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１ 記録性     DLT(分散型台帳)に記録して公開 
 ・ 公開性と匿名性。ただし，アドレスと個人との関連での匿名性。 

２ 堅牢性・安全性 落ちない，消えない，改ざんされない 

３ 分散・P to P  中央の管理者が不在 

 

 

１ 膨大な電力消費，停電時の対応 

２ コンピュータの性能次第→量子ビット100コンピュータ 

３ 預金と信用創造なし，金融政策なし 

１．暗号通貨の世界とその課題 

裏返しの課題 

暗号通貨の特徴 



①保護と規制の体系（重商主義）は不要だ。 

②利己心に訴えて，豊かになれる。 

③ただし，「共感」を忘れてはならない。 

④国防，司法，公共事業と教育など背後で
国家が整備しなければ市場は回らない。 

 

2-1. サトシ・ナカモト と A・スミス 

 

 A・スミス 

①なぜオンライン決済で銀行やクレジットカード
などを仲介させなければならないのか， 
②なぜ現金のように匿名で，手数料なしに決済
できないのか。 
③中央当局など無くても，「利己心」が上回るシ
ステムは回る 
 

 サトシ 
・ナカモト 



2－2 極端な分権化志向 
・分裂の理由 
 「ブロックチェーンを無料で使える改ざん不能の公開記録にし，あらゆる情報財を記
録すべきだ」社会保障番号や銀行口座などをブロックに記録し，契約や取引は事前
のプログラム通りに，政府などからの監視や規制などなく自動的に実行される。先進
国では，技術の多くをGAFA+Mなどの企業が独占し，そのデータを利益源泉にしてきた
が，P２Pなどオープンで民主的な技術によってこの流れを逆転できる。途上国では，司
法が機能せず，見知らぬ者同士が互いに信用できない状況にある。中央銀行，巨
大企業や司法制度から，クラウドベースの暗号通貨，分散型元帳，スマートコントラク
トへとシフトさせ，あらゆるものを権力から切り離して分権化しよう。すべてがソフトウェアに
任され，人間も組織も介在しない世界をめざせ。 
・介入を避け，分権化された条件下で事前にコード化。あらゆる事態を想
定して契約できるもの（完備契約）と想定。 
・→想定外のできごとが生じても軌道修正や事後的な異議申し立てができ
ない。とりまとめる代表者もおらず，調停する当局もいない。 
 
・Linuxプロジェクトならリーナス・トーバルスが運営委員会を設置してあれこれ議論し，改
良プログラムのお礼メールを書いたりしていたはずだが，そのようなものはない。 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

  
 

  
  

 

  
 

  
 

 
 

 

 
 

 
 



2-3. 分裂（ハード・フォーク）の理由 

・参加者の過半数が新バージョンを受け入れた場合にのみ，そのルール変更は認めら
れる。クラウドファンディングの試みである「DAD」もそうしたものだったが，2016年5月，ファ
ンディングの締め切り直前に脆弱性が指摘され，その直後に資金の3分の1が，衆人環
視の下でハッキングされた。16年6月，イーサリアムの共同創設者の一人であるヴィタリッ
ク・ブテリンはこのブロックチェーンを強制的に分岐する「ハードフォーク」を提案，過半
数の同意を得て実施。残された少数派はイーサリアム・クラシックとなった。 
・イーサリアムは中央銀行が通貨価値を恣意的に操作するからという理由で批判して
いたが，イーサリアムのハードフォークは通貨の所有者を恣意的に変更してしまった。 
・ビットコインでも同様の分岐が起きた。システムの規模の拡大への対処をめぐって争い
があり，分裂した。 
 
 
 
⑤ 芝麻（ゴマ）信用などデータ収集に基づく個人信用格付けによる管理。 
  暗号（仮想）通貨でも，分権化の理念と国家通貨発行の可能性との相克。 
   



• ・暗号通貨をつくろうとした人々の通貨・金融観が現実的でない。現
実の制度を設計しようとしているのだとすれば，その市場観にも違和
感。 

• 一つには通説的な経済学の教科書に載っているようなイメージで，そ
れをさらに極端にしたものとも言える。 

• 分権的で本当に自由な市場をつくりだそうとしている。だが，通説的
な経済学における市場は，商品と商品が物々交換されてそれらの交換
比率だけが問題とされる市場である。ニュメレールとしての貨幣を入
れてあったとしても，価値を1として他のn-1財の価値表示を容易にする
役割だけが与えられている。そこでの価格は交換比率であるため，物
価を問題にする場合には物価水準を外挿してやる必要がある。 

• そのモデルにおいては，分析のためにできるだけ単純化し，現実から
はかけ離れたものになるが， 

• 金本位制の下で金本位制のゲームのルールが守られれば自動的に均衡
が達成したという便宜的なモデルが使われるが，その均衡を守るため
にイングランド銀行が四苦八苦していたという現実は国際金融史では
よく知られた事実。現実とは異なる単純化したモデルは，必要に応じて
役に立つこともあるはずだが，それを現実だと勘違いさせるとすれば
大きな罪だとも言える。 

