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仮想通貨とは？ 

 

コインチェックの事件で仮想通貨

のことを耳にする機会が増えてき

ました。 

でも、テレビで見たり、雑誌で読

んでも何のことかピンとこない人

が多いと思います。 

「仮想通貨」とは 

いったい何なのでしょうか？ 

そこからとても簡単に解説してい

きます。 
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■「仮想通貨」とは 

いったい何？ 

一言で言うと 

「形のない通貨」です。 

IT 技術を利用して生み出された 

電子データに「仮想通貨」という 

名前をつけたものですので、手に

とって目に見える姿形が存在しま

せん。 

ネット上に存在する電子データが

「仮想通貨」です。 
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■「仮想通貨」の単位 

通常の通貨ですと国によってお金

の単位があります。 

日本では「円」アメリカは「ド

ル」などの単位があります。 

仮想通貨にも単位があります。 

その単位が各仮想通貨の名前とし

て流通しています。 

ビットコインの単位は、BTC

（ビーティーシー） と表記され

1 円や 1 ドルのように、1BTC
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（1 ビットコイン）と、数えるこ

とができます。 

10BTC（ビーティーシー）は

10 ビットコインとなります。 

コインチェック問題で話題 

になったネムコインはゼム 

と数えるなどありますが、通貨の

種類ごとに単位が違います。 

 

国ごとにお金の単位が違うのと同

じですね。 
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■「仮想通貨」の種類 

仮想通貨は現在 1500 種類あ

り、価値がある無いに関わらず 

これからも種類は増えていくと思

いますので多くの種類を知る必要

はありません。 

下記の 3 大仮想通貨を知ってい

れば十分です。 

・ビットコイン  

・イーサリアム  

・リップル 
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■「仮想通貨」の今後 

コインコインチェックがずさんな

管理をしていたおかげで、仮想通

貨の印象が悪くなり現在一時的に

なうちが下がっていますが、仮想

通貨の今後はどうなるのでしょう

か？ 

2017 年は仮想通貨を、利用す

るのではなく投資用に購入する人

が多く【仮想通貨バブル】でし

た。 
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まだバブルが続くという専門家い

ますし、そろそろ頭打ちだという

投資家もいます。 

どちらにしても、仮想通貨は世の

中に生まれて来て、今後無くなる

ことはありません。 

東京オリンピックに向け 

仮想通貨取扱店舗は増え 

仮想通貨決済は世界的な流れにな

り、お金の基準が大きく変わって

行くことでしょう。 
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■仮想通貨ってどこで買うの？ 

仮想通貨は仮想通貨取引所で購入

することが出来ます。 

注意として 

・金融庁に登録された仮想通貨取

引所で購入しましょう 

今回コインを流出させたコインチ

ェックは金融庁に登録されていま

せんでした。 

購入する時はちゃんと金融庁に登

録された業者にしましょう。 
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登録された仮想通貨交換業者 16 社一覧 

・ 株式会社マネーパートナーズ  

・ QUOINE 株式会社 

・ 株式会社 bitFlyer 

・ ビットバンク株式会社 

・ SBI バーチャル・カレンシーズ株式会社 

・ GMO コイン株式会社 

・ ビットトレード株式会社 

・ BTCボックス株式会社 

・ 株式会社ビットポイントジャパン 

・ 株式会社 DMM Bitcoin 

・ 株式会社ビットアルゴ取引所東京 

・ エフ・ティ・ティ株式会社 

・ 株式会社 BITOCEAN 

・ 株式会社フィスコ仮想通貨取引所 

・ テックビューロ株式会社 

・ 株式会社 Xtheta 

 

2018 年 2 月調べ 
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■登録に必要なもの 

試しに登録してみましょう。 

bitFlyer（ビットフライヤー）さ

んが比較的利用しやすく、登録も

簡単でしたので、bitflyer に登録

してみましょう。 

⇒bitflyer の登録はここから 

 

 

 

 

https://bitflyer.jp/?bf=bylcis4c
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⇒bitflyer よりメールアドレスを

入れてアカウント作成をクリック

します。 

メールアドレスは G メールなど

無料のメールで大丈夫です。 

 

 

 

 

 

 

https://bitflyer.jp/?bf=bylcis4c
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下記のようなメールが届きます。 

 

 

 

 

 

 

まずキーワードをコピーします。 
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ポップアップにコピーした 

キーワードを貼り付け 

「アカウント作成」をクリックし

ます。 
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この画面に変わったら 

全てのチェックボックスにチェッ

クを入れ 

「bitFlyer をはじめる」をクリッ

クします。 
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取引時確認の入力からはじめる 

をクリックし個人情報の 

入力をします。 
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名前は本人確認する書類と同一の

表記（漢字の字体、アルファベト等） 

・生年月日・住所等も 

本人確認書類と同一の内容を記入

し確認ボタンをクリックします。 
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本人確認資料を提出します。 

本人確認の書類の写真を用意しま

す。写真データのピントが甘いと

はじかれる事があるのでしっかり

とピントはあわせましょう。 

本人確認書類は次ページからの書

類のどれか一つを用意します。 
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ご本人確認資料について bitFlyer より引用 

日本在住のお客様（日本国籍・外国籍） 

日本の官公庁発行の本人確認資料をご提出ください。 

運転免許証 

 

