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仮想通貨から暗号資産へ

―暗号資産をめぐる法改正の動向
（利用者保護のためのルール整備）―
高松 志直

Takamatsu Yukinao 片岡総合法律事務所パートナー

弁護士

伝統的な金融法務のほか、決済等の新たな金融法務、情報法務も取り扱う。仮想通貨関連の直近の
論文として、
「仮想通貨と ICO を巡る法的枠組みの方向性と実務上の論点」
（金融財政事情 3299 号）
。

セスによる仮想通貨の外部流出、内部管理態勢

はじめに

等の不備、仮想通貨の投機対象化などが問題意

2019 年５月 31 日に仮想通貨の取引に対す
る新たな規制を盛り込んだ資金決済法および金

識として挙げられており、改正法の検討の目線
となっているものと思われます。

融商品取引法の改正法
（以下、改正法）
が成立し

かかる研究会で取り上げられた対応方針や問

ました。改正法はそれぞれ 2020 年に施行され

題点等を踏まえ、2019 年５月 31日に改正法が

る予定ですので、本稿では、利用者保護に関連

成立し、資金決済法、金融商品取引法およびそ

するルールを中心に、改正法との関係で押さえ

の他の関連法令が改正されました。従来の
「仮想

ておくべき暗号資産のルールを紹介します。

通貨」をめぐる資金決済法のルールだけではな

法改正の経緯と今後の着眼点

く、デリバティブ取引を中心とする金融商品取
引法も改正の対象となっていることが注目され

暗号資産の取引に関する今後のルールのあり

ます。以下では、資金決済法と金融商品取引法

方をめぐっては、2018 年３月に金融庁に設置

に分けて、
改正の概要とポイントを紹介します。

された「仮想通貨交換業等に関する研究会」
にお

資金決済法の改正

いて、同年 12 月までの間、計 11 回にわたり
検討および議論が重ねられました。同研究会で

（1）
「仮想通貨」
の名称変更

は、特に、顧客財産や利用者保護の強化、暗号

法令上の整理としては、
「仮想通貨」
の呼称が

資産を取り扱う業者の業務の適正性確保、投資

「暗号資産」
に変更されます。これは、国際的な

性を有するトークン
（財産的価値などを表示す

議論の場において、
「crypto-asset」
（暗号資産）

ることができる電子的な情報）を発行するス

との表現が用いられつつあることや
「仮想通貨」

キーム（いわゆるICOと呼ばれるスキームなど）

の呼称は法定通貨との誤解を生みやすいことな

に対する規制のあり方および暗号資産のデリバ

どが変更の理由と言われています。

ティブ取引に対する規制の要否等が焦点となり

従来の
「仮想通貨」
という呼称は、諸外国の法令

ました。これらの議論の背景としては、社会一

等で用いられていた
「virtual currency」
の邦訳で、

般に広まったビットコインなどを中心とする

日本国内でも広く一般的に使用されていたことも

「仮想通貨」に関し、
その取引の実態等を踏まえ、

あって当初の規制導入時に採用されましたが、か

より適切なルールのあり方を模索するところに

かる呼称変更により、
「暗号資産」
という呼称を踏

あるものと思われます。具体的には、不正アク

まえ、金融資産的な機能を有することを前提とし
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た運用が進むことも想定されます。いずれにせよ、

