
  

 

近時、Initial Coin Offering（ICO：新規仮想通貨公開）という新たな資金調達の手段が注目を集めるよう

になっていますが、その法的位置付けには不明確な点が多く、法整備よりも実務が先行している分野であ

るといわれています。 

今回は、ICO に関する法的留意点について、若干の検討を試みたいと思います。 
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弊事務所の金融法務・FinTech研究会では、従来より中核的業務として取り組んできた金融法務について、これまでの

実務で蓄積してきたノウハウを生かし、最新のテーマを研究しています。また、近時の金融法務においては、FinTechに

代表されるように、必ずしも従来の金融分野の枠にとどまらないテーマも問題になっていることから、当研究会ではそ

のような関連分野も含めた最先端のテーマも研究し、ニュースレターを通じてその研究成果を皆様にお届けいたします。 

ニュースレターに関するご質問・ご相談、その他金融法務・FinTech分野に関するご相談がございましたら、下記まで

ご連絡下さい。 

弁護士法人三宅法律事務所 東京事務所 

TEL 03－5288－1021  FAX 03－5288－1025 

弁護士  渡 邉 雅 之   

同   井 上 真一郎 

  同   松 崎 嵩 大 

 

金融法務・FinTech研究会専用メールアドレス：fintech@miyake.gr.jp 
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Ⅰ ICO とは 

 

１．ICO の意義 

 

Initial Coin Offering（ICO：新規仮想通貨公開）とは、近時注目を集めている新たな資金調達の手段であ

り、Initial Token Sales（ＩＴＳ）と呼ばれることもある。 

ICO は、企業等が電子的にトークン（Token：証票）を発行して、公衆から資金調達を行う行為の総称で

あるといわれている。 

 

2．ICO のリスク 

 

ＩＣＯに関しては、金融庁が公表している「ICO（Initial Coin Offering）について～利用者及び事業者に対

する注意喚起～」（以下「金融庁注意喚起」という。）において、以下のとおり、「価格下落の可能性」、「詐

欺の可能性」といった利用者のリスクが指摘されている。 

 

２．利用者の方へ（ＩＣＯのリスクについて） 

○  ＩＣＯで発行されるトークンを購入することには、次のような高いリスクがあります。 

 価格下落の可能性 

トークンは、価格が急落したり、突然無価値になってしまう可能性があります。 

 詐欺の可能性 

一般に、ＩＣＯでは、ホワイトペーパー（注）が作成されます。しかし、ホワイトペーパーに掲げ

たプロジェクトが実施されなかったり、約束されていた商品やサービスが実際には提供され

ないリスクがあります。また、ＩＣＯに便乗した詐欺の事例も報道されています。 

（注）ＩＣＯにより調達した資金の使い道（実施するプロジェクトの内容等）やトークンの販売方法

などをまとめた文書をいいます。 

○  トークンを購入するに当たっては、このようなリスクがあることや、プロジェクトの内容などをし

っかり理解した上で、自己責任で取引を行う必要があります。 

○  ＩＣＯに関する不審な勧誘等には十分注意し、内容に応じて、以下の相談窓口にご相談くだ

さい。 

 

 

Ⅱ ＩＣＯと日本法上の金融規制との関係 

ICO（Initial Coin Offering）に関する法的留意点

執筆者：渡邉 雅之
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金融庁注意喚起は、以下のとおり、事業者に向けて、ICO が、資金決済に関する法律（以下「資金決済

法」という。）や金融商品取引法（以下「金商法」という。）等の規制対象となる可能性を指摘している。 

 

３．事業者の方へ（ＩＣＯへの規制について） 

○  ＩＣＯの仕組みによっては、資金決済法や金融商品取引法等の規制対象となります（注）。ＩＣ

Ｏ事業に関係する事業者においては、自らのサービスが資金決済法や金融商品取引法等の

規制対象となる場合には、登録など、関係法令において求められる義務を適切に履行する必

要があります。登録なしにこうした事業を行った場合には刑事罰の対象となります。 

（注）ＩＣＯにおいて発行される一定のトークンは資金決済法上の仮想通貨に該当し、その交換

等を業として行う事業者は内閣総理大臣（各財務局）への登録が必要になります。また、ＩＣＯ 

が投資としての性格を持つ場合、仮想通貨による購入であっても、実質的に法定通貨での

購入と同視されるスキームについては、金融商品取引法の規制対象となると考えられます。 

 

