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皆さんこんに
ちは。会員の皆
様、オンライン
でのご参加大変
ありがとうござ
います。
本日の例会は
仮想通貨スペシ
ャリスト松岡誠
様に卓話をお願
い致しました。
テーマは「2021
年 仮想通貨バ
ブル到来！！キ
ャッシュレス時代 新通貨の社会的位置付
けとは？」でございます。
私も前々から仮想通貨には大変興味があ
り今例会を楽しみにしておりました。今日
は皆さんと一緒に勉強をしたいと思います。
松岡様どうぞ宜しくお願い致します。
さて、再延長された緊急事態宣言の期限
が 21 日となっておりますが、昨日の政府の
動きでは 18 日のコロナ対策本部に於いて
正式決定し予定通り 21 日をもって解除す
るようです。その様になれば、当クラブも
対面と Zoom のハイブリッド例会に戻した
いと思っております。
言わずもがなですが、3 月 22 日は当クラ
ブの創立記念日です。会員皆さんの元気な
お姿を、ここ、パレスホテルさんで拝見で
きることを願っております。
本日、次年度の福田会長と押野幹事がこ
の例会場に来ております。Zoom 例会がどの
様に行われているのか、一度現場を見てお
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きたいとの考えからです。今週、会長エレ
クト研修セミナー、所謂、PETS も開催され
ます。次年度に向けて少しずつであります
が、動き始めたようであります。福田次年
度に於かれまして、PETS で多くのものを持
ち帰って来て頂ければと思います。
今日はたっぷり 1 時間の卓話です。どう
ぞ最後まで宜しくお願い致します。
以上、会長挨拶とさせていただきます。
ありがとうございました。

幹 事 報 告
幹事 荒井 理人
皆さま、こんにち
は。幹事報告を行い
ます。
先程会長からもお話
がありましたよう
に、次回例会はラオ
スと Zoom でつない
で、ラオスの現状等
を説明いただく予定
になっております。
また、この後、執行
部役員会がございます。今日の卓話の時
間が長くなっているため、Zoom を途中
退室されることないように、役員の方は
お願いします。
本日も宜しくお願いします。
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お 客 様 紹 介
仮想通貨スペシャリスト

松岡 誠 様

委 員 長 報 告
第４G IM 実行委員
福田 和子
“第３・第４Ｇ ポリオチ
ャリテイーゴルフコンペ”
は、６月 11 日（金）にな
りました。まだ枠がありま
すので、申し込みをお願い
します。
川口モーニング RC 主催の
“盲導犬チャリティーゴルフコンペ”の依頼
があり、１組参加します。

卓

話

ご紹介：
プログラム委員会委員長
小林 政良
普段よく耳にする『仮想通貨』
という言葉があります。言葉
は聞いたことはあるが、何の
ことだか詳しく理解されて
いる方は多くないかと思います。そこで本日
は皆様の興味のある仮想通貨について仮想通
貨スペシャリストの松岡誠に卓話をしていた
だきます。
卓話テーマは『2021 年仮想通貨バブル到来！
キャッシュレス時代 新通貨の社会的位置付
けとは？』でございます。
◆卓話者◆
仮想通貨スペシャリスト

