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1．はじめに

新型コロナウイルスの世界的大流行により、
現金を媒介したウイルスの感染拡大が懸念さ
れ、決済手段のデジタル化が広がっている。こ
うした流れは世界各国で中銀デジタル通貨（以
下、CBDC：Central Bank Digital Currency）
の研究・開発を後押ししており、20 年 4 月以降、
フランス、オランダ、韓国などの中央銀行が
CBDC の実証実験を開始することを明らかに
した。また、中国は 22 年の北京冬季五輪まで
にデジタル人民元の発行を目指しており、今後
深セン市や蘇州市など 5 つの地域で試験運用を
行う予定である。CBDC の開発を国家プロジェ
クトに掲げる中国では、デジタル人民元に関す
る特許を多数申請しており、今後同分野で世界
をリードする可能性が高い。

このように先進国を中心に CBDC の研究・
開発が加速する中、予てから CBDC の開発に
着手し正式導入が目前の国がある。それが東
南アジアの小国カンボジアである。本稿では、
カンボジアが世界に先駆けて正式導入を進め
る中銀デジタル通貨「バコン」の概要を記す
とともに、カンボジア中央銀行の CBDC 戦略
や民間銀行への影響について考察する。

2．バコンの開発

19 年 11 月、日系スタートアップ企業のソラ
ミツ株式会社がカンボジア国立銀行（以下、国
立銀行）と共同して中銀デジタル通貨ならびに
決済システムである「バコン」を開発し、正式
導入に向けて試験運用中であると発表した。同
社発表によると、ブロックチェーンを活用した

CBDC の実用化は、世界で初めてである。約
40 ヵ国の中央銀行が CBDC の発行に伴い、ブ
ロックチェーンを用いた決済システムの導入
を検討し実証実験を進めているが、カンボジア
では 20 年中に正式導入する予定である。

また、バコンを発行するためのブロック
チェーンが国立銀行の大口決済とインターバ
ンクの小口決済のシステムとしての機能も兼
ねており、カンボジアでは国家全体の決済アー
キテクチャーの大幅な簡素化・低コスト化に
成功した。今回のケースは後進国であること
を活かして、一気に最先端の技術に到達する

「リープフロッグ現象」と言え、カンボジアの
金融システムが生まれ変わろうとしている。

3．バコンの概要

CBDC であるバコンは、個人・企業など幅
広い主体の利用を想定した一般利用型である。
トークン型として付利は行わず、自国通貨リエ
ルまたはドルに連動したステーブルコインと
なる。（カンボジアでは、国内において自国通
貨リエルに代わり、ドルが一般的に流通してい
る。）レートはリエル建て・ドル建ての 2 種類が
あり、ドル現金を裏付けとして発行される。発
行方式は、中央銀行が民間銀行にバコンを発行
し、民間銀行が利用者にバコンを提供する間接
発行をとっている。機能としては、預金、送
金、QR コードを用いた決済が可能で、少額の
リテール決済から高額の銀行間取引まで一貫
してブロックチェーン上で処理する。

既にカンボジア国内では 13 の銀行とモバイ
ル決済サービス「Wing」が接続して、数千人
のユーザーが利用している。また、バコンは
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今後、国際決済や海外送金への利用を計画し
ており、カンボジアとタイの複数の銀行間で
はクロスボーダー決済システムの開発を進め
ている。また、マレーシアのメイバンクとの
間でも同システムの構築に合意した。

4．国立銀行がCBDCを発行する背景

国立銀行は 17 年 4 月にソラミツ株式会社と
CBDC の共同開発に調印し、発行に向けたシ
ステム開発等をいち早く進めてきた。その背
景には、モバイル決済サービスの急成長と自
国通貨の復権への意欲が考えられる。

カンボジアでは銀行口座の普及率が 22％と
低い。店舗が都市部に集中していること、口座
の保有に費用がかかることから、多くの国民が
銀行サービスを利用していない。一方で、農村
から都市部への出稼ぎ労働者は多く、送金需要
は大きい。こうした状況下、09 年に「Wing」
が携帯電話による送金・決済サービスを開始す
ると、同サービスは急速に広がり、国民の生活
に浸透した。同サービスでは、携帯電話番号が
あれば口座を開設でき、アプリや全国にある
Wing の代理店を通して送金・決済ができる。カ
ンボジアでは携帯電話の普及率が約 120％と高
く、若年層も多いため、その利便性がすぐに認
知された。今では、農村部を含む数千ヵ所に代
理店があり、国民の生活に広く浸透している。
従来、銀行サービスが普及していなかったカン
ボジアでは、長距離バスの運転手に資金を渡す
ことなどが一般的な送金方法だったが、Wing
の登場によりカンボジア人の送金事情は一変
した。しかし、こうした民間事業者の金融サー
ビスは、銀行口座を経由しないため、決済シス
テムの安定性・信頼性が十分に保証されないと
いう課題がある。

