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免責事項 

このホワイトペーパーの目的は、現在提案されたトークンのローンチに関連して、そのトークン所有

希望者に LATOKEN プロジェクトを紹介することです。以下に掲げる情報は、完全ではなく、契約

上の関係の要素を意味するものではありません。唯一の目的は、LAT トークンの取得に関して、そ

の投資判断と弊社の必要な情報を、トークン所有希望者に提供することです。このホワイトペーパー

に記載されていることは、いかなる種類の投資または投資勧誘を目的とするものではなく、いかなる

裁判管轄においても証券を購入するオファーを必要としません。この文書は、投資家を保護するため

の法律または規制の対象とならず、それに従って作成されていません。このホワイトペーパーに含ま

れる特定の記述、見積り、そして財務情報は、あくまで将来の見通しとなります。そのため、実際の

事象または結果が見通しと大きく異なる可能性があり、既知および未知のリスクと不確実性を含みま

す。LATOKEN ローンチに関する主な公式情報は、英語版のホワイトペーパーとなります。このド

キュメントに含まれる情報は、他の言語に翻訳されたり、既存および将来の顧客、パートナーなどと

の書面または口頭での連絡の過程で使用されることがあります。このような翻訳または通信中、この

ドキュメントに含まれる情報の一部が失われたり、破損したり、誤っされたりすることがあります。

以前のような代替通信の正確性を保証することはできません。前述の翻訳と通信とこの公式の英語ホ

ワイトペーパーの間に矛盾または不一致が生じた場合には、この英語の原文文書の規定が優先される

ものとします。LATOKEN は、ユーザーがあらゆる種類の資本規制を回避することはできず、外国

資産への投資を許可していません。 

LAT トークンの購入には、高いリスクが伴います。トークン生成イベント（TGE）の条件（以下、

「条件」）の「リスク」セクションを参照してください。 

LAT の購入について決定する前に、条件の各セクションでの説明を確認してください。 

このドキュメントの配布、そして特定の管轄区域における LAT トークンの提供と販売は、法律に

よって制限されることがあります。そのため、このドキュメントを読む人物は、そういった事項に関

して自分で確認する必要があります。最悪の場合、管轄の法律に違反する可能性があります。 

LAT トークンは、1993 年よりの米国証券法 (「証券法」)、または米国のいかなる州または他の管

轄の証券規制当局でも登録されていません。 

LAT トークンは、米国のグリーンカード所有者または米国市民または米国の在住者（納税者等）、

または、プエルトリコ、米国領バージン諸島または米国の他の所持を含む領土に主たる住まいまたは

本籍を有する個人に、彼らの利益のために提供または販売することを禁じます。前述のいずれかであ

る場合は、任意の形式および/または任意の手段で LAT トークンを購入する権利はありません。 

LAT トークンは、中華人民共和国の市民または在住者 （納税者等）、または中華人民共和国（納税

者等）の主たる住まいまたは本籍を有する個人に、彼らの利益のために提供または販売することを禁
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じます。前述のいずれかである場合は、任意の形式および/または任意の手段で LAT トークンを購

入する権利はありません。 

シンガポール共和国・カナダ・香港の国民または在住者 （納税者等）、またはそれらの国での主た

る住まいや本籍を持っている場合、LATのプラットフォーム上で事前購入サービスにのみを介して

LAT トークンを購入できます。資産連動型トークンの提供と同様に、LAT プラットフォームに掲載

された資産は、LATOKEN がプラットフォームで発行された資産連動型トークンを有価証券として、

このドキュメントに規定する管轄区域の免除の下で登録許可後、許可・承認されます（要求される場

合）。もしくは、管轄区域の免除の下で登録取得後、各ライセンスの取得を確認後可能となります

（要求される場合）。当社は、上記の条件が履行されることを保証せず、一切の責任を免責します。 

あなたの居住国または本籍地において、どのような法的制限があるか、トークンセールへの参加の制

限に関して、当社は一切の責任を持たないため、参加者自身で調べる必要があります。 
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ミッション 

LAToken は実体経済において仮想通貨の広範な使用を促進します。仮想資産所有者が

実質資産の価格とリンクするトークンへのアクセスを得ることによって、有価証券を多

様化させます。 

1. エグゼクティブサマリー 

LAToken は、トークン資産の発券および取引ためのブロック  チェーン  プラット

フォームです。それにより、仮想資産所有者が実質の資産/資産価格とリンクするトーク

ンへのアクセスを得ることによって、有価証券のポートフォリオを多様化させます。

LAToken を使用すると、トークン資産を作成し販売することによって資産価値の制限

を撤廃できます。その結果、仮想通貨を実体経済にリン

クして広く使うことができます。 

本プラットフォームは、資産の流動性と透明性を高め

るだけでなく、取引コストも削減します。LAToken の

開示および法規則に準拠したサードパーティのトークン

資産の発券またはリスティングが可能なため、仮想資産所有者は複数の資産クラスにわた

り適切価格の発見と多様化が実現できます。 

LAT プラットフォームは既に運用されています。つまり、すでにトークン資産を発券し、

販売用にリストアップし、LAT プラットフォームで取引できるということです。株式

（例: Apple、Amazon、Tesla)、先物（石油、金、銀）と不動産の ETFの価格にリンクさ

れているトークンは、すでに LAT プラットフォーム上で取引されています。 

LAToken は、バレンティン・プレオブラゼーヌスキー氏(事業に 100 万米国ドルを投

資)によって設立されたヘッジファンドのバックオフィス及び収益性の高い住宅資産市場

に基づいています。 

トークンは、LAT プラットフ

ォームにて株式や先物の価格に

リンクされており、すでに広く

利用されています。 

http://latoken.com/
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LAToken のチームは、ヘッジファンドの管理、市場の開発、取引端末について多くの

実績があり、Avega Capital、Founder Institute、Barclays、McKinsey などの企業と働い

てきました。 

私たちは、持続可能な発展、誠実さ、適切なガバナンスの原則を遵守しています。その

ため、製品を開発して LAT の資本増強を促進する強いインセンティブを得るために、少

額のトークンを販売しています（ただし、ほとんどのトークンがすでに販売されれてお

り、かつ製品がない状態で前払いにて現金を受け取った場合は、当てはまりません）。 

LAT は、トークン資産のトレーディングに使う主要通貨です。LAToken 流動性資産に

よる市場作りや流動性強化に使用されます。従って、LATの需要は、LAT プラット

フォーム上の取引量と相関関係にあります。 

仮想通貨資産の総計は、2025 年までに 4 兆米国ドルに達するといわれています（全世界

の取引量が 47 兆米国ドルを超える予定）。LAT プラットフォーム上の仮想通貨総資産

価値は 2025年までに 1兆 2000億米国ドルに達し、総取引量は 14兆米国ドルを超える見

込みです。 

トークンセールは 2017 年 8 月 22 日に開始され、いくつかのラウンドを経て完了します。

トークンセールハードキャップは、4000万米国ドルです。 

今のところ、 LAToken はトークン販売終了後に LAT をリストするいくつかの主要な

仮想引取所との契約を締結してる最中です。 

LAT トークンを価格上昇の前に入手するには、ウェブサイトのフォームもしくは

Telegram のチャンネルから、トークン販売の最新情報を購読してください。 

 

http://latoken.com/
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2. バリュー・プロポジション 

2.1.仮想通貨と実体資産価値のリンク 

 LAToken では、仮想通貨保持者は、株式、借金、金、不動産、商品、芸術品など、さ

まざまな実体資産の価格に晒されることで、利益を得ることができます。 これらの資産

の価値は合計 517 兆ドルであり、仮想通貨保持者は、低い取引コストと最大限の透明性

とセキュリティで、LAT プラットフォームでの価格にリンクしたトークンを購入するこ

とができます。 

 

LAToken は、流動資産 （例えば、株式、先物、債券）の価格に連動した取引トークン

に加えて、巨大仮想資産投資家のみがアクセスできる流動性資産価値（不動産や芸術品

など）に晒されるユニークな機会を提供することにより、所有者の ROI が向上し、

ポートフォリオが多様化します。 

全世界総資産価値 （兆） 全世界総取引高 （兆） 

＊ 

不動産 

株式 

負債 

先物 

芸術品 
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LAT プラットフォームの、AI アンダーライティングはより速い取引を可能にし、ブ

ロックチェーン技術は安全な取引を可能にします。仮想資産所有者は、LAT プラット

フォームでトークン資産を売買し、ポートフォリオを管理することができます。トレー

ディング機能、ブロックチェーンに保存されている信頼性の高い資産データおよびポー

トフォリオ分析ツールへのアクセスを提供しながら、取引されたトークンに関するすべ

ての関連情報は、LAT プラットフォームに登録したすべてのユーザーが利用可能で表示

できます。 

 

 

 

2.2.トランザクションコストの削減によ

る資産価値の制限を撤廃 

LAToken を介して資産所有者が資産価値の制限を撤廃するとともに、トークン資産を

発券し、最小限の取引コストで販売することにより、即時に流動性を得られます。 

 

資産平均年間収益率 (%) 

2000-2017 

不動産   金   S&P   米国債  芸術品 

http://latoken.com/
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資本 

証券取引所で株式を上場するには、多大なコストがかかります。アンダーライターおよ

びブックランナーのシンジケート・フィーは、オファーからの総収入の 2％から 6％1を

超え、申請料および出願料は平均約 25,000 ドルです3。また、株式を発行した会社は、

主要な証券取引所で、10 万米国ドル5を超える上場手数料を毎年支払わなければなりま

せん。 

上場企業は、独立役員および監査委員会への報酬として、年間 100,000 ドル以上のコス

トがかかります。 IPO 準備が整っていると仮定しても、上場準備には約 6 ヶ月かかり

ます。 仲介手数料のトレーディング・エクイティは、個人投資家の平均 1％です。 

LAToken は、株式価格にリンクしたトークン資産を、株主が作成できます。 その取引

に発生する費用は、0.001％を超えません。 

 

 

債券 

主要な証券取引所で債券を発行すると、約 2 万米国ドルの最初の出品料と 2 万米国ドル

の年会費7を払わなければなりません。引受手数料は一般に債務発行による総収入の 1% 

以上となります。準備は約 3 ヶ月がかかり、通常に秘密保持誓約書の締結、開示に関す

るレター、転送ドキュメント、サービス提供契約書の最終段階などを含む長い法的手続

きが必要です。ブローカー手数料は商業投資家に取引債券の平均 1%です。最小限の債

券発行の金額は、主要な証券取引所でも 500 万米国ドルに達します。 

債券発行は、流動性を高めてポートフォリオの価値の制限を撤廃する方法を探している

銀行にとって、特に重要です。 

                                                 
1 Statista 「米国における 2014~2016 年の IPO の平均引受手数料 

3 NYSE 「為替サービスの手数料と料金のスケジュール」 

5 NYSE 「第 9 章交換フォーム」 

7 NYSE 「第 9 章交換フォーム」 

http://latoken.com/
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*カテゴリー：最低発行量、年間リスティング料金、引受手数料、リスト作成準備、小売

