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概要

2008〜09年の世界⾦融危機への対応として、サトシ・ナカモトと名乗るコンピューター・サイエンスの専⾨家（あるいは専⾨家グループ）は、

ビットコインと呼ばれるデジタル通貨に関する⽩書を公表しました。この⽩書では、世界中の⼈々が銀⾏や⼝座、クレジットカードに依存せず

に、⾦銭的価値を交換することが可能になるとされました。 

急激に値上がりしたことを受けて、ビットコインは投資対象として⼈気化しています。時

価総額ベースで最⼤の仮想通貨であるビットコインに加えて、⾜元では全世界で

10,000を超える仮想通貨が存在するなど、投資家にとって新しい資産クラスを形成し

ています。仮想通貨の数が増える中で、時価総額は現在の2兆5,840億ユーロ

（2021年10⽉22⽇時点）から増加する傾向にあります。

暗号資産の重要性の⾼まりに対応する形で、規制の枠組みも変わり続けています。

例えば、「修正マネーロンダリング防⽌法（Amendment to the Money Laundering 

Act）」とMiCAの導⼊は、新しい投資形態を対象とする規制の中で重要なステップと

して位置付けられ、欧州の⾦融業界に⼤きな影響を及ぼす⾒通しです。さらに、DLT

は仮想通貨の基盤を構成するテクノロジーとして、規制環境に⼀段と影響するように

なっています。⼀例を挙げると、電⼦証券の導⼊に関する法律が制定されて以来、

証券取引に関する書類の⼀部として必要であった書⾯の証書を、例えば分散型の

暗号証券登録簿を通じて、デジタル形式で処理することがオプションとして可能になり

ました。
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概要
ビットコインが急速に普及する前には、コミュニケーションの目的として、そして情報源と

して、主にインターネットが利用されていました。インターネットは、ラジオ、新聞、テレビを

はじめとする従来の情報源を「情報のインターネット（Internet of Information）」とし

て集約するため、世界中で情報を瞬時に交換・共有することが可能になります。ビット

コインはこの原理を踏襲するものです。決済に数⽇を要し⾼い手数料が付随する海

外向けの銀⾏送⾦とは異なり、ビットコインはインターネット上で、ほぼ瞬時に管理可

能なコストで価値を交換する可能性を提供するものであり、「価値のインターネット

（Internet of Value）」の時代の到来を予感させるものと言えます。

ビットコインの枠組みにおいては、銀⾏やその他の⾦融サービス・プロバイダーに仲介機

能を依存する代わりに、世界中に張り巡らされたコンピューターのネットワークを利用す

ることによって、過去の全ての取引を対象とする分散型台帳と呼ばれる共通のログが

構築されます。この台帳は公にアクセスすることが可能であり、分散型の仕組みを採

用するため、デジタル通貨は外部の第三者や中央当局から完全に独立した存在と

なっています。

ビットコイン・ブロックチェーンを例に⽤いたDLTの説明
ブロックチェーンはDLTの1つの形態であり、ブロックの中には各取引の情報、タイムスタ

ンプ、「ナンス（number only used once（nonce））」と呼ばれるランダムな番号が

記録されています。また、各ブロックには、前のブロックの情報が指紋のように含まれ、

「ハッシュ」と呼ばれています。ブロックをつないだものがブロックチェーンを表象します。

ここで概略する利用モードは、ビットコイン・ブロックチェーンを表わします（その他のブロ

ックチェーンはメカニズムが異なえます）。

Figure 1 : Linking the information blocks to build the Blockchain 

各ブロックのハッシュは、MD5やSHA256などのハッシュ関数を用いて、ブロック内の情報（⼊力値）から算出されます。単純化すると、ハッ

シュ関数とは、アルゴリズムに基づいて各⼊力値から常に同じ⼤きさの特定の結果を計算する算出方法を意味します。例えば、「Deloitte」

という単語にSHA256ハッシュ関数を適用すると、以下の出力値が導かれます。
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要点

