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要約 

本稿では「中小企業の海外進出・利益拡大を実現するためには決済手段として仮想通貨を導

入することが必要」だと考えられ、その政策着目し分析を進めた。 
 日本の企業の 9 割を超える中小企業は、日本の経済を支える重要な存在である。しかし、今

日の中小企業は、大きな変化の中にいる。本稿では「グローバル化」、「ICT 化」の二つの変

化の中で、更なる発展のために挑戦を求められている中小企業の現状に着目し、その現状を改

善する方法を検証した。 
 中小企業の今後対策を進めていくべき課題として「海外展開の促進」を、また現在直面してい

る主な課題として「新規顧客の獲得」と「コスト削減」を挙げ、これらの解決方法として、近

年注目されている仮想通貨による解決の可能性を探る。また、海外展開を進めていくことは進

出した企業の利益・進出した企業と関わりをもつ国内展開の企業の利益を増加させる可能性が

高いことが、データより明らかになっている。 
 現在、仮想通貨は普及段階にあり、そのシステムは様々な形で使用されている。その中で、

私たちは決済手段として使用することで、課題解決につながるのではないかと考えた。留意点

として、私たちの定義する仮想通貨とは、流通量が世界的に多く、変動は安定しており、投機

目的に使用する人が減少した状態にあるものとする。また、決済手段に使用するツールであ

り、貯蓄は行わないものとして考えている。 
 先ほど挙げた三つの課題に対して有用であるのかを分析したところ、海外展開における為替の

リスクを乗り越えることは結果的に不可能ではあるものの、導入により新規顧客を得た実績

や、仮想通貨へのニーズの高さ、そして送金手数料の安さなどから、仮想通貨の導入は中小企

業の海外進出を促進させる要因になると結論付けた。よって、中小企業の利益を拡大するため

に、仮想通貨を中小企業の決済手段として導入することを政策提言とする。 
 しかし、現在その仮想通貨のシステムは未だ不完全であり、本来あるべき仮想通貨の使われ方

をしていないといえる。私たちの政策提言の土台として、仮想通貨自体の改善と発展は不可欠

である。それに加え、現実世界においても法整備といった形で仮想通貨を受け入れる体制を準

備していくことが必要であり、これらが整うことで私たちの政策は実現可能になるであろう。 
 こういった過程を経て、さらに仮想通貨のシステムが普及していくと、私たちの暮らしの仕組

みは大きく変わっていくかもしれない、と私たちは考えている。 
 
キーワード 仮想通貨 中小企業 海外進出 決済手段 



ISFJ 政策フォーラム 2014 発表論文 

3 

 

 
次目 

 
はじめに 
 
第１章  現状分析・問題意識 
     第１節 （１.1）日本の中小企業 
              第１項  (1.1.1) グローバル化 
              第２項  (1.1.2)  ICT 化 
          第３項  (1.1.3)  中小企業の主な課題と解決方法 
 

第２章  仮想通貨とは 
        第１節  (2.1) 仮想通貨のシステム 

第１項  (2.1.1) 管理と取引方法 
第２項  (2.1.3) ビットコインのメリット 
第３項  (2.1.3) 仮想通貨の現状 

 

第３章  先行研究及び本稿の位置づけ 
第１節 (3.1) 先行研究 
  第１項 (3.1.1) 仮想通貨に対する先行研究 
  第２項 (3.1.2) 中小企業に対する先行研究 
第２節 (3.2 ) 本稿の位置づけ 

 

第４章  理論・分析 
         第１節 (4.1) 分析 
       第１項 (4.1.1) 新規顧客 
       第２項 （4.1.2 為替リスク（短期的な視点から） 
       第３項  (4.1.3) コスト削減 

 

第５章  政策提言 
          第１節 (5.1) 政策提言とそのねらい 
      第２節 (5.2) 政策内容 

第１項 (5.2.1) 仮想通貨決済の導入 
第２項 (5.2.2) 仮想通貨に対する法の整備 
第３項 (5.2.3) 仮想通貨の展望 

 
おわりに 
参考論文・参考文献・データ出典 
  



ISFJ 政策フォーラム 2014 発表論文 

4 

 

はじめに 

20XX 年４月。思えば世の中、随分と様変わりしたものだ。…産業界ではビットコインに

よる初任給は定着していて、娘の会社でも円での受け取りを指定しているのは昭和生まれ

のシニア世代だけだという。いまだにビットコインになれない昭和生まれには困った事態

だが、一方で、娘のような若者にはとても便利な社会になった。 

 これは、日経ビジネス 2014.04.21 のビットコイン特集から引用した、父親視点の近未来

シミュレーションの一部である。この記事では更に、ビットコインの本当の価値は、「世

界のどこへも誰にでも、安い手数料ですぐ送金できること」であると続いていく。果たし

て、こんな未来が訪れる日は来るのだろうか。グローバル化の進む世界で、より一つの大

きなシステムが出来上がっていくのだろうか。新たなシステムの発展の可能性を、私たち

は非常に興味深く感じた。 

 実際私たちの周りを取り巻く環境は、近年早いスピードで変化を続けている。新興国の

発展も進み、特に経済力において日本における世界の立ち位置は大きく変化しつつある。

バブル崩壊後停滞を続ける日本経済の発展のためには、日本の経済活動を支える企業がよ

り発展し、利益を上げていくことが必要であると考える。そういった点で、グローバル社

会に対応し、地位を確立していくことは大きな意味を持つであろう。 

 私たちはこの問題に対し、情報化に伴い増加している様々な利便性のあるツールを使用

できないかと考えた。新しい技術や考えというのは、やはり初めは疑わしいものであり、

批判的に捉えられがちである。しかし、こういった新たな可能性を模索することは、更な

る発展のためには不可欠であると考える。先ほど述べた仮想通貨は、新規性があるのはも

ちろんであるが、今メジャーに扱われているビットコインの取引所である、マウントゴッ

クスの破綻により仮想通貨の話題性のみが一人歩きしているのが日本の現状だ。こういっ

た新たな可能性をイメージのみで否定するのではなく、私たちが実際に証明してくことで、

その可能性を具体化することが私たちの研究の意義であると考えている。 
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第１章 現状分析・問題意識 

