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レバレッジ取引のリスク等重要事項について 

1.暗号資産と本邦通貨又は外国通貨との相違 

（省略） 

 

2.レバレッジ取引について 

① ～ ⑥（省略） 

 

⑦お客様からお預かりした金銭及び暗号資産は、当社の金銭及び暗号資産と分

別して管理しています。当社の区分管理は以下のとおりです。 

金銭 ：お客様からお預かりした金銭の全額を金融商品取引業等に関する内

閣府令に則り、日証金信託銀行株式会社及びSBIクリアリング信託株

式会社に金銭信託により、当社の自己の資金とは区分して管理して

います。これは当社倒産リスクからお客様の資金の保全を図るため

のものです。 

 

⑧ ～ ⑪（省略） 

 

⑫当社のカバー取引について 

当社は、価格変動リスクを回避するために、当社の判断によりカバー取引を

次のLPと行っております。 

 

・B2C2 OTC Ltd（Cryptocurrency liquidity providers） 

（監督当局UK：Financial Conduct Authority）  

・Cumberland Global Limited（Cryptocurrency liquidity providers） 

（監督当局KY：Cayman Islands Monetary Authority） 

レバレッジ取引のリスク等重要事項について 

1.暗号資産と本邦通貨又は外国通貨との相違 

（省略） 

 

2.レバレッジ取引について 

① ～ ⑥（省略） 

 

⑦お客様からお預かりした金銭及び暗号資産は、当社の金銭及び暗号資産と分

別して管理しています。当社の区分管理は以下のとおりです。 

金銭 ：お客様からお預かりした金銭の全額を金融商品取引業等に関する内

閣府令に則り、日証金信託銀行株式会社(追加)に金銭信託により、

当社の自己の資金とは区分して管理しています。これは当社倒産リ

スクからお客様の資金の保全を図るためのものです。 

 

 

⑧ ～ ⑪（省略） 

 

⑫当社のカバー取引について 

当社は、価格変動リスクを回避するために、当社の判断によりカバー取引を

次のLPと行っております。 

 

・B2C2 OTC Ltd（Cryptocurrency liquidity providers） 

（監督当局UK：Financial Conduct Authority）  

・Cumberland Global Limited（Cryptocurrency liquidity providers） 

（監督当局KY：Cayman Islands Monetary Authority） 
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・Payward Trading Ltd.（Cryptocurrency exchange） 

・Payward Asia株式会社（暗号資産交換業） 

・FTX Japan株式会社（暗号資産交換業） 

・コインチェック株式会社（暗号資産交換業） 

・株式会社カイカエクスチェンジ（暗号資産交換業） 

・SBI FX トレード株式会社（金融商品取引業） 

・オーケーコイン・ジャパン株式会社（暗号資産交換業） 

・株式会社ビットポイントジャパン（暗号資産交換業） 

 

暗号資産取引のリスクについて 

（省略） 

 

レバレッジ取引のルール及び概要 

1.取り扱う暗号資産の名称  

当社が取り扱う暗号資産は以下のとおりです。 

ビットコイン（BTC)、イーサリアム（ETH）、リップル（XRP）、トロン（TRX） 

ライトコイン（LTC）、ビットコインキャッシュ（BCH）、ステラ・ルーメン（XLM） 

イーサクラシック（ETC）、オーエムジー（OMG）、エンジンコイン（ENJ） 

ベーシック アテンション トークン（BAT)、モナーコイン（MONA） 

カルダノ（ADA）、ポルカドット（DOT）、アイオーエスティー（IOST） 

テゾス（XTZ）、ネム（XEM）、クアンタム（QTUM）、シンボル（XYM） 

（省略） 

 

 

2.取引の対象 

・Payward Trading Ltd.（Cryptocurrency exchange） 

・Payward Asia株式会社（暗号資産交換業） 

・QUOINE株式会社（暗号資産交換業） 

・コインチェック株式会社（暗号資産交換業） 

・株式会社カイカエクスチェンジ（暗号資産交換業） 

・SBI FX トレード株式会社（金融商品取引業） 

・オーケーコイン・ジャパン株式会社（暗号資産交換業） 

・株式会社ビットポイントジャパン（暗号資産交換業） 

 

暗号資産取引のリスクについて 

（省略） 

 

レバレッジ取引のルール及び概要 

1.取り扱う暗号資産の名称  

当社が取り扱う暗号資産は以下のとおりです。 

ビットコイン（BTC)、イーサリアム（ETH）、リップル（XRP）、（追加） 

ライトコイン（LTC）、ビットコインキャッシュ（BCH）、ステラ・ルーメン（XLM） 

イーサクラシック（ETC）、テゾス（XTZ）、オーエムジー（OMG） 

エンジンコイン（ENJ）、ベーシック アテンション トークン（BAT) 

モナーコイン（MONA）、（追加）、ネム（XEM）、クアンタム（QTUM） 

シンボル（XYM） 

（省略） 

 

 