の２）
。これらの改正法の規律に関しては、そ

利用者保護の面においては、法令上の呼称にのみ

の重要性に鑑み、ウォレットの具体的な内容や

形式的に着目するのではなく、問題となっている

管理態様等が内閣府令においても定められてい

暗号資産の具体的な特徴を踏まえた個別の運用

ます。

を暗号資産交換業者がそれぞれ考えることが重
要です。

この改正により、暗号資産交換業者の分別管
理の実務対応としては、ウォレットの区分に

（2）利用者の資産保護のためのルール整備

従った分別管理が法令上義務づけられます。利

今回の改正においては、暗号資産をめぐる取

用者保護の目線としては、コールドウォレット

引の社会への定着および昨今の不正流出事件の

による管理が促進され、利用者保護が推進され

発生などを踏まえ、利用者の資産保護のための

るとともに、ホットウォレットからの不正流出

ルール整備が行われています。

などの有事の際には、改正法によって保持が義

ア

務づけられる弁済原資からの損害等の補填が行

てん

預り金銭の保全
（金銭の信託義務）
現行の資金決済法では、
暗号資産交換業者は、

われることが期待されます。分別管理の具体的

利用者から預かる金銭を自己資金とは別の預貯

なあり方などを含むこれらの措置への対応につ

金口座または金銭信託で管理することが求めら

いては、暗号資産交換業者ごとに対応が公表さ

れています。これに対し、
改正資金決済法では、

れることになりますので、利用者としては、暗

利用者から預かった金銭を信託銀行または信託

号資産交換業者のウェブサイトなどに注目する

会社に対して信託することが義務づけられまし

ことが有益でしょう。

た（同法第 63 条の 11 第１項）
。

ウ

暗号資産交換業者の倒産時の対応

これまでも暗号資産交換業者の自主的な判断

暗号資産交換業者において法的な倒産手続き

に基づき預かった金銭を信託する検討が行われる

が開始された場合、利用者保護がどのように図

こともありましたが、今後は、金銭については、

られるかについては、従前からさまざまな議論

信託が義務づけられますので、利用者保護が

がありました。この点に関し、改正法において

いっそう推進されることになります。

は、暗号資産交換業者の倒産時に、預かってい

イ

た暗号資産を顧客に優先的に返還するための規

暗号資産の流出リスクへの対応
昨今、ホットウォレット
（オンラインによる

定として、暗号資産交換業者に対する利用者の

取り扱いが発生する暗号資産のウォレット）で

暗号資産返還請求権に関する優先弁済権を認め

管理していた暗号資産が流出する事案が発生し

る改正がなされました
（同法第 63 条の 19 の２

たことを受けて、改正資金決済法では、暗号資

第１項）
。かかるルールの運用については、今

産交換業者に対し、業務の円滑な遂行等のため

後の推移に注視する必要がありますが、利用者

に必要なものを除き、顧客の暗号資産を信頼性

保護を推進する法改正の１つと評価できます。

の高い方法（オンラインによる取り扱いが発生

（3）暗
 号資産交換業
（従来の仮想通貨交換業）
の範囲の変更

しないコールドウォレットなど）で管理するこ
とが義務づけられました
（同法第 63 条の 11 第

現行法上は、暗号資産の売買などの取引を行

２項）
。また、ホットウォレットで管理する顧

わずに利用者の暗号資産の管理のみを行う業務

客の暗号資産については、別途、これに見合う

は、暗号資産交換業の定義に当たらず、資金決

弁済原資（同種・同量の暗号資産）
の保持が義務

済法上の規制の対象外となっています。そのた

づけられるに至っています
（同法第 63 条の 11

め、現行法においては、ウォレットサービス（カ
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ストディ業務などと呼ばれることもあります）