・ 分散型台帳技術（DLT）の分野におけ

る暗号資産や暗号サービスは、新たな事

業領域を開拓して新規顧客を獲得する

多様な機会を提供します。暗号資産には

さまざまな種類が存在し、決済ツール（ペ

イメント・トークン）として、ノンファンジブ

ル・トークン（NFT）による芸術作品の証

券化としてなど、幅広い用途で利用するこ

とが可能です。同時に、DLT は証券決済

機関などの仲介業を代替することも可能

です。

・ 比較的新しい分野でありながら、⼀定の

規制要件が既に確立されているため、暗

号資産を既存のビジネスモデルに採り⼊

れる際には、規制を考慮する必要があり

ます。欧州レベルでは、「暗号資産市場

規制案（MiCA）」が統⼀的な規制に向

けた第⼀歩と位置付けられています。



⼀方、「Deloitte DCE」という単語にSHA256ハッシュ関数を適用すると、以下の出力値が導かれます。

„d6c24f045e89265a3cbd855acb0b04d93bf95ab3fa0d7d2e6cc1a595273f9905“

⼊力値をわずかに変えるだけでも、出力値は根本的に変化します。このため、過去の取引に最小限の変更を加えても、ドミノ効果が誘発さ

れることとなり、変更が認識されないことはありません。

ブロックチェーンを構成するブロックに取引を実際に紐付けするためには、ネットワークの参加者から承認を受ける必要があります。承認作業

は、承認が必要な新しいブロックのハッシュを算出することによって実⾏されます。ただし、算出されるハッシュは、ブロックチェーン・プロトコルに

規定された⼀定の基準を満たさなければなりません。唯⼀の⼊力変数であるナンスは、承認対象のブロックの新しいハッシュが基準を満たす

ように選択する必要があります。現在、技術的な観点からは、合理的な時間内にハッシュ関数の⼊力値を出力値から推測するのは不可

能であり、試⾏錯誤を通じて正しいナンスを特定しなければなりません。

Figure 2 : Confirmation of new blocks 

この試⾏錯誤のプロセスは、マイニングと呼ばれています。正しいナンスを推測するのは極端に時間とエネルギーを消費する作業ですが、⼀定

量のビットコインが報酬として付与されます。無効な取引を含むブロックに関しては、マイニングを実⾏しないインセンティブが存在します。承

認対象の新しいブロックについての承認プロセスが無効となり、正しいナンスを推測した結果付与されるビットコインも無効になるからです。こ

のメカニズムは「プルーフ・オブ・ワーク（PoW）」と呼ばれ、ブロックチェーン・ネットワークの全参加者の間で取引に関するコンセンサスを形成す

る際に役立ちます。

ビットコイン・ブロックチェーンに対するデジタル署名
ビットコイン・ブロックチェーン上の2当事者間で実⾏される各取引について、システム全体の信頼性を確実に保つために、譲渡される仮想通

貨がどのルートをとるのかが正確に記録されます。その際に、公開鍵と秘密鍵から構成される、参加者ごとにユニークな鍵のペアが用いられま

す。2つの鍵は数学的に関連性があり、⼀方の鍵を使って暗号化すると、他方の鍵でしか復号化できません。また、2つの鍵はいずれも他方

の鍵から導き出すことができません。鍵のペアを用いると、各参加者は他の全ての参加者が明確に検証できるような形で、自らの取引に署

名できるようになります。

例えば、アリスがボブに限定して自らの名前で取引を送信したいと考える場合には、秘密鍵を使って取引を暗号化します。ボブの側では、そ

の名の如く公に利用可能なアリスの公開鍵を使って復号化することで、この取引を承認します。アリスの秘密鍵を使って暗号化された取引

を復号化できるのはアリスの公開鍵だけであり、ボブは当該取引を送信したのがアリスであることを確認することができます。

Nonce
?

Previous Block’s hash Hash function New block’s hash

Txn

Txn Txn



Figure 3 : Digital Signature 

 

