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『業績と企業価値は比例するか…電機大手の40年』 



テクノロジー関連業界：『業績と企業価値は比例するか…電機大手の40年』 

栗山 史 

Hitoshi Kuriyama 

執行役員 産業調査部長 

 上場企業経営者としての宿命は企業価値の長期的な拡大へ向
け、最大限の努力を尽くすことである。一般的に企業価値は
「時価総額±純有利子負債」で計られ、株価を上げて借金を減
らすと企業価値が拡大する。功罪や実効性とは別に、CGC導入
やアクティビストの台頭で、株主主権が強化され以前よりス
テークホルダーの中で株主を重視せざるを得ない環境となった。 

 比較しながら議論のできる電機大手6社（日立製作所・東
芝・三菱電機・パナソニック・シャープ・ソニー）に対する
データを1980～2018年度予想までチャート化した。6社合計
値の38年間における年平均成長率は、売上高3.0％、営業利益
2.0％、時価総額3.7％、企業価値3.2％。ただしバブルピーク
後の28年間は、売上高1.5％、営業利益0.8％、時価総額0.4％、
企業価値▲0.1％。80年代の高成長後、業績・企業価値の両面
でほぼゼロ成長。単純な合計値だが、営業利益と時価総額/企
業価値は、長期間でみると一定の連動性があるものと推測され
る。 

 年平均成長率でリーマンショック以降の状況を見ると、売上
高▲1.8％、営業利益2.0％、時価総額2.5％、企業価値0.0％
と連動性が薄れる。この期間は、構造改革や新規事業育成・収
益貢献での成功組（日立製作所・三菱電機・ソニー）と経営危
機まで悪化した組（東芝・シャープ）に2分され、三菱電機・
ソニー組、東芝・シャープ組ともに営業利益と企業価値に連動
性がみられる一方、日立製作所は営業利益+8％に対し企業価
値が▲2.2％と逆相関。構造改革・事業ポートフォリオ改革成
功組としての成功が企業価値として評価されていない。見えな
いリスク発現の可能性あるが、違和感のある企業価値である。 
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 大和証券㈱、ゴールドマン・サックス証券会社、メリ

ルリンチ日本証券㈱、アライアンス・バーンスタイン

㈱等を経て、2012年にフロンティア・マネジメント㈱

に入社。 

 22年間、一貫してテクノロジー関係のアナリスト業務

に従事。家電業界、総合電機、電子部品、精密機器、

ゲーム業界等、国内テクノロジー関連企業をほぼ網羅。

その他、医薬品・小売り・繊維・サービス等の生活関

連産業、電子素材等を含む川上のテクノロジー関連業

界、汎用化学等へも調査対象を拡大。 

 1994年以降、日経金融新聞「アナリスト人気ランキン

グ」や米国「Institutional Investor」誌等のアナリス

トランキングでは、ほぼトップ3の座を継続。 



参考1：電機大手6社の売上高・営業利益推移 
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電機大手6社の売上高推移(10億円） 電機大手6社の営業利益推移(10億円） 

(年度) 

情報はBloomberg・SPEEDA資料よりFMI作成 

(年度) 



参考2：電機大手6社の時価総額と企業価値の推移 

情報はBloomberg・SPEEDA資料よりFMI作成 
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電機大手6社の企業価値推移(10億円） 電機大手6社の時価総額推移(10億円） 

(年度) (年度) 
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産業調査コラム 
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消費全般：『西友によるウォルマート売却が意味するもの』 

 野村総合研究所、バークレイズ証券会社、UBS証券会
社、㈱産業再生機構を経て、2007年にフロンティア・
マネジメント㈱設立。 

 10年以上にわたり流通業界を中心に証券アナリストと
して活動。㈱産業再生機構においては、地方百貨店で
ある津松菱やうすい百貨店の事業再生に関与し、カネ
ボウおよびダイエーの案件では、取締役として事業再
生に関与。 

