
取扱暗号資産の概要説明書

【基礎情報】 日本語の名称 ベーシック アテンション トークン ビットコインキャッシュ ビットコイン ポルカドット/ドット エンジンコイン イーサリアム チェーンリンク ライトコイン オーエムジー、オーエムジーネットワーク

現地語の名称 Basic Attention Token Bitcoin Cash Bitcoin Polkadot / DOT Enjin Coin Ethereum Chainlink Litecoin OMG、OMG Network
呼称（日本語の名称と同じ場合はー表記） ー ー ー ー ー ー ー ー ー

ティッカーコード（シンボル） BAT BCH、BCC BTC、XBT DOT ENJ ETH LINK LTC OMG

発行開始（年、月、日） 2017年5月31日 2017年8月1日 2009年1月3日 2020年5月26日 (メインネットローンチ日) 2017年11月 2015年7月30日 2017年9月19日 2011年10月 2017年7月14日

主な利用目的 送金、決済、投資等 送金、決済、投資 送金、決済、投資 ステーキング、ガバナンスへの参加 送金、決済、投資等 送金、決済、スマートコントラクト

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）

送金、決済、投資 送金、決済、投資等

利用制限の有無 なし ー ー なし なし なし ー ー ー

海外流通の有無 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 なし あり なし あり あり

店舗等の利用制限の有無 なし ー ー なし なし なし なし ー ー

利用制限を行う者の属性 なし ー ー ー なし なし なし ー ー

利用制限の内容 なし ー ー ー なし なし ー ー ー

一般的な性格

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。

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

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す。
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ます。
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ます。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できます。
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ます。
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ます。

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。

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（2020年11月16日時
点で未実装）として発行された暗号資産

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

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。

法的性格（資金決済法第2条第5項第１号、第２
号の別　例：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

なし ー ー ー なし ー ー ー ー

発行暗号資産に対する資産（支払準備資産）の
有無および名称

なし ー ー なし なし ー ー ー

発行者に対する保有者の支払請求権（買取請
求権）

なし ー ー なし なし なし ー ー ー

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

発行者が保有者に付与するその他の権利 なし ー ー 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 なし ー ー ー

発行者に対して保有者が負う義務 なし ー ー なし なし なし ー ー ー

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

交換（売買）の制限 なし ー ー なし なし なし ー ー ー

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

保有・移転記録の秘匿性 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

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

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。

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

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。

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。

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

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（PoW）

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 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

Nominated Proof of Stake
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、記録者は報酬を得るためにDOTをステーキ
ングしており、記録者が合理的な価値移転記録を
行うようなインセンティブ設計によって信頼性を確
保している。

Proof of Work（PoW）

現状はBitcoinと同様のPoWを用いているが、
difficultyの累積和の意味で最長のチェーンを採
択するのではなく、アンクルブロックの数も考慮し
て最も多くのブロックが累積したチェーンを採択す
る点で若干の差異がある。
また、Ethereum 2.0においてPoSに移行する予
定であり、いわゆるマイニングの代わりとして、
ETHをステークしている量に応じてブロック生成
権が付与される形態となる。

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
の信頼性確保の仕組みは、Ethereumが採用して
いるProof of Work（以下、PoW）と呼ばれるコン
センサスアルゴリズムに依存する。PoWでは、記
録者はブロックリワードを得るために多大なコスト
を消費しており、記録者が合理的な価値移転記
録を行うようなインセンティブ設計によって信頼性
を確保している。

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。

Proof of Work（PoW）

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）

ETH BTC ー なし ETH なし ETH BTC ETH

【取引単位・交換制限】 取引単位の呼称 BAT

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

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

DOT ENJ
finney=0.001ETH
szabo=0.000001ETH
wei=0.000000000000000001ETH

LINK

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

OMG

保有・移転記録の最低単位 0.000000000000000001 BAT 1 satoshi （ = 0.00000001 BCH） 1 satoshi ( = 0.00000001 BTC) 0.0000000001DOT(=1 Planck) 0.000000000000000001 ENJ 1wei (=0.000000000000000001 ETH) 0.000000000000000001 LINK 1 satoshi （ = 0.00000001 LTC） 0.000000000000000001 OMG
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

