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本取引のリスク等重要事項について 

（省略） 

 

仮想通貨取引のリスクについて 

（省略） 

 

本取引のルール及び概要 

１．取り扱う仮想通貨の名称 

当社が取り扱う仮想通貨は下記のとおりです。 

 

ビットコイン（BTC)、イーサリアム（ETH）、リップル（XRP)、 

ステラ・ルーメン（XLM）、モナーコイン（MONA）、ネム（XEM）、 

ライトコイン（LTC）、イーサクラシック（ETC）、ビットコインキャッシュ（BCH） 

 

（省略） 

 

 

２．取引の対象 

取引の対象となる仮想通貨銘柄（通貨ペア）、取引単位、呼値の単位、一回あた

りの最小、最大注文数量は下記のとおりです。 

 

銘柄 

（通貨ペア） 

取扱い 

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 

本取引のリスク等重要事項について 

（省略） 

 

仮想通貨取引のリスクについて 

（省略） 

 

本取引のルール及び概要 

１．取り扱う仮想通貨の名称 

当社が取り扱う仮想通貨は下記のとおりです。 

 

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

ライトコイン（LTC）、イーサクラシック（ETC）、ビットコインキャッシュ（BCH） 

 

 

（省略） 

 

 

２．取引の対象 

取引の対象となる仮想通貨銘柄（通貨ペア）、取引単位、呼値の単位、一回あた

りの最小、最大注文数量は下記のとおりです。 

 

銘柄 

（通貨ペア） 

取扱い 

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 
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ETH/JPY 0.01 1 0.1 70 

XRP/JPY 1 0.001 100 50,000 

XLM/JPY 1 0.001 100 50,000 

MONA/JPY 1 0.001 100 50,000 

XEM/JPY 1 0.001 100 50,000 

LTC/JPY 0.1 0.1 1 200 

ETC/JPY 0.1 0.1 1 2,000 

BCH/JPY 0.01 1 0.1 20 

ETH/BTC 0.01 0.000001 0.1 70 

XRP/BTC 1 0.00000001 100 50,000 

XEM/BTC 1 0.00000001 100 50,000 

LTC/BTC 0.1 0.00000001 1 200 

ETC/BTC 0.1 0.00000001 1 2,000 

BCH/BTC 0.01 0.000001 0.1 20 

ETC/ETH 0.1 0.00001 1 2,000 

 

（省略） 

 

３．取引価格 ～ １５．両建取引 

（省略） 

 

１６．仮想通貨の建玉制限 

本取引では仮想通貨銘柄（通貨ペア）ごとに保有する建玉の制限が設定されてい

ます。各銘柄（通貨ペア）の制限は下記のとおりです。 

ETH/JPY 0.01 1 0.1 70 

XEM/JPY 1 0.001 100 50,000 

XRP/JPY 1 0.001 100 50,000 

LTC/JPY 0.1 0.1 1 200 

ETC/JPY 0.1 0.1 1 2,000 

BCH/JPY 0.01 1 0.1 20 

ETH/BTC 0.01 0.000001 0.1 70 

XEM/BTC 1 0.00000001 100 50,000 

XRP/BTC 1 0.00000001 100 50,000 

LTC/BTC 0.1 0.00000001 1 200 

ETC/BTC 0.1 0.00000001 1 2,000 

BCH/BTC 0.01 0.000001 0.1 20 

ETC/ETH 0.1 0.00001 1 2,000 

 

 

 

（省略） 

 

３．取引価格 ～ １５．両建取引 

（省略） 

 

１６．仮想通貨の建玉制限 

本取引では仮想通貨銘柄（通貨ペア）ごとに保有する建玉の制限が設定されてい

ます。各銘柄（通貨ペア）の制限は下記のとおりです。 
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銘柄（通貨ペア） 建玉制限数量  銘柄（通貨ペア） 建玉制限数量 

BTC/JPY 100BTC  ETH/BTC 1,500ETH 

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

XRP/JPY 1,500,000XRP  XEM/BTC 1,500,000XEM 

XLM/JPY 2,000,000XLM  LTC/BTC 6,000LTC  

MONA/JPY  1,000,000MONA  ETC/BTC 50,000ETC  

XEM/JPY 1,500,000XEM   BCH/BTC 700BCH  

LTC/JPY 6,000LTC  ETC/ETH 50,000ETC 

ETC/JPY 50,000ETC 

BCH/JPY 700BCH 

 