ICO で発行されるトークンは、資金決済法上の「仮想通貨」あるいは「前払式支払手段」に該当する場合

のほか、金商法上の「集団投資スキーム持分」に該当する場合等があり得ると考えられる。それぞれに該

当する場合に必要となる許認可等は以下のとおりである。 

 

 資金決済法上の「仮想通貨」「仮想通貨交換業者」 

ICO で発行されるトークンが、資金決済法上の「仮想通貨」（同法２条５項）に該当する場合におい

て、「仮想通貨」の売買または他の仮想通貨との交換、これらの行為の媒介・取次・代理をする場合

は、仮想通貨交換業者（同条７項）としての登録（同法 63 条の２）が必要となる。 

 

 資金決済法上の「前払式支払手段」「自家型・第三者型前払式支払手段発行業者」 

ICO で発行されるトークンが、資金決済法上の「前払式支払手段」（同法３条１項）に該当する場合

のうち、トークンを発行者自らの商品・サービスの購入にしか利用できない場合であって、発行額（基

準日未使用残高）が 1,000 万円を超えることとなった場合には、財務局へ自家型前払式支払手段とし

ての届出（同法５条）が必要となる。これに対して、トークンを発行者以外の第三者の商品・サービス

の購入にも利用できる場合は第三者型前払式支払手段としての登録（同法７条）が必要となる。 

 

 金商法上の「集団投資スキーム持分」「金融商品取引業者（第二種金融商品取引業・投資運用

業）・適格機関投資家等特例業者」 

ICO で発行されるトークンが、金商法上の「集団投資スキーム持分」（同法２条２項５号、６号）に該

当する場合において、集団投資スキーム持分の募集または私募を行う場合には、金融商品取引業

者（第二種金融商品取引業）としての登録（同法 29 条，28 条２項）が、出資された財産の運用を行う

場合には、金融商品取引業者（投資運用業者）としての登録（同法 29 条，28 条４項）が必要となる。 

適格機関投資家等（１名以上の適格機関投資家と 49 名以下の投資判断能力を有すると見込まれ

る一定の投資家等）を相手方として行う私募や適格機関投資家等のみから出資された財産の運用を

行う場合には、金融商品取引業者としての登録は不要であり、適格機関投資家等特例業務の届出

（同法 63 条２項）で足りることになる。 
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Ⅲ ICO で発行されるトークンの法的性質 

 

１．「仮想通貨」と「前払式支払手段」の違い 

 

（１）仮想通貨の定義・要件 

 

資金決済法上の「仮想通貨」は以下のとおり定義されている（同法２条５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財産的価値（電子機器その他の物に電子的方法により記録されているも

のに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。）であって、電

子情報処理組織を用いて移転することができるもの（１号） 

② 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値で

あって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの（２号） 

 

上記①の「仮想通貨」（１号仮想通貨）は、上記の定義を踏まえると、以下の４つの要件に分けることが

できる。 

A) 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る財産的価値であること。 

B) 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財産的価値であること。 

C) 電子機器その他の物に電子的方法により記録されている財産的価値に限り、本邦通貨及び外国

通貨並びに通貨建資産1でないこと。 

D) 電子情報処理組織（コンピューター）を用いて移転することができる財産的価値であること。 

 

 上記②の「仮想通貨」（２号仮想通貨）は、上記の定義を踏まえると、以下の３つの要件に分けることが

できる。 

A) 不特定の者を相手方として１号仮想通貨と相互に交換を行うことができる財産的価値であること。 

B) 電子機器その他の物に電子的方法により記録されている財産的価値に限り、本邦通貨及び外国

通貨並びに通貨建資産でないこと。 

C) 電子情報処理組織（コンピュータ）を用いて移転することができる財産的価値であること。 

 

（２）前払式支払手段の定義・要件 

 

 資金決済法上の「前払式支払手段」は、以下のとおり定義されている（同法３条１項）。 

                                                   
1 「通貨建資産」とは、本邦通貨若しくは外国通貨をもって表示され、又は本邦通貨若しくは外国通貨をも

って債務の履行、払戻しその他これらに準ずるもの（「債務の履行等」）が行われることとされている資産を

いう（資金決済法２条６項）。この場合において、通貨建資産をもって債務の履行等が行われることとされ

ている資産は、通貨建資産とみなされる。 
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① 証票、電子機器その他の物（「証票等」）に記載され、又は電磁的方法（電子的方法、磁気的

