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Ⅰ．仮想通貨法の成立 

 

近年、IT の進展などを背景にして、インターネットを通じて電子的に取引される、い

わゆる仮想通貨が登場している。FinTech サービスの中でも、仮想通貨に関するサービ

スとその成立を基礎づけるブロックチェーン技術に注目が集まっており、日本国内にお

いても仮想通貨の交換所等を営む事業者があらわれている。仮想通貨には様々な種類が

あり、ビットコインが代表的なものであるが、現在確認されている仮想通貨の種類は

600 以上といわれている。 

金融庁は、この仮想通貨に関する法制度を整備することを目的として、資金決済に関

する法律（以下「資金決済法」という。）の第 3 章の 2（「仮想通貨」）を新設する、情

報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律案を

国会に提出、衆参両院の審議を経て、平成 28 年 5 月 25 日、同法律が成立した。改正

法は 1 年以内に施行されるため、これに向けて、事業者の登録準備や自主規制団体であ

る事業者協会の認定準備などが進められる。 

本レターでは、仮想通貨に関する法制度（以下便宜上「仮想通貨法」という。）を取

り上げる。 

 

Ⅱ．仮想通貨法の制定経緯 

 

仮想通貨法が制定されるまでの経緯は以下のとおりである。 

平成 26 年 2 月、我が国において、当時世界 大規模の仮想通貨と法定通貨の交換所

を営んでいた事業者（株式会社 MTGOX）が破たんするという事案が発生した。 

平成 26 年 3 月、参議院議員大久保勉氏のビットコインに関する質問に対し、政府は、

仮想通貨はいわゆる強制通用力のある通貨ではなく、我が国の法律においては明確に位

置づけられたものではないとの答弁を行った。 

もっとも、国際的には、その移転が迅速かつ容易であること、匿名での利用が可能で
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あることから、マネー・ローンダリングなどに悪用されるリスクが指摘され、平成 27

年 6 月 8 日、G7 エルマウ・サミットでは「我々は、仮想通貨及びその他の新たな支払

手段の適切な規制を含め、全ての金融の流れの透明性拡大を確保するために更なる行動

をとる。」との首脳宣言がなされた。 

これを受けて、平成 27 年 6 月 26 日、FATF（金融作業活動部会）ガイダンスでは、

「各国は、仮想通貨と法定通貨を交換する交換所に対し、登録・免許制を課すとともに、

顧客の本人確認義務等のマネロン・テロ資金供与規制を課すべきである。」こと等の内

容が公表され、G7 各国で規制導入が急務となった。 

平成 27 年 7 月より、金融審議会の下で設置された決済業務等の高度化に関するワー

キング・グループでは、かかる状況を踏まえ、マネロン・テロ資金供与規制に加え、利

用者保護の観点からの制度的な枠組みを構築することの検討が進められた。 

平成 27 年 12 月 22 日、上記ワーキング・グループ報告では、仮想通貨について、マ

ネロン・テロ資金供与規制及び利用者保護の観点からの規制を導入するにあたっては、

仮想通貨と法定通貨の売買等を行う交換所について登録制を導入し、規制の対象とすべ

きとの提言がなされた。 

今般の仮想通貨法は、同ワーキング・グループ報告で示された規制のあり方をもとに、

法制化に至ったものである。 

 

仮想通貨法の制定経緯 

平成 26 年 2 月 株式会社 MTGOX が破たんし、東京地裁に民事再生手続

の申立て 

平成 26 年 3 月 参議院議員大久保勉氏の質問主意書、再質問主意書に対す

る政府答弁 

平成 27 年 6 月 8 日 G7 エルマウ・サミット首脳宣言 

平成 27 年 6 月 26 日 FATF ガイダンス公表 

平成 27 年 7 月 「金融審議会決済業務等の高度化に関するワーキング・グ

ループ」における審議開始 

平成 27 年 12 月 22 日 「金融審議会決済業務等の高度化に関するワーキング・グ

ループ報告～決済高度化に向けた戦略的取組み～」公表 

平成 28 年 3 月 4 日 情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行

法等の一部を改正する法律案が国会に提出 

平成 28 年 4 月 27 日 同法律案が衆議院で可決 

平成 28 年 5 月 25 日 同法律案が参議院で可決、成立 

平成 29 年 4 月（想定） 仮想通貨法の施行（成立から 1 年以内） 
 

 