取引コスト 

LAToken 銀行やその他の貸し手は、債務/貸出金の価値にリンクした流動性を簡単に得

ることができます。 

 

 

不動産 

高い取引コストは、商業用および居住用不動産市場両方の、資産価値を非流動的に固定

します。 

平均して、家の売り手はリスティング代理店に価格の約 6%9の手数料を支払います。そ

の他のトランザクションのコストは約 5%であり、条件付捺印証書の費用と販売時記録

に関するコスト、タイトル保険料を含みます。販売プロセスは平均で 65 日以上かかりま

す。不動産販売からの収入は 最大 20%11課税されます。 

                                                 
9 Realtor.com 「家を売るのにいくらかかるの?ここは、現実のチェック」 

11 Turbotax.intuit.com 「不動産販売に関する税法」 

株式と債券 

取引所 

株式 債券 
無制限 

なし 

なし 

１週間まで 

0.001% 

 

* 

http://latoken.com/


   

 

Liquid Asset Token © 2017 LAToken.com 12 

LAToken によって、不動産所有者は、迅速に（1 週間以下）、最大 0.01% の最小取引

コストで、待機中の不動産市場価格に連動されたトークンを発券・販売することにより、

即座に流動性を得られます。 

 

 

芸術品 

高い取引コストによる非常に非効率な芸術品市場のため、LAToken プラットフォーム

は別の開発領域を作ります。 

下の例にのように、商品販売に関連する売り手の料金は、販売価格 (落札価格) の 20-

25% でありながら、（サザビーズ委員会の構造によると）買い手の保険料は 25%まで

かかります。したがって、売り手は落札価格から受け取る利益が非常に少ない一方で、

買い手は落札価格よりはるかに高い料金を支払う必要があります。 

LAToken は、仲介業者（ディーラーやオークションハウスなど）を不要とすることで、

取引コストを大幅に削減し、公正な市場評価と流動性を提供することによって、仮想資

産所有者に適切な芸術品の価値を提供しています。 

不動産 

不動産ブローカー 

利息/利子無し 

分割販売可能 

プラットフォーム料: 0,01%以下 

販売にかかる日数 1 週間以下 

税率: 最大 20% 

仲介手数料: 5% 

取引手数料: 5％ 

販売にかかる日数: 65 日 

http://latoken.com/
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2.3.情報の非対称性と不正行為の排除 

資産所有者と買い手の間の情報の非対称性問題は、市場自体の大幅な浸食につながって

います。低品質資産の販売は、高品質資産の販売よりも利益になります。 

不正行為は金融セクターの別な懸念事項です。2008 年の危機後、詐欺的な抵当担保証券

（MBS）から生じる多数の法的手続きがありました。2016 年に、最大の民間ローン市

場（Lending Club）は、投資家が融資のポートフォリオデータベース内で不正なレコー

ドが検出されたことを理由に、その融資記録を信頼できないものと認識した後、資本化

の 80% を失いました。そして、主要な非公開の英国 P2P ウェブサイト Funding Knight

は、不透明な活動のために現金を失った後、同年に倒産しました。 

すべての財政的要塞を持っていたとしても、バックオフィスの従業員がお金の動きを監

視したとしても、詐欺は依然として金融セクターの重要な問題です。分離されたデータ

ベースと、ハードコピーのデータが、銀行セクター全体に多く使用されているためです。 

ブロックチェーン技術は、取引前に信頼できるデータを両当事者に提供してその価値を

より確かなものとし、非対称情報や詐欺に関連するリスクを低減します。 

 

芸術品 

オークションハウス 

プラットフォーム料 0,01%以下 

準備にかかる時間 最大 1 週間 

売り手の手数料 20-25% 

買い手の保険料 最大 25% 

実際に販売されるまで 数年 

http://latoken.com/
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3. 競争上の優位性 

3.1.既存の収益性の高いビジネスに基づ

いて 

LAToken の前身は、同じ創始者バレンティン・プレオブラゼーヌスキーによって設立

された Zalogo（非ブロックチェーン）金融プラットフォームです。その主な事業は、不

動産価値を担保とした銀行融資を、民間の借り手に提供することでした。住宅担保貸付

市場は、過去 6 ヶ月間に 7 つの銀行と 25 の投資家からの 12,000 のホーム・エクイ

ティ・オファーを促進し、利益を上げています。 

バレンティン・プレオブラゼーヌスキーは、2 つのヘッジファンドのバックオフィスを

設立し、株式ポートフォリオを 7 年間管理することにより、金融市場における豊富な専

門知識を獲得しました。創業者は、バックオフィスと市場のインフラストラクチャと開

発に自分の資金を合計 100 万〜1 億ドル投資しました。 

 

 

創立者によって 100万ドル以上の投資 

・ヘッジファンドの 

バックオフィス 

・7 年間にわたって 

引取された株式 

（20 億ドルのポート

フォリオ） 

・利益の高い 住宅資産 

市場価格 

・ブロックチェーンウォ

レットのローンチ 

・アプリコンストラク

ターによりどの資産のク

ラスでも追加可能 

・取引開始 

支払銀行 投資家 住宅資産ローン 
6 か月以内にオファー 

されたローン 
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3.2.既に稼働中のプラットフォーム 

LAT プラットフォームは既に運用しており、トークンの発券・販売・流通市場での取引

が可能です。 

株式（例えば、Apple、Amazon、Tesla)、先物（石油、金、銀）と不動産の ETF の価格

に連動されているトークンはすでに LAT プラットフォーム上で取引されています。 

LAT プラットフォームのインフラストラクチャには、LAT ウォレット、LAT マーケッ

トプレース、トレーディング・ターミナル、バックオフィス、アプリケーションストア、

そしてコンストラクタが含まれます。 

 

 

ブロックチェーンのプロジェクトには、不動産から資本へのさまざまな資産クラスの

トークン化を提供するものが多数存在します。 しかし、そのほとんどはコンセプト段階

にあり、実際に稼働していません。LAToken だけが、実際にマーケットプレイスとバッ

クオフィスを運営しています。 

トークンのトランザクション 

NAV とリスク管理 

資産価値を調べる 

トレーディング 

L 

A 

T 

ウ 

ォ 

レ 

ッ 

ト 

バ

ッ

ク

オ

フ

ィ

ス 

ト

レ

｜

デ

ィ

ン

グ

タ

｜

ミ

ナ

ル 

L

A

マ

｜

ケ

ッ

ト

プ

レ

｜

ス 
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Digix は金の 1 グラムを担保とした DGX トークンをローンチしようとしています。

2016 年の ICO の後、同社の DGD トークンの資本金は 1 億 6000 万米国ドル以上に増

加しました。しかし、市場がまだ実際に動いていない中で、金を担保とした DGX トー

クンを取得することは不可能です。 

一部のプロジェクトで MVP が作成され、単一の資産の取引トークンが許可されました。 

Proof 社は、不動産の取引トークンの市場を提供します。 現在、テストモードで 4 つの

不動産取引が可能です。。 

BlockOptions はバイナリオプション市場に ブロックチェーン機能を追加し、すでに 

MVP として BTC 価格の動きにバイナリオプションを提供しています。ZrCoin はジ

ルコニウム鉱業会社の株式を担保とした仮想通貨です。 

同様のプロジェクトの多くは不動産、芸術品市場もしくはその他の市場を対象にしてい

ますが、MVP を完了したものはまだありません。 

 

コンセプト 

ブロック 

チェーン 

機能 

既に稼働・

運営してい

るか 
市場 

オフィスの 

有無 

不動産 

国内の 

上場株式 

借入金 

先物 

芸術品 
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3.3.主要資産クラスにまたがる幅広く多

様なオプション 

Brickblock や Digix のようなプロジェクトは、既に比較的流動性の高い市場（ETF、

REF、先物）で動いています。 これらのプロジェクトには、LAToken が解消した問題

を一部含みます。例えば、ブロックチェーン機能によるシームレスな取引や、資金に対

する優れたセキュリティ機能です。 
一部のプロジェクトでは、一つの非流動性資産クラス（不動産やピアツーピアの負債な

ど）のトランザクションをチャンクに分割することによって容易に処理できます。その

プロジェクトのうち、ほんの少数のみ（例: Proof 社）、二次市場の取引ができます。競

合他社は、異なる資産クラス間で取引を行うことはできません。 

同時に、LAToken は、仮想資産所有者が単一のコンプライアンスおよび開示基準を確

保するすべての主要資産クラスにわたって多様化できます。その他のトークン資産はコ

ンプライアンス基準を満たしていれば、LAT プラットフォームでも取引できます。 

 

 

 

第三者のトークンが上場・取引可能なプラットフォーム 

両替、株価指数、 

ETF、CTF、REF 

借入 

先物 

不動産 

原資産が流動的 

芸術品 

原資産が非流動的 

市
場
が
流
動
的 

市
場
が
非
流
動

的 
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3.4.戦略的パートナーシップ 

LAToken はパートナーシップがグローバルトークン化市場としての進歩と発展に不可欠

な役割を果たすと考えています。 弁護士からアセットパートナー、セキュリティに至る

まで、画期的なソリューションを提供するための当社の努力は、LAToken が、継続的に

世界経済に統合された状態にあることを意味します。 
 

セキュリティ 

Rivetz International 

 Rivetz International は物理的なチップベースのデジタル

保護ソリューションを提供する最上位の連邦法人および

法人組織のセキュリティプロバイダです。既に実施され

ている対策に加えて、不正なアクセスや脅威から

LAToken を保護し、ブロックチェーンの第 2 層を保護

します。 

資産 

My Gold 

 MyGold は、ニュージーランドにて一流の金の販売を

行っています。ニュージーランドで銀塊、金塊、銀貨、

金貨、銀棒、金棒を購入する際のパートナーです。

MyGold は、LAToken のニュージーランドでの実物的

な安全資産の管理において、最も信頼できるサプライヤ

です。 

 

 

http://latoken.com/
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SlimVentures 

SlimVentures のユニークな開発・契約モデルによって、

クライアントが、バルク購入、事前に交渉済みの出庫ま

たは買戻し、ターンキー管理, 不景気の際の保護、他の

企業の間で実施する特別な資金調達や共同投資のような

ツールと構造から、利益を得られます。Slim のチームに

は多くの経験があります。 その結果、投資家は通常に

利用できない条件で構造化された不動産の機会にアクセ

スできます。。多くの不動産不動産を扱うことができる

ため、LAToken の不動産パートナーとして最適です。 

 

http://latoken.com/
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3.5.メンバーシップ 

CryptoValley 

CryptoValley はスイス連邦政府がサポートし、グローバ

ル産業クラスターの巨大な利点（友好的規制環境、ネッ

トワークの効果、規模の経済、世界最高才能の誘致、ス

タートアップ企業のために資本の深いプールやの資ソー

スやノウハウの豊富なシステム構造作り、起業家文化、

感染エネルギーおよび不可能を可能にする強力な信頼関

係の育成）に触発されたプロジェクトです。 

LAToken は、CryptoValley のメンバーです。 

 