第1節 日本の中小企業 
日本において中小企業は大きく存在感を示している。その数は、2012年２月時点におい

て３８５万社にのぼり、日本企業全体の99.7％を占めている。この数値からも、日本の経

済を支える重要な役割を担っていることがわかる。 
このことから日本経済の発展には、中小企業の発展は不可欠であると私たちは考える。

しかし、中小企業を取り巻く環境は大きく変化し、その対応が求められている。以下に、

大きな変化として第1項では「グローバル化」、第2項では「ICT化」の二つを取り上げ、

その可能性・現状を踏まえた上でどのように対応していくべきなのかを考える。また、第

3項では、現在の中小企業の直面する課題について触れていく。 
 

第1項 グローバル化 
（1）海外展開が大きな鍵 

まず一つ目に挙げられるのが、「グローバル化」だ。アジア圏をはじめとする新興国の

発展は、国際市場の規模の拡大を大きく後押ししている。下の図１は地域別実質GDPの推

移を表したものである。（図１ データ出展 中小企業白書2014 より） 

 
これによると、今後国際市場は更に拡大していくと予想され、相対的に日本の位置づけは

小さくなっていくと言える。日本市場にとらわれない事が、今後の発展の大きな鍵であ

る。 
では、実際に海外展開をしている企業は、利益を得ているのだろうか。下の図2は海外

展開を実際に行っている中小企業と、国内展開のみの中小企業の売り上げと採算を表した

データである。 
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これによると、海外展開をしている企業の方が売り上げ・採算ともに増加／改善の割合が

多い事がわかる。また、国内展開のみの企業と比べてみても、上向きな結果が得られた割

合は多い。つまり、海外展開は企業自身にとってプラスの効果が期待できるといえる。 
続いて図３を見てみる。こちらは、国内で事業を行っている中小企業が、海外展開して

いる企業と取引をしている場合と、国内展開のみの企業と取引をしている場合の売り上げ

と採算について表したものである。 
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 これをみてみると、減少／悪化傾向の割合が増加傾向を上回ってはいるものの、海外展

開している企業と関わっている方が売り上げや採算が増加／改善する割合は高い事がわか

る。つまり、海外展開は実際に行う企業のみでなく、関わりを持つ企業にも良い影響を与

える可能性が高いといえる。 
 これらのデータから、中小企業が海外展開を積極的に行っていくことは企業部門全体の

発展につながると言える。海外展開への挑戦が、今後の発展の鍵であるのは間違いない。 
 
(2)海外展開に関する現状 

次に、中小企業の現状をみてみる。下の図４は、実際に海外展開をしている企業の数で

ある。

 
 このグラフによると、海外進出数は年々増えてはいるものの、中小企業の進出率は全体

の2割程度にとどまっていることがわかる。大企業に比べ、その進出率は決して高いとは

いえない。 
また、下の図５は中小企業が重視する経営課題を表したアンケート結果のグラフであ

る。 

2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度

中堅・中小企業 2811 3254 3490 3808 4241 4891 5000 5247

海外現地法人数 14996 15850 16370 16732 17658 18201 18599 19250

0%

20%

40%

60%

80%

100%

図４：日本企業の海外進出の割合

海外現地法人数 中堅・中小企業
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 これをみると、図５からは「海外展開」を課題としてあげる企業は7％程度であり、他

の課題と比べると現状として課題としてはあまり捉えられていないことが伺える。積極的

な海外進出を後押しする声が多いにも関わらず、これほどまでの課題意識の差はどのよう

にして生まれていると考えられるのか。以下に推論を述べる。 
まず一つとして、海外展開が中小企業にとって大きなリスクを抱えていることが考えら

れる。下の図６は、輸出企業の考えるリスクを表している。 

 
 この図からは為替変動をリスクとして捉える企業が多い事がわかる。為替の変動は、他

国と取引をする上では、異なる通貨を使うため避けては通れない。世界で「円」を自国の

通貨として使うのは日本ただ一つである。為替の変動によるリスクというのは、デリバ

ティブを使用する等の軽減方法はあるものの避ける事は不可能である。こういった不可避

のリスクが、海外展開する上での不安材料になっていると考えられる。 
また、もう一つの理由として、コスト面の課題が考えられる。海外展開は、企業にとっ

て新たな試みであり、新しいことを始める、というのはそれだけ余分なコストがかかって

71.00%

60.60%

47.20%

36.90%

35.70%

29.90%

20.80%

20.30%

7.40%

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00%

コストの削減、業務効率化

営業力・販売力の維持・強化

新規顧客の獲得

商品・サービスの高付加価値化

技術力の維持・強化

人材の確保・育成

新商品・新サービスの開発力の維持・強化

財務基盤・資金調達力の維持・改善

海外展開

図５：中小企業の重視する経営課題（複数回答可）

資料：中小企業庁委託「ITの活用に関するアンケート調査」

（2012年11月 三菱UFJリサーチ&コンサルティング（株））より、筆者作成

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00%

為替変動のリスク

経済情勢のリスク

政情不安・自然災害のリスク

知的財産・技術流出のリスク

図6：輸出企業の考えるリスク
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くる、ということである。中小企業にとってコスト削減は売り上げの不足部分の補いとし

て進めている傾向があり、次につなげるための資金確保は、大企業に比べて難しいと考え

られる。 
 
(3)海外展開のために求められる対応 
不安要素となっているリスクを軽減する方法を考え出すことと、海外展開において新た

にかかってくるコスト面を軽減することが必要である。具体的には、為替リスクの軽減

と、海外展開に必要な送金・決済にかかる手数料の軽減などが対策として挙げられる。 
 

第2項  ICT化 
(1)さまざまなサービスやツールの登場 
二つ目の大きな変化として、ICT化に着目する。ICTとは、Information and communication 

technology（IT用語辞典 BINARY引用）の略称であり、現在の情報社会を支えるツールや

サービス全般の事をさす。私たちに身近なものでは、携帯電話の普及等が挙げられるが、

2000年度の携帯電話の普及率は世界平均12.1％であったのに対して、2012年度は89.5％に

まで上昇した。特に日、米、加、欧州以外の地域での伸びはすさまじく、電話契約数の例

をみてみると、その契約数は2000年時2.6億であったのに対し、2012年時では50.5億にのぼ

り、20倍近く増加している。また、多くのものが電子データとしてやりとりされるように

なってきており、私たちのより豊かな生活を支えている。 
こういった様々な技術の進歩により、取引等もインターネット上で行われる事が増え、

データ化されることでそのコストの削減や作業の迅速化が進んでいる。平成２５年度にお

ける日本国内消費者向け電子商取引の市場規模は11.2兆円（前年比17.4％増）にもなり、

また同じく日本国内の企業間電子商取引は、269兆円（前年比2.8％増）と、商取引の電子

化が引き続き進展している。 
これを背景に楽天やAmazon等のEC市場（インターネットなどのネットワークを利用して

決済等を行う取引形態）が拡大を続けており、ビジネスチャンスの拡大と、新たな顧客の

ニーズや競争激化といった新たな課題を生み出している。 
 
(2)ICT化に対する企業の現状 

では、中小企業は積極的にこういった状況に対応を進めているのだろうか。下の図７は

「規模別のITの普及に伴う市場や経営環境の変化の内容」をまとめたものである。（図７ 

データ出展 中小企業白書2014） 



ISFJ 政策フォーラム 2014 発表論文 

10 

 

