
取扱暗号資産の概要説明書 

 

暗号資産の名称 カルダノ（エイダ） 

ティッカーコード（シンボル） ADA 

保有・移転記録の最低単位 0.000001ADA 

主な利用目的 送金、決済、投資 

一般的な性格 

分散型の価値保有・価値移転の台帳データ維持の

ための、価値記録を行う記録者への対価・代償と

して発行される暗号資産 

発行可能数 45,000,000,000 ADA 

発行済み数量 

35,138,883,455 ADA 

（うち流通量は34,401,225,943 ADA） 

(2022年11月時点)  

発行主体概要 

Cardano Foundationがエコシステムの監督者、

IOHKが研究・技術開発担当、EMURGO Pte. Ltd.が

ブロックチェーンソリューションサービスの開発

と提供を担っている。 

発行暗号資産の信用力に関する説明 

完全にランダムに選ばれた記録者達によってブロ

ックが承認されることにより信用力を担保してい

る。 

ブロックチェーンによる保有・移転管理台帳によ

る記録管理と重層化した暗号化技術による記録の

保全能力。 

保有・移転管理台帳の公開と暗号化技術による保

有者個人情報の秘匿性。 

発行方法 

初期発行と、分散型の価値保有・価値移転の台帳

データ維持のための、価値記録を行う記録者への

対価・代償としてプログラムにより自動発行され

る。 

保有・移転記録の秘匿性 

アドレスを生成するアルゴリズムは、EdDSA（エ

ドワーズ曲線デジタル署名アルゴリズム）が採用

されている。公開鍵からアドレスを生成するため

にHMAC-SHA512ハッシュ関数を使用している。 

価値移転記録の信頼性確保の仕組み 

Proof of Stake（PoS） 

コンセンサス・アルゴリズム（分散台帳内の不正

取引を排除するために、記録者全員が合意する必

要があるが、その合意形成方式）の一つであり、

保有している基軸暗号資産の量が多いほどブロッ

ク生成（承認）の成功確率が上昇する承認方式。 



価値移転認証の仕組み 

台帳形式。 

価値移転認証を求める暗号データを記録者が解読

し、利用者および移転内容の真正性を確認して価

値移転記録台帳の記録を確定する。 

価値移転ネットワークの信頼性に関する説明 

独自のPoSコンセンサスアルゴリズム(ウロボロ

ス)で、完全にランダムに選ばれた記録者達によ

ってブロックが承認される仕組みである。保有量

が多いほど記録者に選ばれる確率が上昇するた

め、記録者による悪意のある行動を抑制し信頼性

を保つことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



暗号資産の名称 アバランチ 

ティッカーコード（シンボル） AVAX 

保有・移転記録の最低単位 0.000000000000000001 AVAX 

主な利用目的 

①ステーキングによるアバランチブロックチェー

ンへのガバナンスへの参加 

②アバランチブロックチェーンを利用するための

手数料 

一般的な性格 

分散型の価値保有・価値移転の台帳データ維持の

ための、暗号計算および価値記録を行う記録者へ

の対価・代償として発行される暗号資産 

発行可能数 720,000,000 AVAX 

発行済み数量 

404,229,626 AVAX 

（うち流通量は298,545,668 AVAX） 

(2022年11月時点)  

発行主体概要 

発行主体であるAva Labsは、パブリックブロック

チェーンプロジェクトとして、スマートコントラ

クトを使用した分散ネットワークによって「金融

のインターネットの構築」を実現することを目的

とした米国ニューヨークに拠点を置く民間企業で

ある。 

発行暗号資産の信用力に関する説明 

AVAXの通貨としての信用力は、ネットワークに参

加する記録者によって分散的に維持されている。

2021年4月18日時点では、AVAXが発行されている

アバランチブロックチェーンは、アバランチコン

センサスと呼ばれるコンセンサスアルゴリズムに

よって悪意あるノードの選出を防止している。 

発行方法 

AVAXの発行上限は720,000,000AVAXと決まってお

り、2020年9月21日のメインネットローンチ時に

半数である360,000,000AVAXが発行された。残り

の半数はステーキング報酬としてホワイトペーパ

ーの供給関数に沿って発行される。 

保有・移転記録の秘匿性 

AVAXの保有・移転の記録はパブリックブロックチ

ェーンを採用している為、全て公開されている。

しかし、移転記録上のトランザクションやアドレ

スから個人を特定をすることはできない。 

価値移転記録の信頼性確保の仕組み Proof of Stake（PoS） 



価値移転認証の仕組み 

価値移転認証の仕組みにアバランチコンセンサス

及びPoSを採用している。アバランチコンセンサ

ス及びPoSでは記録者が価値移転認証を引き受

け、その価値移転を承認するかどうかを投票し、

それ以外は却下する。その後、ネットワークの他

の各ノードは同じプロセスを経て、その決定が正

しいかどうかを判断する。ネットワーク全体で合

意の可能性が高いことが確認されると、ノードは

投票をロックして価値移転を最終的なものとして

受け入れ、価値移転記録台帳の記録を確定する。 

価値移転ネットワークの信頼性に関する説明 

AVAXの価値移転記録の信頼性は、アバランチコン

センサス及びPoSというコンセンサスアルゴリズ

ムに依存する。アバランチコンセンサスはクラシ

カルコンセンサスの利点（速度、規模、迅速なフ

ァイナリティ、エネルギー効率）とナカモトコン

センサスの利点（堅牢性、分散化）を兼ね備えた

プロトコルとなっている。アバランチコンセンサ

スもナカモトコンセンサスと同様の確率論的アプ

ローチを取るが、2万年に2度は覆される可能性が

あるという非常に低い確率に設定されている。ま

た、ステーキングの仕組みの導入によって、悪意

ある攻撃の経済合理性を低下させるように設計が

行われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



暗号資産の名称 ベーシック アテンション トークン 

ティッカーコード（シンボル） BAT 

保有・移転記録の最低単位 0.000000000000000001 BAT 

主な利用目的 送金、決済、投資等 

一般的な性格 

BATはウェブ広告にブロックチェーンを活用しよ

うとしているプロジェクトであり、BATはそのプ

ロジェクトのコアとなるトークンである。広告主

は広告を出すためにBATを使う必要があり、ユー

ザーは広告を見ることによってBATを得ることが

できる。ただし、ユーザーが広告視聴によって得

たBATは、パブリッシャーに対しての寄付にしか

使うことができない。 

発行可能数 15億BAT 

発行済み数量 

15億BAT 

（うち流通量は1,498,344,316 BAT） 

(2022年9月時点)  

発行主体概要 

Brave Software International SEZCは、2017年

に設立され、ICOを行いBATを発行・管理してい

る。Brave Software Inc.社は2015年5月に米国に

設立され、広告やウェブサイトトラッカーを排し

たオープンソースのウェブブラウザ「Brave」を

開発している。 

発行暗号資産の信用力に関する説明 

既にプロダクトであるブラウザを提供しており、

ユーザー数も順調に成長中であり、Ethereumベー

スのため、プロトコル部分に関しては技術的に安

定している。 

発行方法 
2017年5月31日に10億BATのパブリックトークンの

販売が行われた。 

保有・移転記録の秘匿性 公開鍵暗号の暗号化処理を施しデータを記録 

価値移転記録の信頼性確保の仕組み Proof of Stake（PoS） 

価値移転認証の仕組み 

台帳形式。価値移転認証を求める暗号データを記

録者が解読し、利用者および移転内容の真正性を

確認して価値移転記録台帳の記録を確定する。 

価値移転ネットワークの信頼性に関する説明 

オープンネットワークの脆弱性に対し、暗号によ

り連鎖する台帳群（ブロックチェ－ン）および記

録者による多数決をもって移転記録が認証される

仕組みを用い、多数の記録者のネットワークへの

参加を得ることによって、データ改竄の動機を排

除し、信頼性を確保する。 

 



暗号資産の名称 ビットコインキャッシュ 

ティッカーコード（シンボル） BCH、BCC 

保有・移転記録の最低単位 0.00000001 BCH 

主な利用目的 送金、決済、投資 

一般的な性格 

分散型の価値保有・価値移転の台帳データ維持の

ための、暗号計算および価値記録を行う記録者へ

の対価・代償として発行される暗号資産 

発行可能数 21,000,000 BCH 

発行済み数量 19,154,738 BCH (2022年8月時点) 

発行主体概要 
不特定の保有・移転管理台帳記録者による発行プ

ログラムの集団・共有管理 

発行暗号資産の信用力に関する説明 
最も計算量の多いチェーンを正当とみなす作業証

明により信用を担保している 

発行方法 

分散型の価値保有・価値移転の台帳データ維持の

ための、暗号計算および価値記録を行う記録者へ

の対価・代償として発行される暗号資産。   

Proof of Work の合意形成アルゴリズムによりお

よそ10分ごとに1ブロックが作成され、現在はプ

ログラムによって毎ブロックに6.25 BCHが新規発

行される。 

保有・移転記録の秘匿性 
ハッシュ関数（SHAー256、RIPEMDー160）、楕円

曲線公開鍵暗号の暗号化処理を施しデータを記録 

価値移転記録の信頼性確保の仕組み 

Proof of work 

コンセンサス・アルゴリズム（分散台帳内の二重

取引を排除するための合意形成方式）の一つであ

り、そのときのナンスのターゲット以下のブロッ

クハッシュであるブロックを各自のノードが任意

に取り込み、最も計算量の多いチェーンを正当と

見なす。 

価値移転認証の仕組み 

トランザクションの形式と多重支払いをしていな

いかのチェック、ブロックの形式と最も大きな作

業証明(Proof of Work) を持つチェーンを確認し

ている。後続のブロックが連なるに従って、チェ

ーンが覆る確率が低くなっていき覆すのが難しく

なる仕組みである。 



価値移転ネットワークの信頼性に関する説明 

オープンソース・ネットワークの脆弱性に対し、

暗号により連鎖する台帳群（ブロックチェーン）

を用い、難易度の高い作業証明の蓄積されたチェ

ーンが選択されることがコンセンサスアルゴリズ

ムによって規定されており、データ改竄の動機を

排除し、信頼性を確保している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



暗号資産の名称 ビットコイン 

ティッカーコード（シンボル） BTC、XBT 

保有・移転記録の最低単位 0.00000001 BTC 

主な利用目的 送金、決済、投資 

一般的な性格 

分散型の価値保有・価値移転の台帳データ維持の

ための、暗号計算および価値記録を行う記録者へ

の対価・代償として発行される暗号資産 

発行可能数 21,000,000 BTC 

発行済み数量 19,131,018 BTC (2022年8月時点) 