方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この項において同

じ。）により記録される金額（金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる

場合の当該単位数を含む。）に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の

符号（電磁的方法により証票等に記録される金額に応ずる対価を得て当該金額の記録の加算

が行われるものを含む。）であって、その発行する者又は当該発行する者が指定する者（「発行

者等」）から物品を購入し、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

の弁済のために提示、交付、通知その他の方法により使用することができるもの（１号） 

② 証票等に記載され、又は電磁的方法により記録される物品又は役務の数量に応ずる対価を

得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号（電磁的方法により証票等に記録される

物品又は役務の数量に応ずる対価を得て当該数量の記録の加算が行われるものを含む。）で

あって、発行者等に対して、提示、交付、通知その他の方法により、当該物品の給付又は当該

役務の提供を請求することができるもの（２号） 

  

 上記の定義を踏まえると、資金決済法上の「前払式支払手段」とは、以下の３つの要件に分けることが

できる。 

A) 金額等の財産的価値が記載・保存されること（価値の保存） 

B) 対価を得て発行されること（対価発行） 

C) 商品・サービスの代金の支払に使用されること（権利行使） 

 

また、「前払式支払手段」は証票が発行されるものだけでなく、サーバ型（当該前払式支払手段に係る

金額情報が、前払式支払手段発行者の管理するセンターサーバに記録され、利用者に対して交付される

ID や ID と一体となって交付される書面、カード等には、価値情報が記録されていないもの）も含まれる。 

 

 

２．「仮想通貨」と「前払式支払手段」の該当性の判断方法 

 

ICO で発行されるトークンについては、「１号仮想通貨」と「前払式支払手段」のいずれに該当するのか

が問題となることが多いのではないかと思われる。 

「１号仮想通貨」の要件である、Ａ）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ること、

およびＢ）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ことについては、事務ガイドラインで

以下のような判断基準が示されている（事務ガイドライン（第三分冊：金融会社関係 16 仮想通貨交換業

者関係）（以下「事務ガイドライン」という。）１－１－１）。これは、「仮想通貨」と「前払式支払手段」のいずれ

に該当するかの判断基準を示すものでもある。 

 

① 法第２条第５項第１号に規定する仮想通貨（以下「１号仮想通貨」という。）の該当性に関して、

「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る」ことを判断するに当たり、例

えば、「発行者と店舗等との間の契約等により、代価の弁済のために仮想通貨を使用可能な

店舗等が限定されていないか」、「発行者が使用可能な店舗等を管理していないか」等につい

て、申請者から詳細な説明を求めることとする。 
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② １号仮想通貨の該当性に関して、「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」ことを判断するに当たり、例えば、「発行者による制限なく、本邦通貨又は外国通貨との交

換を行うことができるか」、「本邦通貨又は外国通貨との交換市場が存在するか」等について、

申請者から詳細な説明を求めることとする。 

（注）前払式支払手段発行者が発行するいわゆる「プリペイドカード」や、ポイント・サービス（財・サ

ービスの販売金額の一定割合に応じてポイントを発行するサービスや、来場や利用ごとに一定

額のポイントを発行するサービス等）における「ポイント」は、これらの発行者と店舗等との関係

では上記①又は②を満たさず、仮想通貨には該当しない。 

また、資金決済法上の「前払式支払手段」に該当する場合には、同時に「仮想通貨」には該当しないこと

と解されている2。 

 

「１号仮想通貨」か「前払式支払手段」であるか否かの分水嶺は、「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る」か「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」かにより判