 
 これを見ると、大企業は様々な変化を意識していることが、各項目の割合の高さから伺

える。一方で企業の規模が小さいほど特定の変化は無いと答える割合は高く、変化に十分

対応できていない可能性がある。しかし、このITの発展が企業の経営環境を大きく変えて

いるのは事実であり、中小企業も新たなニーズや競争の激化に挑戦していく事が必要であ

る。これを乗り越え、情報化の進展によるビジネスチャンスを手にするために、未だ大き

い大企業と中小企業間の情報格差を無くしていくことが求められる。 
 
(3)ICT技術への対応 

これらの中小企業の現状に加えて先程も述べたように、近年のIT技術の発展は目覚まし

い。様々なシステムがネット上に現れ、多くの人々に利用されている。こういった技術を

避けるのではなく、理解を深めて積極的に取り入れていくことが必要であると考える。 
そこで私たちが着目したのが、 近話題になっている仮想通貨である。私たちは、 
このシステムが今後の経済成長に何か影響を与える可能性を感じている。 
仮想通貨として初めに登場したビットコインは、画期的なシステムであると評価する専

門家も多くいるが、その一方で信用性の低さから懐疑的な見方も多い。現在は普及段階に

あり、その使い方は投機の対象であったり、決済手段、もしくは貯蓄手段としてなど多岐

にわたり、その存在感は日々増している。 
 ビットコインに関しての統計としては、世界中に７５カ所にのぼる取引所があり、世界

各国の通貨と交換する事も可能となっていることが明らかになっている。これは、ICT
化、そしてEC市場の拡大が進む近年で、注目すべき新たなシステムである事を表す数字で

あるといえる。 
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第3項  中小企業の主な課題と解決の重要性 
 図5で表した中小企業の経営課題において、割合の高かったものとして、「コストの削

減・業務効率化」と「新規顧客の獲得」が挙がっている。この二つについて、現状を以下

に述べる。 
 
⑴「コストの削減・業務効率化」について 

コスト面に関して、中小企業はかなり厳しい状態にあるといえる。「中小企業の競争力

と経営課題」（平成２４年９月 一般財団法人 商工総合研究所）より、「競争力を維

持・強化していく為の方策」についてアンケートをとったところ、「財務体質の改善」を

挙げた企業は41.6％にのぼり、これは「人材の確保・育成」の79.9％に次ぎ、２番目に多

く挙げられた方策であった。  また、企業間の競争に関してのアンケートをとったとこ

ろ、「きわめて競争が厳しい」と回答した企業は45.5％であり、「やや競争が厳しい」と

回答した企業は41.9％であった。つまり、全体の９割近い企業が、「競争が厳しい」と感

じている事がわかる。中小企業は大企業に比べ、その事業規模は劣るため、大きくお金を

動かしていく事はなかなかに難しい。そのため、できるだけコストを削減することは、経

営を続けていく上で、もしくは何か新たな試みを始める上で大きな影響を与える。このよ

うなことから、コストの削減は中小企業にとって大きな課題であり、改善することは大き

な意味を持つといえる。 
 
⑵「新規顧客の獲得」について 

中小企業の顧客獲得に関するデータが３つある。まず、下の図７は「中小企業の顧客開

拓の状況」を表すデータである. 

 
 
 
これを見ると、中小企業の７割以上が既存顧客の維持に重きを置いており、新たな顧客の

獲得にあまり積極的では無い事が伺える。中小企業にとって、既存の顧客を維持する事の

方が、メリットがあると考えられていることがわかる。その理由として、図８のグラフの

「新規顧客開拓が取引に結びつく割合」をみてほしい。 



ISFJ 政策フォーラム 2014 発表論文 

12 

 

 
 グラフからわかるように、半数近くが20％未満しか取引が成立しておらず、50％に満た

ない企業は８割近く存在していないという非常に厳しい状況がわかる。大企業のように大

胆なブランディングや、幅広い事業展開は難しいため、新規顧客を獲得することは簡単な

事ではなく、結果として既存の顧客に頼る傾向にあると考えられる。 
 しかし、その顧客を維持する事は容易であると言えるのだろうか。下の図９は「５年間

で維持できる顧客数の割合」を表している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
５年間で維持できる顧客数の割合が９０％を越える企業は、36.4％にすぎない。企業の

利益を維持していく為には、やはり既存の顧客のみに焦点を当てるのではなく、積極的に

新たな顧客を取り込むことは必要な要素であるといえる。 
 
 以上をふまえて、グローバル化、ICT化という二つの大きな動きの中、日本の中小企業

がより成長していけるような環境を作っていく事が不可欠である。これらの変化への対応

と、今企業自身が意識している課題を解決することで、中小企業は今後発展していくこと

が出来ると考える。 
 
 



ISFJ 政策フォーラム 2014 発表論文 

13 

 