 1999年に国内外の複数のアナリストランキングにおい
て、小売部門でトップランキングを獲得。 

松岡 真宏 

Masahiro Matsuoka 

代表取締役 

主な著書 

『小売業の最適戦略』（㈱日本経済新聞社 1998年） 

『百貨店が復活する日』（㈱日経BP社 2000年） 

『問屋と商社が復活する日』（㈱日経BP社 2001年） 

『逆説の日本企業論』（㈱ダイヤモンド社 2003年） 

『私的整理計画策定の実務』共著（㈱商事法務 2011年） 

『流通業の「常識」を疑え！』共著（㈱日本経済新聞出版社 2012年） 

『ジャッジメントイノベーション』共著（㈱ダイヤモンド社 2013年） 

『時間資本主義の到来』（㈱草思社 2014年） 

『「時間消費」で勝つ！』共著（㈱日本経済新聞出版社 2015年） 

『宅配がなくなる日 同時性解消の社会論』共著（㈱日本経済新聞出版社 2017年） 

 

 日経新聞などでウォルマート（WMT）の西友売却が報じら
れた。WMTは言わずと知れた世界最大の小売業。2002年に西
友と資本・業務提携を行い、6年後の2008年に同社を完全子会
社化した。 

 メディアでは、今回のWMTの西友売却の理由を「少子高齢
化の日本からは手を引く」、「人口増が続くアジアや、イン
ターネット通販へ経営資源を集中する」ことに求めている。し
かし、WMTが西友と協業し始めた2002年、既に日本の少子高
齢化は始まっていた。アジアの人口増やインターネット通販の
拡大も見込まれていた。 

 西友売却の理由は明白だ。WMTの日本戦略が失敗したから
だ。 

 日本は依然として世界第3位の経済大国である。少子高齢化
で消費が伸びないとはいえ、シェアを十分に取れれば、有望な
マーケットである。WMTの低価格戦略や店舗運営戦略が日本
では全く通じず、シェアを奪うことができなかった。 

 日本では、三菱食品など卸売業が強固な地盤を持っている。
小売業の運営には、彼らとの協業が欠かせない。メーカーとの
直接取引を志向するWMTは、卸売業の合理性を理解しなかっ
た。日本の後進性の問題ではない。日米で卸売業・小売業の成
り立ちや構造が異なっているに過ぎないのだ。卸売業が強い国
が遅れているわけではない。 

 世界中どこでも、「小売業はドメスティックなもの」（元セ
ブン＆アイ鈴木敏文会長）という法則がある。WMTの失策は、
この法則の新たな事例の仲間入りとなろう。 
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電子デバイス・材料業界：『10年間の変化』 

 大和証券㈱、㈱大和総研、モルガン・スタンレー証券
会社を経て、2009年にフロンティア・マネジメント㈱
入社。 

 大和証券㈱、㈱大和総研では、通信機器、半導体、半
導体製造装置、ソフトウエア産業の調査を担当、モル
ガン・スタンレー証券会社では、電子部品の調査を開
始、産業アナリストとして17年の経験を有する。 

 2001年に日経アナリストランキングで1位になるなど、
各種ランキングで上位に名を連ねる。 

村田 朋博 

Tomohiro Murata 

執行役員 マネージング・ディレクター 

主な著書 

『電子部品だけがなぜ強い』（日本経済新聞出版社 2011年） 

『経営危機には給料を増やす！』（日本経済新聞出版社 2013年） 

『電子部品 営業利益率20％のビジネスモデル』（日本経済新聞出版社 2016年） 

『この本を読まずに死ぬな！人生を変える珠玉の15冊』（静山堂書店 2018年） 

『図解入門業界研究最新電子部品産業の動向とカラクリがよ～くわかる本』（秀和システム 2018年） 

 電子部品企業各社の2018年3月期業績の営業利益の上位５社
は、日本電産（営業利益1676億円、以下同じ）、村田製作所
（1621億円）、日東電工（1257億円）、京セラ（956億円）、
TDK（859億円）であった。 

 10年前の上位５社は、京セラ、村田製作所、TDK、日東電
工、日本電産。すなわち、上位5社の顔触れは全く変わってい
ないが、日本電産が初めての１位となった。6位以下では、ミ
ネベアミツミ（792億円）、アルプス電気（719億円）が利益
水準をあげてきている。 

