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【 改訂版 ファイルコイン価格形成論 】 
AI TRUSTのチーフストラテジストのチャーリーTAKAが独自分析を行う形で10月6日時点の状況
からファイルコイン価格形成論をまとめました。そしてこの予測は非常に精度の高いものとな
り、ファイルコインは多くの暗号通貨取引所に上場後、高値を更新し続けました。改めて、2021
年4月中旬時点の最新状況から、今後のファイルコインの価格形成に関して推測していきます。 

（＊今後の経済環境、新型コロナの感染再拡大、それによる金融市場の変化等により状況は常に
変わる可能性があることもご理解の上、あくまでも投資のひとつ参考資料としてご覧ください。
投資はあくまでも自己判断で行うようにして下さい。） 

１）ファイルコインを取り巻く状況 

時価総額を大きく上昇させたファイルコイン 

ファイルコインは昨年10月15日、メインネット公開直後から多くの大手取引所での売買が開始さ
れました。当初は20ドル～30ドル前後で推移していましたが、2月から価格上昇が始まり30ドル
台となり、3月には200ドルを超える急騰を見せました。4月13日時点の価格は165ドル前後で、
時価総額は暗号通貨の中で14位となっています。 

IPFSの技術に関しては、日々世界中の暗号通貨取引所、マイナー、エコシステム等で進展が見ら
れています。IPFSの技術そのものの革新性、必要性は明らかであり、このあとも中長期的な視点
からみれば、暗号通貨市場の中核を担う可能性は高いと考えられます。 
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ファイルコインの価格形成を独自分析 

AI TRUSTでは、世界中のマイナーやエコシステム、暗号通貨取引所、開発関係者とのZOOM会議
を続けています。世界中から集めた情報をもとに、独自視点からのファイルコインの今後の価格
形成について現在分析予測を行っています。 

ビットコイン投資を2009年からはじめ、ADA（カルダノ）については、市場での価格形成のため
のマーケットメイクも手掛けたチャーリーが、今回はファイルコインのメインネット公開後の価格
がどのように形成されるかを予測していきます。 

今回は価格を予測する上で調査をした項目はこちらになります。 

① ファイルコインの総発行枚数、ICOで配られたトークンのロック期間等 
② マイナーが必要とする固定コストと予測される市場での随時売却枚数 
③ 先物市場で行われたファイルコインキャンペーンから予想される現物トークン必要数 
④ 暗号通貨市場の出来高から考えられる予想取引高と受給関係 
⑤ 世界中の取引所の今後のファイルコインの取り扱い状況 

これ以外にも関係者からヒアリングする中で、ファイルコインの価格形成を予測していきます。 
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２）　ファイルコイン 価格上昇のポイント（20年10月記載内容） 

まずは2020年10月に価格形成論を書いた当時の内容を振り返ってみましょう。そしてその上で
最新の状況を加えていきます。 

ファイルコイン の価格上昇はどのように形成されるのか？ 

AI TRUST編集部チャーリーです。最初に自身の暗号通貨投資への関わり、経験から少しお話しを
してみたいと思います。自分自身、2008年の秋のリーマンショックのあと、リーマンショックが
起こった原因を自分なりに考える中、ひとつの答えとして、” リーマンショックは金融業界のグ
リード（強欲）が巻き起こした結果だった　” と結論付けました。そして金融業界の非中央集権化
は必ず必要になると考え、そこで行き着いたのが　” サトシナカモト、ビットコイン　”　だった
のです。 

ビットコインへの理解をその後深め、2009年からはビットコインへの投資を始め、2011年から
はビットコインマイニングも実際に行いながら、暗号通貨市場を広く長く見続けてきました。日
本人の中ではビットコインへの一番最初の投資者のひとりだったと思います。 

ビットコインの魅力を多くの日本人に理解を深めてもらおうと、2011年当時から日本各地でビッ
トコインのセミナーを開催していました。そして2016年12月のセミナーでは、ビットコインの
2017年の上昇について、マカオからウェブで生中継する形で、東京、大阪の会場の参加者に詳細
説明し、2017年は見事にビットコインの価格は20倍を超える急上昇となったわけです。 

2017年の9月から12月にかけては、エイダ（カルダノ）のマーケットメイク、価格形成を自分な
りにさせていただきました。この時の経験からも、今回のファイルコインについては相当面白い
ことが起こる、価格形成されていく可能性が高いと感じているのです。 
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エイダではどのようなマーケットメイクを行ったのか？ 

具体的にエイダではどのような取り組みを自分自身が行っていったのか？この点について説明をさ
せて頂くことにしましょう。2017年秋、大手暗号通貨取引所上場後のエイダの価格形成に関して
は、自分なりに様々な価格上昇に対する裏付け、分析ができていたため、その内容自体を多くの
暗号通貨投資家への理解を広げるための戦略を立てて進めていきました。 

１）日本全国12箇所で3,000人に対してセミナーを開催　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

東京、大阪をはじめとする日本各地でエイダについて理解を深めてもらうための暗号通貨セミ
ナーを開催しました。このセミナーでは、エイダがなぜ価格上昇するかの理由をよりわかりやす
く説明し、今後大きく価格が上昇する可能性について解説させて頂きました。 

２）中国大手コミュニティリーダー10名に対してエイダの上昇、可能性を説明 
　  
当時から親交があった著名な中国の暗号通貨コミュニティを運営するトップたちに、エイダの成長
の可能性を説明していきました。当時はまだ中国国内ではエイダは殆ど無名の暗号通貨だったの
です。コミュニティリーダーを通じ、中国国内の暗号通貨投資家にエイダの魅力を拡散させていき
ました。これにより、中国でもエイダが人気化していくことになりました。 

３）韓国大手コミュニティリーダー5名、大手メディアに対してエイダの上昇、可能性を説明 

韓国でも当時は暗号通貨ブームが起こっており、投資というよりも目先に上昇するトークンを探
す投機の場となっていました。大手コミュニティリーダーや大手メディアを通じ、エイダの将来性
を説明し、ここから韓国国内の暗号通貨投資家にエイダの魅力を拡散させていきました。そのあ
とから韓国でも、エイダはブームとなっていくことになりました。 

これによって中国・韓国から火がつき、さらに他のアジア各国でもエイダブームは起こり、世界各
国でエイダが大ブームとなり、2018年1月末まで、エイダの価格は急上昇を続けたのです。上場か
らの4ヶ月弱でエイダの価格は45倍まで上昇していきました。ICOの最初の時点から計算すると、
最大450倍まで価格は上昇していったのです。 