第２章 仮想通貨とは 

 本章では第１章にて述べた、私たちが注目する仮想通貨のシステムと現状について説明

していく。さらにここでは、近年一番普及が進んでいる仮想通貨であるビットコインを例

にとって論じていくこととする。 
  

第１節 仮想通貨のシステム 
 そもそもビットコインとはネットワーク上に存在する仮想通貨であるが、現在運用され

ているシステムは、開発者の論文を読んだ市井の技術者がそれぞれ開発したもので、どこ

かの組織や企業が管理して作り出したものではない。その為利益を得ようとする組織がお

らず、取引のコストは小さいのが特徴である。また、交換レートは固定されていない為、

ドルとの円相場や株価が日々変動するのと同様に、取引状況によって変動している。 

 
第１項 管理と取引方法 
 銀行は中央銀行といった中央機関が存在するが、ビットコインは１対１で取引を行う。

ビットコインの管理システムは、一言で表すと、P２P（person to person）システムであ

る。これは集中管理するサーバーがなく、利用者のコンピュータをデータが渡っていくよ

うなかたちで構成されるネットワークのことである。網状にネットワークが構成され、

ネットワークとしての機能を「網全体で維持する」仕組みが P２P 型である。ビットコイ

ンの場合、ウォレット（銀行のオンライン口座のようなもの）ごとに特定の文字列が生成

される。これは一つひとつバラバラで、同じものがない。ビットコイン・ネットワークで

送金する際の目印になるもので、メールアドレスや預金の口座番号のようなものである。

そして「ビットコインアドレス・A からビットコインアドレス・B へ、何 BTC（ビットコ

インの通貨単位）送る」と指定するだけで送金が行える。P２Pシステムはこの情報を回覧

板のように伝えていく仕組みとなっており、これによって管理コストを利用者全員に薄く

広く負担させている。また、どこかの企業が集中的に管理コストを負担しているわけでは

無い為、そこに発生する費用を請求する企業はない。これがビットコインの決済にかかる

コストがクレジットカードなどより劇的に小さくなる理由である。 
 この P２P システムにとって重要なのは「いかに信頼性を確保するのか」ということで

ある。ビットコインのデータは「ブロック」というまとまりで管理されている。ブロック

の情報は、P２Pネットワークを介し、ビットコインを利用している人に拡散されていく。

先ほど述べた、「ビットコインアドレス・A がビットコインアドレス・B に何 BTC 送っ

た」という情報が、より短い記述で判別できる特別なコードに書き換えられて、蓄積され

るのである。ここで問題となるのが、情報の正確さである。ここで、「ブロックの正しさ

を保証し続ける」仕組みが「マイニング」なのである。つまり、ビットコインをハッカー

達がネット上の暗号解読を行いビットコインを手に入れる「採掘」により未認証のブロッ

クを承認させ、それがどんどん繋がりブロックチェーンになる。長いチェーンがつながっ

ていればそれだけ正しい演算が続けられた、という証になるのである。そしてこのネット

ワークを維持させる為のインセンティブとなっているのが、「採掘」によるビットコイン

の報酬なのである。また、管理者や取引の中間機関が無いのにわずかな手数料はどこへ消

えるのかというと、再び新規ブロックに埋め込まれて循環していくのである。それ故、採

掘者がいなくなるという懸念はない。 
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第２項 ビットコインのメリット 
 一番の大きなメリットは、やはり「決済にかかるコストが非常に小さい」という事だ。

以下の国内決済の手数料を見ると、海外決済に比べて圧倒的に安い。その国の全ての銀行

が中央銀行に預金口座を持っていれば、それを使って異なる銀行間での決済が可能であり、

そのコストは安くなるからである。一方国際決済の場合は、国内決済で中央銀行が果たし

ている役割を果たす公的機関が存在しない。それ故アメリカの大手銀行などがその役割を

担うことが多いのだが、公的機関の代わりに民間銀行を使うことは、その分コストがとて

も高くなるのはやむを得ないことである。 
金融機関 国内への振込手数料 海外への振込手数料 

ゆうちょ銀行 210 円以上 2500 円以上 

三菱東京 UFJ 105 円以上 3000 円以上 

楽天銀行 160 円以上 1750 円以上 

シティバンク 160 円以上 2000 円以上 

ビットコイン 5 円から 10 円程度 5 円から 10 円程度 

 
 上記の表から分かるように、ビットコインは海外送金の際に圧倒的に有利であると言え

る。 

 

第２節 仮想通貨の現状 
 前節の第２項で述べたように、仮想通貨のシステムはいくつかのメリットを持っている

のは事実であるが、現状としてこのビットコインは不完全な存在であり、本来あるべき使

われ方をしていないといえる。例として、マネーロンダリング問題や税金問題が挙げられ

る。上述したメリットを利用して、テロ組織の送金や麻薬組織の資金洗浄などに使用され

る恐れがあるのだ。政府は中間的に発表を行なうなど声明を発表しているが、まだまだ法

律の面などで改善しなければならない部分が多くある。また、中央政府が関わっていない

システムなので、仮想通貨取引をしっかりと監視できるシステムを確立していかない限り、

この不安定な状況は続き、メリットを活かしていくことは難しくなってしまうと考えられ

る。 
 また、ビットコインは利益を得るために投資として利用されている部分が多く、値段の

相場変動が激しい。これは決済手段などの本来の通貨機能の一部として利用されるには適

していない状態にあるといえる。これは、ビットコインの信用を失うことにもつながって

しまっている。また、もともとハッカーなどを対象に創作されたモノなので、システムが

非常に複雑であったり、ゲーム感覚で維持されているシステムであったりと、通貨のよう

に使うことが懸念される要素を抱えている。このように問題点を抱えた状態でのこれ以上

の発展は難しいだろう。この問題に対応できる仮想通貨の誕生が望まれる。 
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第３章 先行研究及び本稿の位置づけ 

第１節 先行研究 
 現時点において、仮想通貨と中小企業の二つを組み合わせた論文や書籍は存在しなかっ

た。仮想通貨やビットコインは近年になって着目され始め、新規性が高く、日本において

それほど多くの研究がなされていないのが現状である。そのため、私たちは仮想通貨に関

する論文、書籍と中小企業に関する論文をそれぞれ研究した。それらを比較することに

よって、仮想通貨の導入方法や中小企業の克服すべき問題に関して理解を深めた。本稿は

以下の論文を参考にしている。 
 

第１項 仮想通貨に関する先行研究 
 仮想通貨が登場したのはつい４年ほど前の話であり、日本で話題になり始めたのはごく

近のことである。仮想通貨として普及が進んでいるビットコインについては、どのよう

に存在するべきなのか様々な分析がある。 
 
●通貨としての発展は難しい 
 公益財団法人国際通貨研究所の佐久間浩司の論文「ビットコインの仕組みと課題」では、

ビットコインは株、証券化商品、金不動産などの投資の対象となるあらゆるものと同じで

あると述べている。ビットコインなどの仮想通貨は誕生してからそう時間が経っていない

事や、その他の通貨と比べた時の流通量の圧倒的な少なさという点を踏まえると、投機と

して使用されるのは当然のことである。とはいうものの、投機などは、どのような通貨で

も誕生したばかりであれば同じ行程をたどると示唆しているため、一概に貨幣としての可

能性は否定していない。しかし、やはりビットコインの今後の使用方法としては、資本取

引の自由な国では使われても良いが、通貨として普及することは難しいとみている。 
 
●国際決済として普及する可能性 
 吉本佳生、西田宗千佳 著の『暗号が通貨になる「ビットコイン」のからくり』では、

国際決済の機能として現在、国際通貨の役割はドルが担っており、日本の企業はドル建て

による取引が多く、為替のリスクや通貨変換の手数料などが負担となっていると述べてい

る。これを乗り越える方法として、ビットコインが世界通貨として機能することを挙げて

いる。既存の通貨の代わりに仮想通貨がさらに取引されるようになれば、市場に厚みがで

きて変動幅はもっと小さくなるであろうし、またビットコインを含む暗号通貨の取引市場

が成長・発展すれば、為替レート変動のボラティリティはおそらく新興国通貨の為替レー

トのボラティリティと同程度か、それ以下になるだろうと予想している。ビットコインの

価値がどんどん認められて使われるようになれば、ビットコイン経由の国際決済は飛躍的

に増える可能性がある、と結論づけている。 
●現実の銀行システムとの共存は難しい 
 EUROPEAN CENTRAL BANKの「Virtual currency schemes」では、中央銀行にとって

