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  原稿要旨 

 

村田 

相場概況 

先週は週間ベースで NY ダウは 0.1％安となり、2 万 71 ドル 46 セントで引けた。S&P500 指数と

ナスダック総合指数は共に 0.1％高で、2297.42 と 5666.77 でそれぞれ週末を迎えた。小型株のラ

ッセル 2000 指数は 0.5％上昇して 1377.84 となった。 

月曜日は全般に小甘い、ただしナスダック 100 はアップルやフェイスブックが高かったこともあ

りプラスだった（＋0.12％）。S&P500 指数ではエネルギーセクターが売られている 

 

村田 

①  2016 年 4Q 決算発表 

2 月 3 日金曜終了時点 

2017/02/06  06:23 トムソンロイター  米主要 500 社第 4 四半期、8.0％増益の見通し。Ｓ＆Ｐ総合

５００種指数採用企業の２０１６年第４・四半期決算は、前年同期比８．０％の増益となる見通し。エ

ネルギーセクターを除くと、増益率は推定８．２％。  

これまでに５００社中２７４社（＝55％）が第４・四半期決算を発表。このうち利益がアナリスト予想

を上回った企業の割合は６６．８％。長期平均の６４％を上回ったが、過去４四半期の平均の７１％は

下回っている。売上高がアナリスト予想を上回った企業の割合は４７．８％。長期平均の５９％、過去

４四半期平均の５１％を下回っている。  
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Ｓ＆Ｐ５００企業の今後４四半期（１７年第１・四半期―第４・四半期）の予想株価収益率（ＰＥＲ）

は１７．３倍。２月６日からの週は 89 社で（274＋89＝363 社）/500=73%程度が出そろう。 

 

＊ハイテク：アップル（＄3.36vs. $3.22） フェイスブック（FB）の＄1.41vs.1.31、そしてビザ（は情

報通信に分類 ＄0.86vs 0.78）これらの時価総額上位銘柄の上振れが、S&P500 指数 情報通信セクター

の 1 株当たり利益の全体の底上げにも大きく寄与。その結果、現時点では情報通信、つまりハイテクセ

クターの 1 株当たり利益は前年同期比で当初予想の＋5.3%から 7.3%にアップ 

 

＊エネルギーセクター：上振れしたのはエクソン（$0.9vs.$0.7）。コノコフィリップス（のマイナス

＄0.26VS マイナス$0.42).結果的に前年同期比でマイナス23%からマイナス4.9%にまで前年同期比のマ

イナス幅が縮小。 

ただた全体でみると比較的軟調。セクターETF も大統領選挙を境に急騰したが 12 月 12 日を天井に 8％

ぐらい調整している。 

 

金融セクター：年末時点でこのセクターは前年同期比で＋14.4%。それが好決算続出で＋19.9%に。 

 

足を引っ張っているの：テレコムサービス（マイナス 28.1%→マイナス 29.4%）と一般消費財＋0.7%→

＋0.0 

 

先週の決算発表 

アップル：株価は発表翌日(2 月 1 日)＋7%  

フェイスブックは好決算ながら小安い。 

アマゾン：は予想がガイダンスの下限で株価は下落（マイナス 3.73%）。決算未達、AWS の売上も市場

予想に届かず。第一四半期の営業利益は前年同期比を下回る予想。ただし株価は過去 1 年で 52％上昇し

ている。 

エクソン・モービル（XOM）。 

ビザ（V）：株価は 4.58%で過去最高値を更新。決済額の増加を好感。 

 

下落銘柄：ゴープロ（ウエアラブルカメラ）14％下落。売上は＋24％ながらアナリスト予想未達。 

 

その他： 

 

2017/02/04  01:17 メーシーズ急騰、加ハドソンズ・ベイが買収提案との関係筋の話  

［３日 ロイター］ -  

＊米百貨店最大手メーシーズ<M.N>が米株式市場午前の取引で一時前日終値比１１．８％高の３４．３

５ドルまで上昇。取引時間中の上昇率としては約６カ月ぶりの大きさとなる。  

＊カナダの百貨店チェーン、ハドソンズ・ベイ<HBC.TO>がメーシーズに対し買収を提案。  

＊前日終値に基づくメーシーズの時価総額は約９４億ドル。ただしハドソンの時価総額は 1700 億円程度

で荷が重い。 

＊メーシーズ株は前日までの１年間に２６．２％下落。  

＊カナダ株式市場でハドソンズ・ベイの株価も上昇し、２．５％高の１０．２０カナダドル。 

→メーシーズの不動産の有効活用もありか？ただしネット通販、ディスカウントストアの隆盛にはかな

わない。 
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アンダーアーマー(UAA) ：1 月 31 日発表の決算で 2017 年の予想売上高の伸び率がアナリスト予想に届

