
取扱暗号資産の概要説明書

概要書更新年月日 2022年8月29日 2022年8月30日 2022年8月30日 2023年2月27日 2022年11月18日 2022年10月6日 2022年10月6日 2022年6月7日 2022年9月12日 2022年6月20日

【基礎情報】

日本語の名称 ビットコイン イーサリアム エックスアールピー（リップル） ニッポンアイドルトークン ポリゴン/マティック チェーンリンク メイカー アバランチ チリーズ トロン

現地語の名称 Bitcoin Ethereum XRP（Ripple） Nippon Idol Token Polygon/MATIC Chainlink Maker Avalanche Chiliz TRON

呼称 ー − ー − − − ー − − ー

ティッカーコード（シンボル） BTC、XBT ETH XRP NIDT MATIC LINK MKR AVAX CHZ TRX

発行開始 2009年1月3日 2015年7月30日
2012年9月（Ripple Consensus Ledgerの開始

日）
2022年11月28日 2019年4月20日 2017年9月19日 2016年4月9日 2020年09月21日 2018年10月26日 2017年8月(ERC20)

時価総額（ドル基準） $379,189,635,179 $188,589,974,855 $33,107,885,226 −(未流通のため記載なし) $77,712,688,509 $3,890,193,211 $827,443,398 $6,848,980,524 ＄1,223,810,233 (2022年9月12日時点) $5,584,962,952

時価総額（円基準） ¥52,649,874,141,225 ¥26,129,851,899,518 ¥4,587,213,885,272 −(未流通のため記載なし) ¥1,087,253,913,430 ¥562,497,400,223 ¥119,633,835,149 ¥909,446,993,333 ￥174,845,564,130 (2022年9月12日時点) ¥808,510,253,174

主な利用目的 送金、決済、投資 送金、決済、スマートコントラクト 送付（送金）、決済、投資

・アイドル活動の運営の一部における意思決

定（投票権）

・アバターやNFT等のデジタルグッズの購入

・物販等の購入

・コンサートやイベント等のチケットの購入

・コンサートやイベント等におけるメンバー

への投げ銭

・グループメンバーへのインセンティブ（退

職金）

・ステーキング対応（将来的な構想）

送金、決済、投資、ガバナンス、ステーキン

グ

①オラクルサービスを提供するノードオペ

レーターへの支払用途

②オラクルサービスを提供するノードオペ

レーターの担保用途 (2020年11月16日時点で

Chainlink Github上で未実装であることを確

認)。ノードオペレーターが適切なオラクル

サービスを提供しない場合は、ペナルティと

して、担保に供していたLINKが没収される。

参照先：https://docs.chain.link/docs/faq

（2020年12月2日）

参照先：BEOSINプロジェクト紹介レポート

P15（2020年12月2日）

ガバナンス用途

①ステーキングによるアバランチブロック

チェーンへのガバナンスへの参加

②アバランチブロックチェーンを利用するた

めの手数料

決済、投資 送金、決済、投資、スマートコントラクト

利用制限の有無 ー なし なし なし なし なし なし なし なし なし

海外流通の有無 あり あり あり なし あり あり あり あり あり あり

国内流通の有無 あり あり あり なし あり あり あり なし なし あり

店舗等の利用制限の有無 ー なし なし なし なし なし なし なし なし なし

利用制限を行う者の属性 ー なし ー − − − ー - ー ー

利用制限の内容 ー なし ー − − − ー - ー ー

一般的な性格

分散型の価値保有・価値移転の台帳データ維

持のための、暗号計算および価値記録を行う

記録者への対価・代償として発行される暗号

資産

・分散型の価値保有・価値移転の台帳データ

維持のための、暗号計算および価値記録を行

う記録者への対価・代償として発行される暗

号資産

・分散型アプリケーションが動作する実行環

境の役割を果たす特徴を持つ

・XRPは金融機関の送金において法定通貨間

のブリッジ通貨としてオンデマンドの流動性

を提供する役割を有している。これによって

金融機関は従来よりも格段に流動性コストを

下げつつも送金先のリーチをグローバルに広

げることができる。

・XRPはRipple Consensus Ledger上での取引

における取引料としての性格も有している。

ネットワークへの攻撃が起こった時には手数

料が自動的に釣り上げられるため、攻撃が未

然に防げる仕組みとなっている。XRPは3〜5

秒ごとにファイナリティをもって決済を行う

ことができ、1秒につき1,500の取引を決済で

きるスケーラビリティを有する構造となって

いる。

分散型の価値保有・価値移転の台帳データ維

持のための、価値記録を行う記録者への対

価・代償として発行される暗号資産。

Ethereumブロックチェーン及びHeimdallレイ

ヤーにて構築されるPolygonチェーンにて発行

され、同じティッカーコード、同じ価格で流

通していると認められるマルチチェーン暗号

資産。分散型の価値保有・価値移転の台帳

データ維持のための、暗号計算および価値記

録を行う記録者への対価・代償として発行さ

れる。

Chainlinkのオラクルサービスのノードオペ

レーターへの支払及び担保用途（2022年1月

18日時点で未実装）として発行された暗号資

産

MakerDAOはEthereumブロックチェーン上に

構築された自律分散型組織である。このプロ

ジェクトは、ガバナンストークンであるMKR

を保有する世界中のユーザーによって管理さ

れており、エグゼクティブ投票やガバナンス

投票などのガバナンスシステムを通して、

MKR保有者はMakerプロトコルとDAI（米ドル

にソフトペグしたステーブルコイン）の金融

リスクを管理し、その安定性、透明性および

効率性を確保している。

分散型の価値保有・価値移転の台帳データ維

持のための、暗号計算および価値記録を行う

記録者への対価・代償として発行される通貨

分散型記録台帳を用いたサービスプラット

フォームにおける決済利用のために発行され

る基軸通貨

分散型の価値保有・価値移転の台帳データ維

持のための、暗号計算および価値記録を行う

記録者への対価・代償として発行される暗号

資産。

分散型アプリケーションが動作する実行環境

の役割を果たす特徴を持つ。

法的性格（資金決済法第2条第5項第１号、第

２号の別）
第1号 第1号 第1号 第1号 第1号 第1号 1号 第１号 第１号 第1号

2号の場合：相互に交換可能な1号暗号資産の

名称
− − ー − − − ー − − なし

発行通貨に対する資産（支払準備資産）の有

無および名称
ー なし なし なし − なし なし なし なし なし

発行者に対する保有者の支払請求権（買取請

求権）
ー なし ー なし − − なし − ー なし

支払請求（買取請求）による受渡資産 − − ー なし − − なし − ー なし

発行者が保有者に付与するその他の権利 ー なし ー なし − − なし − ー なし

発行者に対して保有者が負う義務 ー なし ー なし − − なし − ー なし

価値の決定 保有者間の自由売買による 保有者間の自由売買による 保有者間の自由売買による 保有者間の自由売買による 保有者間の自由売買による 保有者間の自由売買による 市場の需要と供給による 保有者間の自由売買による 保有者間の自由売買による 保有者間の自由売買による

交換（売買）の制限 ー なし ー なし − − なし − ー なし

価値移転、保有情報を記録する電子情報処理

組織の形態
パブリック型ブロックチェーン パブリック型ブロックチェーン パブリック型ブロックチェーン パブリック型ブロックチェーン パブリック型ブロックチェーン パブリック型ブロックチェーン パブリック型ブロックチェーン パブリック型ブロックチェーン パブリックブロックチェーン パブリック型ブロックチェーン

保有・移転記録台帳の公開、非公開の別 公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開

保有・移転記録の秘匿性

ハッシュ関数（SHAー256、RIPEMDー

160）、楕円曲線公開鍵暗号、シュノア署名等

による暗号化処理を施しデータを記録

公開鍵暗号の暗号化処理を施しデータを記録

・取引はED25519とSECP256K1によって暗号

署名が行われ、ハッシュにはSHA512 halfが使

われる

・Multi-sign機能によって高度のセキュリティ

を可能としている

公開鍵暗号の暗号化処理を施してデータを記

録する。
公開鍵暗号の暗号化処理を施しデータを記録

保有・移転の記録はパブリックブロック

チェーンを採用している為、公開されている

が、移転記録上のトランザクションやアドレ

スから個人を特定をすることはできない。

公開鍵暗号の暗号化処理を施しデータを記

録。

AVAXの保有・移転の記録はパブリックブロッ

クチェーンを採用している為、全て公開され

ている。しかし、移転記録上のトランザク

ションやアドレスから個人を特定をすること

はできない。

公開鍵暗号の暗号化処理を施しデータを記録

する。CHZは、Ethereumブロックチェーン上

に発行されているERC20トークンである為、

移転記録の秘匿性はEthereumの記録台帳に依

存する。保有・移転の記録はパブリックブ

ロックチェーンを採用している為、全て公開

されている。

ハッシュ関数（SHA-256、RIPEMD-160）、

楕円曲線公開鍵暗号の暗号化処理を施しデー

タを記録。

利用者の真正性の確認

秘密鍵と公開鍵を用いた暗号化技術により、

利用者本人が発信した移転データと特定し、

記帳する。

秘密鍵と公開鍵を用いた暗号化技術により、

利用者本人が発信した移転データと特定し、

記帳する。

秘密鍵と公開鍵を用いた暗号化技術により、

利用者本人が発信した移転データと特定し、

記帳する

秘密鍵と公開鍵を用いた暗号化技術により、

利用者本人が発信した移転データを特定し記

帳する。

秘密鍵と公開鍵を用いた暗号化技術により、

利用者本人が発信した移転データと特定し、

記帳する。

利用者の真正性の確認方法として、LINKは

Ethereum上で発行されるERC677トークンで

あるため、Ethereumに依存する。Ethereumは

秘密鍵と公開鍵を用いた暗号化技術により、

利用者本人が発信した移転データを特定する

ことで真正性の確認が可能。真正性の確認に

必要な公開鍵は、ランダムに生成された秘密

鍵をsecp256k1による楕円曲線暗号を使用す

ることで生成している。

秘密鍵と公開鍵を用いた暗号化技術により、

利用者本人が発信した移転データと特定し、

記帳する。

利用者の真正性の確認方法として、AVAXは秘

密鍵と公開鍵を用いた公開鍵暗号方式に依存

している。公開鍵暗号方式では、ランダムに

生成された秘密鍵と秘密鍵をsecp256k1と呼

ばれる楕円曲線暗号によって生成を行なった

公開鍵によって真正性の確認が可能となる。

秘密鍵と公開鍵を用いた暗号化技術により、

利用者本人が発信した移転データと特定し、

記帳する。利用者の真正性の確認は、公開鍵

暗号方式を用いランダムに生成された秘密鍵

と秘密鍵をsecp256k1と呼ばれる楕円曲線暗

号によって生成を行なった公開鍵によって可

能となる。

秘密鍵と公開鍵を用いた暗号化技術により、

利用者本人が発信した移転データと特定し、

記帳する。



価値移転記録の信頼性確保の仕組み

Proof of work

コンセンサス・アルゴリズム（分散台帳内の

不正取引を排除するために、記録者全員が合

意する必要があるが、その合意形成方式）の1

つであり、一定の計算量を実現したことが確

認できた記録者を管理者と認めることで分散

台帳内の新規取引を記録者全員が承認する方

法

Proof of Stake（PoS）

・Ripple Consensus Ledger（RCL）はビザン

チン将軍問題を解決する独自のコンセンサス

アルゴリズムを採用し、Proof-of-Workよりも

より速くかつ効率的に取引を承認することが

できる

・信頼される認証済み法人バリデーター（検

証者）が取引についての投票を行い、80%以上

の合意が得られた取引については承認を行

う。RCLでは決済が3〜5秒ごとに実行され、1

秒につき1,500の取引まで対応できるスケーラ

ビリティを有する

Proof of Stake（PoS）

コンセンサス・アルゴリズムの一つであり、

ネットワーク上に一定量以上のETHを保有す

る記録者（バリデーター）によってトランザ

クションの検証・承認が行われる方法。

MATICはERC-20トークンであるため

Ethereumブロックチェーンと同様の価値移転

記録の信頼性が確保されており、Ethereumブ

ロックチェーンにてコンセンサスアルゴリズ

ムの一つであるProof of Stake（以下PoS）に

よって価値移転記録を行う事が可能。価値移

転記録者はブロックリワードインセンティブ

に基づいた合理性によって正当な価値移転記

録を行っている。

一方で、MATICはPolygonエコシステムで運用

されるHeimdallレイヤーのPolygon PoS Chain

においても価値移転が可能となっている。

Polygon PoSは100のバリデーターによってト

ランザクションの検証が行われる。なお、

2022年11月現在はバリデーターの追加募集を

行っていない。バリデーターは正しい検証を

行う事で報酬としてMATICを受け取るが、悪

意ある行為を行った場合は担保している

MATICトークンが没収される。

Proof of Stake（PoS） Proof of Stake（PoS）

AVAXの価値移転記録の信頼性は、アバランチ

コンセンサス及びPoSと呼ばれるコンセンサス

アルゴリズムに依存する。アバランチコンセ

ンサスでは攻撃者が特定のしきい値を下回っ

た場合に非常に強力な安全性を保証する設計

になっている。しきい値はパラメーター化さ

れていて、攻撃者が51％を超えた場合でも、

安全性の保証を維持できる点で信頼性を確保

している。また、ステーキングの仕組みの導

入によって、悪意ある攻撃の経済合理性を低

下させるように設計が行われている。

Proof of Stake（PoS）

Delegated Proof-of-Stake Consensus

(DPoS)コンセンサスアルゴリズム。

一般にDPoSは、ネットワーク上のトランザク

ション承認者数を制限することによって、高

いレベルのスケーラビリティを提供すること

を目指すものであり、固定数のブロック生成

者が持ち回り （ラウンドロビン）でブロック

生成を行う。このブロック生成者の選出に際

しては、ユーザーがTRXをロックすることで

比例した票を得ることができ、それを用いた

投票を通じてブロック生成者が選出される。

得票数の上位27アカウントがブロックの作成

者（取引の記録者）となる。このブロック作

成者はSR(スーパー代表）と呼ばれている。

SRは6時間毎に選挙で選ばれることから、自浄

作用により不安定なブロック作成者は排除さ

れる仕組みとなっている。

誕生時に技術的なベースとなったコインの有

無とその名称

（アルトコインのみ）

ー なし ー イーサリアム（ETH）
MATICトークン:ETH

Heimdallレイヤー:Cosmos-SDK
ETH ETH なし ETH 有り（ビットコイン、イーサリアム）

【取引単位・交換制限】

取引単位の呼称

1 BTC = 1,000 m BTC　　　   ｍ：ミリ

1 m BTC=1,000 μ BTC　　　  μ：ミクロン

1 μ BTC=1 bits　　　　　　bits：ビッツ

1 bits=100 satoshi

finney=0.001ETH

szabo=0.000001ETH

wei=0.000000000000000001ETH

1 XRP = 1,000,000 drop NIDT MATIC LINK MKR 1 AVAX CHZ

1TRX = 1,000mTRX　　　   ｍ：ミリ

1mTRX=1,000μTRX　　　  μ：ミクロン

1μTRX=1sun　　　　　　sun：サン

保有・移転記録の最低単位 1 satoshi ( = 0.00000001 BTC) 1wei (=0.000000000000000001 ETH) 1 drop （ = 0.000001 XRP） 0.000000000000000001 NIDT 1wei = 0.000000000000000001 MATIC 0.000000000000000001 LINK 0.000000000000000001 MKR 0.000000000000000001 AVAX 0.000000000000000001 CHZ 1sun( = 0.000001TRX)

交換可能な通貨又は暗号資産 全て可 全て可 全て可 全て可 全て可 全て可 全て可 全て可 全て可 全て可

交換制限 ー なし ー なし なし なし なし − ー なし

制限内容 − − ー なし − − なし − ー なし

交換市場の有無 あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり

【連動する資産の有無等】

価値が連動する資産等の有無 − なし なし なし − なし なし なし なし なし

価値連動する資産等の名称 − − ー − − − ー - − −

価値連動する資産等の内容 − − ー − − − ー - − −

価値連動する資産との交換の可否 − − ー − − − ー - − −

価値連動する資産との交換比率 − − ー − − − ー - − −

価値連動する資産との交換条件 − − ー − − − ー - − −

【付加価値】

その他の付加価値（サービス）の有無 なし あり あり あり あり あり あり あり あり あり

付加価値（サービス）の内容 −
Ethereumネットワーク上でのスマートコント

ラクトの記録と実行

金融機関の国際送金において流動性確保する

ためのブリッジ通貨として使われる。Ripple

Labs Inc.とR3 LLCが共同で行い、12の金融機

関が参加した実証試験ではXRPを使用するこ

とで送金コストが60%低減できることが実証さ

れた。

NIDTは、新規アイドルグループを創造するプ

ロジェクトにおいてコアとなるトークンであ

る。利用者は、トークンを保有あるいは使用

することにより対象事業におけるサービスの

提供を享受できる。

Ethereumレイヤー2を使用する事で安価な手

数料、低いCO2排出量を達成しつつEthereum

ブロックチェーンを利用することを可能にす

る

Chainlinkはスマートコントラクトと外部デー

タのブリッジを担う分散型のオラクルネット

ワークである。Chainlinkのオラクルネット

ワークを活用することで、スマートコントラ

クトを、市場データ、イベント、決済などの

重要な外部データに接続することが可能とな

る。また、データフィードやその他のAPIを

持っている人なら誰でもChainlinkネットワー

クに参加して、取得したデータをスマートコ

ントラクトに提供することができる。

Makerプロトコル内で発行されるDAIステーブ

ルコインは、担保によって米ドルにソフト

ペッグされた分散型暗号資産である。ユー

ザーは、Makerプロトコル内にあるMaker

Vaultに担保資産を預け入れることでDAIを生

成することができる。生成されたDAIは、他の

暗号資産と同様に他者への暗号資産の送付

や、商品やサービスの決済としての使用、さ

らにはDai Savings Rate（DSR）と呼ばれる

Makerプロトコルの機能を使用して貯蓄する

こともできる。また、直近では保有している

DAIを別のプラットフォーム上のスマートコン

トラクトなどを利用して資産運用することも

できる。

付加価値の内容として、AVAXのステーキング

をガバナンスに用いて運用されるアバランチ

ブロックチェーンが挙げられる。

Chilizプロジェクトで提供されるアプリ

「Socios※」内でのファントークンの購入。

Chiliz Exchangeにおける基軸通貨としての利

用。

※Sociosでは、スポーツクラブのファントー

クン販売が行われ、ユーザーはCHZを用いて

購入することができる。

スマートコントラクトの記録と実行

過去3年間の付加価値（サービス）の提供状況 − 安定してサービスが続いている

・上記の通り、2016年に金融機関による実証

試験が行われた

・マネーグラム社がXRPを利用し米国とメキ

シコ間でODLを利用した国際送金を初めて

行っている

・FlashFXはフィリピンへの支払いで正式に

ODLを導入した（AUD/PHP）

・2022年8月現在、Ripple Labs Inc.は金融機

関向けに暗号資産の売買を簡素化することを

目的とした新サービス「Liquidity Hub」を提

供する予定

−

下記サイトで公開されている

https://polygon.technology/about

https://blog.polygon.technology/

過去3年間の付加価値の提供状況として、

ChainlinkはEthereum Classic、Polkadot、

Tezosなどの多数のブロックチェーンプロジェ

クトにオラクル機能を提供していることを確

認、また、2022年7月11日時点でChainlink

ネットワークで322のノードが稼働しているこ

とが確認できる。

参照先：https://medium.com/ethereum-

classic-labs/oracles-with-ethereum-classic-

and-chainlink-15e4d1750d49（2022年1月18

日）

参照先：https://polkadot.network/chainlink-

reaches-milestone-with-polkadot/（2022年1

月18日）

参照先：https://coinpost.jp/?p=148338

（2022年1月18日）

参照先：https://market.link/search/nodes

（2022年7月11日）

2017年12月頃のSingle Collateral Dai（SCD）

ローンチ以降、サービスの提供が行われてい

る。その後、2019年11月18日にはMulti

Collateral Dai（MCD）への移行が行われた。

従来、担保として使用できる暗号資産は

Ethereum（ETH）のみであったが、Multi

Collateral Dai（MCD）への移行に伴い、

Basic Attention Token（BAT）が担保資産と

して追加された。2022年8月31日時点では、

39種類の担保資産が用意されている。

https://defiexplore.com/stats

過去3年間の付加価値（サービス）の提供状況

として、サブネットの作成が挙げられる。サ

ブネット（サブネットワーク）とは、ブロッ

クチェーンの状態に関するコンセンサスを得

るために協働するバリデータの動的な集合体

である。公式エクスプローラーを確認する

と、2022年6月7日時点で22のサブネットが存

在することが確認できる。

参照先（Explorer）：

https://explorer.avax.network/

ファントークンプラットフォームアプリであ

るSociosにおいて、2018年9月に欧州サッカー

クラブのユベントスおよびパリ・サンジェル

マンのファントークンを発行した。その後も

複数のファントークンをプラットフォーム上

で発行・販売するとともに、過去のデータに

基づいてCHZのユーティリティおよび焼却計

画を更新したトークンエコノミクス2.0を発表

している。

安定してサービスが続いている

【発行状況】

発行者 ー あり あり あり あり SmartContract Chainlink Limited SEZC あり あり あり あり

発行主体の名称 プログラムによる自動発行 Ethereum Foundation Ripple Labs Inc. 株式会社オーバース Polygon technology SmartContract Chainlink Limited SEZC MakerDAO Ava Labs, Inc. HX Entertainment Ltd. TRON Foundation Limited