そしてなぜマーケットメイクを無償で行っていたのかと言えば、自らがエイダトークンを保有して
いたことも理由となりますが、エイダの需給バランスを理解しており、価格は上昇するしかないと
確信し、多くの暗号通貨投資家にそのチャンスを享受して欲しいと考えたからなのです。 



AI TRUST

エイダの平均的な所有者像は？ 

エイダのICOはほぼ日本で行われ、全体の95％程度は日本人であり、約9,600人ほどが参加してい
ました。ICOに参加する所有者の平均像としては、40歳代以上の男女（意外と女性多し）という
イメージです。　彼らは例えエイダが暗号通貨取引所に上場したとしても、 

① それが海外であれば、暗号通貨取引所にすぐに口座開設もできない 
② ウォレットの扱い方も理解できないため、市場でのエイダの売りものが限られる 
③ 売りが殆どない状態では市場の需給バランスが全く合わなくなる 
④ 市場でエイダが人気化する分だけ、価格は青天井に上昇する可能性が高い 

そう結論付けたのです。 
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今回のファイルコインも同様の上昇理由が！ 

実は今回のファイルコインの場合、エイダよりも更に価格形成が上手く進む可能性が高いのでは
ないかと個人的には考えているのです。その理由をここにまとめてみました。 

① 既存に存在するファイルコインのほとんどはロックされている 

ファイルコインの総発行枚数は20億枚となります。このうちの10％、2億枚がICOで資金調達に
使われました。開発するプロトコルラボの関係者には15％の3億枚が与えられます。ファイルコ
インの基金には5％、1億枚が与えられ、残り70％、14億枚がマイナーへのマイニング報酬に支払
われます。 

ICO参加者（米の大口投資家のみ）のトークンは半年間～1年はロックされ、売却は長期にわたり
制限されます。IPFSを開発するプロトコルラボが所有するトークンは６年間にわたり売却は制限
されます。同様に基金が持つトークンも６年間にわたり売却は制限されます。マイナーに対して支
払われる報酬も長期間にわたり、メインネット公開後、即座に市場に出回るトークン量は極端に
少ないのです。 

仮にラボ、基金が持つ合計20％、4億枚が当初の半年は６年間の制限期間の日割り枚数が市場で
売却をされたとして、2,160日で割った日々182,648枚しか市場にファイルコインは売り需要と
して発生しないということになります。現在の先物価格の21ドルで計算した場合、この総額は
3,835,616USドルでしかないということです。日本円で約4億円というボリュームです。 
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② スペースレースで配られた報酬のファイルコイン数も少ない 

過去のスペースレース（マイニングのテスト）で参加するマイナーに報酬として支払われたファイ
ルコインの枚数は合計400万枚でメインネットが立ち上がってから6ヶ月にわたり報酬は支払われ
ます。1日平均22,222枚となり現在価格（2020年10月半ば）の21ドルで計算すると466,666ド
ルしかありません。 

Space-race1）　　　　https://spacerace.filecoin.io/


 

③ マイナーはこれからのマイニングでファイルコインを保有する 

マイナーが所有する手持ちファイルコインはスペースレースでの報酬分しかなく、マイナーに支払
われる70％のマイニング報酬はメインネットがスタートしてから分配されていきます。というこ
とは、メインネット公開時点では市場の売り圧力には殆どならないということです。 

ちなみに初年度については1.6億枚のファイルコインがマイナーへの報酬へ支払われると想定され
ています。（正確な数量についてはプロトコルラボからの最終アナウンス待ちです。）1.6億枚と
すれば、日々では約438,000枚がマイナーへの報酬として支払われることになりますので、21ド
ルの時価で計算した場合、9,198,000ドルとなります。 
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当初市場で売買できるファイルコインの枚数の上限数は？ 

① ラボ、基金の売却上限枚数　　　　　　　　　　　 日々：182,648枚　 
② スペースレースでのマイナーが売却する上限枚数　　日々：22,222枚 
③ マイナーへの日々のマイニング報酬　　　　　　　  日々：438,000枚 

日々合計数：642,870枚　　時価：21ドル　合計13,500,270ドルということになります。 

上記の通り、ファイルコインの現物の売りものがほとんど市場にはない状況でメインネットは公
開、スタートされます。既に大手取引所の幾つもがファイルコインの取り扱いに言及しています
が、世界中の取引所の多くでファイルコインの現物の取り扱いを開始した時、ファイルコインが
人気化し、買い手が殺到することになればどうなるか？それぞれの取引所がカバー先の取引所で
ディールしますが（自社取引所では注文を受けきれない分を、提携する取引所に同様の買い注文
を入れて、取引を成約させる行為を言います）、それらの取引所でも同様にファイルコインの現
物を準備できなければ、さらに他の取引所にカバーディールをいれることになり、ファイルコイン
の価格は大きく跳ね上がることになります。 

9月頭にアルトコイン市場が暴落したことがありました。株式市場、為替市場をはじめとする、金
融市場全体の下落が暗号通貨市場にも及んだのです。このときはライトコインなど、15分に15％
も取引所で暴落しました。なぜこれだけの大きな下落があったのかといえば、この時は大量の売
り注文にたいし、買い注文が殆どない状態だったため、途中の価格で売買が成約することなく、
大きくライトコインの価格が下落して初めて取引が成約したのです。ストップロスで売り注文を入
れていても約定しなかったため、高いレバレッジをかけていた投資家の中には、証拠金が吹き飛
んだ人も多かったのではないかと思います。 

今回のファイルコインでは逆のパターンになる可能性があると考えているのです。各取引所で買い
注文が殺到すれば、途中の約定がない状態で価格が跳ね上がる可能性があるということです。少
なくとも受給バランスを見る限りにおいては、価格が上昇する要因がここにはあるわけです。
（ただし大きな経済ショックが金融市場を襲えば、ボラティリティの高い暗号通貨市場はさらに
大きな下落となる可能性もあり、その場合、価格は安くなることも当然ありますので、このリス
クについては理解をしておく必要があります。） 
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仮に世界中の暗号通貨取引所で○○万人の買い注文が入った場合は？ 