トークンの種類 

トークンは、技術的なプラットフォームに基づくエコシステムにおける価値の単位、と定義することができます。極めて多様なユースケースのための

⼀種の容器とも考えられます。トークンはそれぞれの特性や特徴にしたがって、より細かく分類されています。トークンを技術的に応用する可

能性は、ほぼ無限と言えるでしょう。例えば、権利や実物資産をトークンの形態で証券化した上で、DLTを用いた技術的プラットフォームを通

じて取引可能な状態にすることも可能です。このプロセスはトークナイゼーションと呼ばれます。トークンはデザインに応じて、ファンジブル・トーク

ンとノンファンジブル・トークン（NFT）に分類されます。以下の分類は、欧州財務報告アドバイザリー・グループのディスカッション・ペーパーであ

る「暗号資産（負債）の会計方法」に基づくものです。 

ファンジブル・トークン 

ファンジブル・トークンはそれぞれデザインが同⼀であり、完全に互換性があります。不換紙幣の場合と同じように、ある50セント・コインは常に

別の50セント・コインと同じ価値を持ちます。ファンジブル・トークンは、ペイメント・トークン、アセットバック・トークン、ユーティリティ・トークンに分

類することができます。. 

・ ペイメント・トークン: ビットコインなどのペイメント・トークンが独自のブロックチェーン上に独立して存在するのに対して、他種のトークンは

依存型のブロックチェーンやより⼀般的に分散型台帳の上で機能します。ペイメント・トークンは仮想通貨の原型であり、何らかの価値

に裏付けされたものではありません。ペイメント・トークンはゴールドや現⾦と同じように交換の媒体として機能して、第三者の規制当事

者を介在することなく、あらゆる種類の売買取引およびその他の⾦融取引を可能にすることを目的としています。ペイメント・トークンの

特別な形態がいわゆるステーブルコインであり、米ドルなどの対応する不換紙幣の価値を可能な限り厳密に反映させることを目的と

し、多くの場合は不換紙幣を裏付け資産としています。ステーブルコインは、暗号資産市場のボラティリティを抑制する目的で利用され

ています。 

・ セキュリティ・トークン: セキュリティ・トークンとユーティリティ・トークンは、それぞれ依存型の分散型台帳プラットフォームに属しています。そ

のようなトークンが属するプラットフォームとして最も有名な例は、イーサリアム・ブロックチェーンです。ここには多数のトークンが存在し、いわ

ゆるERC-20トークンとして、イーサリアム・ブロックチェーンの既存のインフラを利用しています。 

セキュリティ・トークンは分散型台帳プラットフォーム上で株式、負債、実物資産などを表象し、仮想的な取引を可能にします。これはい

わゆるトークナイゼーションのプロセスであり、新しく作られたトークンは伝統的な有価証券に匹敵するものになります。裏付け資産に対

応する形で、セキュリティ・トークンをさらに株式、負債、実物資産に分類することが可能です。 

・ ユーティリティ・トークン: ユーティリティ・トークンは特定の用途と結び付いているため、ユーセージ・トークンとも呼ばれます。昔のゲームセン



ターで使われていた、機械を動かすために必要な特定のコインに類似しています。また、決められた店で利用可能なバウチャーとしての用

途も考えられます。同時に、対応するトークンを保有する経済的なインセンティブが必要になります。

・ ハイブリッド・トークン: ハイブリッド・トークンは前述のトークンの特徴を組み合わせたものです。デザインに応じて、セキュリティ・トークンや

ユーティリティ・トークンに類する特定の権利を内包することも、承認を受ければペイメント・トークンのように決済の手段として利用するこ

とも可能です。特に、発⾏者が支払いや決済手段としての⻑期利用を目的とする場合には、⼀部のユーティリティ・トークンのケースに

該当します。

・ プレ・ファンクション・トークン: プレ・ファンクション・トークンは、他種のトークンの初期段階に当たります。意図する目的のために、それぞ

れのネットワークやサービスの開始前に発⾏され、取引可能ではあるものの、利用されていない段階にあります。したがって、このままでは

何のメリットもありません。ネットワークやサービスが稼働する際にユーティリティ・トークンに転換されることが⼀般的ですが、転換されない

場合もあります。

ノンファンジブル・トークン（NFT）

ファンジブル・トークンとは異なり、NFTはそれぞれがユニークな存在であり、芸術作品や特許権のように特定の特徴を有する資産の所有権を

表象することや、分散型台帳のプラットフォーム上で取引可能な状態にすることも可能です。イーサリアム・ブロックチェーンでは、ERC-721や

ERC-1155のトークンがこれに該当します。NFT作成に関連する最も有名なERC-721規格のユースケースは、クリプト・キティーズ

（CryptoKitties）と呼ばれるゲームであり、所有権の購⼊やユニークな「仮想ネコ」の取引が可能です。また、ERC-1155規格はさらに⼀歩

進んで、ファンジブル・トークンとNFTの両方を作成することが可能です。⼀例を挙げると、NFTの借り⼊れを⾏なう際にNFTを担保資産として

利用することが可能になります。

資産運⽤業界における暗号資産の規制の枠組み
暗号資産の増加と重要性の⾼まりに対応する形で、規制の枠組みも拡⼤傾向にあります。EUの暗号資産市場に対する規制案と⾦融セ