Ⅲ．仮想通貨法の内容 

 

仮想通貨法の内容は、以下のとおりである。 
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1．仮想通貨の定義 

 

仮想通貨法において、「仮想通貨」とは次に掲げる要件を満たすものをいうと定義

されている（資金決済法 2 条 5 項及び 6 項）。 

 

①物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の

弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として

購入及び売却を行うことができるもの（これと相互に交換を行うことができるものも含

む）で、②電子的に記録された財産的価値で、電子情報処理組織を用いて移転することが

できるものであり、③法定通貨建で表示され、又は法定通貨をもって債務の履行等が行わ

れる通貨建資産には該当しないもの 

 

現在交換所において法定通貨との取引が確認されている、ビットコイン（Bitcoin）、

ライトコイン（Litecoin）、ドージコイン（Dogecoin）や、ビットコインと相互に交換

ができるイーサ（Ether）、カウンターパーティコイン（XCP）などは、①から③の要

件に該当すると考えられる。 

これに対し、従来から発行が行われてきた、いわゆる電子マネー、ゲーム内通貨、

ポイントは、これらを使用可能な店舗等が、発行者との間で契約し、利用者に対して

も特定されて表示された加盟店等に限られ、これらを交換する不特定の者が存在しな

い場合には、①の要件を欠き、「仮想通貨」には該当しない1。 

また、国債、地方債、預金通貨、企業が発行する債券などは、③の要件を欠き、「仮

想通貨」には該当しない。 

仮想通貨は、強制通用力を有する通貨とは異なるものの、不特定の者に対して使用

等ができることを要件としており、一種の通貨的な機能を持つ財産的価値を意味して

いる。例えば、個人や企業が電子的に記録され、電子情報処理組織を用いて移転でき

る「モノ」を配布することも可能であるが、不特定の者との間で取引が行われていな

いようなものについては、仮想通貨の定義には該当しない。ところが、その後に「モ

ノ」の財産的価値を誰かが承認するようになり、不特定の者との間で取引が開始した

場合には（いわば静から動となった状態で）、後から仮想通貨の定義に該当すること

もあり得ることになる。電子マネーやポイントのように、発行する時点から性質が決

定され、規制対象となるかどうかが決定されるものと比べて、仮想通貨は、それが出

現した時点で必ずしも性質が決定されていないという意味で興味深い定義となって

いる。 

                                                        
1 いわゆる前払型の電子マネーやゲーム内通貨のように、発行者が存在し、発行者が対価を得て発行し、

発行者又は加盟店において物品を購入し若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの

代価の弁済のために使用することができるものや、発行者等に対して物品の給付又は役務の提供を請求

できるものは、前払式支払手段として、資金決済法第 2 章によって規制されており、その発行者には、

使用範囲に応じて、届出又は登録が必要とされている。ポイントは、発行者が存在するもので、いわゆ

るおまけとして付与され、特定の加盟店等で使用できるものであるが、現在のところ規制の対象外とさ

れている。 
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具体的には、個別の商品やサービスごとの内容によって判断されることになるが、

仮想通貨の定義該当性については一定の判断事例の集積が待たれるところである。 

 

2．仮想通貨交換業の定義 

 

仮想通貨法において、仮想通貨交換業を営む者には登録が必要とされている（資金

決済法 63 条の 2）。「仮想通貨交換業」とは、以下のいずれかを業として行うことを

いうとされている（資金決済法 2 条 7 項）。 

 

(1) 仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換 

(2) (1)に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理 

(3) その行う(1)(2)に掲げる行為に関して、利用者の金銭又は仮想通貨の管理をする 

  こと。 

 