ビットコインの24時間の現物取引ボリュームは　　　420億USD程度 
時価総額合計は　　　　　　　　　　　　　　　　1,960億USD程度　　　 

イーサリアムの24時間の現物取引ボリュームは　　　140億USD程度 
時価総額合計は　　　　　　　　　　　　　　　　　380億USD程度 

ファイルコインに・・・・ 

100万人が1,000ドルの新規買い注文を入れたとすると？　買い需要は合計10億ドル 
500万人が2,000ドルの新規買い注文を入れたとすると？　買い需要は合計100億ドル 

市場に日々売り出されるファイルコインとのバランスを考えると？ 

新規で日々マイニング等から放出されるファイルコインの合計数は約642,870枚です。 
これが全て市場で売却された場合どうなるかと言えば？　その時の市場価格が 

10ドルであれば　合計  　6,428,700USD 
21ドルであれば　合計　13,500,270USD 
30ドルであれば　合計　19,286,100USD 
50ドルであれば　合計　32,143,500USD となります。 
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20億ドルのファイルコインの新規購入需要があると考えると？ 

ファイルコインはICOでは2億ドル以上の資金調達を短期間にごく少数のファンド等に対して行
なったことを考えれば、少なくとも新規で20億ドル程度の世界中での購入需要は見込まれるで
しょう。仮に市場価格が30ドル程度だとしても、マイニング等で放出される全てのファイルコイ
ンが売られるとしても、新規の買い需要を満たすには100日以上が必要ということになります。
このことを考えても、上場後のファイルコインの価格形成は手堅く進むのではないかと考えられ
るのです。 

もうひとつ抑えるべき大切なポイント 

ファイルコインのマイニングにはビットコインマイニングのように、大量の電気を必要としませ
ん。これは非常に大切なファイルコインの需要と供給バランスを保つポイントになります。自分自
身でも長らくビットコインのマイニングを行っていましたから、マイナーの気持ちをよく理解でき
ます。 

マイナーは毎月の電気代と固定コストの支払いのため、日々、毎月一定量のビットコインを売却
し、換金する必要がありました。電気消費量が莫大なため、手元資金が潤沢にあるマイナーでな
ければ、定期的にビットコインを換金し支払いに充てる必要があるのです。日々のマイナーの市場
でのビットコインの売却は、ビットコイン価格の上昇を抑える要因のひとつとなっているのです。 

現在のビットコインのマイニングでは5月の半減期を終え、10分間で6.25BTCが世界中のマイ
ナーに報酬として支払われます。1日の合計は900BTCとなり、１BTC :1万USドルで計算した場
合、900万ドル、日本円で9.5億円程度ということになります。電気消費量が大きく、マイナー間
の競争が激しいため、この多くは市場で日々売却されていると考えられます。 
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ビットコインのマイニングコストは？ 

機材：Antminer S17 Pro-53TH/s


https://shop.bitmain.com/product/detail?pid=00020190407195201905KA2GYCYc0654


ハッシュレート　53TH/s

消費電力　ノーマルで2094w


電気コストが15円/kWhで赤字です。10円でも厳しく、５円程度まで下がらなければプラスになり
ません。これに加えて家賃や人件費、保守管理費用等を考えれば、相当安い電力でなければ維持
すら出来ません。ちなみに中東のバーレーンでマイニングを行っていた時の電気コストは3円/KWh
程度でした。ビットコインマイナーの多くは、施設維持、継続のために日々ビットコインを市場で
売らざるを得ない状況だということが理解できます。


ファイルコインの場合、この点が根本的に違います。ファイルコインのマイニングには電気代が少
額しかかからず、固定コストも低いため、先々ファイルコインの価格が上昇するとマイナーが考え
ているとすれば、わざわざ安値で市場でファイルコインを売る必要がなくなります。マイナーから
の継続的な売り物が少なければ、ファイルコインの需給バランスには好影響を及ぼすことになり
ます。例えば、8ペタバイトのファイルコインマイニングを行う場合で、電気代、場所代、監視す
る人などの人件費などを含めても月で数百万円程度の維持コストしかかかりません。 

日々のマイナー報酬 
　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　日々報酬額　　　USD換算 
ビットコイン（BTC)マイニング　　　　900BTC　　　　900万ドル（１BTC:1万ドルで計算） 
ファイルコイン（FIL)マイニング　　　438,000FIL　　　1,350万ドル（１FIL:21ドルで計算） 

実際のマイナーの売り圧力は？ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日々潜在売却数　    　USD換算 
BTCマイニングの損益分岐点が90％（仮）とすれば？　　　810BTC　　　　810万USD 
FILマイニングの損益分岐点が30％（仮）とすれば？　 　131,400FIL            405万USD 

ファイルコインマイナーの採算分岐点の低さを考えると、マイナーが実際に市場で日々売却する
ファイルコインの量は日々のマイニング報酬に対して一部に限られると考えられ、これにより相対
的にファイルコインの価格は上昇し易い状況にあることが理解できます。 
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３）ファイルコイン  価格上昇のポイント②（20年10月記載内容） 

参加するエコシステムも活発化してきたこともあり、ファイルコインを活用して資金調達を行うプ
ロジェクトも増えることが予想できます。そうなれば当然のことながら、ファイルコインの現物
トークンに対して新たな需要が発生することになるわけです。 

暗号通貨の未来はファイルコインで決まる？ 

今回、ファイルコインのメインネットスタート後の取引所での価格形成がうまくいかない場合、
極端な話となりますが、暗号通貨市場の将来には当面明るい未来はないとまで個人的には考えて
います。本音として、長年暗号通貨への投資を行い、ビットコインへの中長期的な成長を信じ続け
てきましたが、ビットコインへの投資自体を、中長期的な目線では保有を考えつつも、必要最低
限で抑えた上で、暗号通貨投資自体にある程度見切りをつける必要があると考えています。必要最
低限のビットコインは5年、10年は放置しますが、暗号通貨自体へ自分の割く時間をなくしてい
き、他の金融市場及び投資市場に目を向けていきます。 
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その理由はなぜか？ 

答えは非常に明確、シンプルです。暗号通貨関連ではそれを利用した詐欺、スキャムばかりが相変
わらず世界中で横行し、日本国内でも数多くのハイプ案件が流行っており、安心した金融市場、
投資先としての認知・信頼が、このままいけばいつまで経っても形成されないからなのです。 