4. 仕組み 

4.1.流動資産価格に連動したトークンの

取引 

上場株式、債券、先物の貿易 

LAT プラットフォームで仮想資産所有者は上場資産 （株式、債券、先物）の価格にリ

ンクされたトークンを購入できます。プロセスは次のとおりです。 

1) LAToken は上場資産の価格に連動したトークンを発行します（例: Apple の株

式） 

2) 仮想資産所有者は仮想通貨を使用して LAT プラットフォームで行われるオーク

ションでトークン資産を購入します 

http://latoken.com/
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3) 事前に決定された決済日に LAToken は現在の市場価格（例えば、NASDAQ 上

の現在の Apple の株式の市場価格）で仮想資産所有者からトークン資産を購入

します。 

これは、証券取引所での先物契約の購入と非常によく似ています。 利点は、LAT プ

ラットフォームでの取引コストがはるかに低いため、小売りの仮想通貨小売業者でさえ、

株式、債券、商品の潜在的な可能性から利益を得ることができることです。 

 

 

http://latoken.com/
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4.2.不流動資産価格に連動したトークン

の取引 

LAToken のもう一つの利点は、資産所有者と 仮想資産所有者が、不動産や芸術品のよ

うな以前に不流動性資産の価格に連動したトークンを簡単に発行し交換できることです。

LAT プラットフォームでのトークン資産の発行と販売の一般的なプロセスは、次の 4

つのステップから構成されます。 

1) 資産所有者が LAT 認定のカストディアンとの間に所有権を移管することに同意し

ます 

2) カストディアンは資産価格に連動したトークンを発行し、LAT プラットフォーム

上の他の仮想資産所有者に販売します 

3) 仮想資産所有者は第二次市場でトークン資産を販売可能になります 

4) 資産所有者は決済日にトークン資産を購入するか、またはカストディアンが小売

オークションで資産を販売します 

ただし、資産クラスによっては詳細部分が変わります。 これらを説明するために、不動

産と芸術品のトークン化の例を以下に示します。 

不動産のトークン化 

ステップ 1.資格検査 

短いアンケートに記入すると、資産所有者は不動産のプロパティ、トークン化したい株

券（最大の割合は 80%）、決済日およびその世帯の財政についての基本的な情報を提供

します。この情報に基づいて、LAToken はトークン化に関する申請書を事前承認また

は拒否します。 

事前承認の場合、資産所有者は持っている財産の価値の示す非結合推定値を受け取りま

す。その後、ドキュメントのフルパッケージを提供し、申請を完了するように求められ

ます。 

http://latoken.com/
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ステップ 2.財産鑑定・保険 

独立したベンダー（LAT 認定企業のリストから資産所有者によって選択) は、財産のオ

ンサイト評価を行います。鑑定報告書は、完成時に自家所有者と共有されます。財産は、

トークン化の前に資産所有者によって保証されている必要があります。 

ステップ 3. 保管契約 

LAT 認定カストディアンは財産が購入されていない場合に買取られていない場合に備え

て財産の売却権を保有する書類を受領します（米国の場合：約束手形、不動産所有者か

らの信託証書および覚書）。 

 

 

ステップ 4.資産のトークン化 

保管契約が成立した後、住宅所有者は、土地のトークン化された部分の価値にリンクさ

れたトークンを作成することができます。 

ステップ 5〜6.トークン資産の売却と資金の移転 

サービス 

ベンダー 

カストディアン 

仮想通貨所有者 資産所有者 

保管契約 

トークン資産の買戻 

資産のトークン化 

財産鑑定・保険 

トークン資産の

売却 

ファンド 

資格検査 
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トークン資産は LAT プラットフォーム上のオークションで仮想資産所有者に販売され

ます。収益は資産所有者に転送されます。 

ステップ 7．トークン資産の買戻 

自家所有者は前もって決定された解決日またはその前にトークン資産を買い戻せます。 

買戻価格は、決済日の前に実施した物件第 2 鑑定に基づいて決定されます。買戻価格は

米国ドルで決定され、それから現在の為替レートで LAT に変換します。 

従って、買戻価格は最初の売出価格より高くか安くなる可能性があります。財産が減価

する場合、トークン資産の買戻価格は最初の金額より相当に安くなります。 

自家所有者がトークン資産を買い戻さないことにすれば、カストディアンはフィアット

通貨のオークションによって不動産を販売します。オークションの収益は仮想または

フィアット通貨でトークン資産所有者の間で分配されます。 

自家所有者は早い買戻しによって生じた罰金を負いません。トークン資産が買い戻され

るると、再譲渡の証書が自家所有者に発行され、トークン資産が排除されます。 

 

芸術品のトークン化 

ステップ 1.販売の申請 

芸術品の所有者は、芸術品のトークン化には LAT プラットフォーム上のフォームに入

力し、基本的な資産情報、以前の評価の結果（利用可能な場合）、資産の共有をトーク

ン、所有権を提供します。 

ステップ 2.資産鑑定 

芸術品のトークン化の前に、LAT 認定ベンダーによる信頼性、鑑定および保険のテスト

が行われます。 

ステップ 3.保管契約 
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LAT によって認定されたカストディアンと申請者は決済日までに資産の必須の将来の

オープンフィアットオークション販売に関するバインディング契約に署名します。 

ステップ 4.資産のトークン化 

すべての法的問題が解決されると、芸術品の値に連動したトークンが LAT プラット

フォーム上で発行し、仮想資産所有者が使用できるようになります。調達した資金はす

べて資産所有者に転送されます。 

ステップ 5.トークン資産の買戻 

決済日までに、申請者はフィアットのオークションで作品を販売し、現在の為替レート

で LAT のトークン資産の所有者の間で収益を分配する必要があります。そうしない場

合、資産はカストディアンによってフィアットオークションで販売されます。 

4.3.取引手数料 

LAToken は、流動性を得たり資産価値を解くための取引コストを大幅に削減しますが、

資産所有者は LAT プラットフォーム上で支払わなければならないいくつかの少額な手

数料があります： 

• トークン資産化の際に、売買代金の最大 0.01% (LAToken 手数料として) 

• LAT プラットフォーム上でのトークン資産トレーディングの際に、販売価格の 

約 0.001% (トランザクション手数料として) 

さらに、資産所有者が、プロセスに関与するサービスベンダーに対してかかるオリジ

ネーション費用があります： 

• 審査手数料 

• 保険 

• 受託手数料 

• 法的手数料 

手数料の正確な金額は資産のクラスとスマートコントラクトの条件によります。 
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4.4.サービスベンダー 

LAToken でのトークン資産化プロセスは、独立したサービスベンダー、つまり審査会

社、保険会社、管財人、法律事務所によって促進されます。LAT プラットフォームに登

録するには、サービスプロバイダは信頼性とサービスの品質を確保する厳格な基準を満

たす必要があります。資産所有者は、選択したサービスベンダまたは登録済みプロバイ

ダのリストから選択できます。 

5. LAT プラットフォーム 

LAT プラットフォームは、ブロックチェーンに基づく金融エコシステムの中核となるも

のです。LAT プラットフォームの主要な要素は、LAT ウォレット、トークン資産コン

ストラクタ、LAT マーケットプレース、トレーディングターミナル、アプリケーション

ストア、コンストラクタおよびバックオフィスです。 

 

 

不動産 先物 

芸術品 株式/借入金 
レギュレータ 

レジストラ 

FX 

 

株式取引 

トークン 

資産 

コンストラクタ 

ウォレット 

バック 

オフィス 

API 取引 

インター 

フェース 

注文 

管理 

 

仮想通貨の両替 

カストディト 

受託者 

鑑定 

保険会社 

個人 

ヘッジファンド 家族経営企業 

マーケットメーカー 

現金/株式 

決済 

ゲートウェイ 
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5.1.LAT ウォレット 

LAT ウォレットを使用すると、ユーザーはトークンアカウントの残高の取り扱い、トラ

ンザクションの作成、新しいトークンの登録、資産へのリンクができます。 

 

5.2.トークン資産コンストラクタ 

トークン資産化は、トークン資産のコンストラクタを介して設定されます。資産所有者

は、トークン資産を発行するには下記の手順に従います： 

1. 目的の償還スキーム、（決済日の完全償還を可能にする）バレットタイプトーク

ンまたは（分割払いによる償還を可能にする）分割払いタイプトークンに応じて、

トークンの種類を選択します 

2. 資産の適格性基準を確認し、法体系を選択します 

3. スマートコントラクトとルールを設定します 

4. 基礎となる資産のデューデリジェンスを完了し、最終的な法体系を設定します 

5. LAT によって認定されたカストディアンとの契約に署名します 
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5.3.LAT マーケットプレース 

LAT マーケットプレースでは、ユーザーは次のことができます： 

1. 初期販売のためのアセット・トークンの提供 

2. 個人ポートフォリオの管理 

 

資産所有者は、LAT マーケットプレースでトークン資産を発行して販売し、必要な資産

情報を提供し、価格と決済日を確認することができます。すべての必要な法的手続が完

了するとすぐ、トークン資産はすべての登録された仮想資産所有者によって、購入のた

めに利用できるようになります。 

仮想資産所有者は個人の選択基準を設定したり、詳細な資産情報や履歴を表示したり、

価格を確認したりすることによって取引されたトークン資産を簡単に検索できます。ま

た、マーケットプレイスのインターフェイスは、ポートフォリオを簡単に表示し、管理

できるものとなっています。 
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5.4.トレーディングターミナル 
トレーディングターミナルを介して仮想資産所有者が入札/依頼を提案したり、取引基準

を設定したり、それに基づいて取引を処理したりできます。クライアントソフトは、

ウェブ上でダウンロード可能です。 
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5.5.アプリストアとコンストラクター 

アプリケーションコンストラクタは、カスタマイズされたアプリケーションを LAT プ

ラットフォーム上に構築できます：  

• 特定の資産クラス 

• 法的要件 

• 引受手続 

アプリは、LAT アプリケーションストアで販売および購入できます。 

5.6.バックオフィス 

バックオフィスでは、仮想資産所有者のポートフォリオの純資産価値をリアルタイムで

計算し、リスクとエクスポージャー分析ツールを提供します。 
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6. 主要資産市場 

6.1.株式市場 

2016 年現在の上場国内企業の世界時価総額：64 兆 8200 億米国ドル13。2016 年現在の世

界の年間在庫回転率：85 兆 7100 憶米国ドル 7。上場企業は最高流動資産クラスの中に

あっても、流動性は株式市場や個別銘柄によって大きく違います。株式市場の売上高は

ルクセンブルグの 0.2% から中国の 480% まで国によって大きく異なります。 

上場株式は、国際的取引所へのリスティングのコストが高いため、海外投資家がアクセ

スできない場合があります。しかし、ブロックチェーン技術のおかげで、株式は投資家

の基盤を拡大し、大幅に売上高を増加させることができます。 

米国ある会社 570 万社のうち、上場企業は 0.1%未満です。従業員数が 500 人を超える

企業であっても、86.4% は上場していません15。民間企業は収益の 59% を作り、米国

の投資額の 53％を占めています。これは、現在、経済の大部分を占める企業が、幅広い

株式投資家ベースから切り離されていることを意味しています。 

6.2.債券市場 

世界的債券市場の価値は 52 兆米国ドルから 2016 年17の 215 兆米国ドル以上に増加し、 

毎年の総取引額は 7 兆 6000 億です20。貿易債務の取引コストは現在、1500 億米国ドル

と推定されています。 

 