 

 2-4. 通貨・金融と国家 



経済学ではなく，代表的な英語圏カルチャーの影響か？ 
アメリカで，政府を小さくしたいリバタリアンは少なくないが，財
産と所有権を守るための警察（司法）と国防だけは例外にしないと，
アナーキズムに陥る。これを避ける前提の「リバタリアン」が多い。
小説家・思想家のアイン・ランドなどがそうである。アイン・ラン
ドはアメリカでは聖書に次ぐベストセラーとされる『肩をすくめる
アトラス』でそのリバタリアン思想をアメリカ中に広げた。共和党
議員たちは社会保障費ならいくらでも削れと言うが，軍事費や安全
保障費を削れと言わない場合が多いため，小さな政府を掲げながら
も，共和党政権の方が財政赤字は大きくなった。 
建国時から政府介入のない自由市場を標榜しつつ連邦政府の強力な
介入で技術開発が進められ，危機には「アンクルサム（親方日の
丸）」が登場してきた。高速道路網（インターステイト）建設は，
全米州間国防高速道路網として行われた。インターネットも国防用
としてスタートし，NASAの研究開発も国防用であった。リーマン
ショック後に主要銀行，主要自動車会社が国有化され，アメリカ経
済は一夜にして社会主義経済に変貌できた。 
・ウォール街の人々も，同様に口では政府からの自由を求めるが，
都合よく大きな政府に支援されることが前提になっている。 

3.リバタリアン思想と政府介入 



4-1. 中国ITの躍進と金融サービス 

  
企業名  時価総額 (10億ドル)  国名   

 １  アップル  1099  アメリカ  

 ２  アマゾン・ドット・コム  982  アメリカ  

 ３  マイクロソフト  861  アメリカ  

 ４  アルファベット 852 アメリカ  

 ５  バークシャー・ハザウェイ  517 アメリカ  

 ６  フェイスブック  507 アメリカ  

 ７  アリババ・グループ・ホールディングス  450 中国  

 ８  テンセント・ホールディングス   425 中国  

 ９  JPモルガン・チェース   385 アメリカ  

 10  ジョンソン＆ジョンソン   361 アメリカ  
出所：  Think 180 around ( https://www.180.co.jp/world_etf_adr/adr/ranking.htm ) 
中国IT Baidu Huawei を加えた4社が BATH。米国ITをFANGと括れば，Netflix を追加 
 

（株式時価総額 2018年9月末） 

https://www.180.co.jp/world_etf_adr/adr/ranking.htm


• 1997 インターネット人口62万人 

• 1999 アリババ創業（馬雲，Jack Ma） 

• 2004 アリペイのサービス開始 

• 2007 インターネット人口2億人超 

• 2008 モバイル（携帯）人口1億人超 

• 2009 金盾 フェイスブック，ツイッター，ユーチューブ，グーグルへの接続規制 

• 2009 SNSウィボー開始 

• 2011 WeChat 開始，Line 開始 

• 2012 インターネット接続におけるモバイル人口がPC人口を上回る 

• 2013 微信（Wechat）が紅包で躍進 

• 2017 モバイル7.24億人，インターネット人口7.5億人 

 

• 16年   杭州に「都市大脳」。交差点128か所に360度カメラ設置。2000か所への増
加を決定。クアラルンプールでも導入予定。渋滞対策，犯罪対策。 

• 16年 上海汽車がアリババの開発したＯＳを組み込んだコネクテッド・カーを発売。 
 

4-2.中国ITとアリババ  



• アリババの野望「2020年に，中国をキャッシュレス社会へ」 
• 人民銀行は，多様な決済手段の維持（銀行＋銀聯カード）＋モバイル決済事
業者 

• 2016 銀聯カード（debit）累計16億枚 
• 2017 モバイル決済の規模は1579兆円に。 
• アリペイ，ウイチャットペイは手数料収入より，多数ユーザーの獲得と他の
サービスへの誘導（プラットフォーム） 

• アント・フィナンシャルの事業拡大 
 （余額宝，網商銀行，芝麻信用） 
• ウイチャットも，紅包（2013）から出発して生活インフラ「衣，食，住，行（交
通）」 へ 

4-3.アリババからAnt Finacialへ  



• 国家的規制をかけられるまで，ノンバンクであるはずのアリババの金融子会
社アント・フィナンシャルは，とんでもないスーパー・バンクになりかけた。 

• 決済にとどまらず，融資，MMFでの運用など。監督当局である中国人民銀行
は，急激な勢いで伸び始めたインターネット金融に緩やかな規制をかけるだ
けでしばらく放任し，様子を探りながら育成した。 

• 競合する国有銀行などからの不平不満なども勘案しつつ，最終的には厳し
い規制をかけた。その規制では，プールした決済用資金に100％準備がかけ
られ，融資が禁止されるという厳しいものになったが，逆にその規制以前に
はそれら禁止事項が許されていたことが知られるわけである。 

