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はじめに 
 

� 仮想通貨（暗号通貨、Cryptocurrency）および、ブロックチェーン技術は、大局的流れから経済

活動を考えると、今後の世界経済、日本経済にとり極めて重要なテーマである。 

� 仮想通貨については、金本位制→石油本位制ドル→暗号通貨（仮想通貨）といった流れがあ

り金融の根本に関わってくる。またＩＣＯ（仮想通貨による資金調達）はまだ始まったばかりであ

るが、今後のスタートアップ、企業、大企業にいたるまで、その活用しだいでは大きく未来が変

わってくることから、ビジネスとしても重要なテーマである。 

� ビットコイン、仮想通貨の乱高下、またハッキング事件等何かとあわただしい業界であるが、未

来へ向けた市場戦争は始まっており、安易な取り組みでは未来の勝者となることは難しい。 

� 当調査では、ビットコイン、仮想通貨のこれまでの総資産データを分析し、ＡＢＣシナリオに基

づく市場予測を行っている。ポジティブなＡシナリオでは、仮想通貨は急騰急落はあるものの、

年成長率数十％以上といった、高成長が続き、世界中で利用が大きく進み、独自の仮想通貨

を発行する企業、独自の仮想通貨を発行する国も続出。法律整備とともに、大きく市場拡大し

てゆく、とみている。このシナリオでは、仮想通貨全体の総資産は、２０１８年末、6,270 億ドル

（約 66 兆円）見通し、２０２２年末には、17,910 億ドル（約 190 兆円）程度になる。また２０２８年に

は金（ゴールド）の総資産８．２兆ドル規模に匹敵する規模になるとみている。イーサリアムのよう

にスマートコントラクト機能などを有する価値ある仮想通貨が充実してくることから、金融的価値

がしだいに認識されてくるものと考える。なおネガテイッブＣシナリオでは、ゆるゆかな低位成長

が続く、とみている。 

� １２月だけで７４件となったＩＣＯは２０１７年トータル６０億ドル規模となり、この勢いは続くものと考

えており、日本でも需要拡大が展望できる。 

� 仮想通貨ＩＣＯとともに注目されるテーマはクラウドマイニングである。すでに海外企業、Genesis 

Mining 、Hash Flare 、Gigawatt 、Hydrominer などがサービスを展開しており、日本企業も、Ｄ

ＭＭ、ＧＭＯ、ＳＢＩなどが事業化を進めている。ＢＩＴＭＡＩＮ社などの中国企業のマイニング独

占は業界の未来にとっても、５１％攻撃の問題等あり、望ましくない。 

� 注目されるマイニングではあるが、詐欺まがい、詐欺的事件があとを絶たず、日本だけでなく、

世界的に見ても業界に暗い影を落としている。当調査では実際的に被害にあった数十人から

コメントを得ているが、誇大広告、巧妙なセールステクニックなど実態を調査した。マイニングビ

ジネスの健全化、ひいては暗合通貨、仮想通貨市場の健全化、未来ビジョンを提示している。 

� いっぽう、ブロックチェーンはビットコインの基盤技術から発展し、独自のブロックチェーン技術

市場として発展してゆく。この技術は、オープンなネットワーク上で信頼性が求められる金融取

引や重要データのやりとりなどを可能にする分散型台帳技術として注目されている。 

� 用途としては金融にとどまらず、不動産、流通、行政、医療、音楽、エネルギーなど、幅広い分

野があるが、実証実験からはじまり実用化へ向けて加速してきている。とくに、世界ではスタート

アップに巨額の投資資金が流れており、大きな潮流となっている。ブロックチェーンのグローバ

ル市場は、年率、４５～５５％前後の成長が見込まれる。２０１８年、５７０百万ドル、２０１９年、８６

０百万ドルで推移、２０２２年には、３,０００百万ドル（約３,１８０億円）規模になると予測される。当

初金融分野中心の市場形成であるが、２０２１年には非金融分野の占める割合が金融分野を

上回るようになるとみられており、不動産、流通、医療、音楽、サービスなどの非金融分野の動

向が注目される。 

� 当調査報告書は仮想通貨、ブロックチェーンの内外の市場動向をふまえ、仮想通貨、ＩＣＯ、ク

ラウドマイニング、ブロックチェーンの市場分析、市場予測を行ったものである。当調査報告書

が皆様のビジネス開発、研究開発、製品サービス開発に少しでも寄与できれば幸いである。 
 

ＡＱＵ先端テクノロジー総研 
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【調査ポイントの一例】 
 

 
 