かず。過剰在庫。株価は 1 日で 23％以上急落。時価総額は過去 3 年で半分以下に。（2015 年 9 月に 55

ドルで現在は 20 ドル強） 

 

 

今週の注目決算発表 

 

 

村田 

②  S&P500 指数セクター別パフォーマンス検証 

昨年の大統領選挙後の流れを引き継いでいるが内容に変化もある。素材は上昇継続。ハイテ

クは年末あたりからの上昇が著しい。一方で大統領選挙後のラリーを牽引した金融は出遅

れ。エネルギーも下落に転じた。結局年初来ではハイテクが上昇率トップで次が素材。
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利回り銘柄が多い電話通信サービスと公益はさえない。＝ドル安で海外展開している企業に

投資資金が向かった。下落しているエネルギーは決算発表と同時に下落する銘柄も多かっ

た。（エクソン、シェブロン） 

XLB 素材セクター構成銘柄とその比率：昨年 8 月に金融から不動産が分離独立したため 11

セクターに。今年上昇率が高い素材セクターは全体は 3%未満。はやりハイテク（21%）の

寄与が指数上昇への影響力が大きい。 
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村田 

上記の物色対象の変化にはドル高一服が影響か？ 

ドル指数がピークを付けたのは昨年 12 月 28 日。それとタイミングを合わせるように株式市場の物

色対象が国内主導の企業からハイテクやグローバル企業に代わってきた。 

2017/02/06  06:58  トムソンロイター  大企業決算に注目、ドル安で見通し改善も＝今

週の米株市場 

専門家は、今年に入ってからのドル安が今後の企業決算にプラスに働く可能性を指摘している。  

昨年１１月の米大統領選後のドル高は多くの米多国籍企業の第４・四半期利益を圧迫したが、トラ

ンプ政権のドル安志向もあり、年初からはドル安に転じている。ドル指数<.DXY>は昨年第４・四半

期に７．１％上昇していたが、今年１月は月間で２．６％低下した。  

第４・四半期の企業決算はドル高というマイナス要因にもかかわらず大半が市場予想を上回り、投

資家の先行きへの懸念を和らげる材料となっている。  

トムソン・ロイターの最新調査によると、米Ｓ＆Ｐ総合５００種指数採用企業の２０１６年第４・

四半期決算は前年同期比８．０％の増益となる見通しで、増益率予想は１月初め時点の６．１％よ

りも改善。  
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ダウ銘柄：年初来の上昇率でもアップルがトップに。2 番目のビザもセクター分類では情報通信（ハイテ

ク）、金曜急騰のゴールドマン・サックスはまだ年初の水準。 

 

 

村田 

① 2 月相場：歴史的に 2 月のパフォーマンスは？ 
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① 株式市場：1 月終了、2 月相場は？ 大統領 1 年目の 2 月その他 

S&P500 指数：昨年 11 月から年末まで 4.64%上昇。1 月は騰勢が弱まり月間で 1.79%。

年初来ではダウが 1.56%、S&P500 指数、2.62%だが、ナスダック総合の上昇率が大き

かった（＋5.27%）。 

1 月が今年のように好調なら年末も株高か？ 

2 月はどんな月？→変化に乏しい月が多かった。ただし大統領の 1 年目には下落するこ

とも多い。2 月の NY ダウの過去 100 年の平均は 0.10％、プラスの確率は 55％と最も

変化に乏しい月の 1 つ。 
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ただし大統領就任 1 年目の 2 月に限ると、平均マイナス 1.78％でプラスの確率は 36％

にまで低下。 

13 年：オバマ 2 期目、09 年オバマ、05 年ブッシュ、01 年ブッシュ、97 年クリントン

2 期目、93 年クリントン 1 期目、89 年父ブッシュ。 

 