断されることになると考えられる。「１号仮想通貨」における「不特定」の概念は、「発行者と店舗等との間の

契約等により、代価の弁済のために仮想通貨を使用可能な店舗等が限定されていないか」、「発行者が使

用可能な店舗等を管理していないか」と具体例が示されているとおり、かなり緩やかなものであると考えら

れる。 

また、「前払式支払手段」は、対価を得て発行されること（対価発行）が要件とされているが、「仮想通貨」

は交換市場において価額が変動するものが通常であるので、対価発行の要件を充たさないと考えられ

る。 

なお、プリペイドカードである「前払式支払手段」は、本邦通貨建（Suica、nanaco、Edy 等）、または、外国

通貨建て（キャッシュパスポート3、マネパカード4）のものが多くあるが、「仮想通貨」の定義からは「通貨建

資産」が除外されているため、日本円建や米ドル建のものはこれに該当しない（「仮想通貨」の代表例であ

る「ビットコイン」や「イーサリアム」も通貨建ではない。）。また、「仮想通貨」というと、ブロックチェーン技術

を用いるものというイメージがあるが、ブロックチェーン技術を用いているか否かは、直ちに「仮想通貨」の

該当性に影響を与えるものではない。 

以上に照らすと、資金決済法上の「１号仮想通貨」と「前払式支払手段」の該当性の判断に当たっては、

以下のような事情を考慮すべきと考えられる。 

 

１ 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るか 

① 発行者と店舗等との間の契約等により、代価の弁済のために仮想通貨を使用可能な店舗

等が限定されていない場合 

  ⇒「仮想通貨」と判断される可能性が高い 

② 発行者と店舗等との間の契約等により、代価の弁済のために仮想通貨を使用可能な店舗

等が限定されている場合 

  ⇒「前払式支払手段」と判断される可能性が高い 

                                                   
2 平成 29 年３月 24 日付「『銀行法施行令等の一部を改正する政令等（案）』等に対するパブリックコメント

の結果等について―コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」

（http://www.fsa.go.jp/news/28/ginkou/20170324-1/01.pdf）47 頁。 
3 トラベレックスジャパン株式会社発行

（https://www.jpcashpassport.jp/cpp/mcp/?ccd=85&lpid=a02af） 
4 株式会社マネーパートナーズ発行（https://card.manepa.jp/landing/01/j.html?ad=mcaf-k-ab） 
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③ 発行者が使用可能な店舗等を管理していない場合 

  ⇒「仮想通貨」と判断される可能性が高い 

④ 発行者が使用可能な店舗等を管理している場合 

  ⇒「前払式支払手段」と判断される可能性が高い 

２ 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か 

① 発行者による制限なく、本邦通貨又は外国通貨との交換を行うことができる場合 

  ⇒「仮想通貨」と判断される可能性が高い 

② 発行者による制限なく、本邦通貨又は外国通貨との交換を行うことができない場合 

  ⇒「前払式支払手段」と判断される可能性が高い 

③ 本邦通貨又は外国通貨との交換市場が存在する場合 

  ⇒「仮想通貨」と判断される可能性が高い 

④ 本邦通貨又は外国通貨との交換市場が存在しない場合 

  ⇒「前払式支払手段」と判断される可能性が高い 

３ 対価発行が要件とされているか 

① 対価を得て発行されるものである場合 

  ⇒「前払式支払手段」に該当する可能性が高い 

② 対価を得て発行されるものでない場合 

  ⇒「仮想通貨」に該当する可能性が高い 

４ 通貨建（本邦通貨建・外国通貨建）であるか否か 

通貨建である場合 

  ⇒「前払式支払手段」に該当する可能性が高い 

 

 

３．ＩＣＯで発行されるトークンは「仮想通貨」か「前払式支払手段」か 

  

上記のとおり、資金決済法上の「１号仮想通貨」に該当するためには、A）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ること（発行者と店舗等との間の契約等により、代価の弁済のために仮

想通貨を使用可能な店舗等が限定されていないか、発行者が使用可能な店舗等を管理していないか、等

について考慮）、B）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こと（発行者による制限な

く、本邦通貨又は外国通貨との交換を行うことができるか、本邦通貨又は外国通貨との交換市場が存在

するか、等について考慮）、C）電子機器その他の物に電子的方法により記録されている財産的価値に限

り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産でないこと、D）電子情報処理組織（コンピュータ）を用いて

移転することができる財産的価値であることという要件を充たす必要がある。 

仮想通貨交換業者の登録をしていない中小事業者が、自らトークンを発行して、ICO を行う場合には、

自社や特定の事業者の提供する物品・役務にしか利用できないことが多いのではないかと思われるため、

A）の要件を充たさない可能性が高いと考えられる。また、このようなトークンは、仮想通貨取引所で取り扱

われておらず、本邦通貨又は外国通貨との交換市場が存在しないなど、不特定の者との間で本邦通貨又

は外国通貨との交換を行うことができるものではないのが通常であると思われるため、B）の要件も充たさ
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ない可能性が高いと考えられる5。なお、トークンを通貨建でない仕組みにすること自体は可能であると思