それぞれのスキャム案件は本来暗号通貨とは何も関係ないものであるのにも関わらず、世界各国の
暗号通貨への法律面が未成熟だからこそ、そこをつく形で、支払い決済手段として暗号通貨が使
われいます。そのために詐欺案件自体が暗号通貨を絡めた内容になっているのです。 
詐欺・スキャム・ハイプ案件に参加する多くの人は、それぞれの案件を暗号通貨関連への投資だ
と考えています。本当は暗号通貨投資でもなんでもないのに間違って理解をしています。毎回毎
回、多くの人が騙される案件ばかりが世界中で広がり、続くようであれば、誰も暗号通貨など信
用しなくなります。 

 

世界中の所轄監督省庁は、暗号通貨関連に対しては厳しい目線を送り続けることになります。ルー
ルが厳しくなることは、金融市場整備という面から考えて良いことだと思いますが、投資家への
暗号通貨の心理的な参加ハードルは確実に上がることになるでしょう。健全な投資先として成熟
しなければ税制面から考えても、株や為替投資と比較して、高い税率が適応され続け、暗号通貨投
資の魅力は高まらないことになります。 
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新興国や途上国での自国通貨安からの逃避先として、さらには便利な送金手段として一定の実需
はあり続けたとしても、それであればビットコインとせいぜい数種類のアルトコインだけあれば十
分です。たとえビットコインであっても、これだけのニーズだとすれば、大きな価格上昇にはおの
ずと限界があると考えるからなのです。そもそも数千種類のトークンなど存在する必要などな
く、自分自身もビットコイン以外への興味は既に失せていましたが、暗号通貨そのものへの信頼
の限界を感じる中では、そこに時間を割き続けること自体が無駄だと感じます。 

ファイルコインはIPFSというHTTPに代わる革新的な技術が根幹にあり、現在の世界の50兆円規
模のウェブサービス市場そのものを変える可能性があるからこそ、ファイルコインに大きな期待
を寄せているのです。そしてファイルコインの価格形成が手堅く進むだろうと考える理由はまだま
だあります。 

④ 暗号通貨取引所各社の取組み 

世界各国の暗号通貨取引所は、ファイルコインのメインネット開始を新規顧客獲得の大きなチャ
ンスと考えています。新型コロナの世界への拡散後、株式市場は3月後半に底を打ちました。 
そこから世界中にばら撒かれた過剰流動性資金により、金融市場全体が大きく上昇しました。
ビットコイン価格については他の金融市場と比較しても、より大きな上昇となりました。 

しかし株式市場や為替市場への新規顧客流入数と比較し、暗号通貨市場への新規顧客流入数は実
は非常に低い状況が続きました。暗号通貨投資家が少ししか増えない中で、ボラティリティの高
い暗号通貨市場は上昇したのです。 

各取引所は既に手数料割引合戦の状況で顧客を奪い合っています。証券会社やFX会社と比較し、
暗号通貨取引所については、オフショアの国での運営にはほぼ規制もないため、数多くの暗号通
貨取引所が世界中に乱立しています。既存で顧客を大量に囲い込む大手取引所に対して、資金量に
劣る新興取引所、中小取引所が普通の戦略だけでは大きく成長することなどできません。 

各取引所は大きな新規顧客獲得のきっかけを今は探しており、メインネットがこの後スタートす
るファイルコインは、世界中の暗号通貨投資家の認知度も高く、新規顧客獲得には格好の集客の
チャンスになるのです。 

各取引所がファイルコインを集客のキャンペーンに利用しながら宣伝を行い、多くの投資家がファ
イルコインを知り、取引所で購入すれば、需要に対して供給量が圧倒的に少ないため、ファイル
コインの価格上昇につながり、結果的には新たな暗号通貨投資神話につながると考えているので
す。それによって、世界で暗号通貨投資家が増え、取引が盛んになれば、取引所としても収益機会
が増すことになり好循環が生まれ始めます。 
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マーケティング費用として考えれば決して高くない 

各取引所は様々なファイルコインに絡むキャンペーンも独自で準備しており、これによって世界中
の投資家の中でファイルコインへの興味が集まることになるでしょう。現在世界中の取引所が、
新規顧客獲得にかけるコストは50ドル～200ドル程度と予想されます。ウェブ上での他の取引所
と大差ない広告を打つよりも、” ファイルコインを一定量プレゼントする　” ” 先物市場のファイ
ルコインを安価で提供する　” などを行うことで、新規顧客が効率よく獲得できるのであれば、取
引所としても、マーケティング効果が高くなり、マーケティングコスト自体が下がる可能性もある
のです。 

HBTC（ホビット）の事例 

HBTCとは？　　Coinmarketcapにて取引所ランキング　71位


24時間の取引高）　208,177,577,927円　（　182,948 BTC　）


クラウドシステムのユーザー数を入れると合計利用者数は１,000万人以上


HBTCではファイルコインの3ヶ月先物を上場するタイミングで2回のキャンペーンを行いました。
当時の市場価格の半額で購入できるキャンペーンを行い、10万枚のFIL3（3ヶ月先物トークン）を
市場価格の半額の8ドルで短期間で売り切りました。この総額は80万ドルとなります。


この時の特典内容としては、ファイルコインのメインネットのローンチから3か月以内にFIL3から
FILへ1:1の割合でトークンスワップを行うというものでした。先物市場の半額でトークンを買えた
上で、3ヶ月以内にファイルコインの現物にも変えられるというものだったのです。この条件であ
れば、誰でも欲しがるのは当然とも言えますが、暗号通貨取引所として注目を集めたことは間違
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いありません。仮に5,000人の新規顧客をこのキャンペーンで獲得できたとすれば、実質80万ドル
の値引きを行ったわけで、一人あたりのコストは160ドルということになり、さらにはこのキャン
ペーンで獲得した顧客は、必ずHBTCでFIL3とFILを売買することになりますし、ファイルコイン
を他の暗号通貨に売買することなども考えれば、確実な取引顧客となり、費用対効果として悪い
ものではありません。


このようなキャンペーンを多くの取引所が展開をした、もしくはこれから展開をするとすれば、暗
号通貨市場全体の注目は確実にファイルコインに向けられることになるでしょう。


⑤ 暗号通貨取引所が自己資金でファイルコインを買う 

これはあくまで個人的な予測となりますが、おそらく多くの取引所はファイルコインの現物トー
クンの売買が始まった段階で、ファイルコインを市場で買うことになるでしょう。取引所内で
ファイルコインを人気化させるためにも、最初に自己売買で取引を厚くする必要があります。 