顧客に対して仮想通貨を販売する販売所や交換所は(1)に該当する。ATM で仮想通

貨を販売する場合も(1)に該当する。 

(2)の媒介、取次ぎ又は代理の具体的な定義は規定されていないが、一般に「媒介」

とは、他人の間に立って両者を当事者とする法律行為の成立に尽力する事実行為をい

い、「取次ぎ」や「代理」は自己の名をもって他人の計算あるいは他人のために法律

行為をする行為をいう。顧客の売り注文と買い注文をマッチングさせる場を提供する

取引所は(2)に該当する。 

(1)や(2)に関して、顧客の金銭や仮想通貨を管理するサービスも仮想通貨交換業に

該当する。これに対し、例えば、仮想通貨のウォレットを開設するのみで、法定通貨

との交換を扱わず、仮想通貨のみの管理を行う事業者は規制対象外となる。 

 

3．登録要件の内容 

 

仮想通貨交換業者の登録要件は以下のとおりである（資金決済法 63 条の 5）。 

 

(1) 株式会社又は外国仮想通貨交換業者であること（国内に営業所を有する外国会社 

で、国内における代表者を置くもの） 

(2) 仮想通貨交換業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定 

める基準に適合する財産的基礎を有すること 

(3) 規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていること 

(4) 他の仮想通貨交換業者が現に用いている商号若しくは名称と同一の商号若しくは 

名称又は他の仮想通貨交換業者と誤認されるおそれのある商号若しくは名称を用

いていないこと 

(5) 他に行う事業が公益に反しないこと 
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(6) 法人及び役員が法に定める欠格要件に該当しないこと 

 

このうち、(1)の外国仮想通貨交換業者は、外国の法令の規定により同種類の登録（登

録に類する許可その他の行政処分を含む）を受けて仮想通貨交換業を行う者をいう。

外国において、同様のライセンス等を受けている場合には、国内に株式会社を設立し

なくても、国内に営業所と代表者を置くことにより、外国会社がそのまま登録を行う

ことができる。 

また、(2)については、仮想通貨交換業者は、高度なセキュリティ対策を講じたシス

テム構築など、 低限の初期投資とこれを維持するための一定の財産的基礎が必要と

されている。一方で、イノベーション促進の観点から、過度な規制水準にならないよ

うにしてほしいとの要望もあるところである。具体的な金額については、今後内閣府

令で規定されるが、国会審議においては、1,000 万円程度の 低資本金要件と、あわ

せて例えば純資産額がマイナスではないといった純資産要件を設けることが考えら

れる旨の政府答弁がなされている。 

 

4．行為規制の内容 

 

登録をした仮想通貨交換業者については、以下の行為規制が義務付けられる（資金

決済法 63 条の 8～63 条の 14）。 

 

(1) 仮想通貨交換業に係る情報の漏えい、滅失又は既存の防止その他の当該情報の安 

全管理のために必要な措置を講じること 

(2) 仮想通貨交換業の一部を第三者に委託した場合には、委託先に対する指導その他 

の当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じること 

(3) 利用者の保護等に関する措置（その取り扱う仮想通貨と本邦通貨又は外国通貨と 

の誤認を防止するための説明、手数料その他の契約の内容についての情報提供等）

を講じること 

(4) 利用者財産の管理（利用者の金銭又は仮想通貨を自己の金銭又は仮想通貨と分別 

して管理し、管理の状況について、定期に、公認会計士又は監査法人の監査を受 

けること） 

(5) 金融 ADR 措置を講じること 

(6) 帳簿書類の作成・保存 

(7) 事業年度ごとの報告書と、内閣府令で定める期間ごとに仮想通貨交換業に関し管 

理する利用者の金銭の額及び仮想通貨の数量その他これらの管理に関する報告書 

の作成・提出 

 

利用者保護の観点から、(4)は も重要な行為規制の一つである。区分管理の方法は

今後内閣府令で規定されるが、国会審議によれば、利用者から預かった金銭について
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は、供託、信託のほか、事業者が通常資金を管理する預金口座とは別の預金口座への