 一方、電子部品企業110社の中では大きな変動があった。躍
進したのは以下の5社である。 

 

 

 

 

 

山一電機と本多通信工業のように新しい経営陣が会社を変革し
た事例は注目される。 

 また、営業利益率が10％超であったのは30社を超えた。す
なわち、電子部品企業の30％が営業利益率10％を達成してい
る。事業特性上、規模や知名度で劣る電子部品産業の誇りの一
つは高利益率であり、10％が『常識』となるような時代が来た
ら喜ばしい限りである。 
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企業名 2007年度順位 2017年度順位 

大倉工業 101位 41位 

JCU 93位 35位 

山一電機 107位 54位 

MARUWA 77位 27位 

本多通信工業 106位 69位 



先端領域： 『中国AI産業の現時点進捗 ～量から質へ』 

本橋 陽介 

Yosuke Motohashi 

マネージング・ディレクター 

 2017/12/14に中国工業情報化部は「次世代AI産業発展を促
進する三年行動計画（2018－2020年）」を発表した。中国で
は2017年7月に国務院が「次世代AI発展計画」を策定しており、
そこでは2030年までの「3段階目標」が掲げられているので、
行動計画は、それを着実に達成するためのアクションプランと
いう位置づけになる。行動計画では、 

 ①スマート製品の育成 

 ②重要な基礎分野での突破 

 ③スマート製造の発展深化 

 ④支援体制の構築 

 の「四大重点任務」への注力を通じて、AI産業領域で世界に
影響力を持つ、という決意がにじみ出ており興味深い。現時点
の進捗について定量、定性の両面からレビューしたい。 

 精華大学の「中国人工知能発展報告2018」によれば、中国
のAI領域論文総数は全世界の27.68％を占めるに至っており、
特許申請でも人工知能特許を世界で最も多く申請していること
が報告されている。②「基礎分野での突破」は既に達成されて
いる、とすらいえそうだ。ただ、中国においては、国家の面子
及び担当者の責任問題に関わるので、ほぼ100%「定量指標」
は達成される、という側面もある。 

 定性的にはどうか。アリババ、テンセント、百度は、米国の
モデルをそのまま巨大市場に持ち込んだから成功したにすぎな
いとの指摘は依然根強い。ただ、筆者はまだ十分ではないにせ
よ、「次の芽」が育ってきているように見ている（詳細な分析
は別稿にて）。今後はコア技術をしっかり握っているか、強力
なビジネスモデルを構築できるか、がより重要になるだろう。 
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 2001年にアクセンチュア㈱に入社。2012年にフロン
ティア･マネジメント㈱に入社｡ 

 アクセンチュア㈱では、製造・流通業のコンサルタン
トとして、構想立案から業務プロセスの導入・定着化
及びIT導入までを一貫して支援。上海オフィスとの協
働プロジェクトなどに関与。全社予算管理、マーチャ
ンダイジング改革、経営効率改善、事業再構築、全社
ITマネジメント、サプライチェーンマネジメント等に
経験を持つ。 

 フロンティア・マネジメント㈱では、化学、材料、電
子部品、機械、自動車OEM・自動車部品、エレクトロ
ニクスなど製造業中心に、長期ビジョンや新規事業探
索などの戦略策定及び実行支援、中期経営計画策定な
どを責任者として推進。その他、教育、エンタテイン
メント、金融など各種サービス産業への戦略策定支援
や中央省庁委託事業等に従事。 

 M&Aアドバイザーとして、エレクトロニクスメーカや
住宅メーカー、電子部品材料、自動車部品企業等にお
けるM&A戦略策定やビジネスDDなどのエクゼキュー
ションに関与し、日立製作所による日立セキュリティ
サービス株式の綜合警備保障（ALSOK）への譲渡など
を担当。 
コンサルティング部門における人工知能、IoTなど先
進テクノロジー領域におけるリサーチ、知見蓄積やデ
リバリーメソッド開発のリーダー。 