2.取引の対象 
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取引の対象となる暗号資産銘柄、取引単位、呼値の単位、最小発注数量、最

大発注数量、一括決済時最大発注数量は以下のとおりです。（BitMatch注文を除

く。） 

銘柄 取引単位 呼値の単位 
最小発注数

量 

最大発

注数量 

一括決済時 

最大発注数量 

BTC/JPY 0.001 1 0.01 5 25 

ETH/JPY 0.01 1 0.1 200 600 

XRP/JPY 1 0.001 10 300,000 300,000 

TRX/JPY 10 0.001 100 100,000 100,000 

LTC/JPY 0.1 0.1 0.1 500 1,500 

BCH/JPY 0.01 1 0.1 200 600 

XLM/JPY 1 0.001 10 200,000 200,000 

ETC/JPY 0.1 0.1 1 500 500 

OMG/JPY 1 0.001 10 2,000 2,000 

ENJ/JPY 1 0.001 10 20,000 20,000 

BAT/JPY 1 0.001 10 20,000 20,000 

MONA/JPY 1 0.001 10 20,000 20,000 

ADA/JPY 1 0.001 10 20,000 20,000 

DOT/JPY 1 0.01 10 2,000 2,000 

IOST/JPY 10 0.001 100 100,000 100,000 

XTZ/JPY 1 0.001 10 50,000 50,000 

XEM/JPY 1 0.001 10 100,000 100,000 

QTUM/JPY 1 0.001 10 2,000 2,000 

XYM/JPY 1 0.001 10 100,000 100,000 

ETH/BTC 0.01 0.000001 0.1 70 70 

取引の対象となる暗号資産銘柄、取引単位、呼値の単位、最小発注数量、最

大発注数量、一括決済時最大発注数量は以下のとおりです。（BitMatch注文を除

く。） 

銘柄 取引単位 呼値の単位 
最小発注

数量 

最大発注

数量 

一括決済時 

最大発注数量 

BTC/JPY 0.001 1 0.01 5 25 

ETH/JPY 0.01 1 0.1 200 600 

XRP/JPY 1 0.001 10 300,000 300,000 

（追加） （追加） （追加） （追加） （追加） （追加） 

LTC/JPY 0.1 0.1 0.1 500 1,500 

BCH/JPY 0.01 1 0.1 200 600 

XLM/JPY 1 0.001 10 200,000 200,000 

ETC/JPY 0.1 0.1 1 500 500 

XTZ/JPY 1 0.001 10 50,000 50,000 

OMG/JPY 1 0.001 10 2,000 2,000 

ENJ/JPY 1 0.001 10 20,000 20,000 

BAT/JPY 1 0.001 10 20,000 20,000 

MONA/JPY 1 0.001 10 20,000 20,000 

（追加） （追加） （追加） （追加） （追加） （追加） 

（追加） （追加） （追加） （追加） （追加） （追加） 

（追加） （追加） （追加） （追加） （追加） （追加） 

XEM/JPY 1 0.001 10 100,000 100,000 

QTUM/JPY 1 0.001 10 2,000 2,000 

XYM/JPY 1 0.001 10 100,000 100,000 

ETH/BTC 0.01 0.000001 0.1 70 70 
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XRP/BTC 1 0.00000001 100 50,000 50,000 

LTC/BTC 0.1 0.00000001 1 200 200 

BCH/BTC 0.01 0.000001 0.1 20 20 

ETC/BTC 0.1 0.00000001 1 100 100 

XEM/BTC 1 0.00000001 100 20,000 20,000 

XYM/BTC 1 0.00000001 100 20,000 20,000 

ETC/ETH 0.1 0.00001 1 100 100 

（省略） 

 

BitMatch注文における、取引の対象となる暗号資産銘柄、取引単位、呼値の

単位、最小発注数量、最大発注数量は以下のとおりです。（BitMatch注文の取引

単位及び最小発注数量、並びに最大発注数量は、その他の注文と異なります。） 

銘柄 取引単位 呼値の単位 最小発注数量 最大発注数量 

BTC/JPY 0.01 1 0.1 3 

ETH/JPY 0.1 1 1 70 

XRP/JPY 100 0.001 1,000 50,000 

TRX/JPY 100 0.001 1,000 100,000 

LTC/JPY 1 0.1 10 200 

BCH/JPY 0.1 1 1 20 

XLM/JPY 100 0.001 1,000 50,000 

ETC/JPY 1 0.1 10 300 

OMG/JPY 100 0.001 1,000 2,000 

ENJ/JPY 100 0.001 1,000 10,000 

BAT/JPY 100 0.001 1,000 10,000 

MONA/JPY 100 0.001 1,000 10,000 

XRP/BTC 1 0.00000001 100 50,000 50,000 

LTC/BTC 0.1 0.00000001 1 200 200 

BCH/BTC 0.01 0.000001 0.1 20 20 

ETC/BTC 0.1 0.00000001 1 100 100 

XEM/BTC 1 0.00000001 100 20,000 20,000 

XYM/BTC 1 0.00000001 100 20,000 20,000 

ETC/ETH 0.1 0.00001 1 100 100 

（省略） 

 