発行主体の所在地 − スイス連邦ツーク州 San Francisco, California, U.S.
東京都千代田区麹町二丁目5番1号 半蔵門

PREX South

インド（Suite 157, 2nd A Cross Indiranagar

Double Road Bangalore, Karnataka

560071）

ケイマン諸島（Strathvale House, 90 North

Church Street, George Town, KY1-1102,

Grand Cayman, Cayman Islands）

参照元1:https://chain.link/terms(2022年1月

19日)

参照先2：

https://uspto.report/company/Smartcontrac

t-Chainlink-L-T-D-Sezc（2022年1月19日）

−
263 South 4th Street Suite 110497 Brooklyn,

NY 11211 United States

14 East, Sliema Road, Gzira

GZR 1639, Malta
シンガポール

発行主体の属性等 − 次世代の分散型アプリケーションの開発 ソフトウェア開発 民間企業 営利企業 民間企業 DAO 民間企業 営利企業 非営利団体

発行主体概要
不特定の保有・移転管理台帳記録者による発

行プログラムの集団・共有管理

不特定の保有・移転管理台帳記録者による発

行プログラムの集団・共有管理
Ripple Labs Inc.（https://ripple.com/）

新規女性アイドルグループに関する企画及び

運営を目的として設立された。従来のアイド

ルグループの企画および運営の方法にとらわ

れず、ブロックチェーン技術を最大限に活用

したエンターテイメントの可能性を追求しな

がらアイドルグループの育成やマネジメント

を行う。特にNFT（ノンファンジブルトーク

ン）やメタバースなどを活用しながらアイド

ル活動領域の拡大を図り、従来の活動の枠を

超えたアイドル像を追及することにより、

Web3.0を活用しつつ日本のアイドル文化を世

界中に発信していくことを目標としている。

Polygon technologyはPolygonによって

Ethereumをあらゆる人が利用できる環境を構

築することと、地球全体の炭素排出量を減少

させる事を目的とする。

SmartContract Chainlink Limited SEZCは、外

部のデータソースとパブリックブロック

チェーンのブリッジを担うオラクルの提供を

目的に設立された。同社は、スマートコント

ラクトが外部データを取得する際に、その正

確性がデータの供給元の信頼に依存するとい

う「オラクル問題」を分散型のオラクルネッ

トワークであるChainlinkの構築によって解決

することを目指しており、また、同社は

Chainlinkの開発のため、2017年9月にICOを実

施し、約3,200万ドルの資金調達を実施してい

る。

参照先：

https://messari.io/asset/chainlink/profile

（2020年12月2日）

MakerDAOはMakerプロトコルの長期的な安

全性および持続可能性の確保、プロトコルの

分散化を目的とし、旧Maker Foundation及び

Maker Ecosystem Growth Foundation

（MEGF）よりその目的を継承された組織であ

る。

発行主体であるAva Labsは、パブリックブ

ロックチェーンプロジェクトとして、スマー

トコントラクトを使用した分散ネットワーク

によって「金融のインターネットの構築」を

実現することを目的とした米国ニューヨーク

に拠点を置く民間企業である。

発行主体であるHX Entertainment Ltd.は、

ファントークンエコノミーを実現するアプリ

Sociosの運営に用いられるブロックチェーン

プラットフォームChilizを提供し、プラット

フォームにおける通貨としてCHZを発行して

いる。

プログラムの開発及びネットワークの維持を

目的としている団体

発行通貨の信用力に関する説明

多数の記録者による多数決をもって移転記録

が認証される仕組み

ブロックチェーンによる保有・移転管理台帳

による記録管理と重層化した暗号化技術によ

る記録の保全能力

保有・移転管理台帳の公開

暗号化技術による保有者個人情報の秘匿性

・Ethereumネットワークにおける総ステーク

量の2/3以上のバリデーターによる承認によっ

て移転記録が認証される仕組み。

 ・Ethereumブロックチェーンによる保有・移

転管理台帳による記録管理と重層化した暗号

化技術による記録の保全能力

 ・保有・移転管理台帳の公開

XRPはオープンなネットワーク上で固有のコ

ンセンサスアルゴリズムによって取引が承認

され、暗号化技術による堅牢なセキュリティ

構造を有する。取引が承認されるためには80%

以上の認証済み法人バリデーターが合意をす

る必要があり、承認された取引はグローバル

に共有されたパブリックな台帳に記録され、

改ざん不可能となる。

XRPは国際送金の法人向けユースケースをサ

ポートする機能を有したデジタルアセットで

あり、銀行によって直接保管され使用される

実証試験が行われた唯一の独立型暗号資産で

ある。

XRPはネットワーク開始以降2900万回台帳が

更新されており、2016年には一度もダウンタ

イムは発生しておらず、強固なネットワーク

により支えられている。

NIDTはERC20の規格に基づいて発行されてお

りプロトコル部分に関しては技術的に安定し

ている。また、コードレビューを行っている

ため信用力は担保されている。

・多数の記録者による多数決をもって移転記

録が認証される仕組み

・ブロックチェーンによる保有・移転管理台

帳による記録管理と重層化した暗号化技術に

よる記録の保全能力

・保有・移転管理台帳の公開

・暗号化技術による保有者個人情報の秘匿性

・Ethereumネットワークにおける総ステーク

量の2/3以上のバリデーターによる承認によっ

て移転記録が認証される仕組み。

 ・Ethereumブロックチェーンによる保有・移

転管理台帳による記録管理と重層化した暗号

化技術による記録の保全能力

 ・保有・移転管理台帳の公開

・Ethereumネットワークにおける総ステーク

量の2/3以上のバリデーターによる承認によっ

て移転記録が認証される仕組み。

 ・Ethereumブロックチェーンによる保有・移

転管理台帳による記録管理と重層化した暗号

化技術による記録の保全能力

 ・保有・移転管理台帳の公開

AVAXの通貨としての信用力は、ネットワーク

に参加する記録者によって分散的に維持され

ている。2021年4月18日時点では、AVAXが発

行されているアバランチブロックチェーン

は、アバランチコンセンサスと呼ばれるコン

センサスアルゴリズムによって悪意あるノー

ドの選出を防止している。

・Ethereumネットワークにおける総ステーク

量の2/3以上のバリデーターによる承認によっ

て移転記録が認証される仕組み。

 ・Ethereumブロックチェーンによる保有・移

転管理台帳による記録管理と重層化した暗号

化技術による記録の保全能力

 ・保有・移転管理台帳の公開

投票によって選出された27のSRによって、移

転記録が認証される仕組みである。

ブロックチェーンによる保有・移転管理台帳

による記録管理と重層化した暗号化技術によ

る記録の保全能力

保有・移転管理台帳の公開

暗号化技術による保有者個人情報の秘匿性

発行方法

分散型の価値保有・価値移転の台帳データ維

持のための、暗号計算および価値記録を行う

記録者への対価・代償として発行される暗号

資産

初期発行と、分散型の価値保有・価値移転の

台帳データ維持のための、暗号計算および価

値記録を行う記録者への対価・代償としてプ

ログラムにより自動発行

2012年のネットワーク発足時に全て発行済み

Ethereumブロックチェーン上のERC20トーク

ンとして、2022年11月28日

1,000,000,000NIDTが発行された。

2019年のIEO、及びプログラムによる自動発行

LINKはERC677トークンとして、2017年9月

19日のICO時点で1,000,000,000LINKが

Ethereumブロックチェーン上で全量発行され

た。

参照先：

https://messari.io/asset/chainlink/profile

（2020年12月2日）

参照先：

https://coinmarketcap.com/currencies/chain

link/（2020年12月2日）

Ethereumブロックチェーン上で自動発行。

AVAXの発行上限は720,000,000AVAXと決まっ

ており、2020年9月21日のメインネットロー

ンチ時に半数である360,000,000AVAXが発行

された。残りの半数はステーキング報酬とし

てホワイトペーパーの供給関数に沿って発行

される。

ERC20トークンとして、8,888,888,888 CHZが

Ethereumブロックチェーン上で全量発行さ

た。

初期発行と、分散型の価値保有・価値移転の

台帳データ維持のための、暗号計算および価

値記録を行う記録者への対価・代償としてプ

ログラムにより自動発行。

発行可能数 20,999,999.9769 BTC 未定 100,000,000,000 XRP 1,000,000,000NIDT 10,000,000,000 MATIC 1,000,000,000 LINK 1,005,577MKR 720,000,000 AVAX 8,888,888,888 CHZ 上限なし

発行可能数の変更可否 可 不可 不可（全量発行済みのため追加発行無し） 不可 不可 不可 可 不可 不可 可

変更方法 発行プログラムの変更 −

Ripple Consensus LedgerのP2Pサーバー向け

ソフトウェアであるrippledのプログラム変更

（現時点では発行するプログラム自体が存在

しないので、新規に作成する必要がある）

− − − 債務オークションの実施 − −

TRONACAN上でSRが発行可能数の変更を提案

し、その提案に対して2/3以上のSRの同意を

得られた場合に発行可能数が変更される。

変更の制約条件

分散型保有・移転管理台帳の記録者の95％以

上の同意及び記録者によるプログラム修正の

実施

−

・80％以上のバリデーターが合意しなければ

ならない

・合意後に、プログラムの修正を実施する必

要がある

− − - - − −
SRの2/3以上の賛成を得ることが必要とな

る。

発行済み数量

19,135,293 BTC

（データ取得元）

https://www.blockchain.com/explorer/asset

s/BTC

122165313.69 ETH 100,000,000,000 XRP 1,000,000,000NIDT 10,000,000,000 MATIC 1,000,000,000 LINK 1,005,577 MKR

404,229,626 AVAX（2022年6月7日現在）

参考：

https://coinmarketcap.com/ja/currencies/av

alanche/

8,888,888,888 CHZ 101,641,814,189 TRX

今後の発行予定または発行条件

・1ブロックを更新するごとに6.25BTCを新規

発行している

・210,000ブロックの更新を終えるごとに1ブ

ロック更新による新規発行数が半減する仕組

みとなっている

・2022年8月29日15:25時点でのブロック

数:751,644個

 （データ取得元）

https://www.blockchain.com/explorerおよそ

10分に1ブロックを更新しており、日本時間

2020年5月12日に半減期を迎え1ブロック更新

当たり新規発行数が12.5BTCから6.25BTCと

なっている。

・現行は平均13.3秒につき1ブロックを生成、

1ブロックあたりの報酬2ETH+トランザクショ

ン手数料

・Ethereum 2.0に移行完了後は、PoWによる

マイニングは廃止（ただし、並行して新旧２

つのチェーンが当面稼働の予定）

・代わって、PoSによるステーキング報酬へと

移行し、およそ年率0.5%程度のインフレ率で

発行される

・2012年に全て発行されており、今後の発行

予定は無い

・発行済のXRPの約62%（2017年9月時点）を

Ripple Labs Inc.が保有し、市場に分配してい

る。約37%はすでに市場に流通している

なし − なし

経済的要因等により担保レベルが急激に低下

し、担保オークションでも未払いのDAIを全て

返済できない場合、債務オークションが実行

される。

ステーキング報酬としてホワイトペーパーの

供給関数に沿って発行される。
なし

候補者報酬：127候補者は6時間ごとに1度選出

され、115,200TRXが各候補者が投票された投

票数に応じて報酬として分配される際に発行

される。

SR報酬：3秒ごとに１つのブロックを生成した

際の報酬分（32TRX）として支払われる際に

発行される。



過去３年間の発行状況

保有・移転管理台帳の管理者に対し、以下の

数量を発行

2019年1月1日〜2019年12月31日　677,888

BTC

2020年1月1日〜2020年12月31日　453,631

BTC

2021年1月1日〜2021年12月31日　329,325

BTC

（データ取得元）

https://www.blockchain.com/

・約15秒に一回のマイニング報酬としてETH

が支払われる

・2015年7月の稼働時は5ETHであったが、

2017年10月のハードフォークで3ETHに減少

し、2019年1月のハードフォークで2ETHへと

減少した

・2020年1月時点では発行済量が105,867,881

あり、2022年6月24日時点では121,242,512へ

増えた

ー（2012年に全て発行済） 2022年11月28日に全量発行済み

MATICの発行状況は以下のURLより確認でき

る

https://messari.io/asset/polygon/profile/su

pply-schedule

2017年9月19日に全量発行済み

参照先：

https://messari.io/asset/chainlink/profile

2020年3月12日から13日、担保オークション

による債務が約540万DAIを超える事態が発

生。Makerプロトコルのシステム設計に従っ

て、2020年3月29日に20,980MKRが新規発行

され、債務オークションにかけられ、530万の

DAIが調達された。

参照先：https://blog.makerdao.com/ja/2020

年3月1213日の市場崩壊について-makerdaoが

受けた影響/

2020年9月21日のメインネットローンチ時に

半数である360,000,000AVAXが発行された。

その後はステーキング報酬としてホワイト

ペーパーの供給関数に沿って発行されてい

る。

2018年10月26日に全量発行済み。 1,641,814,189 TRX

過去３年間の発行理由

分散型の価値保有・価値移転の台帳データ維

持のための、暗号計算および価値記録を行う

記録者への対価・代償として発行

・約15秒に一回のマイニング報酬としてETH

が支払われる

・2015年7月の稼働時は5ETHであったが、

2017年10月のハードフォークで3ETHに減少

し、2019年1月のハードフォークで2ETHへと

減少した

・2020年1月時点では発行済量が105,867,881

あり、2022年8月30日時点では123,165,313へ

増えた

ー 資金調達

2019年4月のIEOにより最大供給量の19%に当

たる1,900,000,000 MATICが発行。

その後、ステーキング報酬、エコシステム、

財団、アドバイザー、開発チーム、個人投資

家向けにプログラムによる自動発行が行われ

た。

ICOによる資金調達を目的として発行 債務オークションによる発行

トークンセールによる資金調達及び健全なプ

ラットフォームを維持することを目的として

発行している。

取引承認等によるマイニング設計が行われて

いないため、設計上の最大発行数を全てプロ

ジェクト開始時に発行し、分配を行なった。

分散型の価値保有・価値移転の台帳データ維

持のための、暗号計算および価値記録を行う

記録者への対価・代償として発行。

過去３年間の償却状況 ー なし

2018年5月28日の99,992,075,649から2022年8

月30日までに2,756,728が消滅され、

99,989,318,921となった。

なし

Polygon PoS Chainの利用料としてMATICが

バーンされる。

なお、MATICの償却状況は以下のURLから確

認できる。

https://burn.polygon.technology/

なし

2022年8月31日時点で22,368.96MKRが焼却さ

れている。

なお、以下のURLより焼却状況を確認でき

る。

https://makerburn.com/

2022年6月7日時点で、1,814,188AVAXの償却

を確認することができる。

参考：https://burnedavax.com/

約65,406,454CHZが償却された。

以下のURLにて確認が可能

https://etherscan.io/token/0x3506424f91fd

33084466f402d5d97f05f8e3b4af?a=0x00000

0000000000000000000000000000000dead

2018年6月25日に1,000,000,000TRXを償却

過去３年間の償却理由 − −

ネットワークを攻撃者から守るためのメカニ

ズムとして手数料を課し、その手数料分の

XRPを消滅させる

−
主にインフレーション対策として年間で総供

給の0.27%を焼却する。
-

余剰オークションによって、Vaultから徴収し

たStability FeesによってDAIが生成される。

Stability Feesによる純余剰金が一定の限度に

達すると、余剰金としてのDAIはオークション

にかけられMKRで落札される。その後、落札

に使用されたMKRは焼却された。

トランザクション手数料の償却
CHZの循環供給量を減らし価値の安定化を図

るため焼却が実施された。
需給を改善して通貨の価値を高めるため

発行者の行う発行業務に対する監査の有無 なし なし なし あり − あり あり あり なし なし

監査を実施する者の氏名又は名称 − − ー TECHFUND PTE.LTD.
CertiK

https://www.certik.com/

Beosin (Chengdu LianAn) Technology Co.

Ltd.
Trail of Bits（https://www.trailofbits.com/）

Beosin (Chengdu LianAn) Technology Co.

Ltd.
− −

直近時点で行われた監査年月日 − − ー 2022年7月26日
2021年4月19日

https://www.certik.com/projects/matic
2020年5月21日 2021年3月19日 2021年3月31日 − −

直近時点における監査結果 − − ー コントラクトに問題は確認されなかった
セキュリティに関する項目で致命的な問題が

一件発見されたが、解決済み。

Beosin（Chengdu LianAn）Technologyは、

コーディング規約、セキュリティ、ビジネス

ロジックなどの側面からスマートコントラク

トの監査を行った結果、Chainlinkのコントラ

クトに問題がないことが確認できた。

参照先：BEOSIN スマートコントラクトセ

キュリティ調査報告書（2020年12月2日）

中度のセキュリティに関する問題は確認され

ているものの、重度の問題は確認されなかっ

た。

参照先：

https://security.makerdao.com/liquidations-

2.0

Beosin（Chengdu LianAn）Technologyによる

監査により、2021年3月31日時点でAVAXのコ

ントラクトに問題がないことが確認できた。

− −

【価値移転記録台帳に係る技術】

ブロックチェーン技術の利用の有無 あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり

ブロックチェーンの形式 パブリック型 パブリック型

パブリック型台帳（「ブロック」の代わりに

その時点での全ての情報を含む「台帳」（ス

ナップショット）が公開される）

パブリック型 パブリック型 パブリック型 パブリック型ブロックチェーン パブリック型 パブリック型 パブリック型

ブロックチェーン技術を利用しない場合に

は、その名称
− − ー − − − - - − −

利用するブロックチェーン技術以外の技術の

内容
− − ー − なし − - - − なし

価値移転認証の仕組み

・台帳形式

・価値移転認証を求める暗号データを記録者

が解読し、利用者および移転内容の真正性を

確認して価値移転記録台帳の記録を確定す

る。

台帳形式。価値移転認証を求める暗号データ

を記録者が解読し、利用者および移転内容の

真正性を確認して価値移転記録台帳の記録を

確定する。

・独自のコンセンサスアルゴリズムに基づく

・3〜5秒ごとにバリデーターが台帳における

新たな取引について投票を行い、80％以上の

合意を得た取引が承認されたとみなされ、パ

ブリックな台帳に記録される

台帳形式である。価値移転認証を求める暗号

データを記録者が解読し、利用者及び移転内

容の真正性を確認した後に、価値移転記録台

帳の記録を確定する。

MATIC（ERC20）及びHeimdallレイヤー共に

台帳形式。ネットワークへの貢献について一

定要件を満たした記録者が、利用者および移

転内容の真正性を確認して価値移転記録台帳

の記録を確定する。

LINKは、Ethereumブロックチェーン上に発行

されているERC677トークンである為、価値移

転認証の仕組みは、Ethereumが採用している

PoWに依存する。PoWでは、送信者によって

署名が行われたトランザクションを記録者が

受け取り、記録者は、署名の正当性や、トラ

ンザクションデータに問題がないかのチェッ

クを行い、ブロックに格納される。その後、

インセンティブを目的とした記録者によって

ブロックチェーンへの記録が行われる。

台帳形式。価値移転認証を求める暗号データ

を記録者が解読し、利用者および移転内容の

真正性を確認して価値移転記録台帳の記録を

確定。

価値移転認証の仕組みにアバランチコンセン

サス及びPoSを採用している。アバランチコン

センサス及びPoSでは記録者が価値移転認証を

引き受け、その価値移転を承認するかどうか

を投票し、それ以外は却下する。その後、

ネットワークの他の各ノードは同じプロセス

を経て、その決定が正しいかどうかを判断す

る。ネットワーク全体で合意の可能性が高い

ことが確認されると、ノードは投票をロック

して価値移転を最終的なものとして受け入

れ、価値移転記録台帳の記録を確定する。

台帳形式。価値移転認証を求める暗号データ

を記録者が解読し、利用者および移転内容の

真正性を確認して価値移転記録台帳の記録を

確定する。

利用者および移転内容の真正性を確認して価

値移転記録台帳の記録を確定する。

価値記録公開／非公開の別 公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開

保有者個人データの秘匿性の有無 あり あり あり あり あり なし あり あり あり あり

秘匿化の方法 公開鍵と秘密鍵による暗号化 公開鍵と秘密鍵による暗号化 公開鍵と秘密鍵による暗号化 公開鍵及び秘密鍵による暗号化 公開鍵と秘密鍵による暗号化 公開鍵と秘密鍵による暗号化 公開鍵と秘密鍵による暗号化 公開鍵と秘密鍵による暗号化 公開鍵と秘密鍵による暗号化 公開鍵と秘密鍵による暗号化