クターのデジタル化パッケージの⼀部であるMiCAは、デジタル通貨と暗号資産の取り扱いに関するEU全域の統⼀ルールを作成することを目

的とするものです。国レベルで「電⼦証券法（eWpG)」が施⾏されたことを受けて、有価証券のデジタル化に関する法律導⼊に向けた動き

が進み、今後、規制措置の強化が必要になるでしょう。例えば、「ドイツ資産運用会社協会（BVI）」などの業界団体は最近、既存の法

律の中に「公平な競争条件」を盛り込むための取り組みが不十分であると批判しています。

とは言え、暗号資産に関連する様々な法律を施⾏する必要があります。図表4では、該当する規制の⼀覧を示しています。



Figure 4 : Overview of applicable regulations in the context of crypto-assets 

MiCA 

2020年9⽉24⽇に、暗号資産市場を対象とするEU全域の規制案であるMiCAが公表され、2022年末から、暗号資産の発⾏者とサービ

ス・プロバイダーの両者に適用される予定です。

この規制の狙いは欧州の経済圏における暗号資産の取り扱いを統⼀することにあり、数十億ユーロ規模の新興市場において共通の基盤

を整備することによって、地域間格差を生じさせないことを目的としています。欧州委員会はこの規制を通じて、暗号資産市場の多様性を

認識した上で分類を試み、そのために、既存の⾦融市場規制に統合する形で詳細な規則を提示しています。その結果、将来的に市場操

作やインサイダー取引が処罰の対象になりえます。マネーロンダリングやテロリスト向け資⾦供与の温床であるとの批判から仮想通貨取引を

守り、投資家の信頼をさらに⾼めることを狙いとしています。

将来的には、追加的な立法提案がなされる⾒通しです。例えば、欧州委員会は、DLTに基づく⾦融商品を第2次⾦融商品市場指令

（MiFID II）の「⾦融商品」の定義に含めるべきであると提案しています。また、DLTの市場インフラに対する試験的規制についても議論され

ています。試験的規制を導⼊することによって、安全な環境でテストすることが可能になり、得られた示唆を将来の追加的変更のために利

用することが意図されています。その結果、暗号資産の潜在性のさらなる利用、活用が促進されるとみられます。

電子証券法（eWpG）
MiCAによるEU全域の規制に加えて、国レベルでも既存の法律が変更されたり、新しい規制が導⼊されたりしています。2021年5⽉6⽇に

は、ドイツ連邦議会において「電⼦証券法（eWpG）」が可決され、デジタル証券の導⼊により発⾏者にとって新たな可能性が広がること

になりました。将来的には、証書による伝統的な証券化の代替として、電⼦証券登録簿を用いて、無記名式債券を暗号証券としてデジ

タル形式で発⾏することが可能になります。eWpGの下で、電⼦証券は⺠法上の財産として取り扱われます（第2条第3パラグラフ）。これ

により、電⼦証券を譲渡する際の法的確実性が⾼まり、譲渡が可能になります。同法の下では、2種類の電⼦証券と登録簿を区別する

必要があります。

・ 電⼦証券および「証券集中保管機関規則（CSDR）」第16条の下で認可された「証券集中保管機関（CSD）」が管理する中央電

⼦登録簿

・ 暗号証券および認可された暗号資産カストディアンまたは発⾏者が管理する暗号証券登録簿

既存の規制の枠組みに電⼦証券を調和的に統合する目的のため、eWpGにおいては、特に「ドイツ資本投資法（KAGB）」、「ドイツ銀⾏

法（KWG）」、「証券目論⾒書法」、「保護預り法」、「証券取引所加盟布令」に対して修正が加えられています。
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New regulation of § 95 KAGB: Issuance of electronic "fund shares" possible for special assets.
Expansion of the investment catalogue in §284 KAGB to include crypto securities for special AIFs.