BitMatch注文における、取引の対象となる暗号資産銘柄、取引単位、呼値の

単位、最小発注数量、最大発注数量は以下のとおりです。（BitMatch注文の取引

単位及び最小発注数量、並びに最大発注数量は、その他の注文と異なります。） 

銘柄 取引単位 呼値の単位 最小発注数量 最大発注数量 

BTC/JPY 0.01 1 0.1 3 

ETH/JPY 0.1 1 1 70 

XRP/JPY 100 0.001 1,000 50,000 

（追加） （追加） （追加） （追加） （追加） 

LTC/JPY 1 0.1 10 200 

BCH/JPY 0.1 1 1 20 

XLM/JPY 100 0.001 1,000 50,000 

ETC/JPY 1 0.1 10 300 

XTZ/JPY 100 0.001 1,000 50,000 

OMG/JPY 100 0.001 1,000 2,000 

ENJ/JPY 100 0.001 1,000 10,000 

BAT/JPY 100 0.001 1,000 10,000 
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ADA/JPY 10 0.001 100 20,000 

DOT/JPY 10 0.01 100 2,000 

IOST/JPY 100 0.001 1,000 100,000 

XTZ/JPY 100 0.001 1,000 50,000 

XEM/JPY 100 0.001 1,000 50,000 

QTUM/JPY 100 0.001 1,000 2,000 

XYM/JPY 100 0.001 1,000 50,000 

（省略） 

 

3.取引価格 ～ 8.金銭・暗号資産の管理 

（省略） 

 

9.証拠金 

（1）証拠金の差入れ ～ （6）振替の制限 

（省略） 

 

（7）用語の説明 

用語 説明 

総資産 
ウォレット口座内の資産及びトレード口座内の純資産額

の合計額（円換算された金額） 

預託証拠金残高 

トレード口座内の取引日基準の残高（円貨及び暗号資産） 

※トレード口座内の暗号資産は所定の掛目で円換算され

ます。 

※建玉評価損益は含まれません。 

ポジション必要証 その時点のポジションを持つために必要な証拠金（円換算

MONA/JPY 100 0.001 1,000 10,000 

（追加） （追加） （追加） （追加） （追加） 

（追加） （追加） （追加） （追加） （追加） 

（追加） （追加） （追加） （追加） （追加） 

XEM/JPY 100 0.001 1,000 50,000 

QTUM/JPY 100 0.001 1,000 2,000 

XYM/JPY 100 0.001 1,000 50,000 

（省略） 

 

3.取引価格 ～ 8.金銭・暗号資産の管理 

（省略） 

 

9.証拠金 

（1）証拠金の差入れ ～ （6）振替の制限 

（省略） 

 

（7）用語の説明 

用語 説明 

総資産 
ウォレット口座内の資産及びトレード口座内の純資産額

の合計額（円換算された金額） 

預託証拠金残高 

トレード口座内の取引日基準の残高（円貨及び暗号資産） 

※トレード口座内の暗号資産は所定の掛目で円換算され

ます。 

※建玉評価損益は含まれません。 

ポジション必要証 その時点のポジションを持つために必要な証拠金（円換算
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拠金 された金額） 