メディア・エンターテインメント業界： 『ゲームとアニメの3Dモデル共用化』 

福田 聡一郎 

Soichiro Fukuda 

シニア･アナリスト 

 ソーシャルゲーム大手のグリーと、３DCGアニメ制作に長け
るポリゴンピクチュアズは、8月2日に、グリーがポリゴンピク
チュアズの第三者割当増資を引き受ける(約5％)資本業務提携
を発表した。その狙いは、両社が保有する技術的知見を持ち寄
り、「アニメ」「ゲーム」「AR/VR」「Vtuber」「ライブ」
など、各メディアに高品質な3DCGアセットを迅速に展開でき
るコンテンツ共有システムを共同開発することにある。また、
その技術基盤として、高品質なグラフィックに対応するゲーム
エンジンUnreal Engine４を用いることも明らかにしている。 

 これまでポリゴンピクチュアズは、ゲームと連動したアニメ
をUnreal Engine4で制作する（「レイヤードストーリーズ 
ゼロ」）、Unreal Engine4の扱いに長けたヒストリアと3Dモ
デル制作会社を設立するなど、ゲームとの連携を容易にすべく
アニメでのUnreal Engine4の活用を推進してきていた。今回
のグリーとの資本業務提携は、本格的にアニメとゲームとを連
携させるスキームを確立したことを意味しよう。 

 他のゲーム会社も、アニメとゲームの連動を企図していると
見られることから、今回の資本業務提携の発表は、今後３DCG
アニメを得意とする会社とゲーム会社との提携を促進させる可
能性もあろう。 

 ただし、日本では現状、ゲームエンジンに関して、Unityが
デファクト的に用いられており、Unreal Engine4のエンジニ
アは少ないと見られている。オフショアの活用を含め、Unreal 
Engine4のエンジニアをどう確保していくかが問われることと
なろう。 
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 三井信託銀行㈱（現、三井住友信託銀行㈱）、興銀証

券㈱（現、みずほ証券㈱）、日興ソロモン・スミス

バーニー証券会社（現、シティグループ証券）、マイ

クロソフト㈱（現、日本マイクロソフト㈱）、日興シ

ティグループ証券㈱（現、シティグループ証券）、

フィールズ㈱を経て、2016年にフロンティア・マネジ

メント㈱に入社。 

 1998年から2016年までの18年間、アナリスト業務お

よび事業会社にて、一貫してエンターテインメント業

界に携わる。セルサイド・アナリストとしては、エン

ターテインメント業界の他、メディア業界、インター

ネット業界、ITサービス業界のリサーチも担当。 

 2003年から2005年に在籍したマイクロソフト㈱では、

同社のゲーム機Xbox360の日本ローンチ戦略、および

オンラインサービス「Xbox Live」のマーケティング

戦略を担当。2014年から2016年に在籍したフィール

ズ㈱では、IR、およびゲーム系子会社管理を担当。 



機械業界： 『ロボット需要に変調の兆しか？』 

水野 英之 

Hideyuki Mizuno 

シニア･アナリスト 

 国際ロボット連盟によると、2017年の世界のロボット販売
台数は前年比31％増の38.7万台に急拡大した。主要地域でみ
ると、アジア・オセアニアが37％増、ヨーロッパが20％増、
アメリカが22％増といずれも大幅に伸びている。 

 国別でみると、中国が58％増の13.8万台と急増し、世界全
体の約3分の1を占めている。中国では、人手不足、賃金上昇、
自動化ニーズの高まりなどを背景に、自動車や電機産業などで
積極的なロボット導入が続いている。中国では、2016年の製
造業1万人あたりのロボット稼働台数は68台と2013年の25台
から大幅に増加。中国政府では同台数を2020年に150台に引
き上げることを目標としており、今後もロボット需要の拡大が
見込まれている。 

 一方、18年度1Qの決算では、ファナックのロボット部門の
受注が前年比16％減、前四半期比7％減と落ち込んだことが注
目された。同社では、日米欧でのロボット案件が端境期にある
としているが、米中貿易摩擦の影響も懸念されるため、今後の
動向を注視したい。因みに、同社のロボット部門の中国の売上
構成比は16％にとどまっており、前述の世界需要の地域構成と
は異なるものとなっている。 

