
仮想通貨のわかりやすい基礎知識

このマニュアルについて

■ 本マニュアルの著作権は、

マネーカウンセリングサポーター　たかいひろゆき にあります。

マニュアルの一部または全部を印刷媒体、画像媒体、

インターネット媒体、講演会等に

著作権者の許可なく複製、転載、転売することを固く禁じます。

■ マニュアルに含まれる方法論及び事例は、

著作権法により保護されています。

本マニュアルで公開する事例及びその手法などを

購入者以外の他者に流出させる等の行為を硬く禁じます。

■ 上記に違反した場合は、法的手段を取る場合があります。ご注意下さい。
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おもしろそうだからやってみたい！ この波に乗って、お金持ちになりたい！

そう思っても、「ビットコインってどうやって買うの？」、

「そもそも、ビットコインって何なの？」など、しくみや

買い方がイマイチ良くわからないから、

ビットコインの投資に二の足を踏んでいる…という方は多いのでは？

「マイニング」って意味不明だし、 

分裂がどうとかって騒がしかったみたいだけど、

やっぱり危険なんじゃ…。

わからないからこそ、 

不安になることも、いっぱいあると思います。

ＦＸでも株でも、投資をするなら、

それなりの基礎知識や特徴を押さえておくのは必須ですよね。

■今さらですが…ビットコインって何!?

なんだか怪しそうだから、もうちょっと様子をみてから…。 

イマイチよくわからないから、もうちょっと理解してから…。

そう思って、なんとなく踏み切れずにいたら、

びっくりするくらい大暴騰していて、

ううう…もう手遅れ!? どーせバブルでしょ？ 

なんか詐欺事件なんかのウワサも聞くし～！

と強がってみるものの、最近では、

ビックカメラなどの大手チェーンの店頭でも

使えるほど普及してるっぽいし…やっぱり気になる

ビットコイン！！！！！！

そんな私！ そしてあなた！   

その悩み、ココでいっしょにサクッと解決しちゃいましょう♪

今さらだけど、ビットコインっていったい何なの？？？

■ビットコインは「仮想通貨」。そもそも「仮想通貨」とは？

「暗号資産（仮想通貨）」とは、

インターネット上でやりとりできる財産的価値であり、

「資金決済に関する法律」において、

次の性質をもつものと定義されています。
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（1）不特定の者に対して、代金の支払い等に使用でき、

かつ、法定通貨（日本円や米国ドル等）と相互に交換できる

（2）電子的に記録され、移転できる

（3）法定通貨または法定通貨建ての資産（プリペイドカード等）ではない

代表的な暗号資産には、ビットコインやイーサリウムなどがあります。

暗号資産は、銀行等の第三者を介することなく、

財産的価値をやり取りすることが可能な仕組みとして、高い注目を集めました。

一般に、暗号資産は、「交換所」や「取引所」と

呼ばれる事業者（暗号資産交換業者）から入手・換金することができます。

暗号資産交換業は、金融庁・財務局の登録を受けた事業者のみが行うことができます。

暗号資産は、

国家やその中央銀行によって発行された、法定通貨ではありません。

また、裏付け資産を持っていないことなどから、

利用者の需給関係などのさまざまな要因によって、

暗号資産の価格が大きく変動する傾向にある点には注意が必要です。

また、暗号資産に関する詐欺などの事例も

数多く報告されていますので、注意が必要です。

詳しくは、金融庁・消費者庁・警察庁による

「暗号資産（仮想通貨）に関するトラブルにご注意ください！」をご覧ください

（下記「参考」のリンクからご覧いただけます）。

金融庁ホームページ

暗号資産（仮想通貨）の利用者のみなさまへ 

https://www.fsa.go.jp/policy/virtual_currency/index.html
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暗号資産は「法定通貨」ではありません。

・暗号資産は、価格が変動することがあります。

・暗号資産交換業者は登録が必要です。

利用する際は登録を受けた事業者か確認してください。

・暗号資産の取引を行う場合は事業者から説明を受け、

内容をよく理解してから行ってください。

・暗号資産や詐欺的なコインに関する相談が増えています。

詐欺や悪質商法に御注意ください。

（※この記事は、日本銀行より抜粋）

https://www.boj.or.jp/announcements/education/oshiete/money/c27.htm/

まず大前提、基本のキですが、ビットコインは、ビットコインという

「コイン（硬貨）」が存在するわけではなく、単なる電子データにすぎません

ビットコインが「仮想通貨」と言われていることは、 

なんとなく知っている方も多いと思いますが、

「実体」がないからこそ「仮想」と言われているんですね。

でも、Suica（スイカ）みたいな「電子マネー」とか、

Ｔポイントみたいな「ポイントサービス」だって、

「実体」はなさそうに思えるけど、それらとビットコインはどう違うの？ 

実は、日本で「仮想通貨」が明確に定義された法律（※）が施行されたのは、

2017年4月になってからのこと。その法律に書かれている

「仮想通貨」の定義を要約すると、こんな感じです。
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【仮想通貨とは次の 1 または 2 いずれかの「財産的価値」である】

