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現物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.現物取引について 

① ～ ⑤（省略） 

 

⑥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。 

（省略） 

 

⑦ ～ ⑩（省略） 

 

⑪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） 

現物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.現物取引について 

① ～ ⑤（省略） 

 

⑥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。 

 

（省略） 

 

⑦ ～ ⑩（省略） 

 

⑪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） 
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（監督当局KY：Cayman Islands Monetary Authority） 

・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） 

 

⑫（省略） 

 

暗号資産取引のリスクについて 

（省略） 

 

現物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） 

（省略） 

 

（監督当局KY：Cayman Islands Monetary Authority） 

・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） 

 

⑫（省略） 

 

暗号資産取引のリスクについて 

（省略） 

 

現物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）、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） 

（省略） 
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2.取引の対象 

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 

BTC/JPY 0.0001 1 0.0001 3 

ETH/JPY 0.001 1 0.001 70 

XRP/JPY 1 0.001 1 50,000 

TRX/JPY 1 0.001 10 25,000 

LTC/JPY 0.01 0.1 0.01 400 

BCH/JPY 0.01 1 0.01 100 

XLM/JPY 1 0.001 1 100,000 

ETC/JPY 0.01 0.1 0.1 100 

OMG/JPY 0.1 0.001 1 500 

ENJ/JPY 0.1 0.001 1 5,000 

BAT/JPY 0.1 0.001 1 5,000 

MONA/JPY 0.1 0.001 1 5,000 

ETH/BTC 0.01 0.000001 0.01 70 

（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は、その他の注文と異なります。） 

 

2.取引の対象 

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 

BTC/JPY 0.0001 1 0.0001 3 

ETH/JPY 0.001 1 0.001 70 

XRP/JPY 1 0.001 1 50,000 

(追加) (追加) (追加) (追加) (追加) 

LTC/JPY 0.01 0.1 0.01 400 

BCH/JPY 0.01 1 0.01 100 

XLM/JPY 1 0.001 1 100,000 

ETC/JPY 0.01 0.1 0.1 100 

OMG/JPY 0.1 0.001 1 500 

ENJ/JPY 0.1 0.001 1 5,000 

BAT/JPY 0.1 0.001 1 5,000 

MONA/JPY 0.1 0.001 1 5,000 

ETH/BTC 0.01 0.000001 0.01 70 

（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は、その他の注文と異なります。） 
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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 0.001 1 0.01 3 

ETH/JPY 0.01 1 0.1 70 

XRP/JPY 10 0.001 100 50,000 

TRX/JPY 10 0.001 100 25,000 

LTC/JPY 0.1 0.1 1 400 

BCH/JPY 0.1 1 1 100 

XLM/JPY 10 0.001 100 100,000 

ETC/JPY 0.1 0.1 10 100 

OMG/JPY 1 0.001 100 500 

ENJ/JPY 1 0.001 100 5,000 

BAT/JPY 1 0.001 100 5,000 

MONA/JPY 1 0.001 100 5,000 

（省略） 

 

3.取引価格 ～ 17.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 

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 0.001 1 0.01 3 

ETH/JPY 0.01 1 0.1 70 

XRP/JPY 10 0.001 100 50,000 

(追加) (追加) (追加) (追加) (追加) 

LTC/JPY 0.1 0.1 1 400 

BCH/JPY 0.1 1 1 100 

XLM/JPY 10 0.001 100 100,000 

ETC/JPY 0.1 0.1 10 100 

OMG/JPY 1 0.001 100 500 

ENJ/JPY 1 0.001 100 5,000 

BAT/JPY 1 0.001 100 5,000 

MONA/JPY 1 0.001 100 5,000 

（省略） 

 

3.取引価格 ～ 17.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 
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令和2年8月5日   改定 

令和2年10月28日  改定 

令和3年3月10日   改定 

令和3年4月28日  改定 

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 

 

 

現物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2年8月5日   改定 

令和2年10月28日  改定 

令和3年3月10日   改定 

令和3年4月28日  改定 

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） 

 

 

現物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

【基礎情報】

日本語の名称 トロン

現地語の名称 TRON

呼称 ー

ティッカーコード（シンボル） TRX

発行開始 2017年8月(ERC20)

時価総額（ドル基準） $4,224,855,851
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時価総額（円基準） ¥446,053,845,566

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

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。

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
なし

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 なし

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

保有・移転記録台帳の公開、非公開の別 公開
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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。

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

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。

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）

【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

保有・移転記録の最低単位 1sun( = 0.000001TRX)

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 なし

交換市場の有無 あり
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【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

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

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

【発行状況】

発行者 あり

発行主体の名称 TRON Foundation Limited

発行主体の所在地 シンガポール

発行主体の属性等 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
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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

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。

発行可能数 上限なし

発行可能数の変更可否 可

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。

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。

発行済み数量 101,641,814,189 TRX

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。
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過去３年間の発行状況 1,641,814,189 TRX

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。

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

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 −

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
なし
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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。

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

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。

【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

記録者の分布状況 不特定

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。
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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。

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

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。

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。

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



令和 4 年 6月 15 日 

株式会社 DMM Bitcoin 

店頭暗号資産取引説明書（現物） 

新旧対照表 

新 旧 
 

13 / 14 

 

 

 

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

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。

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。

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

非互換性のアップデート(ハードフォーク）の状

況
なし
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今後の非互換性アップデート予定 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

【流通状況】

価格データの出所

出所：Cryptocurrency Market Capitalizations

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

ron/

１取引単位当たり計算単価（ドル） 0.05896ドル

１取引単位当たり計算単価（円） 6.22円

ドル/円計算レート 105.59円/ドル

四半期取引数量（協会加盟会員合計） -

備考 −