The crypto custody business was introduced as a financial service by the Gesetz zur
Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie of 12 December
2019 and provides, among other things, for an expansion of the scope of obligated parties
under money laundering law (in particular in the area of cryptocurrency).

Security tokens are subject to MiFID II as they qualify as
transferable securities within the meaning of Art. 2 (1) No. 35 CSDR
and Art. 4 (1) No. 44 of MiFID II and no separate permission is
required for the provision of crypto custody business.

EU proposal for the regulation of the
crypto market, whose strict reporting
and licensing obligations are to come

into force in all Member states as early
as the end of 2022 (MiFID II "light").

On 6 May 2021, the German Bundestag passed
the Act on the Introduction of Electronic

Securities and abandons the originally
mandatory physical certification of securities.

Financial service providers offering their services in relation to security tokens, for example,
must also observe the strict due diligence requirements of the Securities Trading Act.

As of 1 January 2020, crypto securities are financial instruments within the meaning of Section 1 (11) sentence
1 no. 10 of the KWG and the crypto custody business is a financial service requiring a license (license issued by

BaFin) pursuant to Section 1 (1a) sentence 2 no. 6 in conjunction with Section 32 KWG.

In focus due to current
regulatory changes

Are to be applied in connection
with crypto-assets
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ドイツ資本投資法（KAGB）
KAGBの第193〜198条の下で、ドイツでは暗号資産は「UCITS（譲渡可能証券の集団投資事業）」の適格資産とはされていません。この

ため、UCITSは暗号資産への投資を認められていません。⼀般に公募の「オルタナティブ投資ファンド（AIF）」の場合には、UCITSよりも適格

資産の柔軟性が⾼いのですが、KAGBの第219条、221条、261条の下で、暗号資産は適格資産とはされていません。このため、現時点でプ

ライベート投資家は、ファンドを通じて間接的に暗号資産に投資することができない状況にあります。しかしながら、上記のeWpGの下で発⾏

された電⼦証券は例外とされます（KAGB第95条)。また、合成的な手法で設定されたファンドで、仮想通貨に対する投資機会をプライベー

ト投資家に提供しているものは既にいくつか存在します。その⼀方で、プロフェッショナル投資家については、KAGBの中に対応する変更が含

まれています。ファンド法域法の施⾏に伴い、⼀定の投資条件を有する国内の特別なオープン型のAIFについては、KAGBの第284条の下で

仮想通貨は適格資産として投資対象に追加されています。

ドイツ銀行法（KWG）
ドイツでは、「Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie」が施⾏され、暗号資産がKWGと

MiFID/MiFIRに盛り込まれるなど、暗号資産に関する規制の整備がさらに進められています。同法律において規制対象者の範囲が拡⼤さ

れ、各種規制の中でも特にKWGに⼤きな影響が生じています。

KWGの第1条（1a）センテンス2、No.6の下で、暗号資産保護預り業務は、他者のため、ならびに暗号資産の保有、保管、および譲渡に

用いられる秘密暗号鍵の保護のための、暗号資産の保護預り、管理、および保護と定義されています。

加えて、暗号資産は価値をデジタル形式で表象したものであるため、KWGの解釈上、暗号資産保護預り業務は⾦融サービスと認識される

ようになりました。この価値は中央銀⾏や公的機関が発⾏するものでも保証するものではなく、また、通貨や貨幣としての法的地位を持ち

ませんが、契約に基づき交換や支払いの手段として、自然⼈や法⼈により受け⼊れられます。暗号資産は投資の目的に資するものであ

り、電⼦的に譲渡、保管、取引することが可能です。

Figure 5: Regulatory roadmap at national and EU level 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Images/inline_images/financial-services/im/opportunity-awaits-figure5.JPG