ダウ工業株 30 種平均の年初来パフォーマンス：気が付くとアップルがトップ。2 番目

にメルク、そしてビザが続く。 
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5. The Trader トランプ大統領の動向に一喜一憂 【米国株式市場】 

市場の注目は依然として政治動向にあるものの、単純に株価が上昇すると考えるのは危険  

 

2月 6日現在 
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村田 

以下個別銘柄のトピックス 

1. Chipotle: Can It Be Fixed? 修復可能か 【チポトレ・メキシカン・グリル】 

当面は厳しい環境が続く  
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■ 株価は大幅に下落 

チポトレ・メキシカン・グリル（CMG）の株価は、1 年半前の

750 ドル超から 404 ドルへ下落しており割安にみえるかもしれ

ないが、食いつくのはまだ早い。同社の売上高は、2015 年の大

腸菌、サルモネラ菌、ノロウイルスの大発生による大幅減を乗

り越えつつあるが、失った顧客を取り戻すためにはマーケティ

ング費用などを拡大する必要があるかもしれない。店舗の売上

高は、1 年前の水準からは回復しているものの、2 年前にはまだ

届かない。同時に、競争も激化しており、人件費も上昇してい

る。 

→月曜日はこの記事の影響もあったか？2％ほど売られた。395.95 ドル 

 

ただ、同社にとっての最大の問題は株価だ。株価は、アクティビストの関与によって過去 3 カ月で 8％

上昇しており、2017 年のコンセンサス予想に基づく株価収益率（PER）は 49 倍である。しかも、コン

センサス予想は着実に下方修正されている。投資家がこの水準で健全なリターンを得るためには、同社

の増収率予想が過去の水準を上回るか、成長が減速しても株主が熱狂を維持する必要がある。 

 

しかし、スポーツ用品大手のアンダーアーマー（UAA）の株価の 29％暴落が示すように、成長銘柄で

なくなった企業の株価はさらに暴落する場合がある。チポトレの株価は、向こう 1 年間でさらに 10％以

上下落する可能性があり、本誌が意見を聞いた弱気派は今年の下値余地を 35％とみている。 

 

創業者兼最高経営責任者（CEO）であるスティーブ・エルス氏は、高級レストラン経営を夢見ていたが、

タコスやブリトーの販売が好調で、ファストフード・チェーンを再定義することに情熱を注ぐことを決

意した。マクドナルド（MCD）が 1998～2006 年の期間に同社に投資していたが、チポトレはある意味

では反マクドナルドだ。メニューは単純だが、トッピングは多様だ。 

 

ミレニアル世代は、購入する全てのものにストーリーを望んでいると言われており、チポトレはそれを

提供している。袋やカップには、同社の顧客には優しさがあり賢いというメッセージが書かれている。

しかし、他の大手食品企業は社会的・環境的問題により良く対処しつつある。例えば、動物の権利保護

団体が開発した「畜産動物福祉に関する企業のベンチマーク」をみると、評価は最高が 1 で 6 段階ある

が、ファストフード大手のウェンディーズ（WEN）が昨年 4 から 3 へ評価を上げ、4 にとどまっている

チポトレを上回っている。ファストフード大手のヤム・ブランズ（YUM）は 5 である一方、マクドナル

ドは 2 と、業界トップの位置にある。 

 

この傾向は、チポトレにとって競争激化を意味している。それは、店舗数がチポトレに匹敵するベーカ

リーカフェチェーン大手のパネラ・ブレッド（PNRA）や非上場のジミー・ジョンなど、テキサス風メ

キシコ料理の分野に限らない。業界大手も、メニューの単純化や自然食材といった顧客が明確に望んで

いる方向へ向かいつつある。 

 

■ 食品安全性問題 

大腸菌問題は、どのレストランにとっても打撃だが、チポトレのように口コミ宣伝と健康に良いという

評判の上に成り立っている企業にとっては特に痛手だ。同社では 2015 年夏に大腸菌感染が 5 件発生し

た。その後、ミネソタ州でサルモネラ菌の大量感染が発生し、それは同社の食品が原因だった。秋には

9 州で数十件の大腸菌感染があり、年末までにはボストン周辺で 100 人を超える顧客がノロウイルスの

検査を受けた。レストランチェーンは食品衛生上の問題から回復できる。実際にウェンディーズは、2016
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年 8 月にユタ州で大腸菌感染源と特定されて株価が下落したが、現在は下落前の水準にほぼ戻っている。 