                                                 
13世界銀行 

15 フォーブス 

17国際金融報告書研究所 

20世界交流連盟 
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6.3.不動産市場 

今まで、不動産にエクスポージャーするには、不動産ファンド全体（不動産ファンド）

の株式を購入しなければなりませんでした。 高い取引コストと非常に限られた REF 投

資機会の選択は、不動産が株式市場とほぼ同じ総資産価値を有するにもかかわらず、売

上高が大幅に減少する現実につながりました。 

グローバル不動産市場の規模は 217 兆ドルに達し21、居住用不動産は総資産の約 75％を

占めています。 

年間の不動産取引量は約 16 兆ドルで、貿易取引コストは約 1,000 億ドル22にのぼります

が、不動産価値を引き出すために、トークン化の機会をうかがう機会が増えています。  

6.4.先物市場 

先物は、通常、先物やオプション市場で取引されながら、スポット市場の売上高は大幅

に低いです。物理的な先物の 4 つの主要セグメントー農業、エネルギー、産業金属およ

び貴金属ーは交換の総先物取引の容積の 35% を占めます。先物取引はここ 10 年間で非

常に急速に成長しています。2007 年から 2016 年まで、農業、エネルギー、工業用金属

のカテゴリーで取引された契約の数は、公称値として合計 100 兆米国ドル以上で、11 億

6000 万から 57 億 7000 万米国ドル25まで上昇しました。 

流動性と取引量は取引中の先物によって大きく異なります。最も取引されているものの

中には、原油、天然ガス、加熱油、RBOB ガソリン、金、砂糖、トウモロコシ、小麦、

大豆、銅、大豆油、銀、綿、ココアも含みます。最も人気がある先物に関する純粋に金

融取引は物理的な取引をより 200 数因でまさります。たとえば、原油先物の一日あたり

の平均取引量は、2017 年の第二四半期は 22 億バレルで、1000 億を超えました27。また、

                                                 
21 サヴィルズにより研究 

22 ラザード米国の不動産指標レポート；コリアーズ資本流動報告；EY 2016 REIT レポート 
25 Marketvoicemag.org 
27 EIA 
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一日あたりの平均生産量は 890 万バレルに達しました。契約の取引手数料は、契約名目

価値の 0.01％未満から約 0.1％まで変動します。 

先物契約の 100 タイプ以下は取引所で取引され、高い流動性を享受できます。他の多数

の先物、別の等級の鋼鉄、チタニウム、希土類、様々な合金、いくつかの貴金属、宝石、

化学薬品、石炭の複数のタイプのような高い容積の先物はそれに含まれていません。こ

の先物に触れたい投資家は、場外株契約にサインし、物理的に先物購入と保存するか、

または上場鉱業会社の株式を購入することになります。この先物の一部は、投資家に

とって特に興味深いものとなっています。例えば、珍しい土の値上がりからヘッジした

い電子生産者などがあげられます。LAToken は、トークン化を介してそれらの市場へ

のアクセスをはるかに便利にします。 

6.5.芸術品市場 

世界的な芸術品保有量は約 3 兆米国ドルであり29、2016 年に世界中のオークションと個

人販売は 500 億米ドル以上に達しました31。 

売却価格の約 20〜25％を占める高額のオークションハウス手数料を考えると、仲介人を

排除することで、手数料を削減できます。 

芸術品の担保サービス市場は現在、まだ未発達です。芸術品によって担保された現在の

ローンの送金額は 80 億米国ドル以上に達しました。世界的なコレクターの約 8% は芸

術品の証券化戦略を使用していますが、わずか 22% の銀行のみがこのサービスを提供

しています。レポートによれば、銀行の 30% 以上は芸術品の証券化を進めるとの計画

があります33。世界的なコレクターの確実な需要と低浸透を考えると、LAToken は市場

の成長の原動力となり、芸術品トークンサービスの開発を加速させると考えています。 

7.仮想市場の概要 

                                                 
29 デロイト、「アセットクラスとしてのアート」レポート 

31 オランダ在ヨーロッパ美術財団 

33 デロイト、「2016 年におけるアートファイナンス」レポート 
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7.1.総括 

仮想通貨の時価総額は 2017 年 8 月に 1650 億米国ドルに達し

ました。2018 年に、インターネットユーザーの 1% は既に

仮想ウォレットを持つ見通しです。クロスボーダー取引の容

易さ、低トランザクションコストとセキュリティのようなブ

ロックチェーンの利点により、仮想通貨の採用率は、携帯電

話やブロードバンドインターネットと同じくらい高くなる可

能性があります。2025 年までに、仮想通貨ウォレットの普及率が世界の人口の 5％を超

え、資産の仮想化によってトークン資産が売買されるため、仮想通貨の総額は 5 兆ドル

を超える可能性があります。 

資産仮想通貨（値段が特定の資産価格に連動した一部）は、一般的な仮想通貨の利点で

ある、低ボラティリティとポートフォリオの最適化を理由として、2025 年まで市場シェ

アが少なくとも 80% は占める見込みです。 

図.1 2017〜2025年における仮想通貨の総時価総額、兆米国ドル 

ソース：LAT Crypto の研究による推計 

 

資産仮想通貨 他の仮想通貨 

2025 年までに、仮

想通貨の総額は 5

兆米国ドルを超え

る見通し 

http://latoken.com/


   

 

Liquid Asset Token © 2017 LAToken.com 35 

ブロックチェーンによる取引コストは、技術の進歩と計

算能力の向上のおかげで 10 年間以下にわたって資産価

値の 0.001% 以下に低下する可能性もあります。我々は、

より低い取引コストが大幅に資産 仮想通貨の取引量を

増やすことに期待しています。 

以前の不流動性資産のトークン化により、不流動性コストが消えるにつれて、市場価値

は 10〜40% 増加します。実体経済の資産（例: 株式、債務、先物、不動産）の価格に

連動した資産 仮想通貨の取引量は、その資産の時価総額を 10 倍以上上回る可能性があ

ります。当社の推計によると、その資産仮想通貨の取引量は 2025 年まで 40 兆米国ドル

を超える試算が出ています。 

主要資產分類（例: 株式、負債、先物、不動産）の現在の総コストは 600 兆米ドルであ

り、 従って資産仮想通貨の潜在的な売買高は 6000 兆となります。 

 

 

 

 

 

トークン資産の総引取高 

資産仮想通貨の取引

量は 2025年までに

40兆米国ドルを超え

る見通し 

金融派生商品の総引取高 

引取高、兆ドル 

 
潜在的にトークン化される資産の取引高 

（600 兆ドル相当の資産がブロックチェーンへ組み込まれる見込み） 
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現在、一般的な仮想通貨に対する仮想所有者の信頼が

低下すると、自分のポートフォリオからフィアットと

実際の資産に資金を再割り当てします。仮想資産は、

仮想通貨からフィアットへの両替コストを節約しなが

ら、実際の資産価格に同じエクスポージャーを提供す

るための魅力的な実体資産の代替手段です。仮想資産

の値段は、基になる実際の資産の価格によって定められるため、仮想市場の変動によっ

てはあまり変わりません。したがって、仮想資産は一般的な仮想通貨に対して反循環的

とみなすとみなす可能性があり、仮想ポートフォリオの多様化に欠かせないものとなっ

ています。 

資金調達の目的のみのために発行されたいくつかの仮想通貨とトークンに政府によって

課された最近の規制/制限は、それをより不安定にし、セキュリティのレベルを低下っさ

せます。その一方、仮想資産化は一般的な仮想通貨の安全な代替手段です。そのため、

違法な資金調達とポンジースキーム作成の疑惑への反論が容易となります。 

仮想資産は一般的な仮

想通貨に対して反循環

的とみなされる場合も

ある 
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7.2. 2025 年まで 5 兆米国ドルに達する

仮想通貨資本 

仮想市場全体のダイナミクス 

全仮想通貨の時価総額は

1650 億米国ドルに達し、

2016 年 8 月から 2017 年 8

月までの 1 年にわたって 

830% で急増しました。市

場が膨脹しすぎたために、

ビットコイン技術ロード

マップに対する不確実性が

懸念されたため、2017 年 7

月に時価総額が 40% 以上下落しました35。市場は迅速に回復し、ビットコインのハード

フォーク成功後も再び急速に成長し始めました。 

 

新技術の採用率は 21 世紀

初頭に大幅に加速しました。

米国におけるスマートフォ

ンやソーシャルメディアの

普及率は 5% から 90% 

に増加しました。 

                                                 

35 8 月 1 日にビットコインのハードフォークを発表 
  

ソース：Coinmarketcap.com 

仮想通貨総資本化のダイナミクス 
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仮想通貨の採用率は、その値段と使いやすさのみによって設定されます。 

ソース：Market Realist、BlackRock 

 

ブロックチェーンは、金融的仲介が不要なことと信用できる両替、プロセスの完全性、

ネットワークの信頼性と長寿命化、より高速なトランザクションと低い取引コストを含

む複数の利点を仮想通貨ユーザーに提供します。仮想通貨は、その発行が作業プロトコ

ルの証明やステークプロトコルの証明のようなスマートコントラクトによって確実に厳

格な規則に従っているため、中央銀行の日和見的な行動から保護されています。分散元

帳は何千ものコンピュータに情報を格納し、第三者による製造や干渉が不可能で、不当

な干渉から保護されます。 

ブロックチェーン技術のメリット: 

金融的仲介が不要 

信用できる両替システム 

両当事者は第三者の監視または仲介を使用せずに交換を行

うことができ、相手方のリスクを大幅に削減または排除す

るこが可能です 

権限のあるユーザー ユーザーがすべての情報とトランザクションを管理してい

ます 

高品質データ ブロックチェーンのデータは完全、一貫性があり、タイム

リー・正確・広範囲に利用可能です 

耐久性、信頼性、長寿命 分散ネットワークのおかげで、ブロックチェーンは障害の

発生する中心的なポイントを持っていないため、巧妙な悪

意のある攻撃に対しても耐えることができます 

プロセスの完全性 ユーザーは、トランザクションが、信頼できる第三者を必

要としません。そのため、プロトコルが要求する通り実行

されると信頼できます。 

透明性と不変性 パブリックブロックチェーンにおける変更はすべての当事

者に公開されているため、透明性を作成し、すべてのトラ

http://latoken.com/


   

 

