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■ 本資料における意見や解釈に関する記述は、発表者の個人的な見解によ
るものであり、所属事務所の見解を示すものではありません。

■ 本資料における意見や解釈に関する記述は、行政当局の見解と一致しな
い可能性があります。

■ 本資料における意見や解釈に関する記述は、法的助言を構成するもので
はありません。

■ 本資料における意見や解釈に関する記述は、会計の点を踏まえて検討し
たものではありません。

■ 本資料の記載に関連するビジネスを行う場合には、本資料における意見
や解釈に関する記述に依拠することなく、自らの顧問弁護士、公認会計
士、税理士等の専門家の見解を踏まえるようにしてください。

■ 本資料の内容の無断転載については禁止します。
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2

目 次

1.   ストラクチャー

2. 社債のデジタル化の基礎

3. デジタルアセットの活用と論点

4.   自己募集の整理と課題



■ 社債のデジタル化の原型
 メリット：調達の確実性＋社債権者の継続的な把握等
 仕組み：ほふりの階層構造から解放
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デジタル債（証券引受形態）のストラクチャー

1.  ストラクチャー

発行者

NRI

野村信託銀行
（財務代理人）

野村證券
（事務主幹事）

個人投資家

BOOSTRY
（社債原簿管理人）

発行代り金 購入代金

非振替社債

発行代り金

社債原簿

－－－
－－－

基準日時点の社債権者情報
（住所、氏名、保有額面など）

ノード

保振機構
（振替機関）

保振機構への
接続は行わない

社債原簿管理
委託契約

財務代理契約

元利金 元利払い

BC
システム

BC
システム

社債権者情報

約定データ
（トランザクション）
を送付

元利金支払先口座の連絡



■ デジタル化のメリットを最大限追求する形態
 自己募集（募集用アプリの利用）
 デジタルアセットによる利息の支払いを可能にした
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デジタルアセット債（自己募集形態）のストラクチャー

1.  ストラクチャー

発行者

NRI
野村信託銀行
（財務代理人）

個人投資家

BOOSTRY
（社債原簿管理人）

社債原簿

－－－
－－－

ノード社債原簿管理

委託契約

BC
システム

BC
システム

元利金支払先口座の連絡

基準日時点の社債権者情報
（住所、氏名、保有額面など）

社債権者情報、元利金支払先口座

財務代理契約

発行代り金

元金、源泉徴収税額

発行代り金

元金

システム

BC
非振替社債

カフェポイント



■ 振替債との違いが重要

※ ブロックチェーン上の記録またはそれに連動する電子帳簿の「社債原簿」該当性の検討が必要
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会社法上の整理

2. 社債のデジタル化の基礎

振替債 デジタル債

会社法上の
位置付け 券面不発行＋振替債 券面不発行＋非振替債

譲渡 口座の増額記録が
効力発生要件

合意が効力発生要件
＋

社債原簿の記録による
対抗要件の具備

善意取得 ○（社債等振替法） ×

原簿の管理
権利の帰属は振替口座簿の記録

によって定まる
対抗要件を具備させるために

社債原簿を電子的に管理（※）



■ 金商法上の整理（電子記録移転有価証券表示権利等への該当性）

■ 税法上の整理（源泉徴収義務を負う者は誰か等）
■ ドキュメンテーション

 契約書類、社債原簿のフォーマット、商品内容説明書等
■ 今後の課題（リテール展開にあたっての問題）

 特定口座での取扱可否、社債管理者の設置（コスト要因）、秘密鍵保管等
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その他の法律上の整理、ドキュメンテーション、今後の課題

2. 社債のデジタル化の基礎

金商業等府令6条の3 金融商品取引法等ガイドライン2-2-2（抜粋）
法第二十九条の二第一項第八号に規定
する内閣府令で定めるものは、電子情報
処理組織を用いて移転することができる
財産的価値（電子機器その他の物に電子
的方法により記録されるものに限る。以
下単に「財産的価値」という。）に表示され
る場合に該当するものとする。

契約上又は実態上、発行者等が管理する権利者や権利数を電子的に記録した帳簿
（当該帳簿と連動した帳簿を含む。以下２－２－２において「電子帳簿」という。）の書
換え（財産的価値の移転）と権利の移転が一連として行われる場合には、基本的に、
電子記録移転権利に該当することに留意する。例えば、あるアドレスから他のアドレ
スに移転されたトークン数量が記録されているブロックチェーンを利用する場合には、
この記録されたトークン数量が財産的価値に該当する。ただし、電子帳簿の書換え
（財産的価値の移転）と権利の移転が一連として行われる場合であっても、その電
子帳簿が発行者等の内部で事務的に作成されているものにすぎず、取引の当事者
又は媒介者が当該電子帳簿を参照することができないなど売主の権利保有状況を
知り得る状態にない場合には、基本的に、電子記録移転権利に該当しないことに留
意する。



■ デジタルアセットの付与の基礎となる仕組みと法的整理
 デジタルアセットを付与するアドレスの把握
 利息の支払いに代えたデジタルアセットの付与（代物弁済スキーム）