発行主体概要 
不特定の保有・移転管理台帳記録者による発行プ

ログラムの集団・共有管理 

発行暗号資産の信用力に関する説明 

多数の記録者による多数決をもって移転記録が認

証される仕組み 

ブロックチェーンによる保有・移転管理台帳によ

る記録管理と重層化した暗号化技術による記録の

保全能力 

保有・移転管理台帳の公開 

暗号化技術による保有者個人情報の秘匿性 

発行方法 

分散型の価値保有・価値移転の台帳データ維持の

ための、暗号計算および価値記録を行う記録者へ

の対価・代償として発行される暗号資産。   

Proof of Work の合意形成アルゴリズムによりお

よそ10分ごとに1ブロックが作成され、現在はプ

ログラムによって毎ブロックに6.25 BTCが新規発

行される。 

保有・移転記録の秘匿性 
ハッシュ関数（SHAー256、RIPEMDー160）、楕円

曲線公開鍵暗号の暗号化処理を施しデータを記録 

価値移転記録の信頼性確保の仕組み 

Proof of work 

コンセンサス・アルゴリズム（分散台帳内の不正

取引を排除するために、記録者全員が合意する必

要があるが、その合意形成方式）の1つであり、

一定の計算量を実現したことが確認できた記録者

を管理者と認めることで分散台帳内の新規取引を

記録者全員が承認する方法。 

価値移転認証の仕組み 

台帳形式。価値移転認証を求める暗号データを記

録者が解読し、利用者および移転内容の真正性を

確認して価値移転記録台帳の記録を確定する。 



価値移転ネットワークの信頼性に関する説明 

オープンソース・ネットワークの脆弱性に対し、

暗号により連鎖する台帳群（ブロックチェーン）

を用い、難易度の高い作業証明の蓄積されたチェ

ーンが選択されることがBitcoinのコンセンサス

アルゴリズムによって規定されており、データ改

竄の動機を排除し、信頼性を確保している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



暗号資産の名称 ポルカドット、ドット 

ティッカーコード（シンボル） Polkadot、DOT 

保有・移転記録の最低単位 0.0000000001 DOT (=1 Planck) 

主な利用目的 ステーキング、ガバナンスへの参加 

一般的な性格 固有のブロックチェーンを持つアルトコイン 

発行可能数 上限なし 

発行済み数量 

1,225,404,332 DOT 

（うち流通量は1,149,812,427 DOT） 

(2022年8月時点) 

発行主体概要 Web3財団によるオープンソースプロジェクト 

発行暗号資産の信用力に関する説明 

多数かつ分散している記録者による価値移転情報

の認証と、ビットコインと同水準の暗号化技術の

採用により信用力が担保される。 

発行方法 

プログラムによる自動発行。ステーキングされて

いるDOTの数量に応じて、新規発行数量が自動調

整される仕組みが実装されている。 

保有・移転記録の秘匿性 公開鍵暗号の暗号化処理を施しデータを記録 

価値移転記録の信頼性確保の仕組み 

Nominated Proof of Stake (NPoS)に則ってトー

クンによる投票力を持つ記録者たちが記録を管理

している。 

価値移転認証の仕組み 

台帳形式。価値移転認証を求める暗号データを記

録者が解読し、利用者および移転内容の真正性を

確認して価値移転記録台帳の記録を確定する。 

価値移転ネットワークの信頼性に関する説明 

オープンネットワークの脆弱性に対し、暗号によ

り連鎖する台帳群（ブロックチェ－ン）および記

録者による多数決と承認者による確認を経て移転

記録が認証される仕組みを用い、多数の記録者の

ネットワークへの参加を得ることによって、デー

タ改竄の動機を排除し、信頼性を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



日本語の名称 エンジンコイン 

ティッカーコード（シンボル） ENJ 

保有・移転記録の最低単位 0.000000000000000001 ENJ 

主な利用目的 送金、決済、投資等 

一般的な性格 

エンジンコインはブロックチェーン資産発行プラ

ットフォーム「Enjin Platform」で発行される資

産（NFT）の裏付けとなる暗号資産である。 

ゲーム開発者は「Enjin Platform」を利用するこ

とで既存のゲームや新たに開発するゲームにゲー

ム内アイテム（武器や防具など）としてその資産

を統合することができる。 

ゲームユーザーは対象となるゲーム内でその資産

を使ってプレイすることができる。対象となるゲ

ームは１つと限られているわけではなく、複数の

ゲームで使用することができる。 

資産はNFTマーケットプレイスでエンジンコイン

やイーサを使って購入でき、またゲーム内の宝箱

から取得することができる。 

不要になった資産はNFTマーケットプレイスで売

却したり、資産をメルト（溶解）してエンジンコ

インを取り出すことができる。 

発行可能数 1,000,000,000ENJ 

発行済み数量 1,000,000,000ENJ (2022年9月時点) 

発行主体概要 

Enjin Pte Ltd.は「より良いオンラインゲームの

ための環境づくりと各仮想資産（ゲーム内アイテ

ムなどのコンテンツ）の価値を守る」という全体

的なビジョンを掲げ、2017年のローンチ以降、ホ

ワイトペーパーに記載されている通りにプロダク

トをローンチしている。またゲーム会社との提携

や取引所が主催の標準化プロジェクトに参加して

いる。 

発行暗号資産の信用力に関する説明 

2009年に創設された最古のブロックチェーンプロ

ジェクトの一つである。ゲームにも対応する

Enjinウォレットや、Enjinネットワークなど、オ

ンラインゲームに特化したプロダクトを提供して

おり、ERC20トークンであるENJはネイティブトー

クンとして使われている。 

オンラインゲーム業界では世界最大級のプラット

フォームで、利用しているユーザーは全世界に

1800万人以上存在し、25万を超えるユーザーコミ

ュニティを擁している。 

Ethereumベースのため、プロトコル部分に関して

は技術的に安定している。 



発行方法 プレセール及びクラウドセールでの発行 

保有・移転記録の秘匿性 公開鍵暗号の暗号化処理を施しデータを記録 

価値移転記録の信頼性確保の仕組み Proof of Stake 

価値移転認証の仕組み 

台帳形式。価値移転認証を求める暗号データを記

録者が解読し、利用者および移転内容の真正性を

確認して価値移転記録台帳の記録を確定する。 

価値移転ネットワークの信頼性に関する説明 

オープンネットワークの脆弱性に対し、暗号によ

り連鎖する台帳群（ブロックチェ－ン）および記

録者による多数決をもって移転記録が認証される

仕組みを用い、多数の記録者のネットワークへの

参加を得ることによって、データ改竄の動機を排

除し、信頼性を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



日本語の名称 イーサリアム クラシック 

ティッカーコード（シンボル） ETC 

保有・移転記録の最低単位 1 wei （= 0.000000000000000001 ETC） 

主な利用目的 送金、決済、スマートコントラクト 

一般的な性格 

分散型の価値保有・価値移転の台帳データ維持の

ための、暗号計算および価値記録を行う記録者へ

の対価・代償として発行される暗号資産 

分散型アプリケーションが動作する実行環境の役

割を果たす特徴を持つ 

発行可能数 210,700,000 ETC 

発行済み数量 

210,700,000 ETC 

（うち流通量は136,633,771 ETC） 

(2022年9月時点) 

発行主体概要 
不特定の保有・移転管理台帳記録者による発行プ

ログラムの集団・共有管理 

発行暗号資産の信用力に関する説明 

多数の記録者による多数決をもって移転記録が認

証される仕組み。 

ブロックチェーンによる保有・移転管理台帳によ

る記録管理と重層化した暗号化技術による記録の

保全能力 

保有・移転管理台帳の公開 

暗号化技術による保有者個人情報の秘匿性 

発行方法 

初期発行と、分散型の価値保有・価値移転の台帳

データ維持のための、暗号計算および価値記録を

行う記録者への対価・代償としてプログラムによ

り自動発行 

保有・移転記録の秘匿性 公開鍵暗号の暗号化処理を施しデータを記録 

価値移転記録の信頼性確保の仕組み 

Proof of Work コンセンサス・アルゴリズム（分

散台帳内の不正取引を排除するために、記録者全

員が合意する必要があるが、その合意形成方式）

の一つであり、一定の計算量を実現したことが確

認できた記録者を管理者と認めることで分散台帳

内の新規取引を記録者全員が承認する方法。 

価値移転認証の仕組み 

台帳形式。価値移転認証を求める暗号データを記

録者が解読し、利用者および移転内容の真正性を

確認して価値移転記録台帳の記録を確定する 



価値移転ネットワークの信頼性に関する説明 

オープンネットワークの脆弱性に対し、暗号によ

り連鎖する台帳群（ブロックチェーン）および記

録者による多数決をもって移転記録が認証される

仕組みを用い、多数の記録者のネットワークへの

参加を得ることによって、データ改竄の動機を排

除し、信頼性を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



日本語の名称 イーサリアム 

ティッカーコード（シンボル） ETH 

保有・移転記録の最低単位 1wei (=0.000000000000000001 ETH) 

主な利用目的 送金、決済、スマートコントラクト 

一般的な性格 

分散型の価値保有・価値移転の台帳データ維持の

ための、暗号計算および価値記録を行う記録者へ

の対価・代償として発行される暗号資産。 

分散型アプリケーションが動作する実行環境の役

割を果たす特徴を持つ。 

発行可能数 未確定 

発行済み数量 122,097,815 ETH (2022年8月時点) 