また、カンボジアでは自国通貨リエル以上
に決済手段としてドルが普及しており、経済
がドル化している。都市部での支払いにおい
ては、ドルの利用が一般的であり、リエルの
利用は少額決済（概ね 1 ドル以下）にとどまっ
ている。ドル化のメリットとしては、新興国
に起きやすいインフレによる減価を防げるも
のの、金融政策が機能しないという弊害があ

る。このため、国立銀行は金融機関に対して
貸出残高の 10％をリエル建てとすることを義
務付けているほか、20 年 5 月には金融機関か
ら少額ドル紙幣（1 ドル札、2 ドル札、5 ドル
札）を回収する方針を示し、リエルの普及に
努めている。

しかし、通貨を巡る世界の動きは目覚まし
く、09 年に暗号資産であるビットコインが誕
生すると、ブロックチェーンを用いたデジタ
ル通貨の研究が加速度的に進んだ。19 年 6 月
には、Facebook 社がデジタル通貨「リブラ」
構想を公表したほか、中国は「デジタル人民
元」の開発を進め、人民元の国際化を目指し
ていると言われている。バコンの開発は、リ
ブラやデジタル人民元の開発が本格化する前
から始動していたが、国立銀行は通貨主権が
侵害され、金融政策が制限される事態を想定
し、危機感を感じていたと思われる。

5．最先端の金融システムへの移行

バコンは CBDC ならびに決済システムの総
称であり、通貨としての名称だけではない。
CBDC を発行するためのブロックチェーンが
決済システムとしての役割も兼ねており、国
立銀行の使命である「通貨の安定」と「決済
システムの安定」の両方を満たすものとして、
設計されている。

堅実な金融システムの構築を目指す国立銀
行では、新たに決済システムを構築する後進
国の強みを生かして、まず銀行 API の統一
化を行った。17 年に全銀行に銀行 API（ISO-
20022）の導入を義務化し、国立銀行がハブと
なって全ての銀行同士を繋げた。これに伴い、
クレジットカードやモバイル決済などあらゆ
るデータについて、銀行への接続が容易にな
るとともに、ブロックチェーン上で処理を行
うことで、資金移動コストを大きく引き下げ
ることが可能となった。さらに、国立銀行は
民間銀行が独自のデジタル通貨を開発・利用す
ることを禁止している。通貨や決済は競争領
域ではなく、国家インフラとしての協調領域
として位置づけ、決済手段の乱立や無駄な重
複投資を防ぐ方針を示している。また、国立
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銀行は銀行間大口決済もブロックチェーン上
で処理することで、即時決済を可能とした。
これまで、カンボジアの銀行間での決済は、
各銀行が国立銀行で行う決済を蓄積しておき、
特定時点で差分をまとめて決済する「時点ネッ
ト決済」で行われていた。この方式は流動性
を節約できるメリットを持つが、決済不履行
の影響が他行にも及ぶため、システミック・リ
スクが大きくなる。このため、先進国では取

引毎に決済する「即時グロス決済（RTGS）」
を導入しているが、カンボジアではバコンを
機に RTGS を実現した。その他、トークン型
のバコンでは、機器のウォレットの中に金銭
的価値が存在するため、決済が行われると直
ちに価値が移転する。決済のファイナリティ
を有しており、高額の銀行間決済も瞬時に決
済が可能となった。このようにカンボジアは
バコンを導入したことで、国家全体の決済アー
キテクチャーの大幅な簡素化・低コスト化に成
功するとともに、一気に最先端の金融システ
ムを構築した。

なお、バコンは上述のとおり、トークン型
でファイナリティを有するため、バコンで支
払いが行われると、日本のキャッシュレス決
済と異なり、手数料無料で即座に送金先への
入金が実行される。日本では、下図のとおり
決済システムが複雑かつ高コストで、そのコ
ストがキャッシュレス決済の加盟店に転嫁さ
れている。