交換制限 なし ー ー なし なし なし なし ー ー

制限内容 なし ー ー なし なし ー ー ー ー

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

【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 ー ー なし なし なし ー ー ー

価値連動する資産等の名称 なし ー ー ー なし ー ー ー ー

価値連動する資産等の内容 なし ー ー ー なし ー ー ー ー

価値連動する資産との交換の可否 なし ー ー ー なし ー ー ー ー

価値連動する資産との交換比率 なし ー ー ー なし ー ー ー ー

価値連動する資産との交換条件 なし ー ー ー なし ー ー ー ー

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

付加価値（サービス）の内容

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。

ー ー
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

NFTを用いたゲーム内アイテムの作成
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

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。

ー

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。
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過去3年間の付加価値（サービス）の提供状況

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

ー ー
下記サイトで公開されている
 https://polkadot.subscan.io/ 

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

安定してサービスが続いている

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、
2020年11月24日時点でChainlinkネットワークで
101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（2020年12月2日）
参照先：https://polkadot.network/chainlink-
reaches-milestone-with-polkadot/（2020年12月
2日）
参照先：https://coinpost.jp/?p=148338（2020年
12月2日）
参照先：https://market.link/search/nodes（2020
年11月24日）

ー ー

【発行状況】 発行者 あり ー ー
初期発行はWeb3財団。以降はプログラムによる
自動発行が行われている（以下は初期発行時の
情報を記す）

あり あり SmartContract Chainlink Limited SEZC ー あり

発行主体の名称 Brave Software International SEZC プログラムによる自動発行 プログラムによる自動発行 Web3財団 Enjin Pte Ltd. Ethereum Foundation SmartContract Chainlink Limited SEZC プログラムによる自動発行 OMG Network Pte. Ltd.

発行主体の所在地
Floor 4, Willow House Cricket Square Grand 
Cayman KY1-9010 Cayman Islands ー ー Reiffergässli 4 6300 Zug Switzerland 16 Raffles Quay #33-03 Hong Leong Building 

SIngapore 048581 スイス連邦ツーク州

ケイマン諸島（Strathvale House, 90 North 
Church Street, George Town, KY1-1102, 
Grand Cayman, Cayman Islands）
参照先：https://xangle.io/project/LINK/full-
disclosure（2020年12月2日）

ー 6 Battery Road, 38-04 Singapore 049909

発行主体の属性等 営利企業 ー ー 非営利団体 営利企業 次世代の分散型アプリケーションの開発 民間企業 ー 資産取引/決済プラットフォームプロバイダー

発行主体概要

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。

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

発行主体であるWeb3財団は、分散型Webソフト
ウェアプロトコル用の最先端のアプリケーションを
育成することをミッションとして掲げ、現在のウェブ
の世界（Web2.0）より進んだ新しいウェブの世界
（Web3.0）を提供することを目的として2017年に
設立された。

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。

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

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）

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

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。

発行暗号資産の信用力に関する説明

既にプロダクトであるブラウザを提供しており、
ユーザー数も順調に成長中であり、Ethereum
ベースのため、プロトコル部分に関しては技術的
に安定している。

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

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
・暗号化技術による保有者個人情報の秘匿性

2009年に創設された最古のブロックチェーンプロ
ジェクトの一つである。ゲームにも対応するEnjin
ウォレットや、Enjinネットワークなど、オンライン
ゲームに特化したプロダクトを提供しており、
ERC20トークンであるENJはネイティブトークンと
して使われている。
オンラインゲーム業界では世界最大級のプラット
フォームで、利用しているユーザーは全世界に
1800万人以上存在し、25万を超えるユーザーコ
ミュニティを擁している。
Ethereumベースのため、プロトコル部分に関して
は技術的に安定している。

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

LINKの通貨としての信用力は、LINKが
Ethereumブロックチェーン上に発行されている
ERC677トークンであるため、Ethereumが採用し
ているProof of Work（以下、PoW）と呼ばれるコ
ンセンサスアルゴリズムに依存する。PoWでは、
記録者はブロックリワードを得るために多大なコ
ストを消費しており、記録者が合理的な価値移転
記録を行うようなインセンティブ設計によって信頼
性を確保している。

・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

アドバイザーとしてEthereumの創設者であるヴィ
タリック・ブテリンをはじめ、ブロックチェーンの最
先端に携わるメンバーがプロジェクトに加わって
いる。
また、2020年12月にGBV Capitalに買収され
100%子会社されている。

