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はじめに 

１．新たな経済圏が広がるデジタル空間 

昨今、デジタル技術の発展に合わせて、デジタル社会を 3 つのフェーズに分けて

捉える考え方「Web3.0」が登場した。 

日々、世界中で「Web3.0」という言葉が報道等で利用されるが、その定義について

は、様々な見解がある。 

一つの見解として、人々に普及していく技術と情報授受のあり方という 2 つの目

線で考え、「Web1.0」は、パソコンの普及とともに WWW（World Wide Web）や電子メ

ールが利用され始め、人々が情報を「読む」ようになった時代、「Web2.0」は、スマ

ートフォンの普及とともに SNS（Social Networking Service）やクラウドが利用さ

れ始め、人々が情報を「送受する」ようになった時代、「Web3.0」は、VR（Virtual Reality、

仮想現実）/AR（Augmented Reality、拡張現実）デバイスとブロックチェーンが普及

し、人々が情報を分散的に「管理する」時代と、捉えるものがある。 

このような時代背景のもと、デジタル技術やゲーム・コンテンツ産業の発展に伴

い、現実とは異なる三次元の空間（メタバース等の仮想空間を含むがそれらに限られ

ず、以下、「デジタル空間」という）での交流や取引が拡大する中で、デジタル空間

での経済活動が現実世界に与える影響が今後も増大していくと予測される。 

 

図 1  Web3.0時代の到来（当連盟にて作成） 
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また、2022 年 6 月には、「経済財政運営と改革の基本方針 2022 について 新しい

資本主義へ～課題解決を成長のエンジンに変え、持続可能な経済を実現～」（骨太方

針 2022）が閣議決定され、内閣府から以下の内容が示されている。 

 

（多極化された仮想空間へ） 

より分散化され、信頼性を確保したインターネットの推進や、ブロックチェーン上

でのデジタル資産の普及・拡大など、ユーザーが自らデータの管理や活用を行うこと

で、新しい価値を創出する動きが広がっており、こうした分散型のデジタル社会の実

現に向けて、必要な環境整備を図る。そのため、トラステッド・ウェブ（Trusted Web）

の実現に向けた機能の詳細化や国際標準化への取組を進める。また、ブロックチェー

ン技術を基盤とする NFTや DAOの利用等の Web3.0の推進に向けた環境整備の検討を

進める。さらに、メタバースも含めたコンテンツの利用拡大に向け、2023 年通常国

会での関連法案の提出を図る。Fintechの推進のため、セキュリティトークン（デジ

タル証券）での資金調達に関する制度整備、暗号資産について利用者保護に配慮した

審査基準の緩和、決済手段としての経済機能に関する解釈指針の作成などを行う。 

 

※引用元 https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2022/2022_basicpolicies_ja.pdf 

 

日本が、世界に先んじて、今後大きく発展していくであろうデジタル空間での経済

活動を、自国の経済活動に結びつけていくためには、デジタル空間の経済活動が、①

健全に、②現実の経済とのつながりをもって行われることが必要である。 

 

２．日本デジタル空間経済連盟の目的 

当連盟は、デジタル空間で現実と同様に経済活動が生まれていくことから、デジタ

ル空間での経済発展が日本の経済発展に資するよう、政策提言や情報発信、様々な関

係団体との対話等を行う経済団体として、2022年 4月 15日に設立された。 

業界横断の総合経済団体として、デジタル空間における経済活動を活性化し、日本

経済の健全な発展と豊かな国民生活の実現に寄与することを目的とし、当該目的の

達成に向けて、以下に掲げる活動を行う。 

（１） デジタル空間の経済発展に向けた、課題やニーズ等事業者の意見の集約 

（２） 政策提言、報告書の提出 

（３） 政府、国内外の行政団体との対話 

（４） デジタル空間に関わる総合的な情報発信 

（５） 前各号に掲げるもののほか、当連盟の目的達成に必要な活動 

 

https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2022/2022_basicpolicies_ja.pdf
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３．本報告書の位置づけ 

本報告書は、当連盟の会員がデジタル空間上で経済活動を行う際の課題（以下、「課

題」という）とそれらの課題に対して現時点で考えられる検討の方向性をまとめたも

のである。 

本報告書で取り扱う課題は、当連盟の会員に対しアンケートやインタビューを実

施し、その回答結果から集約したものから主に構成されている。なお、本報告書公表

日時点で、当連盟の会員数は 66であり、企業・自治体・業界団体・法律事務所・会

計事務所・税理士法人等から構成され、これからデジタル空間に関する事業や活動を

検討する者から、検討段階で情報の収集を行っている者、既に事業や活動を行ってい

る者まで、様々な法人が所属している。 

※参考：日本デジタル空間経済連盟 会員一覧 https://jdsef.or.jp/member/ 

 

そして、当連盟では、以下の 3 つのテーマで課題を分類し、2022 年 6 月から 9 月

までの間、それぞれのテーマでワーキング・グループを実施し、議論を行った。 

 知的財産 

 デジタル金融 

 プラットフォーム 

本報告書は、ワーキング・グループと同様に上述の 3つのテーマで、課題とそれら

の課題に対して現時点で考えられる検討の方向性を示したものである。 

 

  

https://jdsef.or.jp/member/
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Ⅰ「知的財産」 

１．課題の全体像 

デジタル空間においては、全く新しい空想的な空間や現実の都市等を模した空間

（以下、「ワールド」という）、キャラクター、現実基調の人間やその他様々な外見を

有する、ユーザーの操作対象（以下、「アバター」という）、アバターが動かしたり、

身に着けたりすることができる物（以下、「オブジェクト」という）等、多種多様な

コンテンツが作成・展開されることが想定される。 

こうしたコンテンツの作成、公開、取引等を行う主体が、企業のみならず個人にも

拡大し、その量も著しく増加していくと考えられる。各デジタル空間のルールを定め

る利用規約の内容は、デジタル空間ごとに異なることが想定されるため、ユーザーは

それぞれのデジタル空間における利用規約野内容を踏まえた権利関係を認識・理解

することが求められる。今後、そのための啓蒙活動に対する力添えも検討が求められ

る。 

このような変革を捉え、今後のデジタル空間での経済発展を実現するためにも、い

ま一度、知的財産の取り扱い方について整理を行う必要がある。 

 

図 2 デジタル空間全体像（当連盟にて作成） 

 

以上を踏まえて、本章では、（１）デジタル空間内のコンテンツに関する論点、（２）

現実の空間におけるコンテンツに関する論点、及び（３）他デジタル空間との間で生

じる論点の、3つに分類し、それぞれに関わる主要な論点や課題を抽出・整理し、こ

れに対する検討の方向性を示す。 
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２．論点整理 

（１） デジタル空間内のコンテンツに関する論点 

所有権とは、民法第 206条で、「自由に所有物の使用、収益及び処分をする権

利」であることが定められており、その客体である「物」は、民法第 85条にお

いて「有体物」であることが定義されている。そのため、「有体物」ではないコ

ンテンツは所有権の客体とはみなされない。 

他方で、コンテンツに対しては、知的財産権が認められる場合がある。 

 

デジタル空間を実現する技術の進展や、NFTなどのブロックチェーン技術との

融合などにより、デジタル空間において従来には見られなかった多様なコンテ

ンツが生じており、これらの権利関係について、企業・個人問わず、明確な認識

の共有がなされていない面もあるように思われる。 

以上を踏まえ、具体的な論点を次のとおり整理した。 

① 知的財産権の保護方法、不正競争防止法違反の防ぎ方 

デジタル空間内では、企業や個人が様々なコンテンツを新たに作成し、そ

れらの利用や取引が行われることが想定される。その際、作成されるコンテ

ンツの種類（ワールド、アバター、オブジェクト、楽曲、舞踊、及び二次的・

三次的著作物等）や、そのコンテンツの知的財産権の帰属先（ユーザー、企

業、及びプラットフォーム等）等を踏まえて、適切な権利保護のあり方を検

討する必要がある。 

② コンテンツデータ取引におけるルールメイキング 

コンテンツデータの取引が盛んに行われている一方、ブロックチェーン

技術との融合などに伴う取引対象の多様化・複雑化等により、当事者の権利

関係の認識が曖昧なまま取引が行われているケースがある。また、権利関係

の認識が曖昧であるが故に、コンテンツデータ取引に関する事業に、企業が

踏み出しづらいケースもある。 

そのため、取引対象（データ、データの利用権、又はデータと NFT（Non-

Fungible Token、非代替性トークン）等）、取引で得られる権利の内容・範

囲を明確化した上で、取引が行われることが、後々のトラブル回避のために

も必要である。 

特に、ブロックチェーン上で取引を処理・実現する場合においては、取引

のシステム処理と契約内容の同一性の確認・担保の効率的な方法、確認・担

保できない場合の対策等を検討する必要がある。 

③ デジタル空間に関わる違法行為/規約違反が生じた場合の対処法 

デジタル空間に関わる知的財産権の侵害行為や利用規約違反に対して、
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違法性/違反性の判断の手順、侵害者/違反者に対する措置のあり方、プラッ

トフォーマーの対応方針等について検討が求められる。 

④ 二次的・三次的創作物の権利の取扱い 

デジタル空間内では、既存のコンテンツを基にデジタル空間用に作成さ

れた二次的・三次的なコンテンツが多く流通することが想定される。これら

の二次的・三次的なコンテンツの権利関係について、現行法上の考え方等を

改めて整理しておくことは有益である。 

⑤ デジタル空間内で利用される知的財産の権利処理の効率化 

デジタル空間内でのコンテンツの創作や流通を活性化させるために、こ

れらコンテンツの権利処理を効率化するための方策について、検討を深め

る必要がある。 

 

（２） 現実の空間におけるコンテンツに関する論点 

事業者の中には、独自のデジタル空間を展開し、その中でユーザーが自由にコ

ンテンツを作成、公開、販売できるような環境を提供している者もいる。こうし

た環境下で、事業者やユーザーが現実に存在する建物や商品等を模したコンテ

ンツを作成してデジタル空間に展開するケースが想定され、その場合の知的財

産に係る論点を理解しておくことは重要である。 

以上を踏まえ、具体的な論点を以下のとおり整理した。 

① デジタル空間のデータと現実の物に関する権利の保護 

デジタル空間のコンテンツが、現実の物に関する知的財産権を侵害する

事例や、その逆の事例が想定される。このような現実とデジタル空間の双方

を巡る知的財産権の保護のあり方等を整理・検討する必要がある。 

② デジタル空間で、現実の建物を再現した場合に関する権利の検討 

デジタル空間で、現実の都市空間等を再現したワールドを作成する事例

が散見される。再現を行う建物やオブジェクト等の特徴や性質から、顧客吸

引力を有するランドマーク的建物なのか、住宅街・繁華街等に位置する建物

なのか、当該建物にはどのような権利ホルダー（著作権者、著作者、意匠権

者、商標権者等）が考えられるのか、許諾が必要な際の許諾者は誰になるの

か（所有者、管理者、建築家、ディベロッパーなのか等）等について理解し

ておくことが、トラブル回避等のために重要である。 

③ デジタル空間で、現実の人間の肖像等をアバター等で再現した場合に関す

る権利の検討 

デジタル空間では、アバターを介したコミュニケーションや情報発信等

の活動が活発化していくことが想定され、アバターの外見、声、動き等の重

要性が増していくものと考えられる。その際、著名人を模倣したアバターが
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作成されることや、特定の個人の容姿に似たアバターを第三者が利用する