                                                （資金決済法 2条5項を要約） 

 1.以下の（a)～（d）の条件を満たすもの

    （a）物を買ったり借りたり、サービスを受けたりするときに、不特定の

       相手に対して支払いができる

    （b）不特定の相手から買ったり、不特定の相手に売ったりできる

    （c）電子的に記録されていて、インターネットなどを通じて電子的に

       やり取りできる

    （d）日本円建てや、外国通貨建ての資産ではない

  2．不特定の相手が持っている（a）～（d）の条件を満たす仮想通貨

       と、インターネットなどを通じて電子的に互いに交換できるもの

なるほど。仮想通貨は、

「実体」がないから「財産的『価値』」と定義づけられたんですね。

ビットコインは、  1．の（a）～（d）の条件を満たす「仮想通貨」であり、

2017年 12月、

米ドルベースの時価総額で仮想通貨市場の約60％

■仮想通貨は「ビットコイン」と「ビットコインの代わり」しかない!?

ちなみに、仮想通貨市場の中でビットコインの存在がどれくらい大きいかを物語っている、

「アルトコイン（altcoin、「オルトコイン」とも言われる)」という言葉があります。

ビットコイン以外の 1000種以上の仮想通貨をまとめて示す言葉なのですが、

「altcoin」は「alternative coin」の略で、直訳すると「代わりのコイン（代替コイン）」。

（※注：Cryptocurrency Market Capitalizations より、

2017年 12月 11 日、編集部調べ）
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イーサリアム（ＥＴＨ）やリップル（ＸＲＰ）、ライトコイン（ＬＴＣ）など

の名前を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、

それらはすべて「アルトコイン」になります。

つまり、仮想通貨市場は、「ビットコインとビットコインの代わりの 1000種以上のコイン」

で成り立っているということで、ビットコインの存在感が際立っていますよね。

■「電子マネー」と「仮想通貨」の違いって？

さて、「仮想通貨」はなんとなくわかってきたけど、

それなら「電子マネー」だって

「電子的にやりとりできる財産的価値」なんじゃない？と思いますよね!?