発行方法
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。

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

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。

プレセール及びクラウドセールでの発行

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

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://xangle.io/project/LINK/full-
disclosure（2020年12月2日）
参照先：https://messari.
io/asset/chainlink/profile（2020年12月2日）
参照先：https://coinmarketcap.
com/currencies/chainlink/（2020年12月2日）

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

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。

発行可能数 15億BAT 20,999,999.9769 BCH 20,999,999.9769 BTC 上限なし 1,000,000,000ENJ 未定 1,000,000,000 LINK 84,000,000 LTC 140,245,398 OMG
発行可能数の変更可否 不可 可 可 上限の規定がないため該当せず 不可 不可 不可 可 不可

変更方法 ー 発行プログラムの変更 発行プログラムの変更 ー ー ー ー 発行プログラムの変更 ー

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

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

ー ー ー ー ー ー

発行済み数量 15億BAT 18,274,075 BCH 18,528,231 BTC 1,103,303,471DOT（うち流通量は987,579,315
DOT）（2021/11/26時点）

1,000,000,000ENJ 113,160,000 ETH 1,000,000,000 LINK 65,799,340 LTC 140,245,398 OMG

今後の発行予定または発行条件 ー ー

・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
・2020年10月28日18:00時点でのブロック数
＝654,536個
 （データ取得元）https://btc.com/
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。

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。

全て発行済のためなし

・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

なし

・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840,000,000枚のLitecoinが
生成される事になる

ー

過去３年間の発行状況

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。

ー

保有・移転管理台帳の管理者に対し、以下の数
量を発行
2017年1月1日～2017年12月31日　694,625 
BTC
2018年1月1日～2018年12月31日　676,250 
BTC
2019年1月1日～2019年12月31日　677,513 
BTC
（データ取得元）
https://www.blockchain.com/ja/charts/totalー
bitcoins?timespan=all

・初期発行：10,000,000 DOT
・トークン分割：2020年8月21日にトークン分割を
行い、1 DOT (old) = 100 DOT (new)の変換が
行われた。

2020年5月26日に行われた初期発行から年10%
のペースで追加発行が行われており、2021年11
月26日時点で、1,103,303,471 DOT が発行済み
となっている。

なし

・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、2020年10月26日時点では113,160,038へ増
えた

2017年9月19日に全量発行済み
参照先：https://messari.
io/asset/chainlink/profile

ー
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。

過去３年間の発行理由 資金調達 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

ICO、ステーキング報酬 ー
2014年7月~8月　クラウドセールによる発行
2015年7月30日以降 プログラムによる自動発行

ICOによる資金調達を目的として発行 ー 資金調達

過去３年間の償却状況 なし ー ー なし なし なし なし ー ー

過去３年間の償却理由 なし ー ー ー ー ー ー ー ー

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

監査を実施する者の氏名又は名称 OpenZeppelin ー ー ー Matthew Di Ferrante ー Beosin (Chengdu LianAn) Technology Co. Ltd. ー ー

直近時点で行われた監査年月日 2017年5月22日 ー ー ー 2017年9月30日 ー 5/21/2020 ー ー

直近時点における監査結果

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

ー ー ー

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

ー

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）

ー 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 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 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 パブリック型



取扱暗号資産の概要説明書

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 ー ー ー ー ー 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 ー ー なし ー ー ー 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。

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。

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 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 なし 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 ー 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、記録者の信用
力はEthereumに依存する。記録者は誰でもなる
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から
説明すると、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、合理的な
判断をすることによって得られるインセンティブが
大きくなるように設計されている為、大多数の記
録者が結託し悪意ある判断を行い、51%攻撃等
を行う可能性は極めて低く、信用力を維持してい
るといえる。

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、価値移転の管
理状況に関する監査は、Ethereumに依存する。

【価値移転の記録者】 記録者の数
79 
https://investoon.com/mining_pools/eth

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

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

313（2021/11/26時点）
https://hubble.figment.
io/polkadot/chains/polkadot

75団体　　https://investoon.
com/mining_pools/eth

79団体　　https://investoon.
com/mining_pools/eth

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、Ethereumの記
録者について確認をした結果、約3,975人である
ことが確認できた。
参照先：https://etherscan.io/nodetracker（2020
年11月24日）

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1％以上のマイニングプー
ルは11である。
参考　https://chainz.cryptoid.info/ltc/#!
extraction