■ 景表法上の整理（総付景品に関する限度額規制）

■ 為替取引への該当性
 「顧客から、隔地者間で直接現金を輸送せずに資金を移動する仕組みを利

用して資金を移動することを内容とする依頼を受けて、これを引き受ける
こと、又はこれを引き受けて遂行すること」（最判平成13・３・12刑集55
巻２号97頁）

■ 前払式支払手段への該当性
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デジタルアセットに関する法律上の整理（税法以外）

3. デジタルアセットの活用と論点

景表法2条3項 論点

この法律で「景品類」とは、顧客を誘引するための手段と
して、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わ
ず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の
供給する商品又は役務の取引（不動産に関する取引を
含む。以下同じ。）に付随して相手方に提供する物品、金
銭その他の経済上の利益であつて、内閣総理大臣が指
定するものをいう。

• 「自己の供給する商品又は役務の取引」→資金調達
のための社債発行がこれに該当するのか？

• 「付随して」→運用基準において「正常な商慣習に照ら
して取引の本来の内容をなすと認められる経済上の
利益の提供は「取引に付随」する提供に当たらない」と
されている



■ おまけスキームより代物弁済スキームの方が安定的

※1 源泉徴収税率は20.315%
※2 本件では1ポイント＝1円相当として価値が固定されているカフェポイントを採用
※3 デジタルアセットの発行企業から社債の発行会社への譲渡および発行会社から投資家への代物弁済

（代物弁済スキームの場合）に関する消費税法上の取扱いについても要検討

■ 今後の課題：アイドルと握手する権利のクーポン？
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デジタルアセットに関する税法上の論点と課題

3. デジタルアセットの活用と論点

代物弁済スキーム おまけスキーム

源泉徴収額の
算定基礎（※1） ○明確（利息の額） △不明確（おまけも算入？）

公正価値の問題
（共通）（※2）

△デジタルアセットの公正価値
の評価が必要（利息の額との差
額について別途課税されるか）

△デジタルアセットの公正価値の
評価が必要（おまけ分は利息／贈
与となるか）



■ 今回の整理
 社債の自己募集に関し、金商法上はライセンス（登録）不要
 勧誘の手法：今回は対面での勧誘にとどまった
 アプリ上で手続を完結するための整理

• 電磁的方法による通知・申込み・承諾
• 電磁的方法による私募告知
• アプリ利用規約

■ リテール展開にあたっての課題
 インターネット（アプリ）を通じた勧誘
 投資家のエデュケーションと事前勧誘への該当性
 発行会社にとっての納税手続の負担（源泉徴収義務とマイナンバー管理）
 証券口座で扱われないと、投資家が特定口座のメリットを享受できない
 犯収法上の本人確認義務

■ その他の課題：調達の確実性、セカンダリ市場
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自己募集に関する法務面の整理と課題

4. 自己募集の整理と課題



青木 俊介 (shunsuke.aoki@amt-law.com / 03-6775-1173)

2004年 東京大学法学部（法学士）
2006年 東京大学法科大学院（法務博士（専門職））
2007年 最高裁判所司法研修所修了（60期）
2008年 当事務所入所
2010年-2011年 東京大学法科大学院非常勤講師
2013年 米国New York University School of Law (LL.M.) 
2013年-2014年 ニューヨークのSullivan & Cromwell法律事務所勤務
2014年 米国New York University Stern School of Business

(Advanced Professional Certificate in Law and 
Business) 

2014年 当事務所復帰
2018年 当事務所パートナー就任

国内外の資本市場における証券発行案件をはじめ、フィンテック、金融規制対応、企業買
収・企業再編、商事紛争を含む企業法務全般につき幅広く取り扱っております。

【近著】
• 「暗号資産・デジタル証券法」商事法務（2020年9月） （共著）
• Global Legal Insights: Fintech 2020 (2020年8月） （共著）
• “Getting a grip - Clear new regulations on cryptoasset derivative transactions and custody 

services come into force in Japan” ASIA-PACIFIC FINTECH SPECIAL FOCUS 2020 JAPAN 
(2020年6月） （共著）

• “New beginning - Japan’s One-Stop Financial Service Intermediary and New Regulatory 
Framework for Payment Services” ASIA-PACIFIC FINTECH SPECIAL FOCUS 2020 JAPAN 
(2020年6月） （共著）

• Global Legal Insights Initial Public Offerings 2019 Third Edition (Japan Chapter) (2019年
7月） （共著）

• “Bond administration system of Japan: Current law and proposed supplement” THE 
INTERNATIONAL DEBT CAPITAL MARKETS HANDBOOK 2019 (2018年8月）（共著）

• 「精選 金融判例解説－金融実務の観点から－」日本加除出版株式会社（2013年2月） （共著）
• 「信用保証協会が取得する保証債権と根抵当権の担保する債権の範囲」民事研修 No 630（2009年

10月号） （共著）
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