Liquid Asset Token © 2017 LAToken.com 39 

ソース：デロイト36 

仮想所有者の数における増加は支払手段として 仮想通貨を受け入れる売り手および売り

手の数によって決まります。2015 年の初めに約 10 万の売り手が支払いとして仮想を受

け入れたのに対し37、日本では、2017 年の夏に 26 万店以上が仮想通貨を受け入れ始め

ました38。 

仮想通貨の受け入れが増えるにつれて、ネットワーク効果によりユーザーにとってさら

に魅力的なものになります。 

                                                 
 https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/innovatie/artikelen/blockchain-technology-9-

benefits-and-7-challenges.html 
 http://www.ibtimes.co.uk/bitcoin-now-accepted-by-100000-merchants-worldwide-1486613 
 https://news.bitcoin.com/bitcoin-accepted-260000-stores-summer/ 

ンザクションは不変であり、変更または削除できないとい

うわけです。 

システム構造の簡素化 すべてのトランザクションを 1 つのパブリック元帳に追加

すると、複数の元帳の煩雑さと合併症は軽減します 

より高速なトランザク

ション 

 

銀行間取引は、清算と最終決済に数日かかることがありま

す。ブロックチェーンのトランザクションは、その時間を

分単位で削減でき、処理は 24 時間 365 日実行されます。 

トランザクションコスト

の削減 

ブロックチェーンは第三者の仲介業者や資産を交換するた

めのオーバーヘッドコストを排除することにより、取引手

数料を大幅に削減する可能性を秘めています 
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図.2 2011〜25年における仮想ウォレットの総数 

 

ソース：LAT Crypto の研究による推計 

仮想ウォレットの数は 2013 年以来、毎年倍増しています。仮想通貨に関する需要は、

揮発性の低い資産仮想通貨の出現によって刺激されます。それが倍増し続ければ、採用

率は 2025 年まで 75% に達する可能性があります。しかし、政府による規制が課され

ることを考えると、平均年間成長率は 45%に減速すると見込まれます。その場合、採用

率は 2025 年まで 5% 以上になります39。 

現在、1650 万のブロックチェーンウォレットの 19% が

ウォレットに 100 米国ドル以上を持っており、7% は 

1000 米国ドル以上を持っています。平均ウォレットサイ

ズは 9835 米国ドルです40。我々は 2025 年までウォレッ

トの平均サイズが 12000 米国ドル を超過すると考えま

す。したがって、我々は仮想通貨の総資本は 2025年まで 5兆米国ドルを超えると考えて

います。 

これはある市場予測と比較して、まだ消極的です。例えば、ピーター・スミス、ブロッ

クチェーンの CEO 兼共同創設者、そして Snapchat の最初の投資家であるジェレ

ミー・リューは、ビットコイン価格が 2030 年まで 50 万米国ドルに爆発すると予想しま

                                                 

39 
 Blockchain.info 

40 
 Blockchain.info 

 

2025年まで仮想通貨の

総資本は 5兆ドルを超え

る見込み 

全世界における人口別使用率 (%) ウォレット数 (min) 
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す。2025 年までビットコインの普及率が世界の人口の 5% に達する可能性があると仮

定して、ユーザーごとに保持されるビットコインの平均値は 25000 米国ドルに達し、

ビットコインの供給は約 2000 万になり、その結果としてビットコインの市場の時価総

額を 10 兆米国ドルにあげると推測しています。 

仮想通貨の進化 

ビットコインは、初めてかつ最も人気のある 仮想通貨です。一方、代替仮想通貨の時価

総額は 2017 年 5 月に初めてビットコインのを超え、技術革新がその有用性を増やし、

仮想ユーザー及び投資家にとってより魅力的にするわけです。 

図.3 2017年 8月 31日時点の仮想通貨

市場構造 

ビットコインの初期の制限は、フォ

ロワーによって次第に克服されてき

ました。ライトコインはビットコイ

ンを改善した最初の仮想通貨でした。 

イーサリアムは 2014 年に最初にリ

リースされ、2017 年のほとんどの 

ICO に動力を与えたスマートコント

ラクトの機能性のおかげでかなり高

い市場占有率を得ました。 

ICO がますます普及するにつれて、新しい通貨は何人かのリーダーの優勢に挑戦し、重

要な市場占有株を得ながら出現し続けます。 

ソース：Coinmarketcap.com 

同時に、現職の仮想通貨はよく発達したインフラ、高い流動性と低いボラティリティで

ユーザーを引きつける見込みです。一日の終わりに、我々は仮想通貨が支配的な市場の

位置を保持するユーザーに最高のユーティリティを提供することを期待するほかなりま

せん。 

市場の 

総資本金 
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資産仮想通貨の資本金は 4兆米国ドルを上回る見込み 

マネー理論によると、お金の主な機能は流通貨幣、価値保蔵と計算単位を含みます。 

ほとんどの仮想通貨は、仲介金融機関を介することなく安心して両替でき、より良いセ

キュリティと低い取引コストのおかげでフィアットに優れている流通貨幣として利用可

能です。ビットコイン、イーサリアム、ライトコインなどの一般的な仮想通貨は、高い

流動性を確保しているネットワークの分散プロトコルと幅広い採用に裏打ちされた低供

給成長信憑性に対する厳格なコミットメントの場合のみに価値保蔵できる可能性があり

ます。同時に、一般的な仮想通貨は 、ICO サービスのような仮想通貨が主になってい

るシステム構造の外で計算単位として使用されるために、本質的に価格変動性が高く

なっています。 

一般的な仮想通貨のボラティリティ指数は金やフィアットの通貨などの実質資産に対し

て、5〜10 の係数を上回っています。たとえば、現在の 60 日における BTC のボラ

ティリティは 5.38%であるのに対して、60 日における金のボラティリティはわずか 

0.53% です。 

 

資産仮想通貨は、株式、先物またはフィアットお金などの現実世界の資産に連合した値

を持って、一般的な仮想通貨と比べて利点があります。低トランザクションコスト、セ

キュリティ、信頼できる交換、スマートコントラクトの機能などの一般的な仮想のメ

リットを持っています。同時に、低いボラティリティのおかげでデザインによるいい価

値保蔵です。資産仮想通貨の多様化ポートフォリオは、リスク管理からすると 1 つまた

は複数の一般的な仮想通貨に投資するよりも良いオプションとなります。仮想からフィ

アットへの両替に関連するコストがないため、現実の資産と比較しても利点があります。 
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すべての 仮想通貨の 1600 億米国ドルの時価総額に対して、資産仮想通貨の時価総額は

約 100 億米国ドルです41。機関投資家の中には、もはや無視できないと考える人もいま

す。メディアのいくつかのハイライト、例えば、ビジネスインサイダー、ブルームバー

グとフォーチュンで、資産安居通貨に関する関心が明らかに高まりつつあることを確認

できます。 

 

仮想資産の代表的な例としては、テザー（米国ドルに

フィアットの通貨に連動した）、Digix などの貴金属に

フィアットの通貨に連動したフィアットの通貨に連動し

た仮想コインを挙げられます。ブルーチップの株式に連

動した仮想資産もあります。アップルや他の人気のある

株式のトークン、そして人気のある先物や不動産の

ETF は、現在、LAT プラットフォーム上で取引されて

います。いくつかの企業は、ブロックチェーンで取引で

きる不動産資産のトークンを発行する計画があります

（Atlant、REX、Proof など）。 

低いボラティリティと、トランザクションコストなどの資産仮想通貨の利点により、そ

れが 2025 年までに仮想通貨の総資本の少なくとも 80% を占め、4 兆米国ドルを超える

と期待しています。 

                                                 
 Coinmarketcap.com 

 

資産仮想通貨は仮想通

貨総資本化の約 80% 

を占める見込み 
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7.3. 6000 兆米国ドルのブロックチェー

ンでのレーディングボリュームポテン

シャル 

ブロックチェーンにおける取引コストの減少 

ブロックチェーンの取引コストは、伝統的な経済システムにおける中央集権的な機関に

よって課されたコストよりもはるかに低くなります。たとえば、米国では、取得手数料

はトランザクションの値の約 2% を平均します。イーサリアムの平均取引コストは

2017 年 7 月の 13566 米国ドルに達する一般的なトランザクションの値の 0.00257% を

占めました42。 

 

 

 

 

一方、トランザクションのボリュームが急速に成長し、トランザクションのコストは限

られた計算能力を競うように膨張することを意識すべきです。仮想通貨の取引コストは、

基本的にブロックチェーン技術の設計と計算能力によって決められるので、それが最終

                                                 
 https://bitinfocharts.com/comparison/ethereum-transactionfees.html#3m 

2017 年 7 月現在、ETH平均取引コストは 13566 米

国ドル、一般的な取引コストは 0.00257%  
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的に技術が向上して計算能力が増加するにつれて下がると我々は信じています。ムーア

の法則によると、集積回路上の 1 平方インチあたりのトランジスタ数は 2 年ごとに倍増

します。近年は減速しているものの、計算力はまだ急速に高まっています。 

FT によれば、Intel の CEO ブライアン・キルジャーニチは最後の 2 つの技術の転移上

でケイデンスが 2 年間より 2 年間半に近かったと推定しました43。これは、少なくとも

一年あたり 20% のコストの低下を意味します。ハッシュアルゴリズムの改善も計算の

複雑さを減らせます。 

ブロックチェーンの取引コストは 2025年まで 5000米国ドル以上のトランザクションの 

0.001% 以下を占めると期待しています。これは、米国で最も流動性の高い株式（アップ

ル、Google など）の株式ブローカーの最高取引手数料よりも約 10 倍低くなります。ま

た、株式取引は 100 株のブロック（アップルの場合、約 16000 米国ドル）で行われるた

めに株式市場での最小取引量は、通常、小さな小売投資家にとって高くなります。 

 

取引量は取引コストが低下

するにつれて爆発する資産

クラスの取引トランザク

ションコストが高ければ高

いほど取引量は低くなりま

す。アートトレードの代表

的な取引コストは 20% で、

年商は総保有額の 2% を超

えません（640 憶ドル 対 3

兆ドル）。公共株式のト

レーディングにおける普通

の取引コストの約 0.1% で

                                                 
 例：https://www.ft.com/content/36b722bc-2b49-11e5-8613-e7aedbb7bdb7 

ソース：LAT Crypto の研究 

2025年までブロックチェー

ンの取引コストは 5000米

国ドル以上のトランザクシ

ョンの 0.001% を下回る見

込み 

図.4７ 違う種類の資産に対する取引トランザクションコストと

ターンオーバー率 

ターン 

オーバー率： 

 

石油 

仮想通貨 

株式 

不動産 

アート 

 

 
トランザクショ

ンコスト、％ 

トランザクション 

コスト (％) 

原油 

仮想通貨 

株式 

    不動産 

芸術品 
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あり、取引量は時価総額の約 1.3 倍（取引中の株式の時価総額は 2016 年に 64 兆 8200