73団体

記録者の分布状況 不特定 主に中国 主に中国 アジア、ヨーロッパ、アメリカなど。 不特定 不特定

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、記録者の分布
状況は、Ethereumに依存する。Ethereumの記録
者は世界各国に分散しており、主な分布状況は
米国30.11%、ドイツ17.67%、中国11.00%である
ことが確認できる。
参照先：https://etherscan.io/nodetracker（2020
年11月24日）

世界中に分布 不特定

記録者の主な属性 不特定、誰でも自由に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 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

不特定、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。

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、Ethereumの記
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。
参照先：https://docs.ethhub.io/using-
ethereum/mining/（2020年12月2日）

マイニング・プールが主流 不特定、誰でも 由に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

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

ポルカドットでは、記録者としてガバナンスに参加
する際にDOTをロックアップ（ステーク）する必要
があるため、他の記録者と結託し、悪意を持って
ブロックチェーンの改ざん等を試みた場合、ポル
カドット及びロックアップしたDOTの価値毀損を伴
う可能性がある。

また、ロックアップしたDOTを没収するスラッシュ
という仕組みが実装されている。したがって、記録
者がコンセンサスアルゴリズムに従って正常な記
録承認作業を行うことが合理化されるよう設計さ
れている。

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。

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。

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、記録について
はEthereumに依存する。基本的には、トランザク
ションが記録者によって承認されると修正を行うこ
とはできない。

ー 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。

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

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。

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、記録者の信用
力はEthereumに依存する。記録者は誰でもなる
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から
説明すると、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、合理的な
判断をすることによって得られるインセンティブが
大きくなるように設計されている為、大多数の記
録者が結託し悪意ある判断を行い、51%攻撃等
を行う可能性は極めて低く、信用力を維持してい
るといえる。

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

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 なし ー ー なし なし 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、価値移転の管
理状況に関する監査は、Ethereumに依存する。

ー ー

監査を実施する者の氏名又は名称 OpenZeppelin ー ー ー Matthew Di Ferrante ー ー ー ー

直近時点で行われた監査年月日 2017年5月22日 ー ー ー 2017年9月30日 ー ー ー ー

その監査結果 ー ー ー ー ー ー ー ー ー

（統括者に関する情報） ー ー ー ー ー ー

記録者の統括者の有無 なし ー ー なし なし なし なし ー ー

統括者の名称 ー ー ー ー ー ー ー ー ー

統括者の所在地 ー ー ー ー ー ー ー ー ー

統括者の属性 ー ー ー ー ー ー ー ー ー

統括者の概要 ー ー ー ー ー ー 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

記録者が結託する、もしくは単独でその時点にお
ける計算能力の半分を上回る計算能力を得るこ
とができたら、記録の変更が可能である。

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

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

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。

記録者が結託する、もしくは単独でその時点にお
ける計算能力の半分を上回る計算能力を得るこ
とができたら、記録の変更が可能である。

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。

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
ワークはEthereumが採用しているPoWに依存す
る。PoWでは、悪意を持った記録者が51%以上
存在する場合は、正常に価値移転の記録がなさ
れない可能性がある。但し、ノードは2020年11月
24日時点で全世界に約3,975存在しており各国に
分散している為、51％を支配するのは非現実的
であるとともに、相応のコストが発生する。また、
過去に価値移転記録の改竄などの不正は見つけ
ることができなかった。
参照先：https://etherscan.io/nodetracker（2020
年11月24日）

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

記録者が結託する、もしくは単独でその時点にお
ける計算能力の半分を上回る計算能力を得るこ
とができたら、記録の変更が可能である。
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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 ー
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 なし なし

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が開発を主導する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。

ー 可能性はゼロではないが、極めて低い。

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 なし ー ー

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

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に依存します。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ります。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ます。ま
た、ノード数は2020年11月24日時点で全世界に
約3,975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ます。
参照先：https://etherscan.io/nodetracker（2020
年11月24日）

ー
Ethereumと同様である。可能性はゼロではない
が、極めて低い。

移転の記録が遅延する可能性に関する特記事
項

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。

ブロック生成が遅れることによって記録遅延が生
じる。

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

なし

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。

ー

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）

・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

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。

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。

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。

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。

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
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。

LINKには、過去に発生したプログラムの不具合
は存在しません。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りませんでした。
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）