価値移転ネットワークの信頼性に関する説明

オープンソース・ネットワークの脆弱性に対

し、暗号により連鎖する台帳群（ブロック

チェーン）を用い、難易度の高い作業証明の

蓄積されたチェーンが選択されることが

Bitcoinのコンセンサスアルゴリズムによって

規定されており、データ改竄の動機を排除

し、信頼性を確保している。

オープンネットワークの脆弱性に対し、暗号

により連鎖する台帳群（ブロックチェ−ン）

および記録者による多数決をもって移転記録

が認証される仕組みを用い、多数の記録者の

ネットワークへの参加を得ることによって、

データ改竄の動機を排除し、信頼性を確保す

る。

・健全なネットワークを保全する動機を有す

る認証済法人バリデーターによって取引が承

認される仕組みを有している

・ネットワークの攻撃に対して自動的に取引

手数料が釣り上がる仕組みを有しており、攻

撃を未然に防ぐことができる

オープンネットワークの脆弱性に対し、暗号

化により連鎖する台帳群であるブロック

チェーンと記録者による多数決により移転記

録が認証される仕組みを用い、多数の記録者

のネットワークへの参加を得ることによっ

て、データ改ざんの動機を排除し信頼性を確

保する。

オープンネットワークの脆弱性に対し、暗号

により連鎖する台帳群（ブロックチェ−ン）

および記録者による多数決をもって移転記録

が認証される仕組みを用い、多数の記録者の

ネットワークへの参加を得ることによって、

データ改竄の動機を排除し、信頼性を確保す

る。

LINKは、Ethereumブロックチェーン上に発行

されているERC677トークンである為、価値移

転ネットワークの信頼性は、Ethereumに依存

する。

2022年8月26日時点で、Ethereumの記録者は

約10,132ノード確認することができ、各国に

広く分散していることが確認できる。価値移

転ネットワークは分散性が高い程に可用性が

高まり、インセンティブ設計に基づいた合理

的な判断が行われる可能性が高いと判断でき

る。

参照先：https://etherscan.io/nodetracker

（2022年8月26日）

オープンネットワークの脆弱性に対し、暗号

により連鎖する台帳群（ブロックチェ−ン）

および記録者による多数決をもって移転記録

が認証される仕組みを用い、多数の記録者の

ネットワークへの参加を得ることによって、

データ改竄の動機を排除し、信頼性を確保す

る。

AVAXの価値移転記録の信頼性は、アバランチ

コンセンサス及びPoSというコンセンサスアル

ゴリズムに依存する。アバランチコンセンサ

スはクラシカルコンセンサスの利点（速度、

規模、迅速なファイナリティ、エネルギー効

率）とナカモトコンセンサスの利点（堅牢

性、分散化）を兼ね備えたプロトコルとなっ

ている。アバランチコンセンサスもナカモト

コンセンサスと同様の確率論的アプローチを

取るが、2万年に2度は覆される可能性がある

という非常に低い確率に設定されている。ま

た、ステーキングの仕組みの導入によって、

悪意ある攻撃の経済合理性を低下させるよう

に設計が行われている。

オープンネットワークの脆弱性に対し、暗号

により連鎖する台帳群（ブロックチェ−ン）

および記録者による多数決をもって移転記録

が認証される仕組みを用い、多数の記録者の

ネットワークへの参加を得ることによって、

データ改竄の動機を排除し、信頼性を確保す

る。

TRONにおけるトランザクションの記録は、

DPoS（Delegated Proof of Stake）と呼ばれ

るコンセンサスメカニズムを通じて行われ

る。SR（ブロック生成者）が持ち回り（ラウ

ンドロビン）でブロック生成を行うが、この

SRの選出に際しては、ユーザーがTRXをロッ

クすることで投票権を獲得し、その投票によ

り選出される。得票数の上位27アカウントが

SRとなる。SRは6時間毎に選挙で選ばれるこ

とから、自浄作用により不安定なSRは排除さ

れる仕組みとなっている。このことから、セ

キュリティ耐性があると考えられる。理論

上、27アカウントのSRのうち19が正常に振る

舞えば改竄耐性を持つと考えられる。

【価値移転の記録者】

記録者の数

不定だが主なPoolとそのシェアに関しては以

下を参照

https://www.blockchain.com/charts/pools

Ethererumに依存する。

2022年9月16日時点で427,392のアクティブバ

リデーターが存在する。

137のバリデーター（検証者）ノード（2022

年8月時点）

注：他のパブリックブロックチェーンにも言

えるように、ノードは情報の共有を拒否する

ことも可能であるため、上記の数字はRipple

Labs Inc.が把握している部分の数字のみを示

している

https://livenet.xrpl.org/network/validators

Ethererumに依存する。

2023年2月27日時点で528,214のアクティブバ

リデーターが存在する。

Ethereum:7805

参照先：https://etherscan.io/nodetracker

（2022年11月18日現在）

Polygon PoS:100

https://wallet.polygon.technology/staking/

（2022年11月18日現在）

Ethererumに依存する。

2022年9月16日時点で427,392のアクティブバ

リデーターが存在する。

Ethererumに依存する。

2022年9月16日時点で427,392のアクティブバ

リデーターが存在する。

AVAXが発行されているアバランチブロック

チェーン上の記録者は、2022年6月7日時点で

1,409であることが確認できる。

参照先：https://avascan.info/

Ethererumに依存する。

2022年9月16日時点で427,392のアクティブバ

リデーターが存在する。

ステークホルダーから支持された上位27アカ

ウントが記録者（SR）となる。

https://tronscan.org/#/sr/representatives

記録者の分布状況

2022年8月現在のHashrate上位3カ国は、米国

約38%、中国約21%、カザフスタン約13%

https://ccaf.io/cbeci/mining_map

Ethererumに依存する。

2022年9月16日時点では主に米国

（46.86%）、ドイツ（18.84%）に存在する。

世界中に分散

Ethererumに依存する。

2023年2月27日時点では主に米国（54.4%）、

ドイツ（16.7%）に存在する。

不特定

Ethererumに依存する。

2022年9月16日時点では主に米国

（46.86%）、ドイツ（18.84%）に存在する。

Ethererumに依存する。

2022年9月16日時点では主に米国

（46.86%）、ドイツ（18.84%）に存在する。

記録者の主な分布状況は、2022年6月7日時点

で米国43.5%、ドイツ27.6%、イギリス3%、シ

ンガポール3%であることが確認できる。

参照先：https://avascan.info/

Ethererumに依存する。

2022年9月16日時点では主に米国

（46.86%）、ドイツ（18.84%）に存在する。

不特定

記録者の主な属性 誰でも自由に記録者になることができる。

Ethereumに依存する。

Ethereumでは32ETH以上をステーキングする

ことで記録者になることができる。

誰でも自由に記録者になることができるが、

信頼されているバリデーターの投票だけが投

票プロセスにおいて考慮される

Ethereumに依存する。

Ethereumでは32ETH以上をステーキングする

ことで記録者になることができる。

Ethereum:誰でも自由に記録者になることがで

きる。

Polygon PoS:空いているバリデータースロッ

トがある場合、誰でもバリデーターになるこ

とが可能。定期的にバリデーターオークショ

ンが開催され、現在のバリデーターよりも多

くのMATICをEthereumメインネットにステー

キングすることでバリデーターになる事がで

きる。

Ethereumに依存する。

Ethereumでは32ETH以上をステーキングする

ことで記録者になることができる。

Ethereumに依存する。

Ethereumでは32ETH以上をステーキングする

ことで記録者になることができる。

記録者について確認をした結果、ハードウェ

アを含む必要な要件を満たすことで誰でも記

録者としてネットワークに参加することがで

きる。しかし、記録者の特定は困難であると

いえる。

Ethereumに依存する。

Ethereumでは32ETH以上をステーキングする

ことで記録者になることができる。

不特定、誰でも一定の要件を満たすことで記

録者になることができる。

記録の修正方法
記録者が合意し、各記録者が保管する台帳の

修正を自ら行う。

記録者が合意し、各記録者が保管する台帳の

修正を自ら行う。

・取引が一旦記録されると、取引は変更する

ことができない

・承認された送金はキャンセルすることがで

きないので、その送金を無効とするためには

反対の取引を別途行う必要がある

記録者が合意し、各記録者が保管する台帳の

修正を自ら行う。

Ethereum:記録者が合意し、各記録者が保管す

る台帳の修正を自ら行う。

Polygon PoS:基本的にトランザクションが承

認されると修正を行うことはできない。

記録者が合意し、各記録者が保管する台帳の

修正を自ら行う

記録者が合意し、各記録者が保管する台帳の

修正を自ら行う

ロールバックなどの記録の修正方法について

調査を行ったが、該当する機能を見つけるこ

とはできなかった。

記録者が合意し、各記録者が保管する台帳の

修正を自ら行う。

記録者が合意し、各記録者が保管する台帳の

修正を自ら行う。

記録者の信用力に関する説明

記録者による多数の合意がなければ不正が成

立せず、記録者が十分に多数であることに

よって、個々の記録者の信用力に頼らず、記

録保持の仕組みそのものを信用の基礎として

いる。

Ethereumのバリデーターとして参加するため

には32ETH以上のステーキングが必要である

こと、悪意のあるバリデーターに対してス

テーキングするETHが没収されるスラッシュ

と呼ばれる仕組みの存在から、悪意のある攻

撃の動機を排除することで信頼を確保する。

・パブリックな台帳ネットワークを保持する

動機がある、確認・証明済みの法人がバリ

データー（検証者）になっている。

・そのうち、トップのバリデーター運用のパ

フォーマンスを示した複数のバリデーターの

みがUnique Node List （UNL）という推奨リ

ストに追加され、ネットワークのノードに

よって参照されるため個々の記録者の信用は

必要としない仕組みになっている。

Ethereumのバリデーターとして参加するため

には32ETH以上のステーキングが必要である

こと、悪意のあるバリデーターに対してス

テーキングするETHが没収されるスラッシュ

と呼ばれる仕組みの存在から、悪意のある攻

撃の動機を排除することで信頼を確保する。

Ethrereum:記録者による多数の合意がなけれ

ば不正が成立せず、記録者が十分に多数であ

ることによって、個々の記録者の信用力に頼

らず、記録保持の仕組みそのものを信用の基

礎としている。

Polygon PoS:バリデーターの2/3+1以上が共

同不正をしなければ取引記録の改ざんは出来

ない仕組みとなっている。バリデーターとし

て記録に参加するためにはオークション形式

によってMATICトークンをステーキングする

必要があり、かつ不正を行う事でロックして

いるMATICが没収されるスラッシュと呼ばれ

る仕組みによってバリデーターの信用を保

つ。

Ethereumのバリデーターとして参加するため

には32ETH以上のステーキングが必要である

こと、悪意のあるバリデーターに対してス

テーキングするETHが没収されるスラッシュ

と呼ばれる仕組みの存在から、悪意のある攻

撃の動機を排除することで信頼を確保する。

Ethereumのバリデーターとして参加するため

には32ETH以上のステーキングが必要である

こと、悪意のあるバリデーターに対してス

テーキングするETHが没収されるスラッシュ

と呼ばれる仕組みの存在から、悪意のある攻

撃の動機を排除することで信頼を確保する。

アバランチブロックチェーンにおいて、記録

者には誰にでもなることができ、広く分散し

ている為、ネットワークに参加する個々の信

用力ではなく全体の信用力を記述する。記録

者の一部が結託をして悪意ある判断をする可

能性は否定できないが、記録者として活動す

るためには担保としてAVAXのステーキングが

必要であり、攻撃することによって生じる損

失を攻撃者が被ることになる。これによって

記録者が悪意ある判断を行う合理的なインセ

ンティブが発生しないように設計が行われて

いる。

Ethereumのバリデーターとして参加するため

には32ETH以上のステーキングが必要である

こと、悪意のあるバリデーターに対してス

テーキングするETHが没収されるスラッシュ

と呼ばれる仕組みの存在から、悪意のある攻

撃の動機を排除することで信頼を確保する。

記録者の2/3以上が共同不正をしなければ取引

記録の改竄は出来ない仕組みとなっている。

記録者は6時間毎に選挙で選ばれることから、

万が一不適切な記録者が出現しても自浄作用

が機能する仕組みとなっている。

価値移転の管理状況に対する監査の有無 ー なし なし なし − なし なし あり なし なし

監査を実施する者の氏名又は名称 − − ー − − ー -
Beosin (Chengdu LianAn) Technology Co.

Ltd.
− −

直近時点で行われた監査年月日 − − ー − − ー - 2021年3月31日 − −

その監査結果 − − ー − − ー -

Beosin（Chengdu LianAn）Technologyによる

監査により、2021年3月31日時点でAVAXのコ

ントラクトに問題がないことが確認できた。

− −

（統括者に関する情報） − - − −

記録者の統括者の有無 ー なし なし なし − なし なし なし なし なし

統括者の名称 − − ー − − ー - - − −

統括者の所在地 − − ー − − ー - - − −

統括者の属性 − − ー − − ー - - − −



統括者の概要 − − ー − − ー - - − −

【暗号資産に内在するリスク】

価値移転ネットワークの脆弱性に関する特記

事項

多数の記録者が結託し、あるいは既存の記録

者が有する処理能力合計よりも強力な能力を

用いることによって、記録台帳を改竄するこ

とができる脆弱性があり、51%攻撃とも呼ばれ

る。

Ethereumに依存する。

ETHの総ステーク量の1/3以上を悪意のバリ

データーが占有することでネットワークの妨

害が可能であるが、実現可能性は極めて低

い。

・信頼するバリデーターが意に反して結託し

た場合、台帳とデータは改ざんされる可能性

がある。

・また、暗号資産の移転等を支えるコミュニ

ティの崩壊等により、暗号資産の移転が不可

能となる可能性及びその他の理由等に起因

し、最悪の場合は、暗号資産の価値がゼロと

なる可能性がある。

Ethereumに依存する。

ETHの総ステーク量の1/3以上を悪意のバリ

データーが占有することでネットワークの妨

害が可能であるが、実現可能性は極めて低

い。

Ethreum:メインネットワーク上で多数の記録

者が結託することで記録台帳を改竄すること

ができる。

Polygon PoS:バリデーターが結託して1/3以上

の投票力を獲得した場合、妨害することが可

能。しかし、悪意のあるバリデーターに対し

てはロックされたMATICの没収が行われる。

よって、攻撃前には莫大な資金が必要である

と共に、攻撃時にはその資金が失われるた

め、経済的メリットが低い。

Ethereumに依存する。

ETHの総ステーク量の1/3以上を悪意のバリ

データーが占有することでネットワークの妨

害が可能であるが、実現可能性は極めて低

い。

Ethereumに依存する。

ETHの総ステーク量の1/3以上を悪意のバリ

データーが占有することでネットワークの妨

害が可能であるが、実現可能性は極めて低

い。

価値移転ネットワークはアバランチブロック

チェーンが採用しているコンセンサスアルゴ

リズムであるアバランチコンセンサス及びPoS

に依存する。BEOSIN社による監査の結果、

AVAXの価値移転に関して脆弱性は見つけるこ

とができなかった。

Ethereumに依存する。

ETHの総ステーク量の1/3以上を悪意のバリ

データーが占有することでネットワークの妨

害が可能であるが、実現可能性は極めて低

い。

記録者（SR）の2/3が結託して共同不正を行

うと、記録台帳及びプログラムを改竄される

おそれがある。

保有情報暗号化技術の脆弱性に関する特記事

項
−

第三者に秘密鍵を知られた場合には、利用者

になりすまして送付指示を行うことができ

る。

・第三者に秘密鍵を知られた場合には、利用

者になりすまして送付指示を行うことができ

る。

・Ripple Consensus Ledgerは「Multisign」と

いう機能を有しており、取引を承認する際に

複数の秘密鍵を使用することによって、１つ

の秘密鍵が盗まれても損失を被らないような

堅牢なセキュリティ構造を提供している。

− −

LINKは、Ethereumブロックチェーン上に発行

されているERC677トークンである為、保有情

報暗号化技術はEthereumに依存する。仮想通

貨の保有情報はSHA256によって予測困難な擬

似乱数関数として設計されており、第三者に

よる特定は極めて困難であると考えられる

が、保有情報の証明に必要な秘密鍵の管理は

保有者に依存しており、第三者に秘密鍵自体

を知られた場合は、利用者になりすまして送

付指示を行うことができる。

参照先：

https://github.com/ethereum/wiki/wiki/%5B

Japanese%5D-White-Paper（2020年12月2

日）

参照先：

https://ethereum.github.io/yellowpaper/pap

er.pdf（2020年12月2日）

第三者に秘密鍵を知られた場合には、利用者

になりすまして送付指示を行うことができ

る。

AVAXが発行されているアバランチブロック

チェーンでは、楕円曲線暗号として

secp256k1を用いている。保有情報の証明に

必要な秘密鍵の管理は保有者に依存してお

り、第三者に秘密鍵自体を知られた場合は、

利用者になりすまして送付指示を行うことが

できる。

第三者に秘密鍵を知られた場合には、利用者

になりすまして送付指示を行うことができ

る。

第三者に秘密鍵を知られた場合には、利用者

になりすまして送付指示を行うことができ

る。

発行者の破たんによる価値喪失の可能性に関

する特記事項

BTC価格の下落（対法定通貨）等に起因した

マイナー撤退により、ハッシュパワーが低下

し、セキュリティ低下を招く可能性がある。

なし ー

発行者は、対象事業を推進している組織であ

るため、破綻により事業計画が遅延又は停止

した場合、発行体または新規暗号資産

（NIDT）のガバナンスや価値が毀損する可能

性がある。

ただし、発行済のトークン自体はブロック

チェーン上に流通しており、万一対象事業が

破綻した場合であっても、発行者に依存しな

い利用用途が付加されているため、NIDTの価

値が消滅する可能性は低いと考えられる。

Polygon Technology社が破綻した場合は当該

暗号資産の価格に影響を及ぼす可能性があ

る。

発行者が破綻した場合であっても基本的に

LINKはEthereumブロックチェーン上に残り正

常に稼働する。発行者が破綻した際の価格へ

の影響は、破綻時のプロジェクトの進捗具合

による。Chainlinkネットワークが機能しなけ

れば、LINKの用途も生まれないため、価格へ

の影響は大きいと考えられる。但し、

SmartContract Chainlink Limited SEZC社の

CEOであるSergey Nazarov氏がChainlink

Labs社(米国カリフォルニア州所在)にて開発

を主導するChainlinkネットワークは既に多数

のブロックチェーンプロジェクトに機能統合

がされており、世界最大規模の分散型オラク

ルネットワークにまで成長していることから

破綻が起きる可能性は低いと思われる。

可能性はゼロではないが、極めて低い。

AVAXの発行者であるAva Labsは、開発をリー

ドしている組織であるため、破綻により開発

が遅延又は停止した場合、価値が毀損する可

能性がある。ただし、AVAXの発行及び記録が

行われているアバランチブロックチェーンは

すでにリリースされ分散型の運用が行われて

いることから、発行者が破綻したとしても価

値が完全に消失する可能性は低いと考えられ

る。

ー なし

価値移転記録者の破たんによる価値喪失の可

能性に関する特記事項
− − ー なし

バリデーターの全てが同時に破綻した場合

は、価値移転の記録が停止し、価値が喪失す

る可能性がある。

LINKは、Ethereumブロックチェーン上に発行

されているERC677トークンである為、価値移

転記録者はEthereumに依存する。価値移転記

録者の全てが同時に破綻した場合は、価値移

転の記録が停止し、価値が喪失する可能性が

ある。ただし、ノードは各国に分散してお

り、全てが同時に破綻する可能性は極めて低

いと考えられる。また、ノード数は2022年8月

26日時点で全世界に約10,132存在しているた

め、価値移転記録者の一部が破綻した場合で

あっても、価値移転作業に影響はないと考え

られる。

参照先：https://etherscan.io/nodetracker

（2022年8月26日）

Ethereumと同様である。可能性はゼロではな

いが、極めて低い。

AVAXの価値移転記録者の全てが同時に破綻し

た場合は、価値移転の記録が停止し、価値が

喪失する可能性がある。ただし、ノードは分

散しており、全てが同時に破綻する可能性は

低いと考えられる。また、記録者は2022年6月

7日時点で1,409存在しているため、価値移転

記録者の一部が破綻した場合であっても、価

値移転作業に影響はないと考えられる。

ー なし



プログラムの不具合によるリスク等 に関する

特記事項

ブロックチェーン上にデプロイされたコント

ラクトコードに脆弱性があった場合に不正に

資産が盗み取られるリスクがある。

ブロックチェーン上にデプロイされたコント

ラクトコードに脆弱性があった場合に不正に

資産が盗み取られるリスクがある。

BEOSIN社によるAVAXのブロックチェーンの

監査の結果、AVAXのプログラムには既知の脆

弱性は見つからなかった。

2019年12月9日、攻撃者は40,000 MKRを使用

してガバナンスシステムから内部関数を呼び

出し、DAI発行に使用されているすべての担保

資産を盗み出すことができるような脆弱性に

ついて説明するブログ記事が公開された。対

策として、MKR保有者がガバナンスで緊急停

止を実行できるような機能が実装された。

参照先：

https://medium.com/coinmonks/how-to-

turn-20m-into-340m-in-15-seconds-

48d161a42311?

2020年10月26日、BProtocolはDeFiデリバ

ティブ・プラットフォームであるdYdXから、

フラッシュローンで、5万ETH（2,000万ドル

＝21億円相当）を借り、DeFiサービス最大手

のAAVEに預け、700万ドル分にあたる1万

3,000 MKRトークンの借り入れを行った。

BProtocolは、この借り入れたMKRトークンを

ガバナンスにロックして投票プロセスをス

タートしたのち、ロックを解除し、AAVEと

dYdXに返済した。ガバナンスのセキュリティ

措置である12時間が経過した後、BProtocolの

投票は実行された。今回、BProtocolはコミュ

ニティに害を及ぼすことは意図しておらず、

「内部の技術的な議論の引き金になることを

目的としたもの」であったと述べている。し

かし、結果的にフラッシュローンを利用した

ガバナンス攻撃が可能であることを証明した

ことになった。MakerDAOは、緊急措置とし

て、Governance Security Module（GSM）の

一時停止時間を12時間から72時間に変更する

ことを決定した。

参照先：https://coinpost.jp/?p=194871

現時点ではプログラムが適正に機能し、所有

データの改竄、同一のBitcoinの異なる者との

取引、複数の所有者が同一のBitcoin を同時に

保有する状況などの不適切な状態に陥ること

を排除しているが、未検出のプログラムの脆

弱性やプログラム更新などにより新たに生じ

た脆弱性を利用し、データが改竄され、価値

移転の記録が異常な状態に陥る可能性があ

る。

ブロックチェーン上にデプロイされたコント

ラクトコードに脆弱性があった場合に不正に

資産が盗み取られるリスクがある。

・どのようなソフトウェアにも言えることだ

が、ソフトウェアの不具合が問題を引き起こ

す可能性は否定できないが、Ripple Labs Inc.