憶米国ドルだった44一方、2016 年の取引量は 85 兆 7100 憶米国ドル）です。 

主要先物ブローカーの原油先物取引手数料は、1 契約当り 0.85〜3.50 米国ドル45の範囲

にあり、または現在の価格で 0.002%〜0.007% となっています。2016 年の総取引量は

2 つの主要な石油の先物契約（NYMEX WTI と ICE Brent）において 1 日あたり約 200

万件の契約46（1 日あたり 20 億バレル）でした。総生産は平均トランザクションのボ

リュームより 25 倍低い 1 日あたり 8050 万バレル47を平均しました。 

図 7 に見れるように、引取コストが 10 倍減少すると、取引量は通常約 10 倍増加します。

したがって、我々は、習慣交換のレベルよりも仮想交換の高いターンオーバー率と流動

性を期待します。 

仮想通貨のトレーディングに関する取引コストは現在 0.01% 以下であるためにそのトラ

ンザクションのボリュームが大幅に資本化を超えているわけです。ビットコインの売上

高は 9.3、イーサリアムのは 11.5 です（図 8 参照）。他の仮想通貨の中にはトランザク

ションコストが低いものもあります。したがって、その売上高は高くなっています。テ

ザーは、ここで外れ値のように見えます。その毎日の売上高は、積極的な市場における

活動を理由として時価総額の 30% 以上です。 

                                                 
 世界銀行 
 http://www.advisoryhq.com/articles/best-futures-brokers-for-futures-trading-ranking-

reviews-and-ratings/ 
 http://www.cmegroup.com/education/wti-and-the-changing-dynamics-of-global-crude-

oil.html 
 https://ycharts.com/indicators/world_crude_oil_production 
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図 8. 違う種類の資産に対する取引トランザクションコストとターンオーバー率

Cryptocoin

Capitalization, 

bln $

Volume (30d), 

bln $

Annualized volume, 

bln $

Turnover ratio, 

times

Bitcoin 72,3 56,1 673,0 9,3

Ethereum 31,7 30,3 363,8 11,5

Bitcoin Cash 10,2 16,1 193,3 18,9

Ripple 7,8 8,1 96,9 12,5

Litecoin 3,3 5,6 67,1 20,6

Tether 0,3 4,1 48,9 152,7

NEO 1,9 3,9 47,2 25,1

Ethereum Classic 1,5 2,2 26,7 17,8

OmiseGo 0,8 1,9 23,3 29,2

Dash 2,7 1,7 20,9 7,6

Qtum 0,9 1,5 18,0 20,0

Monero 1,9 1,3 15,6 8,1

Total 135,3 132,9 1594,7 11,8  

ソース： https://coinmarketcap.com/currencies/volume/monthly/ 

 

 

 

 

仮想資産の 4 兆米国ドルとなっているトークンの取引

量は 2025 年まで 40 兆米国ドルに達する見込みです。

4 つの主要な資産クラス（不動産、株式、負債および

先物）の総資本金は 600 兆米国ドルを超過できます。

トークン化により、取引コストを 0.01% 以下にする

ことができます。そのおかげでトランザクションのボ

リュームが資産価値の 10 倍以上に増加します。した

がって、総取引量の潜在能力は少なくとも 6 兆米国ド

ルです。 

 

 

主要な資産クラスの取引

量潜在性は 6000兆米国

ドルを超過する可能性 

資本 量 年間供給量 ターンオーバー率 
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資産所有者は、10〜40% の流動性プレミアムを取得するよ

うにトークン化に努めます 

流動性資産の所有者は、資本を調達する必要がある短期間に多額の資産を留保すること

はできません。多くの調査によると48、典型的な流動性のコストは資産価値の 10〜40% 

の範囲にあります。調査によると、売却制限証券、すなわち、投資家に私用配置によっ

て販売することができる一方、ある特定の期間にオープン市場で転売不可能で、会社に

よって発行される有価証券、は 7〜35% の大幅な割引で交換するそうです。したがって、

流動性資産のトークン化によって評価が 10% 以上向上することが期待されます。 

資産所有者のトークン化コストが 10% よりも低い限り、資産の所有者にとって、高い

流動性コストはトークン資産を非常に魅力的な機会にします。トークン化の技術がオンラ

インになり、需要が規模に達するとすぐに、トークン化は資産所有者にとって無視でき

ないほど魅力的になります。 

仮想通貨資産は投資家にとって安全な租税回避先です 

資産仮想通貨の多数はオンラインで引き取られ始め、資産仮想通貨の様々なクラスの引

取コストが落ちると、リスクを最小限に抑えるために仮想ポートフォリオで使用されま

す。現在、一般的な仮想通貨に対する仮想所有者の信頼が低下すると、自分のポート

フォリオからフィアット、習慣金融と不動産会社の資産に資金を再割り当てします。習

慣資産とは異なり、資産仮想通貨の購入の摩擦は、仮想所有者にとってかなり低くなっ

ています。同時に、その価値は実際の資産の値段に連動します。おかげで、資産仮想通

貨は、特にブロックチェーンのシステム構造から離れたくない場合、仮想所有者にとっ

て習慣資産のはるかに便利な代替手段になります。したがって、資産仮想通貨は一般的

な仮想通貨に対して反循環的です。そして、良い仮想ポートフォリオの不可欠な部分に

なります。 

                                                 
48 Aswat Damodoran を参照 （http://people.stern.nyu.edu/adamodar/pdfiles/country/illiquidity.pdf） 
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さらに、資金調達目的のために発行されたコインと一般的な仮想通貨50に対していくつ

かの政府によって課された規制の最近の動きはそれをより安定して安全にしません。そ

の結果として、資産仮想通貨のポンジースキームの使用に関する違法な資金調達と疑惑

を反証することが容易となるため、資産仮想通貨は一般的な仮想通貨の安全な代替手段

になります。 

プラットフォームのトークン仮想プラットフォームで

の交換手段として使用されるトークンは、最も低いト

ランザクションコストと最高の流動性を持ちます。取

引を刺激させるので、それが仮想ホルダーのポート

フォリオの重要な一部を占め、ポートフォリオにおい

て現金の役割を果たすことを期待しています。2016 年に現金はアメリカのメリルリンチ

によって計算された世界的 FMS の現金指標によると、最大の主に長期投資家のグルー

プによって管理される資産の 4.5%〜5.5% を占めています51。プラットフォームのトー

クンはトレーディングボリュームが増加するにつれて増加するため、トークンのホルダ

によっては受動的に保持されることがあります。このため、取引された資産価値の少な

くとも 10% がプラットフォームのトークンに格納されることが期待できます。 

プラットフォーム上でのトランザクションで使用されるトークンは、様々なトークン資

産とは逆方向にトランザクションボリュームが実行されるため、他の一般的な仮想通貨

と比較してより安定しており、バブルや投機家の攻撃に影響を受けにくいです。また、

トークン資産と同様に、このトークンは他の 仮想通貨に対して反循環的です。投資家が

一般的な仮想通貨から脱却したいときは、トークン資産との取引に必要となるため、価

格が上昇します。その値はプラットフォーム上でのトランザクションボリュームによっ

て駆動されます。仮想プラットフォーム上でのトランザクションボリュームが増加する

限り、このトークンの需要は増加します。 

                                                 
 http://www.businessinsider.com/r-china-bans-initial-coin-offerings-as-illegal-fundraising-

2017-9 
 BofAML 世界的 FMS 現金指標 

 

資産仮想通貨は一般的

な仮想通貨に対して反

循環的 
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8. 技術 

8.1.概要 

ビットコインとライトコインを含む最も人気のある 仮想通貨はブロックチェーン技術の

先駆けでした。 

堅牢で革新的でしたが、1 秒あたり数千のトランザクションの処理できるようスケーリ

ングされていなく、トランザクションの手数料は公共のネットワーク上で高かったため、

機能が非常に限られていました。その後、世界にスマートコントラクトの力を見せた

イーサリアムはブロックチェーン 業界を新しくけん引しました。この技術は、分散アプ

リケーションを実行する能力を持つ「インテリジェント・ブロックチェーン」に関する

市場で新たな需要を生み出しました。ただし、低速なトランザクション速度（ビットコ

インの場合、1 時間）外部のイベント（非ブロックチェーン）に（スマートコントラク

トによる）対応ができない場合などの大きな問題のため、現実世界ではほとんど使用で

きなくなります。 

DPOS メカニズムに基づく次世代グラフェンを基にするのブロックチェーンは、トラン

ザクション速度の問題を解決し、ブロックチェーンの世界に新鮮なアイデアを多く加え

ています。しかし、十分に我々のニーズ、つまり、百万件単位の非常に高速なトランザ

クションを処理したり、資産関連のファイルの多数のテラバイトを格納したり、書類、

パターン認識、AI ニューラルネットワークの OCR などの多くの高性能操作の実行に

適応するには、まだ十分ではありませんでした。 

8.2.基本的な機能 

LAT トランザクションのブロックチェーンは、10 秒のブロックに分けた DPO 技術の 

EOS ビジョンに基づいており、すべてのユーザーの状態をトランザクションを通じて公

開し、資産ブロックチェーンの対象との直接の内部参照を提供する TaPoS 技術です。 

LAT 資産ブロックチェーンは、Steemit（グラフェン）のブロックチェーンに基づいて

おり、資産、所有者、ファイル参照などの多数のオブジェクトを格納します。分散神託
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の Aeternity アイデアを使用して、特定のタイプの資産に関する情報を含む実世界の既

存システムとの信頼できる接続を提供します。 

LAToken は、共有機能（ノードのホルダーは、ファイル全体を格納するために必要で

はなく、その部分を格納することができます）と仮想化（ユーザーは特定のファイルを

他の参加者が許可する前にデクリプトできない）によって改善された BitTorrent 技術

に基づくシステムを介して仮想化されたデータを格納します。 

LAToken は、ブロックチェーンの世界で採用された Apache Hadoop と同様の技術に

基づいて分散コンピューティングシステムを使用し、共有ハードウェア上でシステムが

文字認識、分散型ニューラルネットワークのトレーニングと実行、フォグコンピュー

ティングなどの複雑な高性能操作を処理することを可能にする高分散化構造を備えてい

ます。 

LAToken 技術は世界中の数十億のユーザーに最高質の金融サービスを提供することを

目標に、実証済みの概念とベストプラクティスに基づいて開発されています。LAToken 

の主な利点は低コストと非常に高速なトランザクションの速度です。 

8.3.試験段階 

Hyper Ledger で LAT プラットフォームをテストしています。 

速度や取引コストなどの既存の制限は、1 時間あたり 100 件の取引を超える売上高また

は 1000 万ブロックの連結売上高に達するまで、重要ではありません。我々は、取引の

平均値は 3 万米国ドル（住宅資産ローンの平均）を超える限り、イーサリアム の高い

手数料を容認します。 

速度と取引コストなどの制限に達すると、LAToken は株式の分散元帳の 2 段階証明を

展開します： 

1. 段階 1 はトランザクションのみを含む 

2. 段階 2 は仮想化、共有、セキュリティ上の理由およびディスクのスペースを節約

するために複製されたすべての資産レコードを含む 
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ブロックは、「利害関係の証拠」に基づいて形成されます： 