 

 

 

 

 裏面も必ずご提出ください。 

 資料全面が鮮明に写るようにしてください。 

 住所、氏名、生年月日が鮮明に記載されていることをご確認ください。住所、氏名、生年月日はご本

人情報登録画面で入力したものと同じであることをご確認ください。 

 有効期限内のものかご確認ください。 

 番号が鮮明に記載されていることをご確認ください。 

 公安印が鮮明に写っていることをご確認ください。裏面に記載がある場合は、裏面の公安印もご確認く

ださい。 

 顔写真が鮮明に写っていることをご確認ください。 

 平成 24 年 4 月 1 日以降に交付された運転経歴証明書も本人確認資料として提出いただけま

す（上記のご注意点をご確認ください）。 
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パスポート（日本国が発行する旅券） 

 

 

 

 

 顔写真面と所持人記入欄（住所記載ページ）の 2 ページをご提出ください。 

 資料全面が鮮明に写るようにしてください。 

 旅券番号が鮮明に表示されていることをご確認ください。 

 有効期限内のものかご確認ください。 

 住所、氏名、生年月日が鮮明に記載されていることをご確認ください。住所、氏名、生年月日はご本

人情報登録画面で入力したものと同じであることをご確認ください。 
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個人番号カード

 

 

マイナンバー通知カード（顔写真の入っていないカード）は本人確認資料として受け付けておりません。 

 表面のみご提出ください。裏面は不要です。 

 資料全面が鮮明に写るようにしてください。 

 有効期限内のものかご確認ください。 

 住所、氏名、生年月日が鮮明に記載されていることをご確認ください。住所、氏名、生年月日はご本

人情報登録画面で入力したものと同じであることをご確認ください。 
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住民基本台帳カード（顔写真あり） 

 

 裏面も必ずご提出ください。 

 資料全面が鮮明に写るようにしてください。 

 発行元の地方自治体名が鮮明に記載されていることをご確認ください。 

 有効期限内のものかご確認ください。 

 住所、氏名、生年月日が鮮明に記載されていることをご確認ください。住所、氏名、生年月日はご本

人情報登録画面で入力したものと同じであることをご確認ください。 
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各種健康保険証・共済組合会員証（カード型健康保険証） 

 

 

 社会保険：カード型健康保険証の場合、住所等の情報記入場所がカード裏面にあります。 

現在お住まいの住所（ご本人情報登録画面で入力した住所）を記載し、表面と共に裏面も必ず

ご提出ください。（国民健康保険については表面に住所が印字されてあります。） 

住所を複数記入している場合、旧住所につきましては二重線を引き、ご提出ください。 

 資料全面が鮮明に写るようにしてください。 

 住所、氏名、生年月日が鮮明に記載されていることをご確認ください。住所、氏名、生年月日はご本

人情報登録画面で入力したものと同じであることをご確認ください。 

 記号番号が鮮明に表示されていることをご確認ください。 

 有効期限内のものかご確認ください。 

 発行元が鮮明に記載されていることをご確認ください。 

 印章が鮮明に写っていることをご確認ください。 

 

 



2018年初心者のための仮想通貨白書 

 

 

各種健康保険証（紙型健康保険証） 

 

 紙型健康保険証の場合、住所情報をご自分で記入するタイプのものがあります。現在お住まいの住所

を記入したのち、ご提出ください。被扶養者の場合、自分の名前が記載されているページも必要になりま

す。 

 資料全面が鮮明に写るようにしてください。 

 記号番号が鮮明に表示されていることをご確認ください。 

 有効期限内のものかご確認ください。 

 住所、氏名、生年月日が鮮明に記載されていることをご確認ください。住所、氏名、生年月日はご本

人情報登録画面で入力したものと同じであることをご確認ください。 
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 発行元が鮮明に記載されていることをご確認ください。 

 印章が鮮明に写っていることをご確認ください。

 

各種年金手帳（厚生年金、国民年金、共済年金等） 

 

 平成 9 年以降発行の年金手帳は住所の記載がないため、受理できません。 

 変更された場合は、変更日付が記載されていることが必要です。 

 資料全面が鮮明に写るようにしてください。 

 住所、氏名、生年月日が鮮明に記載されていることをご確認ください。住所、氏名、生年月日はご本

人情報登録画面で入力したものと同じであることをご確認ください。 

 発行日をご確認ください。平成 8 年以前発行のものが有効です 
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本人確認書類をアップロードする 

提出する書類を選びアップロード

します。 
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次に取引目的を記入します。 

 

 

 

難しく考えなくて大丈夫です 

⇒こちらのように自身に該当する 

内容にチェックしましょう。 
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銀行口座を登録します。 

                   画面の手順に従い入力し

ます 

 

間違えないように通帳を用意して記入しましょう。 
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銀行口座情報を登録すと完了です 

 

 

 

 

間違いなどあればこのようなメッセージが来るので安心です。 
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これだけで完了です。 

あとは入金して好きなコインが購

入できます。 
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いかがでしたでしょうか？ 

とても簡単だったと思います。 

実際の購入方法、二段階認証、ア

プリの使用方法など、中級編とし

てまた配布したいと思います。 

 

 

 

 

 