チポトレは、現状からの成長が可能だが、同社の株価は完全な経営を織り込んでいる。同社の感染はウ

ェンディーズの場合よりも広く多様で、小規模農園からの食材調達や店舗での料理といった同社の事業

運営に疑問を投げ掛けている。全ての上場企業に課されている利益率向上の課題と相まって、食品の安

全性確保がさらに困難になっている。 

 

チポトレは、サプライチェーンとレストランを改善するために技術、研修および検査に投資していると

公表している。同社は、一部の食材に関してレストランでの調理をやめた。エルス氏は同社がつまずい

たことを素直に認めている。12 月には、共同 CEO だったモンティ・モラン氏が退任し、エルス氏が完

全な支配を取り戻した。12 月にはまた、アクティビスト投資家のウィリアム・アックマンが同社との間

で、2 人の取締役派遣で合意した。 

 

チポトレの食品安全性が改善していることを疑う理由はない。しかし本誌は、業績予想と株価の安全性

には意見を保留したい。ヘッジアイのアナリストであるハワード・ペニー氏は、同社の大腸菌の問題は

同氏の経験上で最悪のものだと述べている。同氏は、「チポトレは食品安全性と広告宣伝に対する投資が

必要だ」と語る。ペニー氏によると、この二つの施策だけでも予見可能な将来にわたって費用を売上高

比で 6％ポイント増加させる可能性がある。チポトレの口コミの評判が悪くなっているため、広告宣伝

の拡大は重要だ。 

 

■ 業績は底打ちから回復傾向 

既存店売上高の健全な増加は予想できるが、それは理想には程遠い。大腸菌問題が影響を及ぼし始めた

2015 年第 4 四半期の既存店売上高は約 15％減少した。その後、2016 年第 1 四半期は 30％、第 2 四半

期は 24％、第 3 四半期は 22％減少している。減少率の縮小はブリトー無料券の投入にも助けられてい

る。第 4 四半期の既存店売上高は約 5％減少したが、12 月と 1 月は 2 桁台の増加へ回復している。問題

発生から 1 年が経過して、比較のハードルが低くなったことが一因だ。ブリトー無料券配布からもうす

ぐ 1 年を迎えるため、回復が勢いを増すのか停滞するのか、投資家は今年後半には知ることになるだろ

う。 

 

JP モルガンのアナリストのジョン・イバンコー氏によると、需要成長の指標である雇用増加が 1％のペ

ースであるのに対して、ファストフードとカジュアルレストランの店舗数は年率 4％で増えている。同

氏は、競争激化、労働市場の逼迫（ひっぱく）と最低賃金引き上げによる賃金上昇、さらにはコモディ

ティー価格が下落から横ばいに転じたことを理由に、チポトレの投資判断をオーバーウエートからニュ

ートラルへ引き下げている。レストランにおける食品の取り扱いの改善を目指すならば、労働者の確保

は特に重要となる可能性がある。 

 

経営陣は今年、店舗数を約 9％拡大することを望んでいるが、これは、既存店売上高の減少からの回復

途上にある企業としては、異例に野心的なものだ。 

 

チポトレの 1 株当たり利益（EPS）は 2015 年に 15 ドル超でピークに達した。2016 年には大幅減益と

なり、2017 年の市場予想は 8.25 ドルへの回復を見込んでいる。とはいえ、市場予想は 9 月時点の 10

ドルから下方修正されている。 

 

■ 株価には下振れリスク 

ペニー氏によると、チポトレについては 2018 年の EPS が 16 ドル超へ回復し、投資家が 35 倍の PER

を受け入れるという強気のシナリオもある。そうなれば株価は 560 ドルを超えてくる。一方の弱気シナ
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リオは、2018 年の EPS が 8 ドル台半ばにとどまり、PER が 25 倍へ低下するというもので、株価は 250

