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パブリックブロックチェーンは、通貨、金融、インターネットにまたがる新しい融合の形を実現しています。

ブロックチェーン技術はオープンソースソフトウェアを利用して機関を分散化することで、中央集権的な

当局に依存する必要性を最小限に抑えます。

ARKでは、ビットコインこそパブリックブロックチェーンの最も大規模かつ重要な応用例であり、「自己主

権型」デジタルマネーの基盤を成すものだと考えます。ビットコインのプロトコルはまた、金融（分散型金

融：DeFi）革命とインターネット（Web3）革命という2つの革命をもたらしています。

上記の予測は、限定的なものであり、その信頼性を保証するものではありません。
投資助言を提供するものでも、特定の銘柄や暗号通貨の売買や保有を推奨するものでもなく、説明のみを目的としたものです。 www.ark-invest.com
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融合がもたらす革命

リサーチ担当者： Yassine Elmandjra、 Frank Downing （ARKアナリスト）、

Nishita Jain（ARKリサーチアソシエート）

パブリックブロックチェーン



•

注：上記の企業は、それぞれの業種における「有名企業」を例として使用しています。
上記の予測は、限定的なものであり、その信頼性を保証するものではありません。 投資助言を提供するものでも、特定の銘柄や暗号通貨の売買や保有を推奨するものでもなく、説明のみを目的としたものです。
出所: ARK Investment Management LLC, 2021

39 パブリックブロックチェーン

パブリックブロックチェーンは政府などの管理機関に依存する必要性を最小化

パブリック（公開型） ブロックチェーンは「信頼」を分散化させ、政府などの管理機関に依存する仕組みを分散型のオープンソース・ソフトウェアに置き換
えるものです。この仕組みを初めて本格的に導入したのが、自己主権型のデジタルマネーである「ビットコイン」です。中央集権型の機関は金融システ
ムの機能を調整する必要がありますが、ビットコインは単一の分散型機関として機能します。ビットコインの運営ルールは、会計士、規制当局、政府に
依存することなく、同業者で構成されるグローバルネットワークで運営されています。

従来型の機関
マニュアル作業、中央集権型、一貫性がない、不透明

パブリックブロックチェーン
自動化、分散型、一貫性がある、透明性

保管と資産運用

米国連邦準備
制度理事会

J.P. Morgan

Visa
ビットコイン

希少価値の高いデジ
タル資産であるビット
コインの移転と保管
を容易にする分散型

金融システム
金融政策

保管と資産運用

取引決済

金融政策

取引決済
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上記の予測は、限定的なものであり、その信頼性を保証するものではありません 。投資助言を提供するものでも、特定の銘柄や暗号通貨の売買や保有を推奨するものでもなく、説明のみを目的としたものです。
出所: ARK Investment Management LLC, 2021

40 パブリックブロックチェーン

パブリックブロックチェーンのユニークな特徴

パブリックブロックチェーンのインフラは、政府などに依存する必要性を最小限に抑え、新しい形の経済の仕組みを融合したバックボーン（かなめ）として機能
します。「分散型」「公開型」「自由参加型」といったパブリックブロックチェーンの特徴は、他の利点とともに融合にかかるコストを低減することができます。

従来のインフラ

クローズドソース
ネットワークのルールは、企業、プラットフォーム、
規制当局の裁量で秘密裏に決定される

中央集権型 政府などの管理機関がネットワーク活動に関与

企業主導型 企業が協業の調整役を担い、ネットワーク参加者を
排除することも多い

許可型
各国政府等の規制により、プラットフォームへの

アクセスが管理されている

パブリックブロックチェーンのインフラ

オープンソース
ネットワークのルールはオープンかつ監査可能で、
ユーザーやステークホルダーが協調作業を担う

分散型
分散化されたコンピュータノードがネットワーク活動
の媒体

ユーザー主導型
ネットワーク参加者は、公正なチェック・アンド・

バランスを通じて、協業体制を促進

自由参加型
インターネットに接続できる環境であれば、誰でも
参加し、イノベーションを起こすことが可能
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上記の予測は、限定的なものであり、その信頼性を保証するものではありません。 投資助言を提供するものでも、特定の銘柄や暗号通貨の売買や保有を推奨するものでもなく、説明のみを目的としたものです。
出所: ARK Investment Management LLC, 2021 and Srinivasan, Balaji, Twitter, 23 Apr. 2021, twitter.com/balajis/status/1385572764485001221.