1. トランザクションのレコードがすべてのノードに送信されます 

2. 各ノードはブロックを形成します 

6. エタロンのブロックがあるノードは、保存された LAT の量のログに基づく確率

で選択されます。 

7. 選択したノードはエタロンのブロックを他のノードのブロックと比較するために、

それに放送します。 

8. ブロックが検証され、ノードの 50%以上の大部分で検証された場合（LAT の格

納された量のログに基づいて）全てのノードに格納される一方、大部分が満たさ

れていない場合、プロセスはもう一度開始されます。 

過半数に達していない場合、プロセスはもう一度開始されます。 

8.4.セキュリティ 

100% のセキュリティを確保するために、我々は DDoS 攻撃のセキュリティと安全な

スマートコントラクトを実装しています。さらに、次の保護手段をトークンセールに先

だって配置します。 

• 第三者からのセキュリティ監査 

• 条件付捺印証書 

• 多要素認証 
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9. トークン 

9.1.LAT の需要 

LAT とは、LAT プラットフォームでのトランザクションをサポートするように設計さ

れたユーティリティトークンです。仮想所有者と資産の所有者によって購入され、次の

動作を可能にします。 

• LAT プラットフォームで資産およびその他のトークンを購入する（たとえば、

10 万米国ドルの資産の一部を購入したいと思っている場合は、10 万米国ドルに

相当する LAT トークンを購入する）。 

• 取引手数料を支払う。その支払いの大部分は、ノードの所有者によって処理され

ます 

仮想所有者は LAT プラットフォームで取引されたトークン資産を購入し、トランザク

ションを支払うために LAT を購入します。したがって、LAT の需要は、LAT プラッ

トフォーム上の取引量と相関します。 

LAT プラットフォームで取引されている資産に連動したトークンの売上高は 2025 年ま

で 14 兆米国ドルを超える見通しです。 

 

 

株式 

 

ローン 

 

不動産 

 

先物 

 

芸術品 

年間売上高は 14 兆米国ドルに達する見通し 
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9.2.トークンセール 

トークンセールは 2017 年 8 月 22 日に開始され、いくつかのラウンドで完了します。販

売するトークンの総数は 1 億 8000 万の LAT です。トークンセールハードキャップは 

4000万米国ドルです。 

 

 

トークンの販売中に売れ残りのトークンは、会社のトークンとして追加されます。6 億

の LAT は LAToken によってフリーズされます。フリーズ期間はトークンセールの終

了から 5 年間です。フリーズ期間が終わってから、フリーズされたトークンの約 0.05% 

が 1 日あたりにリリースされ、すべてのフリーズされたトークンが 5 年間でリリースさ

れます。 

トークンセール中、LAT は個人の LAT ウォレットでのみ使用可能です。トークンセー

ルの終了後、LAT はカスタムトークン互換ウォレット（MyEtherWallet、ミストなど）

と 仮想取引所に移行可能になります。 

現時点で LAToken は、トークンの販売終了後に LAT をリストするいくつかの主要な

仮想引取所との契約を締結してる最中です。 

 

LAToken はまた、トークンのホルダーに LAT の十分な流動性を確保するために市場

作りを手配します。 

トークン販売のキャップ: 4000 万ドル 

トークン供給量: 400,000,000 LAT 

フリーズ量: 600,000,000 LAT 

比較可能性: Ethereum ERC20 Standard 

フリーズ期間は Token Sale 完了後に 5 年間。そのう

ち、1 日当たり約 0.05% がリリースされ、5 年間か

けてすべて完了する。 

トークンの販売 

ネットワーク成長 

チームプール 

会社のトークン 
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9.3.コスト 

LAToken のトークン売却評価は、約 1 億 2000 万米国ドルに相当する 40 万イーサリア

ム（1ETH=約 300 米国ドルの換算レートで) です52。これは LAToken の高い市場規模

のポテンシャルと堅実なプロジェクトの成熟度に基づいて、ピア評価に沿っています。 

 
 

9.4.ファンドの使用 

トークン販売収益は、資産所有者と仮想所有者の参加（40%）、トークンモジュール開

発 （10%）、資産運用サービスの導入（10%）、AI アンダーライティング開発（5%）、

市場作りと流動性提供向けの LAT ファンド（20%）、チームボーナスプール（100 万米

国ドルでキャップされた 10%）、管理費（5%）に使用されます。 

                                                 

52 
 フリーズされたトークンの値を除外 

プロジェクト名  
マーケット

キャパシティ  
ICO 以来

の ROI 率 

中期マーケッ

トサイズポテ

ンシャル  

プロジェクト達成率 

コンセプト    MVP      ブロックチェーン機能  稼働有無                   コメント  

パブリックテスト 2017 Q2 ローンチ 

2017 Q3 

 

イニシャルサービス&プロダクト: 2017 

Q4 (MVP) 

 

 

2017 5 月: 50ヵ国で取引開始 

 

 

一日当たりの取引量: $20-40 

 

ダイレクトバリュートレーディングは

2018 Q4 に開始 

P2P OTC ダイレクトバリュートレーデ

ィングは 2018 Q4 に開始 

 

プラットフォームは 8 月 1 日にリリー

ス > 10,000 ユーザ 

個人認証マーケットプレースは 2018

年 Q1 に設立 

プラットフォームはまだアルファテス

ト中 

最初のトークン資産は 2017 年 8 月 14

日に上場 
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10. 法的配慮 

10.1.LAT トークンに関する法的含意 

LAT は、分散ソフトウェアプロトコルの一部として ブロックチェーンで発行されたデ

ジタルトークンであるブロックチェーンのトークンです。LAT は、ERC20 標準コント

ラクトに基づいて イーサリアムプラットフォームで発行された仮想トークンです。LAT

は、LAT プラットフォームでのトランザクションをサポートするように設計されたユー

ティリティトークンです。 

LAT は、当社の所有権または株式を付与せず、当社の管理、マネージメント、意思決定

に参加する権利を与えません。個人、企業、その他の組織は、LAT を取得する際のリス

ク、コスト、メリットを慎重に検討すべきです。 

LAT トークンの将来のパフォーマンスや価値については、本来の価値を約束するもので

はなく、継続的な支払いを約束するものではなく、LAT が価値の低下や特定の価値の保

持をするという保証はありません。 LAT は返金できません。 LAT 購入者は、LAT を

購入するための独占的かつ独占的なリスクを受け入れ、LAT プラットフォームが現在開

発中であり、大幅な変更を受ける可能性があることを認識するものとします。 LAT 取

得に関連するリスクについては、利用規約の関連セクションを参照してください。 

国内上場 

企業株式 

不動産 

借入金 

先物 

芸術品 

管理費 

ファンドの内訳 (%) ユーザーアトラクションスプリット (%) 

チームボーナスプール 

(最大 100 万ドル) 

 

LAT ファンド 

AI アンダーライ

ティング開発 

資産運用 

サービス 

開発 

トークン 

モジュール開発 

資産所有者と 

仮想所有者の参加 
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この概念は、世界経済に仮想通貨を広めるために、LAT プラットフォームの目的にとっ

て基本的なものとなっています。 

10.2.LAT の購入と使用に関する制限事項 

米国 

2017 年 7 月に証券取引委員会（SEC）は、一部のトークンを有価証券とみなすことがで

き、それによって代理店の規制に従うことを裁定しました。この判決は、昨年の ICO 

で 1 億 5000 万米国ドルを調達した「DAO」（分権的自律組織）と呼ばれるグループの

背後にあるドイツ企業に SEC 調査を向きました。DAO は自動投資戦略を追求するた

めに使用されたコインを発行し、そのトークンの所有者は配当金に似て いた「報酬」を

受領できました。(参考: https://www.sec.gov/litigation/investreport/34-81207.pdf) 

SEC はまた、チャネルの収益の見返りに、コンテンツ制作者がファンや投資家からの資

金を受け取らせた「Protostarr」分散アプリケーションを押しつけ、そのトークンの販売

の途中で閉鎖させられました。 

配当と利益を提供することにより、その企業は明らかに有価証券を提供し、米国最高裁

判所によって作成されたハウェイテストに失敗しました。ハウェイテストによると、次

の場合にトランザクションが投資契約となります。 

• お金の投資である 

• 投資からの利益の期待がある 

• 投資先は共通の企業である 

• 利益が、特定の取引が「投資契約」の対象となるかどうかを決定するためのプロ

モーターまたは第三者の努力によるもの 

LAT は、資産のトークン化などの LAT プラットフォームが提供するサービスの支払い

に使用されるユーティリティトークンです。LAT は、実際の資産に連動されていなく

（まだ米国の居住者は利用できないプラットフォーム上で発行されたトークン資産とは

異なり）、所有者に会社の所有権または配当金を付与しません。したがって、LAT はセ
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キュリティとしては見られず、ハウェイテストの困難を次のおかげでパスことができま

す。 

LAT は、LAT 自身の潜在的な鑑賞に利益を得るために購入することはできません 

LAT プラットフォームが既に貢献の前に運用されているため、共通の企業を代表す

ることはありません。 

LAT は、資産所有者またはそのサービスプロバイダ、または資産の購入者によって

LAT プラットフォームで事前購入サービスに購入するものとします。 

LAT は、他人の起業や経営者の努力から利益を期待して投資契約を表していません。

LAT は、投資や通貨投機のために意図されていなく、また LAToken はその目的に

関するトークンを購入する善意の意図を示すことができないどの購入者にも販売を拒

否する権利を留保します。すべての投資決定は LAT の他の所有者または LAT プ

ラットフォームの管理とは無関係の LAT の所有者によって直接行われます 

したがって、我々は一時的に米国市民や住民に SEC と他の責任当局による規制が明確に

なるまで LAT の提供を停止しています。 

中国 

中国当局が課すトークンの販売に関する最近の制限のために、LAT トークンは現在、い

かなる場合においても、中国の市民や住民に販売されていません。 

カナダ、シンガポール、香港 

最近の発展は、シンガポール、カナダ、香港のトークン規制において目撃されています。

2017 年 7 月には、シンガポール金融当局（MAS）は、「証券及び先物法（SFA）に基づ

いて規制された製品を構成する」場合には、トークンがその管轄下に入ると述べていま

す。「一部のオファーは SFA の対象となる場合がある一方、その他のはなりません。

デジタルトークンのすべての発行者、そしてデジタルトークンの取引を促進するプラッ

トフォームとデジタルトークンの提供に関するアドバイスか促進を行う仲介業者は、し

たがって、すべての適用される法律を遵守すべきで、必要のある場合には MAS に相談

を受けるべきです」と MAS の関係者が述べました。カナダの証券管理者（CSA）は
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2017 年 8 月に ICO に関する第 46-307 通知を発行しました。当通知はトークンがセ