外国為替証拠金取引
（FX 取引）と同様に、これ

などの形式により、実際に利用者に対して暗号

らの取引にも金融商品取引法上の規制を整備す

資産の管理のみを行うサービスは、規制の対象

ることとされました。
具体的には、金融商品取引法上の
「金融商品」

外とされていました。
改正資金決済法では、
「他人のために暗号資

の定義に暗号資産が、
「金融指標」
の定義に暗号

産の管理をすること」についても暗号資産交換

資産の価格または暗号資産の利率等がそれぞれ

業の定義に含めることとされています
（同法第

追加されたことで
（改正金融商品取引法第２条

２条第７項第四号）
。そのため、
ウォレットサー

第 24 項３の第二号、第 25 項）
、暗号資産を原

ビスのみを行う者についても、今後は、分別管

資産とするデリバティブ取引および暗号資産の

理義務など暗号資産の管理に関するルールが適

価格や利率等を参照指数とするデリバティブ取

用されることになります。

引に対しても、金融商品取引法の規制が適用さ

（4）その他のルール整備

れることになりました。

資産保護のためのルール整備以外にも、改正

これにより、これまでは法令が適用されない

資金決済法では、虚偽表示・誇大広告の禁止や

なかで自主的なルール等に基づき行われてきた

投機を助長するような広告や勧誘の禁止が盛り

暗号資産
（仮想通貨）
のデリバティブ取引につい

込まれたほか
（同法第 63 条の９の３）
、暗号資産

て、今後は、金融商品取引法のルールが適用さ

の信用取引について、暗号資産交換業者が利用

れることになり、利用者保護に向けたさらなる

者に対して信用を供与して暗号資産の交換等を

取り組みが進むものと予想されます。

かか

行う場合に、その交換等に係る契約内容につい

具体的には、暗号資産に係るデリバティブ取

ての情報の提供その他利用者保護および業務の

引またはその媒介、取次ぎを業として行うこと

適正かつ確実な遂行確保のために必要な措置を

は、第一種金融商品取引業に該当し、改正金融

講じる必要があるものとされています
（同法第

商品取引法に基づくライセンス
（金融商品取引

63 条の 10 第２項）。これらのルール整備によ

業の登録）の下で取引が行われることになりま

り、不当な勧誘等が抑止され、暗号資産の取引

す。そして、証拠金取引を行う場合、証拠金倍

の適正化がより推進されることが期待されます。

率
（レバレッジ）
も一定限度を超えないことが求

金融商品取引法その他の法令の改正

められます。

（1）証拠金取引への対応

また、これに伴い、虚偽告知、断定的判断の
提供等、不招請勧誘、再勧誘等の行為が禁止さ

現行法においては、暗号資産を原資とし、ま
たは暗号資産に関する指標を参照指標とするデ
リバティブ取引は、金融商品取引法の規制の対

れ、さらに、契約締結前書面や契約締結時等の書
面などの情報提供も強化されることになります。

（2）ICO への対応

象とはなっていません。もっとも、その取引の

いわゆる ICO については、詐欺的な事案も

性質等を踏まえると、暗号資産を対象とするデ

多い等の指摘があるなか、ICO およびこれに

リバティブ取引についても、金融商品としての

より発行されるトークンに適用されるルールが

ルール整備が必要ではないかという議論が行わ

不明確である点が問題とされていました。かか

れていました。

る状況を受け、改正金融商品取引法では、同法

かかる議論の流れを受け、今回改正された金

の適用対象となる
「電子記録移転権利」
という概

融商品取引法（以下、
改正金融商品取引法）
では、

念を新たに導入するとともに
（同法第２条第３
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項柱書）
、改正資金決済法で
「暗号資産」の定義

号資産に関するデリバティブ取引について、不

から電子記録移転権利を表示するものを除外す

正の手段、計画または技巧をすることや、重要

ることとし（同法第２条第３項ただし書き）
、そ

な事項について虚偽の表示がある文書等を使用

れぞれの法律の適用対象となるトークンの範囲

して金銭等を取得すること、虚偽の相場を利用

の整理が行われました。これにより、いわゆる

するといった行為が禁止されています。また、

ICO については、基本的には、改正金融商品

相場変動の目的をもって風説を流布し、偽計を

取引法または改正資金決済法によるルールの下

用い、または暴行もしくは脅迫をしてはならな

で実施することが今後は必要となります。

いとされており、併せて、いわゆる相場操縦行

具体的には、
「電子記録移転権利」
という概念

為も禁止されます。

が設けられ、金融商品取引法第２条第２項各号

なお、暗号資産の取引に係るいわゆるインサ

に掲げる権利
（第二項有価証券）のうち、
「電子

イダー取引規制については、暗号資産には発行

情報処理組織を用いて移転することができる財

者が存在しないことや発行者の特定が困難な面

産的価値
（電子機器その他の物に電子的方法に

があること、また、暗号資産の変動要因につい

より記録されるものに限る。
）に表示される」も

て確立した見解がないこと等の理由により、改

のとの定義が設けられ、電子記録移転権利は、

正金融商品取引法での導入は見送られています。

第一項有価証券として扱われることになりまし

（4）金融商品販売法

た（同法第２条第３項柱書）
。これにより、これ

以上の金融商品取引法の改正に加え、金融商

まで集団投資スキーム持分などの権利がいわゆ

品の販売等に関する法律
（以下、金融商品販売

る ICO として取り扱われていたケースについ

法）における
「金融商品の販売」の定義について

ては、改正金融商品取引法の下でスキームを構

も、
「資金決済に関する法律
（平成二十一年法律

築することが求められます。

第五十九号）
第２条第５項に規定する暗号資産」

以上のルール整備の結果、ICO のうち、特に、

を取得させる行為を追加する改正が行われてい

有価証券的な性質を有するトークンを発行する

ます。金融商品販売法は、金融商品の販売に関

ものは、STO（セキュリティ・トークン・オファ

して利用者保護を図ることを目的とする法律で

リング）と呼ばれ、改正金融商品取引法に基づ

すので、かかる改正も利用者保護を図るための

く各種のルールが適用されることになります。

ルール整備の一環と評価できるでしょう。

これらのトークンを取り扱う事業者は、改正金

おわりに

融商品取引法に基づき各種の登録等を取得する
ことが必要となり、また、有価証券としての開

改正法については、今後、これまでに述べて

示規制を遵守することも求められますので、こ

きた内容について、政府令や事務ガイドライン

れまでのような無登録業者による ICO 等は順

が整備されていくことにより、具体的なルール

次減少していくことが期待されます。

がさらに明確化されることになります。利用者

じゅんしゅ

（3）不公正行為への対応

保護の文脈においては、これらの具体的なルー

暗号資産の取引において、不当な価格操作等

ルを踏まえた検討を行うことが重要です。改正

が行われているとの指摘があったことを受け、

法の趣旨を踏まえ、
「暗号資産」
をめぐる利用者

風説の流布や価格操作等の不公正な行為の禁止

保護はさらに充実することになるものと思われ

も改正金融商品取引法に盛り込まれています。

ますが、改正法をめぐって今後ルールの運用が

具体的には、暗号資産の売買等の取引および暗

適切に進むことが期待されます。
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