41 パブリックブロックチェーン

パブリックブロックチェーンは、あらゆる伝統的な資産クラスに変革をもたらす

かつて投資家は、インターネットは複数ある新しいチャネルの1つだとみなしていました。

ラジオ テレビ 新聞 インターネット

現在、インターネットはすべての チャネルを円滑に促進する役割を担っています。

インターネット

インターネットラジオ インターネットテレビ
インターネット

ニュース
コミュニケーション Eコマース …

同様に、パブリックブロックチェーン上で発行される暗号資産は、すべての 資産クラスに影響を及ぼす可能性があります。インターネットが情
報をオンライン上のパケット（分割されたデータ）に変換させたように、パブリックブロックチェーンはすべての資産をオンチェーン上の取引に

変換する可能性があるのです。

パブリック ブロックチェーン

暗号通貨 クリプトエクイティ クリプトコモディティ クリプトアート（NFT） 自律分散型組織
（DAO）

…
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上記の予測は、限定的なものであり、その信頼性を保証するものではありません。 投資助言を提供するものでも、特定の銘柄や暗号通貨の売買や保有を推奨するものでもなく、説明のみを目的としたものです。
出所: ARK Investment Management LLC, 2021

42 パブリックブロックチェーン

パブリックブロックチェーンは複数の革命を巻き起こしている

ARKは、パブリックブロックチェーンインフラを最も大規模に変革したのがビットコインのプロトコルだと考えます。マネー革命に加え、パブリックブロックチェー
ンは金融革命やインターネット革命の起爆剤にもなっています。

パブリック ブロックチェーンのインフラ

法定通貨と中央銀行
グローバル、分散型、

非法定通貨
伝統的金融（TradFi） 分散型金融（DeFi） 企業所有の

プラットフォーム
相互運用可能な

ユーザー所有のウェブ

ビットコイン 分散型金融 Web3

政府関連機関や各国政府、トップダウン型
統制の権限外での、価値と財産権の移転の
ための協業的な取り組み

伝統的な金融機関の権限外での金融の
サービスや契約の協業的な取り組み

伝統的な大手のメディア企業やIT企業の権限

外での、アイデンティティ、評判、データをめぐ
る協業的な取り組み

マネー革命 金融革命 インターネット革命



•

注：上記は、それぞれの業界における「有名企業」を例として使用しています。
投資助言を提供するものでも、特定の銘柄や暗号通貨の売買や保有を推奨するものでもなく、説明のみを目的としたものです。
出所: ARK Investment Management LLC., 2021

43 パブリックブロックチェーン

それぞれの革命には異なるレベルの「信頼」が必要

ARKでは、「マネー革命」には通貨当局が承認する見通し、最大限の分散化、そして保守性が必要だと考えます。また、「金融革命」と「インターネット革命」で
スケーラビリティ（拡張性）、利便性、イノベーションを実現するには、ある程度の不都合は仕方ないと考えます。競合する各ブロックチェーンは、政府などの
管理機関に対する過剰な信頼は、従来の形に逆戻りする危険性をはらんでいることを認識すべきと考えます。

裁量的で厳格に規制されたネットワーク

クローズドループ、導入に時間がかかる、許可型の特性が
強く、集中型の管理と規模に最適化されている

中央政府、規模、特定ベンダーの技術への依存により他社
への乗り換えが困難

分散型の信頼 集中型の信頼

マネー革命 金融 & インターネット革命 従来の形

目標 定めたルールに基づく自己主権型のマネー

理念
保守的で確実性が高く、変化への耐性が強く、安全性と分
散化が最適化されている

競争優位性

目標
コンポーザブル（組み立てや見直しが容易）で自由参加型
のプログラミング

理念
先進的、技術重視、実験的で、機能性とスケーラビリ
ティが最適化されている

競争優位性 開発エコシステム、「十分な分散化」、豊富な機能、
ベンチャー出資

目標

理念

競争優位性

通貨としての保全性、プルーフ・オブ・ワーク（分散型合意
形成、PoW）、高度な分散化、創業者神話、当初価格など
の公正性

バイナンススマートチェーン（BSC）

ソラナ、アバランチ、テラ

イーサリアム

ビットコイン
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