多くの取引所ではBotと言われる自動売買ソフトを動かし、取引高を大きく見せかけています。こ
れを行う上でも、さらには顧客からの注文にスムーズに対応するためにも、一定のファイルコイン
を持つ必要もあります。ファイルコインの現物自体が市場には少量しかないわけですので、最初は
他の取引所からでもファイルコインを買わざるを得ないのです。 

メインネットがスタートする前の段階では、ICO投資家、プロトコルラボ、基金、スペースレース
でファイルコインを獲得したマイナー以外はファイルコインを持っていません。個人投資家、顧客
は売るための現物ファイルコインを持っていないからこそ、世界中のファイルコインを取り扱う取
引所が、顧客に売るためにファイルコインの仕入れを行う必要があります。ファイルコインの現物
を扱う取引所同士がカバーディールを行い、買い注文ばかりに偏ることになれば、価格の空白帯
が生まれ、急騰する可能性が高くなるわけです。これが世界中の取引所間で起こることで、圧倒
的なファイルコインの買い需要となり、買いが買いを呼び込む形にもなり、ファイルコイン価格
が継続上昇することになる可能性が高いと考えるわけです。 

取引所はファイルコインを市場から購入せざるを得ない？ 

そして取引所がファイルコインを購入せざるを得ない理由があります。先に書いたHBTCでは、
ファイルコイン先物を8ドルの価格で買えるキャンペーンを行い、この先物ファイルコインに対し
て、3ヶ月以内に現物のファイルコインに1:1で交換するという形となっています。 

ということはどういうことになるか？というと、取引所は顧客に現物を渡すために、カヴァー
ディールで他の取引所を通じてでも、顧客に渡す分のファイルコインの現物10万枚を購入せざる
をえず、同様のキャンペーンを行った他の取引所も市場で現物トークンを買うことになれば、結果
的にこれが大きな買い需要となり価格を押し上げることになります。 
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ファイルコインの価格が先高になると予想すれば、損失を抑えるためにも、他社に先んじて必要
量の現物トークンを確保する必要があるのです。10万枚のトークンを20ドルで購入できれば200
万ドルの資金で済みますが、40ドルまで上昇すれば400万ドルの仕入れコストがかかってしまい
ます。60ドルまで上昇すれば600万ドルの仕入れコストがかかってしまい、潜在的な損失額が増
えていくことになります。当然価格が下がれば損失は発生しませんが、現在の先物市場の価格推
移や市場での需給バランスを考えた場合、先高になると考えるのが妥当でしょう。 

ファイルコインキャンペーンに対して取引所のニーズは？ 

仮に50万枚必要だとすれば？　 現物価格が20ドルであれば合計1,000万ドル 
　　　　　　　　　　　　　　  現物価格が50ドルになれば合計2,500万ドル 
　　　　　　　　　　　　　　  現物価格が100ドルになれば合計5,000万ドル 

仮に100万枚必要だとすれば？　現物価格が20ドルであれば合計2,000万ドル 
　　　　　　　　　　　　　　   現物価格が50ドルになれば合計5,000万ドル 
　　　　　　　　　　　　　   　現物価格が100ドルになれば合計1億ドル 

実はこれと同じようなことが株式市場でも今年ありました。今年の春先以降のソフトバンクグ
ループの株式の上昇がわかりやすい事例でした。ソフトバンクGの株価は3月19日には2,687円ま
で売り込まれ、株価は半額以下まで大きく下落し、2000年の大暴落を彷彿させました。そんなと
き、信用売りが大量に溜まっている中で、グループトップの孫正義氏は大規模な自社株買いを行う
と宣言し、市場で継続的に自社株を買い続けたため、売りに回った投資家は損切りをして買い戻
しをせざるをえなく、これが株価の上昇に拍車をかけたのです。ソフトバンクGの株価は10月6日
現在6,898円まで2.5倍程度まで上昇しています。これと同じ現象がファイルコインで起こる可能
性があるということです。 
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⑥ 暗号通貨取引所がマイニング参加している 

大手取引所とZOOM会議をしていてわかりましたが、多くの取引所がファイルコインのマイニン
グを、マイニングプールに参加する形で行っています。なぜその必要があるのか？　と言えば答え
は簡単で、顧客が売買を行うためのファイルコインの現物がないからこそ、取引所自身でファイル
コインのマイニングを行い、ファイルコインを確保する必要があるのです。実は上記で書いた
HBTCも自社でマイニングを行なっており、顧客に渡す予定の10万枚のファイルコインはマイニ
ングで確保する計画だそうです。 

ここにも暗号通貨取引所の抜け目のなさが理解できます。顧客から集めた10万枚＊8ドル＝80万
ドルの資金を使いマイニングを行うことで、最初の3ヶ月で確実に10万枚を確保できると考え、さ
らにはその後はマイニングによって利益を継続してファイルコインとして得られ、自社の取引所で
顧客の注文に対して売却すれば、確実に利益が積み上がることになるわけです。ファイルコインが
取引所としても打ち出の小槌となっているとも言えるのかもしれませんね。 

そして各暗号通貨取引所にヒアリングしてわかったことは、多くの取引所はできるだけファイルコ
インを現状の価格では売りたくないと思っていることです。中長期的に価格の上昇が期待できる
と彼らも考えているわけで、最初はできるだけマイニングで得たトークンを売却せずに、長期保有
したいわけなのです。しかし取引所のサービスとしてはファイルコインの売買をしていかなければ
なりませんので、そんなジレンマの中に取引所各社があるように感じられました。ファイルコイ
ンが人気化すればするほど、各取引所の戦略合戦、顧客争奪戦が行われ、市場での認知度、人気
度が上昇することで、プラスの循環に入ってしまえば、株式市場の人気株と同様に、高い時価総
額と取引高が見込まれることになるでしょう。 

人気化すれば世界各国の暗号通貨取引所での取り扱いは広がり、先物市場での取り扱いも広がっ
ていきます。出来高が増えることにより、金融商品のひとつとして認知されることになると、
ファイルコインに対して売買を行う自動システムも動かされるようになり、売買高はさらに膨らむ 

ことになっていきます。各取引所の扱い高の増加と共に収益額も増しますので、ファイルコインへ
の扱いはより厚いものになっていくわけなのです。様々な角度から考えても、ファイルコインの需
要が如何に大きいかを肌で感じることから、中期的なファイルコインの価格上昇に確信をしてい
るのです。 