の仮想通貨の適合性について述べており、中央銀行の役割である決済システム・規

制・金融の安定・金融政策・価格安定に対してどのような影響を与えるのかを分析し

ている。各項目に対する結論としては、やはり普及が進むにつれて仮想通貨の与える

影響は大きくなると懸念している。銀行などの後ろ盾のない架空の存在であるため、

信用が得られていないのが大きなネックになっていると述べている。決済手段として

は、必要な要素を満たしてないことから、普及は現段階においては難しいと結論付け

ている。 
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第２項 日本の中小企業に関する先行研究 
 中小企業庁による「中小企業白書 2014 年度版」では、中小企業の問題点を多角的な視

点から考えている。近年の中小企業の売り上げは順調に回復傾向にあるものの、中小企業

が今後更に発展を続けていく為には新たな需要創造が必須であると述べている。そのため

には起業、事業継承、海外進出、新しい潮流などのキーワードにそった新たな動きが必要

である。中でもグローバル化に対応し、海外展開を進めていくことは大きな課題であり、

そのための民間のサポートなどが求められている。 
 
  

第２節 本稿の位置づけ 
 以上の先行研究から本稿では、中小企業の課題に対し、新たなアプローチ方法として仮

想通貨を導入することを試みる。仮想通貨を利用することによる課題解決は独自の試みで

あり、論文としても新規性を帯びたものになると考える。中小企業という具体的な対象を

絞る事で、より具体的な導入方法を示す事ができ、且つ日本経済に密接した課題解決に役

立てることが出来ると考えた。 
 しかし、上記の先行研究からわかるように、先行研究として取り上げられている仮想通

貨は、多くが今 も普及している仮想通貨であるビットコインについての研究である。こ

れは現状の使われ方を見ると導入を実現していくことは難しいとする見方が多い。そこで

私たちは本稿において、ビットコインのシステムのみを参考にし、私たちの定義する仮想

通貨とは、流通量が世界的に多く、変動は安定しており、投機目的に使用する人が減少し

た状態にあるものとする。また、決済手段に使用するツールであり、貯蓄は行わないもの

として考える。 
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第４章 理論・分析 

 

第１節 分析 
 私たちは、現状分析での中小企業の抱えている課題やリスクの改善を目指すために、決

済手段として仮想通貨の導入をすることでどのような効果が得られるか分析を行う。中小

企業の海外進出のための主な課題としては、 
 
① 新規顧客の獲得 
② 為替変動リスク 
③ コスト削減・業務効率化 
の三つが挙げられる。以下にその理論やデータの分析を述べていく。 

 
第１項 新規顧客の獲得について 
まず初めに、実際にビットコインを導入した企業の例を挙げていく。 
アメリカの大手ディスカウントインターネット通販事業者 Overstock.com が 2014 年 1

月 11 日にビットコインの決済機能を導入した。Overstock.com とは、有名ブランドの商品

を格安で販売することでも知られており、メーカーの高品質な過剰在庫や処分品を Web
ベースのアウトレット・モールやオークション・サービスを通じて消費者に提供している

企業である。ビットコイン導入 1 日で、ビットコイン決済での新規受注は、840 件、合計

注文額は、13 万ドル（約 1,300 万円）となり、ほぼ全てが新規顧客であった。さらに

Overstock.com は、2014 年 3 月 4 日に、ビットコインでの決済を 1 月に開始してから 100
万ドル（約 1 億円）の流通高を突破したと発表した。同社の CEO であるパトリック・ブ

リン氏は、想定していたよりも早いペースでビットコイン経由の受注が伸びていると、

語っている。 
また、2014 年度のビットコイン経由の売上高は、1,000 万ドル（約 10 億円）〜1,500 万

ドル（約 15 億円）を見込まれている。ビットコイン経由の流通は、同社の年間売上高 13
億ドル（約 1,300 億円）の 1％前後に相当する。わずか 1%前後だが、電子商取引では、粗

利率が低いため、たった 1%前後であったとしても決済手数料がクレジットカードなどと

比べ低いビットコインの流通が与えるインパクトは、決して小さくないだろう。それに加

え、ビットコイン経由で決済をした 4300 人の顧客の内、6 割は新規顧客であった。 
ビットコインを決済手段として本格導入するのは、電子商取引では、Overstock.com が

初めてだが、今後、決済手段として広まっていく中でビットコインでの決済比率も増加し

ていくと考えられる。このことから、決済手段として仮想通貨を導入することは、新規顧

客の獲得において非常に有益であるということが確認できた。 
 次に、ビットコインのニーズについて論じる。下記のグラフは、ビットコインのニュー

スサイトであるコインデスクが、2014 年 7 月 10 日にロンドンのコインサミットで発表さ

れたビットコインに関する 新資料を公開したものである。 
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 ベンチャーキャピタルによるビットコインへの総投資額は、2014 年度現時点まで 2.845
億ドルに達しており、既に 2013 年度通期の 8,780 万ドルの 3 倍以上に達している。イン

ターネットがまだまだ導入期にあった 1995 年にベンチャーキャピタルが、インターネッ

ト関連企業に投資した金額は、2.501 億ドルだったので、それ以上の金額が、現在のビッ

トコイン関連企業へ投下されていることになる。その後、インターネット企業が、急成長

していったようにこれから数年後には、ビットコイン関連企業が急成長していくことは、

十分考えられる。 
また、下記の図から分かるように、ビットコインを利用する上で「財布」となるウォ

レットの数は、2013 年 6 月には、765,039 点だったものが、2014 年 6 月には、5,327,688
点へと約 7 倍になっている。 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
  
さらに、下記の図では、今後もウォレットの数は、順調に伸びていくことが予想されてい

る。コインデスクによれば、2014 年 12 月には、800 万ウォレットに達する見通しである

のだ。 



ISFJ 政策フォーラム 2014 発表論文 

19 

 

 
 
