供の開始に伴いショールームをリニュ
ーアルオープンし、販売拡大に力を入れている。 

アイデアをカタチにするデスクトップモデル、高精度な造形を可能
にするプロフェッショナルモデル、高いコストパフォーマンスを発揮
するプロダクトモデルまで全領域で製品をラインアップしている。 
 さらに、3Dフォトスキャンシステムや 3Dプリントサービスなど、
ハードからソリューションまで、3D プリンティング全般で製品とサ
ービス体制を整備している。 

・３Dソリューションサービス 
3D フィギュアをより身近に楽しむことや、3D プリントをより身近にビジネスに活用することができる。ビ
ジネスの質を高める住宅プレゼン用の建築模型や機械部品などの試作サンプル、さらに、医療用生体レプリカ

などの要望に応える 3Dプリントサービスにとどまらず、全身撮影用の高速 3Dスキャニング
システムの提供を通して、3D 写真館などでお馴染みな全身 3D フ
ィギュアの作成や思いのままに着せ替える 3D フィギュア「Value 
3D FigureWorld」の提供をしている。 
←MS2000N/PX 
今回、私たちは自分の顔をもつフィギアを造るための３Dスキャン
を体験した。 
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 患者の体を 3Dスキャナでスキャンし、体の骨や臓器の模型を作って、医療分野に応
用している。3Dプリンターの素材を変化させることで、違う質感のものをプリントし
よりリアルなものを生み出すことが可能になる。 

開発したばかりの 3Dプリンターを見せて頂いたり、質問に対して細かく
説明してくれたり、3Dプリンターで作ったネジやサイコロなどをくれたり、
とても丁寧に対応して頂いた。3D ソリューションを通じてビジネス領域を
広げ、3Dプリントの魅力、楽しさを、多くの人たちに広げようとしていて、
3D プリンターの新たな事業を開拓しようとしているので、更なる市場の拡
大を感じた。 
武藤工業株式会社３DP事業部営業部第二営業グループ主任の川向康之氏→ 

  
 神奈川県・横浜市に拠点を構える株式会社JMCを訪問し、代表取締役CEO渡邊大知氏、3Dプリンター出
力事業部営業リーダー船山博司氏、3Dプリンター出力事業部営業祐川直氏に社内を見学させてもらい、お話
を伺った。3Dプリンター出力・鋳造・CTスキャンを行なっている企業で、現在はそれらの技術を生かして
虚血性心疾患の治療に使われる心臓カテーテルトレーニングシステムの開発や、医療用実体モデルの作製も
行なっている。 

 

 JMCでは、作るものに応じて3Dプリンターの種類を分けている。光造形方式、粉末焼結方式、粉末固着方
式、インクジェット方式を見学した。 

 CT・MRIデータから骨や臓器などの部位を抽出し、3Dプリンターで医療用実体モデル
を製作している。一つひとつがオーダーメイドのため、患者固有の症状が再現された医療
用実体モデルを作ることができる。医師はこのモデルによって手術前に手術のシミュレー
ションを行うことができる。また若手の医師の練習としても使われていて、医療の安全性
を高めることへも役立っている。 

 ３Dプリンターによる試作品の製作は、さまざまな企業の製品開発のスピ
ードアップに貢献していることがわかった。また、医療面では際限が困難な
内臓部分などを３Dプリンターによってリアルに再現することで、より正
確・安全に手術が行うことができることに将来性を感じた。 

    代表取締役CEO渡邊大知氏、3Dプリンター出力事業部営業リーダー
船山博司氏、3Dプリンター出力事業部営業祐川直氏→ 
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 名古屋で開催されたメディカルメッセに参加させていただき、デンソーの方にお話を伺った。 
まずスマート治療室に実際に使われている技術の展示を見学させていただいた。実際にアームでの操作や鮮明
で美しい画面上にデータが一括化して表示されている様子を目にして従来の手術室とは大きく異なることに
驚いた。IoT により必要な情報が一度に目が入ることは手術の効率や安全性を向上させるうえでとても大切な
ことであると感じた。 
 その後奥田氏にお話を伺った。デンソーの事業の大半は自動車産業であり、そこで培ってきた技術を応用し
て医療分野に取り組んでいて、スマート治療室の開発では東京女子医科大学と連携して研究開発の中心を担っ
ている。先述したスマート治療室の構造や IoT 技術の仕組みについても専門的に教えていただいた。スマート
治療室の開発には IoT の環境開発が必須であり、様々なモノが IoT 環境を利用して繋がっていくことが必要と
されることや、スマート治療室の開発には資金面などの課題点もあるという現状を学んだ。投資家として投資
テーマのプラスの面だけでなく課題を把握して現状を知ることはとても大切なことであると感じた。 
 メディカルメッセでは様々な医療の技術をもつ企業や病院が展示発表を行なっていた。
医療に携わる企業や病院の方との交流を通して、AI での健康管理や 3Dスキャナーを利用
した術前シミュレーション、様々な技術が日に日に医療の精度を高めていることを感じ
た。また実際に内視鏡手術の模擬体験をさせていただくと二次元での画面では奥行き把握
が非常に難しく、現在開発が進んでいる 3D 画像や 4K モニターの重要性を強く感じ、技
術の発展は医療の発展において必要不可欠であることを学んだ。 
 