松岡 誠 様

2021 年仮想通貨バブル到来！
キャッシュレス時代
新通貨の社会的位置付けとは？
2021 年は
仮想通貨バブル！
ビットコインの
歴史
ビットコインの基
幹技術として開発
された「ブロック
チェーン」は、
sns、金融機関な
どが取り入れている
①全員で情報共有 ②無停止 ③改ざん不可能
④トレーサビリティ ⑤低コスト
この技術は“第４次産業革命”とも言われる
ビットコインは、取引所を使って現金化でき
る。また、海外への送金が一瞬でできる点が
重宝されている。
仮想通貨は、ビットコインを含めて約 500 種
類ある。
ビットコインしか直に現金化できない
（ほかの通貨は、一度ビットコインに替えな
ければならない…高い手数料がかかる）
仮想通貨全体の時価総額は、200 兆円。
（うちビットコインだけで 100 兆円）
ビットコインが基軸通貨といわれる所以。
ビットコインは採掘される＝枚数が決まって
いる。
全部で、2100 万枚。
これが４年に一度、半分ずつ出てくる
仮想通貨バブルは４年に一度（それが 2021
年にあたる）
■置いておけば億の資産が築ける
2012 年 11/28 1050 万枚（最初の４年間で半
分出た）
2013 年 11/30 最高値 12 万円→翌年暴落
2016 年７/９ １ビットコイン＝７万円
2017 年秋から年末 １ビットコイン＝230 万
円→その後暴落
金のチャートと同じ、時価総額は上がってい
っている
2020 年 半分、世の中に出る
2021 年秋から年末にかけて 暴騰
※今は、１ビットコイン＝650 万円。今年秋
には 1500 万円に。

仮想通貨が日本でブームに
世界で 3000 あるうちの、30 カ所の取引所が
日本に＝世界で最も多い＝世界で最も日本が
買っている（円）

（カナダは承認済、アメリカもそろそろか）
日本でも年内に承認されそう。

愛用者が管理、法で規制できない。

■キャッシュレス時代新通貨の
社会的位置付け
（キャッシュレス時代の到来）

2017 年の日経新聞の記事
「証券介さず、秒速で億単位」と話題に。
2016 年７月 ビットコインの時価総額は、
１兆円
今や、100 兆円

仮想通貨（ビットコイン）の未来

新興国：身分証を持てない、でも携帯電話
（スマホ）を持っている人＝銀行口座を持て
ない人＝25 億人（証明書が無く､あらゆる経
済活動から切り離されている人が、仮想通貨
に向いている。
ビットコインを使いたい時
・アメックス、VISA などにチャージ→セブ
ン銀行などから 50 万円まで引き出し OK。
銀行に預けるより金利高いビットコイン
当初、2000 円で１ビットコイン
現在は、650 万円で１ビットコイン。
現金化する技術が進んでいるので、どんな投
資より安全。
仮想通貨は政府に一切管理されていない。

■決済システムとして
仮想通貨が注目される
改正資金決済法（2017 年４月に新しい法
律）以降、ビットコイン対応店数 10～26 万
店

・ソニー元社長・安藤氏 IOT「日本のもの
づくりやりたい」と「ジャスミー」を設立
・コカ・コーラ 自分のほしいものを自販機
がわかってくれている仕組み
・「ファイルコイン」投資信託に選ばれる
・facebook の基軸通貨を Uber が採用
「Libra」これから使われていく
■今からキャッシュレス時代
なくてはならない
仮想通貨がわからないという人、こわい人
へ。
簡単な方法は『基軸通貨を持てばいい！』＝
ビットコインを持つ！
何枚持っているかが勝負。

☆重要☆
金はどうして価値があるのか…世界中の法定
通貨と交換できるから。希少価値が高い。
投機→投資に変わる…ETF に認可される、
価格が上がる。
ビットコインは、金と同じようにプログラミ
ングされている。
世界中にチャートが存在し、法定通貨と交換
できる。
が、ETF に、まだ認可されていない ビッ
トコインはまだ投機。

ビットコインを手に入れるには

①取引所で円と交換
②他の仮想通貨（保有コイン）と交換
③採掘
持ったら、チャートを気にせず４年くらい置
いておく。
４年ごとには半分出る→その翌年必ず上がる
←※S2F 比率（ストック・フロー比率）
・コロナは全く影響しない。
・株価と同じように上がる。
・2021 年８月くらいには、1000 万円になる
のでは。
・８年後には、１ビットコイン＝15 億円
に？！
注意）
ハッキングされないよう、ネットがつながっ
ていないところで管理すること。
そしてどうして必要な時に売却する。
（保険のようなものですね・安全安心）
オープンチャットで質問に答えています。