キュリティの定義に該当するかどうかを判断するための同じハウェイテストを参照しま

す。 

2017 年 9 月開けに、香港金融規制当局である証券先物委員会（SFS）は、ICO によって

発行されたトークンを有価証券として分類できると発表しました。 

米国と同様に、カナダ、シンガポール、香港の市民、居住者は LAT を使用して資産の

トークン化サービスの支払いや、資産に連動していない他の仮想トークン との交換を行

うことができます（例えば、ビットコイン、イーサリアム等）。同時に、LAT プラット

フォームで取引されたトークン資産を現時点では利用できません。 

大韓民国 （韓国） 

2017 年 9 月末に韓国の金融規制当局は、国内企業が ICO に参加することを禁止しまし

た。韓国の金融規制当局がオフショアトークンの販売に韓国の住民や市民の参加を禁止

する場合には、我々は韓国で LAT の提供を停止する権利を実行します。 

10.3.トークン資産と LAT プラット

フォーム 

トークン資産とは、LAT プラットフォームで発行されたトークンであり、関連付けられ

た資産の価格に連動されます。資産アセットトークンは第三者の受託者によって当社独

自のブロックチェーンプラットフォームまたはイーサリアムプラットフォーム上で発行

可能です。受託者は、決済日の市場価格で資産のトークンの所有者から資産のトークン

を購入するために実際の資産を保持し、資産の所有者の選択売買権も保持されます。資

産のホルダーは選択売買権を行使することを拒否した場合、資産は受託者によってフィ

アットオークションで販売され、資産連動トークンのホルダーは、収益に対応する共有

を受け取る権利があります。 

http://latoken.com/
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10.4.スマートコントラクト実行の法的影

響 

上で説明したように、LAT はブロックチェーンプラットフォームを介してスマートコン

トラクトに基づいて発行されます。スマートコントラクトはそれぞれのプログラムコー

ドへのアルゴリズム入力によって契約を履行させる方法です。前述の通り、スマートコ

ントラクトはそれに適用される法律を完全に遵守すべきであり、特に機密情報の法的要

件の遵守を確保する必要があります。 

10.5.情報セキュリティ 

LAT プラットフォームでの LAT および資産連動トークンの販売と購入には、個人デー

タが必要になる場合があります。個人情報とは、個人を識別する情報のことです。収集

した個人情報の例としては、氏名、住所、メールアドレス、電話番号、ファックス番号

などがあります。個人情報は、当社のウェブサイト、通信、電話、ファックス、電子

メールによる申請を含むいくつかの方法で取得可能です。当社は、社内のプライバシー

ポリシーを受諾し、利用規約を遵守することにより、個人情報を保護します。 

一般に、個人は銀行システムからのあるトランザクションについてのデータを取除くた

めに、トランザクションをした銀行から相当な要求する権利を持っています。ブロック

チェーンの場合、行われたトランザクションに関するデータの削除は不可能です。従っ

て、LAT およびトークン資産の購入および/または処分に関するトランザクションをブ

ロックチェーンを介して行うユーザーは、上記を理解することを表明・保証し、前述の

データをブロックチェーンから削除する権利を放棄しなければなりません。 

我々は、可能な法的・規制上のリスクを管理することに重要な重点を置き、ユーザーを

保護するために評判の良い国際法律事務所と緊密に連携しています。 
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10.6. KYC と詐欺防止 

我々は主要な国際ビジネスの役割を果たすから、最小限のリスクで安全である透明なビ

ジネスモデルをお客様と仮想資産所有者に提供するために、「クライアントを知る」と

「詐欺防止」の問題に深刻な注意を払います。 

当社のサービスが不正な動機に基づく違法な企業/個人によって利用されないようにする

ため、当社は、(I) お客様に関する十分な情報を取得し、お客様の身元を確認する；(II) 

LAT プラットフォーム上で取引されている資産の継続的なデューデリジェンスを実施す

る；(III) 不審な顧客や操作を注意深くすることにより、当社の業務を円滑にするよう努

めます。 
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11. チーム 

経営チーム 

LAToken のチームはヘッジファンドの管理、市場の開発、取引端末の強力な実績を持っており、

Avega Capital、Founder Institute、Barclays、McKinsey などの企業で働いてきました。

LAToken の創業者兼と CEO バレンティン・プレオブラゼーヌスキーは以前に、直近 6ヶ月間

で 7 つの銀行と 25の投資家から 12000 件の住宅資産オファーを促進した収益性の高い住宅資産

貸出市場を設立し、二つのヘッジファンドにバックオフィスを定め、7年間にわたって株式ポー

トフォリオを管理していました。 

 
 

バレンティン・プレオブラゼーヌスキー 
CEO 

 
Zalogo 住宅資産市場とヘッジファンドに関する

バックオフィスを設立 

Avega Capital と Marcuard Spectrum ヘッジ

ファンド で株式ポートフォリオを管理 

IHS CERA、VTB と Sberbank に勤務 

 

 

 
 

ダニラ・シモノフ 

CTO 

 
MaLaaS Zalogo 住宅資産市場 CTOZalogo 

に React.js を実装 

 
 

デニス・シマギン 

常務取締役 

 
マッキンゼーの元エンゲージメントマ

ネージャー（5 年在籍） 

Compensair を設立 

ロシアのプライベート株式ファンドに

て、400 万米国ドルのポートフォリオ

投資を管理し、多様な投資に関与  

 
 

ロマン・ジダーノフ 

プロダクト責任者 

 
マッキンゼーの元エンゲージメントマネージャー

（5 年在職）、大手商業銀行および資産運用会社

におけるリスク管理、 

コンプライアンス担当 

 
 

アルテム・チェストノフ 

事業開発ディレクター 

 

Reborn Marketing and Innovations 副社長・

イノベーションディレクターCEE 

Anheuser-Busch InBev 

トレードマーケティング・スペシャリスト 

 

 

エリ・タラント 

IR ディレクター 

 
Sidorok Capital: COO 

NCB Barclays Private Banking の元頭取 

Digital Consulting PitneyBowes   

(Macy's, Bloomingdale's）のパートナー  
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アドバイザー 

LAToken のアドバイザーは法律、コンプライアンス、IT 、ブロックチェーン、金融、

資産市場に関する幅広い専門知識を持った、下記の専門家がかかわっています： 

 
 

マイク・ジョーンズ 

アドバイザー 

 

Science Inc CEO – America の 

ICO インキュベーター  

, MySpace 前 CEO   

 Dollar Shave Club ($1B Exit) の 

投資家, 取締役, 

America Online  前シニア副社長 

 

 

 

セシリア・ミューラー・チェン 

法務・コンプライアンスアド

バイザー 

 

中国建設銀行（株）、元チーフコ

ンプライアンスオフィサー 

UBS ビジネス管理長、COO 

Deutsche Börse 上級規制官 

 

 
 

マイケル・テルピン 

アドバイザー 

 

Transform Group CEO、 

BitAngels 業務執行取締役 

 Commerce labs CEO、  

Transform Group 取締役 

 bCommerce labs BitAngels マネー

ジングディレクター 

 

 

ミッチェル・マノフ 

金融サービスアドバイザー 

 

コリン・パートナーズ投資銀行

CEO 

リーマン・ブラザーズ元上級副社

長 

ニューヨーク市立大学講師 CEO 

 

 

ブラッドリー・ローター 

セキュリティアドバイザー 

 

セキュリティプラットフォーム Rivetz 

共同議長、WatershipBlue 株式会社代

表取締役会長、AirPatrol 株式会社常

務取締役（Sysorex に売却済）、メリ

マンキャピタル顧問委員会、シカゴ貿

易委員会会員 

 
 

イスマイル・マリク 

ブロックチェーン研究開発ア

ドバイザー 

 

IT・銀行業界における 30 年以上の

経験 

Blockchain.com 執行委員長、

BlockchainLab ICO Crowd  
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12. ロードマップ 

2025 年まで、LAToken は 1 兆 2000 億米国ドルを超える発行されたトークンの時価総

額を持つトトークン資産をレーディングするトッププラットフォームになることを目指

しています。 

  2013年 12月 

 最初の事業計画ー 

住宅資産貸し手のため 

ヘッジファンドで働いていた間、バレン

ティン・プレオブラゼーヌスキーは、新

興市場が投資家にとって非常に低い透明

性およびかなり高い取り引きコストのせ

いで住宅ローンの浸透が低いことを発見

しました。そして、住宅資産の貸し手の

問題を解決するビジネスプランをドラフ

トしました。 

 
 

 

 

2014年 5月 

 住宅資産ローンの最初の販売 

我々は住宅資産ローンブローカーを立

ち上げ、それを P2P オンラインマー

ケットプレイスに開発することを目的

にしました。最初の取り引きは、1200

米国ドルの手数料で 5 月に完了。 

2015~2016年 

住宅資産マーケットプレイスのローンチ 

マーケットのローンチ後、25 の投資家と

7 の銀行は、プラットフォームを介して

クライアントと 15 000 件 以上の電話

と、1200 件以上の会議を行い、2016 年

は 1000 件以上の契約が締結されまし

た。2016 年 12 月に最初の銀行はプラッ

トフォームを介して住宅資産ローンの自

動販売を実行しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年 4月 

200以上の銀行、投資家および不動産

開発者にデジタル抵当会議を開催 

銀行および不動産の所有者は二次市場

の資産を販売するためにブロック

チェーンを必要とします。 

銀行はローンが二次購入者にとってブ

ロックチェーンのおかげで透明である

なら貸借対照表から貸付け金の販売プ

ロセスを自動化できます。そのおかげ

で銀行はどの借り手にも市場で存在す

る最高のレートを提供することができ

ます。 
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2017年 5〜6月 

AIBanksーLATokenによる発展 

我々は、貸借対照表から融資や資産を売

却するための ブロックチェーンプラッ

トフォームとして AIBanks を作りまし

た。プラットフォームは非銀行資産の取

引を可能にし、最終的に仲介を削除する

ため、LAToken に改名しました。 

 

 

 

2017年 7月 

LAT ウォレットは開発済み 

LAT ウォレットを使用すると、ユー

ザーはトークンアカウントの残高の制

御、トランザクションの作成、新しい

トークンの登録、資産への連動を行う

ことができます。 

2017年 8月 19日 

最初のトークン化された Appleの株式 

は LAT プラットフォームで販売 

株式（たとえば、Apple、Amazon、

Tesla の）と先物（石油、金、銀）の値

段に 連動したトークンの取引は LAT プ

ラットフォームで開始 

 

 

 

2017年 8~10月 

トークンの販売 

トークンの販売は 4000万米国ドルの

ハード時価総額でいくつかのラウンド

で完了。 

 

2018年 

トークン資産トレーディングのスケーリ

ング 

不動産および芸術品の価格に連動した

トークン資産の本格的な取引の開始。

LAT プラットフォームでの主要なサー

ドパーティのトークン資産のリスティン

グ。 

 

 

 

2019年 

新しい特定の資産のためのアプリケー

ションは LAT プラットフォームに追

加 

 

2020年 

LAT プラットフォームは 4000億米国ド

ルの取引量を持つ主要なグローバルトー

クン資産プラットフォームになる可能性 
 

 

 

 

2025年 

LAT プラットフォームで発行された

トークンの資本化は 

1兆 2000億米国ドルに達する可能性 
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