 [4-2]ポートフォリオのアピールポイント 

 

 第一に大きな成長が期待できる分野であることだ。AI は将棋ではプロ棋士を打ち負かし、自動運転を可能
にし、従来の人間の仕事を AI に移行することで効率性を高めてきた。IoT 技術は工場内のあらゆる機器を繋
げ一括化して管理する「スマートファクトリー」を実現し工場内の生産性や効率性を高めてきた。人間の力を
はるかに超えて大量のデータを学習し、その知識を一瞬にして処理することができる人工知能、あらゆるモノ
をネットワークに繋げ、リアルタイムの情報のやり取りを可能にする IoT 技術、この二つの技術を組み合わせ
ることで一括化された全てのデータの中から一瞬にして判断することが可能になるのだ。この技術は工業界に
とどまらず医療界をはじめとして多種多様な分野に応用が効くものであり、さらなる発展が期待できるといえ
るのではないだろうか。さらに 3Dプリンター、VR、AR…様々な技術を組み合わせて応用していくことで私
たちの生活や仕事のかたちは変化を続けていくと言えるだろう。 

 

 既存の考え方にこだわらず私たちは自分たちで必要である評価方法を生み出し、企業を評価するうえでの新
しい視点を追い求めた。 
 第三次スクリーニングでは ESG 投資に着眼したことに加え、国連サミットで採択された世界中が一丸とな
って取り組むべきである SDGs の観点を加えた。ESG や SDGs という観点は直接的に株価に影響するもので
はないかもしれない。しかし、環境や社会、そして貧困やジェンダーといった世界の問題に積極的に目を向け、
それらを解決するために尽力している企業は社会や投資家からの信頼を得て長期的な企業価値が高まるだろ
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う。私たちは企業の見えない価値を大きく評価した。 
 第三次スクリーニングでは見えない企業価値に着眼して評価を行ったが、第四次スクリーニングでは既存の
指標に加え、自己資本比率&ROE、トービンの q&営業利益伸び率という二つの要素を評価方法に加え、現実
の数値からポートフォリオの信頼性を高めることに努めた。アピールポイントは一つの指標ではなく二つの指
標を組み合わせることで、表面的な数値だけでなくより掘り下げて企業を評価したことだ。自己資本比率と
ROE を切り離さず、二つのバランスを見ることでより正確に資金調達が安定している企業を評価することが
できる。またトービンの qと営業利益伸び率という新しい観点を加えることで「本来投資すべき企業」と「市
場で評価されている企業」の差を発見できると考えた。 
 新たな観点を踏まえ「見えない企業価値」と「見える数値からの企業価値」を徹底的に評価することができ
た。 

 

 AI、IoT といった技術を始めとする第四次産業革命は世界中で研究開発が進み、未来の世界を変えていくも
のであると断言できるだろう。 
 日本もその波に乗り遅れてはいけない。病院やスマート治療室の研究開発を担う企業への訪問、メディカル
メッセを通して、私たちは日本企業が持つ繊細かつ高度な技術に圧倒された。スマート治療室の中でもミリ単
位での操作や液晶の美しさ、ロボットの動作のスムーズさ、そして外観の美しさ。日本が誇るこの技術を世界
に広め、活躍させる時代にできると私たちは考えた。 
 投資をするということは利益を追求するだけではなく企業を応援することでもある。日本企業をアピールで
きる時代であるからこそ将来を担う魅力的な日本企業の集合であるこのポートフォリオに投資をする価値が
あるのではないだろうか。 
 

 今までは、株には十分興味があったが、医療の最新技術を自主的に勉強したことはなく、この日経ストッ
クリーグをやっていなければ、学ぶ機会に出会わなかった。投資テーマとして医療を選び、スマート治療室
を始めとした最新の医療について学ぶうちに、どんどん興味が湧いて、もっと知りたいと思うようになっ
た。実際に東京女子医科大学でスマート治療室を見せてもらった時には、最先端の技術に圧倒され、とても
興奮した。 
 また、日経 STOCK リーグを通して自分で企業の方と連絡を取り、企業に訪問してお話を伺うことで表面的
には見えない企業の活動や理念を知る機会を得ることができた。会ったことのない大人の人と連絡を取ること
や、企業や研究室を訪問したのは初めてのことでとても緊張したが、情報を受動的に受け取るのではなく、自
分の足で訪問し、自分の目で確認し、自分の言葉でコミュニケーションを取るといった主体的に物事に取り組
むことを通して新たな視点を得たことは私たちにとって大きな経験となったと思う。企業や研究室の取り組み
だけでなく、礼儀や現在の社会についてなど多くのことを学び吸収することができた。 
 一連の投資学習を通じて、大企業に投資したからといって利益が出るのではなく、様々な観点から企業を
評価し、途上国支援や地域活動を積極的に行う企業を考慮したうえで投資することの重要性も学ぶことがで
きた。多くの上場企業の中から、自分たちで評価基準を決め、複雑な計算を自力で行い、やっとの事で選ん
だ企業によって投資した 500 万円に利益が生まれているのを見るととても嬉しく、初めて投資の楽しさを体
感できた。このレポートにとどまらず今後も学びを深めていきたいと思う。 
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表紙の写真は東京女子医科大学にて撮影 
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