AI TRUST

４）　ファイルコインマイニングへの投資（20年10月記載内容） 
 

マイニングは太陽光発電やアパート経営と同じ？ 

ファイルコインのメインネット公開時でのマイニングへの参加というのは、太陽光発電投資や、ア
パート（不動産賃貸経営）投資と同じ視点での投資だと個人的には考えています。両者の類似点を
挙げてみます。 

① マイナー選びは立地・入居率調査・適正価格調査と同じ 

ファイルコインのマイナー選びというのは、アパートや太陽光発電を行う上での立地や入居率の調
査、適性価格調査と同じだと考えられます。ファイルコインマイニングで選ぶマイナーを間違えれ
ば、市場価格よりも高値で買わされることや、入居率が上がらないアパート、日照率が低い太陽
光発電物件を買うことと同じになり、当初のファイルコインの想定採掘枚数を確保できないこと
になり、投資利回りが確保できないということになります。ファイルコインの価格が大幅に上昇
すれば、悪いマイナーを選んでも想定より利回りが上昇することも当然あり得ます。しかしもし良
いマイニング案件を選択していれば、ファイルコインの価格が上昇すれば、より大きなリターンを
得られることにつながるわけなのです。 
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② 想定利回りはマイニング効率で大きく変わる 

マイナー各社との契約はどこも１年間という形が多いです。マイニング契約期間は日々ファイルコ
インが得られます。ただしスペースレースの結果を見ると、中小マイナーの多くはマイニングに成
功しておらず、信頼できるマイナーを選ばなければ、得られるファイルコインがゼロということも
あり得るわけです。太陽光発電の売電収入と同じで、日々太陽が照らしてくれれば安定収入が得ら
れるのと同様に、優良なマイナーを選べばマイニングにより日々ファイルコインが得られるわけで
す。 

太陽光発電への投資では、年中太陽が出ないようなことになれば売電収益はほとんど得ることは
できません。アパート経営では、立地の悪い物件や築年数が古過ぎれば、入居者が見つからず、大
幅に家賃を下げて募集することになり、投資利回りは大幅に下がります。ファイルコインの価格
が下落したり、マイニング効率が下がればこれと同じで、当初想定する利回りは下がることにな
ります。このリスクは当然当初から想定する必要があります。 
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③ 価格上昇は権利価値上昇につながる 

自分の持つアパートの前にもし電車の駅ができたとすれば土地の価格はどうなるか？当然大きく
上昇することになりますし、利便性が良くなることで家賃も大きく値上げすることができ、投資
利回りは大きく上昇します。 

ファイルコインの価格が大きく上昇することになれば、マイニングの権利自体が大きく価値が上
昇する可能性があります。新規で新たにマイニングに参加するためには、今よりも大きなお金を払
う必要がでてくるでしょう。実際にビットコインのマイニング機材は、2017年のビットコイン価
格の上昇時には価格が大きく上昇し、2018年の下落により、機材の価格は暴落しました。同じ機
材が数倍の開きで売買されていたのです。 

新規のファイルコインマイニングへの参加枠は、マイナーのマイニング効率によっても価格は差が
開き、ファイルコインの価格の上下によっても価格が変動することになるでしょう。そして今参
加しているマイニング枠についても、残ったマイニング期間日数分から予測されるファイルコイン
数と市場価格から逆算され、売買される可能性もあるということです。ファイルコインの価格が
上昇していれば、より高額に売却できる可能性もあります。 

もしこの権利売買が可能になれば、当初の数ヶ月で投資元本を確保した上で、残った権利を売却
し、フィアット（現金）を確保するような投資方法もできるかもしれません。 
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④ 新たな金融商品としての可能性も 

暗号通貨現物市場は年々規模が拡大し取引高が拡大しました。そのあとに暗号通貨の先物市場が
出来上がり、現在、先物市場は現物市場よりも大きな取引高となりました。 

今後、マイニング枠権利売買が新たな暗号通貨取引所にとっての取り扱い商材となっていく可能性
があると考えています。既に新規のマイニング案件への参加枠自体は、幾つかの暗号通貨取引所で
も取り扱いされていますが、ここに既にマイニングがスタートしている既存の権利自体の売買も加
わるのではないか？と予想しています。 

ここにビジネスとしての大きな可能性や、新規の顧客獲得のチャンスを感じる取引所も出てくるの
ではないかと思います。他に同様の商品を取り扱うライバルがいなければ、独占して高い利益率を
得ることもできるからです。そして日々のマイニング状況を確認する管理システムなどは完成して
いますし、既に様々なアプリを見る限りでは、それほど難しい話ではないのではと感じていま
す。だからこそ、今マイニングに自分自身も力を入れていますし、大きなチャンスだと感じている
のです。 
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５）総括（20年10月記載内容） 

ファイルコインの価格は上場後にどのような価格を形成するのか？ 

あくまでも個人的な見解として聞いてください。上場後は少なくとも先物市場価格（現在は20ド
ル）よりも高値で成約され売買される可能性が高いと考えています。そして市場での人気が思って
いるよりも高ければ、思わぬ高値（イメージとしては30～40ドル）まで最初から上昇する可能性
もあります。ただしこのタイミングで金融市場が大きく下落し、暗号通貨市場も同様に下落すれ
ば、暗号通貨市場はボラティリティも高いですので、ビットコインや主要アルトコインが暴落すれ
ば、ファイルコインを買いたくても買えない投資家ばかりとなり、ファイルコインへの買いも細
く、安く成約されることも当然あり得ます。 

ファイルコインの価格が上昇すると考える理由をポイントをまとめると 

① 市場で売買されるファイルコイントークンの絶対数が少ない 

② マイナーが継続的に市場で売却するファイルコイン トークンも少ないと予想できる 

③ 認知度も高く需要が高く、暗号通貨投資家内で人気化する可能性が高い 

④ 需給バランスを考えた場合、圧倒的に需要が高くなり、価格が高騰する素地が揃っている 

⑤ IPFSという技術自体に実体経済で大きなニーズがあり、これもファイルコインのニーズにつな
がり、このニーズが拡大することで、ファイルコインの価格上昇につながる 