 ●人民銀行による規制 
・QRコードの安全性と決済取引フローの不透明性への懸念 
• 2018年4月 最大500元／日への制限開始（店舗に印字されたQRコードをス
キャンする静的QRコードの場合） 

• 2018年6月 モバイル決済事業者も，「非銀行系決済機構のインターネット決
済プラットフォーム（網聯）」に加入して人民銀行の監督下に。 

 ＊網聯は，中国版の全銀ネットのようなもの  
 

4-4.人民銀行による育成と規制  

 



4-5. 決済情報と芝麻信用 
 

・QRコード決済と個人信用格付 
 

  芝麻（ゴマ）信用と決済情報ほかの収集（身分，履歴，歴史，人脈，行為） 
・Mobike の駐車がきれいに整列。スコア・レンディングへ（個人情報に基づき金利優遇など  
・商湯科技（センスタイム）の街頭カメラのリアルタイム分析と「セーフシティ」，管理。 
・・SNSも合わせ，分散的であるはずのネット関連技術が国民管理の手段にも。 
 

2017,. 1 貴州省はアリババと提携し，芝麻信用の低い職員を懲戒処分 
スピード違反で警察に逮捕された後に芝麻信用低下やウィチャットの投稿で逮捕，
反体制派拘束なども。 
cf. ・米国のクレジットスコア 2年間滞納なければ，サブプライムからプライムへ金利
低下することを見込んで，当初2年元本返済無しにする例などがあった。 
・日本のJスコア，Tポイントカード，ポンタカードによるデータ収集 

700-950 極めて優秀 

650-699 優秀 

600-649 良好 

550-599 普通 

350-549 劣る 



5-1 日銀の量的・質的緩和政策はどこへ 
  2013年4月 

異次元緩和 
2014年10月 
追加緩和 

 

2015 年 12 月 
補完措置  

2016年 
7月 

長期国債 
の購入額 

年60-70兆円 年80兆円 年80兆円    

ETF 年1兆円 年3兆円 年3兆円     年6兆円 

REIT 年300億円 年900億円 年900億円    

長 期 国 債
買 入 平 均
残存期間 

7年程度 7－10年程度 2016年から 
7－12年程度     

2016年2月 黒田バズーカ３ 日銀預け金の政策金利残高にマイナス金利 
2016年9月 総括・検証と新枠組み 
        長短金利操作付量的質的緩和＋オーバーシュート・コミットメント 
2018年4月 黒田総裁再任 
        「経済物価情勢の展望」から，達成時期目標を削除。2％目標は継続。 
2018年7月 物価上昇目標達成時期2年以内を取り下げ 
 
 



6-1. 中銀と金融新技術 

中央銀行による新決済手段発行 
 

2017. 11 ウルグアイ中銀がe-ペソを発行（2000万ペソ＝7800万円）。 
 

2018. 1 ロシアの仮想通貨クリプト・ルーブル。イランも検討。経済制裁対応策。 
 

2018. 2ベネズエラの仮想通貨「ペトロ」（１ペトロ＝原油１バレル。発行上限1億ペ
トロ）。2018. 3 トランプ氏がベネズエラのペトロ取引を禁止する大統領令。 
 

（他に，カナダのCad-Coin1， スウェーデンのe-クローナ，シンガポールのデジタル・
シンガポール，中国人民銀行のチャイナ・コイン，エストニアのEstcoins） 
 
 
 
 
 
 
 
 

中銀マネーの課題 
 
銀行を介在させずに通貨発行するかどうか 
 



7-1. まとめ 

 
キャッシュレス化環境は日本の方が進んでいるのに，キャッシュレス化比
率が低い。これは「後発性利益」や「リバース・イノベーション」に似て，
中国の方がかえって従来型技術段階をスキップして新技術（スマホQRコー
ド決済）を普及させたということである。中国型の技術の方が適合的な途
上国において普及しやすい可能性がある。「リープフロッグ」。 
→ 「デジタル一帯一路」とも言うべき、アフリカへの展開 
    ケニアでHuaweiの通信技術による「スマート・シティ」、スマホ決済のM-Pesa 



7-2. まとめ 
② インターネットとサイバースペースの開発者たちには，反集権と反消費文化（反所  
   有権）の思想があったはず。copy right に対するcopy left 運動 
     現況はツーサイド・プラットフォームの独占とロックイン。 
    ５Gが転機をつくるだろうが，より深いレベルでさらに深刻なプラットフォーム独占も。 
     「セーフシティ」から「パブリック・セーフティ」へ。安全な（管理）社会。予防→探知      
     →対応→復旧。Huawei C-C4ISR (Command, Control, Communications, Computers,  
      Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) 
 

 



The founding spirit of Rikkyo University is steeped in 

Christian values of providing a liberal education that nurtures every aspect of  

the individual. These values continue to be our guiding principle. 
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