現在現在

石油本位制ドル金本位制 暗合通貨の時代へ

★人工知能 ＡＩ → 人工知能ネットワークの形成 （人工知能の主体的進化の可能性の研究）

★ブロックチェーン → 仮想通貨 金融 応用分野の拡大へ 不動産、エネルギー、流通、音楽、、ｅｔｃ． ）

仮想通貨の主要国における位置づけ、俯瞰図

ロシア・ルーブル
中国・人民元

その他

仮想通貨の
許容積極系

仮想通貨
（暗合通貨、クリプトカレンシー）

ドル
円、ユーロ

仮想通貨規制強化系

ＩＣＯ企業活性化

仮想通貨市場の健全化へ向けて

ロシア 自国仮想通貨を意識

中国 取引所停止・閉鎖

韓国 取引所を脱税等

インドネシア （イスラム教）

その他

日本 仮想通貨法2017.4

米国 ビットコインＥＴＦ等

シンガポール実需を伴った普及へ

アフリカ諸国

仮想通貨
政府積極系

国の仮想通貨模索

ロシア（クリプトルーブル）

中国（デジタル人民元）

インド （Ｌａｋｓｈｍｉ）

ベネズエラ （ペトロ）

その他

エストニア ｅレジデンシー

スウェーデン フィンテック

ウルグアイ Ｅペソ

ケニア （M-PESA）

ブロックチェーン技術の応用

マイニングビジネスモバイル決済等の拡大

法定通貨との協調バランス

世界の大きな流れ
※国の色分けはイメージによる

マネーロンダリング、ハッキング、詐欺等の撲滅

 

（仮想通貨）

未来へ

現在現在

石油本位制ドル金本位制 暗合通貨の時代へ

★人工知能 ＡＩ → 人工知能ネットワークの形成 （人工知能の主体的進化の可能性の研究）

★ブロックチェーン → 仮想通貨 金融 応用分野の拡大へ 不動産、エネルギー、流通、音楽、、ｅｔｃ．

金本位制から石油本位制ドル、そして暗号通貨の時代へ

変動相場制へ

リーマンショック
2008

ロシア・ルーブル
中国・人民元

その他

企業の仮想通貨
ＭＵＦＪコイン他

仮想通貨
（暗合通貨、クリプトカレンシー）

サトシ・ナカムラ論文 2008

ドル
円、ユーロニクソンショック

1971

世界的金融危機

変動相場

ビットコイン 2011

シルクロードサイト
2011-2014

国の仮想通貨
クリプトルーブル他

●ブロックチェーン系技術の研究、世界的に拡大ヘ

●諜報機関等で暗合通貨研究の可能性

●カーネギーメロン・トマベチ論文 1993

（ベチユニット）

●非中央集権化の流れ

●代替通貨の必要性

ＩＣＯマイニング

アルトコイン

法定通貨

●P2Pシステム分散型管理

管理主体あり

ブロックチェーン
●ゲーム理論 Bellcore 1990

●電子署名・鎖状技術、早稲田大学 2002

 
 

  

クラウドマイニング

プールマイニング

ソロマイニング

★注意、撲滅

顧客
投資家等

仮想通貨マイニング

マイニングビジネス、健全化ヘ

事業
会社

悪質詐欺事業者

健全なビジネスモデル

ビットコインから
アルトコインに比重へ

★注意、撲滅

新仮想通貨のマイニング

メディア、消費者センター等

★注意喚起

金融庁、業界団体等

★注意喚起

サポート
センター

仮想通貨
「採掘」 トラブル多発

各種の組み合わせ企画研究（例）
①ＩＣＯ
②アービトラージ
③自然エネルギーの利用
④見学会 等

超誇大広告表現等
ポンジスキーム等

 

ブロックチェーンの応用拡大、進化

現在現在

ブロックチェーン２．０ブロックチェーン１．０ ブロックチェーン３．０

★人工知能 ＡＩ → 人工知能ネットワークの形成 （人工知能の主体的進化の可能性の研究）

★ブロックチェーン → 仮想通貨 金融 応用分野の拡大へ 不動産、エネルギー、流通、音楽、、ｅｔｃ．

ブロックチェーン

スマートコントラクト
（契約の自動化）

（金融証券等）

ビットコイン、
ライトコインなど

ブロックチェーンの
応用拡大、進化

不動産、製造、医療
エネルギー、音楽、選挙管理等

（フィンテック以外の領域へ拡大）

基礎研究

多用途展開へ
分散型

仮想通貨、電子貨幣

分散型台帳技術の進化発展

Ethereum、ｍｉｊｉｎなど

Ｈｙｐｅｒｌｅａｄｇｅｒ、Irohaなど

応用分野
拡大

マクロトレンド

0

1,000

2,000

3,000

ブロックチェーンの市場規模予測
（百万ドル）
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