「なりすまし」行為のような問題ケースが生じることも想定される。そのよ

うな問題について、アバターの作成の元となる肖像の属性（著名人か否か

等）、アバターの作成に当たって参照される画像や音声の模倣度合い等を考

慮しつつ、検討する必要がある。 

 

（３） 他デジタル空間との間で生じる論点 

デジタル空間での経済活動が活発化していくにつれ、提供されるプラットフ

ォームやサービスの数も増大し、国内外から多くのユーザーが利用することが

想定される。実際、当連盟の複数の会員が、独自のサービスの構築を進めており、

中には、異なるデジタル空間との交流を計画している事例もある。これらの交流

は国内のみに留まらず、海外のデジタル空間との交流が行われるケースも想定

される。 

2022年 6月には、相互運用性の標準化を目指す「Metaverse Standards Forum」

が発足し、全世界の主要企業が多数参画したことが大きく話題となった。 

こうした状況を踏まえ、具体的な論点を次のとおり整理した。 

① デジタル空間の知的財産が、他デジタル空間で違法に模倣等された場合の

対応策 

複数のデジタル空間を跨がって生じた知的財産権侵害のトラブルが、国

内に綴じた中でのものか、国内外を跨ぐものなのか、また、知的財産権の帰

属主体の属性（ユーザー、企業、プラットフォーマー等）等に応じて、対応

策が異なる可能性が考えられる。そのため、想定され得る状況について場合

分けを行いながら、考えられる対応策について検討する必要がある。また、

利用規約で対応する場合に関しては、現行法上のルール（準拠法決定ルール

等）との優先関係等についても検討する必要がある。 

 

３．論点・課題及び検討の方向性 

前節では、デジタル空間で経済活動を行う上で、知的財産に関する論点の網羅的な

把握を試みた。これらの論点について当連盟の会員へアンケートを行い、明確な検討

が求められる重要な論点を洗い出した結果、（1）③、（2）①、（3）①の論点について

優先順位が高いことが明らかとなった。以上から、具体的な解決策の提示及び実施を

行う際には、優先順位を考慮し検討を進めていくことが考えられる。 

本節では、これらの論点について、検討の方向性を示す。 

 

図 3 会員がビジネスを行う上で明確にしておきたい、重要度の高い論点 
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（１） デジタル空間内のコンテンツに関する論点 

① 知的財産権の保護方法、不正競争防止法違反の防ぎ方 

＜論点・課題＞ 

デジタル空間内において、ユーザーが全く新しいオリジナルのコンテン

ツ（User Generated Content）を作成し、公開している場合、他ユーザーか

ら無断で、当該コンテンツをデジタル空間内で模倣される可能性がある。 

デジタル空間のみならず現実空間においても、他ユーザーがデジタル空

間上のコンテンツのデザインを無断で模倣して、物品を製造・販売してしま

うケースが想定される。 

このような模倣行為に対し、どのような対応が考えられるか。 

 

＜検討の方向性＞ 

まず、現行法では、当該コンテンツが著作権法上の「著作物」に該当する

場合は、特に登録をしなくとも、原則として、その作成したユーザーに著作

権が認められ、著作権法に基づく権利保護を受けることができる。 

また、特許権、商標権、意匠権等、当該権利を規定する各法律の要件を充

足する場合には、特許庁等へ登録を行いそれらの権利を取得することが考え

られる。 

例えば、ユーザーがデジタル空間内で作成したコンテンツのデザインに

ついて、現実空間の物品の形状として新規性等の意匠登録の要件を満たす場

合には、あらかじめユーザーは現実空間の物品の形状として出願の上、意匠

権を取得しておくことも考えられる。仮に、ユーザーが意匠権を取得できた
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場合には、無断で模倣を行った第三者に対し、現実空間での模倣商品の作成、

販売を意匠権に基づき禁止できる可能性がある。さらに、事実関係によって

は、民法上の不法行為や、不正競争防止法（2条 1項 1号等）に基づく保護

も考えられる。 

上記のような模倣行為に対する現行法上の権利保護のあり方に関して、

ユーザー向けのガイドライン等の形で、具体例を用いてわかりやすく解説し

ておくことは有益と考えられる。 

一方、プラットフォーム側としては、必要に応じて、デジタル空間内で行

われる上記のような模倣行為へ対応するための体制や仕組みづくり（権利侵

害への対応措置を定めた利用規約の整備、権利侵害通報窓口の設置、削除申

請手続の構築・周知等）を検討することが考えられる。 

なお、利用規約等による対応を行う場合の主な検討事項としては、以下の

ものが考えられる。 

(i) UGCの許容範囲、禁止の対象とする模倣行為の範囲 

※なお、上記のような現実世界での模倣行為を禁止対象とするためには、

禁止行為の対象が、サービスの使用中の行為（つまり、デジタル空間内

の行為）に限られない（現実空間内の行為も含まれる）ことを明記する

必要がある。 

※また、後述の（２）①のようにデジタル空間外の現実に存在するコン

テンツの模倣行為を禁止するために、模倣禁止対象コンテンツの範囲を

デジタル空間内のものに限らないようにする必要がある。 

(ii) 禁止事項に違反した場合の措置 

(iii) 禁止事項への違反行為を認知・発見するための仕組み（権利者やユーザ

ーからの申告に基づき違反行為か否かの調査を行う、プラットフォーム

側でデジタル空間内の違反行為の有無を監視する等） 

 

② コンテンツデータ取引におけるルールメイキング 

＜論点・課題＞ 

デジタル空間において何らかのコンテンツと紐づけられた NFT が販売さ

れる場合、ユーザーが、NFTを購入することによって得られる権利を明確に

認識しないまま、NFTを購入するケースが想定される（以下、NFTと紐づけ

られたコンテンツを「NFTコンテンツ」という）。この場合、ユーザーが、購

入時に想定した NFT 及び NFT コンテンツの利用ができないことについて、

NFT の販売者やマーケットプレイス運営者に対してクレーム等を申し立て

るおそれがある。また、このようなユーザーが増えると、NFTを購入するこ

と一般について不信感が広がり、業界全体の成長に悪影響が生じるおそれ



   

12 

 

がある。 

 

＜検討の方向性＞ 

上記のリスクを低減させる観点から、NFTを販売する場合、NFTを購入し

た場合に取得する権利をユーザーに正確に理解してもらう必要があるが、そ

のためには、NFTマーケットプレイス運営者等の NFTの販売に関与する事業

者が、ユーザーに対し、NFTの購入によって取得する権利を正確かつ分かり

やすく説明する必要がある。ただし、このような取組みを個社で行ったとし

ても、その効果には限界があると思われることから、業界全体の健全な成長

の観点からは、ユーザーに対して最低限説明すべき内容をガイドライン等の

形で明確化しておくことが有益と考えられる。 

また、NFTを購入したユーザーとの間で紛争が生じることや、紛争が生じ

た場合にその紛争が長期化・複雑化することを防止する観点からは、NFTを

購入したユーザーが取得する権利の内容を客観的に明確化しておく必要が

あるが、そのためには適切な利用規約を整備し、その内容についてユーザー

から有効な同意を取得しておく必要がある。このような観点から利用規約を

検討するにあたってのチェックポイントを、ガイドライン等の形でまとめて

おくことも有益である。当該チェックポイントとしては、例えば以下の事項

が考えられる。 

(i) NFT を購入したユーザーにおいて行うことが可能な NFT コンテンツの

利用方法・範囲を個別具体的に列挙しているか 

(ii) 個別具体的に列挙された（ⅰ）の利用を行う権利以外には、何らの権利

も付与するものではないことが明記されているか 

(iii) 個別具体的に列挙された（ⅰ）の利用方法・範囲を超えて NFTコンテン

ツを利用した場合のペナルティについて明記されているか 

(iv) 個別具体的に列挙された（ⅰ）の権利が半永続的に保証されるものでは

ないことが明記されているか 

 

＜補足＞ 

なお、上記＜論点・課題＞は NFTを例に取り上げているが、およそデジタ

ルコンテンツは無体物であり、一般のユーザーにも馴染みのある所有権を観

念できないことから、具体的なデジタルコンテンツの種類によっては、NFT

と同様に、ユーザーから見て購入することによって得られる権利が理解しに

くいものも想定される。そのようなデジタルコンテンツについては、上記と

同様の検討が有益である可能性がある。 
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③ デジタル空間に関わる違反行為/規約違反が起きた際の対処法 

＜論点・課題＞ 

著作者 Aがデジタル空間内で新たに創作した著作物について、ユーザーB

が無断で NFT コンテンツとして利用して NFT を発行し、流通させるケース

が想定される。このようなデジタルコンテンツの無断利用の対処法として、

どのような対応が考えられるか。 

＜検討の方向性＞ 

まず、NFT自体は唯一無二性が技術的に確保されていたとしても、NFTコ

ンテンツは容易にコピー可能な事例が多い。 

また、一般のユーザーが NFTを発行する場合、事業者が提供する NFTの発

行ツールを利用することが多いが、かかるツールを提供する事業者が、NFT

の発行時に、（著作者 Aの）著作物の NFTコンテンツとしての利用がその著

作物の権利者（A）の許諾を得ずに行われているものであるかどうかを見抜

く仕組みを設けている事例はあまりない。そのため、当該事業者に対し、著

作物を権利者に無断でNFTコンテンツとして利用し、NFTと紐づける（以下、

「NFT 化」という。）ことの依頼を受けた際、これを拒否するよう義務付け

ることは実効性がないと考えられる。 

一方で、YouTubeは、コンテンツを著作権者が保護、管理するためのツー

ルとして、動画のコピー等を自動で特定する「コピーライトマッチツール」

や著作権侵害の可能性があるコンテンツを自動で識別する「Connect ID」等、

複数のツールを提供している。デジタル空間を提供するプラットフォーマ

ーがこれらのような技術を導入することも望ましいと考えられる。 

権利者に無断で NFT化されていたことが判明した場合に、NFTコンテンツ

を削除する権限がある者（NFTコンテンツが保存されているストレージの管

理権限を有する者等。以下「削除権者」という。）が、当該 NFTコンテンツ

の権利者又はその代理人からの請求を受けて、事後的に、無断で NFTとして

発行された NFT及び NFTコンテンツについて、削除・取引停止等の措置を円

滑に講じる場合には、以下の対応が考えられる（なお、かかる対応にあたっ

ては、後述するプロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会が公表す

る各種ガイドラインを参照することが求められる。）。 

(i) 削除権者が削除・取引停止等の対応を行う際に遵守すべきガイドライ

ンを設ける 

(ii) 権利者団体との間で、削除要請に関する手順・手続をあらかじめ定めて

おく 

(iii) 権利者の侵害者に対する直接の権利行使を可能とするためには、権利

者が侵害者の情報（氏名・住所等）を知る必要があるが、そのための情
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報開示のルールをあらかじめ定めておく 