短期的な価格高騰への期待も当然高いわけですが、実体経済でのニーズも考えた場合、中長期的
な保有が結果的には良い投資成果につながると個人的には考えています。 

ただしIPFSの技術が世界であまり浸透しなければ、ファイルコインへのニーズも限定されること
になりますので、期待するほどの上昇には結びつかないこともあります。これはまだ実際にこれ
からメインネットが立ち上がり、実体経済のニーズもそこから見えてくるものですから、その状況
をみつつ判断するのが正しい戦略だと考えられます。　 

しかし他のアルトコイン、そしてビットコインと比較しても、実体経済のニーズは圧倒的に大きな
ものとなりますので、ファイルコインの価値は継続して上昇していく確率が高いと考えられます。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

ここまでが2020年10月なかばに書き上げたファイルコインの価格形成論です。そして皆さんもご
存知の通り、上場後の価格は30ドル～40ドルで当初は推移すると書いていますが、概ねその通り 
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の状況となり、さらには2021年に入り価格は大きく上昇することになりました。価格が高値をつ
けた理由には追加された要因がいくつもあります。この点についてまとめてみましたので、理解を
深めてみてください。 

6）価格上昇の新たな理由（2021年4月記載内容） 

ではここからFilecoinが継続的に価格が上昇するわかりやすい要因を5つ紹介していきます。 

① グレースケールの継続的な買い増し 

グレースケールのFILの購入の正式決定によりファイルコインの価格は高騰しました。その発表さ
れた時点ではグレースケールの保有FIL数はたったの500FILでした。ですが、3月28日時点で既に
16,000FILと10日足らずで32倍まで保有数を増やしています。そして4月13日時点では
45,550FILと約２週間の間で29,450FILを買い足しています。投資信託として投資家に商品を販売
する為にFILを継続的に買い増ししていく必要があり、今後も買い増しが続いた場合それにより
FIL価格は継続的に押し上げられることになるでしょう。 

グレースケールデータ：　https://www.bybt.com/ja/Grayscale 

② Filecoinはガス費がBurnされる 

Filecoinのネットワークでは、ガス費がBurn(燃やす＝消滅)していきます。その為、発行枚数が増
えてもネットワークが稼働する限り常にFILは減っていきます。4月13日時点ですでに2,184万FIL
がBurnされています。２週間で184万枚程度Burnされており、今後も同様に継続的にBurnされ
ますので、その分FILの単価を上昇させる要因となります。 

FILのBurn状況：　https://filfox.info/en 

③ ICO参加者の購入FILの配布枚数の減少 

ICO参加の投資家には購入したFILが3６ヶ月掛けて分割して徐々に配布されます。そして配布量は
メインネット公開から半年を区切りに配布量が一旦減量します。このタイミングで市場に日々出
回ってきた枚数が減量するため市場で売り出されるFILが大幅に減少することが予想され、結果的
に買い圧が高くなり、価格上昇につながる可能性が高いと考えられます。 

https://filfox.info/en
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④ 既存マイナーのストレージ増加 

既存のマイナーは日々ストレージを増やしていく為、ストレージの承認のために担保金用のFILを
常に確保していく必要があります。そのためストレージを増加させているマイナーは、すでに稼働
しているストレージで掘ったFILを、運用コスト以外は一切売らず、新たなストレージ用の担保に
回すことになります。これにより市場に出回るFILの枚数は少なくなり、暗号通貨市場では、継続
的な需要に対してファイルコインの供給が足りないため、需給バランスが崩れ、価格が上昇する
ことにつながります。 

⑤ 新規マイナーの参入 

メインネット公開時には約600だったマイナーの数は、4月13日時点では1,854と、マイナー数は
3倍以上まで増加しています。新規で参入するマイナーは初めに大量の担保金が必要となるので、
FILが大量に暗号通貨市場で買われる事になります。最近では上場企業の参入の発表が増えてきて
います。 

・NASDAQ上場の中国ゲームメーカー「The 9」が1,000万ドルでマイナーとして参戦を発表 

・中国の上場企業「New Universal」が９,000万ドルを費やして新規参入を発表 

これらの5つがファイルコインの価格上昇につながる大きな要因となり、継続的な上昇が実際に起
こっているわけです。さらに加えて言うならば、新型コロナ禍の中、世界中でばら撒かれた紙幣、
金融支援により、過剰流動性バブルが金融市場全般で発生しています。そしてこのバブルの最も大
きな恩恵を受けた市場が暗号通貨市場となったわけです。 

そして米中間の関係悪化もファイルコインの価格上昇を後押しするかもしれません。ファイルコイ
ン、IPFSはシリコンバレー、アメリカ発祥のプロジェクト、技術となりますので、IPFSはアメリ
カが中心となり、暗号通貨の基幹・機軸としておかれる可能性も高いと考えられます。 
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7）具体的な数字からの解説（2021年4月記載内容） 

ファイルコインの価格形成が今後どうなっていくのか？ 
より分かりやすく、そして具体的な数字を入れて解説したいと思います。 

(1) 現状の状況 
   

    
＊担保金として預けたFILはマイナーにペナルティが発生した場合、没収されBurnされる 
＊上記のBurn枚数は、シーリングに使われたGAS費とペナルティーで没収されたFIL数の合計値      
          
現在、ストレージ総量は日々増加しています。         
そして増加するストレージに対して担保金、Burn分のFILが日々市場から吸い上げられており、こ
れにより価格形成にうまくつながっていると考えられます。          
ストレージの増加に使われたGAS費のFILはBurnされており、マイニングによるFILの増加での流
動性増加による価格下落が抑えらることにつながっていると考えられます。         

FIL総発行枚数 2,000,000,000 FIL

FIL流通枚数 115,898,367 FIL 
 ( 21年4月15日時点 )

24h辺りの発行枚数 364,392 FIL 

ストレージ総容量 4.271 EiB (21年4月15日時点) 
＊1EiB=1,000PiB=1,000,000TiB

ストレージ増加量 18,172 TiB/日　 
（メインネット公開後の増加量を180日の日割計算 ）

24hの平均マイニング報酬 0.08531772419 FiL/TiB 

担保金 9.296 FIL/TiB 
※有効データ1TiBをシーリングする為に必要な担保金

GAS費 6.234 FiL/TiB 
＊有効データ１TiBをシーリングする為に必要なGAS費用 

シーリングコスト 
(担保金＋GAS費)

合計 15.53 FiL/TiB 
＊有効データ１TiBをシーリングする為に必要な合計費用 

Burn 22,284,420 FIL  
( 21年4月15日までにBurnされたFIL枚数 )
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(2) FILマイニングの採算点 