では新しいバージョンがアップデートされる

前に入念なQAを行っており不具合の可能性を

最小化している。

・Ripple Consensus Ledgerはこれまで2,900

万回、一度もフォークなどの大きな問題は経

験することなく台帳を更新している。

LINKには、過去に発生したプログラムの不具

合は存在しない。また、BEOSIN社が、

Ethereum上で発行されているLINKのスマート

コントラクトの監査を行った結果、LINKのス

マートコントラクトには既知の脆弱性は見つ

からなかった。

参照先：BEOSIN スマートコントラクトセ

キュリティ調査報告書（2020年12月2日）

PolygonのHeimdallレイヤーはEthereumのレ

イヤー2ブロックチェーンを使用しており、

Ethereumと定期的に通信する事でレイヤー1

のセキュリティと同様のセキュリティを継承

している。但し、レイヤー2プロジェクトは経

験が少なく、現時点では実験的である事から

リスクが顕在化する可能性がある。

NIDTは、Ethereumブロックチェーン上に発行

されるERC20トークンである為、プログラム

の不適合によるリスクはEthereumに依存す

る。リスクに関する特記事項として、スマー

トコントラクト等のプログラムに未知なる脆

弱性が発見された場合、NIDTにも影響する可

能性はある。しかし、Ethereumブロック

チェーンはオープンソースプロジェクトとし

て多くの開発者が関与しており、脆弱性が発

見された場合の対応能力は他のブロック

チェーンプロジェクトと比較して高いと評価

することができる。

参照先：https://github.com/ethereum

バリデーターの大多数のネットワーク接続が

失われた場合に接続が復活するまで価値移転

の記録が遅延する可能性がある。

万が一ブロックチェーンに分岐が生じた場合

は、当該取引はキャンセルされ移転の記録に

遅延が生じる可能性がある。また、不安定な

SR（記録者）が選ばれた場合、当該記録者を

通過する取引について遅延する可能性があ

る。ただし、記録者は6時間毎に選挙で選ばれ

ることから、万が一不安定な記録者が選ばれ

たとしても自浄作用が機能し遅延は解消され

る。

Ethereum上のトランザクションが過度に増大

すると台帳への記録がされにくくなり、最終

的に移転の記録が相当遅れるか、キャンセル

される場合がある

AVAXの移転記録の遅延可能性は、アバランチ

ブロックチェーンが採用しているコンセンサ

スアルゴリズムであるアバランチコンセンサ

ス及びDAGに依存する。アバランチコンセン

サス及びDAGを用いるアバランチブロック

チェーンにおいて、1秒当たりに処理可能なト

ランザクション数（TPS）は5000TPS以上と

されている。これを大きく上回るトランザク

ションが発生した場合、記録処理が追い付か

なくなり移転の記録が遅延する可能性があ

る。

LINKは、Ethereumブロックチェーン上に発行

されているERC677トークンである為、価値移

転記録はEthereumが採用しているPoWに依存

する。PoWは、1秒当たりに処理可能なトラン

ザクション数（TPS）が約15TPSとなってお

り、これを大きく上回るトランザクションが

発生した場合、記録処理が追い付かなくなり

移転の記録が遅延する。実際に、2017年末に

CryptoKittiesというアプリケーションがロー

ンチされた際にトランザクションが大量に発

生したために、移転記録の遅延が頻発した。

このようにEthereumは現状最も多くのユー

ザーが参加するネットワークの1つであり、ア

プリケーション数も多いことから遅延が発生

する可能性は他のネットワークよりも高いと

考えられるが、解決策としてEthereum2.0構想

の開発が進められており、コンセンサスアル

ゴリズムをProof of Stake（以下、PoS）へ移

行し、Sharding等の記録処理能力を高める

アップデートによって性能を向上させる為に

日々開発が進められていることが確認でき

る。また、2020年12月1日にはPhase 0がロー

ンチされている。

参照先：

https://www.bbc.com/news/technology-

42237162（2020年11月24日）

参照先：https://media.consensys.net/state-

of-ethereum-protocol-1-d3211dd0f6（2020

年11月24日）

参照先：

https://github.com/ethereum/eth2.0-specs

（2020年11月24日）

参照先：

https://blog.ethereum.org/2020/11/04/eth2

-quick-update-no-19/（2020年11月24日）

参照先：https://beaconscan.com/（2020年

12月2日）

Ethereum上のトランザクションが過度に増大

すると台帳への記録がされにくくなり、最終

的に移転の記録が相当遅れるか、キャンセル

される場合がある。

移転の記録が遅延する可能性に関する特記事

項

信頼されるバリデータの大多数のネットワー

ク接続が失われた場合、接続が復活するまで

価値移転の記録が遅延する可能性がある

また、信頼されるバリデーターが互換性のな

いソフトウェアのバージョンを使用した場

合、大多数のバリデーターが互換性のあるソ

フトウェアに移行するまで、または、非互換

のソフトウェアを使うバリデーターを投票プ

ロセスから除外するという設定をするまでは

価値移転の記録が遅延する可能性がある

Ethereum上のトランザクションが過度に増大

すると台帳への記録がされにくくなり、最終

的に移転の記録が相当遅れるか、キャンセル

される場合がある

マイニングに参加するマイナーが少ないもし

くは全くいなくなった場合、移転の記録が遅

延もしくは進行しない恐れがある。

イーサリアム・ブロックチェーン上のトラン

ザクションが過度に増大すると、台帳への記

帳がされにくくなり、結果として移転の記録

が遅延するか、キャンセルされる場合があ

る。



非互換性のアップデート(ハードフォーク）の

状況

Bitcoinのハードフォークは以下の通り

2017年8月1日 ビットコインキャッシュ

（BCH）

2017年10月24日　ビットコインゴールド

（BTG）

2017年11月24日　ビットコインダイヤモンド

（BCD）

2017年12月12日　スーパービットコイン

（SBTC）

2017年12月18日　ライトニングビットコイン

（LBTC）

2017年12月27日　ビットコインゴッド

（GOD）

（取得元）https://coinpedia.cc/bitcoin-hard-

fork

2016年7月 The DAOの攻撃によって盗まれた

DAOを取り戻すEthereum Classicハード

フォーク（注1）

2017年7月に発生した盗難案件をきっかけに、

2018年1月に再び分裂しEthereum Zeroが誕生

2022年９月一部のETHマイニング団体が

Ethereum Proof of Workモデルをサポートし

続けるため、再び分裂しEthereum PoWが誕生

予定

ー なし −

LINKは、Ethereumブロックチェーン上に発行

されているERC677トークンである為、非互換

性アップデートはEthereumに依存する。

単一担保のDaiに対応するためコントラクト

コードを更新した。

①初期のコントラクトアドレス（2016/4/9~)

https://etherscan.io/token/0xc66ea802717b

fb9833400264dd12c2bceaa34a6d

②現在のコントラクトアドレス

（2017/11/25）

https://etherscan.io/token/0x9f8f72aa9304c

8b593d555f12ef6589cc3a579a2

参照元：

https://medium.com/@MakerDAO/mkr-

token-upgrade-and-oasis-redeployment-

2445482437d6

AVAXは、アバランチブロックチェーン上に発

行されており、アップデートは非互換性アッ

プデート（ハードフォーク）によって完了す

る。2020年12月7日にアプリコットフェーズ

0、2021年3月31日にアプリコットフェーズ1

と非互換性アップデートがあった。今後の予

定は公表されていないが、アプリコット

フェーズ2のように非互換性アップデートがあ

ることが考えられる。

ー なし

今後の非互換性アップデート予定 ー

TTD58750000000000で非互換性アップデー

トである「The Merge」が予定されており、

現在2022年9月10日〜20日の間に実行される

と予想されている。

https://ethereum.org/en/upgrades/merge/

https://blog.ethereum.org/2022/08/24/main

net-merge-announcement

ー なし −

LINKは、Ethereumブロックチェーン上に発行

されているERC677トークンである為、非互換

性アップデートはEthereumに依存する。LINK

自体の非互換性アップデートに関する情報は

確認できなかった。Ethereum自体の非互換性

アップデートに関しては、Ethereum2.0の構築

フェーズにおいて行われる可能性があるが、

詳細は現在公表されていない。

参照先：

https://github.com/ethereum/wiki/wiki/Shar

ding-roadmap#phase-3-light-client-state-

protocol（2020年11月24日）

参照先：https://docs.ethhub.io/ethereum-

roadmap/ethereum-2.0/eth-1.0-to-2.0-

migration/（2020年11月24日）

なし

今後の予定は公表されていないが、アプリ

コットフェーズ2のように非互換性アップデー

トがあることが考えられる。

ー なし

正常な稼働に影響を与えたサイバー攻撃の履

歴
ー − ー なし

2021年12月4日にハッキングを受け、801,601

MATICが盗難された。
ー なし

正常な稼働に影響を与えたサイバー攻撃に関

して、外部ニュースや公式ブログを確認した

結果、DoS攻撃を含むサイバー攻撃に該当す

る情報は見つけることができなかった。

ー なし

【流通状況】

価格データの出所

出所：CoinMarketCap

URL：

https://coinmarketcap.com/ja/currencies/bit

coin/

出所：CryptoCurrency Market Capitalizations

URL:https://coinmarketcap.com/currencies/

ethereum/

出所：CoinMarketCap

URL：https://coinmarketcap.com/coins/
− CoinMarketCap

出所：Cryptocurrency Market Capitalizations

URL：https://coinmarketcap.com/ja/

出所：CoinMarketCap

URL：https://coinmarketcap.com/

出所：

https://coinmarketcap.com/ja/currencies/av

alanche/

出所：CoinMarketCap

URL：https://coinmarketcap.com/ja/

出所：Cryptocurrency Market Capitalizations

URL:https://coinmarketcap.com/currencies/

tron/

１取引単位当たり計算単価（ドル） $19,835.13 $1,553.04 $0.33 − $0.89 $7.92 $846.38 $24.39 $0.20 $0.06017

１取引単位当たり計算単価（円） ¥2,752,243.98 ¥215,323 ¥44.64 − ¥124.48 ¥1,145.60 ¥122,340.55 ¥3,238.40 ¥29.02 ¥8.13

ドル/円計算レート 1ドル/約138.7円（2022年8月29日基準） 138.64円/ドル 1ドル/約135.27 − 1ドル=139.87円 144.65円/ドル（2022年10月6日） 144.55円/ドル（2022年10月6日） 132.77円/ドル 145.1円/ドル 1ドル/135.12円

四半期取引数量（協会加盟会員合計） 1,906,434（2022年1月〜3月） 707,811 百万円 143,784 − − 0 なし − − ー

なし

2022年3月11日頃、アップデートによるバグ

の影響でバリデーターの2/3が合意できず、

ネットワークが停止した事例がある。

ー

Ethereum上のアプリケーション「The DAO」

のプログラム（スマートコントラクト）のバ

グ（脆弱性）を攻撃されて、集まったファン

ド資金３分の１以上を盗み取られた事例があ

る。

2018年9月に無限増殖バグ等が発見され、

Bitcoinが無限に発行できる危険性があった

が、既に解消されている。

https://coinpost.jp/?p=47597

過去に発生したプログラムの不具合の発生状

況に関する特記事項
なしー

アバランチブロックチェーンの稼働開始から

2021年4月19日までの期間で1件のプログラム

の不具合を確認することができた。「無効な

ミンティングバグ」というバグがあったと

2021年2月15日頃に公式レポートがMediumに

公開された。システムに大きな負荷がかかる

と、状態の検証に関連する非決定論的なバグ

が発生した。一部のバリデーターは無効なミ

ントトランザクションを受け入れたが、ネッ

トワークの残りの部分はこれらのトランザク

ションを受け入れることを拒否し、Cチェーン

を停止させた。しかしこれは無効なミントで

あり、二重支払いではないため、Xチェーン上

の独立したトランザクションは処理を続け

た。結果として金銭的な損害やネットワーク

全体が停止することなく、問題が特定される

とすばやくパッチが適用されて修正された。

パッチが適用されたコードはコミュニティに

配布され、ネットワークに適用された。

参照：

https://medium.com/avalancheavax/prelimi

nary-analysis-of-the-invalid-minting-bug-

bee940cbd9e9

2019年10月2日、脆弱性検証プラットフォー

ム「HackerOne」のユーザーである「lucash-

dev」は、Multi Collateral Dai（MCD）へのテ

ストネット段階で、MCDシステムに保存され

ているすべての資金を（1回の取引で）盗むこ

とができるような バグが存在することを報告

した。テスト段階であったため、ユーザーへ

の被害はなく、バグはGithub上で修正され

た。 参照先：

https://hackerone.com/reports/684092 参照

先：

https://jp.cointelegraph.com/news/hackeron

e-user-reveals-critical-bug-through-

makerdao-bounty-program 参照先：

https://github.com/makerdao/dss/pull/67

LINKには、過去に発生したプログラムの不具

合は存在しない。但し、Ethereumブロック

チェーンは、過去にDAO事件と呼ばれるス

マートコントラクトの脆弱性をついたハッキ

ング事件が発生した。このハッキングによっ

て大量のETHが流出することとなり、それを

無効とする為にEthereum Foundationはハード

フォークを実施した。ハードフォークに対し

てコミュニティ内で意見が分かれ、結果とし

てEthereum Classic（ETC）が誕生した。



PolygonにはEthereumベースとPolygonベース

の2種類のMATICトークンが存在し、当社で取

り扱うMATICトークンはEthrerumベースの

トークンである。

−

注1　旧来のイーサリアムをハードフォークす

ることにより、2016年6月の自律分散型投資

ファンド「The DAO」への攻撃によって盗難

されたDAOを救出した。このHFを支持しな

かったマイナーによって存続することとなっ

た旧仕様のイーサリアムはEthereum Classic

に改称され、HF側がイーサリアムの名称を引

き継いだ。スマートコントラクトの実行プ

ラットフォームとして開発された現在のETCの

性格を引き継いている。

備考 −− −

Socios内において発行・取得できるファン

トークンについては、日本国内において「資

金決済に関する法律」にて規定されている暗

号資産に該当する可能性があることから、

ファントークンの取扱い状況によってはCHZ

の価格へ影響を及ぼす可能性がある。

CHZの主な利用目的にファントークン等の購

入における決済があるが、当社での取扱い開

始時においてはCHZの入出金は対応せず、当

社環境の整備後にCHZの入出金を開始する予

定となる。

過去にCHZを騙った詐欺があったという風評

があったが、発行者による関与は一切なく、

発行者においてトークンとチェーンのテクニ

カルレビュー等の情報発信を適切に実施する

ことにより、これらの風評が払しょくされた

という経緯がある。

CHZはこれまで取引手数料やファントークン

販売による収益等の一部をバーン（焼却）し

て流通するCHZを減少させた実績がある。今

後もCHZをバーンした際には、その内容に

よってはCHZの価格へ影響を及ぼす可能性が

ある。

アバランチには、Cチェーン、Xチェーン、P

チェーンの3種類のチェーンが存在する。

それぞれ特定の用途向けに運営されており、

用途に応じてアルファベットの頭文字1字が付

けられている。

Cチェーン（Contract）はスマートコントラク

ト向けである。

Xチェーン（Exchange）は交換向けであり、

暗号資産の送受信向けに設計されており、Defi

には対応していない。

Pチェーン（Platform）はプラットフォーム管

理用であり、アバランチに流通する情報を認

証するバリデーターの報酬がここで配布され

る。

ー−



取扱暗号資産の概要説明書

概要書更新年月日 2022年6月20日 2022年8月29日 2022年6月29日 2022年8月30日 2022年8月29日 2022年6月30日 2022年6月28日 2022年6月28日 2022年8月29日 2023年1月26日

【基礎情報】

日本語の名称 ジパングコイン ライトコイン ステラ・ルーメン イーサクラシック ビットコインキャッシュ ベーシック アテンション トークン エンジンコイン オーエムジー モナーコイン （モナコイン） フレア

現地語の名称 Zipangcoin Litecoin Stellar Lumens Ether Classic Bitcoin Cash Basic Attention Token Enjin Coin OMG Monacoin Flare

呼称 ー − ステラ − ー ビーエーティートークン、バット エンジンコイン ー モナ フレア

ティッカーコード（シンボル） ZPG LTC XLM ETC BCH、BCC BAT ENJ OMG MONA FLR

発行開始 2022年2月17日 2011年10月 2014年7月31日 2016年7月20日 2017年8月1日 2017年5月31日 2017年11月 2017年7月14日 2014年1月1日 2022年7月14日（メインネットローンチ）

時価総額（ドル基準） $737.953 $3,851,272,164 $2,858,322,805 $4,547,641,187 $2,212,745,896 $565,324,369 $527,068,643 $281,886,129 $31,283,224 $3,663,678,404

時価総額（円基準） \99.808.224 ¥534,054,627,185 ¥389,234,966,359 ¥631,148,389,044 ¥306,830,594,474 ¥77,214,923,145 ¥71,430,964,411 ¥38,186,791,504 ¥4,341,345,033 ¥474,539,777,148

主な利用目的
送金、決済、投資等

※送金及び決済は将来的な機能
送金、決済、投資 個人、中小企業向け送金、決済、投資 送金、決済、スマートコントラクト 送金、決済、投資 送金、決済、投資等 送金、決済、投資等 送金、決済、投資等 送金、決済、投資

Flare Time Series Oracle (FTSO)データ提供

者へのデリゲート報酬、プロトコルガバナン

スへの参加、Flareブロックチェーン上に構築

されたサードパーティの分散型アプリケー

ション内の担保資産、取引手数料の支払い

参照先：https://flare.network/flare-

tokenomics/

利用制限の有無 なし なし なし − ー なし なし なし なし なし

海外流通の有無 なし あり あり あり あり あり あり あり あり あり

国内流通の有無 あり あり あり あり あり あり なし あり あり あり

店舗等の利用制限の有無 なし なし なし − ー なし なし なし なし なし

利用制限を行う者の属性 ー − − − ー ー ー − − −

利用制限の内容 ー −

管理者である「Stellar Development

Foundation（ステラ開発財団）」、出資者で

ある「Stripe」社は発行から5年間はXLMを売

却不可

− ー ー ー − − −

一般的な性格

分散型の価値保有・移転の台帳（ブロック

チェーン）上で発行され、データとして記録

される。状況に応じて追加発行される。

分散型の価値保有・価値移転の台帳データ維

持のための、暗号計算および価値記録を行う

記録者への対価・代償として発行される暗号

資産

一般人、中小企業、中小金融機関の間で直接

的に資金を移動可能なプラットフォームを利

用するための暗号資産

・分散型の価値保有・価値移転の台帳データ

維持のための、暗号計算および価値記録を行

う記録者への対価・代償として発行される暗

号資産

・分散型アプリケーションが動作する実行環

境の役割を果たす特徴を持つ

分散型の価値保有・価値移転の台帳データ維

持のための、暗号計算および価値記録を行う

記録者への対価・代償として発行される暗号

資産。

BATはウェブ広告にブロックチェーンを活用し

ようとしているプロジェクトであり、BATはそ

のプロジェクトのコアとなるトークンであ

る。広告主は広告を出すためにBATを使う必要

があり、ユーザーは広告を見ることによって

BATを得ることができる。ただし、ユーザーが

広告視聴によって得たBATは、パブリッシャー

に対しての寄付にしか使うことができない。

エンジンコインはブロックチェーン資産発行

プラットフォーム「Enjin Platform」で発行さ

れる資産（NFT）の裏付けとなる暗号資産で

ある。

ゲーム開発者は「Enjin Platform」を利用する

ことで既存のゲームや新たに開発するゲーム

にゲーム内アイテム（武器や防具など）とし

てその資産を統合することができる。

ゲームユーザーは対象となるゲーム内でその

資産を使ってプレイすることができる。対象

となるゲームは１つと限られているわけでは

なく、複数のゲームで使用することが可能。

資産はNFTマーケットプレイスでエンジンコ

インやイーサを使って購入でき、またゲーム

内の宝箱から取得することができる。

なお、不要になった資産はNFTマーケットプ

レイスで売却したり、資産をメルト（溶解）

してエンジンコインを取り出すことができ

る。

イーサリアム上で稼働するERC-20規格に準拠

したトークン（暗号資産）であると同時に、

「高速で安価、そして安全でオープンな金融

サービスの提供を実現すること」を目的とし

て開発されたOMG Networkにおけるネイティ

ブトークンである。

日本および世界で有名なアスキーアート「モ

ナー」をモチーフにした日本初の暗号資産に

なり、非中央集権によるクライアントプログ

ラムによって維持される完全分散型決済シス

テムを基盤とした暗号資産。

Flare Networkのネイティブトークンで、ネッ

トワークレベルでのネイティブペイメントと

スパムコントロールに必要な暗号資産。

参照先：https://flare.network/wp-

content/uploads/Flare-White-Paper-v2.pdf

P.1「2.1 The FLR token」

法的性格（資金決済法第2条第5項第１号、第

２号の別）
第１号 第1号 第1号 第1号 第1号 第1号 第1号 第1号 第1号 第1号

2号の場合：相互に交換可能な1号暗号資産の

名称
ー − − − − ー なし − − −

発行通貨に対する資産（支払準備資産）の有

無および名称
なし なし なし − ー なし なし なし なし なし

発行者に対する保有者の支払請求権（買取請

求権）

 保有者は、（販売者を経由して）ZPG（寄託

物である金現物の返還請求権を表彰）を金現

物の市場価格と近似した価格で売り渡す権利

を有する。

− − − ー なし なし − − −

支払請求（買取請求）による受渡資産 日本円（JPY） − − − − なし なし − − −

発行者が保有者に付与するその他の権利 なし − − − ー なし なし − − −

発行者に対して保有者が負う義務 なし − − − ー なし なし − − −

価値の決定 保有者間の自由売買による 保有者間の自由売買による 保有者間の自由売買による 保有者間の自由売買による 保有者間の自由売買による 保有者間の自由売買による 保有者間の自由売買による 保有者間の自由売買による 保有者間の自由売買による 保有者間の自由売買による