資産運⽤会社において想定される活⽤法

1. 投資

資産運用会社にとって、仮想通貨は新しい資産クラスとして新たな投資機会を提供するものです。⾜元で仮想通貨は⼈気化しており、こ

こ数四半期の間に有名なコインの時価総額は急増しています。仮想通貨や仮想通貨に投資する商品に対する投資家の関心を背景に、

運用会社には事業拡⼤の機会がもたらされています。また、デジタル証券に投資することによって、迅速性、流動性、透明性、安全性とい

った追加的なメリットが期待されます。

2. 資産とファンドのトークナイゼーション

加えて、資産やファンドをトークン化することが可能です。とりわけ、流動性の低いオルタナティブ資産のトークナイゼーションは、流動性の向

上、取引量の増加、スプレッドの縮小をもたらし、価格や市場の効率性に極めて⼤きな影響を与える傾向があります。ファンドをトークン化し

てデジタル・トランシェを発⾏する場合、発⾏者サイドのメリットとして、決済の迅速化に伴い取引実⾏のスピードが加速することになり、ま

た、⼀般的には手数料の削減が可能になります。このため将来的には、各取引の実⾏前に、スマート・コントラクトによってルールの確認、検

証（投資家が当該資産クラスに対する投資を当該⾦額まで許容されているかどうかなど）が自動的に⾏われることも想定されます。

3. 暗号資産の保護預り

暗号資産の保護預り業務も、収益源として考えられます。この業務にはいくつかの形態が考えられますが、1つには、インフラを構築すること

によって、トークナイゼーションとデジタル取引をサポートすることが可能です。また、デジタル資産を対象とする保護預り業務を立ち上げた場

合、自社の資産の保護預りとして、あるいは第三者向けのサービスとして活用することが可能です。

4. この他の潜在的な活⽤法

また、DLTの活用が考えられる分野も数多く存在します。現在、対顧客取引の決済において資産運用会社が第三者に依存している業務

の全てを、分散型台帳を用いてマッピングすることが可能です。例えば、オーストラリア証券取引所による試みのコンセプトと同じように、中央

機関を通じた有価証券のクリアリング業務をなくすことも考えられます。清算業務を分散化させることによって、頑強な分散型台帳に依存

しつつ、運用会社は各顧客と直接的な業務関係を構築し、仲介コストを節約することが可能になります。



結論
暗号資産の統合における課題

DLTの分野における暗号資産と暗号サービスは、新たな事業領域を開拓して新規顧客を獲得する多様な機会を提供します。しかしながら、

既存のビジネスモデルに統合する際に、資産運用会社は数多くの克服すべき課題に直⾯します。バリューチェーンの全体にわたって、以下を

含む様々な側⾯を考慮する必要があります。

・ 既存の事業モデルに暗号資産をどのように統合するのか

価格提示の要求から決済、保護預りに⾄るまで、既存のバリューチェーンに暗号資産を統合するためには、新しいプロセスの構築が必要

な場合もあります。

・ 暗号資産の統合に伴うリスク管理上のインプリケーションはどのようなものか

暗号資産は伝統的な⾦融商品とは異なるため、ポートフォリオ・マネジメントやリスク管理においては、様々な定量的、定性的側⾯を

考慮する必要があります。デロイトでは、個々のバリューの検証作業をお手伝いいたします。

・ 暗号資産や暗号サービスのデザインによっては異なる新たな規制要件に従う必要がある

デロイトはこれまでも、新しい規制の導⼊に関連して何社かの企業を支援してまいりましたので、当社のノウハウをご活用ください。

・ 既存のパートナー（ブローカー、カストディアン、サービサーなど）のネットワークは⼗分か。例えば暗号資産の保護預り業務を誰が担当

するのか

既存の組織体制では対応できない可能性があります。⼀方で、多くの新しい潜在的ビジネス・パートナーが市場に参⼊しています。デロ

イトは広範なネットワークを生かして、適切なパートナーを探す作業をお手伝いいたします。

・ 他にどのようなDLTのアプリケーションが付加価値をもたらすか

DLTがもたらす多くの機会を、全ての企業が現実的に実⾏できるわけではありません。御社にとって最適なアプリケーションの可能性を模

索し、導⼊作業をデロイトがお手伝いいたします。

・ DLTを既存のITアーキテクチャーにどのように統合するか

DLTの様々な潜在的適用は、既存のIT構成において、実証実験(PoC)の形で既に実装することが可能です。当該PoCのシステム的実装

をお手伝いいたします。
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