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。

ー

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
2019年5月15日ハードフォーク後バグ発生
https://cc.minkabu.jp/news/2557

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

なし なし

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。

LINKには、過去に発生したプログラムの不具合
は存在しません。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
ました。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
ました。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）が誕生しました。

・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

ー

非互換性のアップデート(ハードフォーク）の状況 なし
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

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

なし（ポルカドットはハードフォークを経由せずに
アップデートを行うことが可能である） なし

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）

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。

ー ー

今後の非互換性アップデート予定 なし ー ー なし なし ー

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/Sharding-
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）

ー ー

正常な稼働に影響を与えたサイバー攻撃の履
歴

なし ー ー なし なし ー ー ー ー

1.本書は、一般社団法人日本暗号資産取引業協会（以下「当協会」といいます。）に所属する会員（以下「会員」と
いいます。）が、その取り扱う暗号資産（以下「取扱暗号資産」といいます。）に関し、本文書の作成日時点で入手
可能な情報に基づき作成したものです。
2.本書は、取扱暗号資産に関する情報提供を目的としたものであり、特定の暗号資産の売買・交換等の勧誘や
推奨等を目的とするものではありません。暗号資産の売買等については、ご自身の判断と責任により行ってくださ
い。
3.本書は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性・信頼性・完全性を保証す
るものではありません。本書に記載された情報の欠落・誤謬等について、当協会がその責を負うものではありませ
ん。
4.本書は、原則として自由に利用することができます。ただし、会員以外の方が暗号資産の売買・交換等の取引、
これらの取引の媒介・取次ぎ・代理等の暗号資産に関連する事業を行う目的で使用することを禁じます。
5.本書を利用することによって生じたいかなる損害に対しても、当協会がその責を負うものではありません。
6.取扱暗号資産は、その開発・管理の状況、政府等による規制や経済社会の情勢などの影響により、その価値
が減少することがあり、価値を失う場合もあります。
7.本書の内容は、予告なく変更又は廃止する場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
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【基礎情報】 日本語の名称

現地語の名称

呼称（日本語の名称と同じ場合はー表記）

ティッカーコード（シンボル）

発行開始（年、月、日）

主な利用目的

利用制限の有無

海外流通の有無

国内流通の有無

店舗等の利用制限の有無

利用制限を行う者の属性

利用制限の内容

一般的な性格

法的性格（資金決済法第2条第5項第１号、第２
号の別　例：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

発行暗号資産に対する資産（支払準備資産）の
有無および名称

発行者に対する保有者の支払請求権（買取請
求権）

支払請求（買取請求）による受渡資産

発行者が保有者に付与するその他の権利

発行者に対して保有者が負う義務

価値の決定

交換（売買）の制限

価値移転、保有情報を記録する電子情報処理
組織の形態

保有・移転記録台帳の公開、非公開の別

保有・移転記録の秘匿性

利用者の真正性の確認

価値移転記録の信頼性確保の仕組み

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）

【取引単位・交換制限】 取引単位の呼称

保有・移転記録の最低単位

交換可能な通貨又は暗号資産

交換制限

制限内容

交換市場の有無

【連動する資産の有無等】 価値が連動する資産等の有無

価値連動する資産等の名称

価値連動する資産等の内容

価値連動する資産との交換の可否

価値連動する資産との交換比率

価値連動する資産との交換条件

【付加価値】 その他の付加価値（サービス）の有無

付加価値（サービス）の内容

エックスアールピー（リップル） イーサリアム クラシック ステラルーメン カルダノ/エイダ ゲンソキシ メタバース

XRP（Ripple） Ethereum Classic Stellar Lumens Cardano/ADA Gensokishi Metaverse
ー ー ー ー −
XRP ETC XLM ADA MV
2012年9月（Ripple Consensus Ledgerの開始
日）

2016年7月20日 2014年7月31日 2017年9月 2021年12月13日

送付（送金）、決済、投資 送金、決済、スマートコントラクト 個人、中小企業向け送金、決済、投資 送金、決済、投資 送金、決済、投資

ー ー ー なし −
あり あり あり あり あり

あり あり あり あり なし

ー ー ー なし −
ー ー ー ー −

ー 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 −

・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、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

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、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。

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、「Free to 
Play」 ＆ 「Play to Earn」 ＆ 「UGC to Earn」をコ
ンセプトにWeb3.0 X メタバース X GameFiのメタ
バース空間の構築を目指す