交換（売買）の制限 なし − − − ー なし なし − − −

価値移転、保有情報を記録する電子情報処理

組織の形態
プライベート型ブロックチェーン パブリック型ブロックチェーン パブリック型ブロックチェーン パブリック型ブロックチェーン パブリック型ブロックチェーン パブリック型ブロックチェーン パブリック型ブロックチェーン パブリック型ブロックチェーン パブリック型ブロックチェーン パブリック型ブロックチェーン

保有・移転記録台帳の公開、非公開の別

非公開

※ブロックチェーン運営組織に参加を許可す

る限定メンバーにのみ公開

公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開

保有・移転記録の秘匿性

保有・移転記録には、ブロックチェーン運営

組織に参加を許可する限定メンバーのみアク

セス可能であることから、当該メンバーのみ

ブロックチェーン上の取引履歴を全て把握す

ることができる。顧客情報などは暗号化して

記録されるため、対外的な秘匿性は高い。

Scryptアルゴリズムを用いたプルーフオブワー

ク
公開鍵暗号の暗号化処理を施しデータを記録 公開鍵暗号の暗号化処理を施しデータを記録

ハッシュ関数（SHAー256、RIPEMDー

160）、楕円曲線公開鍵暗号の暗号化処理を施

しデータを記録

公開鍵暗号の暗号化処理を施しデータを記録 公開鍵暗号の暗号化処理を施しデータを記録 公開鍵暗号の暗号化処理を施しデータを記録 公開鍵暗号の暗号化処理を施しデータを記録

保有・移転の記録は公開されているが、移転

記録上のトランザクションやアドレスから個

人を特定をすることはできない。

利用者の真正性の確認

秘密鍵と公開鍵を用いた暗号化技術により、

ブロックチェーンの利用者本人が、利用者本

人が保有する秘密鍵を用いて、移転データに

署名し、記帳の際に、その署名が本人の秘密

鍵を用いて署名されたことを公開鍵にて確認

されることで、利用者の真正性の確認をす

る。

秘密鍵と公開鍵を用いた暗号化技術により、

利用者本人が発信した移転データと特定し、

記帳する

秘密鍵と公開鍵を用いた暗号化技術により、

利用者本人が発信した移転データと特定し、

記帳する

秘密鍵と公開鍵を用いた暗号化技術により、

利用者本人が発信した移転データと特定し、

記帳する

秘密鍵と公開鍵を用いた暗号化技術により、

利用者本人が発信した移転データと特定し、

記帳する

秘密鍵と公開鍵を用いた暗号化技術により、

利用者本人が発信した移転データと特定し、

記帳する。

秘密鍵と公開鍵を用いた暗号化技術により、

利用者本人が発信した移転データと特定し、

記帳する。

秘密鍵と公開鍵を用いた暗号化技術により、

利用者本人が発信した移転データと特定し、

記帳する。

秘密鍵と公開鍵を用いた暗号化技術により、

利用者本人が発信した移転データと特定し、

記帳する

−



価値移転記録の信頼性確保の仕組み

PBFT(Practical Byzantine Fault Tolerance：

ビザンチン障害耐性アルゴリズム)を使用。コ

ンセンサス・アルゴリズムは、記録者の全

ノードのうち多数（２／３以上）のノードの

合意形成により、価値移転を記録、全ノード

にてその合意に基づく分散台帳記録を保管。

Proof of work

Scryptアルゴリズムを用いたプルーフオブワー

クの仕組みにより、Litecoinブロックチェーン

の維持管理に参加する者が、ブロック生成に

必要な、およそ2分30秒（150秒）間隔で発見

可能な難易度に調整され、かつ完全に確率的

で計算コストの掛かる特定のナンス（nonce）

を見つけ、Litecoinネットワークに対し伝播す

ることをもって、維持管理参加者が指定する

アドレスに対してプロトコルから付与され

る。

Stellar Consensus Protocol

Proof of Work

コンセンサス・アルゴリズム（分散台帳内の

不正取引を排除するために、記録者全員が合

意する必要があるが、その合意形成方式）の

一つであり、一定の計算量を実現したことが

確認できた記録者を管理者と認めることで分

散台帳内の新規取引を記録者全員が承認する

方法。

Proof of work

コンセンサス・アルゴリズム（分散台帳内の

二重取引を排除するための合意形成方式）の

一つであり、そのときのナンスのターゲット

以下のブロックハッシュであるブロックを各

自のノードが任意に取り込み、最も計算量の

多いチェーンを正当と見なす。

Proof of Stake（PoS） Proof of Stake（PoS） Proof of Stake（PoS）

Proof of work

コンセンサス・アルゴリズム（分散台帳内の

不正取引を排除するために、記録者全員が合

意する必要があるが、その合意形成方式）の

一つであり、一定の計算量を実現したことが

確認できた記録者を管理者と認めることで分

散台帳内の新規取引を記録者全員が承認する

方法。

Avalanche ConsensusとProof of Stake

（PoS）

参照先：https://flare.network/wp-

content/uploads/Flare-White-Paper-v2.pdf

P.7「5 Consensus」

誕生時に技術的なベースとなったコインの有

無とその名称

（アルトコインのみ）

ー BTC XRP ETH BTC ETH ー ETH LTC −

【取引単位・交換制限】

取引単位の呼称

1ZPG = 1,000mZPG   ｍ：ミリ

1mZPG=1,000μZPG  μ：ミクロン

※小数点表記有

1 LTC = 1,000m LTC　　　   ｍ：ミリ

1 m LTC = 1,000μ LTC　　　  μ：ミクロン

1 μ LTC = 1 bits　　　　　　bits：ビッツ

1 bits = 100 satoshi

XLM wei = 0.000000000000000001 ETC

1 BCH= 1,000m BCH　　　   ｍ：ミリ

1 m BCH=1,000μ BCH　　　  μ：ミクロン

1 μ BCH=1bits　　　　　　bits：ビッツ

1 bits=100satoshi

BAT ENJ OMG

m MONA = 0.001 MONA

µ MONA = 0.000001 MONA

watanabe = 0.00000001 MONA

FLR

保有・移転記録の最低単位 1μZPG（ = 0.000001ZPG） 1 satoshi （ = 0.00000001 LTC） 0.0000001 XLM 1 wei （= 0.000000000000000001 ETC） 1 satoshi （ = 0.00000001 BCH） 0.000000000000000001 BAT 0.000000000000000001 ENJ 0.000000000000000001 OMG 1 watanabe（0.00000001 MONA）

0.000000000000000001 FLR

参照先：

https://docs.flare.network/user/wallets/brav

e-wallet/

交換可能な通貨又は暗号資産 全て可 全て可 全て可 全て可 全て可 全て可 全て可 全て可 全て可 全て可

交換制限 なし − − − ー なし なし − − −

制限内容 ー − − − − なし なし − − −

交換市場の有無 あり あり あり あり あり あり あり あり あり なし

【連動する資産の有無等】

価値が連動する資産等の有無 あり なし なし なし ー なし なし なし なし なし

価値連動する資産等の名称 ゴールド（金現物） − − − − − ー − − −

価値連動する資産等の内容
ロコロンドン受渡適格の金地金（ロンドンの

メタルアカウントにて受渡となる金地金）
− − − − − ー − − −

価値連動する資産との交換の可否 不可 − − − − − ー − − −

価値連動する資産との交換比率 ー − − − − − ー − − −

価値連動する資産との交換条件 ― − − − − − ー − − −

【付加価値】

その他の付加価値（サービス）の有無 なし なし あり あり ー あり あり あり なし あり

付加価値（サービス）の内容 ー −
DEXの提供（StellarX：

https://www.stellarx.com/）

Ethereum Classicネットワーク上でのスマー

トコントラクトの記録と実行
−

BATは、エコシステム内において主に2つの使

われ方がなされる。

　1. 広告主がコンテンツクリエイターに与え

る（ユーザーからの反応に基づいて広告主が

購入したBATが与えられる）。

　2. ユーザーが広告の閲覧や履歴の提供など

によってBATを受け取れ、受け取ったBATはコ

ンテンツ作成者への寄付（投げ銭）などに使

用することができる。

　3. 2021年からBlockchainゲームでBATが活

用されるようになり、SplinterlandsとGala

Gamesにおいてバーチャル空間での土地や

ゲームアイテムの購入に使用できる。

https://brave.com/ja/state-of-the-bat-

2022/

NFTを用いたゲーム内アイテムの作成

OMG Network下で、コンセンサスアルゴリズ

ムとしてProof of Stakeを採用する予定であ

る。その結果、OMGを保有することで価値移

転の記録に参加することができ、トランザク

ション手数料として支払われたOMGを、報酬

の形で手に入れるためのトークンになる予定

である。

−

Flareブロックチェーン上に構築されたサード

パーティの分散型アプリケーション内の担保

として使用できる。

過去3年間の付加価値（サービス）の提供状況 ー − 安定したサービスが続いている
2020年8月に51%攻撃により不安定化したが、

その後は安定している。
−

下記、ロードマップのアーカイブ通り提供さ

れている。

https://github.com/brave/brave-

browser/wiki/Roadmap-Archive

下記、タイムラインに示されたように提供さ

れている

https://enjin.io/about/timeline

− −
以下のサイトで確認が可能

https://ja.flare.builders/

【発行状況】

発行者 あり − あり − ー あり あり あり − あり

発行主体の名称 三井物産デジタルコモディティーズ株式会社 プログラムによる自動発行
ステラ開発財団 （ https://www.stellar.org/

）
プログラムによる自動発行 プログラムによる自動発行 Brave Software International SEZC Enjin Pte Ltd. OMG Network Pte. Ltd. プログラムによる自動発行 Flare Networks Limited

発行主体の所在地 東京都千代田区大手町一丁目２番１号 − 米国・カリフォルニア州 − −
Floor 4, Willow House Cricket Square Grand

Cayman KY1-9010 Cayman Islands

16 Raffles Quay #33-03 Hong Leong Building

SIngapore 048581
6 Battery Road, 38-04 Singapore 049909 −

20-22 Wenlock Road,London, England N1

7GU

発行主体の属性等 暗号資産発行事業 − 非営利団体 − − 営利企業 営利企業 資産取引/決済プラットフォームプロバイダー − 営利企業

発行主体概要
三井物産株式会社の100％子会社であり、暗号

資産発行事業を営むために設立された。

不特定の保有・移転管理台帳記録者による発

行プログラムの集団・共有管理

ステラ開発財団 （ https://www.stellar.org/

）

不特定の保有・移転管理台帳記録者による発

行プログラムの集団・共有管理

不特定の保有・移転管理台帳記録者による発

行プログラムの集団・共有管理

Brave Software International SEZCは、2017

年に設立され、ICOを行いBATを発行・管理し

ている。Brave Software Inc.社は2015年5月に

米国に設立され、広告やウェブサイトトラッ

カーを排したオープンソースのウェブブラウ

ザ「Brave」を開発している。

Enjin Pte Ltd.は「より良いオンラインゲーム

のための環境づくりと各仮想資産（ゲーム内

アイテムなどのコンテンツ）の価値を守る」

という全体的なビジョンを掲げ、2017年の

ローンチ以降、ホワイトペーパーに記載され

ている通りにプロダクトをローンチしてい

る。またゲーム会社との提携や取引所が主催

の標準化プロジェクトに参加している。

タイのオンライン決済スタートアップOmise社

のCEO長谷川潤氏によって、インターネット

上での資産のやり取りをよりスムーズにする

ためにOmiseGOというプロジェクトを立ち上

げ法人化した。

2020年に法人名をOMG Network に変更し、

同年12月にGBV Capitalに売却されている。

不特定の保有・移転管理台帳記録者による発

行プログラムの集団・共有管理

Flare Networks Limitedは、Flare Networkの

構築と継続的な運用を支援することを目的と

した営利企業。

発行通貨の信用力に関する説明

複数社により運用・管理されるブロック

チェーン上で、保有・移転記録が認証される

仕組みで、以下の特徴により信用力が強化さ

れている。

・ブロックチェーン（保有・移転管理台帳）

による記録管理と、重層化した暗号化技術に

よる記録の保全能力

・暗号化技術による保有者個人情報の秘匿性

・多数の記録者による多数決をもって移転記

録が認証される仕組み

・ブロックチェーンによる保有・移転管理台

帳による記録管理と重層化した暗号化技術に

よる記録の保全能力

・保有・移転管理台帳の公開

・暗号化技術による保有者個人情報の秘匿性

・オープンなネットワーク上で固有のStellar

Consensus Protocolによって取引が承認さ

れ、暗号化技術による堅牢なセキュリティ構

造を有する

・取引が承認されるためにはバリデーター

（承認者）の合意が必要、承認された取引は

グローバルに共有されたパブリックな台帳に

記録され、改ざん不可能

多数の記録者による多数決をもって移転記録

が認証される仕組み。

ブロックチェーンによる保有・移転管理台帳

による記録管理と重層化した暗号化技術によ

る記録の保全能力

保有・移転管理台帳の公開

暗号化技術による保有者個人情報の秘匿性

最も計算量の多いチェーンを正当とみなす作

業証明により信用を担保している

・Ethereumネットワークにおける総ステーク

量の2/3以上のバリデーターによる承認によっ

て移転記録が認証される仕組み。

 ・Ethereumブロックチェーンによる保有・移

転管理台帳による記録管理と重層化した暗号

化技術による記録の保全能力

 ・保有・移転管理台帳の公開

・Ethereumネットワークにおける総ステーク

量の2/3以上のバリデーターによる承認によっ

て移転記録が認証される仕組み。

 ・Ethereumブロックチェーンによる保有・移

転管理台帳による記録管理と重層化した暗号

化技術による記録の保全能力

 ・保有・移転管理台帳の公開

・Ethereumネットワークにおける総ステーク

量の2/3以上のバリデーターによる承認によっ

て移転記録が認証される仕組み。

 ・Ethereumブロックチェーンによる保有・移

転管理台帳による記録管理と重層化した暗号

化技術による記録の保全能力

 ・保有・移転管理台帳の公開

・多数の記録者による多数決をもって移転記

録が認証される仕組み

・ブロックチェーンによる保有・移転管理台

帳による記録管理と重層化した暗号化技術に

よる記録の保全能力

・保有・移転管理台帳の公開

・暗号化技術による保有者個人情報の秘匿性

・多数の記録者による多数決をもって移転記

録が認証される仕組み

・ブロックチェーンによる保有・移転管理台

帳による記録管理と暗号化技術による記録の

保全能力

・保有・移転管理台帳の公開



発行方法 会員受託分が、都度発行者より発行される

分散型の価値保有・価値移転の台帳データ維

持のための、暗号計算および価値記録を行う

記録者への対価・代償として発行される暗号

資産

ICO、プログラムによる自動発行、プロジェク

トへのエアドロップ

初期発行と、分散型の価値保有・価値移転の

台帳データ維持のための、暗号計算および価

値記録を行う記録者への対価・代償としてプ

ログラムにより自動発行

分散型の価値保有・価値移転の台帳データ維

持のための、暗号計算および価値記録を行う

記録者への対価・代償として発行される暗号

資産

2017年5月31日に10億BATのパブリックトー

クンの販売が行われた。
プレセール及びクラウドセールでの発行

2,500万ドルを調達するまでトークンセールを

実施し、すでに全量を発行している。追加発

行は行われない。

初期発行と、分散型の価値保有・価値移転の

台帳データ維持のための、暗号計算および価

値記録を行う記録者への対価・代償として発

行される暗号資産

Flare Networkでは、メインネットローンチ時

に1,000億FLRが発行された。

発行可能数 390億円相当量 84,000,000 LTC 50,001,806,812 XLM 210,700,000 ETC 20,999,999.9769 BCH 15億BAT 1,000,000,000ENJ 140,245,398 OMG 105,120,000 MONA 上限なし

発行可能数の変更可否 可 可 可 不可 可 不可 不可 不可 可 −

変更方法 システムによる自動処理 発行プログラムの変更 発行プログラムの変更 − 発行プログラムの変更 − − − 発行プログラムの変更 −

変更の制約条件 ー − − −

分散型保有・移転管理台帳の記録者の95％以

上の同意及び記録者によるプログラム修正の

実施

− − − − −

発行済み数量 12,512ZPG 70,538,943 LTC 25,034,074,597 XLM (循環サプライ) 136,596,625.55ETC 19,158,519 BCH 15億BAT 1,000,000,000ENJ 140,245,398 OMG
86,276,437.3711679 MONA

http://mona-coin.com/

2023/1/26時点で100,559,787,198 FLRが発行

されているが、トークン配布時点で1000億

FLRとなるように焼却される。

今後の発行予定または発行条件

利用者からの買い注文量が売り注文量を超え

て、参照資産の指標値と乖離が発生した場合

に、都度、追加発行される。

・採掘者は1ブロック発掘するごとに12.5 LTC

が与えられる

・この数は約4年ごとに半減する（840,000ブ

ロックごと）

１回目: 2015年8月26日、２回目: 2019年8月5

日

・Litecoinネットワークでは、Bitcoinのおおよ

そ4倍の量の暗号資産、約84,000,000枚の

Litecoinが生成される事になる

−

15秒につき1ブロックを生成し、1ブロックあ

たり約2.56ETCを発行。

500万ブロックごとに1ブロック生成時の発行

数が20%減少する。

今後、2024年5月頃にブロック数が2,000万ブ

ロックに達し、1ブロック生成時の発行数が約

2.048ETCになる予定。

− − 全て発行済のためなし −

・採掘者は1ブロック発掘するごとに12.5コイ

ンが与えらる（2020年09月09日 ＃2102400に

て半減期到来）

・この数は約3年ごとに半減する（1,051,000

ブロックごと）

・Monacoinネットワークでは約105,120,000

枚のMonacoinが生成される事になる

あり（ガバナンスによって決定されたインフ

レ率に基づいてオラクル情報提供者に対して

付与）

過去３年間の発行状況 ー − 年1%増加 135,420,891 ETC発行済み ー

2017年5月31日にトークンセールを実施し、

10億BATを販売。Brave Software

International SEZC社保有分等も含め合計15億

BATを発行した。

なし
2017年6月にトークンセールを実施、すでに全

量の140,245,398 OMGを発行している。

1日あたり平均12.5MONAが新規発行されてい

る

https://monacoin.org/

初期発行：1,000億 FLR

過去３年間の発行理由 ー − プログラムによる自動発行 ブロック生成時に発行 ー 資金調達 − 資金調達

分散型の価値保有・価値移転の台帳データ維

持のための、暗号計算および価値記録を行う

記録者への対価・代償として発行

初期発行、オラクル情報提供者への報酬

過去３年間の償却状況 ー − 2019年11月4日 55,442,000,000 XLM − ー なし なし − −

44,072,570 FLR（2023/1/27時点）

バーンアドレス：

0x0000000000000000000000000000000000

00dEaD

過去３年間の償却理由 ー −
Stellar Development Foundationによる事業戦

略上の理由
− − なし − − −

トランザクション手数料が焼却される設計と

なっている。

その他、当初の計画通り、FLR配布イベント時

に総供給量1,000億FLRになるよう、FLRが焼

却された。

参照先：https://flare.network/om-inflation/

発行者の行う発行業務に対する監査の有無 あり なし なし − ー あり あり なし なし

なし

ブロックチェーンの監査(Trail of Bits)は実施

しているが、発行業務に関する監査は行なっ

ていない。

監査を実施する者の氏名又は名称
以下の監査を実施予定

・三井物産株式会社（発行者親会社）
− − − − OpenZeppelin Matthew Di Ferrante − − −

直近時点で行われた監査年月日 ー − − − −

2017年5月22日

https://blog.openzeppelin.com/basic-

attention-token-bat-audit/

2017年9月30日 − − −

直近時点における監査結果 ー − − − −

監査の結果、以下のリンクの通り複数の勧告

がなされたが、同社はこの勧告に従って、Fix

している。

https://blog.zeppelin.solutions/basic-

attention-token-bat-audit-88bf196df64b

Ethereum Foundationのスマートコントラクト

監査者であるMatthew Di Ferranteによって監

査が行われ、ENJINトークンとクラウドセール

スに関するコントラクトおよび依存関係に関

してクリティカルな問題は発見されなかった

とされている。

https://medium.com/@enjin/enjin-coin-

receives-successful-audit-from-ethereum-

foundation-dev-vanbex-group-dec5b2c3ddb4

− − −

【価値移転記録台帳に係る技術】

ブロックチェーン技術の利用の有無 あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり

ブロックチェーンの形式 プライベート型 パブリック型 パブリック型 パブリック型 パブリック型 パブリック型 パブリック型 パブリック型 パブリック型 パブリック型