買いの場合：現在のBid×数量÷2（レバレッジ2倍） 

売りの場合：現在のAsk×数量÷2（レバレッジ2倍） 

注文証拠金 

未約定の注文に係る証拠金（円換算された金額） 

買いの場合：現在のBid×数量÷2（レバレッジ2倍） 

売りの場合：現在のAsk×数量÷2（レバレッジ2倍） 

指値スプレッド評

価損 

未約定の有効な注文がある場合の当該銘柄のBidとAskの

価格差に相当する金額 

※取引システムの画面上はマイナス表記となります。 

（現在のBid－現在のAsk）×数量 

純資産額 

その時点でトレード口座内に保有する資産額（円評価され

た金額） 

※トレード口座内の暗号資産は所定の掛目で円換算され

ます。 

預託証拠金残高＋約定評価損益＋指値スプレッド評価損 

証拠金維持率 

お客様が保有するポジションに係るポジション必要証拠

金に対する純資産額の比率 

（純資産額－注文証拠金）÷ポジション必要証拠金×100 

約定評価損益 

その時点のポジションに対する評価損益（円換算された評

価額） 

建玉評価損益＋レバレッジ手数料 

建玉評価損益 

その時点のポジションに対する評価損益（円換算された評

価額） 

※レバレッジ手数料は含まれません。 

買いの場合：（現在のBid－新規約定時のAsk）×数量 

拠金 された金額） 

買いの場合：現在のBid×数量÷2（レバレッジ2倍） 

売りの場合：現在のAsk×数量÷2（レバレッジ2倍） 

注文証拠金 

未約定の注文に係る証拠金（円換算された金額） 

買いの場合：現在のBid×数量÷2（レバレッジ2倍） 

売りの場合：現在のAsk×数量÷2（レバレッジ2倍） 

指値スプレッド評

価損 

未約定の有効な注文がある場合の当該銘柄のBidとAskの

価格差に相当する金額 

※取引システムの画面上はマイナス表記となります。 

（現在のBid－現在のAsk）×数量 

純資産額 

その時点でトレード口座内に保有する資産額（円評価され

た金額） 

※トレード口座内の暗号資産は所定の掛目で円換算され

ます。 

預託証拠金残高＋約定評価損益＋指値スプレッド評価損 

証拠金維持率 

お客様が保有するポジションに係るポジション必要証拠

金に対する純資産額の比率 

（純資産額－注文証拠金）÷ポジション必要証拠金×100 

約定評価損益 

その時点のポジションに対する評価損益（円換算された評

価額） 

建玉評価損益＋レバレッジ手数料 

建玉評価損益 

その時点のポジションに対する評価損益（円換算された評

価額） 

※レバレッジ手数料は含まれません。 

買いの場合：（現在のBid－新規約定時のAsk）×数量 
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売りの場合：（新規約定時のBid－現在のAsk）×数量 

レバレッジ手数料 
ポジションに対する手数料（ロールオーバー時に発生） 

前日終値の仲値×数量×0.04％ 

建玉可能額 

その時点で新規ポジションに利用できる証拠金額（円換算

された金額） 

純資産額－（ポジション必要証拠金＋注文証拠金） 

振替可能額 

その時点でウォレット口座へ振替できる金額 

預託証拠金残高－（ポジション必要証拠金＋注文証拠金＋

指値スプレッド評価損）＋約定評価損 

代用暗号資産 

レバレッジ取引を行うにあたって、預託証拠金の代わりに

用いることができる暗号資産 

※所定の掛目で円換算されます。 

 

代用暗号資産一覧 

ビットコイン（BTC)、イーサリアム（ETH）、リップル（XRP）、

トロン（TRX）、ライトコイン（LTC）、ビットコインキャッ

シュ（BCH）、ステラ・ルーメン（XLM）、イーサクラシック

（ETC）、オーエムジー（OMG）、エンジンコイン（ENJ）、ベ

ーシック アテンション トークン（BAT)、モナーコイン

（MONA） 

代用暗号資産掛目 

代用暗号資産を円換算する際に、時価に乗じる率 

掛目：50％ 

現在のBid×数量÷2 

追加証拠金不足額 
毎営業日の証拠金維持率判定において、証拠金維持率が

100％を下回った場合に発生するポジション必要証拠金の

売りの場合：（新規約定時のBid－現在のAsk）×数量 

レバレッジ手数料 
ポジションに対する手数料（ロールオーバー時に発生） 

前日終値の仲値×数量×0.04％ 

建玉可能額 

その時点で新規ポジションに利用できる証拠金額（円換算

された金額） 

純資産額－（ポジション必要証拠金＋注文証拠金） 

振替可能額 

その時点でウォレット口座へ振替できる金額 

預託証拠金残高－（ポジション必要証拠金＋注文証拠金＋

指値スプレッド評価損）＋約定評価損 

代用暗号資産 

レバレッジ取引を行うにあたって、預託証拠金の代わりに

用いることができる暗号資産 

※所定の掛目で円換算されます。 

 

代用暗号資産一覧 

ビットコイン（BTC)、イーサリアム（ETH）、リップル（XRP）、

(追加)、ライトコイン（LTC）、ビットコインキャッシュ

（BCH）、ステラ・ルーメン（XLM）、イーサクラシック（ETC）、

オーエムジー（OMG）、エンジンコイン（ENJ）、ベーシック 

アテンション トークン（BAT)、モナーコイン（MONA） 

 

代用暗号資産掛目 

代用暗号資産を円換算する際に、時価に乗じる率 

掛目：50％ 

現在のBid×数量÷2 

追加証拠金不足額 
毎営業日の証拠金維持率判定において、証拠金維持率が

100％を下回った場合に発生するポジション必要証拠金の
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不足額 

純資産額－ポジション必要証拠金 

※純資産額及びポジション必要証拠金は証拠金維持率判

定時刻（毎営業日の午前6：59時点）で計算します。 

 

最低証拠金不足額 

レバレッジ取引を行うにあたって、最低限必要となる預託

証拠金に対しての不足額 

※現在は未設定のため、取引システムの画面上は‐（ハイ

フン）表記となります。 

 

10.追加証拠金制度 ～ 15.両建取引 

（省略） 

 

16.暗号資産の保有制限 

レバレッジ取引では暗号資産銘柄ごとに保有するポジションの制限が設定さ

れています。各銘柄の制限は以下のとおりです。 

銘柄 保有制限数量  銘柄 保有制限数量 

BTC/JPY 250  ETH/BTC 2,100 

ETH/JPY 6,000  XRP/BTC 1,500,000  

XRP/JPY 3,000,000  LTC/BTC 6,000  

TRX/JPY 3,000,000  BCH/BTC 700  

LTC/JPY 15,000  ETC/BTC 1,000  

BCH/JPY 6,000  XEM/BTC 200,000 

XLM/JPY 2,000,000  XYM/BTC 200,000 

ETC/JPY 5,000  ETC/ETH 1,000 

不足額 

純資産額－ポジション必要証拠金 

※純資産額及びポジション必要証拠金は証拠金維持率判

定時刻（毎営業日の午前6：59時点）で計算します。 

 