預入れの方法で区分管理すれば足りること、仮想通貨については、供託や信託が困難

であるため、会社が保有する仮想通貨のウォレットとは別のウォレットに管理し、帳

簿書類上その数量を明らかにすることが求められる予定であるとのことである。また、

この区分管理が行えているかどうかについては、公認会計士や監査法人の外部監査が

義務付けられる。この外部監査の頻度については、毎年１回が想定されている。 

また、仮想通貨交換業者は、立入検査等、業務改善命令、業務停止命令、登録の取

消処分等の監督処分を受けることとなる（資金決済法 63 条の 15～63 条の 17）。 

そして、外国で仮想通貨交換業を営む事業者は、登録を行わない限り、国内の利用

者に対して、仮想通貨交換業に該当する行為の勧誘を行ってはならない（資金決済法

63 条の 22）。 

 

5．マネロン・テロ資金供与規制の内容 

 

仮想通貨交換業者は、犯罪による収益の移転防止等に関する法律（以下「犯収法」

という。）上の特定事業者として指定され、他の特定事業者と同様に、取引時確認義

務、本人確認記録及び取引記録等の作成義務、疑わしい取引の届出、体制整備（社内

規則の整備、研修の実施、統括管理者の選任等）等が義務付けられている（犯収法 4

条、6 条、7 条、8 条、10 条）。 

取引時確認を行う必要が生じる特定取引の内容については、今後政令で規定される

が、ウォレットの開設など継続的契約の締結時と、一定金額を超える仮想通貨の売買

時に取引時確認が必要となることが想定されている。 

 

Ⅳ．関連する諸問題 

 

以上により、仮想通貨交換業を営む事業者については登録制が導入され、利用者の保

護のための規制と、マネロン・テロ資金供与規制がかかることとされた。 

一方で、仮想通貨については未整理・未解決の論点も存在する。 

 

(1) 現物の仮想通貨の交換を伴わないレバレッジ取引や証拠金を用いた取引 

仮想通貨交換業者においては、現物の仮想通貨の交換を伴わない、レバレッジを

かけた取引や証拠金を用いた取引も提供されているが、これらの取引については、

現在のところ規制の対象外となっている。 

この点について、麻生財務大臣は、国会審議の中で、今回、資金の決済面に着目

して法定通貨と仮想通貨の交換業者に登録制を導入したこと、レバレッジをかけた

取引や証拠金を用いた取引については、既存の有価証券の類似性、取引の実態、ト

ラブルの状況、規制をかけるとした場合にはどのような内容の規制がふさわしいの

か、多種多様の論点を整理する必要があり、今後も検討を進め、柔軟に対応してい
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く旨の答弁を行っている。 

 

(2) 仮想通貨を利用した送金取引 

仮想通貨は、送金取引に利用されているが、今般の仮想通貨法制では、かかる機

能に着目した制度整備を特段行っていない。もっとも、仮想通貨を送金のための手

段として用い、資金移動の仕組みを構築してこれを実施する場合には、為替取引に

該当する可能性があり、銀行免許又は資金移動業者としての登録が必要とされる場

合もあると考えられる。 

 

(3) 消費税について 

現在、国内における仮想通貨の譲渡等に関しては、消費税が課税される。この点、

諸外国（欧米等）では消費税が課税されない取扱いとなっている法制が多く、我が

国においても消費税が課税されない取扱いとされることが望まれている。 

今後仮想通貨法制の成立を受けて、電子マネーなどの物品切手等、あるいは外国

為替及び外国貿易法上の支払手段と同様に、消費税が課税されない取扱いとなるか

が注目される。 

 

 

セミナー情報    

 セミナー  『資本市場における資金調達の法務と 新実務 ～新しい種類株式 

の活用、リキャップ CB、海外市場での資金調達など手法ごとの特 

徴や注意点を徹底検証～』 

開催日時  2016 年 5 月 30 日（月） 14:00～17:00 

講師    根本 敏光   

主催    金融財務研究会 

 