第1号 第1号 第1号 第1号 第1号

ー ー ー ー −

ー ー ー なし −

ー ー ー なし −

ー ー ー なし −

ー ー ー なし −

ー ー ー なし −
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

ー ー ー なし ー

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

公開 公開 公開 公開 公開

・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

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

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

・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 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。

Stellar Consensus Protocol

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。

Proof or Work

ー ETH XRP なし ETH

1 XRP = 1,000,000 drop wei = 0.000000000000000001 ETC XLM ADA MV

1 drop （ = 0.000001 XRP） 1 wei （= 0.000000000000000001 ETC） 0.0000001 XLM 1loverace = 0.000001ADA 0.000000000000000001 MV
全て可 全て可 全て可 全て可 全て可

ー ー ー なし −
ー ー ー − −
あり あり あり あり あり

ー ー ー なし ー

ー ー ー − ー

ー ー ー − ー

ー ー ー − ー

ー ー ー − ー

ー ー ー − ー

ー あり あり あり あり

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。

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

DEXの提供（StellarX： https://www.stellarx.
com/）

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。 NFTを用いたゲーム内アイテムの作成など
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過去3年間の付加価値（サービス）の提供状況

【発行状況】 発行者

発行主体の名称

発行主体の所在地

発行主体の属性等

発行主体概要

発行暗号資産の信用力に関する説明

発行方法

発行可能数

発行可能数の変更可否

変更方法

変更の制約条件

発行済み数量

今後の発行予定または発行条件

過去３年間の発行状況

過去３年間の発行理由

過去３年間の償却状況

過去３年間の償却理由

発行者の行う発行業務に対する監査の有無

監査を実施する者の氏名又は名称

直近時点で行われた監査年月日

直近時点における監査結果

【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

ブロックチェーンの形式

・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）

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。

安定したサービスが続いている
サービスは安定的に提供されている。
https://roadmap.cardano.org/en/status-
updates/

なし

あり ー あり あり あり

Ripple Labs Inc. プログラムによる自動発行 ステラ開発財団 （ https://www.stellar.org/ ） Cardano Foundation MetaStar.Inc

San Francisco, California, U.S. ー 米国・カリフォルニア州 Cardano Foundation/スイス
Ukraine, 04053, Kyiv city, Lvivska square, 
house 4A, office 8

ソフトウェア開発 ー 非営利団体 Cardano Foundation/非営利団体 営利企業

Ripple Labs Inc.（https://ripple.com/） 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/ ）
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。

GENSOKISHIプロジェクトの発行体

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。

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

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

Ethereumベースのため、プロトコル部分に関して
は技術的に安定している

2012年のネットワーク発足時に全て発行済み

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

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、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。

初期発行(20%)とその後2年間で残りの80％の発
行を予定

100,000,000,000 XRP 210,700,000 ETC 50,001,806,812 XLM 45,000,000,000 ADA 2,000,000,000 MV
不可（全量発行済みのため追加発行無し） 不可 可 不可 不可

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）

ー 発行プログラムの変更 ー −

・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

ー ー ー −

100,000,000,000 XRP 210,700,000 ETC 50,001,787,855 XLM 34,277,702,082 ADA 400,000,000 MV

・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

15秒につき1ブロックを生成し、1ブロックあたり約
4ETC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。

ー
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）

2年間で残りの80％の発行を予定している。

ー（2012年に全て発行済） 年1%増加 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。

総発行枚数の20%に相当する4億枚を発行

ー ブロック生成時に発行 プログラムによる自動発行 ステーキング報酬として発行されている 資金調達

2018年5月28日の99,992,075,649から2020年
11月4日までに1,216,776が消滅され、
99,990,858,873となった。

ー 2019年11月4日 55,442,000,000 XLM − −

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

ー
Stellar Development Foundationによる事業戦
略上の理由

− −

ー ー ー − −
ー ー ー − −
ー ー ー − 2022年2月21日

ー ー ー −

セキュリティの観点からの推奨事項
ソースコードの構造をより良くするために、一般的
なコーディングプラクティスを強化する。
可能なユースケースをカバーするために十分なユ
ニットテストを追加する。
読みやすさのために、各関数にもっとコメントをつ
ける。特に公開されるコントラクトの可読性を高め
る。
プロトコルが稼動したら、特権的な活動に関する
より多くの透明性を提供すること。（CERTIK）