ドル割れとなる。これら両極端のシナリオ以外に二つの可能性があるが、いずれも株価は若干下落する

ことになる。つまり、EPS は増加するが PER は低下する、または、PER は維持されるが利益が期待外

れになるというものだ。 

 

チポトレには明るい材料もある。RBC キャピタル・マーケッツのアナリストであるデービッド・パルマ

ー氏は、買いを推奨しており、目標株価を 465 ドルとしている。同氏は先週、利益予想を下方修正した

が、オンライン注文が成長のけん引役と指摘している。コーヒーチェーン大手のスターバックス（SBUX）

は、モバイル経由の注文で成功を収めているが、モバイル経由の大量の注文が店舗でのサービスを遅ら

せていると述べている。チポトレは、モバイル経由の注文に対して専用のカウンターを設ける予定だ。 

 

チポトレは、南アジア風の丼物や麺類を提供するショップハウスの展開をやめたが、ピザやハンバーガ

ーは依然として試行を継続している。いずれは、チポトレのレストランが大幅に増加する余地がある。

しかしそれまでには、株主を不安にさせる可能性がある。経営陣は年内のどこかの時点で、利益率と成

長予想の下方修正と出店計画の縮小を強いられるリスクがあり、そうなれば投資家は市場に対するプレ

ミアムを縮小させるだろう。その際には、本誌は買いにまわるだろう。さらに、近い将来に売上高がピ

ーク水準へ回復すれば、本誌は発言を撤回する。 

 

 

Chipotle Mexican Grill Inc. (CMG) Under Armour Inc. Cl A (UAA) McDonald's Corp. (MCD) 

   

 

   

   

村田 

注目 IPO 

2. Snap’s Coming IPO Looks Like One to Avoid  スナップの IPO は見送りか 【IPO】 
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第二のフェイスブックか、はたまた苦戦のツイッターか  

 

■ 赤字でも膨らむ期待 

業績が低迷するスナップは、活気のない別の市場であ

れば、株式公開を試みようともしなかったはずだ。一

定の時間で消えるメッセージ、写真、動画を共有する

人気アプリ「スナップチャット」を運営する同社は、

採算ラインからは程遠いところに身を置いている。

2016 年には多額の赤字を計上し、先週木曜日に米証券

取引委員会（SEC）に提出した新規株式公開（IPO）

の申請書類（S-1）には、「将来的に営業損失の計上が

予想され、採算性が実現あるいは維持できない恐れが

ある」との警告が記載されている。 

 

創業から 5 年のスナップは昨年、4 億 400 万ドルの売上高に対し 5 億 1400 万ドルの赤字を計上した。

赤字は四半期ごとに拡大していて、第 4四半期には 1億 6600万ドルの売上高に対し、赤字額が 1億 6900

万ドルとなっている。ユーザー数の伸びが低迷しているのは、フェイスブック（FB）との競争が原因と

みられる。 

 

ウォール街としては、そのようなことは問題ではないのかもしれない。というのも、インターネット企

業の IPO では、2013 年 11 月に上場したツイッター（TWTR）以来の盛り上がりをみせている案件だ。

投資家はソーシャルネットワーク業界の次の成功ストーリーを強く求めており、スナップは、その若い

ユーザー層の多さを背景に有望視されている。しかし、成長の鈍化は、このチャンスが利益に結びつく

という安心感に疑問を投げ掛ける。また、スナップの共同創業者で大株主のエバン・スピーゲル最高経

営責任者（CEO）とロバート・マーフィー最高技術責任者（CTO）が、今後、フェイスブックまたはグ

ーグルの親会社アルファベット（GOOGL）にビジネスを売却する可能性もある。 

 

今回予定されている 30 億ドル規模の IPO で同社の株式を割り当てられる投資家（主に機関投資家）は、

来月とみられる公開時に利益を得る可能性が高い。セカンダリーマーケットでの値上がりが予想されて

いるからだ。一方で、IPO 後にこの株を手に入れようとする投資家は、目が飛び出るほどのバリュエー

ションに基づく価格で買うことになるかもしれない。そして大きなリスクは、同社がフェイスブックの

ような勝者になれず、ツイッターのような失望をもたらすことだ。ツイッターの公開価格は 1 株当たり

26 ドルで、取引初日に 44 ドルまで急騰したが、売上高の伸びが鈍化し、大きな利益も出せず、買収も

実現しなかったため、17 ドルまで値を下げている。 
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■ 予想レンジとバリュエーション 