最低証拠金不足額 

レバレッジ取引を行うにあたって、最低限必要となる預託

証拠金に対しての不足額 

※現在は未設定のため、取引システムの画面上は‐（ハイ

フン）表記となります。 

 

10.追加証拠金制度 ～ 15.両建取引 

（省略） 

 

16.暗号資産の保有制限 

レバレッジ取引では暗号資産銘柄ごとに保有するポジションの制限が設定さ

れています。各銘柄の制限は以下のとおりです。 

銘柄 保有制限数量  銘柄 保有制限数量 

BTC/JPY 250BTC  ETH/BTC 2,100ETH 

ETH/JPY 6,000ETH  XRP/BTC 1,500,000XRP  

XRP/JPY 3,000,000XRP  LTC/BTC 6,000LTC  

(追加) (追加)  BCH/BTC 700BCH  

LTC/JPY 15,000LTC  ETC/BTC 1,000ETC  

BCH/JPY 6,000BCH  XEM/BTC 200,000XEM 

XLM/JPY 2,000,000XLM  XYM/BTC 200,000XYM 

ETC/JPY 5,000ETC  ETC/ETH 1,000ETC 
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OMG/JPY 20,000    

ENJ/JPY 200,000    

BAT/JPY 200,000    

MONA/JPY 200,000    

ADA/JPY 2,000,000    

DOT/JPY 80,000    

IOST/JPY 5,000,000    

XTZ/JPY 500,000  

XEM/JPY 1,000,000  

QTUM/JPY 20,000Q  

XYM/JPY 1,000,000  

（省略） 

 

17.お客様アカウントについて ～ 22.苦情及び紛争の相談窓口 

（省略） 

 

令和2年4月29日  制定 

（本説明書に記載のある日証金信託銀行による金銭信託は、「情報通信技術の進

展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を

改正する法律」（令和元年法律第28号）の施行日である令和2年5月1日より効力

を有するものとします。） 

令和2年6月10日  改定 

令和2年7月15日  改定 

令和2年8月5日   改定 

令和2年10月28日  改定 

XTZ/JPY 500,000XTZ    

OMG/JPY 20,000OMG    

ENJ/JPY 200,000ENJ    

BAT/JPY 200,000BAT    

MONA/JPY 200,000MONA    

(追加) (追加)    

(追加) (追加)    

(追加) (追加)    

XEM/JPY 1,000,000XEM    

QTUM/JPY 20,000QTUM    

XYM/JPY 1,000,000XYM  

（省略） 

 

17.お客様アカウントについて ～ 22.苦情及び紛争の相談窓口 

（省略） 

 

令和2年4月29日  制定 

（本説明書に記載のある日証金信託銀行による金銭信託は、「情報通信技術の進

展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を

改正する法律」（令和元年法律第28号）の施行日である令和2年5月1日より効力

を有するものとします。） 

令和2年6月10日  改定 

令和2年7月15日  改定 

令和2年8月5日   改定 

令和2年10月28日  改定 
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令和3年3月10日   改定 

令和3年4月28日   改定 

（本説明書に記載のあるオーエムジー（OMG）は、当該暗号資産の取扱い開始日

より効力を有するものとします。） 

令和3年6月2日   改定 

令和3年7月28日  改定 

令和3年9月15日  改定 

令和3年11月24日  改定 

令和3年12月22日  改定 

令和4年1月26日   改定 

令和4年3月30日   改定 

令和4年6月15日   改定 

 

レバレッジ取引の手続きについて 

（省略） 

 

レバレッジ取引行為に関する禁止行為 

（省略） 

 

別紙「暗号資産概要説明書」 

 

令和3年3月10日   改定 

令和3年4月28日   改定 

（本説明書に記載のあるオーエムジー（OMG）は、当該暗号資産の取扱い開始日

より効力を有するものとします。） 

令和3年6月2日   改定 

令和3年7月28日  改定 

令和3年9月15日  改定 

令和3年11月24日  改定 

令和3年12月22日  改定 

令和4年1月26日   改定 

令和4年3月30日   改定 

 (追加) 

 

レバレッジ取引の手続きについて 

（省略） 

 

レバレッジ取引行為に関する禁止行為 

（省略） 

 

別紙「暗号資産概要説明書」 

(追加) 

 

概要書更新年月日 2021年2月22日 2021年8月2日 2021年5月12日

【基礎情報】

日本語の名称 トロン カルダノ/エイダ ポルカドット/ドット

現地語の名称 TRON CARDANO/ADA Polkadot / DOT

呼称 ー ー Polkadot

ティッカーコード（シンボル） TRX ADA DOT

発行開始 2017年8月(ERC20) 2017年9月 2020年5月26日 (メインネットローンチ日)