（省略） 

 

１７．お客様アカウントについて ～ ２１．苦情及び紛争の相談窓口 

（省略） 

 

 

平成３０年１月１１日 制定 

平成３０年２月１日 改定 

平成３０年６月１３日 改定 

平成３０年１２月１９日 改定 

平成３０年３月６日 改定 

令和元年６月５日 改定 

 

銘柄（通貨ペア） 建玉制限数量  銘柄（通貨ペア） 建玉制限数量 

BTC/JPY 100BTC  ETH/BTC 1,500ETH 

ETH/JPY 1,500ETH  BCH/BTC 700BCH 

XEM/JPY 1,500,000XEM  XEM/BTC 1,500,000XEM 

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

LTC/JPY 6,000LTC  LTC/BTC 6,000LTC 

ETC/JPY 50,000ETC  ETC/BTC 50,000ETC 

BCH/JPY 700BCH  ETC/ETH 50,000ETC 

 

 

 

（省略） 

 

１７．お客様アカウントについて ～ ２１．苦情及び紛争の相談窓口 

（省略） 

 

 

平成３０年１月１１日 制定 

平成３０年２月１日 改定 

平成３０年６月１３日 改定 

平成３０年１２月１９日 改定 

平成３０年３月６日 改定 

令和元年６月５日 改定 
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令和元年７月１０日 改定 

令和元年９月１１日 改定 

令和２年２月１２日 改定 

令和２年２月１９日 改定 

 

別紙 「仮想通貨概要説明書」 

 

令和元年７月１０日 改定 

令和元年９月１１日 改定 

令和２年２月１２日 改定 

 

 

別紙 「仮想通貨概要説明書」 

（追加） 

 

概要書更新年月日 2019年12月4日 2019年4月26日

【基礎情報】

日本語の名称 ステラ・ルーメン モナーコイン

現地語の名称 Stellar Lumens Monacoin

呼称 ステラ −

ティッカーコード（シンボル） XLM MONA

発行開始 2014年9月12日 2014年1月1日

時価総額（ドル基準） $1,127,838,572 $62,140,053

時価総額（円基準） ¥123,087,226,524 ¥6,940,169,507

主な利用目的 個人、中小企業向け送金、決済、投資 送金、決済、投資

利用制限の有無 なし なし

海外流通の有無 あり あり

国内流通の有無 あり あり

店舗等の利用制限の有無 なし なし

利用制限を行う者の属性 なし なし

利用制限の内容

管理者である「Stellar Development

Foundation」、出資者である「Stripe」社は発

行から5年間はXLMを売却不可。

なし

一般的な性格

一般人、中小企業、中小金融機関の間で直接的

に資金を移動可能なプラットフォームを利用す

るための仮想通貨。

日本および世界で有名なアスキーアート「モ

ナー」をモチーフにした日本初の暗号通貨にな

り、非中央集権によるクライアントプログラム

によって維持される完全分散型決済システムを

基盤とした暗号通貨。
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法的性格（資金決済法第2条第5項第１号、第２

号の別）
第一号 第1号

2号の場合：相互に交換可能な1号仮想通貨の名

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 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

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 なし

発行者に対して保有者が負う義務 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

交換（売買）の制限 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

保有・移転記録台帳の公開、非公開の別 公開 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 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。

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 Stellar Consensus Protocol

Proof of work

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、一定の計算量を実現したことが確認でき

た記録者を管理者と認めることで分散台帳内の

新規取引を記録者全員が承認する方法。

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）

XRP ライトコイン

【取引単位・交換制限】

取引単位の呼称 XLM

mMONA = 0.001 MONA

µMONA = 0.000001 MONA

watanabe = 0.00000001 MONA

保有・移転記録の最低単位 0.0000001XLM 1 watanabe（0.00000001 MONA）

交換可能な通貨又は仮想通貨 全て可 全て可
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交換制限 なし なし

制限内容 − −

交換市場の有無 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 なし なし

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 なし

付加価値（サービス）の内容
DEXの提供（StellarX:

https://www.stellarx.com/)
−

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 なし

発行主体の名称 ステラ開発財団 ( https://www.stellar.org/ ) プログラムによる自動発行

発行主体の所在地 米国・サンフランシスコ州 −

発行主体の属性等 非営利団体 −

発行主体概要 ステラ開発財団 ( https://www.stellar.org/ )
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