同社の IPO の条件を予測するのは簡単ではない。今後、条件決定日までに提出される届出書類に公開価

格のレンジが記載される。S-1 に示された同社株の 2016 年末現在の評価は 1 株 16.33 ドルで、10 億株

余りの発行済株式数に基づく時価総額は 170 億ドルということになる。まず間違いなく、この 16.33 ド

ルという株価は実際の公開価格よりも低いだろう。 

 

同社は今回 200 億～250 億ドルの時価総額を目指しているとされ、その場合、公開価格は 1 株当たり 20

～25 ドルということになる。しかし、同社が第二のフェイスブックになるかもしれないという投資家の

熱狂と期待感によっては、その水準から大幅に値上がりする可能性もある。フェイスブックの時価総額

は、今や 4000 億ドルに迫る勢いだ。 

 

伝統的な評価基準の一つである株価売上高倍率（PSR）でみると、同社は極めて割高だ。時価総額を 250

億ドルとした場合、株価の評価は年間売上高の 60 倍となる。フェイスブックは 14 倍、ツイッターは 6

倍だ。IPO 後にさらに高まりそうなバリュエーションが正当化されるためには、相当な売上高の伸びと

莫大（ばくだい）な利益を実現しなければならない。同社の 2017 年の売上高の目標は 10 億ドル、2018

年は 20 億ドルとの憶測も聞かれる。 

 

■ 今後の見通しにも懸念が 

スナップの 1 日当たりの平均アクティブユーザー数は、2016 年の第 2 四半期に 17％、第 3 四半期に 7％

増加したが、第 4 四半期には 3％の増加にとどまった。この減速は、フェイスブック傘下のインスタグ

ラムが、スナップチャットのように投稿が一定の時間で消える「ストーリー」機能を第 3 四半期に導入

したタイミングと一致する。また、フェイスブックと比較した友達リストの小ささや、使い勝手の悪さ、

若者の移り気の早さなどのリスクも指摘されている。 

 

割高な価格に加え、IPO の投資家は議決権なしの株式を受け取ることになる。これは、恐らく IPO にお

いては前例がなく、スピーゲル氏とマーフィー氏による経営を永続させるためのものだ。両氏の持ち分

は、IPO 前の評価価格である 1 株 16.33 ドルで計算して、

それぞれ 18 億ドル相当となる。 

 

IPO 後の株価が上昇するほど、さまざまな失策が投資家の

損失につながるリスクが高まる。この IPO は見送った方が

良さそうだ。 

 

 

Facebook Inc. Cl A (FB) Twitter Inc. (TWTR) Alphabet Inc. Cl A (GOOGL) 

   

チャートは 3 年 

By ANDREW BARY 

 (Source: Dow Jones) 
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村田 

個別銘柄 

 

3. AMD’s Revival Is for Real 今回の復活は本物 【アドバンスト・マイクロ・デバイス】 

改革を進めクラウドコンピューティングの流れに乗る AMD に 1 年で株価倍増の可能性も  

 

■ 株価が 5 倍に 

この 20 年、マイクロプロセッサ大手のアドバンスト・マイクロ・

デバイス（AMD）はインテル（INTC）の後塵（こうじん）を拝

し続けてきた。しかし、2012 年に入社して 2 年後に最高経営責任

者（CEO）に就任した 47 歳のリサ・スー氏率いる新しい経営陣が、

その流れを変えるかもしれない。 

 

「これまでの AMD は執行力を欠き、焦点がぼやけていた」。ハイ

テク調査会社リンリー・グループのリンリー・グウェグナップ代

表はこう分析している。「適切な製品を提供していなかった。ある

いは提供が遅れていた」。しかし同氏は今、AMD が失ったマーケ

ットシェアを近々取り戻し、売上高と利益を急激に伸ばす可能性

があると考えている。 

 

グラフィック処理装置（GPU）と呼ばれるグラフィックチップでもシェア回復が期待できる。GPU は

ビデオゲームの処理用に使われるほか、マシンラーニングなどの新しい用途が広がりつつある。GPU だ

けで数十億ドルの市場規模があり、長期的に成長が見込まれる。 

 