発行主体概要 
不特定の保有・移転管理台帳記録者による発行プ

ログラムの集団・共有管理 

発行暗号資産の信用力に関する説明 

多数の記録者による多数決をもって移転記録が認

証される仕組み。 

ブロックチェーンによる保有・移転管理台帳によ

る記録管理と重層化した暗号化技術による記録の

保全能力 

保有・移転管理台帳の公開 

暗号化技術による保有者個人情報の秘匿性 

発行方法 

初期発行と、分散型の価値保有・価値移転の台帳

データ維持のための、暗号計算および価値記録を

行う記録者への対価・代償としてプログラムによ

り自動発行。およそ13.4秒に1ブロックが作成さ

れ、現在はプログラムによって毎ブロックに2 

ETHが新規発行されている。 

保有・移転記録の秘匿性 公開鍵暗号の暗号化処理を施しデータを記録 

価値移転記録の信頼性確保の仕組み 

Ethereum 2.0においてProof of Stake (PoS)に移

行し、マイニングの代わりとして、ETHをステー

クしている量に応じてブロック生成権が付与され

る形態となった。 

価値移転認証の仕組み 

台帳形式。価値移転認証を求める暗号データを記

録者が解読し、利用者および移転内容の真正性を

確認して価値移転記録台帳の記録を確定する。 



価値移転ネットワークの信頼性に関する説明 

オープンネットワークの脆弱性に対し、暗号によ

り連鎖する台帳群（ブロックチェ－ン）および記

録者による多数決をもって移転記録が認証される

仕組みを用い、多数の記録者のネットワークへの

参加を得ることによって、データ改竄の動機を排

除し、信頼性を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



暗号資産の名称 チェーンリンク 

ティッカーコード（シンボル） LINK 

保有・移転記録の最低単位 0.000000000000000001 LINK 

主な利用目的 

①オラクルサービスを提供するノードオペレーター

への支払用途 

②オラクルサービスを提供するノードオペレーター

の担保用途 (2020年11月16日時点でChainlink 

Github上で未実装であることを確認)。ノードオペ

レーターが適切なオラクルサービスを提供しない場

合は、ペナルティとして、担保に供していたLINKが

没収される。 

参照先：https://docs.chain.link/docs/faq（2020

年12月2日） 

参照先：BEOSINプロジェクト紹介レポートP15

（2020年12月2日） 

一般的な性格 

Chainlinkのオラクルサービスのノードオペレータ

ーへの支払及び担保用途（2020年11月16日時点で未

実装）として発行された暗号資産 

発行可能数 1,000,000,000 LINK 

発行済み数量 1,000,000,000 LINK 

発行主体概要 

SmartContract Chainlink Limited SEZCは、外部の

データソースとパブリックブロックチェーンのブリ

ッジを担うオラクルの提供を目的に設立された。同

社は、スマートコントラクトが外部データを取得す

る際に、その正確性がデータの供給元の信頼に依存

するという「オラクル問題」を分散型のオラクルネ

ットワークであるChainlinkの構築によって解決す

ることを目指しており、また、同社はChainlinkの

開発のため、2017年9月にICOを実施し、約3,200万

ドルの資金調達を実施している。 

参照先：

https://messari.io/asset/chainlink/profile

（2020年12月2日） 

発行暗号資産の信用力に関する説明 

LINKの通貨としての信用力は、LINKがEthereumブロ

ックチェーン上に発行されているERC677トークンで

あるため、Ethereumが採用しているProof of Stake

（PoS）と呼ばれるコンセンサスアルゴリズムに依

存する。 

発行方法 

LINKはERC677トークンとして、2017年9月19日のICO

時点で1,000,000,000LINKがEthereumブロックチェ

ーン上で全量発行された。参照先：

https://xangle.io/project/LINK/full-disclosure

（2020年12月2日） 



参照先：

https://messari.io/asset/chainlink/profile

（2020年12月2日） 

参照先：

https://coinmarketcap.com/currencies/chainlink

/（2020年12月2日） 

保有・移転記録の秘匿性 

保有・移転の記録はパブリックブロックチェーンを

採用している為、公開されているが、移転記録上の

トランザクションやアドレスから個人を特定をする

ことはできない。 

価値移転記録の信頼性確保の仕組み 

LINKは、Ethereumブロックチェーン上に発行されて

いるERC677トークンである為、価値移転記録の信頼

性確保の仕組みは、Ethereumが採用しているProof 

of Stake（PoS）と呼ばれるコンセンサスアルゴリ

ズムに依存する。 

価値移転認証の仕組み 

LINKは、Ethereumブロックチェーン上に発行されて

いるERC677トークンである為、価値移転認証の仕組

みは、Ethereumが採用しているPoSに依存する。PoS

では、記録者が一定量のコインをステークし価値移

転認証を引き受け、その価値移転を承認するかどう

かを投票し、それ以外は却下する。その後、ネット

ワークの他の各ノードは同じプロセスを経て、その

決定が正しいかどうかを判断する。ネットワーク全

体で合意の可能性が高いことが確認されると、ノー

ドは投票をロックして価値移転を最終的なものとし

て受け入れ、価値移転記録台帳の記録を確定する。 

価値移転ネットワークの信頼性に関する説明 

LINKは、Ethereumブロックチェーン上に発行されて

いるERC677トークンである為、記録者の信用力は

Ethereumに依存する。記録者は誰でもなることがで

き、広く分散している為、ネットワークに参加する

個々の信用力ではなく全体の信用力から説明する

と、記録者の一部が結託をして悪意ある判断をする

可能性は否定できないが、合理的な判断をすること

によって得られるインセンティブが大きくなるよう

に設計されている為、大多数の記録者が結託し悪意

ある判断を行い、51%攻撃等を行う可能性は極めて

低く、信用力を維持しているといえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 



日本語の名称 ライトコイン 

ティッカーコード（シンボル） LTC 

保有・移転記録の最低単位 0.00000001 LTC 

主な利用目的 送金、決済、投資 

一般的な性格 

分散型の価値保有・価値移転の台帳データ維持の

ための、暗号計算および価値記録を行う記録者へ

の対価・代償として発行される暗号資産 

発行可能数 84,000,000 LTC 

発行済み数量 
84,000,000 LTC (うち流通量は71,017,744 LTC) 

(2022年8月時点) 

発行主体概要 
不特定の保有・移転管理台帳記録者による発行プ

ログラムの集団・共有管理 

発行暗号資産の信用力に関する説明 

多数の記録者による多数決をもって移転記録が認

証される仕組み 

ブロックチェーンによる保有・移転管理台帳によ

る記録管理と重層化した暗号化技術による記録の

保全能力 

保有・移転管理台帳の公開 

暗号化技術による保有者個人情報の秘匿性 

発行方法 

分散型の価値保有・価値移転の台帳データ維持の

ための、暗号計算および価値記録を行う記録者へ

の対価・代償として発行される暗号資産。      

Proof of Workの合意形成アルゴリズムによりお

よそ150秒ごとに1ブロックが作成され、現在はプ

ログラムによって毎ブロックに12.5 LTC  が新規

発行されている。 

保有・移転記録の秘匿性 Scryptアルゴリズムを用いたProof of Work (PoW) 

価値移転記録の信頼性確保の仕組み 

Proof of Work Scryptアルゴリズムを用いたプル

ーフオブワークの仕組みにより、Litecoinブロッ

クチェーンの維持管理に参加する者が、ブロック

生成に必要な、およそ2分30秒（150秒）間隔で発

見可能な難易度に調整され、かつ完全に確率的で

計算コストの掛かる特定のナンス（nonce）を見

つけ、Litecoinネットワークに対し伝播すること

をもって、維持管理参加者が指定するアドレスに

対してプロトコルから付与される。 

価値移転認証の仕組み 

台帳形式。価値移転認証を求める暗号データを記

録者が解読し、利用者および移転内容の真正性を

確認して価値移転記録台帳の記録を確定する。 



価値移転ネットワークの信頼性に関する説明 

オープンネットワークの脆弱性に対し、暗号によ

り連鎖する台帳群（ブロックチェーン）および記

録者による多数決をもって移転記録が認証される

仕組みを用い、多数の記録者のネットワークへの

参加を得ることによって、データ改竄の動機を排

除し、信頼性を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



暗号資産の名称 ポリゴン（マティック） 

ティッカーコード（シンボル） MATIC 

保有・移転記録の最低単位 0.000000000000000001 MATIC 

主な利用目的 

1．Polygonネットワーク上での送金手数料の支払

い 

2. 資産をロックすることによるステーキングへ

の参加 

3. 決済 

一般的な性格 

ERC20として、またEthereumのスケーラビリティ

問題を解決するためのサイドチェーンである

Polygon上でも発行される通貨。ネットワーク手

数料の支払いの他、分散型アプリケーションの決

済等の用途がある。 

発行可能数 10,000,000,000 MATIC 

発行済み数量 

10,000,000,000 MATIC 

（うち流通量は8,734,317,475 MATIC） 

(2022年12月時点)  

発行主体概要 
Jaynti Kananiら4名の創業者Maticが設立、2021

年2月にPolygonに名称変更 

発行暗号資産の信用力に関する説明 

ステーキングとオンチェーンガバナンスによるネ

ットワークの安定を根拠に、通貨の流通の信用を

創造している 

発行方法 

ERC20: プログラムによる一括発行 

MRC20: ブリッジプログラムによる随時・間接的

発行 

保有・移転記録の秘匿性 公開鍵暗号の暗号化処理を施しデータを記録 

価値移転記録の信頼性確保の仕組み 
Ethereum: Proof of Stake 

Peppermint: Proof of Stake 

価値移転認証の仕組み 
チェックポイントレイヤーとブロック生成レイヤ

ーでの2つの承認 

価値移転ネットワークの信頼性に関する説明 

Ethereum, Peppermint共に多数の記録者が結託

し、あるいは既存の記録者が有する処理能力合計

よりも強力な能力を用いることによって、記録台

帳を改竄すること発行プログラムを改変すること

ができる。 

 

 

 

 

 

 



暗号資産の名称 メイカー 

ティッカーコード（シンボル） MKR 

保有・移転記録の最低単位 0.000000000000000001 MKR 

主な利用目的 ガバナンス用途 

一般的な性格 

MakerDAOはEthereumブロックチェーン上に構築さ

れた自律分散型組織である。このプロジェクト

は、ガバナンストークンであるMKRを保有する世

界中のユーザーによって管理されており、エグゼ

クティブ投票やガバナンス投票などのガバナンス

システムを通して、MKR保有者はMakerプロトコル

とDAI（米ドルにソフトペグしたステーブルコイ

ン）の金融リスクを管理し、その安定性、透明性

および効率性を確保している。 

発行可能数 1,005,577 MKR 

発行済み数量 

977,631 MKR 

（うち流通量は977,631 MKR） 

(2022年10月時点)  

発行主体概要 

Maker Foundationは、Makerプロトコルの長期的

な安全性および持続可能性の確保を行い、プロト

コルの分散化を目的に設立された。同社のCEOよ

り2021年7月20日にMakerDAOは完全にDAO化され、

Maker Foundationが数ヶ月以内に解散することが

発表された。現在はMKR保有者であるコミュニテ

ィにより運営されている。 

(参照先：https://blog.makerdao.com/makerdao-

has-come-full-circle/) 

発行暗号資産の信用力に関する説明 

MKRの価値は、Makerプロトコルの長期的な安全性

および持続性に依存している。MKRはプロトコル

の方向性やアップデート提案の実装の可否を決定

するガバナンス投票やプロトコルを健全に保つた

めのオークションに使用される。状況に応じて開

催されるオークションは以下の3つである。 

余剰オークション：システムが順調なときに、

Vaultから徴収したStability FeesによってDAIが

生成される。Stability Feesによる純余剰金が一

定の限度に達すると、余剰金としてのDAIはオー

クションにかけられMKRで落札される。その後、

落札に使用されたMKRは焼却されることで、流通

するMKRの量が減少する。 

 

担保オークション：過剰担保による負債の発生を

防止する。DAI発行時のVaultの負債は、その

Vaultに預けられた担保でカバーすることができ



る。例えば、担保の価格が下がり、Vaultが必要

な担保率を維持できなくなった場合、システムは

自動的にVaultを清算し、Vaultの未払い債務（お

よび清算ペナルティ）がカバーされるまで担保を

売却する。担保資産の精算はオークションにて

DAIで支払いが行われ、受け取ったDAIは債務の支

払いに使用される。 

 

債務オークション：担保価格が急落したり、誰も

担保を買おうとしなかったりした場合、清算され

たVaultには担保オークションで返済できない債

務が存在することになる。その場合、Stability 

Feesの余剰金があれば、それを使用して負債をカ

バーする。余剰金が存在しない場合、プロトコル

はMKRの新規発行を行い、オークションによって

DAIで落札する。結果、MKRの流通量は増加する。 

(参照先：

https://docs.makerdao.com/auctions/the-

auctions-of-the-maker-protocol) 

発行方法 Ethereumブロックチェーン上で発行。 

保有・移転記録の秘匿性 公開鍵暗号の暗号化処理を施しデータを記録 

価値移転記録の信頼性確保の仕組み Proof of Stake（PoS） 

価値移転認証の仕組み 

台帳形式。価値移転認証を求める暗号データを記

録者が解読し、利用者および移転内容の真正性を

確認して価値移転記録台帳の記録を確定する。 

価値移転ネットワークの信頼性に関する説明 

オープンネットワークの脆弱性に対し、暗号によ

り連鎖する台帳群（ブロックチェ－ン）および記

録者による多数決をもって移転記録が認証される

仕組みを用い、多数の記録者のネットワークへの

参加を得ることによって、データ改竄の動機を排

除し、信頼性を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



日本語の名称 オーエムジー、オーエムジーネットワーク 

ティッカーコード（シンボル） OMG 

保有・移転記録の最低単位 0.000000000000000001 OMG 

主な利用目的 送金、決済、投資等 

一般的な性格 

イーサリアム上で稼働するERC-20規格に準拠した

トークン（暗号資産）であると同時に、「高速で

安価、そして安全でオープンな金融サービスの提

供を実現すること」を目的として開発されたOMG 

Networkにおけるネイティブトークンである。 

発行可能数 140,245,399 OMG 

発行済み数量 

140,245,398 OMG 

（うち流通量は140,245,398 OMG） 

(2022年9月時点) 