ブロックチェーン技術を利用しない場合に

は、その名称
ー − ブロックチェーン技術を利用 − − − − − − −

利用するブロックチェーン技術以外の技術の

内容
ー − − − − なし なし − − −

価値移転認証の仕組み

台帳形式。

秘密鍵と公開鍵を用いた暗号化技術により、

利用者本人が発信した移転データと特定し、

記帳する。

秘密鍵と公開鍵を用いた暗号化技術により、

利用者本人が、利用者本人が保有する秘密鍵

を用いて移転データに署名する。

記帳の際に、当該署名が本人の秘密鍵を用い

て署名されたことが公開鍵にて確認されるこ

とで、利用者の真正性確認態勢を確保する。

・台帳形式

・価値移転認証を求める暗号データを記録者

が解読し、利用者および移転内容の真正性を

確認して価値移転記録台帳の記録を確定する

・台帳形式

・独自のStellar Consensus Protocolにより、

選出された承認者（バリデーター）がトラン

ザクションデータの承認を行う。

・台帳形式

・価値移転認証を求める暗号データを記録者

が解読し、利用者および移転内容の真正性を

確認して価値移転記録台帳の記録を確定する

トランザクションの形式と多重支払いをして

いないかのチェック、ブロックの形式と最も

大きな作業証明(Proof of Work)を持つチェー

ンを確認している。後続のブロックが連なる

に従って、チェーンが覆る確率が低くなって

いき覆すのが難しくなる仕組みである。

台帳形式。価値移転認証を求める暗号データ

を記録者が解読し、利用者および移転内容の

真正性を確認して価値移転記録台帳の記録を

確定する。

台帳形式。価値移転認証を求める暗号データ

を記録者が解読し、利用者および移転内容の

真正性を確認して価値移転記録台帳の記録を

確定する。

台帳形式。価値移転認証を求める暗号データ

を記録者が解読し、利用者および移転内容の

真正性を確認して価値移転記録台帳の記録を

確定する。

・台帳形式

・価値移転認証を求める暗号データを記録者

が解読し、利用者および移転内容の真正性を

確認して価値移転記録台帳の記録を確定する

台帳形式。価値移転認証を求める暗号データ

を記録者が解読し、利用者および移転内容の

真正性を確認して価値移転記録台帳の記録を

確定する。



価値記録公開／非公開の別

非公開

※ブロックチェーン運営組織に参加を許可す

る限定メンバーにのみ公開

公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開 −

保有者個人データの秘匿性の有無 あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり

秘匿化の方法 公開鍵と秘密鍵による暗号化 公開鍵と秘密鍵による暗号化 公開鍵と秘密鍵による暗号化 公開鍵と秘密鍵による暗号化 公開鍵と秘密鍵による暗号化 公開鍵と秘密鍵による暗号化 公開鍵と秘密鍵による暗号化 公開鍵と秘密鍵による暗号化 公開鍵と秘密鍵による暗号化 −