 セミナー  『仮想通貨とブロックチェーンビジネスの 先端～FinTech の真打 

ち、ブロックチェーンの応用～』 

開催日時  2016 年 6 月 15 日（水） 13:30～16:30 

講師    増島 雅和   

主催    シグマベイスキャピタル株式会社 

 

 セミナー  『RING の会 オープンセミナー 「保険代理店進化論ー大検証！保 

険業界の"産業革命"はどのようにして起こるのか？」』 

開催日時  2016 年 7 月 2 日（土） 10:10～11:40 

講師    増島 雅和   

主催    一般社団法人 RING の会 
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 セミナー  『「IPO 法務セミナー」IPO 志向企業が知っておくべき上場準備の 

重要ポイント 【第 3 回】『上場会社に関する法的規制と法的責任 

～上場会社に必要な観点と法的理解～』』 

開催日時  2016 年 7 月 12 日（火） 14:30～17:00 

講師    根本 敏光   

主催    株式会社プロネクサス 

 

文献情報 

 本    『投資信託・投資法人の法務』（2016 年 3 月刊） 

出版社   株式会社商事法務   

著者    三浦 健、藤津 康彦、尾本 太郎、大西 信治、廣本 文晴、玄場 光 

浩、石井 絵梨子、塙 晋、佐伯 優仁、宇田川 法也、矢田 悠、天 

野 園子、白川 剛士、繁多 行成、宮島 聡子、石橋 誠之、武内 香 

奈、青山 正幸、中条 咲耶子、中野 恵太、江橋 翔、尾登 亮介、 

竹岡 裕介、山本 義人 

 

 論文   「FinTech の正体ー有識者がフィンテックを徹底評価」 

掲載誌   週刊ダイヤモンド 第 104 巻 11 号 

著者    増島 雅和 

 

 論文   「「ビットコイン」に規制放置から健全化へ前進」 

掲載誌   週刊東洋経済 6650 号 

著者    増島 雅和 

 

 論文   「ブロックチェーンのビジネス応用について」 

掲載誌   月刊資本市場 No.368 

著者    増島 雅和 

 

 論文   「平成 27 年金融商品取引法の改正に伴う適格機関投資家等特例業 

務に係る規制の強化」 

掲載誌   ディスクロージャーニュース Vol.32 

著者    根本 敏光、尾崎 健悟（共著） 

 

 論文   「「仮想通貨」と「電子マネー」は何が違うか」 

掲載誌   プレジデント 2016.5.16 号 

著者    増島 雅和 
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 論文   「インサイダー取引におけるバスケット条項」 

掲載誌   「実務に効く 企業犯罪とコンプライアンス判例精選」  

ジュリスト増刊 2016 年 5 月 

著者    戸嶋 浩二 

 

 論文   「マネー・ローンダリング，テロ資金授受，OFAC 規制」 

掲載誌   「実務に効く 企業犯罪とコンプライアンス判例精選」  

ジュリスト増刊 初版 2016 年 5 月 

著者    江平 享、藤田 知也 

 

 本   『中小企業の事業性評価と新規融資のタネ』（2016 年 5 月刊）  

出版社   株式会社きんざい  

著者    江平 享（監修） 

 

 本   『銀行のグループ経営-そのビジネスと法規制のすべて』（2016 年 5 

月刊）  

出版社   株式会社きんざい  

著者    江平 享（著、編著）、加賀美 有人、篠原 孝典、白根 央、太子堂 厚 

子、冨永 喜太郎（著） 

 

NEWS 

 Chambers Global 2016 にて高い評価を得ました 

Chambers Global 2016 で、当事務所は 15 の分野で上位グループにランキング

され、26 名の弁護士がその分野で日本を代表する弁護士に選ばれました。詳細

は Chambers のウェブサイトに掲載されております。 

 

 Financial Times 紙による、Asia-Pacific Innovative Lawyers Report の FT Law 25 

ranking list of Asia Headquartered Law Firms において、当事務所は Shortlisted

に選ばれました 

（当事務所に関するお問い合せ） 
森・濱田松本法律事務所 広報担当 
mhm_info@mhmjapan.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