発行主体概要 

タイのオンライン決済スタートアップOmise社の

CEO長谷川潤氏によって、インターネット上での

資産のやり取りをよりスムーズにするために

OmiseGOというプロジェクトを立ち上げ法人化し

た。 

2020年に法人名をOMG Network に変更し、同年12

月にGBV Capitalに売却されている。 

発行暗号資産の信用力に関する説明 

アドバイザーとしてEthereumの創設者であるヴィ

タリック・ブテリンをはじめ、ブロックチェーン

の最先端に携わるメンバーがプロジェクトに加わ

っている。 

また、2020年12月にGBV Capitalに買収され100%

子会社されている。 

発行方法 

2,500万ドルを調達するまでトークンセールを実

施し、すでに全量を発行している。追加発行は行

われない。 

保有・移転記録の秘匿性 公開鍵暗号の暗号化処理を施しデータを記録 

価値移転記録の信頼性確保の仕組み Proof of Stake 

価値移転認証の仕組み 

台帳形式。価値移転認証を求める暗号データを記

録者が解読し、利用者および移転内容の真正性を

確認して価値移転記録台帳の記録を確定する。 

価値移転ネットワークの信頼性に関する説明 

オープンネットワークの脆弱性に対し、暗号によ

り連鎖する台帳群（ブロックチェ－ン）および記

録者による多数決をもって移転記録が認証される

仕組みを用い、多数の記録者のネットワークへの

参加を得ることによって、データ改竄の動機を排

除し、信頼性を確保する。 

 



暗号資産の名称 サンド 

ティッカーコード（シンボル） SAND 

保有・移転記録の最低単位 0.000000000000000001 SAND 

主な利用目的 送金、決済、投資 

一般的な性格 
Ethereumのブロックチェーン上で発行されたトー

クン 

発行可能数 3,000,000,000 SAND 

発行済み数量 

3,000,000,000 SAND 

（うち流通量は1,499,470,108 SAND） 

(2022年10月時点)  

発行主体概要 

発行主体であるTSBMV Global Limitedは、メタバ

ースプラットフォーム「The Sandbox」を提供し

ており、プラットフォームにおける通貨として

SANDを発行している。 

発行暗号資産の信用力に関する説明 

・多数の記録者による多数決をもって移転記録が

認証される仕組み 

・ブロックチェーンによる保有・移転管理台帳に

よる記録管理と重層化した暗号化技術による記録

の保全能力 

・保有・移転管理台帳の公開 

・暗号化技術による保有者個人情報の秘匿性 

発行方法 

2019年10月29日にERC20トークンとして、

3,000,000,000 SANDがEthereumブロックチェーン

上で全量発行された。今後新たに発行される予定

はない。 

 

また全発行量のうち、17.18%はプライベートセー

ルにて販売が行われ、341万ドルを調達した。そ

の他のSANDは、会社準備金に25.82%、創設者とチ

ームに19%、Binance での IEO に12%、財団に

12%、アドバイザーに10%、戦略的セールに4%が配

分されている。 

保有・移転記録の秘匿性 公開鍵暗号の暗号化処理を施しデータを記録 

価値移転記録の信頼性確保の仕組み Proof of Stake（PoS） 

価値移転認証の仕組み 

台帳形式。価値移転認証を求める暗号データを記

録者が解読し、利用者および移転内容の真正性を

確認して価値移転記録台帳の記録を確定する。暗

号データは0.5秒毎にブロックチェーンに記録さ

れる。 



価値移転ネットワークの信頼性に関する説明 

オープンネットワークの脆弱性に対し、暗号によ

り連鎖する台帳群（ブロックチェ－ン）および記

録者による多数決をもって移転記録が認証される

仕組みを用い、多数の記録者のネットワークへの

参加を得ることによって、データ改竄の動機を排

除し、信頼性を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



暗号資産の名称 ソラナ 

ティッカーコード（シンボル） SOL 

保有・移転記録の最低単位 0.000000001 SOL 

主な利用目的 
ステーキング、トランザクション手数料、ガバナ

ンス投票 

一般的な性格 

分散型の価値保有・価値移転の台帳データ維持の

ための、暗号計算および価値記録を行う記録者へ

の対価・代償として発行される暗号資産である。 

発行可能数 上限なし 

発行済み数量 

511,616,946 SOL 

（うち流通量は357,983,505 SOL） 

(2022年10月時点)  

発行主体概要 

発行主体であるSolana Labsは、パブリックブロ

ックチェーンプロジェクトとして、スマートコン

トラクトを使用した分散ネットワークによって開

発者が制限なしに次世代の分散型ブロックチェー

ンアプリケーションを構築するための理想的なツ

ールキットを提供することを目的とした米国に拠

点を置く民間企業である。 

発行暗号資産の信用力に関する説明 

SOLの通貨としての信用力は、ネットワークに参

加する記録者によって分散的に維持されている。

2022年2月7日時点で記録者の総数は1,484であ

り、悪意あるノードの選出を防止している。 

 

参照先：https://solanabeach.io/validators 

発行方法 

トークン供給の分配は次のような割合である。 

シードセールトークン: 16.23%

（79,290,466SOL） 

ファウンディングセールトークン: 12.92％

（63,151,982SOL） 

バリデーターセールトークン: 5.18％

（25,331,653SOL） 

ストラテジックセールトークン: 1.88％

（9,175,520SOL） 

CoinListオークションセールトークン: 1.64％

（8,000,000SOL） 

チームトークン: 12.79％ 

財団トークン: 10.46％ 

コミュニティトークン: 38.89％ 

 



その他の発行として、ステーキング報酬がある。

ステーキング報酬の付与開始は、SOL発行開始日

である2020年3月16日からである。初年度のSOLの

インフレ率は年率8%に設定されており、その後毎

年15%ずつ減少し、11年経過後あたりからは1.5%

で固定される。 

保有・移転記録の秘匿性 

SOLの保有・移転の記録はパブリックブロックチ

ェーンを採用している為、全て公開されている。

しかし、移転記録上のトランザクションやアドレ

スから個人を特定をすることはできない。 

価値移転記録の信頼性確保の仕組み 

SOLは、プルーフオブステーク（PoS）及びプルー

フオブヒストリー（PoH）、タワーBFTと呼ばれる

コンセンサスアルゴリズムに依存している。PoS

のステーキングとスラッシングの仕組みによっ

て、悪意ある攻撃の経済合理性を低下させるよう

に設計が行われている。 

価値移転認証の仕組み 

価値移転認証の仕組みにPoSを採用。PoSでは、ブ

ロックの生成や承認の役割を担う記録者が利用者

及び移転内容の真正性を確認して価値移転記録台

帳の記録を確定する。記録者として選出されるた

めにはSOLをステーキングする必要があり、記録

者が悪意のある行動を取った際にはスラッシュ

（没収）が行われる。従って、記録者による攻撃

のインセンティブを防ぎ、セキュリティの向上が

行われている。 

価値移転ネットワークの信頼性に関する説明 

SOLは、Solanaブロックチェーン上に発行されて

いる暗号資産である為、コンセンサスアルゴリズ

ムはSolanaブロックチェーンが採用しているPoS

及びプルーフオブヒストリー（PoH）、タワーBFT

に依存している。タワーBFTはPBFTのPoHに最適化

ものであり、ネットワークの過半数が投票してい

ると考えられるフォークに投票し続けることが記

録者の利益になる。また、PoS型のブロックチェ

ーンでもあるため、記録者として選出されるため

にはSOLをステーキング（担保としてロック）す

る必要があり、記録者が悪意のある行動を取った

際にはスラッシュ（没収）が行われる。従って、

記録者による攻撃のインセンティブを防ぎ、セキ

ュリティの向上が行われている。 

 

 

 

 

 



日本語の名称 ステラルーメン 

ティッカーコード（シンボル） XLM 

保有・移転記録の最低単位 0.0000001 XLM 

一般的な性格 

一般人、中小企業、中小金融機関の間で直接的に

資金を移動可能なプラットフォームを利用するた

めの暗号資産 

発行可能数 50,001,806,812 XLM 

発行済み数量 

50,001,787,619 XLM  

(うち流通量は25,271,391,207 XLM)  

(2022年8月時点) 

発行主体概要 ステラ開発財団 （https://www.stellar.org/） 

発行暗号資産の信用力に関する説明 

オープンなネットワーク上で固有のStellar 

Consensus Protocol によって取引が承認され、

暗号化技術による堅牢なセキュリティ構造を有す

る。 

取引が承認されるためにはバリデーター（承認

者）の合意が必要、承認された取引はグローバル

に共有されたパブリックな台帳に記録され、改ざ

ん不可能。 

発行方法 
ICO、プログラムによる自動発行、プロジェクト

へのエアドロップ 

保有・移転記録の秘匿性 公開鍵暗号の暗号化処理を施しデータを記録 

価値移転記録の信頼性確保の仕組み Stellar Consensus Protocol 

価値移転認証の仕組み 

台帳形式。独自の合意形成アルゴリズムStellar 

Consensus Protocol により、選出された承認者

（バリデーター）がトランザクションデータの承

認を行う。 

価値移転ネットワークの信頼性に関する説明 

バリデーター（検証者）が取引についての投票を

行い、合意が得られた取引については承認を行う

事により信頼性を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



暗号資産の名称 テゾス 

ティッカーコード（シンボル） XTZ 

保有・移転記録の最低単位 0.000001 XTZ 

主な利用目的 ステーキング、送金、証券化トークンの発行など 

一般的な性格 

XTZは独自プロトコル上を走るアルトコインで、

ステーキングのために預託したり、送金などに用

いることができる。また海外では、プロトコルの

堅牢さからSTOなどの発行プラットフォームに選

ばれるケースが増えており、不動産や金融企業に

よる利用事例が存在する。 

発行可能数 上限なし 

発行済み数量 

939,212,226 XTZ 

（うち流通量は917,778,563 XTZ） 

(2022年11月時点)  

発行主体概要 

Tezos財団はスイスに拠点を置く非営利団体で、

スイス連邦内務省下のスイス連邦財団監督局の監

督を受けている。投資や技術など複数の委員会を

抱えており、世界中の団体にTezosプロジェクト

やプロトコルの開発に関する活動のための助成金

を支給している。 

発行暗号資産の信用力に関する説明 

プロトコルは堅牢であり、また京都大学を始め世

界中の専門的知見や技術を有する主体に助成金が

提供され、発展向上のための研究開発が日々進め

られている。 

発行方法 
2017年のICOを通じたプレセール、及びプログラ

ムによる自動発行。 

保有・移転記録の秘匿性 公開鍵暗号の暗号化処理を施しデータを記録 

価値移転記録の信頼性確保の仕組み 

独自のProof of Stake系アルゴリズムである

Liquid Proof of Stakeを採用している。

Delegated Proof of Stakeと異なりブロック生成

者への預託は任意となることから、ブロック生成

者の選定を行う自由度が上がる設計になってい

る。 

価値移転認証の仕組み 

台帳形式。価値移転認証を求める暗号データを記

録者が解読し、利用者および移転内容の真正性を

確認して価値移転記録台帳の記録を確定する。 



価値移転ネットワークの信頼性に関する説明 

オープンネットワークの脆弱性に対し、暗号によ

り連鎖する台帳群（ブロックチェ－ン）および記

録者による多数決をもって移転記録が認証される

仕組みを用い、多数の記録者のネットワークへの

参加を得ることによって、データ改竄の動機を排

除し、信頼性を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



本サイトで提供される情報は、暗号資産に関する投資またはその他のアドバイスを目的とした

ものではありません。Coinbaseとその関連会社は、本サイトに掲載されている情報の正確性、

完全性、適時性、適合性、有効性について一切の表明をせず、この情報の誤り、脱落、遅延、

またはその表示や使用に起因する損失、傷害、損害について責任を負いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



General Description of Supported Cryptocurrencies 

 

Cryptocurrency Name Cardano (ADA) 

Ticker Code (Symbol) ADA 

Minimum Unit for Holding/Transfer Record 0.000001ADA 

Main Uses Remittance, Payment, Investment 

General Characteristics 

Cryptocurrency issued as compensation to 

validators for the maintenance of 

distributed value-holding and value-transfer 

ledger data. 