われるため、その場合には C）D）の要件は充たすことが多いと考えられる。 

したがって、仮想通貨交換業者でない中小事業者による ICO については、「前払式支払手段」の発行に

該当するケースが多いと考えられる6。 

なお、「前払式支払手段」に該当するためには、物品・役務の代価の弁済に使用できることが前提となる

ため（資金決済法３条１項１号）、そもそも物品・役務の代価の弁済に何ら使用できないトークンは「前払式

支払手段」には該当しない。トークンが「前払式支払手段」に該当しない場合であっても、金融商品取引法

上の「集団投資スキーム持分」に該当しないか、あるいは詐欺に該当しないか等については、別途検討す

る必要がある。 

 

 

Ⅳ ICO に際しての金融規制上の留意点 

 

１．ＩＣＯのトークンが「前払式支払手段」に該当する場合 

 

資金決済法上、前払式支払手段の発行者から商品の購入やサービスの提供を受ける場合に限り、こ

れらの対価の弁済のために使用できる前払式支払手段は「自家型前払式支払手段」（同法３条４項）とい

う。たとえば、スマートフォンのアプリ事業者が発行する「仮想通貨」といわれているものは、その事業者の

アプリでしか使用できないので資金決済法上の「仮想通貨」ではなく「自家型前払式支払手段」に該当する。

これに対して、前払式支払手段が、発行者以外の商品やサービスの提供の対価の弁済のためにも使用

できる場合は、「第三者型前払式支払手段」（（同法３条５項）に該当する。 

 「自家型前払式支払手段」は、基準日未使用残高が 1,000 万円を超える場合は財務局に届出をする

必要があるが（同法５条）、基準日未使用残高が 1,000 万円以下の場合は、何らの届出も要しない。これに

対して、「第三者型前払式手段発行者」は、基準日未使用残高にかかわらず、財務局長の登録を受ける

必要がある（同法７条）。 

ICO で発行されるトークンが前払式支払手段に該当する場合の問題点は、利用者保護のため、基準日

未使用残高が 1,000 万円を超える場合は、基準日未使用残高の２分の１に相当する発行保証金を法務局

に供託する必要があることである（同法 14 条、同法施行令６条）。すなわち、せっかく ICO で資金を集めて

                                                   
5 発行者に対して出資の払戻しを請求することができるトークンである場合も考えられるが，この
ようなトークンは通貨建てであるため「仮想通貨」には該当しないと考えられる。また，前払式支

払手段については，発行者による払戻は原則として禁止されており（資金決済法20条２項），換金

や現金の引き出しが自由に行われるものは前払式支払手段とは性格を異にするものと解されている

（平成22年２月23日付「資金決済に関する法律の施行に伴う政令案・内閣府令案等に対するパブ

リックコメントの結果等について―コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」

（http://www.fsa.go.jp/news/21/kinyu/20100223-1/00.pdf）20頁）。このような場合には，「預り

金」（出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律２条１項）や「為替取引」に該当する

のではないかが問題となる。為替取引に該当する場合には，銀行業の免許を受けていない限り（銀

行法４条１項，２条２項２号）、資金移動業の登録を受けて一定の少額の範囲で営むことしかできな

いことになる（資金決済法２条２項，37条）。 
6 もちろん、仮想通貨交換業者でない事業者がICOにより発行するトークンであっても、その発行
したトークンが仮想通貨取引所で取り扱われるようになり、不特定の者に対して代価の弁済に使用

することができるような仕組みを作ることができた場合には、そのトークンが仮想通貨に該当する

こともあり得る。 
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も、その半分に相当する資金は法務局に供託をしなければならず事業活動に利用することができないた

め、ICO の目的を十分に達成することができる手段とはいえないという問題がある。 

発行保証金を供託する代わりに、銀行との間で発行保証金保全契約の締結をすること（同法 15 条）や、

信託会社・信託銀行との間で発行保証金信託契約を締結すること（同法 16 条）も認められている。しかし、

銀行との間の発行保証金保全契約は、信用力や銀行への多額の預金が必要となる。また、信託会社・信

託銀行との間の発行保証金信託契約は多額の信託手数料がかかるという問題がある。 

 