ビットコインを決済手段として導入しているマーチャントの数は、2013 年 6 月には、統

計すらない状態だったのが、2014 年 6 月には、6.3 万ショップとなっており、2014 年 12
月までに 10 万ショップに達する見通しだ。 

利用者の数もマーチャントの数も順調に伸びていて、VC による投資資金もどんどん拡

大している状況なので、ビットコインのエコシステムが整う日もそう遠くないかもしれな

い。 
 
1995 年には、インターネットで買い物をすることは考えられないことだったが、10 年

後の2005年には、電子商取引で買い物をするのは、「当たり前」になっていたようにビッ

トコイン及び仮想通貨を決済に利用するのは、今では、考えられないことでも 2024 年に

は、「当たり前」になっているかもしれない。さらに、TED.com の Paul Kemp-Robertson
の発表によると、25 歳から 34 歳のアメリカ人の 45％が仮想通貨の使用に対して意欲的である

というデータも出ている。 
 

 
  
以上のデータから、ビットコインへの需要は年々上昇傾向にあり、世界的に見ると、
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ビットコイン決済を行うことのできる企業も増加してきている。その例として、ここ

1 年で米国大手コンピューター企業デル、米国衛星放送大手のディッシュ・ネット

ワーク、米国オンライン旅行大手のエクスペディアなど、ビットコインでの支払いを

受け入れると表明する企業が相次いでいる。つまり、ビットコイン（仮想通貨）への

信頼度も上がってきている証拠であり、日本の中小企業にこのような仮想通貨を決済

手段として導入することによって、新規顧客の獲得につながると考えられる。 

 
第２項 為替変動リスク 
 中小企業の利益を向上させるために、海外展開を進めることは必要不可欠であるが、そ

こで課題となるのが為替変動リスクである。 
 為替変動リスクとは、円と外国の為替相場の変動により、外貨建て資産の価値が変動す

る可能性のことをいう。投資の世界において、リスクとは、値上がり・値下がりを含めて

どうなるかわからない（不確実）ということを意味する。基本的に、為替は需要（買いた

い人）と供給（売りたい人）のバランスで価格が変動する。 
 決済通貨を外貨建てにした際にこの為替変動リスクが生じるが、ここで決済方法を見て

みると下図のように様々な種類がある。 

 
 一般的に用いられているのは①銀行での電信送金（T/T 送金）②信用状（L/C 決済）の

２つである。  
 電信送金（T/T 送金）は銀行を通して送金を受ける方法である。海外口座と日本口座間

の送金では、送金を受ける側も銀行手数料が差引かれ指定口座に入金される。 
 信用状（L/C 決済）は国際商業会議所（ICC）制定の信用状統一規則に準拠した信用状

（Letter of Credit：L/C）を使用した決済方法であり、L/C を利用する場合でも銀行手数

料が発生する。 
このように様々な決済方法があるが、いずれにしても外貨建てで決済すると、為替相場の

変動により契約時の採算が確保できなくなるリスクが生じてしまう。 
 一方、私たちが推奨するビットコインを決済通貨として用いて海外取引の決済を行うと

する。ビットコインの取引は、 
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① 自分専用の財布（アドレス）を用意する。 
② 現金とビットコインの交換所に登録する。 
③ 交換所に現金を入金する。 
④ ビットコインの買い注文を出す。 
⑤ ビットコイン交換所から自分の財布に送金する。 
 という流れが一般的で、入手方法は比較的容易である。そのビットコインでの決済の大

き特徴は、両取引者がビットコインという同一通貨を保持している点である。同一通貨で

決済を行うことができるため、これまで現金を海外に送金する際に行っていた両替をする

必要がなくなる。結果として為替変動リスクについても回避することができると考えられ

る。 
 しかしビットコインで決済する場合、決済をする段階はビットコインでやり取りすれば

良いが、収支報告や社員に支払う賃金、その他の経費などはやはり自国の通貨である円を

用いる。こういった意味で、ビットコインを決済手段として用い、その後保持するという

のは難しい。 終的には円に両替する必要があり、ビットコインとドルと円は連動してい

るので、結局為替変動リスクが生じてしまうことになる。 
 ビットコインを決済手段として短期的に用いることは、同一通貨での決済になる為、決

済を行う段階ではリスクを回避できるが、その後会社がビットコインのままで保持すると

いうのは現実的に難しく、円に両替しなければいけないので、結果的にはリスクを解消で

きないことが分かった。 
 

第３項 コスト削減について 
 続いて、ビットコインによるコスト削減、業務効率化について分析する。今日の日本の

中小企業の多くは、経営課題の１つとしてコスト削減、業務効率化の課題を抱えている。

ここでは、決済手段として仮想通貨を導入することによるコスト削減・業務の効率化につ

いて分析を行う。まず初めに、海外送金の仕組みについて説明する。 

 
 

 
 
このように、海外送金では、送金を行う銀行（日本）に払う手数料と中継または受取る

銀行（海外）への手数料の二種類が存在する。また、その日の為替レートや銀行の外貨

レート（TTS）によって、受け取る金額に変化が出てくる。つまり、日本の中小企業が海

外送金を行う際には、送金手数料+為替レート（銀行外貨レート）＋受取り手数料をコス

トとして負担することになる。 
 次に、具体的な海外送金にかかる手数料の額を見ていく。下記の表は、円建てで海外に

送金する際にかかる手数料である。上から順番に米ドル、ユーロ、豪ドルの比較について

である。 
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米ドル手数料 

 
 

ユーロ手数料 

 
 

豪ドル手数料 

 
 さらに、受取り手数料として 1500 円ほどかかってしまう。 
 
 次に、現在ある決済手段のなかで も手数料が安いクレジットカードとビットコイン手

数料の比較を行なっていく。 
 図１はクレジットカードの手数料比率を表記したものである。クレジットカード会社が

設定している円ドルレートと実際円ドルレートに差が発生しており、その差額をクレジッ

トカード会社が手数料として受け取る仕組みとなっている。この数値は、VISA インター

ナショナル採用値と外国為替市場の終値の差を終値で割ることで算出している。 
（図１） 

  
 図２はビットコインの手数料を表記したものである。手数料は無料でも送ることができ

るが、その場合は承認に２４時間ほどかかる。１/1000BTC（ 低手数料）を支払えば、

承認時間が短縮される。通常は、１/1000BTC で大丈夫だが、データ料が多い場合は足り

ない場合もある。ビットコインの手数料は、金額の大きさではなく、トランザクションの

データ量に応じるというのが特徴である。この数値は、1 ビットコイン辺りの値段を元に

1/1000 ビットコインの値段を算出し、その値段を 10 万円、100 万円でそれぞれ割ること

で、10 万円、100 万円の何％に相当するかを算出している。 
（図２） 
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 下記図は図１、２の表をまとめたものである。 

 
  