そうなんです。電子マネーも確かに「電子的にやりとりできる財産的価値」なんです。

しかし、Suica を例に、

前回の記事で紹介した法律の要約に照らし合わせてみると、どうでしょうか？

＜Suica を例に法律に当てはめた結果＞

1．の（a)の条件を満たさない

→Suica は Suica の加盟店でしか使えないため、

「不特定の相手」に対して支払いができると言えない

1.の（b）の条件を満たさない

→Suica は不特定の相手から買ったり、売ったりはできない

1．の（d）の条件を満たさない

→Suica は、あくまでも前払いした「円」を電子的に記録しているだけの、

「日本円建て」の資産である

ということで、  Suica などの電子マネーは、

「仮想通貨」の定義に当てはまらないということになります。

まとめると、こんな感じです。
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資金決済法

2条5項 1 号の要件

仮想通貨（ビットコインなど） 電子マネー（Suica など）

物を買ったり借りたり、

サービスを受けたりする

ときに、不特定の相手に

対して支払いができる

　　　　 ○ 　　　　　×

不特定の相手から

買ったり、不特定の

相手に売ったりできる
　　　　 ○ 　　　　　×

電子的に記録されていて、

インターネットなどを通じて

電子的にやり取りできる
　　　　 ○ 　　　　　○

日本円建てや、

外国通貨建ての

資産ではない
　　　　○ 　　　　　×

■「電子マネー」と違うなら、リアル店舗でどうやって使うの？

「仮想通貨」と「電子マネー」が違うことはわかった。 

仮想通貨が加盟店云々に関係なく、

不特定の相手に対して使えることもわかった。

じゃあ、実体もなくって、 

「Suica の IC カード」みたいに利用者が共通で使うツールのないものを

実際の店舗でどうやって使うの？？？というのが第 2 関門。

結論から言うと、「ビットコインで支払いを行う≒

自分の銀行口座から他の銀行口座に支払金額を送金する」という感じです。

ビットコインをやり取りするには、「ウォレット」という銀行口座のようなもの

（文字どおり訳せば「財布」ですが…）と、「ビットコインアドレス」

という銀行口座番号のようなものが必要になります。

ウォレットには、いろいろな種類があり、詳細は別の機会に紹介したいと思いますが、

店頭での支払いに利用するウォレットは、おもにスマホやタブレットのアプリです。

そして、ビットコインで支払いを行うときは、

「インターネットを通じて、自分のウォレットから支払先のビットコインアドレスに、 

   支払金額のビットコインを送金する」

という手続きになります。 
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手順だけ見ると、

「相手のメールアドレスを入力して、メールを送信する」くらいの作業でしょうか。

なるほど～。ビットコインを店頭での支払いに使えるお店が増えてるって聞くけど、

世界中の人が共通で使える「ピピッ」とタッチする

ＩＣカードやアプリのようなしくみがあるとも思えず、

ナゾは深まるばかりだったのですが…、

「相手がこちらから引き落とす」のではなく、

「こちらから相手に送る」ということだったんですね！

しかも、支払先のビットコインアドレスはＱＲコード化されていることも多いため、

ＱＲコードの読み取り機能があるウォレットアプリなら、

「スマホをかざす→支払いボタンを押す」だけで支払い完了です。かんたん！

この手軽さで、世界中どこでも使えるようになっていくと考えると、

ものスゴい可能性を秘めているのかも…と期待したくなるのも、わかる気がします。

■日本円で売っている商品を、どうやってビットコイン価格に？

でも、新たな疑問が…。 

   日本円で売っているものをどうやってビットコイン価格で支払うの？

これも電子マネーとの大きな違いですよね。 

と言うのも、電子マネーは、あくまでも 

「日本円」を IC カードなどに電子的に記録しているだけなので、

1000 円チャージすれば 1000 円分の買い物ができます。

ところが、ビットコインなどの仮想通貨は、 

米ドルやユーロなどの外貨と同じように、円に対して価格が変動します。

１ビットコイン＝80万円になったり、90万円になったり、

いつの間にか 100万円とか 200万円になったりする…つまり相場があるわけです！

これでは、「1000 円」と値段が付いた商品を買うために

用意しなければならないビットコインの量は、都度、変わってしまうことになります。

ネットショップなどには、もともとビットコイン価格で提示しているところもありますが、

実店舗ではそういうわけにもいきませんよね。
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いったいどうするのか？ 

bitFlyer（ビットフライヤー）のシステムを利用しているビックカメラを例に挙げると、

どうやら、店員さんがビックカメラ側のスマホアプリに円建ての金額を入力して

宛先ビットコインアドレスとなるＱＲコードを表示すると、

その時のビットコイン/円（ＢＴＣ/ＪＰＹ）レートで商品を購入するために

必要なビットコインの価格が決定され、それが画面に表示されるようになっているようです。

■値動きが激しいのに、瞬時に価格が変わったりしないの？

ただ、ビットコインは値動きが激しいのも事実。

ビットコインは、たった数分で何万円も動く！ なんてこともザラにあります。

いざビットコインで決済しようというときに、

もし、2万円も動いたら…どうなっちゃうのー!? 

と心配になってしまいますが、冷静に考えてみましょう。

まず、例）2017年 12月 12 日のビットコイン/円のレートは、

1ＢＴＣ＝約 190万円です。ここではザックリ 200万円と仮定しましょう。

このとき、たとえば、日本円で 1万円の値段がついているモノを、

ビットコインの支払いで購入するとします。すると、

1ＢＴＣ÷200万円×1万円＝0.005 ＢＴＣ

になりますね。 

ここで瞬時にビットコインが 202万円になったとします。

すると、0.005 ＢＴＣは円換算でいくらになるかというと、

0.005 ＢＴＣ×202万円＝1万 100 円

というわけで、1万円程度の買い物ならば、レートが 2万円動いても、

その差は 100 円ぐらいと、驚愕するほどではないわけです。

海外で買い物することを想定すると、現金での外貨両替でも、

たとえば、銀行で米ドルから円に換えると

1 ドルあたり 2.5～3 円程度の手数料はかかりますし、

クレジットカード決済だと 1.5～2％程度の手数料を取られる上に、

利用してから数日後のレートで決済されたりします。

そう考えると、店頭での決済に利用する際、ビットコインの変動リスクについて、

そこまで神経質にならなくても大丈夫なのかもしれません。
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■法定通貨「円」とビットコインの根本的な違い

仮想通貨のビットコインですが、ふだんのお買い物などで使えるとなると、

だいぶ“リアル”な感じがしますよね!? ここまでくるともう、

「円」と変わらない、いわゆる「通貨（お金）」なんじゃないか？

という気もしてきます。

しかし、残念ながら日本の法律で通貨として認められるのは、

文字どおり「法定通貨」のみ。すなわち、

日本銀行（日銀）が発行する日本銀行券（紙幣）と、

日本政府が発行する貨幣（硬貨）である「円」だけなんです。

たとえば、物質的には、ただの紙切れにすぎない 1万円札。

精巧な印刷代を含めても、原価は 20～30 円程度だと言われています。

では、20～30 円の紙切れを、なぜ 1万円のものと交換できるのか？ 

それは、「この 20 円の紙切れには、1万円の価値がある」と利用者が信じているからですね。

そして、「日銀が発行した日本銀行券は日本の通貨です」

と法律で定められていることが、その信用を強固なものにしています。

また、日銀は、単に紙幣を発行するだけでなく、通貨の供給量をコントロールしたり、

通貨が正常に流通するためにさまざまな取り組みを行ったりしています。

そのおかげで、私たちは安心して「円」を利用できるんです。

■ビットコインの目的は「金融機関などを介さないやり取り」

では、ビットコインの発行や流通は、誰が管理しているの？

答えは、誰も管理していない、というものになります。 

そもそも、ビットコインは、「第三者機関を介さずに、 

当事者同士で安全にやりとりできる（※）＝管理者が必要ないので、

高額な手数料をかけずにやりとりできる」ような決済手段を作り出すために誕生しました。

（※このことを「トラストレス」なんて言い方をします）

ですから、「管理者不在」ということこそ、ビットコインの神髄なんです。
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仮想通貨（ビットコインなど）と法定通貨（日本円など）の違い