(iv) あらかじめ信頼できる第三者（業界団体等が考えられる）が真正性を確

認したコンテンツを NFT コンテンツとして発行される NFT に関し、当

該第三者が真正性を公示する仕組みを構築する 

 

著作権を侵害する態様で NFT を発行した者に対し、著作権侵害の責任を

追及するためには、著作権者において侵害者を特定する必要がある。日本向

けに提供されているデジタル空間内で著作権侵害が発生した場合、侵害者

を特定する手段としては、デジタル空間の提供事業者に対し、発信者情報開

示請求をすることが考えられる（特定電気通信役務提供者の損害賠償責任

の制限及び発信者情報の開示に関する法律（以下「プロバイダ責任制限法」

という。）第 5条第 1項・第 2 項）。発信者情報開示請求制度において、デジ

タル空間の提供事業者は、いわゆるコンテンツプロバイダとして権利者か

ら発信者情報開示請求を受ける側に立つことが多いが、2022年 10月 1日か

ら施行された改正プロバイダ責任制限法において新しく発信者情報開示請

求命令事件等の非訟事件の類型が設けられたことにより、アクセスプロバ

イダ（経由プロバイダ）との発信者情報のやりとり等の新たな対応が求めら

れることとなることに留意が必要である。発信者情報開示請求を受けるプ

ロバイダの行動準則としては、プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討

協議会が公表する「プロバイダ責任制限法発信者情報開示関係ガイドライ

ン」が存在し、基本的にはこれに従った対応が求められるが、デジタル空間

の提供事業者（特に P2P型ネットワークの提供者）にとって同ガイドライン

の内容に不足する点がないか、また、それがあるとして、不足する点につい

てどのような対応が求められるのかについては、直近の上記法改正も踏ま

えつつ、引き続きの検討が必要と思われる。 

 

他方で、NFTというトークン自体には NFTコンテンツを出力可能なデータ

が記録されておらず、外部のストレージに当該データが保存されており、

NFT自体には当該データの所在に関する情報が内在されているタイプの NFT

の譲渡は、複製等の著作権法上の利用行為が介在しない可能性があり、現行

法では著作権侵害にならない可能性もある。 

著作物の権利者の許諾なく NFT が発行された場合でも、スマートコント

ラクト等の利用によって、NFTが転々流通される度に、著作権を侵害して NFT

を発行した者に対して取引手数料が還元され続けることもあり得る。著作

権を侵害する態様で NFT が発行された場合の権利者の救済としては、当該

NFT に係る NFTコンテンツを削除することが考えられるが、NFTコンテンツ
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の元となる著作物の権利者において当該削除請求を行うために必要な発行

者の特定が（上記の発信者情報開示請求を行ったとしても）常に可能とは限

らないという問題がある。そこで、NFTの削除は難しくとも、次善の策とし

て、NFT の発行者への上記取引手数料の還元を止める観点からは、かかる NFT

の譲渡を禁止するための法改正を検討する余地もあると思われる。 

 

＜補足＞ 

なお、上記＜論点・課題＞は NFTを例に取り上げているが、およそデジタ

ルコンテンツは一般のユーザーにとっても容易にコピー可能であるため、ユ

ーザー同士によるデジタルコンテンツの無断利用は十分に想定されるとこ

ろである。このような権利者に無断でデジタルコンテンツが利用された場合

の権利者の救済を検討するにあたっては、デジタルコンテンツが無断利用さ

れた場を提供する事業者による円滑な削除等の対応が求められるが、当該円

滑な削除等の対応を促進する限度においては、上記の検討の方向性が有益で

ある可能性がある。 

 

④ 二次的・三次的創作物の権利の取扱い 

＜論点・課題＞ 

デジタル空間において、著作権を持つ者からの許諾を得て翻案その他の

利用が可能とされているコンテンツ（例：アニメのキャラクター等）につい

て、ユーザーが独自のアレンジ（異なる用法であることの記載がない限り、

創作性があるものをいう。以下本項において同じ。）を加えた新たなコンテ

ンツを作成した場合において、そのアレンジに係る著作権の帰属や当該二

次的著作物の利用可否等の規律について、ユーザーが明確に認識しないま

まサービスを利用しているケースが想定される。 

 

＜検討の方向性＞ 

ユーザーがアレンジして新たに作成されたコンテンツ部分に係る著作権

の帰属や当該二次的著作物の利用可否に関する現行法上の主なルールは次

のとおりである。 

(i) ユーザーがアレンジした部分にユーザー自身による創作的な表現が付

加されている場合には、二次的著作物に該当する。 

※なお、二次的著作物にさらに別のユーザーが創作的な表現を付加して

作成された著作物について、便宜上「三次的著作物」等と呼ばれること

があるが、著作権法上は「二次的著作物」と呼ばれる。以下、「二次的

著作物」といった場合には、三次的、四次的な著作物も含まれるものと
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する。 

(ii) 二次的著作物に該当する場合、その著作権はユーザーに帰属する。 

(iii) 二次的著作物を、ユーザー以外の第三者が利用する場合、アレンジする

前のコンテンツの権利者と、当該ユーザー（二次的著作物の権利者）の

両方の許諾が必要である。 

上記のようにユーザーのアレンジにより新たに作成されたコンテンツの

権利関係等に関して、ガイドライン等の形で、現行法のルールをわかりやす

く解説しておくことが有益と考えられる。 

他方で、個別ケースにおけるプラットフォーマーやサービス提供事業者

の意向や、コンテンツの性質等に応じて、利用規約等による権利関係の調整

等を行うことも可能である。その場合に、利用規約等で規定する内容に関す

る主な検討事項として、以下が考えられる。 

(i) 当該デジタル空間上で、利用規約等の適用を受ける二次的著作物の範囲、

及びこれに該当するか否か疑義が生じた場合の取扱い 

(ii) 利用規約等の適用を受ける二次的著作物の権利の帰属先（二次的著作物

を創作したユーザーに帰属するのか、プラットフォーマーやサービス提

供事業者に帰属させるのか等） 

(iii) ユーザーが創作した二次的著作物の第三者による利用可否・条件、収益

が発生する場合の収益分配の有無・方法等 

(iv) 二次的著作物に関して紛争が生じた場合の紛争解決方法 

 

⑤ デジタル空間内で利用される知的財産の権利処理の効率化 

＜論点・課題＞ 

デジタル空間内において、ユーザーが他人の著作物を利用して独自の創

作性を有するコンテンツを創作する場合、当該著作物について権利処理を

しなければならないが、この場合にユーザーが負う権利処理の負担を軽減

するためにどのような方法が考えられるか。 

 

＜検討の方向性＞ 

YouTube や TikTok等の UGC（User Generated Content、ユーザー作成コン

テンツ）が投稿されるプラットフォームサービス運営者と同様に、JASRAC等

の著作権等管理事業者との間で包括契約を締結することにより、個々の UGC

クリエイターが本来行わなければならない音楽著作物の権利処理の負担を

軽減することが考えられる。ただし、このような方法を採用する場合、著作

権等管理事業者に対して使用料の徴収に必要な情報を報告することが求め

られるため、デジタル空間の提供者が、当該デジタル空間内で利用された著
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作物の実態を正確に記録する仕組みを構築しなければならない可能性があ

ることに留意が必要である。 

また、このような著作権等管理事業者とプラットフォームサービス運営

者との間の包括契約の締結による包括許諾は、主として音楽著作物について

実績が重ねられているものの、法的には必ずしも音楽著作物に限定される必

然性はないことから、必要に応じて既存の著作権等管理事業者とは別の団体

の組成等を行った上で、別の種類の著作物についても同様の手法を横展開す

ることが考えられる。 

なお、以上に関連して、今期の文化審議会著作権分科会法制度小委員会に

おいては、政府の「知的財産推進計画 2022」における方針も踏まえ、「簡素

で一元的な権利処理と対価還元の制度化」について検討が進められている。

これは、メタバース の普及等に伴いコンテンツの創作・流通・利用の可能

性が飛躍的に増大していくことが予想される中、過去コンテンツ、UGC、権

利者不明の著作物を始め、著作権等管理事業者が集中管理していないものを

含む膨大かつ多種多様な著作物等について、簡素で一元的な権利処理を可能

とし、著作物の利用の円滑化と権利者への適切な対価還元の両立を目指そう

とするものである。この制度化について、「知的財産推進計画 2022」におい

ては、来年の通常国会での関連法案の提出を図るとされており、その動向が

注目される。 

 

 

（２） 現実の空間におけるコンテンツに関する課題 

① デジタル空間のデータと現実の物に関する権利の保護 

＜論点・課題＞ 

現実に存在するコンテンツを、デジタル空間内でユーザーが模倣するケ

ースが想定される。このような模倣行為の防止に関してどのような対応が

考えられるか。 

 

＜検討の方向性＞ 

まず、現行法では、当該コンテンツが著作権法上の「著作物」に該当する

場合は、特に登録をしなくとも、原則として、その作成者に著作権が認めら

れ、著作権法に基づく権利保護を受けることができる。例えば、現実に存在

するアート作品（著作物に該当し、著作権の保護期間内と仮定する。）を、

ユーザーが（権利者に無断で）デジタル空間内で再現した場合、権利者は、

複製権や公衆送信権等の侵害として差止や損害賠償を求めることができる。

なお、現実に存在するアート作品を改変したデジタルアートを作成してデ
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ジタル空間内で展示・販売等した場合、複製権、翻案権、公衆送信権等の著

作権侵害の問題に加えて、著作者人格権（特に同一性保持権）の侵害も問題

となり得る。 

また、特許権、商標権、意匠権等、当該権利を規定する各法律の要件を充

足する場合には、特許庁等への登録を行い、それらの権利を取得することが

考えられる。さらに、事実関係によっては、民法上の不法行為や、不正競争

防止法に基づく保護も考えられる。 

上記のような模倣行為に対する現行法上の権利保護のあり方に関して、

ガイドライン等の形で、具体例を用いてわかりやすく解説しておくことは有

益と考えられる。 

一方、プラットフォーム側で利用規約等による対応を行う場合の主な検

討事項としては、以下のものが考えられる。 

(i) UGCの許容範囲、禁止の対象とする模倣行為の範囲 

※なお、上記のようにデジタル空間外の現実に存在するコンテンツの模

倣行為を禁止するために、模倣禁止対象コンテンツの範囲をデジタル空

間内のものに限らないようにする必要がある。 

(ii) 禁止事項に違反した場合の措置 

(iii) 禁止事項への違反行為を認知・発見するための仕組み（権利者やユーザ

ーからの申告に基づき違反行為か否かの調査を行う、プラットフォーム

側でデジタル空間内の違反行為の有無を監視する等） 

 

② デジタル空間で、現実の建物を再現した場合に関する権利の検討 

＜論点・課題①＞ 

 デジタル空間内で現実の建物を再現、又はデフォルメをしたオブジェク

トを作成する場合、現実の建物に関する権利者（著作権者・著作者・意匠権

者・商標権者等、もし権利が存在すれば）からの許諾取得が必要か。また、

現実の建物が顧客吸引力を有するランドマークである場合等、建物の権利

者以外に所有者・管理者からの許諾取得が求められるのか。 

＜検討の方向性①＞ 

関連する法令に照らして建物の権利者の権利侵害とならないのであれば、

法的には許諾は必要ないという整理になると考えられる。例えば、現実の建

物が著作権法上の著作物（建築の著作物等）に該当しない場合には、当該建

物に著作権は生じないため、そもそも許諾の取得は問題とならない。また、

仮に建築の著作物に該当するとしても、美術の著作物に当たらない限り、デ

ジタル空間内での再現については許諾の取得は不要である（ただし、デフォ

ルメをする場合には著作者の同一性保持権侵害等の問題が生じ得る）。 
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また、現実の建物が顧客吸引力を有するランドマークであるような場合