① 1年での採算性   

FILの現在価格　　　　　　　 176.4 USD（2021年4月16日） 
１年間での予想採掘量        　31.14096933 FIL 
管理料（30％）                   9.342290798 FIL 
差引FIL                              21.79867853 FIL 

1年間での収益 3,845 USD    (  419,136 円 )　 1USD:109円で計算 

② 3年での採算性   

FILの現在価格　　　　　　　 176.4 USD（2021年4月16日） 
3年間での予想採掘量                 　93.4123 FIL 
管理料（30％）                   28.027 FIL 
差引FIL                              65.3960 FIL 

3年間での収益 11,536 USD    (  1,257,409 円 ) 

＊注意：マイニング案件から上がる収益を現在のFIL価格、現在の予想マイニング量に当てはめて
計算しています。この数字は採掘量のにより変わりますし、ファイルコインの価格変動によって変
化します。 

現在のFIL価格においての収益性は投資参加者にとって非常に高く、人気化に拍車がかかる要因が
整っています。これにより、既存マイナーは今後大きくストレージを増強すると考えられ、そして
投資家に販売されるストレージ量も増加することが容易にみて取れ、ファイルコインの価格は継
続的に上昇すると予測できます。 
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(3) ストレージ増加による流動性の減少 
  
事業採算性の良さからストレージは大きく継続的に増加することが予想されます。 
ストレージ増加によるファイルコインの流動性についてまとめてみました。 

   

過去半年と同じペースでストレージが増加したとしても、日々市場からファイルコインを買い上げ
る量は282,215FILとなり、マイニングによって採掘されるファイルコイン量364,392FILへの比
率は非常に高くなり、差し引いて増える日々のファイルコインの量は82,177FILまで抑えられる
ことになります。最近のFILの1日での売買数量から考えれば、わずか0.69%に止まるため、価格
下落要因につながる可能性は低いです。 

ストレージの増加量が、採算性の高さから急増した場合、今の倍のペースだとして日々、
1.69%。今の3倍のペースだとすると日々、4.08%のファイルコインを市場から吸い上げる結果と
なり、ファイルコインの価格が急騰する要因となるでしょう。 

過去半年と 
同じ増加の場合

倍の増加の場合 ３倍の増加の場合

ストレージ増加予測数 
( TiB/日 )

18,172 36,344 54,517

必要シーリングコスト 
( FIL/日 )

282,215 564,429 846,644

採掘FIL 
( FIL/日 )

364,392 364,392 364,392

増加FIL( FIL/日 ) 
＊必要シーリングコスト ー 採掘FIL

82,177 -200,037 -482,252

増加FIL数からのUSD換算 
( USD/日  ) 14,496,091 -35,286,566 -85,069,223

日々の出来高 11,825,381  FIL/日 
2,085,997,208 USD/日 

出来高に対しての 
増加分割合 

0.69% -1.69% -4.08%
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(4) グレースケールによる影響 

3月18日保有数 　　499 FIL  
4月15日保有数  45,550 FIL  
 増加数            45,051 FIL  
1ヶ月でのFIL増加数 2,465,322 FIL  
増加数に対しての割合 1.83%   

(5) 総括 

過剰流動性バブル、暗号資産バブルが続く中ではFIL価格は今後も上昇していくことが予測でき
る。ただし、IPFSの技術が広がらない場合、過剰流動性バブル終焉後にはほとんど価値がつかな
い可能性もある。これは2017年の暗号通貨バブル崩壊後のアルトコインの下落と同様。            
   
           
価格上昇理由  

① ストレージ増による流動性減少 
 
マイナーの立場であれば、今のファイルコインの価格であれば4ヶ月以内に投資元本は回収で
きるということになり、いち早く増強することで、リスクを削減した上で利益最大化を図るこ
とができます。一般投資家にとっても投資効率が良いため、今後はさらにファイルコインのマ
イニングは人気化する可能性が高いです。結果的に、ストレージの大幅な増加により、日々マ
イニングによって増加するFILよりもシーリング用で市場から買われるFILが多くなり、それに
より継続的なファイルコインの価格上昇が起こることが予測できます。          

   
           
② グレースケールの影響は微小 
 
現状ではグレースケールによる市場への影響はマイナーの買いと比較して圧倒的に小さいですが、
FILの人気化、グレースケールの規模増加によって、影響は大きくなる可能性があります。同様に
DeFi、ETF等での扱い増加は価格の急上昇につながる可能性は高いです。DeFiの場合、3ヶ月や１
年間の長期間売買がブロックされるため、市場流動性を低くするため、シンプルに価格が上昇す
る要因となります。  
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終わりに 

ブロックチェーンという技術は世の中に必要とされています。しかしほぼ全てのアルトコインへの
直接的なニーズが高いわけではありません。アルトコインは単なる暗号通貨投資家の投機対象で
す。過剰流動性バブルが崩壊するときには、他の金融市場と比較して圧倒的に大きな下落、打撃を
アルトコイン市場は受けることになるでしょう。2018年の暗号通貨バブル崩壊よりもさらに悲惨
なものになると考えています。 

ビットコインは多くの人が安全な資産だと認知されたから今の価格を形成していますが、ビットコ
インの価値の本質は　” 発行量が限定されているなかで、世界中の人に価値として認知された　” 
ところにあります。送金手段としても既存のお金と比べてハードルが低いために利用されています
が、ビットコインの技術で何か特別なことができるわけではありません。 

IPFSという技術はブロックチェーンではなく、分散型ストレージネットワークであり、非常に大
きな実体経済でのニーズがあり、その中のマイニング（実際にはマイニングではなく、ストレージ
でのデータ保管、管理）でのインセンティブとして使われるものがファイルコインですから、
ファイルコインそのものに、継続的な実需が大きいと考えられます。 

4月16日時点での時価総額は暗号通貨市場では15位となっていますが、個人的な見解として、年
内には5位以内に。そしてIPFSの技術が実社会で大きく活用されるようになれば、ビットコインを
も超える可能性もあると考えています。それだけ大きな期待をファイルコイン、IPFSに対して持っ
ています。様々な点から考えてみても可能性は他の暗号通貨とは格段に違うということを理解し、
是非自らの投資に活用して頂きたいと思います。 

初版   ： 2020.10.14 
改訂1 ： 2021.04.13 
改訂1.1 ： 2021.04.16 
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