時価総額（ドル基準） $4,224,855,851 $42,478,354,763 $37,819,428,000
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時価総額（円基準） ¥446,053,845,566 ¥4,716,234,999,436 ¥4,122,293,000,000

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

利用制限の有無 なし なし なし

海外流通の有無 あり あり あり

国内流通の有無 なし なし なし

店舗等の利用制限の有無 なし なし なし

利用制限を行う者の属性 なし ー −

利用制限の内容 なし ー −

一般的な性格

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。

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。

固有のブロックチェーンを持つアルトコイン

法的性格（資金決済法第2条第5項第１号、第２

号の別）
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 −

発行通貨に対する資産（支払準備資産）の有無

および名称
なし なし なし

発行者に対する保有者の支払請求権（買取請求

権）
なし なし なし

支払請求（買取請求）による受渡資産 なし なし なし

発行者が保有者に付与するその他の権利 なし なし
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）

発行者に対して保有者が負う義務 なし なし なし

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

交換（売買）の制限 なし なし なし

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

保有・移転記録台帳の公開、非公開の別 公開 公開 公開

保有・移転記録の秘匿性

ハッシュ関数（SHA-256、RIPEMD-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。

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
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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。

価値移転記録の信頼性確保の仕組み

Delegated Proof-of-Stake Consensus (DPoS)

コンセンサスアルゴリズム。

一般にDPoSは、ネットワーク上のトランザク

ション承認者数を制限することによって、高い

レベルのスケーラビリティを提供することを目

指すものであり、固定数のブロック生成者が持

ち回り （ラウンドロビン）でブロック生成を行

う。このブロック生成者の選出に際しては、

ユーザーがTRXをロックすることで比例した票

を得ることができ、それを用いた投票を通じて

ブロック生成者が選出される。得票数の上位27

アカウントがブロックの作成者（取引の記録

者）となる。このブロック作成者はSR(スー

パー代表）と呼ばれている。SRは6時間毎に選

挙で選ばれることから、自浄作用により不安定

なブロック作成者は排除される仕組みとなって

いる。

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。

Nominated Proof of Stake (NPoS)に則って

トークンによる投票力を持つ記録者たちが記録

を管理している。

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）

有り（ビットコイン、イーサリアム） なし なし

【取引単位・交換制限】

取引単位の呼称

1TRX = 1,000mTRX　　　   ｍ：ミリ

1mTRX=1,000μTRX　　　  μ：ミクロン

1μTRX=1sun　　　　　　sun：サン

ADA DOT

保有・移転記録の最低単位 1sun( = 0.000001TRX) 1loverace = 0.000001ADA 0.0000000001DOT(=1 Planck)

交換可能な通貨又は暗号資産 全て可 全て可 全て可

交換制限 なし なし なし

制限内容 なし − なし

交換市場の有無 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 − − −

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 あり あり あり
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付加価値（サービス）の内容 スマートコントラクトの記録と実行
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。

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

過去3年間の付加価値（サービス）の提供状況 安定して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/

下記サイトで公開されている

 https://polkadot.subscan.io/

【発行状況】

発行者 あり あり プログラムによる自動発行

発行主体の名称 TRON Foundation Limited Cardano Foundation −

発行主体の所在地 シンガポール Cardano Foundation/スイス −

発行主体の属性等 非営利団体 Cardano Foundation/非営利団体 −

発行主体概要
プログラムの開発及びネットワークの維持を目

的としている団体

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。

−

発行通貨の信用力に関する説明

投票によって選出された27のSRによって、移転

記録が認証される仕組みである。

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

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

多数かつ分散している記録者による価値移転情

報の認証と、ビットコインと同水準の暗号化技

術の採用により信用力が担保される。

発行方法

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。

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。

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。

発行可能数 上限なし 45,000,000,000 ADA 上限なし
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発行可能数の変更可否 可 不可 上限の規定がないため該当せず

変更方法

TRONACAN上でSRが発行可能数の変更を提案

し、その提案に対して2/3以上のSRの同意を得

られた場合に発行可能数が変更される。

ー −

変更の制約条件 SRの2/3以上の賛成を得ることが必要となる。 ー −

発行済み数量 101,641,814,189 TRX 32,936,637,337 ADA
1,072,729,710DOT（うち流通量は

937,205,594DOT）

今後の発行予定または発行条件

候補者報酬：127候補者は6時間ごとに1度選出

され、115,200TRXが各候補者が投票された投票

数に応じて報酬として分配される際に発行され

る。

SR報酬：3秒ごとに１つのブロックを生成した

際の報酬分（32TRX）として支払われる際に発

行される。

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）

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。

過去３年間の発行状況 1,641,814,189 TRX
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。