価値移転ネットワークの信頼性に関する説明

価値移転のためのネットワークにつき、アク

セスが許可されたもののみ参加できる構成と

し、信頼性の担保を図る。

オープンネットワークの脆弱性に対し、暗号

により連鎖する台帳群（ブロックチェーン）

および記録者による多数決をもって移転記録

が認証される仕組みを用い、多数の記録者の

ネットワークへの参加を得ることによって、

データ改竄の動機を排除し、信頼性を確保す

る

バリデーターが取引についての投票を行い、

合意が得られた取引については承認を行う事

により信頼性を確保する

オープンネットワークの脆弱性に対し、暗号

により連鎖する台帳群（ブロックチェーン）

および記録者による多数決をもって移転記録

が認証される仕組みを用い、多数の記録者の

ネットワークへの参加を得ることによって、

データ改竄の動機を排除し、信頼性を確保す

る。

オープンソース・ネットワークの脆弱性に対

し、暗号により連鎖する台帳群（ブロック

チェーン）を用い、難易度の高い作業証明の

蓄積されたチェーンが選択されることがコン

センサスアルゴリズムによって規定されてお

り、データ改竄の動機を排除し、信頼性を確

保している。

オープンネットワークの脆弱性に対し、暗号

により連鎖する台帳群（ブロックチェ−ン）

および記録者による多数決をもって移転記録

が認証される仕組みを用い、多数の記録者の

ネットワークへの参加を得ることによって、

データ改竄の動機を排除し、信頼性を確保す

る。

オープンネットワークの脆弱性に対し、暗号

により連鎖する台帳群（ブロックチェ−ン）

および記録者による多数決をもって移転記録

が認証される仕組みを用い、多数の記録者の

ネットワークへの参加を得ることによって、

データ改竄の動機を排除し、信頼性を確保す

る。

オープンネットワークの脆弱性に対し、暗号

により連鎖する台帳群（ブロックチェ−ン）

および記録者による多数決をもって移転記録

が認証される仕組みを用い、多数の記録者の

ネットワークへの参加を得ることによって、

データ改竄の動機を排除し、信頼性を確保す

る。

オープンネットワークの脆弱性に対し、暗号

により連鎖する台帳群（ブロックチェーン）

および記録者による多数決をもって移転記録

が認証される仕組みを用い、多数の記録者の

ネットワークへの参加を得ることによって、

データ改竄の動機を排除し、信頼性を確保す

る。

Flareネットワークは、ノードとして誰でも参

加することができ、完全に独立した意思決定

者として価値移転認証を行うことができる。

【価値移転の記録者】

記録者の数 1社（株式会社デジタルアセットマーケッツ）

マイニング・プールの数は約20だが、誰でも

自由に記録者になることができるため、総数

については特定できない。

また、ハッシュレートが0.3％以上のマイニン

グプールは14である。

参考

https://chainz.cryptoid.info/ltc/#!extraction

196 アクティブノード

-うち 150 ウォッチャーノード

-うち 46 アクティブバリデーター（うち 38 フ

ルバリデーター）

83団体

https://investoon.com/mining_pools/etc

不定のため直近24時間・48時間・4日に機能し

た記録者数として以下を参照

https://bch.btc.com/stats/pool?pool_mode=

year

Ethererumに依存する。

2022年9月16日時点で427,392のアクティブバ

リデーターが存在する。

Ethererumに依存する。

2022年9月16日時点で427,392のアクティブバ

リデーターが存在する。

Ethererumに依存する。

2022年9月16日時点で427,392のアクティブバ

リデーターが存在する。

67

https://monacoin.trance-cat.com/nodes.php

55（2023年1月26日時点）

https://flaremetrics.io/

記録者の分布状況 日本 世界中に分布

主にアメリカ、ドイツ、シンガポールに所

在。

参照：https://stellarbeat.io/

ロシア、ドイツ、米国など

https://investoon.com/charts/mining-

map/etc

主に中国

Ethererumに依存する。

2022年9月16日時点では主に米国

（46.86%）、ドイツ（18.84%）に存在する。

Ethererumに依存する。

2022年9月16日時点では主に米国

（46.86%）、ドイツ（18.84%）に存在する。

Ethererumに依存する。

2022年9月16日時点では主に米国

（46.86%）、ドイツ（18.84%）に存在する。

主に日本

Europe：50%

North America：33%

Asia：12%

Oceania：4%

Africa：2%

記録者の主な属性

ブロックチェーン運営組織（※）の業務執行

者

※構成員：株式会社デジタルアセットマー

ケッツ（暗号資産交換業者）、三井物産デジ

タルコモディティーズ株式会社（発行者）

マイニング・プールが主流 − 不特定 誰でも自由に記録者になることができる

Ethereumに依存する。

Ethereumでは32ETH以上をステーキングする

ことで記録者になることができる。

Ethereumに依存する。

Ethereumでは32ETH以上をステーキングする

ことで記録者になることができる。

Ethereumに依存する。

Ethereumでは32ETH以上をステーキングする

ことで記録者になることができる。

誰でも自由に記録者になることができる

Flare Networkの記録者はFlare Time Series

Oracle（FTSO）と呼ばれるオラクルにデータ

提供を行う者である。

一定の要件を満たすことでノードとして誰で

も参加することができる。

記録の修正方法

ブロックチェーン運営組織における全構成員

の合意に基づき、保管する台帳の修正を記録

者が行う。

− −
記録者が合意し、各記録者が保管する台帳の

修正を自ら行う

記録者が合意し、各記録者が保管する台帳の

修正を自ら行う

記録者が合意し、各記録者が保管する台帳の

修正を自ら行う。

記録者が合意し、各記録者が保管する台帳の

修正を自ら行う。

記録者が合意し、各記録者が保管する台帳の

修正を自ら行う。

記録者が合意し、各記録者が保管する台帳の

修正を自ら行う
−

記録者の信用力に関する説明

ブロックチェーン運営組織における全構成員

の合意により記録がなされることから、記録

保持の仕組みそのものを記録者の信用の基礎

としている。

記録者が多数であることによって、個々の記

録者の信用に頼らない仕組みを構築している

ため、価値喪失の可能性はない

台帳プログラムに実装されている連合ビザン

チン合意（FBA）のスキームが台帳記録の信用

力を保証する。このスキームは従来型のビザ

ンチン合意のスキームを応用したもので、信

頼できるノードの集合体がトランザクション

の承認を行えるようにすることで、XLMのシ

ステムをより強固にByzantine Fault Tolerance

なものとしている。

記録者による多数の合意がなければ不正が成

立せず、記録者が十分に多数であることに

よって、個々の記録者の信用力に頼らず、記

録保持の仕組みそのものを信用の基礎として

いる。

作業証明(Proof of Work)が最も多いチェーン

が正しいという合意によって信用が維持され

ている

Ethereumのバリデーターとして参加するため

には32ETH以上のステーキングが必要である

こと、悪意のあるバリデーターに対してス

テーキングするETHが没収されるスラッシュ

と呼ばれる仕組みの存在から、悪意のある攻

撃の動機を排除することで信頼を確保する。

Ethereumのバリデーターとして参加するため

には32ETH以上のステーキングが必要である

こと、悪意のあるバリデーターに対してス

テーキングするETHが没収されるスラッシュ

と呼ばれる仕組みの存在から、悪意のある攻

撃の動機を排除することで信頼を確保する。

Ethereumのバリデーターとして参加するため

には32ETH以上のステーキングが必要である

こと、悪意のあるバリデーターに対してス

テーキングするETHが没収されるスラッシュ

と呼ばれる仕組みの存在から、悪意のある攻

撃の動機を排除することで信頼を確保する。

記録者による多数の合意がなければ不正が成

立せず、記録者が十分に多数であることに

よって、個々の記録者の信用力に頼らず、記

録保持の仕組みそのものを信用の基礎として

いる

記録者は一定の要件を満たすことで誰でも参

加することができる。また、記録者は個別に

信頼できるノードを選択できるため、ビザン

チン耐性が高いと言える。

価値移転の管理状況に対する監査の有無 ー なし なし なし − なし なし なし なし あり

監査を実施する者の氏名又は名称 ー − − − − − − − − Trail of Bits

直近時点で行われた監査年月日 ー − − − − − − − − 2022年6月16日

その監査結果 ー − − − − − − − −

Flare ノードまたは Flare ネットワーク全体の

機密性、完全性、または可用性に影響を与え

る可能性のある欠陥は発見されなかった。

（統括者に関する情報） − −

記録者の統括者の有無 なし なし なし なし ー なし なし なし なし なし

統括者の名称 ー − − − − − − − − −

統括者の所在地 ー − − − − − − − − −

統括者の属性 ー − − − − − − − − −

統括者の概要 ー − − − − − − − − −

【暗号資産に内在するリスク】

価値移転ネットワークの脆弱性に関する特記

事項

記録処理はノードを単位として複数の拠点に

分散しているが、全体のノード数をnとした場

合、（1/3×n + 1）を超えるノードを攻撃等

により支配された場合にリスクがある。

多数の記録者が結託し、あるいは既存の記録

者が有する処理能力合計よりも強力な能力を

用いることによって、記録台帳を改竄するこ

と発行プログラムを改変することができる

信頼するバリデーターが意に反して結託した

場合、台帳とデータは改ざんされる可能性が

ある

多数の記録者が結託し、あるいは既存の記録

者が有する処理能力合計よりも強力な能力を

用いることによって、記録台帳を改竄するこ

と発行プログラムを改変することができる

多数の記録者が結託し、あるいは既存の記録

者が有する処理能力合計よりも強力な能力を

用いることによって、記録台帳の改竄および

ブロックチェーンデータの改変が可能になる

Ethereumに依存する。

ETHの総ステーク量の1/3以上を悪意のバリ

データーが占有することでネットワークの妨

害が可能であるが、実現可能性は極めて低

い。

Ethereumに依存する。

ETHの総ステーク量の1/3以上を悪意のバリ

データーが占有することでネットワークの妨

害が可能であるが、実現可能性は極めて低

い。

Ethereumに依存する。

ETHの総ステーク量の1/3以上を悪意のバリ

データーが占有することでネットワークの妨

害が可能であるが、実現可能性は極めて低

い。

多数の記録者が結託し、あるいは既存の記録

者が有する処理能力合計よりも強力な能力を

用いることによって、記録台帳を改竄するこ

と発行プログラムを改変することができる

価値移転ネットワークの仕組み対して、ノー

ドのFLRの保有数や担保数は直接的に関係して

いないため、51%攻撃やシビル攻撃耐性を有す

る。また、各ノードは事前に信頼できない

ノードを決定することによって、万一ノード

にネットワーク障害が発生した場合であって

も価値移転ネットワークを問題なく行うこと

ができる。

保有情報暗号化技術の脆弱性に関する特記事

項

第三者に秘密鍵を知られた場合には、利用者

になりすまして送付指示を行うことができ

る。

第三者に秘密鍵を知られた場合には、利用者

になりすまして送付指示を行うことができる

第三者に秘密鍵を知られた場合には、利用者

になりすまして送付指示を行うことができる

第三者に秘密鍵を知られた場合には、利用者

になりすまして送付指示を行うことができる

第三者に秘密鍵を知られた場合には、利用者

になりすまして送付指示を行うことができ

る。

第三者に秘密鍵を知られた場合には、利用者

になりすまして送付指示を行うことができ

る。

第三者に秘密鍵を知られた場合には、利用者

になりすまして送付指示を行うことができ

る。

第三者に秘密鍵を知られた場合には、利用者

になりすまして送付指示を行うことができる
−

発行者の破たんによる価値喪失の可能性に関

する特記事項

発行者が倒産などの事情により、ZPGに表章

された寄託物である金地金の返還請求権に対

応する債務の履行が困難となった場合は、発

行者が別途契約を締結する銀行により寄託資

産の時価換算相当額が株式会社デジタルア

セットマーケッツに支払われ、同社は当該支

払額に基づき、暗号資産を買い取ることとな

る。ただし、保全される金額はその時点にお

ける時価換算額であり、元本を保証するもの

ではない。

− − − なし なし 可能性はゼロではないが、極めて低い。 −

実質的な発行者であるFlare Networks Limited

が破たんした場合、開発遅延を含む混乱が生

じることから短期的な価格への影響が考えら

れる。

しかし、基本的にはFlare Networks Limitedは

FLR保有者によるガバナンスの決定に基づいて

開発を主導するのみに留まるため、FLRの価値

と開発者の存在に相関関係はなく、価値喪失

にまでは至らない可能が考えられる。



価値移転記録者の破たんによる価値喪失の可

能性に関する特記事項

ZPGトークンの価値移転記録はプライベート

型ブロックチェーンに記録される。したがっ

て価値移転記録者の破たんにより価値移転

ネットワークが機能しなくなることで、価値

を喪失する可能性があるが、その場合には、

管理者であるブロックチェーン運営組織が業

務執行（記録）代行者を任命し、ブロック

チェーンにおける価値記録機能を維持する。

− − − なし なし
Ethereumと同様である。可能性はゼロではな

いが、極めて低い。
−

記録者の大多数が破たんした場合、正しい記

録が行われないリスクや価値移転が記録され

ないリスクに直面し、価値が喪失する可能性

がある。しかし、記録者には一定の要件を満

たすことで誰でもなることができるため、記

録者が一度に破たんするような可能性は低い

と考えられる。また、一部の記録者のみの破

たんではネットワークに問題は生じない。

具体的なブロック承認や記録を行う仕組みと

して、The Flare Consensus Protocol（FCP）

が採用されている。FCPでは、ネットワーク

上のノードは完全に独立した意思決定者とし

てランダムにトランザクションを引き受け、

そのトランザクションの承認または非承認を

決定する。その後、ネットワークの他のノー

ドがこの決定に同意するかどうかの投票を行

い、クォーラム（必要な最低限の投票数）に

達すると価値移転認証が行われる。

移転の記録が遅延する可能性に関する特記事

項

処理能力を超えるトランザクションの発生が

確認された場合、移転の記録が遅延する可能

性がある。

・一旦、分岐したブロックの一方が否決され

た場合、否決されたブロックに収録された取

引は再び認証を得なければ、次の送金が行な

えなくなる

・記録者の目に留まらず、未承認データのま

ま放置される恐れあり

・信頼されるバリデータの大多数のネット

ワーク接続が失われた場合、接続が復活する

まで価値移転の記録が遅延する可能性がある

・信頼されるバリデーターが互換性のないソ

フトウェアのバージョンを使用した場合、大

多数のバリデーターが互換性のあるソフト

ウェアに移行するまで、または、非互換のソ

フトウェアを使うバリデーターを投票プロセ

スから除外するという設定をするまでは価値

移転の記録が遅延する可能性がある。

51%攻撃の標的となることにより移転の記録が

遅延することが予想されるが、その対策とし

て一時的にファイナリティの認識に補正を加

える「MESS」が2020年10月に追加された。

ブロック生成が遅れることによって記録遅延

が生じる。

Ethereum上のトランザクションが過度に増大

すると台帳への記録がされにくくなり、最終

的に移転の記録が相当遅れるか、キャンセル

される場合がある。

Ethereum上のトランザクションが過度に増大

すると台帳への記録がされにくくなり、最終

的に移転の記録が相当遅れるか、キャンセル

される場合がある。

Ethereum上のトランザクションが過度に増大

すると台帳への記録がされにくくなり、最終

的に移転の記録が相当遅れるか、キャンセル

される場合がある。

・一旦、分岐したブロックの一方が否決され

た場合、否決されたブロックに収録された取

引は再び認証を得なければ、次の送金が行な

えなくなる

・記録者の目に留まらず、未承認データのま

ま放置される恐れがある

Avalanche Consensus TPSは4500以上とされ

ている。また、一般的なPoSではバリデーター

の数が増加すると検証回数も増加するため遅

延が発生する場合があるが、Avalanche

Consensusではトランザクションの並列処理

が行われるため、バリデーターの増加による

遅延は発生しない。

プログラムの不具合によるリスク等 に関する

特記事項

未検出のプログラムの脆弱性やプログラム更

新などにより新たに生じた脆弱性を利用し、

データが改竄され、価値移転の記録が正常に

行われなくなる可能性がある。

現時点ではプログラムが適正に機能し、所有

データの改竄、同一のLitecoinの異なる者との

取引、複数の所有者が同一のLitcoin を同時に

保有する状況などの不適切な状態に陥ること

を排除しているが、未検出のプログラムの脆

弱性やプログラム更新などにより新たに生じ

た脆弱性を利用し、データが改竄され、価値

移転の記録が異常な状態に陥る可能性があ

る。

−

ブロックチェーン上にデプロイされたコント

ラクトコードに脆弱性があった場合に不正に

資産が盗み取られるリスクがある

現時点ではプログラムが適正に機能し、所有

データの改竄、同一のBitcoin Cashの異なる者

との取引、複数の所有者が同一のBitcoin Cash

を同時に保有する状況などの不適切な状態に

陥ることを排除しているが、未検出のプログ

ラムの脆弱性やプログラム更新などにより新

たに生じた脆弱性を利用し、データが改竄さ

れ、価値移転の記録が異常な状態に陥る可能

性がある。

ブロックチェーン上にデプロイされたコント

ラクトコードに脆弱性があった場合に不正に

資産が盗み取られるリスクがある。

ブロックチェーン上にデプロイされたコント

ラクトコードに脆弱性があった場合に不正に

資産が盗み取られるリスクがある。

ブロックチェーン上にデプロイされたコント

ラクトコードに脆弱性があった場合に不正に

資産が盗み取られるリスクがある。

現時点ではプログラムが適正に機能し、所有

データの改竄、不正取引、モナコインの複数

同時保有する状況などの不適切な状態に陥る

ことを排除しているが、未検出のプログラム

の脆弱性やプログラム更新などにより新たに

生じた脆弱性を利用し、データが改竄され、

価値移転の記録が異常な状態に陥る可能性が

ある。

2022年7月1日にTrail of bits社によるセキュリ

ティ監査が実施され、欠陥は発見されなかっ

た。

ただし、ブロックチェーン上にデプロイされ

たコントラクトコードに脆弱性があった場

合、資金の意図しないロックや紛失等のリス

クが発生する可能性がある。また、プログラ

ムの不具合をついた攻撃によるリスク等が発

生する可能性がある。

過去に発生したプログラムの不具合の発生状

況に関する特記事項
ー

・2016年、Cryptsy交換所（倒産）がハッキン

グを受け、100,000,000円相当のLTC

（300,000 LTC）が盗難に遭った事例がある

・BTCとは異なり、すべてのLTCがホットウォ

レットで管理されていたとされる

日本時間2019年5月16日に約67分間ネット

ワーク停止の不具合が発生した。現在は復

旧・解決済みであり、当該事故から現在まで

に同様の不具合は発生していない

Ethereum上のアプリケーション「The DAO」

のプログラム（スマートコントラクト）のバ

グ（脆弱性）を攻撃されて、集まったファン

ド資金３分の１以上を盗み取られた事例があ

る

2019年5月15日ハードフォーク後バグ発生

https://cc.minkabu.jp/news/2557

プログラムの不具合については、Ethereumに

依存する。Ethereumブロックチェーンでは、

過去にDAO事件と呼ばれるスマートコントラ

クトの脆弱性をついたハッキング事件が発

生。このハッキングによって大量のETHが流

出することとなり、それを無効とする為に

Ethereum Foundationはハードフォークを実

施。ハードフォークに対してコミュニティ内

で意見が分かれ、結果としてEthereum

Classic（ETC）が誕生。

https://gentosha-go.com/articles/-/17332

プログラムの不具合については、Ethereumに

依存する。Ethereumブロックチェーンでは、

過去にDAO事件と呼ばれるスマートコントラ

クトの脆弱性をついたハッキング事件が発

生。このハッキングによって大量のETHが流

出することとなり、それを無効とする為に

Ethereum Foundationはハードフォークを実

施。ハードフォークに対してコミュニティ内

で意見が分かれ、結果としてEthereum

Classic（ETC）が誕生。

https://gentosha-go.com/articles/-/17332

プログラムの不具合については、Ethereumに

依存する。Ethereumブロックチェーンでは、

過去にDAO事件と呼ばれるスマートコントラ

クトの脆弱性をついたハッキング事件が発

生。このハッキングによって大量のETHが流

出することとなり、それを無効とする為に

Ethereum Foundationはハードフォークを実

施。ハードフォークに対してコミュニティ内

で意見が分かれ、結果としてEthereum

Classic（ETC）が誕生。

https://gentosha-go.com/articles/-/17332

2014年に、ブロック難易度の調整不具合でブ

ロックチェーンの同期が遅延するなど影響が

でたことで、アルゴリズムを変更した

−

非互換性のアップデート(ハードフォーク）の

状況
ー − −

2019年9月12日：「ATLANTIS」実装

2020年1月12日：「AGHARTA」実装

2020年6月1日：「PHOENIX」実装

2020年11月29日：「THANOS」実装

2021年7月24日：「MAGNETO」実装

2022年2月13日：「MYSTIQUE」実装

2018年11月16日　ABC系とSV系の分裂

2020年11月15日　ABC系とBitcoin Cash

Node(BCHN)の分裂

なし なし なし

世界に先駆け2017年3月にsegwit対応のシグナ

ルを開始し、１週間程度のロックイン後、

コードをメインネットにデプロイし、世界初

のActivate化

−

今後の非互換性アップデート予定 ー − − − なし なし なし − −

正常な稼働に影響を与えたサイバー攻撃の履

歴
ー − −

2016年6月 自律分散型投資ファンド「The

DAO」へのハッキング

2019年1月　51%攻撃によるリオーグの発生

2020年8月　51%攻撃によるリオーグの発生

なし なし なし

2018年5月に、セルフィッシュ・マイニング攻

撃（Block withholding attack）を受け、ブ

ロックチェーンの大規模な再編成（reorg）が

発生

−

【流通状況】

価格データの出所 ー
出所：CoinMarketCap

URL：https://coinmarketcap.com/coins/

出所：Cryptocurrency Market Capitalizations

 URL:https://coinmarketcap.com/currencies

出所：CryptoCurrency Market Capitalizations

URL：

https://coinmarketcap.com/currencies/

出所：CoinMarketCap

URL：https://coinmarketcap.com/coins/

出所：CoinMarketCap

 URL：https://coinmarketcap.com/

出所：

https://coinmarketcap.com/currencies/enjin

-coin/

出所：

https://coinmarketcap.com/currencies/omg/

出所：CryptoCurrency Market Capitalizations

URL:https://coinmarketcap.com/currencies/

CoinMarketCap

https://coinmarketcap.com/currencies/flare

/

１取引単位当たり計算単価（ドル） $58.98 $54.28 $0.114 $33.58 $115.47 $0.377500 $0.5886 $2.01 $0.48 $0.0364

１取引単位当たり計算単価（円） ¥7,977 ¥7,528.64 ¥15.560 ¥4,655.91 ¥16,012 ¥51.56 ¥80 ¥272.28 ¥66.06 ¥4.71

ドル/円計算レート ¥135.25/ドル 1ドル/約138.7円（2022年8月29日基準） 1ドル/136.18円（2022年06月29日基準） 1ドル/138.68円（2022年8月29日基準） 1ドル/約138.7円（2022年8月29日基準） 1ドル/136.55円 135.525円/ドル 1ドル/135.469円 1ドル/約138.7円（2022年8月29日基準） 129.40

四半期取引数量（協会加盟会員合計） ー 9,355 − − 43,999 (2022/1~3) - なし − 23,836百万円（2022年1月〜3月） −

備考

今後もZPGのノード運用参加者の広がりが確

認されない場合に、取扱いが認められなくな

るリスクを有する。

− −

・スマートコントラクトの実行プラット

フォームとして開発された暗号資産

・2016年6月、自律分散型投資ファンド「The

DAO」への攻撃によって盗難されたDAOを救

出するためハードフォークを実施、このHFを

支持しなかったマイナーによって存続するこ

ととなった旧仕様のEthereumが現在の

Ethereum Classicとなり、HF側がEthereumの

名称を引き継いだ。

2017年8月Bitcoinのハードフォークにより組

成された暗号資産。

Brave Software Inc.社の所在地は

512 2nd St., 2nd Floor, San Francisco,

California 94107

BAP（BATポイント）は2021年4月に廃止さ

れ、BATの付与に変更されている。

https://brave.com/ja/bap-to-bat/

− − −

FLRの初期発行分は2020年12月12日に行われ

たスナップショット時点のXRP保有者を対象

に15%が配布され、残りの85%はFTSO委任イ

ンセンティブプールの一部として、ラップさ

れたFLR（WFLR）を含むアドレスに36カ月か

けて分配される。



取扱暗号資産の概要説明書

概要書更新年月日 2022年8月30日 2022年6月16日 2022年6月30日 2022年8月29日 2022年6月24日 2022年8月29日 2022年6月21日

【基礎情報】

日本語の名称 カルダノ/エイダ ポルカドット/ドット テゾス ネム クアンタム/クオンタム シンボル アイオーエスティー

現地語の名称 CARDANO/ADA Polkadot / DOT Tezos NEM Qtum Symbol IOST

呼称 ー Polkadot ꜩ、テゾス、テジー、Tezzie ネム（ゼム） - シンボル（ジム） アイオーエスティー

ティッカーコード（シンボル） ADA DOT XTZ XEM QTUM XYM IOST

発行開始 2017年9月 2020年5月26日 (メインネットローンチ日)
2017年7月1日（ICO開始日）、 2018年9月17

日（ベータネットがメインネットに昇格）
2015年3月31日 2017年9月13日 2021年3月17日 2017年12月

時価総額（ドル基準） $15,186,007,374 $7,900,018,188 $1,324,161,373 $388,193,160 $322,348,068 $244,158,735 $279,524,328

時価総額（円基準） ¥2,104,826,218,730 ¥1,062,552,446,391 ¥180,867,139,511 ¥53,860,791,610 ¥43,449,218,507 ¥33,874,338,671 ¥37,829,784,347

主な利用目的 送金、決済、投資

ステーキング、ガバナンスへの参加、ボン

ディング用途

https://wiki.polkadot.network/docs/learn-

DOT#what-are-the-uses-of-dot

ステーキング、送金、証券化トークンの発行

など
送金、決済、投資等 送金、決済、投資

送金、決済、投資、ハーベスティング（ブ

ロック生成）による記録者への報酬
送金、決済、投資、スマートコントラクト

利用制限の有無 なし なし なし なし なし なし なし

海外流通の有無 あり あり あり あり あり あり あり

国内流通の有無 あり なし なし あり なし あり なし

店舗等の利用制限の有無 なし なし なし なし なし なし なし

利用制限を行う者の属性 ー − ー ー ー - ー

利用制限の内容 ー − ー ー ー - ー

一般的な性格

分散型の価値保有・価値移転の台帳データ維

持のための、価値記録を行う記録者への対

価・代償として発行される暗号資産。

固有のブロックチェーンを持つアルトコイン

XTZは独自プロトコル上を走るアルトコイン

で、ステーキングのために預託したり、送金

などに用いることができる。また海外では、

プロトコルの堅牢さからSTOなどの発行プ

ラットフォームに選ばれるケースが増えてお

り、不動産や金融企業による利用事例が存在

する。

分散型の価値保有・価値移転の台帳データ維

持のための、暗号計算および価値記録を行う

記録者への対価・代償として発行される暗号

資産

Bitcoinで用いられている安全性の高い残高確

認方式を採用しつつ、Ethereumと互換性のあ

るスマートコントラクトを実装できるため、

BitcoinとEthereumの長所を掛け合わせた暗号

資産と言われる。

またProof of Stake Version 3の採用により、

ブロック生成者選出の公平性を保ちつつ、

BitcoinやEthereumのPoWを用いたシステムよ

りも少ない消費電力でトランザクション処理

が可能。

分散型の価値保有・価値移転の台帳データ維

持のための、暗号計算および価値記録を行う

記録者への報酬として発行される暗号資産

IOSTは、ブロックチェーンテクノロジーをク

レジットカード等と同様に現実的なレベルで

様々なサービスに活用することを目的とした

プラットフォーム。

独自のコンセンサスアルトリズムであるProof

of Believabilityによる公平且つ高速なトランザ

クション処理、シャーディングを用いたス

ケーラビリティ問題への解決などで注目を浴

びている通貨である。

また、Javascriptを用いたスマートコントラク

トを使用する為DApps開発参入障壁も低いの

が特徴。

法的性格（資金決済法第2条第5項第１号、第

２号の別）
第1号 第１号 第1号 第1号 第1号 第1号 第1号

2号の場合：相互に交換可能な1号暗号資産の

名称
ー − なし ー - - −

発行通貨に対する資産（支払準備資産）の有

無および名称
なし なし なし なし なし なし なし

発行者に対する保有者の支払請求権（買取請

求権）
なし なし なし ー ー なし なし

支払請求（買取請求）による受渡資産 なし なし なし ー ー なし −

発行者が保有者に付与するその他の権利 なし
なし（ただし、保有しているとステーキング

への参加が可能）
なし ー ー なし なし

発行者に対して保有者が負う義務 なし なし なし ー ー なし なし

価値の決定 保有者間の自由売買による 保有者間の自由売買による 保有者間の自由売買による 保有者間の自由売買による 保有者間の自由売買による 保有者間の自由売買による 保有者間の自由売買による

交換（売買）の制限 なし なし なし ー なし なし なし

価値移転、保有情報を記録する電子情報処理

組織の形態
パブリック型ブロックチェーン パブリック型ブロックチェーン パブリック型ブロックチェーン パブリック型ブロックチェーン パブリック型ブロックチェーン

パブリック型ブロックチェーンとしてもプラ

イベート型チェーンとしても利用でき、パブ

リックとプライベート間での相互運用も可能

パブリック型ブロックチェーン

保有・移転記録台帳の公開、非公開の別 公開 公開 公開 公開 公開 公開（パブリック型ブロックチェーンのみ） 公開

保有・移転記録の秘匿性

アドレスを生成するアルゴリズムは、EdDSA

（エドワーズ曲線デジタル署名アルゴリズ

ム）が採用されている。公開鍵からアドレス

を生成するためにHMAC-SHA512ハッシュ関

数を使用している。

公開鍵暗号の暗号化処理を施しデータを記録 公開鍵暗号の暗号化処理を施しデータを記録 公開鍵暗号の暗号化処理を施しデータを記録 公開鍵暗号の暗号化処理を施しデータを記録 公開鍵暗号の暗号化処理を施しデータを記録 公開鍵暗号の暗号化処理を施しデータを記録

利用者の真正性の確認

秘密鍵と公開鍵を用いた暗号化技術により、

利用者本人が発信した移転データと特定し記

帳する。

秘密鍵と公開鍵を用いた暗号化技術により、

利用者本人が発信した移転データと特定し、

記帳する。

秘密鍵と公開鍵を用いた暗号化技術により、

利用者本人が発信した移転データと特定し、

記帳する。

秘密鍵と公開鍵を用いた暗号化技術により、

利用者本人が発信した移転データと特定し、

記帳する

ECDSA(secp256k1曲線)を用いて秘密鍵と公

開鍵を発行し、利用者本人が発信した移転

データと特定し、記帳する

秘密鍵と公開鍵を用いた暗号化技術により、

利用者本人が発信した移転データと特定し、

記帳する

秘密鍵と公開鍵を用いた暗号化技術により、

利用者本人が発信した移転データと特定し、

記帳する。

価値移転記録の信頼性確保の仕組み

Proof of Stake

コンセンサス・アルゴリズム（分散台帳内の

不正取引を排除するために、記録者全員が合

意する必要があるが、その合意形成方式）の

一つであり、保有している基軸暗号資産の量

が多いほどブロック生成（承認）の成功確率

が上昇する承認方式。

Nominated Proof of Stake (NPoS)に則って

トークンによる投票力を持つ記録者たちが記

録を管理している。

独自のProof of Stake系アルゴリズムである

Liquid Proof of Stakeを採用している。

Delegated Proof of Stakeと異なりブロック生

成者への預託は任意となることから、ブロッ

ク生成者の選定を行う自由度が上がる設計に

なっている。

Proof of Importance

コンセンサス・アルゴリズム（分散台帳内の

不正取引を排除するために、記録者全員が合

意する必要があるが、その合意形成方式）の

一つであり、保有している基軸暗号資産の量

および取引量に応じて採掘の成功確率が上昇

するブロックの承認方式。

Proof Of Stake Versoin 3を元に独自に改良を

加えた価値移転記録ロジックを使用してお

り、ステーキングの量に応じてブロック生成

者を選出し分散台帳に書き込みを行う方法

PoS＋（Proof of Stake＋）

コインの保有量だけでなく、最新の活動状況

やユーザーからのハーベスティング（ブロッ

ク生成）委任量など、Symbolエコシステムへ

の貢献度も加味して記録者が選出されること

で信頼性を確保している

Proof of Believability (PoB)

ブロック生成を行う際、凡そ100人いるブロッ

クプロデューサーをBelievabilityスコアによっ

てローテーションさせることで高速且つ公平

にブロック生成を行うことが可能になってい

る。

誕生時に技術的なベースとなったコインの有

無とその名称

（アルトコインのみ）

なし なし なし ー なし

なし

NEMブロックチェーンがハードフォーク（分

岐）し誕生したわけではなく、新たに開発さ

れたブロックチェーンである

なし

【取引単位・交換制限】

取引単位の呼称 ADA DOT XTZ XEM QTUM XYM IOST

保有・移転記録の最低単位 1lovelace = 0.000001ADA 0.0000000001DOT(=1 Planck) 0.000001　XTZ 0.000001 XEM 0.00000001 QTUM 0.000001 XYM 0.00000001 IOST

交換可能な通貨又は暗号資産 全て可 全て可 全て可 全て可 全て可 全て可 全て可

交換制限 なし なし なし ー なし なし なし

制限内容 − なし ー ー − なし −

交換市場の有無 あり あり あり あり あり あり あり

【連動する資産の有無等】

価値が連動する資産等の有無 なし なし なし なし なし なし なし

価値連動する資産等の名称 − − ー ー − - −

価値連動する資産等の内容 − − ー ー − - −

価値連動する資産との交換の可否 − − ー ー − - −

価値連動する資産との交換比率 − − ー ー − - −

価値連動する資産との交換条件 − − ー ー − - −

【付加価値】

その他の付加価値（サービス）の有無 あり あり なし あり あり あり あり



付加価値（サービス）の内容
ステーキングプールの運営やステーキング委

任することで報酬を得ることができる。

ネイティブトークンであるDOTをステーキン

グすることにより、コンセンサスアルゴリズ

ムに参加し、報酬を得ることが可能

形式検証を前提としたスマートコントラクト

をOCamlと呼ばれるプログラミング言語で実

装したり、むやみにハードフォークなどでコ

ミュニティが分割されないよう、システム

アップグレードに際しての意思表明や決議の

プロセスをオンチェーンで完結させられるオ

ンチェーンガバナンスという仕組みを導入し

ている。前者はスマートコントラクトのセ

キュリティを向上させ、後者は開発の方向性

に対するコントロールを高められる点が本プ

ロジェクトの付加価値と言える。

直接的な付加価値というわけでは無いが、一

定数量以上のXEMを所有するノードはハーベ

ストに参加する権利を得る

Ethereumネットワーク上で動作しているス

マートコントラクトと互換性のあるスマート

コントラクトが動作可能

・ノードを構築し1万XYM以上保有することで

記録者としてハーベスティング（ブロック生

成）に参加ができ、ハーベスティングが成功

した場合、報酬を受け取ることができる。

・保有するXYM分の権利を記録者に委任する

ことで、その記録者がハーベスティングに成

功した場合、その報酬の一部を受け取ること

ができる。

スマートコントラクトを使用したDapps等

過去3年間の付加価値（サービス）の提供状況

サービスは安定的に提供されている。

https://roadmap.cardano.org/en/status-

updates/

下記サイトで公開されている

 https://polkadot.subscan.io/
ー ー 問題なく付加価値を提供している

安定して提供されている。以下で確認が可能

である。

https://symbol.fyi/blocks

安定してサービスが続いている（メインネッ

ト公開：2019年2月）

【発行状況】

発行者 あり プログラムによる自動発行 一部あり ー あり プログラムによる自動発行 あり

発行主体の名称 Cardano Foundation − Tezos Foundation ー Qtum Chain Foundation Ltd. -
Internet of Service Foundation Ltd. (IOS

Foundation Ltd.)