○発行保証金の保全方法の比較 

  発行保証金の供託 発行保証金保全契約 発行保証金信託契約 

契 約 の 締

結 

不要 必要 必要 

履行時期 １．基準日未使用残

高が基準額を超えるこ

ととなった基準日の翌

日から２月以内 

２．追加供託は、供

託額の不足の事実を

知った時から２週間を

経過する日まで 

なし なし 

当 局 の 承

認・届出 

必要なし 事前届出必要 承認必要 

報酬 なし 銀行等から保証委託

料を徴収される。 

信託会社等から信託

報酬を徴収される。 

 

これらの問題を回避するためには、①自家型前払式支払手段とし、基準日未使用残高が 1,000 万円以

下とする少額の ICO とするか、または、②「前払式支払手段」のうち、発行の日から６月以内に限り使用で

きるものについては、資金決済法上の規制の対象外となる（同法４条２号、同法施行令４条２項）ので、ト

ークンの使用期間を発行日から６月以内とすることも考えられる。 

もっとも、ICO のトークンの使用期間を６月以内の使用期間とすることについては、利用者側からのクレ

ームの対象となることが想定されるため、慎重に検討すべきである。 

 

なお、仮想通貨交換業者に関しては、利用者財産の管理（同法63 条の11）として、①その行う仮想通貨

交換業に関して、仮想通貨交換業の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

管理すること、②分別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なければな

らないが、供託、保全契約、信託契約といった利用者の財産保護のための措置は求められない。これは、

利用者保護とイノベーション促進の観点のバランスを考慮したものである。 

 

 

２．ＩＣＯのトークンが「仮想通貨」に該当する場合 
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ＩＣＯで発行されるトークンが資金決済法上の「仮想通貨」に該当する場合、発行者が仮想通貨交換業

者としての登録をすることが必要であるかが問題となる。 

資金決済法上、登録の対象となる「仮想通貨交換業」とは、次に掲げるいずれかを業として行うことをい

う（同法２条７項）。同法 63 条の２の登録を受けた者のことを「仮想通貨交換業者」という（同法２条８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 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。 

  

この点、金商法では、「有価証券の売買」（同法２条８項１号）は既に発行済みの（セカンダリー市場での）

有価証券の売買を意味し、新規の有価証券の発行に伴う勧誘は「有価証券の募集」または「有価証券の

私募」（金商法２条３項）（発行者以外が勧誘する場合は「募集の取扱い」または「私募の取扱い」）とされて

いる。 資金決済法上の「仮想通貨の売買」についても、既に発行済みの仮想通貨の売買を意味し、ICO

において行われる新規の仮想通貨の発行（募集・私募）またはその勧誘（取扱い）については、これに該当

しないのではないかが問題となる。仮に「仮想通貨の売買」に、ICO のような新規の仮想通貨の発行およ

びそれに伴う勧誘行為が含まれないとすれば、仮想通貨に該当するトークンを発行し勧誘するだけでは、

仮想通貨交換業者としての登録は不要であるようにも思われる。 

もっとも、この点に関しては、資金決済法では、「既存の仮想通貨の売買」と「新規の仮想通貨の発行と

購入」を区別しておらず、仮想通貨交換業に該当しないという議論は困難であるとの見解もある7。事務ガ

イドライン１－１－２（注４）においても、「例えば、新規に発行する仮想通貨の売り出しを行う場合に、発行

段階で流動性に欠けるとしても、当該仮想通貨を取り扱うことが適切でないと直ちに判断するのではなく、

申請者からの説明や外部情報を十分考慮し、総合的に判断するものとする。」として、「新規に発行する仮

想通貨の売り出し」も仮想通貨交換業の対象となることを前提とした記述がされている。 

なお、下記の同事務ガイドライン１－１－２のとおり、仮想通貨として取り扱うのが適当であるのか、ＩＣＯ

を行うのが適切であるのか、事前に詳細に金融庁や財務局に説明することが求められている。これは、ＩＣ

Ｏで発行されるトークンが前払式支払手段に該当する場合も同様であると考えられる。 

 