について、日本の現行法ではモノのパブリシティ権は認めていないが、実務

上は、対象建築物等の権利者が、その外観の利用について承諾を要求してい

ることがある。このような場合、許諾なく利用することが法令上の権利侵害

に当たらないとしても、潜在的な紛争対応のコストやレピュテーションリ

スク等を考慮して慎重に対応することが望ましいこともある。 

以上のような現行法上の整理を踏まえつつ、実際に事業者（デジタル空間

の運営者等）が現実の建物等をデジタル空間内で利用しようとする場合に

は、事業内容やリスク許容度に応じて個別に許諾取得の要否を検討するこ

とになる。 

そこで、現実の建物等をデジタル空間で利用しようとする事業者の検討

の一助として、ガイドライン等において、上記のような現行法上の整理を分

かり易く解説しつつ、許諾の要否を判断する上での判断材料をまとめて提

示することは有益だと考えられる。例えば、以下のような内容を含むことが

考えられる。 

(i) 現実の建築物が著作権法上の著作物として認められるのはどのよう

な場合か、著作物の種類（建築の著作物や美術の著作物）ごとに、裁

判例の文言や、判断のポイントを解説する。 

(ii) 著作権法上の著作物を、デジタル空間で再現するために権利者の許

諾を取得する必要がある場合について、ポイントとなる著作権法上

の整理をまとめる。 

(iii) デジタル空間内で、現実世界の建物にデフォルメ等を加える場合に

関連して、裁判例上、著作者の同一性保持権侵害がどのような基準で

判断されてきたかを簡潔に解説する。 

(iv) 商標登録された建物をデジタル空間で利用する場合、どのような場

合に商標権侵害と評価される可能性があるのかについて、法律上の

要件を示しながら、簡潔に解説する。 

(v) 現実世界で顧客吸引力を有するランドマークをデジタル空間で利用

することと関連して、モノのパブリシティ権について、現行法上の考

え方や裁判例を簡潔に整理する。また、実務上、法的な権利が必ずし

も認められないような場合でも、建物の権利者が承諾を求めている

場合もあることにも簡潔に言及する。 

また、デジタル空間の運営者ではなく、そのユーザーが自ら現実の建物を

デジタル空間内で再現するケースを想定する場合、違法となる行為等につ

いて、利用規約であらかじめ禁止することで、デジタル空間内の法秩序を維

持し、運営者が紛争に巻き込まれる等のリスクを抑えることが考えられる。
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そのような利用規約について、ガイドライン等において利用規約に定める

ポイント等を整理することは有益と考えられる。 

 

＜論点・課題②＞ 

デジタル空間内で現実の建物を再現し、広告を付加する場合、現実の建物

や広告に関する権利者（著作権者・著作者・意匠権者・商標権者等、もし権

利が存在すれば）や、建物の所有者・管理者からの許諾取得が必要か。 

 

＜検討の方向性②＞ 

まず、広告に関する権利者からの許諾の要否に関しては、現行法上、主に

は、当該広告を構成する絵柄や文字等に係る著作権や商標権等の取扱いが

問題となり得る。例えば、現実の広告を構成する絵柄等が著作物として認め

られる場合、これに依拠した広告をデジタル空間内で建物に付加して再現

等する行為は、複製権、翻案権、公衆送信等の侵害に該当する可能性があり、

その場合には、権利者から許諾を得る必要がある。なお、デジタル空間内の

建物への広告の付加について、その態様によっては、いわゆる写り込みの例

外（著作権法 30 条の 2）により許諾が不要とされる場合もあり得るが、現

実の広告を写真で撮影した場合と異なり、デジタル空間上の広告は、ユーザ

ー側の操作によって高精細なままズームして表示され得る ため、写り込み

の例外規定の適用の可否を判断するにあたっては、慎重な検討を要する。 

また、広告を構成する文字等の標章について第三者が商標権を有してい

る場合には、当該商標権者の許諾の要否も問題となり得る。具体的なケース

で商標権者の許諾が必要となるかは、デジタル空間内で建物に当該広告を

付加することが「商標としての使用」に当たるか、また、指定商品・役務の

同一又は類似性の有無といった点を検討することになる。 

次に、現実の建物の権利者や所有者・管理者の許諾が必要となるかについ

ては、基本的には上記＜論点・課題①＞で検討したのと同様である。なお、

デジタル空間内で再現した建物に付加する広告の内容や態様について、当

該現実の建物の所有者等の営業上の信用を害する等の特殊な事情がある場

合には、別途、民法上の不法行為等が問題となる余地もある。 

以上のような現行法上の整理を踏まえつつ、実際に事業者がデジタル空

間内で再現する建物に広告を付加しようとする場合には、事業内容やリス

ク許容度に応じて個別に許諾取得の要否を検討することになる。 

そこで、事業者による検討・分析の一助として、ガイドライン等において、

上記のような現行法上の整理を分かり易く解説することは有益だと考えら

れる。 
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また、デジタル空間の運営者ではなく、そのユーザーが自らデジタル空間

内に再現した建物に広告を付加するケースを想定する場合、違法となる行

為等について、利用規約であらかじめ禁止することで、デジタル空間内の法

秩序を維持し、運営者が紛争に巻き込まれる等のリスクを抑えることが考

えられる。そのような利用規約について、ガイドライン等において利用規約

に定めるポイント等を整理することは有益と考えられる。 

 

 

③ デジタル空間で、現実の人間の肖像等をアバター等で再現した場合に関す

る権利の検討 

＜論点・課題①＞ 

 個人（一般人又は著名人）の肖像や声を元にアバターを作成する事が考え

られるが、肖像や声の無断利用に関して、どのような対応が考えられるか。 

 

＜検討の方向性①＞ 

一般人の肖像（氏名を含む。以下、同じ）の無断利用については、肖像権

に関する既存の最高裁判例や裁判例を踏まえた民法上の不法行為として対

応することが可能と考えられる。また、著名人の肖像の無断利用についても、

基本的にはパブリシティ権に関する既存の最高裁判例や裁判例を踏まえた

民法上の不法行為として対応することが可能と考えられる。また、声の無断

利用についてもこれらの最高裁例や裁判例の考え方を踏まえ、民法上の不

法行為として議論、対応することが可能と考えられる（なお、アバターの作

成及び利用が著作権や商標権等の知的財産権を侵害する場合については、

上記（１）の①「知的財産権の保護方法、不正競争防止違反の防ぎ方」等参

照）。 

事業者やユーザーによる理解や検討の一助として、ガイドライン等にお

いて、アバターを作成する場面での一般人及び著名人の肖像の具体的な利

用態様（著名人の肖像を「パロディ」として利用すること、一般人や著名人

の肖像や声のデータを大量に収集し、AI にて分析してアバター作成を行う

こと）等にも触れつつ、上記のような肖像権及びパブリシティ権に関する裁

判例を含めた現行法上の枠組みを整理することが有益であると考えられる。

なお、当該ガイドライン等の中に、国内外のユースケースをベースにしたモ

デル事例を盛り込むことも有益と考えられる。 

また、事業者（デジタル空間の運営者）としては、上記の現行法上の整理

を踏まえつつ、当該デジテル空間の特性や自社のビジネスモデル等も考慮し

て、利用規約においてアバターの作成・利用に関するルールを定めることが
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考えられる。かかる利用規約には、例えば以下の観点を含むことが考えられ

る。 

(i) 肖像権、プライバシー権やパブリシティ権を侵害する（あるいはその

おそれのある）アバターの作成・利用の禁止 

(ii) 上記の禁止行為が判明した場合の対応措置 

(iii) デジタル空間内でユーザーによるアバターの作成・販売を認める場

合の審査・許可基準 

 

＜論点・課題②＞ 

 デジタル空間では、アバターによる「なりすまし」の懸念が指摘されてい

るが、これに対してどのような対応が考えられるか。 

 

＜検討の方向性②＞ 

 デジタル空間において、他人のアバターを作成し、当該他人に「なりすま

し」をして取引行為が行われた場合、具体的な事実関係に応じて、契約当事

者の認定、外観法理による法的効果の帰属、また、錯誤や詐欺等による契約

効果の無効・取消しが問題となり得る。また、違法に「なりすまし」を行っ

た者に対しては、詐欺等による不法行為責任や刑事責任の追及といった対

応が考えられる。 

上記に関する事業者やユーザーの理解や検討の一助として、ガイドライ

ン等において、アバターによる「なりすまし」に関して生じ得る法的論点や、

「なりすまし」を行った者やそのほう助者（なりすましアバター作成のため

の顔情報等を提供した者等）の法的責任等について整理することが有益と

考えられる。また、かかるガイドライン等において、アバターへの「デジタ

ルすかし」の付与や NFT を用いた同一性確認方法等の技術的な対策に関す

る情報を提供することも有益と考えられる。 

また、事業者（デジタル空間の運営者）としては、上記の法的整理を踏ま

えつつ、自社のビジネスにおけるアバターの利用方法等も考慮して、利用規

約において「なりすまし」に関するルールを定める（「なりすまし」やその

幇助行為を禁止し、違反行為に対する措置を定める等）ことや、「なりすま

し」を防止する技術的手段を導入することが考えられる。 

 

 

（３） 他デジタル空間との間で生じる課題 

① デジタル空間の知的財産が、他デジタル空間で違法に模倣等された場合の

対応策 
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＜論点・課題＞ 

国内のデジタル空間 A内で展開される B社の著作物を、海外ユーザーCが

盗用し、海外の企業が運営するデジタル空間 D に流出させたようなケース

が想定される。このようなデジタル空間を跨った盗用行為の防止に関して

どのような対応が考えられるか。 

 