Max. No. of Issues 45,000,000,000 ADA 

No. Issued to Date 

35,138,883,455 ADA 

(34,401,225,943 ADA in circulation) 

(as of November 2022) 

Issuing Organizations 

Cardano Foundation is the ecosystem 

supervisor, IOHK is in charge of research 

and technology development and EMURGO Pte. 

Ltd. is responsible for the development and 

provision of blockchain solution services. 

Notes on Reliability of Issued Cryptocurrency 

Collateral is ensured by the approval of 

blocks by a completely randomly selected 

group of validators. 

Blockchain-enabled record management by 

means of holding/transfer-management ledgers 

and record preservation through layered 

cryptography. 

Public access to the holding and transfer 

control ledgers and the confidentiality of 

the personal information of currency holders 

through encryption technology. 

Issue Method 

Initial issuance as well as automatic 

issuance via program as compensation to the 

validator for the maintenance of ledger data 

to facilitate the distributed holding and 

transfer of value. 

Holding/Transfer Records Confidentiality 

The EdDSA (Edwards Curve Digital Signature 

Algorithm) is used to generate the address. 

The HMAC-SHA512 hash function is used to 

generate the address from the public key. 



Structure Ensuring Authenticity of Value-

Transfer Records 

Proof of Stake (PoS) 

A consensus algorithm (a consensus method 

that requires all validators to agree in 

order to eliminate unauthorized transactions 

in a distributed ledger), featuring an 

approval method where the probability of 

success in block generation (approval) 

increases the greater the amount of key 

cryptocurrency held. 

Value-Transfer Authentication Mechanism 

Ledger-based. 

The cryptographic data requiring value 

transfer authentication is deciphered by the 

validator, who confirms the authenticity of 

the user and transfer details and settles 

the record in the value transfer ledger. 

Value-Transfer Network Reliability 

A unique PoS consensus algorithm (Ouroboros) 

allows blocks to be approved by completely 

randomly selected validators. The 

probability of being selected as a validator 

increases with the volume of holdings, 

thereby curbing malicious behavior by the 

validators and maintaining trustworthiness. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cryptocurrency Name Avalanche 

Ticker Code (Symbol) AVAX 

Minimum Unit for Holding/Transfer Record 0.000000000000000001 AVAX 

Main Uses 

① Staking participation in governance of 

the Avalanche blockchain 

② Fees for using the Avalanche Blockchain 

General Characteristics 

Cryptocurrency is issued as compensation to 

miners who conduct crypto calculations and 

record values in order to maintain the 

decentralized ledger data of holding and 

transfer values. 

Issueable Number 720,000,000 AVAX 

No. Issued to Date 

404,229,626 AVAX 

(298,545,668 AVAX in circulation) 

(as of November 2022) 

Issuing Organizations 

The issuing entity, Ava Labs, is a private 

company based in New York, USA, with the 

goal of "building the Internet of Finance" 

through a distributed network using smart 

contracts as a public blockchain project. 

Notes on Reliability of Issued Cryptocurrency 

AVAX maintains its credibility as a currency 

through a decentralized structure supported 

by holders participating in the network; as 

of April 18, 2021, the Avalanche blockchain 

on which AVAX is issued has a consensus 

algorithm called Avalanche Consensus that 

prevents the election of malicious nodes. 

Issue Method 

The AVAX issue limit is fixed at 720,000,000 

AVAX, with half, 360,000,000 AVAX, issued at 

the mainnet launch on September 21, 2020. 

The other half will be issued as staking 

compensation, in line with the supply 

function of the white paper. 

Holding/Transfer Record Confidentiality 

All records of AVAX holdings and transfers 

are public because of the public blockchain. 

However, individuals cannot be identified 

through the transactions or addresses in the 

transfer records. 

Structure Ensuring Authenticity of Value-

Transfer Records 
Proof of Stake (PoS) 



Value-Transfer Authentication Mechanism 

Value transfers are authenticated using 

Avalanche Consensus and PoS. In Avalanche 

Consensus and PoS, the validator is 

responsible for authenticating a value 

transfer and votes to approve or reject it. 

Every other node in the network then goes 

through the same process to determine if the 

decision is correct. Once the network as a 

whole confirms that agreement is likely, the 

nodes lock in their votes, accept the value 

transfer as final, and finalize the record 

in the value transfer record ledger. 

Value-Transfer Network Reliability 

AVAX's value transfer record is based on two 

consensus algorithms, Avalanche Consensus 

and PoS. Avalanche Consensus is a protocol 

that combines the advantages of Classical 

Consensus (speed, scale, rapid finality, and 

energy efficiency) with those of Nakamoto 

Consensus (robustness and decentralization). 

Avalanche Consensus takes the same 

probabilistic approach as Nakamoto 

Consensus, but it is set at a very low 

probability of being overturned twice in 

20,000 years. It is also designed to reduce 

the economic rationality of malicious 

attacks by introducing a staking mechanism. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cryptocurrency Name Basic Attention Token 

Ticker Code (Symbol) BAT 

Minimum Unit for Holding/Transfer Record 0.000000000000000001 BAT 

Main Uses Remittance, Payment, Investment, etc. 

General Characteristics 

BAT uses the blockchain for online 

advertising, and BAT is the project’s core 

token. Advertisers use BAT to post 

advertisements, and users can earn BAT by 

viewing advertisements. However, the BAT 

that users earn by viewing advertisements 

can only be used for contributions to 

publishers. 

Issueable Number 1,500,000,000 BAT 

No. Issued to Date 

1,500,000,000 BAT 

(1,498,344,316 BAT in circulation) 

(as of September 2022)  

Issuing Organizations 

Brave Software International SEZC, 

established in 2017, conducts ICO as well as 

issuing and managing BAT. Brave Software 

Inc. was established in the United States in 

May 2015 and has developed the open-source 

Brave web browser, which bypasses 

advertisements and website trackers. 

Notes on Reliability of Issued Cryptocurrency 

The organization has already developed an 

Ethereum-based web browser which has a 

steadily-growing number of users, ensuring a 

technologically stable foundation. 

Issue Method 
Public tokens amounting to 1,000,000,000 BAT 

were sold on May 31, 2017. 

Holding/Transfer Record Confidentiality Data recorded with public key encryption 

Structure Ensuring Authenticity of Value-

Transfer Records 
Proof of Stake (PoS) 

Value-Transfer Authentication Mechanism 

Ledger-based. Validators decode encrypted 

data seeking value-transfer authentication, 

checking the authenticity of users and 

transfer details to confirm records of 

value-transfer ledgers. 



Value-Transfer Network Reliability 

Open-source network vulnerabilities are 

mitigated by using an encrypted ledger 

(blockchain) and a mechanism that 

authenticates transfer records through a 

majority vote by validators. Having a large 

number of validators participate in the 

network removes motives for data 

falsification and ensures reliability. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cryptocurrency Name Bitcoin Cash 

Ticker Code (Symbol) BCH, BCC 

Minimum Unit for Holding/Transfer Record 0.00000001 BCH 

Main Uses Remittance, payment, investment 

General Characteristics 

Cryptocurrency is issued as compensation to 

validators who conduct crypto calculations 

and record values in order to maintain the 

decentralized ledger data of holding and 

transfer values. 

Issueable Number 21,000,000 BCH 

No. Issued to Date 19,154,738 BCH (as of August 2022) 

Issuing Organizations 

Shared, collective management of the 

issuance algorithm by unspecified miners of 

the holding/transfer-management ledger. 

Notes on Reliability of Issued Cryptocurrency 

Trust is ensured by means of Proof of Work, 

in which the chain with the most 

computational work is deemed correct. 

Issue Method 

A crypto asset issued as compensation or 

quid pro quo to recorders for cryptographic 

computation and value recording to maintain 

decentralized value holding and value 

transfer ledger data. One block is created 

approximately every 10 minutes by the Proof 

of Work consensus algorithm, and the program 

currently issues 6.25 BCH of new money for 

each block. 

Holding/Transfer Record Confidentiality 

Data recorded with hash function (SHA-256, 

RIPEMD-160) and encryption of elliptic curve 

public-key cryptography 

Structure Ensuring Authenticity of Value-

Transfer Records 

Proof of work 

A consensus algorithm (a consensus method to 

eliminate double transactions in a 

distributed ledger) in which each node 

arbitrarily takes a block that is a block 

hash below the target of the nonce at the 

time, and the chain with the highest 

computational complexity is considered 

legitimate. 



Value-Transfer Authentication Mechanism 

Checks are carried out on transaction format 

and for the existence of multiple payments, 

and the block form and chain with largest 

Proof of Work are confirmed. The structure 

is such that as succeeding blocks are 

linked, it becomes less likely and more 

difficult for the chain to be overturned. 

Value-Transfer Network Reliability 

Open-source network vulnerabilities are 

mitigated by a consensus algorithm which 

uses a group of cryptographically-linked 

ledgers (blockchain) to select a chain with 

an accumulated proof of work with a high 

degree of difficulty, thus ensuring 

reliability by removing motives for data 

falsification. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cryptocurrency Name Bitcoin 

Ticker Code (Symbol) BTC, XBT 

Minimum Unit for Holding/Transfer Record 0.00000001 BTC 

Main Uses Remittance, payment, investment 

General Characteristics 

Cryptocurrency is issued as compensation to 

validators who conduct crypto calculations 

and record values in order to maintain the 

decentralized ledger data of holding and 

transfer values. 