1,072,729,710DOT（うち流通量は

937,205,594DOT）

過去３年間の発行理由

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。

ステーキング報酬として発行されている ICO、ステーキング報酬

過去３年間の償却状況 2018年6月25日に1,000,000,000TRXを償却 − なし

過去３年間の償却理由 需給を改善して通貨の価値を高めるため − −

発行者の行う発行業務に対する監査の有無 なし − −

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 − − −
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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 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 パブリック型ブロックチェーン

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
なし − −

価値移転認証の仕組み
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。

価値記録公開／非公開の別 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

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

価値移転ネットワークの信頼性に関する説明

TRONにおけるトランザクションの記録は、

DPoS（Delegated Proof of Stake）と呼ばれる

コンセンサスメカニズムを通じて行われる。SR

（ブロック生成者）が持ち回り（ラウンドロビ

ン）でブロック生成を行うが、このSRの選出に

際しては、ユーザーがTRXをロックすることで

投票権を獲得し、その投票により選出される。

得票数の上位27アカウントがSRとなる。SRは6

時間毎に選挙で選ばれることから、自浄作用に

より不安定なSRは排除される仕組みとなってい

る。このことから、セキュリティ耐性があると

考えられる。理論上、27アカウントのSRのうち

19が正常に振る舞えば改竄耐性を持つと考えら

れる。

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。

【価値移転の記録者】

記録者の数

ステークホルダーから支持された上位27アカウ

ントが記録者（SR）となる。

https://tronscan.org/#/sr/representatives

1,898 (https://adapools.org/)
297（2021年5月12日現在）

https://polkadot.subscan.io/
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記録者の分布状況 不特定 不特定 アジア、ヨーロッパ、アメリカなど。

記録者の主な属性
不特定、誰でも一定の要件を満たすことで記録

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

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。

ブロックに記録された後は修正・変更は行われ

ない

記録者の信用力に関する説明

記録者の2/3以上が共同不正をしなければ取引記

録の改竄は出来ない仕組みとなっている。記録

者は6時間毎に選挙で選ばれることから、万が一

不適切な記録者が出現しても自浄作用が機能す

る仕組みとなっている。

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。

価値移転の管理状況に対する監査の有無 なし あり なし

監査を実施する者の氏名又は名称 − root9B −

直近時点で行われた監査年月日 − 2020年4月24日 −

その監査結果 −

https://github.com/input-output-

hk/external_audits/tree/master/cardano/byro

n_reboot

−

（統括者に関する情報） − ー

記録者の統括者の有無 なし ー なし

統括者の名称 − ー −

統括者の所在地 − ー −

統括者の属性 − ー −

統括者の概要 − 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（SR）の2/3が結託して共同不正を行う

と、記録台帳及びプログラムを改竄されるおそ

れがある。

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。

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。

保有情報暗号化技術の脆弱性に関する特記事項
第三者に秘密鍵を知られた場合には、利用者に

なりすまして送付指示を行うことができる。

第三者に秘密鍵を知られた場合は、利用者にな

りすまして送付指示を行うことができる。

第三者に秘密鍵を知られた場合には、利用者に

なりすまして送付指示を行うことができる。
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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 なし なし

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 −

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。

移転の記録が遅延する可能性に関する特記事項

万が一ブロックチェーンに分岐が生じた場合

は、当該取引はキャンセルされ移転の記録に遅

延が生じる可能性がある。また、不安定なSR

（記録者）が選ばれた場合、当該記録者を通過

する取引について遅延する可能性がある。ただ

し、記録者は6時間毎に選挙で選ばれることか

ら、万が一不安定な記録者が選ばれたとしても

自浄作用が機能し遅延は解消される。

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。

なし

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。

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。

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。

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 なし なし

非互換性のアップデート(ハードフォーク）の状

況
なし なし なし
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今後の非互換性アップデート予定 なし − なし