仮想通貨（ビットコインなど） 法定通貨（日本円など）

発行主体 なし 国、中央銀行

管理者 なし 国、中央銀行

実体 なし あり

発行量 上限あり 上限なし

じゃあ、ビットコインは、いったい、どこからどうやって出てくるの？

そういえば、ビットコインを「採掘する」とか「マイニングする」とかいう言葉も耳にするから、

発行者が発行するんじゃなくて、なんだか「掘り当てる」

ものっぽいイメージもあるけど、さすがに自然発生するとも思えませんよね…？

■マイニングは、ビットコインの唯一の新規発行方法

でも、管理者もいないのに、いったい誰がインセンティブをくれるの？

実は、ナカモト氏が公開したビットコインのアプリケーションプログラムには、

ビットコインの唯一の発行方法として、「新しいブロックの生成時に、

新規のビットコインが発行される」というしくみが組み込まれています。

「答え」を探し当てると、どこかの誰かがインセンティブとして、

ビットコインをくれるというのではなく、元々そういうしくみになっているんですね。

そして、この「答え」を探し当てる作業が、

いわゆる「マイニング（採掘）」と呼ばれているものです。

報酬として既存のビットコインをもらうのではなく、

作業の結果、新たに「生み出す」ところが、マイニングと呼ばれるゆえん。

実際に、ナカモト氏も論文の中で、ビットコインを新規発行するしくみを、

以下のように金の採掘にたとえています。

The steady addition of a constant of amount of new coins is analogous to 

gold miners expending resources to add gold to circulation.

（出所：bitcoin.org 「サトシナカモトの論文

「A Peer-to-Peer Electronic Cash System」より抜粋）
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■ビットコインは、2021年に 4倍になる｣米アナリストが予想

｢2021年は 2017年によく似ている。つまり、ビットコインは

2020年よりも 2021年の方がよいはずなので、

4倍になる可能性がある｣と彼は CNBC に語った。

ビットコイン（Bitcoin）は 2020年に約 300%の上昇して史上最高値を更新したが、

2021年はさらに上昇する可能性があるという。

Fundstrat のアナリスト、トム・リー（Tom Lee）は

2020年 12月 30 日の CNBC のインタビューで、

来年、ビットコインはさらに 300%上昇するだろうと語った。

ビットコインが現在の価格から 4倍になるとすると、

この暗号通貨は 10万ドルをはるかに上回り、12万ドル以上になる。

彼がビットコインが上昇すると予想するのは、

そのチャートが 2017年と同様の放物線を描いて上昇しているからだ。

リーは、2020年に価格が一旦半分になった動きは 2016年と非常に似ているとツイートした。

ビットコインが半減することは、ビットコインのマイナー（採掘者）への

報酬が半減することを意味する。

リーによると、2021年は 2017年と同様に、ビットコインは｢放物線を描いて上昇する｣という。

Fundstrat のデジタル資産ストラテジスト、デビッド・グライダー（David Grider）も、

12月 30 日のメモでビットコインの見通しを引き上げ、2021年には少なくとも 4万ドルに達すると

予想した。

｢我々は、今後 6カ月から 12 カ月の間、

ビットコインなどの暗号通貨がさらに上昇を続ける条件が整っていると考えている。

機関投資家や企業による買い、規制緩和、小売業への景気刺激策は、

前向きなモメンタムの増加につながっており、この傾向は今後も続くと確信している｣

彼は｢ビットコインはリスクオンの資産なので、

S&Pが最高のパフォーマンスを示す年はビットコインにとっても最高の年になる

。だから、株価が調整局面に入れば、ビットコインは下落するだろう｣と説明した。

https://www.businessinsider.jp/post-227171

［原文：Bitcoin could quadruple in 2021 as the digital currency sees a rally similar to 2017,

Fundstrat's Tom Lee says］

（翻訳、編集：Toshihiko Inoue）

ぜひとも参加したいけれど、早い者勝ちの計算なんて、

よっぽど頭がいい人じゃないとムリ？ 

全世界の辣腕プログラマーがパソコンの前に待機して…なんて絵が浮かんできそうですが…。
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実は、その計算というのは、頭の良し悪しで決まるものではなく、