Issueable Number 21,000,000 BTC 

No. Issued to Date 19,131,018 BTC (as of August 2022) 

Issuing Organizations 

Shared, collective management of the 

issuance algorithm by unspecified validators 

of the holding and transfer ledger 

Notes on Reliability of Issued Cryptocurrency 

A system whereby transfer records are 

authenticated by a majority vote of a large 

number of record keepers 

Blockchain record keeping and transfer 

management ledgers Ability to preserve 

records through management and layered 

encryption technology 

Publication of holding and transfer 

management ledgers 

Holders' personal information is secured 

through encryption 

Issue Method 

A cryptographic asset issued as compensation 

to validators to perform cryptographic 

computation and value recording to maintain 

distributed value holding and value transfer 

ledger data. One block is created 

approximately every 10 minutes by the Proof 

of Work consensus algorithm, and currently 

6.25 BTC are newly issued in every block by 

the program. 

Holding/Transfer Record Confidentiality 

Data recorded with hash function (SHA-256, 

RIPEMD-160) and encryption of elliptic curve 

public-key cryptography 



Structure Ensuring Authenticity of Value-

Transfer Records 

Proof of work 

One of the consensus algorithms (a method of 

consensus formation that requires all 

validators to agree in order to eliminate 

unauthorized transactions in a distributed 

ledger), in which all validators approve new 

transactions in a distributed ledger by 

recognizing the validators who have been 

found to have performed a certain amount of 

calculations as administrators. 

Value-Transfer Authentication Mechanism 

Ledger-based. Validators decode encrypted 

data to obtain value-transfer 

authentication, checking the authenticity of 

users and transfer details to confirm value-

transfer ledger records. 

Value-Transfer Network Reliability 

To counter the vulnerabilities of open 

source networks, Bitcoin's consensus 

algorithm requires the use of encrypted 

ledgers (blockchains), and chains that have 

generated proofs of work with a high degree 

of difficulty are selected. This removes any 

motive for data falsification, thus ensuring 

reliability. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cryptocurrency Name Polkadot, DOT 

Ticker Code (Symbol) Polkadot, DOT 

Minimum Unit for Holding/Transfer Record 0.0000000001 DOT (=1 Planck) 

Main Uses Staking, participation in governance 

General Characteristics Altcoin with proprietary blockchain 

Issueable Number No upper limit 

No. Issued to Date 

1,225,404,332 DOT 

(1,149,812,427 DOT in circulation) 

(as of August 2022) 

Issuing Organizations Open-source project by Web3 Foundation 

Notes on Reliability of Issued Cryptocurrency 

Reliability is ensured by a large number of 

decentralized validators who authenticate 

value-transfer information and by the 

adoption of cryptographic technology with 

the same standards as Bitcoin. 

Issue Method 

Automatic issue by program. A structure is 

implemented whereby the new issue volume is 

automatically adjusted according to the 

volume of staked DOT. 

Holding/Transfer Record Confidentiality Data recorded with public key encryption 

Structure Ensuring Authenticity of Value-

Transfer Records 

Records are managed by validators with 

voting power granted by the token algorithm 

in accordance with Nominated Proof of Stake 

(NPoS). 

Value-Transfer Authentication Mechanism 

Ledger-based. Validators decode encrypted 

data to obtain value-transfer 

authentication, checking the authenticity of 

users and transfer details to confirm value-

transfer ledger records. 

Value-Transfer Network Reliability 

To deal with open-source network 

vulnerabilities, reliability is ensured by 

eliminating the motive for data 

falsification by having a large number of 

validators participate in the network using 

an encryption-chained ledger (a blockchain) 

and a structure in which transfer records 

are authenticated by the majority decision 

of validators. 

 

 



Name in Japanese Enjin Coin 

Ticker Code (Symbol) ENJ 

Minimum Unit for Holding/Transfer Record 0.000000000000000001 ENJ 

Main Uses Remittance, payment, investment, etc. 

General Characteristics 

Enjin Coin is a cryptocurrency supporting 

assets (NFTs) issued by the blockchain fund-

issuing platform “Enjin Platform.” 

Game developers can use Enjin Platform to 

consolidate assets as in-game items 

(weapons, protective equipment, etc.) in 

existing and newly developed games. 

Game users can play using those assets in 

eligible games. Rather than being limited to 
one game, assets can be used in multiple 

eligible games. 

Assets can be purchased on the NFT 

marketplace using Enjin Coin or Ether, and 

can also be obtained from loot boxes within 

games. 

Assets that are no longer required can be 

sold on the NFT marketplace or melted to 

retrieve Enjin Coin.. 

Issueable Number 1,000,000,000 ENJ 

No. Issued to Date 1,000,000,000 ENJ (as of September 2022) 

Issuing Organizations 

Enjin Pte Ltd. sets out its overall vision 

as “building environments for better online 

games and protecting the value of virtual 

assets (content such as in-game items, 

etc.).” Since its launch in 2017, products 

have been released as stated in its 

whitepaper. It is also participating in 

partnerships with game companies and 

standardization projects organized by 

exchanges. 

Notes on Reliability of Issued Cryptocurrency 

Established in 2009, this is one of the 

oldest blockchain projects. It provides 

products specially designed for online 

games, such as the game-compatible Enjin 

Wallet and Enjin Network. ENJ, an ERC20 

token, is used as its native token. 

This is one of the world’s largest 

platforms in the online-game industry, with 



more than 18 million users and 250,000 user 

communities worldwide. 

Based on Ethereum, its protocol is 

technologically stable. 

Issue Method Pre-sale and cloud sale 

Holding/Transfer Records Confidentiality Data recorded with public key encryption 

Structure Ensuring Authenticity of Value-

Transfer Records 
Proof of Stake 

Value-Transfer Authentication Mechanism 

Ledger-based. Validators decode encrypted 

data to obtain value-transfer 

authentication, checking the authenticity of 

users and transfer details to confirm value-

transfer ledger records. 

Value-Transfer Network Reliability 

Open-source network vulnerabilities are 

mitigated by using an encrypted ledger 

(blockchain) and a mechanism that 

authenticates transfer records through a 

majority vote by validators. Having a large 

number of validators participate in the 

network removes motives for data 

falsification and ensures reliability. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Name in Japanese Ethereum Classic 

Ticker Code (Symbol) ETC 

Minimum Unit for Holding/Transfer Record 1 wei (= 0.000000000000000001 ETC) 

Main Uses Remittance, payment, smart contracts 

General Characteristics 

Cryptocurrency is issued as compensation to 

validators who conduct crypto calculations 

and record values in order to maintain the 

decentralized ledger data of holding and 

transfer values. 

Plays the role of an execution environment 

in which the decentralized application is 

operated. 

Issueable Number 210,700,000 ETC 

No. Issued to Date 

210,700,000 ETC 

(136,633,771 ETC in circulation) 

(as of September 2022) 

Issuing Organizations 

Shared, collective management of the 

issuance algorithm by unspecified validators 

of the holding/transfer-management ledger 

Notes on Reliability of Issued Cryptocurrency 

Structure whereby transfer records are 

authenticated by the majority decision of a 

large number of validators. 

Blockchain-enabled record management by 

means of holding/transfer-management ledgers 

and record preservation through layered 

cryptography. 

Disclosure of holding/transfer-management 

ledgers 

Confidentiality of owners’ personal 

information by cryptography. 

Issue Method 

Initial issuance, and automatic issuance to 

the validators as compensation for 

performing cryptographic calculations and 

recordings, in order to maintain the 

decentralized ledger data of holding and 

transfer values 

Holding/Transfer Records Confidentiality Data recorded with public key encryption 



Structure Ensuring Authenticity of Value-

Transfer Records 

Proof of work consensus algorithm (a method 

of consensus formation that requires all 

validators to agree in order to eliminate 

unauthorized transactions in a distributed 

ledger), in which all validators approve new 

transactions in a distributed ledger by 

recognizing the validators who have been 

found to have performed a certain amount of 

calculations as administrators. 

Value-Transfer Authentication Mechanism 

Ledger-based. Validators decode encrypted 

data seeking value-transfer authentication, 

checking the authenticity of users and 

transfer details to confirm records of 

value-transfer ledgers. 

Value-Transfer Network Reliability 

To deal with open-source network 

vulnerabilities, reliability is ensured by 

eliminating the motive for data 

falsification by having a large number of 

validators participate in the network using 

an encryption-chained ledger (a blockchain) 

and a structure in which transfer records 

are authenticated by the majority decision 

of validators. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Name in Japanese Ethereum 

Ticker Code (Symbol) ETH 

Minimum Unit for Holding/Transfer Record 1 wei (=0.000000000000000001 ETH) 

Main Uses Remittance, payment, smart contracts 

General Characteristics 

Cryptographic assets issued as 

consideration/compensation to validators for 

cryptographic computation and value 

recording for the maintenance of distributed 

value holding and value transfer ledger 

data. 

Serves as the execution environment in which 

distributed applications run. 

Issueable Number TBC 

No. Issued to Date 122,097,815 ETH (as of August 2022) 

Issuing Organizations 

Shared, collective management of the 

issuance algorithm by unspecified validators 

of the holding/transfer-management ledger 

Notes on Reliability of Issued Cryptocurrency 

A system whereby transfer records are 

authenticated by a majority vote of a large 

number of record holders. 

Records management via blockchain-enabled 

holding and transfer ledgers and record 

preservation through layered encryption 

technology 

Publication of holding and transfer 

management ledgers 

Confidentiality of personal information of 

holders through encryption technology 

Issue Method 

Initial issuance, and automatic issuance to 

the validators as compensation for 

performing cryptographic calculation and 

recording, in order to maintain the 

decentralized ledger data of holding and 

transfer values. One block is created 

approximately every 13.4 seconds, and at 

present 2 ETH is newly issued for each block 

by a program. 

Holding/Transfer Records Confidentiality Data recorded with public key encryption 

Structure Ensuring Authenticity of Value-

Transfer Records 

Ethereum 2.0 has moved to Proof of Stake 

(PoS), an alternative to mining in which 

block generation rights are granted based on 

the amount of ETH staked. 



Value-Transfer Authentication Mechanism 

Ledger-based. Validators decode encrypted 

data to obtain value-transfer 

authentication, checking the authenticity of 

users and transfer details to confirm value-

transfer ledger records. 

Value-Transfer Network Reliability 

Open-source network vulnerabilities are 

mitigated by using an encrypted ledger 

(blockchain) and a mechanism that 

authenticates transfer records through a 

majority vote by validators. Having a large 

number of validators participate in the 

network removes motives for data 

falsification and ensures reliability. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cryptocurrency Name Chainlink 

Ticker Code (Symbol) LINK 

Minimum Unit for Holding/Transfer Record 0.000000000000000001 LINK 

Main Uses 

① Payments to node operators providing oracle 

services 

② Collateral for node operators providing 

oracle services (confirmedon Chainlink Github 

as not yet being implemented  as of November 

16, 2020). In case node operators do not 

provide appropriate oracle services, LINK 

provided as collateral is seized as a penalty. 

Reference: https://docs.chain.link/docs/faq 

(December 2, 2020) 

Reference: Report Introducing BEOSIN Project 

P15 (December 2, 2020) 

General Characteristics 

Cryptocurrency issued to node operators of 

Chainlink’s oracle services as payments and 

collateral (not yet implemented as of November 

16, 2020) 

Issueable Number 1,000,000,000 LINK 

No. Issued to Date 1,000,000,000 LINK 

Issuing Organizations 

SmartContract Chainlink Limited SEZC was 

established to provide oracle services as a 

bridge between external data sources and the 

public blockchain. The company aims to build a 

decentralized oracle network that will resolve 

the "oracle problem" of accuracy depending on 

the reliability of the data provider when smart 

contracts obtain external data. In September 

2017, it implemented an ICO for the development 

of Chainlink, raising approximately 32 million 

USD in funds. 