正常な稼働に影響を与えたサイバー攻撃の履歴 なし なし なし

【流通状況】

価格データの出所

出所：Cryptocurrency Market Capitalizations

URL:https://coinmarketcap.com/currencies/t

ron/

出所：Cryptocurrency Market Capitalizations

URL:https://coinmarketcap.com/ja/currencie

s/cardano/

出所：CoinMarketCap

 URL:https://coinmarketcap.com/

１取引単位当たり計算単価（ドル） 0.05896ドル $1.32 $40.31

１取引単位当たり計算単価（円） 6.22円 ¥146 ¥4,391

ドル/円計算レート 105.59円/ドル 1ドル/109.70円 108.9円/ドル

四半期取引数量（協会加盟会員合計） - − なし

備考 −

プレセール時の紹介方法や最低購入単価が高額

だったこと及びADAを宣伝する企業がバーチャ

ルオフィスを利用していた等の理由により、当

初ADAは詐欺コインではないかとの風評があっ

た。その後、ADAが発行されているCardanoプ

ラットフォームの優位性や透明性をもって開発

が進められていることが周知されるに従い、こ

れらの風評が払しょくされたいう経緯がある。

−
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概要書更新年月日 2021年1月26日

【基礎情報】

日本語の名称 アイオーエスティー

現地語の名称 IOST

呼称 アイオーエスティー

ティッカーコード（シンボル） IOST

発行開始 2017年12月

時価総額（ドル基準） $66,444,392

時価総額（円基準） ¥6,929,485,647

主な利用目的 送金、決済、投資、スマートコントラクト

利用制限の有無 なし

海外流通の有無 あり

国内流通の有無 なし

店舗等の利用制限の有無 なし

利用制限を行う者の属性 なし

利用制限の内容 なし

一般的な性格

IOSTは、ブロックチェーンテクノロジーをクレ

ジットカード等と同様に現実的なレベルで様々

なサービスに活用することを目的としたプラッ

トフォームです。

独自のコンセンサスアルトリズムであるProof 

of Believabilityによる公平且つ高速なトランザク

ション処理、シャーディングを用いたスケーラ

ビリティ問題への解決などで注目を浴びている

通貨です。

また、Javascriptを用いたスマートコントラク

トを使用する為Dapps開発参入障壁も低いのが

特徴です。

法的性格（資金決済法第2条第5項第１号、第２

号の別）
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
−

発行通貨に対する資産（支払準備資産）の有無

および名称
なし

発行者に対する保有者の支払請求権（買取請求

権）
なし

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 なし

発行者に対して保有者が負う義務 なし

価値の決定 保有者間の自由売買による

交換（売買）の制限 なし

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
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保有・移転記録台帳の公開、非公開の別 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

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。

価値移転記録の信頼性確保の仕組み

Proof of Believability (PoB)

ブロック生成を行う際、凡そ100人いるブロッ

クプロデューサーをBelievabilityスコアによって

ローテーションさせることで高速且つ公平にブ

ロック生成を行うことが可能になっています。

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）

無

【取引単位・交換制限】

取引単位の呼称 IOST

保有・移転記録の最低単位

交換可能な通貨又は暗号資産 全て可

交換制限 なし

制限内容 −

交換市場の有無 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 −

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 −
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【付加価値】

その他の付加価値（サービス）の有無 あり

付加価値（サービス）の内容 スマートコントラクトを使用したDapps等

過去3年間の付加価値（サービス）の提供状況
安定してサービスが続いている（メインネット

公開：2019年2月）

【発行状況】

発行者 あり

発行主体の名称
Internet of Service Foundation Ltd. (IOS 

Foundation Ltd.)

発行主体の所在地 シンガポール

発行主体の属性等 システム開発業者

発行主体概要
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

発行通貨の信用力に関する説明

・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

発行方法 ICOおよびプログラムによる自動発行
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発行可能数 90,000,000,000 IOST

発行可能数の変更可否 可

変更方法 発行プログラムの変更

変更の制約条件 なし

発行済み数量 22,178,434,879 IOST

今後の発行予定または発行条件

ブロック生成を行う。

IOSTのノードとして投票を受ける、またはノー

ドに投票を行う。

財団への支払いはプログラムの自動発行で行わ

れる。

過去３年間の発行状況

ICOにて8,400,000,000 IOSTを発行。

ブロック生成報酬として凡そ3 IOST発行。

投票を受けた額、または投票を行った額に比例

して毎日支払われる。

財団ウォレットへの支払いも毎日行われる。

過去３年間の発行理由

2018年1月3日: ICO

プログラムにより年間凡そ1%のインフレーショ

ン率でブロック生成報酬として発行。

プログラムにより年間凡そ1%のインフレーショ

ン率で投票報酬として発行。

プログラムにより年間凡そ1%のインフレーショ

ン率で財団ウォレットに発行。

過去３年間の償却状況 なし

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 なし

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 −
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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 あり

ブロックチェーンの形式 パブリック型

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

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。暗号データは0.5秒毎にブロックチェーンに

記録される。

価値記録公開／非公開の別 公開

保有者個人データの秘匿性の有無 あり

秘匿化の方法 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。

【価値移転の記録者】

記録者の数 472
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記録者の分布状況 −

記録者の主な属性

Serviノードとしての登録を行い、10百万以上の

投票を得た場合、誰でも記録者になることがで

きる。

記録の修正方法 −

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。

価値移転の管理状況に対する監査の有無 なし

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 なし

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

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。

保有情報暗号化技術の脆弱性に関する特記事項
第三者に秘密鍵を知られた場合には、利用者に

なりすまして送付指示を行うことができる。
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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

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

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。

プログラムの不具合によるリスク等 に関する特

記事項

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。

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
−



令和 4 年 6月 15 日 

株式会社 DMM Bitcoin 

店頭暗号資産証拠金取引説明書（レバレッジ） 

新旧対照表 

新 旧 
 

26 / 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 −

【流通状況】

価格データの出所
出所：CryptoCurrency Market Capitalizations

URL:https://coinmarketcap.com/currencies/

１取引単位当たり計算単価（ドル） $0.00

１取引単位当たり計算単価（円） ¥0

ドル/円計算レート 1ドル/約104.28円

四半期取引数量（協会加盟会員合計） −

備考 −