6．国立銀行の狙い、民間銀行への
影響

一般的に、CBDC の「一般利用型」は、民
間銀行に対してディスラプション（創造的破

図表 1　決済システムの構造と比較

（出所）ソラミツ社提供
　（注）銀行は資金移動コストを無料としているが、バコンと現金の交

換に対して手数料を得ている。

日本

日銀ネット（RTGS）

内国為替制度
（全銀ネット）

各金融機関
（リアルタイム口振

など個別接続）

外為
（全銀協）

CD/ATM
料金収納

デビットカード
電子記録債権

振込・口座引落
クレジットカード

電子マネー、QR 決済

外国為替
SWIFT

銀行 API 仕様異なる
HUB 機能がない

資金移動コストが高い

カンボジア

NBC FAST ネット
（RTGS：ブロックチェーン）

コアバンキング
（銀行API）

各金融機関
（銀行API ＋
ブロックチェーン）

外為
（銀行API）

CD/ATM
現金振込

デジタル通貨BAKONG
送金・決済

（ブロックチェーン）

外国為替
SWIFT
ブロック
チェーン

全銀行 API接続済
HUB機能がある

資金移動コストが無料

図表 2　日本のキャッシュレス決済との相違点

（出所）ソラミツ社提供に JCIF が加筆して作成

日本のキャッシュレス決済（口座型：転々流通不可）
Suica、○○ペイなど
加盟店は入金まで 1 ヵ月程度待つ必要。
決済システムが複雑・高コスト

デジタル通貨（トークン型：転々流通）
デジタル人民元、リブラ、バコンなど
加盟店には直ちに入金され、次の支払いに利用可能。
決済システムが大幅に簡素化、低コスト
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壊）を起こす可能性がある。しかし、バコン
は民間銀行への影響を極力抑えるため、金融
仲介機能が維持される「間接発行」として設
計されている 。国立銀行はバコンの導入につ
いて、「金融機関に競争をもたらすものでは
なく、銀行システムを統合し、協働するため
である」と述べている。

⑴   自国通貨リエルの復権

上述のとおり、デジタル通貨の進展ととも
に新たな通貨が台頭し始めており、リエルの
存在が脅かされている。カンボジア政府は、
長らくリエルの普及を政策課題として掲げて
いるが、進展はみられない。カンボジアは前
年比＋ 7％を超える ASEAN 屈指の高い経済
成長、低インフレ、安定した為替相場を維持
しているものの、リエルは国民から受け入れ
られていない。その背景には、通貨への信認
が低いことよりも、リエルの使い勝手が悪い
ことが大きく影響している。例えば、リエル
は 1 ドルが約 4,000 リエルだが、広く流通して
いる紙幣の最高額は 1 万リエルである。仮に
リエルのみで支払いをする場合、大量の紙幣
を持ち歩く必要があり、様々なコストがかか
る。また、商店等においてもリエルの釣銭を
用意していない場合は多い。しかし、CBDC
であるバコンが流通した場合、こうした問題
は取り除かれる。国民の中では、自国通貨で
あるリエルを利用したいという意識もあるよ
うで、現在交換されているバコンのうち約 6
割がリエル建てであるという。

⑵   金融包摂の進展

バコンは Wing と同様にアンバンク層を意
識した仕様となっている。農村地域の人々な
ど、銀行口座をもたない人もスマートフォン
で簡単にバコン口座を開設できる（この場合
の送金・決済上限額は 1 日 250 ドル）。そして、
バコンの利用者が本人確認等を行い、銀行口
座を開設すると送金・決済限度額が増枠でき
るほか、銀行口座との資金移動もワンクリッ
クで可能となる。このようにバコンは、銀行
口座をもたない人々に金融サービスを提供す
るだけでなく、口座開設を促すこととなる。

金融包摂の進展は様々な金融サービスへのア
クセスを通じて、人々に貯蓄を促し、自然災
害等による経済的危機に備えられるなど、貧
困からの脱却や経済的自立につながる。

ま た、 バ コ ン は Wing と 連 携 し て お り、
Wing の代理店でバコンのサービス（入出金）
を利用できる。Wing は顧客から交換（バコ
ンと現金）手数料を得られ、バコンについて
も Wing が構築した数千ヵ所の代理店網を利
用することができる。カンボジアでは、国民
の平均年齢は 25 歳前後と若く、通信環境や
デジタルリテラシーは高いとみられる。人々
がバコンの利用に魅力を感じれば、利用者は
爆発的に増加する可能性がある。