Ⅰ－１－２ 仮想通貨交換業の該当性及び取り扱う仮想通貨の適切性の判断基準  

情報通信技術は急速に進展しており、日々、様々な仮想通貨が出現することが想定される。ま

た、仮想通貨交換業に係る取引（法第２条第７項各号に規定する行為に係る取引をいう。以下同

じ。）の形態についても、様々な態様が考えられる。このため、取り扱おうとするものが仮想通貨に

該当し、又は当該仮想通貨の取扱いが仮想通貨交換業に係る取引に形式的に該当するとして

も、利用者保護ないし公益性の観点から、仮想通貨交換業者が取り扱うことが必ずしも適切でな

いものもあり得る。 

したがって、当局は、仮想通貨交換業に係る取引の適切性及び取り扱う仮想通貨の適切性等

について、申請者に対して詳細に説明を求めるとともに、認定資金決済事業者協会の公表する

情報等を参考としつつ、登録の申請の審査等を実施するものとする。 

（注３）取り扱う仮想通貨の適切性を判断するに当たり、例えば、当該仮想通貨の仕組み、想定さ

                                                   
7 斉藤創『ICO を日本法上、どう考えるべきか』

（http://www.so-law.jp/wp-content/uploads/2017/07/170710_ICO%E3%81%A8%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6

%B3%95ver1.1.pdf） 
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れる用途、流通状況、プログラムのバグなどの内在するリスク等について、申請者から詳細な

説明を求めることとするほか、こうした観点から、利用者からの苦情や、認定資金決済事業者

協会の意見等の外部情報も踏まえて判断 する。  

（注４）例えば、新規に発行する仮想通貨の売り出しを行う場合に、発行段階で流動性に欠けると

しても、当該仮想通貨を取り扱うことが適切でないと直ちに判断するのではなく、申請者からの

説明や外部情報を十分考慮し、総合的に判断するものとする。 

 

 

３．ＩＣＯのトークンが「集団投資スキーム持分」に該当する場合 

 

金商法上の二項有価証券である「集団投資スキーム持分」（同法２条２項５号）に該当するか否かは、以

下の３つの要件で判断することになる。必ずしも、民法上の組合契約や商法上の匿名組合契約に該当す

る場合には限定されておらず、実体的に以下の要件に該当するものは、集団投資スキーム持分に該当す

る（ただし、保険契約や不動産特定共同事業契約などの他の契約に該当する場合等の一定の場合は除

かれる。）。 

 

① 出資者から金銭又は金銭に類するもの（金銭等）の出資又は拠出を受けること 

② 出資又は拠出された金銭等を用いて事業・投資を行うこと 

③ 当該事業から生じる収益などを出資者に分配するスキームにかかる権利であること 

 

ICO においては、特に③の要件が問題となると思われる。ICO によって集めた資金を運用して、出資者

に分配するスキームである場合は、発行されるトークンが集団投資スキーム持分に該当する可能性があ

る。 

ICO において発行されるトークンが、金商法上の「集団投資スキーム持分」（同法２条２項５号、６号）に

該当する場合において、集団投資スキーム持分の募集または私募を行う場合には、金融商品取引業者

（第二種金融商品取引業）としての登録（同法 29 条）が、出資された財産の運用を行う場合には、金融商

品取引業者（投資運用業者）としての登録（同法 29 条）が必要となる。 

適格機関投資家等（１名以上の適格機関投資家と 49 名以下の投資判断能力を有すると見込まれる一

定の投資家等）を相手方として行う私募や適格機関投資家等のみから出資された財産の運用については、

金融商品取引業者としての登録は不要であり、適格機関投資家等特例業務の届出（同法 63 条２項）で足

りることになる。 

なお、出資者が本邦通貨や外国通貨を出資するのではなく、仮想通貨を出資する場合、金銭等の出資

をしていることにはならないため、発行されるトークンは集団投資スキーム持分に該当しないのではないか

とも考えられる8。しかし、前述した金融庁注意喚起においても、「仮想通貨による購入であっても、実質的

に法定通貨での購入と同視されるスキームについては、金商法の規制対象となると考えられます。」とされ

ていることから，実質的に法定通貨の資金調達を行っているとみなされ、金商法の規制を受ける場合もあ

り得る。 

 

以 上 

                                                   
8 金銭に類するものについては、金融商品取引法施行令１条の３に列挙されているものの、仮想通貨は

含まれていない。 