Reference: 

https://messari.io/asset/chainlink/profile 

(December 2, 2020) 

Notes on Reliability of Issued 

Cryptocurrency 

The credibility of the LINK as a currency 

depends on the consensus algorithm called Proof 

of Stake(PoS) employed by Ethereum, since the 

LINK is an ERC677 token issued on the Ethereum 

blockchain.。 

Issue Method 

As an ERC677 token, the full volume of LINK has 

been issued as of the ICO on September 19th, 

2017, with 1,000,000,000 LINK issued on the 



Ethereum blockchain. Reference: 

https://xangle.io/project/LINK/full-disclosure 

(December 2, 2020) 

Reference: 

https://messari.io/asset/chainlink/profile 

(December 2, 2020) 

Reference: 

https://coinmarketcap.com/currencies/chainlink/ 

(December 2, 2020) 

Holding/Transfer Records Confidentiality 

The public blockchain is used for the 

holding/transfer of records, so the records are 

disclosed, but it is not possible to identify 

individuals from the transactions or the 

addresses on the transfer records. 

Structure Ensuring Authenticity of Value-

Transfer Records 

LINK is an ERC677 token issued on the Ethereum 

blockchain, so it relies on the mechanism used 

by Ethereum to ensure the reliability of value 

transfer records, a consensus algorithm called 

Proof of Stake(PoS). 

Value-Transfer Authentication Mechanism 

Since LINK is an ERC677 token issued on the 

Ethereum blockchain, the value transfer 

authentication mechanism relies on the PoS 

employed by Ethereum. In PoS, the validator 

stakes a certain amount of coins and 

underwrites the value transfer certification, 

then votes to approve the value transfer or 

reject it otherwise. Each other node in the 

network then goes through the same process to 

determine if the decision is correct. Once the 

network as a whole confirms that consensus is 

likely, the node locks the vote, accepts the 

value transfer as final, and finalizes the 

record in the value transfer record ledger. 

Value-Transfer Network Reliability 

The reliability of LINK validators depends on 

Ethereum, because LINK is an ERC677 token 

issued on the Ethereum blockchain. Since anyone 

can become a validator and the validators are 

extensively decentralized, while there 

undeniably exists a possibility that some 

validators will conspire to make malicious 

judgments, the structure is designed to 

incentivize reasonable judgments from the 

perspective of overall reliability rather than 

the reliability of individual network 

participants, so it is extremely unlikely that 



a majority of validators would conspire to make 

malicious judgments and launch 51% attacks, 

etc. As such, the value-transfer network can be 

said to be reliable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Name in Japanese Litecoin 

Ticker Code (Symbol) LTC 

Minimum Unit for Holding/Transfer Record 0.00000001 LTC 

Main Uses Remittance, payment, investment 

General Characteristics 

Cryptocurrency is issued as compensation to 

validators who conduct crypto calculations 

and record values in order to maintain the 

decentralized ledger data of holding and 

transfer values. 

Issueable Number 84,000,000 LTC 

No. Issued to Date 
84,000,000 LTC (71,017,744 LTC in 

circulation) (as of August 2022)8 

Issuing Organizations 

Shared, collective management of the 

issuance algorithm by unspecified validators 

of the holding/transfer-management ledger 

Notes on Reliability of Issued Cryptocurrency 

A mechanism exists whereby transfer records 

are authenticated by a majority vote of a 

large number of record holders 

Records management via blockchain-enabled 

holding and transfer ledgers and record 

preservation through layered encryption 

technology 

Publication of holding and transfer 

management ledgers 

Confidentiality of personal information of 

holders through encryption technology 

Issue Method 

Cryptocurrency is issued as compensation to 

validators who conduct crypto calculations 

and record values in order to maintain the 

decentralized ledger data of holding and 

transfer values. Through the Proof of Work 

consensus-building algorithm, one block is 

created approximately every 150 seconds. At 

present, 12.5 LTC is newly issued for each 

block by the program. 

Holding/Transfer Records Confidentiality Proof of Work (PoW) using the Scrypt algorithm 



Structure Ensuring Authenticity of Value-

Transfer Records 

The proof-of-work mechanism, using the Proof 

of Work Scrypt algorithm, allows a 

participant in the maintenance of the 

Litecoin blockchain to find and propagate to 

the Litecoin network a specific nonce that 

is tuned to a level of difficulty 

discoverable in approximately 2 minute and 

30 second (150 second) intervals, and which 

is fully probabilistic and computationally 

expensive, for block generation. The 

generated block is then assigned by the 

protocol to an address designated by the 

maintenance participant. 

Value-Transfer Authentication Mechanism 

Ledger-based. Validators decode encrypted 

data to obtain value-transfer 

authentication, checking the authenticity of 

users and transfer details to confirm value-

transfer ledger records. 

Value-Transfer Network Reliability 

To deal with open-source network 

vulnerabilities, reliability is ensured by 

eliminating the motive for data 

falsification by having a large number of 

validators participate in the network using 

an encryption-chained ledger (a blockchain) 

and a structure in which transfer records 

are authenticated by the majority decision 

of validators. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cryptocurrency Name Polygon (MATIC) 

Ticker Code (Symbol) MATIC 

Minimum Unit for Holding/Transfer Record 0.000000000000000001 MATIC 

Main Uses 

1. Payment of remittance fees on the Polygon 

network 

2. Participation in staking by locking 

assets 

3. Settlement 

General Characteristics 

Currency issued as ERC20 or on Polygon, a 

side chain designed to solve Ethereum's 

scalability problem. In addition to payment 

of network fees, it has other uses such as 

payments in decentralized applications. 

Issueable Number 10,000,000,000 MATIC 

No. Issued to Date 

10,000,000,000 MATIC 

(8,734,317,475 MATIC in circulation) 

(as of December 2022)  

Issuing Organizations 

Matic was established by four founders, 

including Jaynti Kanani, and its name was 

changed to Polygon in February 2021 

Notes on Reliability of Issued Cryptocurrency 

Trust in currency circulation is created on 

the basis of network stability through 

staking and on-chain governance 

Issue Method 

ERC20: Programmatic Bulk Issuance 

MRC20: Issued from as necessary and 

indirectly through bridge programs 

Holding/Transfer Records Confidentiality Data recorded with public key encryption 

Structure Ensuring Authenticity of Value-

Transfer Records 

Ethereum: Proof of Stake 

Peppermint: Proof of Stake 

Value-Transfer Authentication Mechanism 
Two approvals at the checkpoint layer and 

block generation layer 

Value-Transfer Network Reliability 

Both Ethereum and Peppermint allow a 

majority of validators to modify the 

issuance program or tamper with the ledger 

by colluding or by using capabilities more 

powerful than the total processing power of 

the existing validators. 

 

 

 

 



Cryptocurrency Name Maker 

Ticker Code (Symbol) MKR 

Minimum Unit for Holding/Transfer Record 0.000000000000000001 MKR 

Main Uses Governance applications 

General Characteristics 

MakerDAO is an autonomous decentralized 

organization built on the Ethereum 

blockchain. The project is managed by users 

around the world who hold MKR, which are 

governance tokens, and through governance 

systems such as executive voting and 

governance voting, MKR holders are 

responsible for the Maker protocol and for 

managing financial risks associated with DAI 

(a stablecoin soft-pegged to USD) to ensure 

its stability, transparency and efficiency. 

Issueable Number 1,005,577 MKR 

No. Issued to Date 

977,631 MKR 

(977,631 MKRin circulation) 
(as of October 2022)  

Issuing Organizations 

The Maker Foundation was established to 

ensure the long-term security and 

sustainability of the Maker protocol and to 

decentralize the protocol. The company's CEO 

announced that on July 20, 2021, MakerDAO 

will be converted fully into a DAO and the 

Maker Foundation will dissolve within a few 

months. It is currently run by the community 

of MKR holders. 

(Reference:https://blog.makerdao.com/makerda

o-has-come-full-circle/) 

Notes on Reliability of Issued Cryptocurrency 

The value of the MKR depends on the long-

term security and sustainability of the 

Maker protocol; the MKR is used for 

governance voting to determine the direction 

of the protocol and whether or not to 

implement proposed updates, and for auctions 

to keep the protocol healthy. There are 

three types of auctions that are held 

depending on the situation. 

Surplus Auction: When the system is 

performing well, DAI is generated by 

Stability Fees collected from Vaults; when 

the net surplus from Stability Fees reaches 



a certain limit, the surplus DAI is 

auctioned and sold for MKR. The MKRs used 

for bidding are then incinerated, thereby 

reducing the amount of MKRs in circulation. 

 

Collateral Auction: Prevents liabilities 

from being incurred due to excess 

collateral; a Vault's liabilities at the 

time of DAI issuance can be covered by the 

collateral deposited in its Vault. For 

example, if the price of collateral falls 

and the Vault is unable to maintain the 

required collateral ratio, the system will 

automatically liquidate the Vault and sell 

collateral until the Vault's outstanding 

liabilities (and liquidation penalty) are 

covered. Settlement of the collateral is 

paid for at auction in DAI, and the DAI 

received is used to pay the debt. 

 

Debt Auction: If collateral prices plummet 

or no one wants to buy the collateral, the 

liquidated vault will have debts that cannot 

be repaid through the collateral auction. In 

that case, any surplus in Stability Fees 

would be used to cover the debt. If no 

surplus exists, the protocol issues new MKRs 

and auctions them off for DAI. As a result, 

the volume of MKRs in circulation increases. 

(Reference:https://docs.makerdao.com/auction

s/the-auctions-of-the-maker-protocol) 

Issue Method Issued on the Ethereum blockchain. 

Holding/Transfer Records Confidentiality Data recorded with public key encryption 

Structure Ensuring Authenticity of Value-

Transfer Records 
Proof of Stake (PoS) 

Value-Transfer Authentication Mechanism 

Ledger-based. Validators decode encrypted 

data to obtain value-transfer 

authentication, checking the authenticity of 

users and transfer details and confirming 

the value-transfer ledger records. 



Value-Transfer Network Reliability 

Open-source network vulnerabilities are 

mitigated by using an encrypted ledger 

(blockchain) and a mechanism that 

authenticates transfer records through a 

majority vote by validators. Having a large 

number of validators participate in the 

network removes motives for data 

falsification and ensures reliability. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Name in Japanese OMG, OMG Network 

Ticker Code (Symbol) OMG 

Minimum Unit for Holding/Transfer Record 0.000000000000000001 OMG 

Main Uses Remittance, payment, investment, etc. 

General Characteristics 

OMG is both a token (cryptocurrency) 

conforming to the ERC-20 standard operating 

on Ethereum and, simultaneously, a native 

token on the OMG Network developed with the 

stated aim of “providing open financial 

services safely and cheaply at high speed.” 