答えの候補をいくつもいくつも出して、当てはまるかどうかを試していくというチカラ技系。

ですから、マイニング事業社がたくさんの専用コンピュータを使って、

自動的に計算させ続けているというのが実情のようです。

ビットコインの始まりは 2008年。

とある暗号理論に関するメーリングリストに送られた 1 本の短い論文でした。

「サトシ・ナカモト」と名乗る人物が送ったこの論文のタイトルは、

「A Peer-to-Peer Electronic Cash System（Ｐ２Ｐ電子通貨システム）」。

「Ｐ２Ｐ（ピアツーピア）」とは、

電子メールのように中央にあるサーバーを介してやり取りするのではなく、

ネットワーク上の電子端末同士が直接やり取りするインターネットの通信形式です。

たとえば、ＩＰ電話サービスのスカイプなどは、少し前までこの方式を採用していました。

このＰ２Ｐ方式を電子決済に利用できれば、

高額な手数料を取る金融機関などの第三者を介さずに済むため、

少額取引も行いやすくなりますが、

管理機関なしで「二重支払い」といった不正をどう防ぐかが課題でした。

その課題を解決すべく、

「Ｐ２Ｐ方式の電子決済を安心・安全に行うためのしくみ」を発表したのが、

このナカモト氏の論文なんです。

そして、翌 2009年 1月、ナカモト氏は論文に記載したしくみを実行する

アプリケーションプログラムをインターネット上に公開し、最初のビットコインが誕生しました。

ちなみに、このナカモト氏、現在もその正体は不明。

いかにも日本人っぽい名前ですが、日本人ではない可能性が高いようですよ。

また、ビットコインの最小単位は「satoshi」というものなのですが、

これはもちろん、ナカモト氏の名前に由来しており、

1億分の 1ＢＴＣ＝1satoshi となっています。
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■最大の難関！ ブロックチェーンって結局、何なの!?

さて、ナカモト氏の発表したしくみのメインとなるのが、 

巷でウワサの「ブロックチェーン」。ビットコインに興味のある方なら、

一度は聞いたことのある言葉ではないでしょうか？ 

と同時に、ビットコインを敬遠してしまう難関の 1 つなのではないかと…。

ポイントは、1 つのブロックを完成させるのに「1 つ前のブロックのハッシュ値」が必要なこと。

このため、一連のブロックが鎖のようにつながっていく、というわけなんですね。

そして、ブロックが鎖につながれると、

そのブロックに含まれる「ビットコインの取引データ」は承認され、

ビットコインの移動が完了します。

このように、取引履歴が綿々とつながっているのがブロックチェーン。

いわば、ビットコイン誕生時からのすべての取引が記録された、

「取引台帳」のようなものなんです！

■ブロックチェーンは、条件が整えば誰でも共有できる！

じゃあ、その「取引台帳」は誰が持っているの？

実は、先に紹介した、ナカモト氏考案のビットコインのアプリケーションプログラムを

インストールすれば、誰でも共有できるんです。

そう、インターネット上に公開されているので、

基本的にはネット接続できる環境でコンピューターの空き容量さえあれば、

誰でもインストールできるんですね！

このアプリは、個々のコンピューターにインストールされますが、

取引が行われた情報や新たにつながったブロックの情報などが

インターネットを通じて同期されていきますので、

常に大勢でブロックチェーンを監視できる、というわけです。

■誰でも見られる「取引台帳」なんて、セキュリティが心配…

でも、誰でも共有できるなんて、セキュリティとかすっごく不安なんですけど…。

そう、まさにこの問題を解決したのが、ブロックチェーンのしくみなんです。

先にお伝えしたとおり、ブロックチェーンの 1 つのブロックを完成させるには、

「1 つ前のブロックのハッシュ値」というものが必要でした。
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ということは、あるブロックのデータを改ざんしようと思ったら、

その次のブロックのデータも改ざんしなければならない…。すると、

その次のブロックのデータも…その次の次のブロックのデータも…と、

結局、すべてのデータを改ざんしないと整合性が取れないことになってしまいます。

よって、データの改ざんは事実上不可能ですし、仮にできたとしても、

ブロックチェーンを共有しているすべてのコンピューターの情報を

書き換えるのは、さらに難しいですよね。

これが、今現在の一般的な銀行のように、

中央にサーバーを持つ従来のしくみと大きく違うところ。

サーバー方式だと、取引台帳を保管している

サーバーを攻撃されてしまったら終わりです。

これに対してブロックチェーンでは、一部のコンピューターが攻撃されても、

同じデータがネットワークに参加する世界中のコンピューターに保管されていますから、

大元の取引台帳には影響がないというわけなんです。

■ビットコインは 2100万ＢＴＣしか発行されない？

1 ブロックあたり 2500万円（１ＢＴＣ＝200万円の時）もの報酬が得られるなら、

みんなものすごくがんばってマイニングしそうですが、

マイニングは永遠にできるわけではありません。

実は、ビットコインは、約 2100万ＢＴＣしか発行されないことが、あらかじめ決められています。

さらに、21万ＢＴＣごとに、

1回あたりの採掘量（インセンティブ量）が半減する（半減期と言ったりする）

よう、プログラムされているのです。

最初は、1回のインセンティブが 50ＢＴＣだったのですが、

現在は 12.5 ＢＴＣですから、

すでに 2回半減されたことがわかりますね。

これは、インフレを防ぐための策だそうです。

報酬が減るのはマイナーにとってはイタい話ですが、

その分、ビットコインそのものの価値が上がっていればいいわけですから、

少なくとも今のところ、このしくみは成功しているのではないでしょうか。

また、ぜんぶ採掘し終わっちゃったら、インセンティブ目的で

採掘してくれる人がいなくなっちゃうのでは？と心配になりますが、

その場合は、取引利用者が支払う手数料（任意のため、

現在はかなり少額みたい）が上がっていって、それを目的に、

取引の承認作業が行なわれ続けるのではないか、と予測されているようです。
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■ビットコインはどうやって手に入れる？