 国際ロボット連盟では、世界のロボット需要は今後も成長が
続くと予想している。自動化ニーズの高まりが成長の牽引役で
あるが、今後の成長には自動車や電機業界の設備投資拡大も必
要となる。米国、中国での自動車販売にブレーキがかかる場合
には、ロボット投資への影響も不可避であると思われ、今後の
米中貿易摩擦の動向が気になるところである。 
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 日興証券株式会社（現、SMBC日興証券株式会社）に

入社し、同年、日興リサーチセンターに出向。INGベ

アリング証券会社（現、マッコーリーキャピタル証券

会社、メリルリンチ日本証券を経て、2016年フロン

ティア・マネジメント㈱に入社。 

 1987年から2016年までの29年間、セルサイドアナリ

ストの経験を有する。1992年からは日興リサーチセン

ター、INGベアリング証券会社（現、マッコーリー

キャピタル証券会社）、メリルリンチ日本証券にて、

機械業界を約24年間にわたって担当した。 



小売業界： 『メディア化する小売店舗 ～攻め手としてのショールーミング』 

 流通関係者の間で静かに話題となっている書籍がある。「小
売再生(原題Reengineering Retail)」（ダグ・スティーブンス
著、プレジデント社）だ。ネタバレにならない程度に紹介する
と、「これからのショッピング体験はIT化とコモディティ化が
さらに進み、お気に入り商品のリピート購入が定着する。しか
し、消費者のブランド乗り換えのハードルが高くなるがゆえに、
店舗での体験価値に基づくブランドマーケティングの希少性が
高まるという逆説が成立し、小売店舗の存在意義が止揚されて
いく」といった内容だ。筆者の考えに非常に近く、まさに正鵠
を射た主張である。 

 8月13日の決算説明に際してのドン・キホーテHDの大原社
長の記者会見は、「西友に関心あり」との発言に加えて、「今
後はECよりも店舗体験の強化に経営の重心を置く」との方針
表明にも注目が集まった。消費者があまねくスマホを持参して
来店していることに対応しきれていない現在の小売店舗を、自
戒の念も込めて「後進的」と斬って捨てたのである。今後は、
スマホアプリと店舗体験を連動させ、ドンキの店舗内を一定以
上の歩数を周遊したらポイント進呈されるといったエンタメ性
を店舗に具備していくことも検討しているようだ。 

 これからの小売店舗の存在価値は、商品の「購入」という
ショッピング体験（ブランド/商品の認知⇒関心⇒比較検討⇒
購入、という流れ）の川下から、「ブランド/商品の認知」と
いう川上の分野の比重が増していくことが予想される。小売店
の「ショールーミング現象」という言葉は、EC台頭と小売店
舗の凋落を嘆くのではなく、ブランド企業にとっていかに魅力
あるショールーム（ギャラリーとも呼べる）を作るかという
「攻め手」の文脈で語られる用語となっていくであろう。 
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山手 剛人 

Taketo Yamate 

シニア･アナリスト 

 1999年にウォーバーグ・ディロン・リード証券会社

（現UBS証券会社）に入社。2003年に同社株式調査

部で小売セクター担当のシニア・アナリストに就任。

2010年にクレディ・スイス証券会社に移籍。小売セク

ター担当のアナリストと消費関連産業の調査グループ

リーダーを兼務。2017年にフロンティア・マネジメン

ト（株）に入社。 

 1999年から2017年までの18年間、消費産業（小売、

食品、消費財）の産業・企業調査に従事。50社以上の

上場企業の株式格付を担当。 

 UBS証券会社では2002年に史上最年少でシニア･アナ

リスト（食品、消費財セクター担当）に就任。 日経

ヴェリタス「人気アナリストランキング」では継続的

に上位にランクイン（最高順位は2010年の総合小売セ

クターで2位）。  

『宅配がなくなる日 同時性解消の社会論』共著（㈱日本経済新聞出版社 2017年） 

主な著書 



中国担当：『先進技術と中国市場』 

中村 達 

Toru Nakamura 

マネージング・ディレクター 

 スマートスピーカーが家庭に普及している。さきがけはアマ
ゾンエコーであった。 

 2018年度2Qの全世界出荷台数を見ると、アマゾンが4,800
万台、グーグルが3,200万台、アップルが70万台でシェアは順
に41.0%、27.6%、5.9%となる。前年同期では75.8%、
16.1%、０%であり、今後フェイスブックも参入検討と見ら
れる中GAFAが同市場もリードする様に見える。 