これらの表を見て分かるように、クレジットカードの手数料よりもビットコインの手数料

の方が圧倒的に安くなる。また、先ほど述べた銀行を仲介した海外送金と比べてもビット

コインが有利であることは言うまでもない。 
 以上のことから、ビットコインは中小企業のコスト削減を実現させることができると

考える。 

第４項 分析から導けたもの 
  

この章では、決済手段として仮想通貨（分析ではビットコインを用いている）の導入を

行なった際に、日本の中小企業にどのような効果をもたらすのかを分析してきた。その結

果以下のポイントを導くことができた。 
・ ビットコインに対する需要は高まりつつあり、ビットコイン導入によって効果を期待

できる環境が整っている。また、導入した企業が新規顧客獲得に成功した事例もある。 
  

・ ビットコインを導入しても、為替変動のリスクは回避できないものの、為替変動のリ

スクは今までの円ドルなどの取引（ビットコインを導入していない状態）とそのリス

クの大きさは変わらないため、現状維持の状態である。 
 

・ ビットコインを導入すれば、これまでの銀行やクレジットカード会社に比べて、海外

送金手数料、為替手数料共に圧倒的に安くなる。 
 以上のことから、決済手段として仮想通貨を導入することは、中小企業にとってプ

ラスの効果を持っている。 
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第４章 政策提言 

第１節 政策提言とそのねらい 

 上述の日本の中小企業における現状、課題を踏まえ、中小企業の抱える問題を解決

し、 終的に収益の増加を促進させることにつなげたいと考えている。この政策提言では

分析結果を参考にした政策の提言はもちろんであるが、その実現のために必要となってく

る政策に関しても提言を行い、実現の可能性をより具体的に示していく。 

 私たちは分析の章において「新規顧客獲得について」「為替変動について」「コスト削

減について」の三つに関しての分析を行なった。これにより私たちは第一の提言として、 
 
「仮想通貨を中小企業の決済手段として導入するべき」だと主張する。 
 
 また、仮想通貨は現状として不完全な存在であり、導入するためには発展が必要である。

一方でそれを受け入れる環境も日本社会においては未だ整っていないことから、 

第二の提言として「仮想通貨を安心して使えるように法の整備や企業同士の協力体制をす

すめていく」ことと、 

第三の提言として「より中小企業が使い易く、安心な仮想通貨を創り出す」ことを主張し

ていく。 

 以上３つを本稿における私たちの政策提言と位置付け、以下にどのような政策であるの

かを述べていく。 

第２節 政策内容 

第１項  仮想通貨決済の導入 

  新たな決済手段が登場するまでの間、それぞれの自国の通貨と併用して、仮想通貨は

決済手段のみとして使用され続けると考える。実際に「理論、分析」のパートで仮想通貨

の実用性と効果を示しているが、それらは国外企業が多くを占めている。日本人の特徴で

ある、確信がないと使用しない慎重さは、世界の先進国の国々と比較すると、一歩で遅れ

る傾向にある。実際に仮想通貨に対しての関心や国としての取り組みも今日では遅れてい

るといっても過言ではない。 

決済手段の歴史を振り返ると、技術・情報社会の発展に伴い、様々な形態に変化して

いった。今後、日本の中小企業が積極的に仮想通貨を決済手段として導入する事により、

日本社会に普及していくと考えられる。また、仮想通貨は携帯やパソコンさえあれば全て

の企業から個人まで使用可能である。その点、現存するクレジットカードや現金等とは大

きく異なる。さらに、導入費用、決済機能から手数料に対する企業間の負担は大幅に解決

することが出来る。よって中小企業は多くのメリットが導入によって得られるといえる。 
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 また、ビットコインを受け入れている企業は、日本ではわずか26社である。分析より、

海外で実際に仮想通貨で取引を行っている大手企業のデータを参照すると顧客増大も見込

めることがわかっている。よって、日本の中小企業にも決済手段として仮想通貨を導入す

る事により、顧客増加という結果が生まれ、それが後に中小企業の利益拡大へと結びつく

のである。 

 

第２項 仮想通貨に対する法の整備 

 政策提言を行なってきた中で、現在あるビットコインという仮想通貨を導入するのは非

常に不安定でリスクがあると考える。その中で、私たちが分析してきたメリットを持ちつ

つ、法律に関してしっかりと整備され、利用に関して複雑でない制度として確立された新

たな仮想通貨の誕生が必要であると考えている。 

 この項では、決済を導入した後に必要な法制度について述べる。中小企業決済の仮

想通貨導入に際しては、法律が制限していたり、政府の承認がなくグレーな存在であ

り続けてしまうと、今後の発展はあり得ないであろう。しかし、政府も不正や法律の

穴を抜けられては困ることは間違いない。よって更なる発展のために的確な法整備が

必要であるといえる。法整備にあたり、重要事項として日本デジタルマネー協会は以

下のものをあげている。 

１.反社会的な取引から得られた収益の素性隠し（マネーロンダリング）対策  

2.顧客資産の保護対策 
 
同協会は上記２点に具体的に関わる現状の日本の法律として、「資金決済法」、「外為

法」、「犯罪収益移転防止法」および「税金に関するもの」の四つを挙げている。また、

ここでは現在 も注目されている仮想通貨（ビットコイン）に関連する法律を論じてい

く。 

①資金決済法とビットコイン 
ビットコインを扱う取引所や決済として利用する中小企業は、資産の預かりを行い、ま

た決済支援を行うと考えられる。そのため本法律で課されるような、信用リスク対策とし

ての資産の供託や、大口決済の制限がどの程度になるかも重要である。また、顧客資産保

護を的確に行っていくことが今後のキーポイントとなる。また、ビットコインの取引形態

では、個人や企業間で取引を行う場合、現状の法律においては資金決済法の対象範囲から

外れる。そうなると、ビットコインは、以下の点で資金決済法で特定されている「支払い

手段」と大きく異なる。 
 
1. 発行者が不明（不特定多数によるマイニングの結果であり、存在しないと言える） 
2. 価値を裏付けるものが何もない 
3. 一度発行されたコインが市場に存在し続け、流通し続ける 
4. 顧客（使用者）側が、自発的に「信用」して使い始めたものである。 
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資金決済法は、裏付けもなく疑似通貨が発行されると、顧客（使用者）が保護できない