＜検討の方向性＞ 

現行法上、ユーザーCが、B社からの侵害停止要請等に任意で応じない場

合、B社の対応としては、大きく、①裁判所での法的措置と、②デジタル空

間 A の利用規約上のアカウント停止等の措置（もし存在すれば）が考えられ

る。 

まず、①については、ユーザーCが海外に居住するため、いずれの国（日

本 or 海外）の裁判所に国際裁判管轄が認められるか（＋当該侵害行為に対

していずれの国の法令が適用されるのか）が問題となる。本ケースの場合、

日本の裁判所に国際裁判管轄が認められ得るのは、限定的な場合（不法行為

の結果発生地が日本と評価されるような事情がある場合）になると思われ

る。仮に日本の裁判所に管轄権が認められたとしても、日本の裁判所の判決

を海外に居住する Cに対して執行する際の現実的なハードルも考えられる。

日本の裁判所に管轄権が認められない場合は、海外（ユーザーCの居住国等）

の裁判所で提訴する必要があり、B社にとって費用面や人的な負担は増すこ

とが予想される。また、いずれの国の法令が適用されるかによって、ユーザ

ーC の流出行為が違法となるかの評価が分かれる可能性もあり得る（なお、

事案の内容と、海外のデジタル空間 D のサービス提供者に適用される国の

法律の内容次第では、当該サービス提供者に対する法的措置を講じる可能

性も考えられる）。 

次に、②については、仮に、ユーザーCによる流出行為が、国内のデジタ

ル空間 A の利用規約上の禁止行為に該当し、アカウント停止等の措置の対

象となる場合には、それらの措置を利用することが考えられる。もっとも、

かかる措置は、海外のデジタル空間 DにおけるユーザーCの侵害行為自体を

直接に止めることはできないため、限界はある（なお、この点は、海外のデ

ジタル空間ではなく国内の別のデジタル空間であっても同様である）。 

本ケースのような、クロスボーダーかつデジタル空間を跨いだ侵害行為

に関して、上記のような現行法上の選択肢の概要や問題状況をガイドライ

ン等においてわかり易く整理して解説することは有益と思われる。 

加えて、デジタル空間のサービス側で連携して問題に対処できるよう、統

一的な利用規約の策定、利用規約違反に対する統一的な措置、デジタル空間
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同士の情報連携体制、デジタル空間共通の紛争解決機関の設置等による紛

争解決のあり方を、国内外で検討できれば理想的である。 

そのための第一歩として、まずは日本の事業者間で、そうした紛争解決の

あり方等の枠組みについて議論することは有益と考えられる。 

 

４．今後の方針 

以上の検討から、デジタル空間を巡る知的財産に関する諸問題にについて、課題を感

じる企業も多く、改めて、様々な論点に関して現行法上の整理や、考え方の指針等をガ

イドライン等の形で示すことの重要性が感じられた。 

今後、デジタル空間に関わる企業や個人にとって実用的で有益なガイドラインを策

定していくためには、第一線でビジネスを行う様々な企業を含め各方面からの更なる

課題認識の収集や意見聴取が重要である。当連盟は、今後も各会員と密に対話を行い、

デジタル空間と知的財産を巡る諸論点についての整理と考察を深めていく。 
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Ⅱ「デジタル金融」 

１．課題の全体像 

（１） 概要 

デジタル空間の発展に伴い、金融機関が、金融サービスをデジタル空間上で提

供するケースや、デジタル資産等を活用した新たな金融サービスを開発・提供す

るケースが増えつつある。また、非金融機関についても、暗号資産に該当するト

ークンの発行や、暗号資産による決済等、金融規制に抵触する可能性のあるサー

ビスを取扱うケースが増えていくと予想される。このようなビジネスの変革を

見据えて、利用者の保護とビジネスの発展を両立し得る規制の在り方を議論す

る必要がある。 

加えて、デジタル空間上では、独自の設計が施されたトークンやデジタル空間

上の土地等が販売されており、それらを活用した商品・サービスが開発・提供さ

れつつある。このようなビジネスの発展に向けて、企業の会計処理についても、

論点整理をし、環境整備を進める必要がある。 

以上を踏まえて、本章では（１）金融規制及び（２）会計の 2テーマについて、

会員へのアンケート及びインタビューをもとに抽出した論点・課題を示し、それ

らの解決に向けた提言又は当連盟としての検討の方向性を示す。 

 

（２） ビジネスの発展予測 

金融機関について、初期的には自社ブランド・自社金融商品の宣伝チャネルの

一つとしてデジタル空間を活用するビジネスモデルに着手するケースが多いと

予想される。実際に、デジタル空間上に企業ブースを設置し、ゲーム等のコンテ

ンツの提供やデジタルアイテムの配布を行うプロモーション活動が近年盛り上

がりを見せている。デジタル空間上のイベントに多くの参加者が集まる傾向が

続くのであれば、有効な宣伝チャネルとして、デジタル空間が活用され続ける可

能性は高い。さらに、今後、金融機関は、デジタル空間を宣伝チャネルとしてだ

けでなく、販売チャネルとして活用していくと考えられる（図 4）。 
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（図 4）デジタル空間の販売チャネルとしての利用 

 

例えば、外務員・顧客が共にアバターとしてデジタル店舗上でコミュニケー

ションを取り、既存の金融商品を営業・販売できる仕組みが整えられるだろう。

デジタル店舗には、リアル空間における店舗と比較して、顧客の来店ハードル

が低い、デジタル空間上で取得できる様々な情報を活用した効果的な営業が

できる、等の利点がある。既存のインターネット販売と比べても、画一的な情

報発信ではなく、パーソナライズされた接客ができる等の優位点が存在する。

ここで言う「デジタル空間上で取得できる様々な情報」とは、年齢等の基礎情

報に加え、アバターの所有するアイテム（NFT 等）の情報、資料の閲覧時間、

デジタル空間内の各種コンテンツの利用時間、アイ・トラッキング情報等を指

す。 

また、少し時間軸としては先の話にはなるが、金融機関がデジタル空間独自

の金融商品の開発・販売を行う未来も予測される（図 5）。 
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（図 5）デジタル空間独自の金融商品の開発・販売 

 

現在、デジタル空間において、NFTで表章されるアイテムやデジタル上の

「土地」等の新たな商品が着目されている。人々はデジタル空間内で、代替

性のないデジタル上のアイテムを所有し、デジタル空間上の「土地」を購入

し、その「土地」上でゲームの制作・イベントの開催・「土地」の売却等が

行える。 

このような商品を活用したデジタル空間独自の金融商品の例として、デジ

タル空間上の「土地」を裏付け資産とした証券の発行や、デジタル・アセッ

ト購入用のローン、デジタル・アセット用の損害保険等が挙げられる。新た

な金融商品の実現に向けては、NFT・セキュリティトークン等の関連技術の

発展に加え、デジタル空間上のアイテムや「土地」を法律上・財務会計上に

どう取り扱うのか等の課題の整理・解決も必要である。 

ただし、本報告書においては、検討の優先順位が高いビジネスモデルは、

初期的に国内企業が着手すると考えられる「デジタル空間を宣伝チャネル・

販売チャネルとして活用する」ケースであると想定し、まずはそこへ焦点を

絞り、金融規制上・会計上の論点を抽出した。 

ここまで、金融機関についてのビジネスの発展予測について記載したが、

非金融機関についても、「デジタル空間を宣伝チャネル・販売チャネルとし

て活用するケース」から、デジタル空間を活用したビジネスに着手する可能

性が高い点は共通している。さらに、今後は暗号資産に該当するトークンの

発行や、暗号資産による決済等のサービス提供も考えられるため、健全なサ

ービスの発展を阻害しないような環境整備が必要である。 
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２．論点整理 

本節では、会員へのアンケート及びインタビューをもとに抽出した（１）金融規

制及び（２）会計に関する論点をまとめた。これらは、会員が現時点で抱える懸念

事項であり、デジタル空間上でのビジネスの発展に向けて解決すべきものである。 

 

（１） 金融規制に関する論点 

① デジタル空間上での金融取引が拡大していく中で、現行の金融規制がどのよ

うに適用されるか、かかる規制の適用によりビジネスの発展が阻害されるこ

とがないか等の整理に加え、AML/CFTへの対応について整理が必要 

② デジタル空間上で、暗号資産が決済手段の一つとなる中で、暗号資産を決算

手段として利用する事業者に対して金融規制がどのように適用されるか、か

かる規制の適用によりビジネスの発展が阻害されることがないか整理が必

要 

③ デジタル空間上で NFT を発行する機会が増えていく中で、NFT を発行する事

業者や発行された NFTを利用する事業者に対して金融規制がどのように適用

されるか、ビジネスの発展が阻害されることがないか整理が必要 

 

（２） 会計に関する論点 

① デジタル空間上で暗号資産に該当するトークンを発行する場合に、どのよ

うに会計処理をすべきか 

② デジタル空間上で NFTを発行する場合に、どのように会計処理をすべきか 

③ デジタル空間上で他社の発行した土地等を表章した NFT を購入し、事業を

行う場合に、どのように会計処理をすべきか 

 

３．論点・課題及び検討の方向性 

本節では、前節記載の論点をもとに課題の具体化を行い、課題の解決に向けた提言

策定に向け、当連盟の検討の方向性を示す。なお、課題解決に際して、①法令諸規則

の改正やガイドラインの策定等の新たなルールメイクや技術的な発展が必要なもの

と、②現行のルール・慣行・技術で対応可能だが、これらに対する正確な理解が進ん

でいないため、普及・啓蒙活動を行うべきものがある。当連盟では、①については提

言をまとめて適切なステークホルダー（関係官庁や自主規制団体等）への働きかけを

行い、②については情報整理を行った上で、会員をはじめとしたデジタル空間でのビ

ジネス展開を目指す事業者に対して啓蒙活動を行っていく。 
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（３） 金融規制 

① デジタル空間上での金融取引が拡大していく中で、事業者に対して現行の

金融規制がどのように適用されるか、かかる規制の適用によりビジネスの

発展が阻害されることがないか等の整理に加え、AML/CFT への対応について

整理が必要 

 

＜ビジネスケース＞ 

本論点について議論を深める上で、金融機関がデジタル空間上にデジタ

ル店舗を設置し、来店した顧客（アバター）に対して、外務員（アバター）

が金融商品を販売するケース（図 6）を想定する。顧客はデジタル店舗内で

金融商品に関する資料や、ゲーム等のコンテンツを活用でき、外務員はデジ

タル空間上から取得できる情報を用いて、営業活動を実施することができる。 

 

（図 6）本論点で想定するビジネスケース 

 

課題①-１：本人確認の実施タイミング  

＜論点・課題＞ 

 金融機関は、適合性原則に基づき、年齢や金融資産等の顧客属性に係

る情報を適切なタイミングで取得した上で、勧誘を行う必要がある。
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金融機関と当該顧客との間で既に取引関係がある場合は、金融機関

は既に顧客属性を把握しているが、取引関係がない所謂見込顧客に

対し勧誘を行う場合、どのように顧客属性を把握するのかが問題と

なる。この点、対面での勧誘又は Web会議ツールを用いた勧誘を行う

場合、見込顧客の外見等からおおよその年齢を把握することが可能

であるし、見込顧客と外務員との会話の中で、見込顧客の金融資産等

を把握することが可能である。ところが、見込顧客がアバターを用い

てコミュニケーションを取る場合、外形から顧客属性を把握するこ

とは難しく、また、デジタル空間上の見込顧客は、自ら匿名性のある

アバターを利用していることから、初期的には自己の属性を正確に

開示したがらない傾向があると考えられる。かかるケースにおいて、

金融機関が、顧客属性をどのように把握し、適合性原則に則った勧誘

を行うかが問題となる。 

 また、金融機関は、犯罪収益移転防止法上の取引時確認（いわゆる本

人確認）を行うことも求められる。デジタル空間で取引を行う場合、

事業者はどのタイミング（顧客のプラットフォーム参加時・デジタル

店舗来店時・外務員による勧誘開始時・契約時等）で本人確認を実施

すべきか。 

＜検討の方向性＞ 

 現時点で、日本国内で記載のビジネスケースに相当するビジネスの

実現に至っている金融機関は見当たらない。今後、当連盟では、ビジ

ネス WG（仮称）において記載のビジネスケースについて先だって実

証実験を行い、課題の詳細化及び類型化を行った上で、具体的な解決

策を提示していく予定である。 

 