 しかし、その他出荷台数を見るとアリババが80万台、JDが
30万代でシェアは順に7.0%、2.2%となる。前年同期がほぼ
0%であったことからすると大きくシェアを伸ばしていること
が分かる。 

 しかも、日本等での販売はされておらず中国市場主体での数
値であるだけに市場規模を改めて考えさせられる。更に中国市
場では、2017年よりアリババ、JDが参入し、同市場のスマー
トスピーカーのトップはこの2社である。 

 理由のひとつは価格（アリババ最低価格は2,000円弱）、そ
れより大きい理由は、中国ではアマゾンプライム、音楽配信
サービスが使えない事にある。更にECのシェアも小さい事か
ら使い勝手が悪いと言える。 

 市場の特殊性と国家の規制と片付けず、冷静に分析していく
必要がある。その上でリスクとチャンスを勘案し、参入必要性
を判断すべきと考える。新たにグーグル再進出、フェイスブッ
ク進出の動きもみられているだけに。 
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 ㈱トーメン（現、豊田通商㈱）に入社、食料本部勤務。
Tomen Corporation do Brasil ltda.サンパウロ本社、
Tomen（America）Corp.シカゴ支店、㈱トーメン食
料本部、東棉（北京）駐在事務所に勤務。東棉（北
京）（大連）駐在事務所所長、東棉天津有限公司 総
経理を経て豊田通商㈱との合併。豊田通商（天津）有
限公司 副総経理に就任。豊田通商㈱食料本部食品部、
食料事業部に勤務。その後、サンヨー食品㈱海外事業
部勤務。2014年にフロンティア･マネジメント㈱に入
社。 

 豊田通商㈱入社後は、食料本部にて畜産、食品、食糧
トレーディング、同海外法人にてマネジメント、現地
でのトレーディング、新規ビジネス開発業務に従事。  

 豊田通商㈱食品部部長としては、投資案件立案や実行
に従事するとともに、各関連企業取締役として企業運
営を行う。  

 サンヨー食品㈱では、海外事業部部長として米国、中
国事業管理を行う。  



ASEAN担当： 『「儲かるASEAN」のウソ』 

毛利 剛実 

Takemi Mori 

シニア・ディレクター 

 表題で特集を組む経済誌（日経ビジネス 2018.08.06・13
合併号）があり、ASEAN地域への進出・M&Aを支援する立場
としては「ただ事ではない」と思いつつ、興味深く拝読した。 

 詳細は是非特集をお読みいただければと思うが、印象的で
あったのは以下のような部分である。 

苦戦の方程式：日本の家電メーカーが高価格帯に経営資源を投
入する一方で短期的な本社の利益重視姿勢、など 

成功のヒント：①トップによる一体運営（現地社員の処遇）／ 
②現地仕様・趣向の受容（マーケティング・商品開発）／③ア
フターフォローの充実（サービス）、など 

 筆者も、ASEAN域内における日系CVS各社の昨今の動向を
分析する機会があったが、成功している事例に、地場の大手食
品メーカーとのJV事業が多い点が挙げられる（タイ：セブンイ
レブンーCPグループ、インドネシア：ファミリーマートー
Wingsグループなど）。これは、大手メーカーが独自に物流機
能やマーケティング機能を有しているとの現地市場における特
性を示しており、消費者に近い。 

 その他、以下のようなポイントを念頭に、クライアントの
ASEAN進出やM&Aを支援している。 

・日本ブランドは今でも魅力（とくに基礎技術・フレーム） 

・現地企業の声を聞く（マーケティング感覚：価格・嗜好） 

・成功した現地企業・ブランド・事業に乗る（販路・マーケ
ティングセンス） 

 上記諸点を意識し、現地と融合することで『「儲かる
ASEAN」のウソ』とならないよう側面支援する所存である。 
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 ㈱日本興業銀行（現、㈱みずほ銀行）に入行、香港上