Issueable Number 140,245,399 OMG 

No. Issued to Date 

140,245,398 OMG 

(140,245,398 OMG in circulation) 

(as of September 2022) 

Issuing Organizations 

The OmiseGO project was launched and 

incorporated by Jun Hasegawa, CEO of Thai 

online-payment startup Omise Inc., to 

facilitate smoother online exchange of 

funds. 

In 2020, the company’s name was changed to 

OMG Network, and in December 2020 it was 

sold to GBV Capital. 

Notes on Reliability of Issued Cryptocurrency 

Ethereum founder Vitalik Buterin and many 

leaders in the blockchain industry are 

involved as advisors to the project. 

Furthermore, OMG Network was acquired by GBV 

Capital in December 2020 as a wholly owned 

subsidiary. 

Issue Method 

Tokens were sold until 25 million USD was 

raised, and the full volume has now been 

issued. No additional issuance. 

Holding/Transfer Records Confidentiality Data recorded with public key encryption 

Structure Ensuring Authenticity of Value-

Transfer Records 
Proof of Stake 

Value-Transfer Authentication Mechanism 

Ledger-based. Validators decode encrypted 

data to obtain value-transfer 

authentication, checking the authenticity of 

users and transfer details and confirming 

the value-transfer ledger records. 



Value-Transfer Network Reliability 

Open-source network vulnerabilities are 

mitigated by using an encrypted ledger 

(blockchain) and a mechanism that 

authenticates transfer records through a 

majority vote by validators. Having a large 

number of validators participate in the 

network removes motives for data 

falsification and ensures reliability. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cryptocurrency Name SAND 

Ticker Code (Symbol) SAND 

Minimum Unit for Holding/Transfer Record 0.000000000000000001 SAND 

Main Uses Remittance, payment, investment 

General Characteristics Tokens issued on the Ethereum blockchain 

Issueable Number 3,000,000,000 SAND 

No. Issued to Date 

3,000,000,000 SAND 

（1,499,470,108 SAND in circulation) 

(as of October 2022)  

Issuing Organizations 

The issuing entity, TSBMV Global Limited, 

maintains the metaverse platform "The 

Sandbox" and issues SAND as currency on the 

platform. 

Notes on Reliability of Issued Cryptocurrency 

・Structure whereby a transfer record is 

authenticated by a majority vote of a large 

number of validators. 

・Record management by blockchain holding 

and transfer management ledgers and record 

preservation capability by layered 

encryption technology. 

・Disclosure of holding/transfer-management 

ledgers 

・Confidentiality of owners’ personal 

information by cryptography. 

Issue Method 

3,000,000,000 SAND were issued in full on 

the Ethereum blockchain as ERC20 tokens on 

October 29, 2019. No new issuance is planned 

in the future. 

 

Of the total issuance, 17.18% was sold in a 

private sale, raising $3.41 million. The 

other SAND was allocated 25.82% to company 

reserves, 19% to the founders and team, 12% 

to the IEO at Binance, 12% to the 

foundation, 10% to advisors, and 4% to 

strategic sales. 

Holding/Transfer Records Confidentiality Data recorded with public key encryption 

Structure Ensuring Authenticity of Value-

Transfer Records 
Proof of Stake (PoS) 



Value-Transfer Authentication Mechanism 

Ledger format. Validators decode encrypted 

data to obtain value-transfer 

authentication, checking the authenticity of 

users and transfer details and confirming 

the value-transfer ledger records. 

Cryptographic data is recorded in the 

blockchain every 0.5 seconds. 

Value-Transfer Network Reliability 

Open-source network vulnerabilities are 

mitigated by using an encrypted ledger 

(blockchain) and a mechanism that 

authenticates transfer records through a 

majority vote by validators. Having a large 

number of validators participate in the 

network removes motives for data 

falsification and ensures reliability. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cryptocurrency Name SOLANA 

Ticker Code (Symbol) SOL 

Minimum Unit for Holding/Transfer Record 0.000000001 SOL 

Main Uses Staking, transaction fees, governance voting 

General Characteristics 

A cryptographic asset issued as compensation 

to the validator who performs the 

cryptographic computation and value 

recording to maintain distributed value 

retention and value transfer ledger data. 

Issueable Number No upper limit 

No. Issued to Date 

511,616,946 SOL 

(357,983,505 SOL currently in circulation) 

(as of October 2022)  

Issuing Organizations 

The issuing entity, Solana Labs, a private 

company based in the United States, is a 

public blockchain project that aims to 

provide an ideal toolkit for developers to 

build the next generation of distributed 

blockchain applications without restrictions 

through a distributed network using smart 

contracts. 

Notes on Reliability of Issued Cryptocurrency 

SOL's credibility as a currency is 

maintained in a decentralized manner by the 

validators participating in the network; as 

of February 7, 2022, the total number of 

validators was 1,484, preventing the 

election of malicious nodes. 

 

Reference:https://solanabeach.io/validators 

Issue Method 

The distribution of the token supply is in 

the following proportions. 

Seed Sale Tokens: 16.23% (79,290,466 SOL) 

Funding Sale Tokens: 12.92% (63,151,982 SOL) 

Validator Sale Token: 5.18% (25,331,653 SOL) 

Strategic Sale Token: 1.88% (9,175,520 SOL) 

CoinList Auction Sale Token: 1.64% 

(8,000,000 SOL) 

Team tokens: 12.79％ 

Foundation Tokens: 10.46% 

Community Tokens: 38.89% 

 



Other issuances include staking rewards. 

Staking compensation will begin to be 

granted on March 16, 2020, the start date of 

SOL issuance. The SOL inflation rate is set 

at 8% per annum for the first year, 

decreasing by 15% annually thereafter, and 

fixed at 1.5% after about 11 years. 

Holding/Transfer Records Confidentiality 

All records of SOL holdings and transfers 

are public because of the public blockchain. 

However, it is not possible to identify 

individuals from the transactions or 

addresses in the transfer records. 

Structure Ensuring Authenticity of Value-

Transfer Records 

SOL relies on consensus algorithms called 

Proof-of-Stake (PoS), Proof-of-History 

(PoH), and Tower BFT. The PoS staking and 

thrashing structure is designed to reduce 

the economic rationale for malicious 

attacks. 

Value-Transfer Authentication Mechanism 

PoS is adopted as the value transfer 

authentication structure; in PoS, the 

validator, who is responsible for block 

generation and approval, confirms the 

authenticity of the user and transfer 

details, and establishes the record in the 

value transfer record ledger. SOL must be 

staked in order to be elected as a validator 

and thrashing (forfeiture) occurs when the 

validator acts maliciously. Thus, incentives 

for attacks by validators are reduced and 

security is improved. 

Value-Transfer Network Reliability 

Since SOL is a crypto asset issued on the 

Solana blockchain, the consensus algorithm 

relies on the PoS, Proof of History (PoH), 

and Tower BFT employed by the Solana 

blockchain. The Tower BFT is an optimization 

of PoH for PBFT, and it is in the 

validator's interest to continue voting on 

forks that may be voted on by the majority 

of a network. It is also a PoS-type 

blockchain, which means that an individual 

must stake SOL (locked as collateral) in 

order to be elected as a validator and 

thrashing (forfeiture) will occur if the 

validator acts maliciously. Thus, incentives 



for attacks by validators are reduced and 

security is improved. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Name in Japanese Stellar, Stellar Lumens 

Ticker Code (Symbol) XLM 

Minimum Unit for Holding/Transfer Record 0.0000001 XLM 

General Characteristics 

Cryptocurrency for use on a platform that 

can directly transfer funds between 

individuals, small- and medium-sized 

enterprises, and small- and medium-sized 

financial institutions 

Issueable Number 50,001,806,812 XLM 

No. Issued to Date 

50,001,787,619 XLM  

(25,271,391,207 XLM in circulation)  

(as of August 2022) 

Issuing Organizations 
Stellar Development Foundation 

(https://www.stellar.org/) 

Notes on Reliability of Issued Cryptocurrency 

Transactions are authorized by the unique 

Stellar Consensus Protocol on an open 

network and have a robust security structure 

with encryption technology. 

Validator (approver) agreement is required 

for transactions to be approved; approved 

transactions are recorded in a globally 

shared public ledger and cannot be tampered 

with. 

Issue Method 
ICO, automatic issue by program, airdrop to 

project 

Holding/Transfer Records Confidentiality Data recorded with public key encryption 

Structure Ensuring Authenticity of Value-

Transfer Records 
Stellar Consensus Protocol 

Value-Transfer Authentication Mechanism 

Ledger-based. Selected validators confirm 

transaction data by means of the Stellar 

Consensus Protocol, a proprietary consensus-

building algorithm. 

Value-Transfer Network Reliability 

Validators conduct votes on transactions, 

and reliability is ensured by confirming 

only those transactions for which consensus 

has been obtained. 

 

 

 

 

 

 

 



Cryptocurrency Name TEZOS 

Ticker Code (Symbol) XTZ 

Minimum Unit for Holding/Transfer Record 0.000001 XTZ 

Main Uses 
Staking, remittance, issuance of 

securitization tokens, etc. 

General Characteristics 

XTZ is an altcoin running on its own 

protocol and can be deposited for staking or 

used to transfer funds. Overseas, XTZ is 

increasingly being chosen as the platform 

for STOs and other issuance platforms due to 

the robustness of its protocol, and there 

are examples of its use by real estate and 

financial companies. 

Issueable Number No upper limit 

No. Issued to Date 

939,212,226 XTZ 

（917,778,563 XTZin circulation） 

(as of November 2022) 

Issuing Organizations 

The Tezos Foundation is a non-profit 

organization based in Switzerland, 

supervised by the Swiss Federal Supervisory 

Authority for Foundations under the Swiss 

Federal Department of Home Affairs. It has 

several committees, including investment and 

technology, and provides grants to 

organizations around the world for 

activities related to the development of 

Tezos projects and protocols. 

Notes on Reliability of Issued Cryptocurrency 

The protocol is robust, and grants are 

provided to Kyoto University and other 

entities around the world with expertise and 

technology to conducted research and 

development and make continuous 

improvements. 

Issue Method 
Pre-sale through the 2017 ICO and 

programmatic auto-issuance. 

Holding/Transfer Records Confidentiality Data recorded with public key encryption 

Structure Ensuring Authenticity of Value-

Transfer Records 

Uses Liquid Proof of Stake, a proprietary 

Proof of Stake-type algorithm. Unlike 

Delegated Proof of Stake, a deposit with the 

block generator is optional, and the design 

allows for greater freedom in selecting the 

block generator. 



Value-Transfer Authentication Mechanism 

Ledger-based. Validators decode encrypted 

data to obtain value-transfer 

authentication, checking the authenticity of 

users and transfer details and confirming 

the value-transfer ledger records. 

Value-Transfer Network Reliability 

Open-source network vulnerabilities are 

mitigated by using an encrypted ledger 

(blockchain) and a mechanism that 

authenticates transfer records through a 

majority vote by validators. Having a large 

number of validators participate in the 

network removes motives for data 

falsification and ensures reliability. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The information on this site is not provided as advice on cryptocurrency-related 

investment or other matters. Coinbase and its affiliated companies do not make any 

assertion regarding the accuracy, integrity, timeliness, applicability or validity of 

the information posted on this site, nor do they bear any liability for errors, 

omissions or delays in this information, or any loss, injury or damage arising from 

the demonstration or use of this information. 

 

 

 

 