課題①-２：デジタル空間に適した eKYCスキーム 

＜論点・課題＞ 

 （図 6）のビジネスモデルにおいて新規の顧客に金融商品を販売する

場合、eKYC等で本人確認を行う必要がある。現行の eKYCでは、必要

事項の入力のうえ本人確認書類や容貌をカメラで撮影し本人確認を

行うことが法定されており、VRゴーグルや ARレンズ等没入感を強み

とするデバイスの場合、eKYC のために当該デバイスの着脱をせざる

を得ない等、UX 上の課題が存在すると考えられる。具体的には、以

下の欠点がある。 

現行 eKYCの欠点 1：本人確認手続の際に VRゴーグルを外して「本人

確認書類の画像」及び「容貌の画像」のカメラ撮影をする必要が生じ
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る可能性が高く、利用者が不便に感じる。 

現行 eKYCの欠点 2：「銀行等への顧客情報の照会」や「顧客名義口座

への振込」等を用いた本人確認方法のみでは、今後デジタル空間上で

の暗号資産ウォレットを用いた暗号資産決算が普及した場合、逐一

デジタル空間上で決済等に利用されない口座情報の確認が必要とな

る等、利用者が不便に感じるケースも考えられる。 

 

＜検討の方向性＞ 

 デジタル空間ビジネスの発展を想定した eKYCについて議論し、技術

的により簡便かつ効果的な eKYCが可能になったタイミングで、規制

のサンドボックスにおける実証実験等を利用したり、必要に応じて

規則改正を提言する。 

 

課題①-３：デジタル空間上独自の勧誘行為に対する行為規制 

＜論点・課題＞ 

 金融商品取引法等における投資家保護のための行為規制について、

現行の規制ではデジタル空間の勧誘行為に対して対応できない可能

性がある。具体的には、以下の事例のような、デジタル空間特有のト

ラブルが想定される。 

 外務員アバターへのなりすまし 

 ログイン時に毎回チャットを送る等の執拗な勧誘 

 特定のアバターに話しかけ続ける等の付きまとい 

 デジタル空間におけるアバターを通じた勧誘においては、対面の勧

誘や通常のインターネット取引における勧誘（チャットや Web 会議

ツールでの勧誘）以上に顧客及び外務員双方の匿名性が高く、その属

性や取引実態の把握、投資勧誘実態の把握が困難になることが想定

される。 

 

＜検討の方向性＞ 

 デジタル空間特有の勧誘行為や、デジタル空間上においてアバター

を通じて顧客を勧誘する場合のガイドラインの策定を進める。 

 

課題①-４：デジタル空間上で取得・活用してよい情報の範囲 

＜論点・課題＞ 

 ビジネスケースに示したように、デジタル空間上ではコンテンツの

利用時間や、所有するデジタルアイテム（NFT等）様々な情報を取得
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することが出来る。また、技術の進展次第では、視線の動きでさえ取

得することができ、顧客が何をどれくらい見ていたか、と言った情報

まで収集することが出来るようになる。これらの情報は、事業者側は

営業活動を行う上で有効に利用することができる一方で、顧客側は

視線のようなパーソナルな情報を取得・活用されることに対して忌

避感を感じる可能性がある。 

 

＜検討の方向性＞ 

 当連盟では、ビジネス WG（仮称）において記載のビジネスケースに

ついて先だって実証実験を行うこと等を検討する。このような実証

実験の実施から得られる知見や、会員企業から集めた意見を元に、将

来的にどのような情報をデジタル空間上で取得できる状態が好まし

いのか、整理を行う。その上で、顧客側の目線に立ち、あるべき姿に

ついて議論を進め、ガイドラインの作成等を目指す。補足として、本

論点は企業側がデジタル空間上の情報を管理する前提で議論を行っ

たが、分散型台帳技術の活用に伴って、将来的には情報管理をユーザ

ー側が主体となって行う可能性もある。今後、技術の発展も加味した

上で、議論を深めていく。 

 

課題①-５：デジタル空間独自のセキュリティ問題 

＜論点・課題＞ 

 金融機関が自らプラットフォームを構築し、デジタル店舗を設置・運

営するケースを想定する。この場合、利用するシステムが満たすべき

安全対策基準が、まだ不明確である。デジタル空間上では、以下の事

例のような、今までにないセキュリティ問題が生じる可能性がある。 

 デジタル空間内のパスワード覗き見 

 音声チャットの盗み聞き 

 チャットの誤送信 

 データ通信量の増加に伴う金融取引の中断 

 

＜検討の方向性＞ 

 まずは、一般的なインターネット取引におけるシステムリスク管理や

システムの外部委託先管理とは異なる、デジタル空間のシステムに係

る特殊性の有無及びその内容について検討し、明らかにする必要があ

る。 

 その上で、デジタル空間上の特有のセキュリティ問題が明らかになっ
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た場合には、安全対策基準やガイドラインを策定する。公益財団法人

金融情報システムセンターの「金融機関等コンピュータシステムの安

全対策基準・解説書」や、一般社団法人日本 STO協会の「電子記録移

転権利等の発行市場を担う基幹システムのガイドライン」等、金融機

関のシステムに関する安全基準や、STOに関連するシステムのガイド

ライン等の整理が進んでおり、このようなガイドラインを策定して指

針とすることには前例がある。デジタル空間上の特有のセキュリティ

問題について新たに定めるべき基準があればガイドラインを新規に

制定し、補足すべき点があれば既存の安全基準やガイドラインの改定

を行うべく、関係各所への働きかけを行う。 

 

② デジタル空間上で、暗号資産が決済手段の一つとなる中で、暗号資産を決済

手段として利用する事業者に対して金融規制がどのように適用されるか、か

かる規制の適用によりビジネスの発展が阻害されることがないか整理が必

要 

 

課題②-１：暗号資産決済に関する課題 

＜論点・課題＞ 

 プラットフォームの運営会社が、当該プラットフォームにおけるユー

ザー間の売買等の取引に際し、ユーザー双方の債務の同時履行を図り、

ユーザー間の安全な取引を担保するため、決済手段とされた暗号資産

についてのエスクローサービスを提供するケース（図 7）を想定する。 

 

（図 7）課題②-1で想定するビジネスケース 

 

 プラットフォーム運営会社がエスクローサービスとして、一時的に売

主たるユーザーからの委託により暗号資産を代理受領し、引渡しまで

の間管理を行う場合についても、暗号資産交換業に該当すると解釈さ
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れるとなると、資金決済に関する法律（以下、「資金決済法」という）

に基づき暗号資産交換業者としての登録を受けた者しかエスクロー

サービスを提供できなくなる (同法 63条の２)。 

 

＜検討の方向性＞ 

 金銭のエスクローサービスが許容され、普及している中、暗号資産の

エスクローサービスは暗号資産交換業者しかできないとするのは、プ

ラットフォームビジネスに大きな支障が生じうることから、エスクロ

ーサービスにおける暗号資産の管理については、利用者保護と利用者

利便のバランスを考慮した一定の要件を満たす場合には、資金決済法

上の暗号資産交換業に該当しないという解釈指針を示すよう、当連盟

として金融庁に意見具申を行う。 

 

③ デジタル空間上で NFTを発行する機会が増えていく中で、NFTを発行する事

業者や発行された NFT を利用する事業者に対して金融規制がどのように適

用されるか、ビジネスの発展が阻害されることがないか整理が必要 

課題③-1：NFTに関する金融規制 

＜論点・課題＞ 

 NFTに関する金融規制の法的整理は進んでいるものの、まだ「この

ケースにおいてはこのような解釈を行う」といった一義的な基準

があるわけではない。 

 また、NFTを発行するビジネスの実現において適用される金融規制

について十分な知識がなく、漠然と不安を感じている企業が一定

数存在する。 

 

＜検討の方向性＞ 

 NFTと金融規制に関する正確な情報を整理し、当連盟が開催する勉

強会等で啓蒙活動を行う。 

 なお、金融規制が適用されない NFT 関連ビジネスの場合には、別

途、どのような方法で消費者保護を図っていくかについて検討を

要する。 

 

（４） 会計に関する課題 

① デジタル空間上で暗号資産に該当するトークンを発行する場合に、どのよう

に会計処理をすべきか。 

課題①-1：暗号資産に該当するトークンの発行と会計処理 
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＜論点・課題＞ 

 暗号資産に該当するトークンの発行（Initial Coin Offering、以

下「ICO」という）に関しては、統一的な会計基準がなく、国内外

を問わず会計監査が受けづらい状況にある。 

 ICOに関する統一的な会計基準の開発は、トークンの設計が多岐に

渡るため、難しく、実際に、一部の国を除いて実現していない。 

 日本においては、現時点では ICO実施事例が少なく、実際の ICO需

要がどの程度存在し、会計基準の開発を行うに足るだけの需要が

あるか不透明な状況にある。 

 また、仮に、日本が多くの国に先んじて開発を行った場合であって

も、当該基準がグローバル・スタンダードとなるとは限らず、爾後

開発される各国の基準との乖離を招くリスクも存在する。 

 

＜検討の方向性＞ 

 日本国内での ICO 需要に係る調査を行い、その結果を本件につい

て検討を行っている関係団体（企業会計基準委員会（ASBJ）等）に

共有し、会計基準の開発のサポートを行う。 

 

② デジタル空間上で NFTを発行する場合に、どのように会計処理をすべきか。 

課題②-1：NFTの発行と会計処理 

＜論点・課題＞ 

 暗号資産に該当しないトークンを発行する場合、個別ケース毎に

トークンの性質やトークンが表章する権利関係を丁寧に紐解けば、

既存の会計基準や実務慣行を元に会計処理を行うことが可能なケ

ースもある。従って、NFTと会計基準の関係性に対する理解が進め

ば、ビジネスが拡大する可能性がある。 

 なお、NFTの発行事例が十分でなく、実務慣行が足りないため、会

計処理等の実務上の負担が大きい点も課題である。 

 

＜検討の方向性＞ 

 NFTと会計に関する正確な情報を整理し、当連盟が開催する勉強会

等で、啓蒙活動を行う。 

 当連盟のビジネス WG（仮称）において、社会実装を行い、実務慣行

を作り上げるための事例作りに貢献すること等を検討する。 

 

③ デジタル空間上で他社の発行した「土地」を表章した NFTを購入し、事業を
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行う場合に、どのように会計処理をすべきか。 

課題③-1：デジタル空間上の「土地」を活用したビジネスと会計処理 

＜論点・課題＞ 

 デジタル空間上の「土地」をビジネスに利用するケースについて、

デジタル「土地」上でデジタル店舗を運営する、ゲーム等のコンテ

ンツを提供する等のビジネスから、デジタル上の「土地」を裏付資

産とした金融商品の販売まで、収益を生み出すモデルは多岐に渡

り、今後実装が進んでいくと予想される。 

 そのような、デジタル空間独自の金融商品については、商品設計に

よって会計処理の難易度は異なるものの、既存の会計基準や実務

慣行を元に、会計処理が可能なケースも多いと考えられ、企業側の

デジタル空間上の「土地」等と会計基準の関係性に対する理解が進

めば、ビジネスが拡大する可能性がある。 

 なお、デジタル上の「土地」を活用したビジネスの事例が十分でな

く、実務慣行が足りないため、会計処理等の実務上の負担が大きい

点も課題である。 

 