⑶   送金コストの低下

現在の銀行を経由した決済はコストが高
く、送金者が負担する手数料は非常に高い。
新興国のカンボジアでは、出稼ぎ労働者とし
て、都市部や海外に出稼ぎに出る人が多く、
送金コストの引き下げは重要な問題である。
特に海外送金に関しては、世界銀行によると、
200 ドル送る場合の海外送金の世界的な平均
コストは 6.8％とされ、送金額が小さい低所
得者ほどそのコストは大きくなっている。既
存の銀行の決済システム（SWIFT）では運
営費、人件費が高く、そのコストは送金者に
手数料として転嫁されている。一方、バコン
は大幅なシステムの低コスト化に成功したこ
とから、送金手数料が無料である。現状、国
内送金のサービスのみだが、海外送金への対
応も進めている。送金コストの低下は、農村
部への所得分配が進むなど、国内消費の活性
化につながると期待される。

⑷   キャッシュレス化の進展

現金の利用には、紙幣の製造費、保管・輸
送費・人件費、ATM の維持費など様々なコ
ストが生じる。こうした費用は、国立銀行と
民間銀行が負担しているが、最終的には国民
へ費用が転嫁されている。また、高額紙幣の
利用が減少することで、マネーロンダリング
や偽札犯罪を防止できる。その他、カンボジ
アでは古いドル紙幣が流通しており、他の紙
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幣に紛れて釣銭で受け取ることがある。こう
した古いドル紙幣を使用または両替をする場
合、店舗から拒否されることが多く、現金利
用にストレスを感じている人も多い。キャッ
シュレス化が進むことで、これら現金利用に
よって生じるコストや不都合を改善でき、経
済の効率性を高めることができる。

⑸   既存の銀行への影響は小さい

CBDC が普及すると、民間銀行が経営不安
に陥った場合、または取り沙汰された場合、
その民間銀行から急速に資金が流出すること
が想定される。携帯電話による簡単な操作で
資金移動ができるため、銀行預金から信用リ
スクの小さい CBDC への資金シフトが急速
に進むことになる。ただし、カンボジアでは
商業銀行のうち、外資系大手銀行が大半を占
めている。これらの銀行では本国の銀行当局
による監督に加え、ドルの流動性を確保しや
すい。従って、バコンの導入が取次騒ぎを拡
大し、金融市場を混乱させることの蓋然性は
低いとみられる。

また、民間銀行においても、バコンの普及
により銀行口座の開設が進むと、顧客基盤を
拡大できる。加えて、民間銀行はバコンの発
行による手数料など、役務収益を確保できる
ほか、新たなサービスを開発・追加すること
で新しいビジネス機会を得られ、経営の安定
化が図られる可能性が高い。

⑹   匿名性とマネーロンダリング防止の
両立

国立銀行はバコンについて、現金と同様に
匿名性がある設計としている。購買履歴等の
データが国家に集中し、無断で利用される懸
念がある場合、国民はバコンを利用しないと
国立銀行は考えたためである。しかし、マ
ネーロンダリングなどの疑わしい取引を検知
するためには、本人確認を行う必要がある。
CBDC の発行では、このように「匿名性の確
保」と「マネーロンダリングの防止」という
問題が生じる。これは多くの中央銀行で議論
されている論点である。

バコンは上限額（1 日あたり 250 ドル）ま

では簡単な本人確認のない利用者登録のみで
利用できるが、上限額を超える送金・決済を
行う場合には本人確認を行うことを義務付け
た。そして、国家がデータを濫用するという
懸念を払拭するために、アカウントの属性毎
に権限を付与した。⑴一般的利用者の属性、
⑵通貨発行者（民間銀行）の属性、⑶国家レ
ベル（国立銀行）の属性の 3 段階に分け、ブ
ロックチェーン上で権限を分立した。法律に
定められた要件に充足した場合のみ、定めら
れた権限者のアクセスが許可され、国立銀行
は不正などを疑うべき取引の監査が可能とな
る。こうして、ブロックチェーン上で役割や
権限を規定し、階層化することで匿名性とマ
ネーロンダリングの両立を実現したが、この
技術はバコン独自のものという。

7．結びに

CBDC の発行に向けた研究や議論は各国で
活発に行われており、日本においても日本銀
行が欧州中央銀行（ECB）を含む 6 つの中央
銀行と国際決済銀行（BIS）で共同研究を進
める方針を示している。

こうした中、カンボジア国立銀行はいち早
くバコンの発行に踏み切り、正式導入が目前
である。今後、バコンの運用が順調に進んだ
場合、他の新興国の中央銀行も本事例を参考
に、ブロックチェーンを用いた CBDC の導
入を行う可能性がある。民間銀行への影響な
どの不確実性から、CBDC の発行に慎重な姿
勢を示す国が多い中、バコンは世界に先駆け
て行われる、CBDC の壮大な実験である。
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