海銀行（東京支店）、独立系マーチャントバンクを経

て、2014年フロンティア・マネジメント㈱に入社。 

 企業調査部門で小売業種を担当、1997年のアジア通貨

危機後のアジア進出日系企業の財務支援プロジェクト

を主目的とし、1998年～2006年までタイを中心とし

た東南アジア域内で、通貨スワップや現地通貨建て起

債環境整備などに関与。 

 香港上海銀行では、コマーシャルバンキング部門で日

系企業・アジア企業のカバレッジを担当。 

 ベンチャーキャピタルとアドバイザリー業務を行う独

立系マーチャントバンクでは、燃料小売ベンチャーの

事業再生や、映像コンテンツ運営ベンチャーの知財

カーブアウト（英国ファンドへの売却）などをアレン

ジ。 



アメリカ担当： 『仮想通貨の動向と中国の目論見』 

津田 雄一郎 

Yuichiro Tsuda 

ニューヨーク支店長 

 多数の億り人を出した仮想通貨の下落が止まらない。 

 昨年末の最高値約2万ドルからビットコインは約70％下落、
イーサリアム、リップルもそれぞれ約80％、90%強下落して
いる。主要仮想通貨全体の一日当たり出来高も100億ドルを下
回り、ピーク時の五分の一に留まる。 

 各国の規制強化、中国・韓国の仮想通貨取引所閉鎖、各国の
金融引き締めによるリスクマネーの回避、ビットコインETF見
送りによる失望売りが主な要因ではないかと目されている。 

 一方で、ビットコインのマイニング能力が現状のままである
とすると、マイニングの採算価格は5000ドル程度という見方
もある。ビットコインはここ数日は悪材料にも底堅い動きを見
せており、先物買いも増えてきている。金市場はETF導入後に
大暴騰を演じた。ビットコインETFの認可への期待は大きい。 

 中国では、 ICO（イニシャル・コイン・オファリング）の禁
止、仮想通貨取引所の閉鎖のみならず、海外取引所を使った取
引やOTC取引でも規制強化に乗り出し、資本流出阻止への本気
度が伺える。 

 背景には、法定通貨の人民元ではなかなか牙城を崩せないド
ル世界支配への挑戦があるのでは、と筆者は考える。 

市場をグローバルから一旦切り離し、中華圏の市場を占有する
手法は、百度、テンセント等が良い例だ。 

中国が独自の仮想通貨を発行する日も近いかもしれない。 
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 シティバンク銀行㈱に入社。その後、大和証券SMBC ㈱ 、
会計系コンサルティング会社（香港・日本）を経て、2014
年にフロンティア・マネジメントに入社。2017年6月
ニューヨーク支店長に就任。 

 大和証券SMB(株)Cでは、電機・機械等の製造業を中心に
M&Aアドバイザリー業務に従事。会計系コンサルティング
会社ではマネージャーとして、DD・バリュエーション、ク
ロスボーダー、M&Aアドバイザリー、事業再生、日系企業
のアジア進出における会計・税務コンサルティング等の業
務に従事。うち約2年半は香港事務所に駐在し、ジャパン・
デスクの立ち上げを担当。 

 フロンティア・マネジメント(株)では、日立製作所による日
立セキュリティサービス株式の綜合警備保障（ALSOK）へ
の譲渡、日立製作所による米Genpactへの日立マネージメ
ントパートナー財務ソリューション事業の売却、ソニーの
日本・タイ・マレーシアにおける物流事業の三井倉庫ホー
ルディングスへのカーブアウトに関するFA業務、三井住友
FG・三井住友銀行とGMOインターネット・GMOペイメント
ゲートウェイにおける資本業務提携等にかかるFA業務など
を担当。 

 AI・IoT・モビリティ・シェアリング・フィンテック・フー
ドテック・ヘルスケア・その他テクノロジー関係に造詣深
い。北米・アジアにおける動向をフォロー。 
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