ということで、ここまでのお話で、ビットコインは既知の魅力と

未知なる可能性を兼ね備えていることが、おわかりいただけたかと思います。

でも、そんなビットコインって、どうやって手に入れるの？ 

外貨みたいに、街中や空港に両替所があるの？ 惜しい！   

街中や空港にはありませんが、インターネット上にあります！ 

そうです、「実体」がないんですから、

わざわざ店頭に行って入手する必要はないですよね。

ビットコインを入手できるところの代表例は、以下の 2 つです。

＜ビットコインを入手できるところ＞

（1）ビットコイン販売所

（2）ビットコイン取引所（交換所）

取扱い業者によって、呼び方もさまざまなので少々混乱しますが、

もう少し具体的に説明しますと、（1）の販売所では、

販売所自体が保有しているビットコインを顧客が購入します。

これは、まさに外貨両替と同じですね！ 店舗がリアルかネット上かの違いはありますが、 

販売所が提示しているレートで、顧客がビットコインを円（法定通貨）と交換するというしくみは、

外貨両替といっしょです。顧客側から見ると、取引の相手は業者ということになります。

これに対して、（2）の取引所では、利用する顧客同士がそれぞれ、

お互いの持っているビットコインと円（法定通貨）を交換します。

株取引をされる方は、通常の株取引、つまり、取引所での株取引を

イメージしていただけるとわかりやすいと思います。

この場合、取引の相手は、自分と同じように取引を望んでいる顧客ということになりますね。

■株取引と違って、取引所は１つじゃない

株取引と違うところは、「各ビットコイン取扱い業者が、

個々に取引所を運営している」というところ。

株取引の場合は、基本的には「東京証券取引所」などの

取引所での取引を各証券会社を介して行います。

いずれの証券会社で取引していても、その先にあるのは同じ取引所ですから、

当然、株価はどの証券会社で取引していても同じ価格になります。

しかし、ビットコインの場合は、各業者が、

それぞれ独自に取引所を運営しており、

同じ業者に口座を持っているトレーダー同士が、

その業者が運営する取引所で取引することになります。

そのため、取引所によってビットコイン価格は異なります。
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同じビットコインとはいえ、場合によっては取引所間で結構、

価格が異なるようで…。この取引所ごとの価格差を利用して

利ザヤを儲ける（※）というツワモノもいるとか…

■仮想通貨交換業者は金融庁への登録が必要！

2017年4月の改正資金決済法（仮想通貨法）施行によって、

こうした販売所や取引所を運営する仮想通貨交換業者は

金融庁への登録が必須となりました。

2020年 12月、登録が完了している業者は計 25社です。

ちなみに、ビットコインに投資する方法としては、

当記事で紹介している販売所や取引所で

現物の売買を行なう現物取引以外にも、

レバレッジを効かせた証拠金取引が

可能なＦＸ、信用取引、先物取引もあれば、積立などもあります。

ただ、すべての業者でどれでも取引できるというわけではなく、

業者によって提供しているサービスが異なりますので注意が必要です。

■「販売所」と「取引所」では、ビットコインのレートが違う！

基本的なことを押さえたところで、話を戻しましょう。当記事では、

ビットコインを入手する方法として、

「販売所」と「取引所」があるとお伝えしました。

ここまでで、それぞれ取引の相手方が

異なるということはおわかりいただけたかと思いますが、

他に何か違いはあるのでしょうか？

先ほど、「取引所」ごとにビットコイン価格が

異なる場合があるということをお伝えしましたが、

実は「販売所」と「取引所」でもビットコインの価格が違うんです。

またまた外貨両替をイメージしていただくとわかりやすいと思いますが、

たとえば、普段ＦＸなどで為替レートになじみのある方は、

空港などで円を米ドルに替えようとしたときに、

びっくりしたことがありませんか？ 

「え!? 米ドルって、こんなに高かった…？」と。

普段目にする FX会社のレートよりも、

平気で 2 円くらい高かったりしますよね？ 

その分、コストがかさむということです…。
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ビットコインでも同じような現象が見られ、

「販売所」で入手する方が「取引所」で

入手するよりもレートが高くなっている、

要はコスト高であることが一般的です。

ビットコインへの投資は、

現物取引、ＦＸ、信用取引、先物取引、積み立てなど、

いろいろな方法があるということをお伝えしましたが、

ビットコインへの投資で得た利益に対しては、

どのように課税がなされるのでしょうか？

2017年9月に国税庁から

「ビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。

（中略）原則として、雑所得に区分されます」とのお達しがありました。

雑所得は原則として、給与所得などのほかの所得と合算し、

総所得金額に応じて所得税を納めることになります。

いわゆる「総合課税制度（※）」の対象になる、

ということですね。

そして、ビットコインへの投資で得た利益も総合課税制度の対象となります。

（※総合課税制度における所得税の税率は、

所得金額ごとに 5％～45％の 7段階設けられている）

え？ 一律  20％（※）じゃないの？とＦＸやＣＦＤ、

日経 225先物などで確定申告をしたことがある方は思われるかもしれません。

そう、ＦＸやＣＦＤ、日経 225先物の取引で生じた損益は、

「申告分離課税制度」の対象となり、

他の所得金額と合計せずに

一律で 20％の課税（所得税と住民税の合計）がなされますよね？

（※平成 25年から平成49年の期間は 2.1％の復興特別所得税が加算されるため、

所得税・住民税合計で 20.315％となる）

しかし、ビットコインへの投資で得た利益は、たとえそれが

「ビットコインのＦＸ」や「ビットコインの先物取引」によって得た利益であっても

総合課税制度の対象となります。

なお、ビットコインのまま持っていて

含み益が拡大しているだけなら、

まだ課税対象にはなりません。
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売却して円に換え、確定利益となった場合は課税されます。