株式市場は既に経営陣の刷新に反応し、AMD の株価はこの 1 年で 5 倍以上に膨れ上がった。それでも 3

日の終値で 12.24 ドルの株価は、今後 1 年でさらに 2 倍になることも考えられる。AMD から出される

新製品は、インテル、そしてグラフィックチップメーカーのエヌビディア（NVDA）のシェアを脅かす

見込みだ。 

 

AMD はインテルの「x86」と呼ばれるプロセッサの互換製品を製造できるという点で特異な存在だ。つ

まり、企業向けと消費者向けのコンピューティングを支配しているソフトウエアを動かせる CPU の、

インテル以外で唯一のメーカーである。 

 

これには一長一短がある。AMD のマーク・ペーパーマスター最高技術責任者（CTO）いわく、「市場原

理に基づき、資本主義は競争を求めている」。AMD はその要求に応えている一方で、インテルの半導体

製造技術という進化し続けるターゲットを絶えず追わなければならない。 

 

■ 新製品と GPU 市場の成長に期待 

調査会社 IDCによると、デスクトップPCおよびノートPC用x86／互換チップのAMDのシェアは2006

年に 23％だった。だが、十分に革新性を持つ新製品を適時に投入できなかったことで低下し、現在は

8.5％にとどまっている。サーバー用チップのシェアについては、同じ期間に 24％から 0.4％まで激減し

た。 

 

しかし、シェア奪回を期待できる理由は十分にある。スーCEO とペーパーマスター氏は 2012 年、マイ
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クロプロセッサ設計者のジム・ケラー氏を会社に呼び戻した。同氏は 1990 年代終盤に AMD の基礎的

回路設計に携わった同社の伝説的技術者で、その後の黄金時代の礎を築いた。 

 

ケラー氏は既に AMD を去り、テスラ・モーターズへ移ったが、同氏がもたらした革新により、製品の

性能は飛躍的に高まった。その新設計の x86 チップは、今年第 1 四半期にデスクトップ PC 用、第 2 四

半期にサーバー用、第 3 四半期以降にノート PC 用が投入される予定だ。 

 

AMD が先週発表した昨年度第 4 四半期決算は、市場予想を上回った。新製品への期待感も重なり、株

価は 1週間で 14.7％上昇。あとは新製品を予定通りに発売するだけだ。同社の x86互換製品の売上高は、

シェアがピークに達した 2006 年には 51 億ドルだったが、昨年度は 10 億ドルまで減少している。 

 

「一連の新製品で AMD はインテルを打ち負かせるだろうか？」とグウェンナップ氏は問い掛ける。「恐

らく無理だろう。だが、ホームランは必要ない。シングルヒットをコツコツ積み重ねて点を取っていけ

ばいいのだ」。 

 

過去の過ちを繰り返さないため、スーCEO はペーパーマスター氏と共に経営を合理化。多数のプロジェ

クトを廃止した。「当社には優れたエンジニアや人材が揃っているが、これまでは片足ずつを別の事業に

突っ込んでいた。そして自分たちの対応力を超える範囲まで事業を広げていた」とスー氏は分析する。 

 

シェア奪回へ動き始めれば、さらに大きな目標も見えてく

る。AMD は GPU 市場で 32％のシェアを持つ。68％のシ

ェアを誇るエヌビディアに後れを取っているものの、この

市場ではマシンラーニングなどの新しい用途が生まれ始め

ている。つまり、グーグルの親会社アルファベット

（GOOGL）、アリババ・グループ（BABA）といったクラ

ウドコンピューティング大手がデータセンターを新たに建

設する際に必要とされる GPU は、今後大きく変わってく

るかもしれない。AMD の GPU 部門の責任者を務めるラジ

ャ・コドゥリ氏は、このように説明する。 

 

また、x86 互換チップとグラフィックチップの両方を提供

できる点は、インテルにもエヌビディアにもない強みだと、

スーCEO は指摘する。クラウドコンピューティングのよう

にルールを模索中の新市場に製品を供給する AMD は、い

つまでも二番手でいるとは限らない。 

 

 

Advanced Micro Devices Inc. (AMD) Intel Corp. (INTC) Alphabet Inc. Cl A (GOOGL) 

   

 