＜検討の方向性＞ 

 デジタル空間上の「土地」等と会計処理に関する正確な情報を整理

し、当連盟が開催する勉強会等で、啓蒙活動を行う。 

 当連盟のビジネス WG（仮称）において、社会実装を行い、実務慣行

を作り上げるための事例作りに貢献すること等を検討する。 

 

４．今後の方針 

本報告書では、（１）金融規制及び（２）会計の 2つのテーマについて、論点・

課題を示し、それらの解決に向けた提言又は当連盟としての今後の検討の方向性を

示した。今回取り扱った論点については、会員へのアンケートやヒアリングをベー

スにしており、デジタル空間での経済活動を行う企業が初期的に直面する課題に焦

点を当てている。今後は、デジタル空間のさらなる発展を見据えて、DAO

（Decentralized Autonomous Organization、自律分散型組織）等の新たな概念に

ついても研究を行い、提言等を行う。 

また、本報告書に含まれていない重要な論点として「税務」が挙げられる。税制

の不備による海外の人材流出等を取り扱った報道や、一般社団法人日本暗号資産取

引業協会及び日本暗号資産ビジネス協会による「税制改正に関する要望書」の提出

等、国内でも税務に関する注目が集まっている。また、ヨーロッパでは、「メタバ

ース税」に関して今後検討がなされるとの報道もなされている。今後、税務に関し
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ても、課題を整理し、デジタル空間における経済活動を活性化につながる解決策に

ついて議論を進める。 

さらに、本報告書では具体的なビジネスケースを想定して会員企業と法務・会計

の専門家と議論を行うことで、優先的に解決すべき課題の抽出を行った。しかし、

実際にデジタル空間上でビジネスを行う場合、今回抽出しきれていない課題が生じ

る可能性がある。弊連盟としては、そのような残論点についても議論する必要があ

ると考えている。そのための日本デジタル空間経済連盟の今後の活動として、会員

企業と共同でデジタル空間上におけるビジネスの実証実験を行うことで、よりビジ

ネスの実態に即した新たな課題の抽出とそれらの解決を目指す。具体的には、2022

年 11月より「ビジネス・ワーキンググループ」を立ち上げ、本報告書の金融規制

の課題①で取り扱った、アバターを介して金融商品販売を行うビジネスについて実

証実験を行い、2023年内に具体的な報告を行う。 
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Ⅲ「プラットフォーム」 

１．課題の全体像 

デジタル空間を構築するプラットフォームとして複数の事業者によるサービスが登

場している。プラットフォームは大きく、コンシューマー向け、産業向けの 2つに分類

することができる。 

コンシューマー向けプラットフォームは、展示会や会社説明会をデジタル空間上で

の行う「イベント系」、デジタル空間でゲームをプレイする「ゲーム系」、ユーザーが自

由にアイテムを制作し、独自の空間を作ることができる「クリエイター系」の 3つに分

類される1。 

産業向けプラットフォームは、自動車の生産ラインを再現したデジタル空間（自動車

工場のバーチャルファクトリー）等に代表されるような、各産業の特性に応じたデジタ

ル空間が構築されている。 

上記のプラットフォームに関する分類を前提に、デジタル空間において現在発生し

ている又は今後発生しうる課題及び解決方向性を整理する。 

 

２．論点整理 

課題の抽出にあたっては、まず、会員に対しアンケートを実施することで課題を抽

出する「ボトムアップ・アプローチ」を採用した。しかし、今後のデジタル空間経済

の発展を考慮すると、ボトムアップ・アプローチにより抽出した課題だけでは全ての

課題を網羅出来ない。 

そこで、2000 年初頭からのインターネットの興隆を参考にしつつ、デジタル空間

の今後の成長を加味し、デジタル空間のあるべき姿から検討した「トップダウン・ア

プローチ」による課題の抽出も行った。 

上記の 2つのアプローチにより、①「個人情報関連・情報セキュリティ関連」、②

「私人間の取引における問題点」、③「行政取締法規／公法」、④「人権/人格権」の

課題が主要な課題として抽出された。 

 

３．論点・課題及び検討の方向性 

（１） 個人情報関連・情報セキュリティ関連 

① デジタル空間における個人情報の取扱い 

＜論点・課題＞ 

 現状の個人情報保護法では、「個人情報」は「生存する個人に関する情報」

であり、当該情報に含まれる「特定の個人を識別することができる情報（他

の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別するこ

                                                      
1 明確に分類できないケースもあり、今後新たな形態が登場する可能性もある前提での分類である 
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とができることとなるもの）」又は「個人識別符号が含まれる情報」とされ

ている。 

 上記の定義に従うと、デジタル空間における「アバター2情報」の中でも、

個人が特定できないものは個人情報に該当せず、保護対象とならない3。 

 一方で、「アバター情報」の流出による「デジタル空間上での個人」に対し

て不利益となり得るケースが存在しうる 

＜検討の方向性＞ 

 アバター情報が個人情報保護法の適用外となる場合においては、ガイドラ

イン等の整備を検討する必要がある。 

 また、現在総務省で議論されている「スマートフォン プライバシー4」のよ

うに、デジタル空間において、今後個人情報保護の規律を超えた情報の取扱

い可能性が十分に存在するため、「非個人情報」の取扱いガイドラインの整

備についても、今後検討するべきであると考えられる。 

 なお、本課題は、「改正電気通信事業法」における「特定利用者情報」に関

する規律とも関係するため、当該法を参考にした検討が必要である。 

 具体的には特定利用者情報の定義に該当しないが故に保護されない情報や、

ユースケースを考慮した上で、ガイドラインを策定する必要がある。 

 例えば、匿名のハンドルネームに関する情報等は、「特定利用者情報」とし

て保護される余地があるものの、特定利用者情報に関する規律の適用を受

けるのは一定規模以上の電気通信事業者に限られるため、当該規模に満た

ない事業者が運営するプラットフォームにおける情報の保護に関するガイ

ドライン等を整備する必要があると考えられる。 

 以上より、デジタル空間の利用者情報については、流出や不適正な利用等の

問題が生じる可能性があるものの、匿名の利用者情報については、個人情報

保護法上の個人情報に関する規律の適用を受けない可能性があるため、ガ

イドラインの整備等を検討する必要がある。また、個人情報保護法上の規律

が、デジタル空間上の利用者情報の取扱いに対する規律として十分なもの

であるかについても、検討の余地がある。このため、デジタル空間の利用者

情報に広く適用すべき取扱いルールの要否及びその内容について検討する

こととする。 

 

② デジタル空間を前提としないビジネス（以下、「既存ビジネス」という。）との情

                                                      
2 ゲームやネット上で動かすキャラクターのこと示す 
3 個人情報に該当しない場合にも、個人関連情報として、第三者に提供する場面で一定の規制がかかる。 

また、個人情報の保護対象ではない場合においてもプライバシー侵害等で民事上問題になることはあり得

る 
4 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/smartphone_privacy.html 



   

40 

 

報セキュリティに関する違い/差分の有無 

＜論点・課題＞ 

 デジタル空間におけるビジネスを前提とした場合、必要なアセットやリソ

ース、インシデント発生時の影響範囲には、既存ビジネスとの差分があるよ

うに見受けられる。例えば、3Ｄデータの利用や、サービス内のアカウント

による破壊行為や、迷惑行為がサービス運営に与える影響度等が考えられ

る。 

 上記の前提に立ち、1-①で整理したプラットフォームの分類に応じて、情報

セキュリティが侵害されているシーンを、「漏洩」「乗っ取り」「攻撃」「改ざ

ん」という 4つのリスク観点から洗い出した。 

 その上で、デジタル空間におけるビジネスと既存ビジネスとの差分が出現

し得るセキュリティ侵害シーンにおいて、解決策の初期仮説（方向性）を検

討し、「デジタル空間におけるビジネスと既存ビジネスの違い」を明らかに

すべき項目群を抽出した。 

 具体的には、「アカウント情報の保護方法」「乗っ取り元の情報取得方法」「生

体関連情報の保護方法の検討」「偽アカウントの検知方法」「偽アカウント生

成元の情報取得方法」「3Ｄデータの保護方法」「ウイルス防御策の検討」「ウ

イルス感染等の事象が発生した際の事後対応方法」「企業の技術情報等、機

密情報の保護方法」の 9つのテーマを設定した。 

＜検討の方向性＞ 

 今後、この 9 テーマに関して、各サービス運営事業者へのヒアリングを行

い、既存ビジネスとデジタル空間におけるビジネスに差分が存在している

のかどうか、今後発生し得るのかどうかを明らかにした上で、デジタル空間

上のビジネスにおける情報セキュリティガイドラインの必要有無を検討す

る。 

 

（２） 私人間の取引における問題 

① デジタル空間における勤務に該当し得る内容と労働法の適用有無及び業務委託

妥当性 

＜論点・課題＞ 

 デジタル空間上での主要なビジネスの 1 つとして、「NFT5を利用したゲーム

サービス」が挙げられる。当該ゲームサービスの中には、「Play to Earn（以

下、P2E）」と呼ばれる仕組みを設けているものがあり、消費者は当該サービ

スにて獲得したトークン等を日本円等の通貨に換金することで実際に収益

                                                      
5 Non-Fungible Token（非代替性トークン）の略。ブロックチェーン上で発行された送信権が入った唯一

無二のデータのこと示す。デジタル上での暗号鑑定書や、所有証明書としての役割を持っている。 
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を得ることができる。従来のゲームは、ゲームのプレイそのものが目的であ

り、ゲーム内通貨はゲームの中でしか使うシーンはなく、換金等はできなか

ったため、「実際に収益を得ることができる」という点が既存ビジネスの環

境と大きく異なるポイントだといえる。 

 P2E の仕組みを前提とした場合、「デジタル空間内通貨やアイテム等の対価

に他者のために仕事をする」等、デジタル空間特有の「仕事」に近い概念の

活動が出現することが想定される。 

 例えば、P2Eサービス「Axie Infinity」には、当該ゲーム内の通貨「アクシ

ー」を他者にスカラーに貸しだすことで、ゲームをプレイしてもらい、その

アクシーをもとに稼いだ対価を分け合う仕組みが存在する。 

 この前提から、大きくデジタル空間における上記の行動が、「労働者性が認

められるかどうか」「労働者性は認められないが、業務として認められるか」

という 2点が主要な論点となりうる。 

＜検討の方向性＞ 

 「労働者性が認められる」場合においては、適切な労働契約が締結されてい

るかどうか、労働法に従った労働環境が整備されている必要がある。 

 「労働者性が認められないが、業務に該当する」場合においては、雇用契約

ではなく、個人事業主として業務委託契約等を締結して活動を行うことが

想定される。（いわゆる「ギグワーカー」としてインターネット上での受発

注を前提に単発の仕事を請負うケースと類似している）この場合、下請法の

適用有無が問題となり、対価の支払い等が契約条件に従って適切に行われ

るようにするためにも、プレイヤー間の契約証跡・規約や会話ログが必要で

あり、これらの取得環境を整備することが望まれる。 

 上記の 2つの論点から、「何を以て労働者に該当すると判断するか？」とい

う観点においてガイドラインを整備することによって今後新たに出現する

デジタル空間において適切な対処が検討・実行される環境を整備すること

が必要であるため、今後ユースケース別に業務委託該当性を検討する。 

 なお、デジタル給与支払いに関しては、労働政策審議会労働条件分科会にお

いても議論6されており、今後当該分科会の動向も参考にしつつ、適切なガ

イドラインの必要有無を検討していく必要がある。 

 