また、ビットコインで買い物をした場合も、

ビットコインの取得価格と購入した商品価格の差額分が

「利益」とみなされ、課税対象になります。

■「ビットコインで儲かる！」的な詐欺話に注意！

このほか、ビットコインの話題性につけこんで、

詐欺っぽい話がちょくちょくありますので、十分にお気をつけください！

たとえば、ＩＣＯ（Inicial Coin Offering）にまつわる詐欺も散見されているようです。

ＩＰＯ（Inicial Public Offering・新規公開株）の仮想通貨版とも言えるＩＣＯ。

ＩＰＯ関連の詐欺は、国内でも「未公開株詐欺事件」として

過去にニュースになったこともありますよね？

仮想通貨でも似たような（？）詐欺が起こっているようなんです。

仮想通貨トラブルの実態が NHKで放送。詐欺には注意しよう。

仮想通貨トラブルの実態が去年6月5日の NHK「ニュース・シブ 5時」で放送されました。

ビットコインラボでもトラブルの実態を何回か紹介していますが、

NHKが放送するということは相当被害が出ていることが想像できます。

NHKが報道したのは、いわゆるセミナーでの投資勧誘で、

「上場前の今なら安く買える」といった未公開仮想通貨に関する内容でした。

しかし、現在も上場はしていないようです。

ビットコインなどの仮想通貨は個人間で直接やり取りができる仕組みです。

取引する際は取引所を通じて行います。取引所で購入できず、

代理店やセミナーなどを通じて販売している仮想通貨は詐欺と考えてほぼ間違いありません。

仮想通貨への投資が増える中、詐欺も横行していて社会問題になりつつあります。

折角のイノベーションが詐欺によってマイナスイメージになるのは勿体無いです。

正しい知識を付けて判別できるようにしてください。

仮想通貨詐欺に代理店が使われる理由はお金を集めやすいからでしょう。

彼らは 9割以上本当の話をします。

主にビットコインなど有名な仮想通貨の歴史などを話し、

数千倍・数万倍の価値にするには早めに入手する必要があるという気にさせます。

そして最後につく嘘が代理店です。

1人から大金を集めることは少なく、

数万円～10万円くらいを不特定多数から集めます。

お金を渡してしまったら最後、戻ってくることはありません。



仮想通貨詐欺に引っかからないようにするためには、

正しい知識をつけるのはもちろんですが、

その場で判断せずに調べることが重要です。

業者や仮想通貨の名前がわかったら、まず検索してみましょう。

彼らは実際にあったニュースなどを引き合いに出し信頼を得ようとしますが、

そうした話に惑わされず業者と仮想通貨の名前を聞き出すことが重要です。[

代理店でなく購入を勧められた場合は業者や仮想通貨の名前を

きちんと確認して調べるようにしてください。

その場で判断せずに、調べたり相談したりすることで詐欺は防げます。

国民生活センターによると仮想通貨詐欺に関する相談は倍増しているようです。

いつそうした事態に遭遇するかわかりませんので、十分に注意してください。

業者に関しては改正資金決済法が施行され、

仮想通貨交換業を行うには登録が必要になりました。

ただし、法律施行以前から仮想通貨交換業を行っていた場合は

半年間の猶予があるため登録業者はまだ公開されていませんが、

心配な場合は登録業者が公開されるまで購入するのを避けましょう。

登録業者は金融庁のホームページにて公開されてます。

2017年 10月以降に登録されている業者か調べてから判断しても遅くはありません。

セミナーを通じて行うことはありませんので、セミナーでは絶対に購入しないことが重要です。

取引所の利用を徹底、セミナーや人に任せての購入はしない

仮想通貨を購入する際は取引所の利用を徹底してください。

セミナーや人に任せての購入は詐欺だと考えるのが被害に遭わないために重要です。

上場前の仮想通貨購入詐欺は要注意ですが、

真っ当な仮想通貨もプレセール（ICO）と呼ばれる資金調達を上場前に行うことが多いです。

ビットコインに次ぐ仮想通貨として有名なイーサリアムもプレセールを経て上場。

プレセールの多くはクラウドファンディングを通じて行われ、

調達手段は日本円やドルなどの法定通貨ではなくビットコインであることが多いです。

プレセールはある程度仮想通貨に関する知識が高まった段階で検討してください。

プレセールとうたいWEB広告で誘導しているケースも見られます。

相当巧妙なケースもありますので、少しでも怪しいと感じたら何もしないのが一番です。

また、ＩＣＯに限らず、高利回りを謳って仮想通貨への出資を

募る怪しげな団体があるなんていうことも聞きますが…。
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いくら右肩上がりの仮想通貨といえども「絶対」はありませんし、