あり あり あり あり あり

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
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ブロックチェーン技術を利用しない場合には、そ
の名称

利用するブロックチェーン技術以外の技術の内
容

価値移転認証の仕組み

価値記録公開/非公開の別

保有者個人データの秘匿性の有無

秘匿化の方法

価値移転ネットワークの信頼性に関する説明

【価値移転の記録者】 記録者の数

記録者の分布状況

記録者の主な属性

記録の修正方法

記録者の信用力に関する説明

価値移転の管理状況に対する監査の有無

監査を実施する者の氏名又は名称

直近時点で行われた監査年月日

その監査結果

（統括者に関する情報）

記録者の統括者の有無

統括者の名称

統括者の所在地

統括者の属性

統括者の概要

【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

ー ー ブロックチェーン技術を利用 − −

ー ー ー − −

・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
・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。

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。

公開

あり

公開鍵と秘密鍵による暗号化

公開 公開 公開 公開 公開

あり あり あり あり あり

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

・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

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。

89のバリデーター（検証者）ノード（2020年11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

51団体
https://investoon.com/mining_pools/etc

116 アクティブノード
-うち 63 ウォッチャーノード
-うち 53 アクティブバリデーター（うち 40 フルバリ
データー）
（2020年10月25日現在）

3,194（https://cardanoscan.io/） 6.042 ノード（2022年6月14日）

世界中に分散 不特定 https://stellarbeat.io/にて確認可能
主にアメリカ、ドイツ、シンガポール

不特定

世界中に分散

United States (46.90%)
Germany (12.14%)
Singapore (4.66%)
United Kingdom (4.18%)
Finland (3.85%)
（2022年6月14日付 上位５カ国）

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

不特定 ー 誰でも自由に記録者になることができる。 不特定、誰でも 由に記録者になることができる。

・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

ー 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。

・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。

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。

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。

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。

ー ー ー あり ー

ー ー ー root9B, LLC ー

ー ー ー 2020年4月21日 ー

ー ー ー

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/byron_
reboot

ー

ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー

・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。

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

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。

記録者が結託する、もしくは単独でその時点にお
ける計算能力の半分を上回る計算能力を得るこ
とができたら、記録の変更が可能である。



取扱暗号資産の概要説明書

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

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

移転の記録が遅延する可能性に関する特記事
項

プログラムの不具合によるリスク等 に関する特
記事項

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

非互換性のアップデート(ハードフォーク）の状況

今後の非互換性アップデート予定

正常な稼働に影響を与えたサイバー攻撃の履
歴

1.本書は、一般社団法人日本暗号資産取引業協会（以下「当協会」といいます。）に所属する会員（以下「会員」と
いいます。）が、その取り扱う暗号資産（以下「取扱暗号資産」といいます。）に関し、本文書の作成日時点で入手
可能な情報に基づき作成したものです。
2.本書は、取扱暗号資産に関する情報提供を目的としたものであり、特定の暗号資産の売買・交換等の勧誘や
推奨等を目的とするものではありません。暗号資産の売買等については、ご自身の判断と責任により行ってくださ
い。
3.本書は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性・信頼性・完全性を保証す
るものではありません。本書に記載された情報の欠落・誤謬等について、当協会がその責を負うものではありませ
ん。
4.本書は、原則として自由に利用することができます。ただし、会員以外の方が暗号資産の売買・交換等の取引、
これらの取引の媒介・取次ぎ・代理等の暗号資産に関連する事業を行う目的で使用することを禁じます。
5.本書を利用することによって生じたいかなる損害に対しても、当協会がその責を負うものではありません。
6.取扱暗号資産は、その開発・管理の状況、政府等による規制や経済社会の情勢などの影響により、その価値
が減少することがあり、価値を失う場合もあります。
7.本書の内容は、予告なく変更又は廃止する場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

ー ー ー なし 可能性はゼロではないが、極めて低い。

ー ー ー − Ethereumと同様である。可能性はゼロではない
が、極めて低い。

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

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。

・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。

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。

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。

・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。

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

ー
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。

ー

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

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

なし ー

ー
2019年9月12日：「ATLANTIS」実装
2020年1月12日：「AGHARTA」実装

ー なし ー

ー 2020年内：「AZTLÁN」実装予定 ー ー ー

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

ー なし ー