発行主体の所在地 Cardano Foundation/スイス − Dammstrasse 16, 6300 Zug, Switzerland ー

シンガポール（SG 079027 Singapore

Singapore 100 TRAS STREET #16-01 100

AM）

- シンガポール

発行主体の属性等 Cardano Foundation/非営利団体 − 非営利団体 ー 非営利団体 - システム開発業者

発行主体概要

Cardano Foundationがエコシステムの監督

者、IOHKが研究・技術開発担当、EMURGO

Pte. Ltd.がブロックチェーンソリューション

サービスの開発と提供を担っている。

−

Tezos財団はスイスに拠点を置く非営利団体

で、スイス連邦内務省下のスイス連邦財団監

督局の監督を受けている。投資や技術など複

数の委員会を抱えており、世界中の団体に

Tezosプロジェクトやプロトコルの開発に関す

る活動のための助成金を支給している。

ー

2016年に設立されたシンガポールに本社を置

く非営利団体であり、元アリババのエンジニ

アだったPatrick Dai がCEOを務める

-
不特定の保有・移転管理台帳記録者による発

行プログラムの集団・共有管理

発行通貨の信用力に関する説明

完全にランダムに選ばれた記録者達によって

ブロックが承認されることにより信用力を担

保している。

ブロックチェーンによる保有・移転管理台帳

による記録管理と重層化した暗号化技術によ

る記録の保全能力

保有・移転管理台帳の公開

暗号化技術による保有者個人情報の秘匿性

多数かつ分散している記録者による価値移転

情報の認証と、ビットコインと同水準の暗号

化技術の採用により信用力が担保される。

プロトコルは堅牢であり、また京都大学を始

め世界中の専門的知見や技術を有する主体に

助成金が提供され、発展向上のための研究開

発が日々進められている。

・多数の記録者による多数決をもって移転記

録が認証される仕組み

・ブロックチェーンによる保有・移転管理台

帳による記録管理と重層化した暗号化技術に

よる記録の保全能力

・保有・移転管理台帳の公開

・暗号化技術による保有者個人情報の秘匿性

ECDSA(secp256k1曲線)を用いた暗号化技術

により秘匿性を保ちつつ、POSV3による合意

形成で管理台帳への記録更新を行っている

・多数の記録者による多数決をもって移転記

録が認証される仕組み

・ブロックチェーンによる保有・移転管理台

帳による記録管理と重層化した暗号化技術に

よる記録の保全能力

・保有・移転管理台帳の公開

・暗号化技術による保有者個人情報の秘匿性

・多数の記録者による多数決をもって移転記

録が認証される仕組み。

・ブロックチェーンによる保有・移転管理台

帳による記録管理と重層化した暗号化技術に

よる記録の保全能力

・保有・移転管理台帳の公開

発行方法

初期発行と、分散型の価値保有・価値移転の

台帳データ維持のための、価値記録を行う記

録者への対価・代償としてプログラムにより

自動発行される。

プログラムによる自動発行。ステーキングさ

れているDOTの数量に応じて、新規発行数量

が自動調整される仕組みが実装されている。

2017年のICOを通じたプレセール、及びプロ

グラムによる自動発行

分散型の価値保有・価値移転の台帳データ維

持のための、暗号計算および価値記録を行う

記録者への対価・代償として発行される暗号

資産

2017年3月16日のICO時に全量である1億枚が

既に発行されており、毎年1%ずつ上限が増え

ていく仕組みとなっている

約78億XYMがSymbolブロックチェーンのロー

ンチに際して行われたスナップショット時の

XEM保有者に割り当て。残りの約12億XYMは

プログラムによる自動発行。

ICOおよびプログラムによる自動発行

発行可能数 45,000,000,000 ADA 上限なし 上限なし 8,999,999,999 XEM

上限は107,822,406 QTUM

参照：

https://coinmarketcap.com/currencies/qtum

/

8,999,999,999XYM 90,000,000,000 IOST

発行可能数の変更可否 不可 可 ステークホルダーの合意により可能 不可（全量発行済みのため追加発行無し） 可 不可 可

変更方法 ー

ガバナンス投票

https://wiki.polkadot.network/docs/learn-

governance

発行プログラムの修正 ー 発行プログラムの変更 - 発行プログラムの変更

変更の制約条件 ー − ー ー
プロポーザルの提出、プログラム修正、Admin

らによるガバナンス投票の実施
- なし

発行済み数量
33,568,052,251 ADA

https://blockchair.com/cardano

1,204,440,182DOT（うち流通量は

1,123,491,050DOT）
921,429,381 XTZ 8,999,999,999 XEM 103,944,501 QTUM 7,967,988,930 XYM（2022年6月29日 時点） 22,178,434,879 IOST

今後の発行予定または発行条件
ステーキング報酬（ブロック生成者並びにス

テーカーに分配）

Polkadotのリレーチェーン、パラチェーンそ

れぞれにステーキングされるDOTと、流動的

なDOT数量の比率が 3:2:1となることが目標と

されている。なお、パラチェーンとの接続が

完了していない現時点では、75％のDOTが

Polkadotのリレーチェーンに対してステーク

されることが目標となっている。

ー ー

年毎のインフレーションレートは1%

2020年2月現在、1ブロックを発行するごとに

4QTUM発行

4年毎に半減期を迎える（次回は2021年）

ハーベスティング（ブロック生成）の度に記

録者への報酬として自動発行される。2022年

８月29日時点の報酬は約103.3226096XYMに

なっている。ただし、この報酬は262500ブ

ロック(約91日)毎に減少する。報酬額は以下の

「Block Reward」にて確認が可能である。

https://symbol.fyi/blocks

ブロック生成を行う。

IOSTのノードとして投票を受ける、または

ノードに投票を行う。

財団への支払いはプログラムの自動発行で行

われる。

過去３年間の発行状況
ブロックが生成される毎にステーキング報酬

として発行される。

1,072,729,710DOT（うち流通量は

937,205,594DOT）

2017年7月に実施したトークンセールでの販売

及びプログラムによる自動発行
ー

2017年3月、ICO時に1億QTUMが発行され

た。

2020年3月13日時点で102,199,448QTUM発行

されており、2020年10月26日時点で

102,856,012QTUM発行されていることから、

2017年3月からの3年間で約220万QTUM発行

され、直近の半年間では約66万QTUM発行さ

れている。

Symbolブロックチェーンのローンチ時に約78

億XYMが発行され、そのあとはハーベスティ

ング（ブロック生成）の度に記録者への報酬

として自動発行されている。

ICOにて8,400,000,000 IOSTを発行。

ブロック生成報酬として凡そ3 IOST発行。

投票を受けた額、または投票を行った額に比

例して毎日支払われる。

財団ウォレットへの支払いも毎日行われる。

過去３年間の発行理由 ステーキング報酬として発行されている。 ICO、ステーキング報酬 資金調達、プログラムによる自動発行 ー

分散型の価値保有・価値移転の台帳データ維

持のための、暗号計算および価値記録を行う

記録者への対価・代償として発行

初期発行と記録者への報酬 −

過去３年間の償却状況 − なし なし ー −

2021年11月12日に実施されたハードフォーク

「キプロス」の際に25億XYMが償却された

が、同数が再生成された

なし

過去３年間の償却理由 − − なし ー −
分散型、コミュニティ中心主義の資金運用体

制の再構築のため
−

発行者の行う発行業務に対する監査の有無 ー − あり なし なし なし なし

監査を実施する者の氏名又は名称 − − プライスウォーターハウスクーパーススイス ー − - −

直近時点で行われた監査年月日 − − 2020年6月30日（監査レポート発行日） ー − - −



直近時点における監査結果 − − 無限定適正意見を取得 ー − - −

【価値移転記録台帳に係る技術】

ブロックチェーン技術の利用の有無 あり あり あり あり あり あり あり

ブロックチェーンの形式 パブリック型 パブリック型ブロックチェーン パブリック型 パブリック型 パブリック型

パブリック型ブロックチェーンとしてもプラ

イベート型チェーンとしても利用でき、パブ

リックとプライベート間での相互運用も可能

パブリック型

ブロックチェーン技術を利用しない場合に

は、その名称
− − ー ー − - −

利用するブロックチェーン技術以外の技術の

内容
− − なし ー − - −

価値移転認証の仕組み

台帳形式

価値移転認証を求める暗号データを記録者が

解読し、利用者および移転内容の真正性を確

認して価値移転記録台帳の記録を確定する。

台帳形式。価値移転認証を求める暗号データ

を記録者が解読し、利用者および移転内容の

真正性を確認して価値移転記録台帳の記録を

確定する。

台帳形式。価値移転認証を求める暗号データ

を記録者が解読し、利用者および移転内容の

真正性を確認して価値移転記録台帳の記録を

確定する。

台帳形式。価値移転認証を求める暗号データ

を記録者が解読し、利用者および移転内容の

真正性を確認して価値移転記録台帳の記録を

確定する

台帳形式。価値移転認証を求める暗号データ

を記録者が解読し、利用者および移転内容の

真正性を確認して価値移転記録台帳の記録を

確定する

台帳形式。ネットワークへの貢献について一

定要件を満たした記録者が、利用者および移

転内容の真正性を確認して価値移転記録台帳

の記録を確定する。

台帳形式。価値移転認証を求める暗号データ

を記録者が解読し、利用者および移転内容の

真正性を確認して価値移転記録台帳の記録を

確定する。暗号データは0.5秒毎にブロック

チェーンに記録される。

価値記録公開／非公開の別 公開 公開 公開 公開 公開 公開（パブリック型ブロックチェーンのみ） 公開

保有者個人データの秘匿性の有無 あり あり あり あり あり あり あり

秘匿化の方法 公開鍵と秘密鍵による暗号化 公開鍵と秘密鍵による暗号化 公開鍵と秘密鍵による暗号化 公開鍵と秘密鍵による暗号化 公開鍵と秘密鍵による暗号化 公開鍵と秘密鍵による暗号化 公開鍵と秘密鍵による暗号化

価値移転ネットワークの信頼性に関する説明

独自のPoSコンセンサスアルゴリズム(ウロボ

ロス)で、完全にランダムに選ばれた記録者達

によってブロックが承認される仕組みであ

る。保有量が多いほど記録者に選ばれる確率

が上昇するため、記録者による悪意のある行

動を抑制し信頼性を保つことができる。

オープンネットワークの脆弱性に対し、暗号

により連鎖する台帳群（ブロックチェ−ン）

および記録者による多数決と承認者による確

認を経て移転記録が認証される仕組みを用

い、多数の記録者のネットワークへの参加を

得ることによって、データ改竄の動機を排除

し、信頼性を確保する。

オープンネットワークの脆弱性に対し、暗号

により連鎖する台帳群（ブロックチェ−ン）

および記録者による多数決をもって移転記録

が認証される仕組みを用い、多数の記録者の

ネットワークへの参加を得ることによって、

データ改竄の動機を排除し、信頼性を確保す

る。

オープンネットワークの脆弱性に対し、暗号

により連鎖する台帳群（ブロックチェ−ン）

および Eigentrust ++ によるノードの過去動

作を監視した評価軸とノードの計算作業量を

もって移転記録が認証される仕組みを用い、

多数の記録者のネットワークへの参加を得る

ことによって、データ改竄の動機を排除し、

信頼性を確保する。

オープンネットワークの脆弱性に対し、暗号

により連鎖する台帳群（ブロックチェ−ン）

および記録者による多数決をもって移転記録

が認証される仕組みを用い、多数の記録者の

ネットワークへの参加を得ることによって、

データ改竄の動機を排除し、信頼性を確保す

る。

アルゴリズムによって選出された記録者の

67％がその価値移転について賛成票を投じる

ことで認証される仕組みを用いているため、

信頼性の確保が可能である。

オープンネットワークの脆弱性に対し、暗号

により連鎖する台帳群（ブロックチェ−ン）

および記録者による多数決をもって移転記録

が認証される仕組みを用い、多数の記録者の

ネットワークへの参加を得ることによって、

データ改竄の動機を排除し、信頼性を確保す

る。

【価値移転の記録者】

記録者の数
3,198

https://cardanoscan.io/

297（2022年6月16日現在）

https://polkadot.subscan.io/

403

https://tezos-nodes.com/

147

https://nemnodes.org/nodes/

554

https://qtum.org/en/product/nodemap

1243ノード

※2022年8月29日時点

https://symbol-explorer.com/nodes

83

https://www.iostabc.com/

記録者の分布状況 不特定 アジア、ヨーロッパ、アメリカなど。 不特定 世界中に分散 主にアメリカ合衆国、韓国

以下で確認が可能である。

https://symbol.fyi/nodes

主に、ドイツ、日本、リトアニア

−

記録者の主な属性 誰でも自由に記録者になることができる。

報酬を得るためにステーキング活動を行って

いるステーキングプール及びプール参加者で

ある

XTZの保有を背景に、ステーキングノードを運

用する主体

一定数のXEMを所有する者であれば誰でも自

由に記録者になることができる

不特定、誰でも自由に記録者になることがで

きる

1万XYMを所有する者であれば誰でも自由に記

録者になることができる

Serviノードとしての登録を行い、10百万以上

の投票を得た場合、誰でも記録者になること

ができる。

記録の修正方法
記録者が合意し、各記録者が保管する台帳の

修正を自ら行う。

ブロックに記録された後は修正・変更は行わ

れない
修正や変更は行えない

取引が一旦記録されると、取引は変更するこ

とができない。承認された送金はキャンセル

することができないので、その送金を無効と

するためには反対の取引を別途行う必要があ

る。それらの履歴は全てブロックチェーン上

に記録される。

記録者が合意し、各記録者が保管する台帳の

修正を自ら行う

取引の記録がファイナライズされると、記録

を修正することができない。
−

記録者の信用力に関する説明

完全にランダムに選出された記録者がブロッ

クの承認を行う。

記録者による多数の合意がなければ不正が成

立せず、記録者が十分に多数であることに

よって、個々の記録者の信用力に頼らず、記

録保持の仕組みそのものを信用の基礎として

いる。

記録者による多数の合意がなければ不正が成

立せず、記録者が十分に多数であることに

よって、個々の記録者の信用力に頼らず、記

録保持の仕組みそのものを信用の基礎として

いる。

記録者に対する信用に依存しなくともプルー

フ・オブ・ステークのメカニズムを通じて報

酬を得ようとする記録者の存在により安全性

が高まる仕組みになっている。

ネットワーク内における参加ノード間でトラ

ンザクションが共有・検証され、不正なトラ

ンザクションは除外され、また不正なトラン

ザクションを送信するノードの評価を下げる

ことで、ネットワーク内の健全性と信用を保

つことを基礎としている。

記録者による多数の合意がなければ不正が成

立せず、記録者が十分に多数であることに

よって、個々の記録者の信用力に頼らず、記

録保持の仕組みそのものを信用の基礎として

いる

記録者がハーベスティング（ブロック生成）

に参加するためには1万XYM以上を保有する必

要があり、またハーベスティング確率が決ま

る重要度スコアは保有額だけではなく、最新

の活動状況やユーザーからのハーベスティン

グ委任量など、より積極的にネットワークに

貢献する記録者ほどハーベスティングを行う

機会を得る仕組みとなっていることにより、

記録者の信用力が担保できる。

記録者による多数の合意がなければ不正が成

立せず、記録者が十分に多数であることに

よって、個々の記録者の信用力に頼らず、記

録保持の仕組みそのものを信用の基礎として

いる。

価値移転の管理状況に対する監査の有無 あり なし なし なし なし あり なし

監査を実施する者の氏名又は名称 root9B, LLC − ー ー − Trail of Bits −

直近時点で行われた監査年月日 2020年4月21日 − ー ー − 2020年12月19日 −

その監査結果

root9B, LLCによる監査が行われ、IOHKは指

摘箇所を修正済み。

参照：https://github.com/input-output-

hk/external_audits/tree/master/cardano/byr

on_reboot

− ー ー − 問題なし −

（統括者に関する情報）

記録者の統括者の有無 ー なし なし なし なし なし なし

統括者の名称 ー − ー ー − - −

統括者の所在地 ー − ー ー − - −

統括者の属性 ー − ー ー − - −

統括者の概要 ー − ー ー − - −

【暗号資産に内在するリスク】

価値移転ネットワークの脆弱性に関する特記

事項

発行されている通貨全体の過半数を保持する

ことで、記録台帳及びプログラムの改竄が可

能である。

Nominated Proof of Stake（NPoS）コンセン

サスアルゴリズムの下では、記録者が結託し

て1/3以上の投票力を獲得した場合、妨害する

ことが可能であるが、記録者が十分に分散し

ている状況では妨害は発生しにくいものと考

えられる。

経済合理性にそぐわない行動を許容する主体

が現れた場合、不正な取引の記録などが可能

となる。

高い重要度を持つ記録者が多数結託した場合

に、台帳とデータが改ざんされる可能性はあ

る

メインネットワーク上で多数の記録者が結託

することで記録台帳を改竄することができる

67％以上の悪意を持った記録者の結託によっ

て記録台帳を改竄することができる。

信頼するバリデーターが意に反して結託した

場合、台帳とデータは改ざんされる可能性が

ある。

保有情報暗号化技術の脆弱性に関する特記事

項

第三者に秘密鍵を知られた場合は、利用者に

なりすまして送付指示を行うことができる。

第三者に秘密鍵を知られた場合には、利用者

になりすまして送付指示を行うことができ

る。

第三者に秘密鍵を知られた場合には、利用者

になりすまして送付指示を行うことができ

る。

第三者に秘密鍵を知られた場合には、第三者

が利用者になりすまして送付指示を行うこと

ができる

第三者に秘密鍵を知られた場合には、利用者

になりすまして送付指示を行うことができる

第三者に秘密鍵を知られた場合には、利用者

になりすまして送付指示を行うことができる

第三者に秘密鍵を知られた場合には、利用者

になりすまして送付指示を行うことができ

る。

発行者の破たんによる価値喪失の可能性に関

する特記事項
なし なし

Tezos財団が破綻した場合は当該暗号資産の価

格に影響を及ぼす可能性がある。ただし、日

ごろから助成金の支給を通じて開発や研究が

分散化されているため、全価値を喪失するに

は至らない可能性がある。

ー なし

2022年8月29日時点の記録者数は1,243ノード

あり、このすべてが破綻する可能性は低い。

また一部の記録者が破綻したとしても、他の

記録者に入れ替わってハーベスティングを行

うことから価値喪失の可能性は低い。

なし



価値移転記録者の破たんによる価値喪失の可

能性に関する特記事項
−

価値移転記録者の全てが同時に破綻した場合

は、価値移転の記録が停止し、価値が喪失す

る可能性があるものの、記録者が十分に分散

している状況ではそのような状況は発生しに

くいものと考えられる。

なし ー −

2022年6月29日時点の記録者数は1,288ノード

あり、このすべてが破綻する可能性は低い。

また一部の記録者が破綻したとしても、他の

記録者に入れ替わってハーベスティングを行

うことから価値喪失の可能性は低い。

−

移転の記録が遅延する可能性に関する特記事

項

他の通貨同様に処理性能以上のトランザク

ションが発生した場合は記録の遅延が発生す

る可能性がある。

なし

トランザクション数が処理能力を超えて増大

すると台帳への記録の遅延が発生し、取引が

キャンセルされる可能性がある。

トランザクション処理性能が最大で1秒あたり

2トランザクションであるため、大量のトラン

ザクションがごく短い期間で発生した際、記

録処理が追いつかずトランザクションのブ

ロックチェーンへの取り込みが遅延する可能

性がある。トランザクション処理性能につい

ては、SYMBOL（Catapult）と呼ばれる次期

バージョンへのアップデートで改善する予

定。

ー

処理可能なトランザクションを上回る量の取

引がブロックチェーン上で発生した場合に遅

延する可能性がある。

ただし、ストレステスト実施結果によると、

処理性能が1秒あたり400トランザクションで

あるため、それ以上の大量のトランザクショ

ンがごく短い期間で発生した際に限ることか

ら、遅延する可能性は低い。

信頼されるバリデータの大多数のネットワー

ク接続が失われた場合、接続が復活するまで

価値移転の記録が遅延する可能性がある。

また、信頼されるバリデーターが互換性のな

いソフトウェアのバージョンを使用した場

合、大多数のバリデーターが互換性のあるソ

フトウェアに移行するまで、または、非互換

のソフトウェアを使うバリデーターを投票プ

ロセスから除外するという設定をするまでは

価値移転の記録が遅延する可能性がある。

プログラムの不具合によるリスク等 に関する

特記事項

未検出のプログラムの脆弱性やプログラム更

新などにより新たに生じた脆弱性を利用し、

データが改竄される等のリスクはある。

未検出のプログラムの脆弱性やプログラム更

新などにより新たに生じた脆弱性を利用し、

データが改竄され、価値移転の記録が異常な

状態に陥る可能性がある。

なし

どのようなプログラムにも当てはまるが、プ

ログラムに不具合が見つかり新しいバージョ

ンをリリースしたものの、記録者が適正に

アップデートを行わずに依然古いバージョン

を使用している場合に、その不具合を攻撃さ

れるリスクはある。これを回避するため、

NEMのブロックチェーンネットワークを構成

する記録者のノードは、バージョンアップ要

求に対して２度、怠ると自動的にネットワー

クから外される仕様としている。

未検出のプログラムの脆弱性やプログラム更

新などにより新たに生じた脆弱性を利用し、

データが改竄され、価値移転の記録が異常な

状態に陥る可能性がある

他の暗号資産同様に未検出のプログラムの脆

弱性やプログラム更新などにより新たに生じ

た脆弱性を利用し、データが改竄される等の

リスクはある。

コントラクトコードに脆弱性があった場合に

不正に資産が盗み取られるリスクがある。

過去に発生したプログラムの不具合の発生状

況に関する特記事項
なし なし なし

現時点ではプログラムが適正に修正がなさ

れ、台帳を不正に書き換えられたりした不具

合は発生していない

− なし −

非互換性のアップデート(ハードフォーク）の

状況

次期ハードフォーク「Vasil（バシル）」に向

けて最終的な準備を行っている

参考

https://iohk.zendesk.com/hc/en-

us/articles/7981157534105-Ecosystem-

readiness-for-Vasil-upgrade

なし なし ー − なし −

今後の非互換性アップデート予定 − なし なし

最後にハードフォークが実施されたのは2017

年8月である。主な変更点はトランザクション

を発行する際の手数料の改善であり、本ハー

ドフォークに伴う重大な不具合等の発生は確

認されていない。なお、2020年内にハード

フォークが予定されており、「SYMBOLブ

ロックチェーン」と「SYMBOLトークン

（ティッカー：XYM）」のメインネットが新

たにローンチされることが発表されている。

なお、現在のXEMは「NIS1」プラットフォー

ムで機能するトークンとして残り、2つのトー

クンが共存することになる。

− なし −

正常な稼働に影響を与えたサイバー攻撃の履

歴
なし なし なし ー − なし −

【流通状況】

価格データの出所

出所：CoinMarketCap

URL

https://coinmarketcap.com/currencies/carda

no/

出所：CoinMarketCap

 URL:https://coinmarketcap.com/

出所：CoinMarketCap

URL：https://coinmarketcap.com/

出所：CoinMarketCap

URL：https://coinmarketcap.com/coins/

出所：Cryptocurrency Market Capitalizations

URL：https://coinmarketcap.com/currencies

出所：CoinMarketCap

URL：

https://coinmarketcap.com/ja/currencies/sy

mbol/

出所：CryptoCurrency Market Capitalizations
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１取引単位当たり計算単価（ドル） $0.45 $7.93 $1.47 $0.04 $2.99 $0.0437 $0.02

１取引単位当たり計算単価（円） ¥60.67 ¥1,067.42 ¥200.99 ¥5.98 ¥402.78 ¥6.07 ¥2.03

ドル/円計算レート 1ドル/約135.27円 134.50円/ドル 1ドル/136.55円 1ドル/約138.7円（2022年8月29日基準） 135円/USドル 1ドル/約138.7円（2022年8月29日基準） 1ドル/135.33円

四半期取引数量（協会加盟会員合計） − ー なし ー - - −

備考

プレセール時の紹介方法や最低購入単価が高

額だったこと及びADAを宣伝する企業がバー

チャルオフィスを利用していた等の理由によ

り、当初ADAは詐欺コインではないかとの風

評があった。その後、ADAが発行されている

Cardanoプラットフォームの優位性や透明性を

もって開発が進められていることが周知され

るに従い、これらの風評が払しょくされたい

う経緯がある。

− − − − − −