異常な儲け話は、怪しいと思ってまず間違いないでしょう。

国民生活センターなどでも、

「『必ず儲かる』という言葉は信じないで！」などといった言葉で、

たびたび仮想通貨の購入トラブルに関して注意を促しています。

十分気をつけるようにしてくださいね。

■不正アクセスによるビットコイン盗難は国内でも起こっている

詐欺話だけでなく、サイバー犯罪に対しても警戒が必要です。

国内でも多発していると言われるのは、

不正アクセスによるビットコインの盗難。

オンライン上にあるビットコイン取引所の口座に不正アクセスし、

そこに預けられているビットコインなどの

仮想通貨を外部に送付することで奪い取ってしまうという盗難事件です。
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ビットコインアドレスは非常に匿名性が高く、

個人を特定することは、通常ほぼ不可能です。

ですから、知らないアドレスに勝手に送付されてしまうと、

取り戻すことができないと思った方がいいです。

もちろん、取引所を運営する仮想通貨交換業者も不正アクセスに対する

対策を講じています。たとえば「二段階認証」などは、その 1 つ。

二段階認証では、仮想通貨交換業者の口座にログインする際、

ログインＩＤとパスワードに加えて、

ワンタイムパスワード形式の確認コード（セキュリティコード）が必要になります。

そして、これがログインや取引の際などに利用できるようになっているのです。

仮想通貨交換業者に限らず、Amazon やGoogle などへのログインにも

二段階認証の設定が可能となっていますし、

セキュリティ対策として一般的になってきていますよね。

2回パスワードを入力するのは、手間ではありますが、

最低限のセキュリティ対策として

二段階認証はきちんと設定しておいた方が良さそうです。

ちなみに仮想通貨を外部へ送付する際は、

二段階認証が必須になっています。

二段階認証を設定しておけば、

未設定より安全性はかなり向上しますが、

それでもインターネットにつながっている限り、

100％安全とは言い切れません。

仮想通貨取引所全体がサイバー攻撃に見舞われたり、

個人のパソコンが乗っ取られたりすることも考えられるからです。

結局、オンライン上にある取引所の口座やウォレット（「ホットウォレット」とも呼ばれる）

にあるビットコインは、大なり小なり盗難のリスクにさらされていることになります。

こうしたリスクを回避するため、保有するビットコインが大量な場合は、

取引所の口座やインターネットにつながったウォレットではなく、

インターネットから切り離すことができるＵＳＢ型のウォレットや、

ＱＲコード化して紙に印刷しておくことができる

ペーパーウォレット（「コールドウォレット」とも呼ばれる）など、

オフラインのウォレットに移して保管しているという話も聞きます。
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とはいえ、オフラインでも火災や盗難、

紛失といった一般的なリスクはありますが…そのあたりは、

ビットコインに限ったことではありませんよね。

ついつい激しい値動きにばかり目が行きそうになりますが、

ビットコインを取引する際は、こうしたセキュリティ上のリスクにも

備えなければならないということを認識した上で、始めるようにしたいですね。

★安心できる安全なおススメの販売・取引所
わかりやすく  簡単！  アルトコインの件数が多い      coincheck /   コインチェック 

手数料が安い！  bitFlyer  （ビットフライヤー）

常に新しいビットコイン・仮想通貨情報を更新中！

マネー      Worryout      情報

※やさしいビットコイン・仮想通貨研究所 - ザイ FX！より抜粋

https://zai.diamond.jp/list/fxcolumn/btc-cryptolabo/

私は、意外な「このこと」

がきっかけで、

様々な情報サイトを展開しております。

どうぞ、よろしければ、ご覧ください。

 メルかーどヤン https://kardyan.web.fc2.com/

 twitter https://twitter.com/kardyan

Facebook https://facebook.com/kardyan

メルかーどヤン facebookページ

https://www.facebook.com/melkardyan 

どれか、御利用できれば幸いです。

御購読ありがとうございました。
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※最後に必ずお読みください。

願望実現のための６か条

 

１．あなたが達成したいと思う願望をはっきりさせること。

　　単にお金がたくさん欲しいなどというような願望設定

　　は、まったく無意味なことである。

 

２．達成したいと望むものを得るために、あなたはその

　　代わりに何を”際し出す”のかきめること。

　　この世界は、代償を必要としない報酬など存在しない。

 

３、あなたが達成したいと思っている願望を取得する

　　「最終期限」をきめること。

 

４、願望実現のための詳細ば計画をたてること。

　　そしてまだその準備ができてなくても、迷わずにすぐ

　　行動に移ること。

 

５、達成したい具体的願望、そのための代償、最終期限

　、そして詳細な計画、以上の 4点を紙に詳しく書くこと。

 

６．紙に書いたこの宣言を、1 日に 2回、起床直後と就寝直後

　　前に、なるべく大きな声で読むこと※朗読でもいい

　　そのとき、あなたはもうすでにその願望を実現したものと考え

　　そう自分に信じ込ませることが大切である。

 「いつか」などという時は永遠に訪れません。

DO　IT　NOW!　時は今です！

あなたの挑戦ならびに成功を心から応援いたします。

マネーカウンセリングサポーター　たかいひろゆき
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