オープンなネットワーク上で固有のコンセンサ

スアルゴリズムによって取引が承認され、暗号

化技術による堅牢なセキュリティ構造を有す

る。取引が承認されるためにはバリデーターの

合意が必要、承認された取引はグローバルに共

有されたパブリックな台帳に記録され、改ざん

不可能。

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

暗号化技術による保有者個人情報の秘匿性
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発行方法
ICO、プログラムによる自動発行、プロジェク

トへのエアドロップ

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・代償として発行され

る仮想通貨

発行可能数 50,000,000,000 XLM 1億512万MONA

発行可能数の変更可否 可 可

変更方法 発行プログラムの変更 発行プログラムの変更

変更の制約条件 − −

発行済み数量 20,054,779,554 XLM 65,729,675 MONA

今後の発行予定または発行条件 なし

採掘者は1ブロック発掘するごとに25コインが

与えらる。この数は約3年ごとに半減する。

(1,051,000ブロックごと)

Monacoinネットワークでは約1億512万枚の

Monacoinが生成される事になる。

過去３年間の発行状況 年1%増加 −

過去３年間の発行理由 プログラムによる自動発行 −

過去３年間の償却状況 2019年11月4日 55,442百万XLM −

過去３年間の償却理由
Stellar Development Foundationによる事業戦

略上の理由
−

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 − −

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

ブロックチェーンの形式 パブリック型 パブリック型
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ブロックチェーン技術を利用しない場合には、

その名称
ブロックチェーン技術を利用 −

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。

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

保有者個人データの秘匿性の有無 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

価値移転ネットワークの信頼性に関する説明

バリデーター（検証者）が取引についての投票

を行い、合意が得られた取引については承認を

行う事により信頼性を確保する

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

127アクティブノード

73 アクティブバリデーター

30 フルバリデーター

（2019年11月19日現在）

Monacoin Nodes（参考）　http://seed-

monacoin.rhcloud.com/

記録者の分布状況
https://stellarbeat.io/ にて確認可能。

主にアメリア、ドイツ、オランダ
主に日本

記録者の主な属性 −
不特定、誰でも自由に記録者になることができ

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。

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 − −
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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 − −

【仮想通貨に内在するリスク】

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。

多数の記録者が結託し、あるいは既存の記録者

が有する処理能力合計よりも強力な能力を用い

ることによって、記録台帳を改竄すること発行

プログラムを改変することができる。

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 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 −

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。

一旦、分岐したブロックの一方が否決された場

合、否決されたブロックに収録された取引は再

び認証を得なければ、次の送金が行なえなくな

る。

記録者の目に留まらず、未承認データのまま放

置される恐れあり。

プログラムの不具合によるリスク等 に関する特

記事項
−

現時点ではプログラムが適正に機能し、所有

データの改竄、不正取引、MONAコインの複数

同時保有する状況などの不適切な状態に陥るこ

とを排除しているが、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

日本時間2019年5月16日に約67分間ネットワー

ク停止の不具合が発生した。現在は復旧・解決

済みであり、当該事故から現在までに同様の不

具合は発生していない。

2014年に、ブロック難易度の調整不具合でブ

ロックチェーンの同期が遅延するなど影響がで

たことで、アルゴリズムを変更した。
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非互換性のアップデート(ハードフォーク）の状

況
なし

世界に先駆け2017年3月にsegwit対応のシグナ

ルを開始し、１週間程度のロックイン後、コー

ドをメインネットにデプロイし、世界初の

Activate化。

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 −

2018年5月に、セルフィッシュ・マイニング攻

撃（Block withholding attack）を受け、ブロッ

クチェーンの大規模な再編成（reorg）が発生。

【流通状況】

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

 URL:https://coinmarketcap.com/currencies

出所：CryptoCurrency Market Capitalizations

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

１取引単位当たり計算単価（ドル） $0.06 $0.94

１取引単位当たり計算単価（円） ¥6 105.590000

ドル/円計算レート 109.14 111.69円/USドル

四半期取引数量（協会加盟会員合計） 0 −

備考 − −