ため、「発行者」に焦点を当てて規制をしようという発想で作られているという。よって、

資金決済法の想定する前提条件とズレが起きている。 
資金決済法においては、対象範囲を広げ、仮想通貨も含めるべきである。 
 

②外為法・犯罪収益移転防止法とビットコイン 
ビットコインの大きなメリットとして海外との決済取引がほぼ無料でできる点がある。

外為法は外国との送金に関連する法律であり、日本と外国との間における違法な「資金の

移動」や「物・サービスの移動」等の対外取引を取り締まる法律である。また、犯罪収益

移転防止法は、金融機関だけでなく、貴金属取扱業者など幅広い事業者が対象となるもの

である。これらは、マネーロンダリング対策の法律である。マネーロンダリングについて

は国際的にも高いレベルで問題視されているため、日本国内での対応に加えて、国際的な

レベルで仮想通貨取引の監視を行っていかなければならない。 

ビットコインの取引はP2P形式で行われるため、テロリストや危険な団体などへの国際

的な送金が非常に簡単に行えてしまう。また、日本デジタルマネー協会は中間事業者を介

さない違法取引を特定していけるような仕組みをビットコインコミュニティが自発的に用

意できなければ、P2P形式で取引が可能な機能の開発自体が違法となるようなこと（実質

的なビットコイン取引自体の違法化）も想定されるとしている。これに対して政府は、業

界団体が定めるガイドラインなどを通じて犯罪防止の枠組みを作ることを目標とし、具体

的には、交換所を開設する際は業界団体に届け出すること、ユーザーが口座を開設する際

には身分証などでの本人確認を行うこと、犯罪捜査など法令に基づく情報開示に迅速に協

力することを義務付けることとすると発表した。 

よって、決済手段として導入した企業が組合や協会を作り、お互いに監視し合っていく

べきである。これによって不正を防ぐことができ、信用性や普及度も上昇すると考える。

犯罪に利用するのではなく、正規の方法で事業効率化を促進するためのみに利用できる環

境を整えることが必要であり、導入企業が適切に使用し、国際的な枠組みで協力しあうこ

とで、違法な事業者を排除していけば、仮想通貨の流通は可能である。 

③税金とビットコイン  
 仮想通貨は実態を税務当局側が把握し難いため、税金面での取り扱いも大きな論点にな

ると日本デジタルマネー協会は述べている。隠されたかたちでビットコインの資産の蓄

積・移動が行われると、税務当局が補足することは困難であるからだ。ただし、ビットコ

インは通貨ではなく、単なる「モノ」として扱われる場合は「モノ」としてのビットコイ

ンから「円」などの現実通貨に転換された時点で課税すればよい。 
 
 また、政府の仮想通貨に対する中間発表によると、ビットコインの価値の移動である価

値記録は消費税の課税対象とした。例として、ビットコインの場合は「ビットコインを購

入する」「ビットコインで商品を購入する」「ビットコインで他の仮想通貨を購入する」

といったいずれのケースについても、消費税を課税するという。そして、ビットコインの

値上がりに伴う売却益（キャピタルゲイン）にも課税するという発表を行なった。二重課

税を防ぐため仕入税額控除を適用できるようにするが、具体的な制度設計については触れ

ていない。 
 このことから、仮想通貨はモノとしての課税方法を適用することが好ましいとし、その
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ためにも、取引所や両替所などの規制管理をしっかりと行い、個人や企業間でも価値の移

動記録を明確に残す必要がある。それを実行することができれば、この問題には対応でき

ると考える。 
 

第３項 仮想通貨の展望 
 
 現在普及が進んでいるビットコインでは、先行研究などから分かるように、導入するに

は不完全な部分が多くある。導入する為の条件として、私たちが定義付けした①流通量が

世界的に多く変動は安定している②投機目的に使用する人が減少した状態にある③決済手

段に使用するツールであり、貯蓄は行わない の３点を満たす通貨であるべきだ。また、

上記で述べたような様々な法律に対応できる仮想通貨を創りだすことが必要不可欠である。 
 
 本論文で述べてきたように、仮想通貨はまだまだ謎の多いシステムであり、どのように

使われていくのか先が予想できないモノでもある。しかし、メリットや導入の効果が認め

られれば、そのニーズは高まり、より導入への準備が整うといえよう。日本の特色ともい

える「中小企業」が仮想通貨による決済を導入し、しっかりとした企業同士の管理体制の

形成、さらに価値の移動記録を明確にしていくという政策をとるという形で世界に日本の

先進力をアピールすることができる。これにより、中小企業の底上げを実現し、日本の経

済を活発にさせる手段となる。 
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おわりに  

  
 私たちの論文では、仮想通貨を決済手段として導入するという政策提言を行ってきたが、

これは今後さらに仮想通貨が世の中に発展していくための初期段階の政策に過ぎないと考

えている。「はじめに」で述べたような世界も中長期的に見てみると実現可能なことのよ

うに感じられる。仮想通貨のメリットがもっと世の中の人々に理解され、利用されるよう

になれば、決済手段として使われるだけではなく、自分の財産を守るために、政府の金融

政策の影響を受けない仮想通貨で保持しようとする者も現れるだろう。さらに、日本にお

いては、政府がインフレ率 2％を目指しているため、中長期的に考えると企業も円で資産

を保持するのではなく、仮想通貨で保持した方が有利になるのだ。 
 現在、企業が仮想通貨で国に決算報告を行うことはできないが、仮想通貨を保持・使用

する企業が増えれば増えるほど、政府もそれを認めざるを得ない状況になっていくだろう。

1974 年にノーベル経済学賞を受賞したフリードリヒ・ハイエクの「貨幣発行自由化論」に

も、そもそも通貨とは政府が保証したから通貨になったのではなく、価値の交換・貯蔵手

段として多くの人々が認めたものが通貨になったと表記されている。それが石でも、紙幣

でも、仮想通貨であっても。仮想通貨を多くの人々が受け入れるようになり、交換に使わ

れれば、政府が保証していなくても、それはまぎれもなく通貨の機能を果たすこととなり、

仮想通貨を受け入れる人がいる限り、それは価値を持つものとなる。それが貨幣の本質だ。

多くの人々が通貨と認識して受け入れるようになれば、それは通貨として流通するという

のが経済の法則である。そう考えると、中央銀行と政府は非常に密接な関係にあり、政府

の都合のいいように貨幣の価値が変動していることに疑問を抱く。それは、長い貨幣の歴

史を見るとことで明らかになるだろう。現在の仮想通貨を代表するビットコインは、中央

銀行による貨幣発行の独占を終わらせるスタート地点にいるように思われる。 
 仮想通貨がさらに発展していくことで今までは実現不可能であった、どこでも使うこと

のできるという世界共通通貨が誕生することになるだろう。そうなれば、コストの問題な

どで今まで手を出せなかった事業などにも手を出しやすくなり、日本の中小企業だけでな

くさまざまな企業の成長にもつながるといえる。国境の隔たりを越えた通貨の誕生は、よ

りグローバル化を加速させる要因となり、世界経済の活性化に大きな追い風を与えるに違

いない。仮想通貨の導入は、更なるグローバル化、世界経済の発展の第一歩であり、新た

な世界の誕生となるのである。  
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