（３） 行政取締法規／公法 

① デジタル空間上の活動内容による風営法への違反該当性の判断 

＜論点・課題＞ 

                                                      
6 https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000988916.pdf 
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 デジタル空間での活動内容によっては、当該ビジネスが風営法や刑法に違

反する可能性がある。例えば、eスポーツ領域において、参加料徴収型の e

スポーツ大会を、現実世界の会場において開催することは、風営法にて定め

られている、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、第２条第

１項第５号営業（以下、「ゲームセンター等営業」という）に該当するのか

どうか、等の例が挙げられる。 

 上記の例に関しては、一般社団法人日本 eスポーツ連合（以下、「JeSU」と

いう）が経済産業省とのすり合わせによって、「JeSU参加料徴収型大会ガイ

ドライン」を制定し、風営法に該当しないための条件を定義し、運営条件と

して定めた上で、大会を審査することでスムーズな事業運営ができる環境

を整備している。「JeSU参加料徴収型大会ガイドライン」が整備される以前

には、「ゲームセンター等営業」に該当する場合、又は該当可能性がある場

合には、大会毎に許可申請を実施する必要があったが、当該ガイドラインの

整備により一定の指針が定められている。7 

 一方、上記のようなガイドラインで判断することができない事例も存在す

る。例えば、オンラインクレーンサービスは風営法に該当するのか、という

論点においては、経済産業省より「店舗内においての客の遊戯を想定してい

ないことから、「同法の規定による規制を受けない」という回答がなされて

いるが、現状このような論点に関して、適切なガイドライン等は存在してお

らず、個別に対処する必要がある。 

＜検討の方向性＞ 

 上記の 2 事例に鑑みると、今後発展が予想されるデジタル空間上でのビジ

ネス環境において、ガイドラインが存在しない状態がボトルネックとなら

ないよう、ガイドラインの必要有無を検討した上で、ガイドラインが必要で

ある場合には、事業展開前に当該ガイドラインが運用される（ガイドライン

によって適切な事業検討が行える）状態を整備することが必要である。 

 その上で、風営法に該当する可能性がある場合には、個別の審査対応を実施

した上で、ガイドラインへの追加・修正を検討する。また、風営法に該当す

る場合においては、事業展開にいつ用となる法整備・対応方法等を検討する

ことで、適切な市場拡大が実現される環境を整備する必要がある。 

 上記の考えに沿って、今後、警視庁が公開している「風俗営業等業種一覧8」

を参考にガイドラインの作成を進めた上で、運用方法等を検討する。 

                                                      
7 ガイドラインが整備されていることをもって法的な懸念がすべて解消されるわけではなく、当該ガイド

ラインのもとでも、所定の手続等（「JeSU参加料徴収型大会ガイドライン」でも認証制度が設けられてい

る）が必要であると考えられる。 
8 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/fuzoku/gyoshu_ichiran.html 
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 なお、風営法自体が、特定の施設を設置して行う営業に対する規制であるこ

とから、そもそもデジタル空間を前提とすると、風営法が直接問題となるケ

ースというのはかなり限定的であると考えられる。 

 上記の前提から、ガイドラインの作成にあたっては、風営法等が「直接的に」

問題となり得る事例について整理し、風営法等の適用関係を踏まえたガイ

ドラインを制定しながら、直接、法的な問題が生じないものの、適正な事業

運営環境を確保する上で必要なガイドラインを整備する方向で検討を進め

る。 

 

② デジタル空間上の活動内容による賭博罪の成立有無 

＜論点・課題＞ 

 デジタル空間におけるビジネスの中には、「ガチャ」と呼ばれるランダム型

の商品販売を以てサービスを利用するものも存在する。 

 従来の「ガチャ」では利用者はあくまでサービス内でのみ利用できるアイテ

ムを獲得することができたが、現実世界の通貨との交換等は業界の自主規

制により行われていなかった。一方、前述の通り、NFTを用いた事業の多く

は、二次流通市場において当該 NFTの換金が可能であり、当該二次流通市場

によって市場価値が顕在化する状況が生じている。 

 この場合、ガチャという偶然の事情に関して財物を賭けたことにより、ある

利用者は一定の市場価値のある資産を得る一方で、ある利用者は一定の資

産を喪失すると評価される可能性があるため、賭博罪の構成要件である「財

物又は財産上の利益」や「得喪を争うこと」等を全て満たすものとして、賭

博罪やそれに関連する刑法犯が成立する可能性がある。 

＜検討の方向性＞ 

 今後、上記のようなランダム型の NFT 販売に該当するサービスは多く出現

すると考えられるため、当該サービスを行うことが賭博罪の構成要件に該

当するのか都度判断することは現実的ではないため、有識者や関係省庁を

集め、実際の事例をベースにガイドラインの整備を進める必要がある。この

ガイドラインにより、「何を以て賭博罪が成立するか？」という基準を明確

にしておくことで、賭博罪が成立しないようにする事業運営者側のサービ

ス設計・工夫の促進等も期待される。 

 

③ その他 

＜景品表示法への対応＞ 

 上記と同事例から、「景品表示法」への対応に関しても論点となりうす可能

性が存在する、 
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 具体的には景品価額の算定において、NFTの二次流通市場をどの程度勘案す

る必要があるのか、といった観点が主な論点となるものと想定される。 

＜独占禁止法への対応＞ 

 現在、公正取引委員会で議論されている論点9を参考にデジタル空間におけ

るビジネスが既存のデジタルビジネスにおけるプラットフォーマーにとっ

て過剰に優位にならないよう、規制等を検討していく必要がある。 

 

（４） 人権/人格権 

① 国家としての利活用 

＜論点・課題＞ 

 今後デジタル空間上においても国家からの情報発信（国家公務員等による

情報発信）や、イベント等が開催されることが予想される。 

 また、デジタル空間上での選挙等も想定され、その場合には公職選挙法に関

する課題にもつながる可能性があると考えられる。 

＜検討の方向性＞ 

 大きく、各政党や自治体における公的利用と、国家公務員の私的利用の 2つ

に分類し、今後各ガイドラインの整備が望まれる。 

 公的利用に関しては、ソーシャルメディアの利用に関するガイドラインが

政府 CIO補佐官によるディスカッションペーパー10や、政府機関・地方公共

団体等における業務での LINE 利用状況調査を踏まえた今後の LINE サービ

ス等の利用の際の考え方11 にもあるように、個人情報の取扱いや不特定多

数の利用者への情報発信において留意すべきポイント等を加味した上でガ

イドラインを整備する必要がある。 

 国家公務員による私的利用に関しては、「国家公務員のソーシャルメディア

の私的利用に当たっての留意点12」にあるような、私的利用において留意す

べきポイントや、遵守すべき内容等を整備する必要がある。 

 なお、政治（民主主義への影響）や宗教、国家による監視等も含めた人権問

題等の憲法上の課題についても今後検討すべきであると考えられる。 

 

ここまでに述べた論点・課題の内、特に「短期的に当該関連サービスの増加余地が

あり」「対応有無が市場拡大に与える影響が大きい」ものを短期的に解決すべき論点

として考える。具体的には、情報セキュリティ・民法/風営法/労働法関連の取り組み・

                                                      
9 https://www.jftc.go.jp/dk/digital/index_files/digital_torikumi.pdf 
10 https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/dp2021_04.pdf 
11 https://www.fsa.go.jp/news/r2/sonota/20210430-3/01.pdf 
12 https://www.soumu.go.jp/main_content/000235662.pdf 
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ユーザー同士のトラブル対応がこれに当てはまる。 

「情報セキュリティ」については、今後、利用者や利用企業が増えるに伴い、情報

セキュリティリスクは増加すると考えられるため、情報セキュリティに関するガイ

ドライン及びセキュリティ侵害シーンにおける事後対応マニュアル・ガイドライン

の整備を早急に実施する必要がある。 

「民法/風営法/労働法」に関しては、今回紹介した、「デジタル空間上でのゲーム

サービス」「ランダム性のあるガチャの販売サービス」はいずれもデジタル空間上

での代表的なビジネスモデルであるといえる。この前提に立つと、今後これらに類

似するサービスや同一のサービスが市場に出現し多くの利用者を獲得することで

市場が拡大することが予想される。これらの観点から、事業者側が適切なサービス

設計を実施することができるガイドラインの整備等が必須であると考えられる。 

「ユーザー同士のトラブル対応」については、様々な類型が想定されるものの、喫

緊の課題としては、ユーザーによる暴行・痴漢等の迷惑行為が挙げられる。かかる

行為に対する対応策は、一義的にはプラットフォーマーの方針（利用規約等）に委

ねられるが、事業者からは、「対応方針について、一定のガイドラインがあれば、

事業者としては対応がしやすい」との声もあり、今後、かかるガイドライン（例え

ば、「デジタル空間倫理ガイドライン（仮称）」）の整備等が必須であると考えられ

る。 

なお、これらの取組内容については、今後の市場発展に合わせて柔軟にその内容

を変えるべきもので、現時点での検討は、今後、変化し得る前提である。 

 

 

４．今後の方針 

上記１～３に述べた内容のうち、短期的に市場拡大の障害となり得る課題に関し

ては、関係省庁・有識者と連携し、ガイドラインの整備等を進めていく。 

本報告書では言及出来なかったが、中長期的に解決すべき課題としては、「国家利

活用」「宗教/政治活動」「人権（差別・いじめ）」に関する検討がある。これらは、短

期的に市場や事業の拡大を妨げるものではないものの、国民の権利や公序良俗に大

きく関わるものであり、短期的に検討する課題と並行して検討を進めておくことが

望まれる。 

また、市場拡大の障害とはならないものの、国民の権利に大きく影響する可能性が

ある課題に関しては、引き続き論点を検討し、各課題の解決方向性を模索する。 
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おわりに 

本報告書では、今後のデジタル空間の経済発展のために、当連盟の会員がデジタル

空間上で経済活動を行う際の課題とそれらの課題に対して現時点で考えられる検討

の方向性をまとめた。 

今後は、本報告書でまとめた「検討の方向性」を、ワーキング・グループを通じて、

より具体的な提言へ繋げていく。また、ビジネス WG（仮称）を通じて、社会実装を行

い、そこで発見された知見を提言等に活かしていく。 

デジタル空間経済は、刻々と拡大をしており、それに伴い現時点では想定し得ない

新たな課題も出てくるだろう。また、技術の発展が課題を解決することもあれば、新

たな課題を生みだすこともある。当連盟では、そのような新たな課題にも着目し、研

究を行い、提言等を行っていく。 

 


