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A borderless country for digital citizens.  

デジタル市民向けのボーダーレスな国。 

 

With the rise of digital nomadism, which is a crossroads between “slow travel” 

and remote work, more people than ever have turned to working and living 

online. The COVID-19 crisis and recent technological developments and social 

developments such as decentralized autonomous organizations (DAOs) 

increasingly pressure society to answer: could digital citizenship without borders 

be the future? 

「スロートラベル」と「リモートワーク」を掛け合わせた「デジタルノマド」の台頭により、今まで以上に多くの

人がインターネット上での仕事や生活に目を向けています。新型コロナウイルスの大流行や、分散型自

律組織（DAO）などの最新技術開発、社会的発展はより一層社会に圧力をかけ、国境のないデ

ジタル市民こそが未来になるというトレンドが着々と作り上げられています。 

 

The life of a global citizen is increasingly complicated even as technology 

advances and global culture shifts. Challenges include verifying a digital 

identity, maintaining a ‘permanent address’ while regularly moving to different 

countries and regions, switching service providers, and complying with complex 

tax and labor laws.  

技術が進歩し、グローバルカルチャーが移り変わる中で、地球市民の生活はますます複雑になっていま

す。デジタル ID の検証、定期的に異なる国や地域に移動しながら「永久的な住所」を維持すること、



 

サービスプロバイダーを切り替えること、複雑な税法や労働法を遵守することなどが現状の課題として

挙げられます。 

 

A purely electronic digital residency would allow for online registries that 

drastically improve the immigration processes of government institutions or even 

bypass their necessity.  Until now, we have lacked the necessary technology 

and social catalysts to make such a concept into reality.  

純粋な電子デジタルレジデンシーは、政府機関の入国審査プロセスを劇的に改善、あるいはその必要

性を回避するオンラインレジデンシーを可能にするものです。現在に至るまで、このようなコンセプトを実

現するために必要な技術や社会的触媒が欠けていました。 

 

Cryptocracy will provide the tools necessary on our platform for a robust 

community of remote and location-independent freelancers, organizations, 

companies, and employees of these companies to embrace digital citizenship 

fully. In other words, Cryptocracy aims to build an internet country for digital 

citizens. 

Cryptocracy は、リモートで場所に依存しないフリーランサー、組織、企業、あるいは企業従業員の

強固なコミュニティがデジタル市民権を完全に受け入れるために必要なツールを独自のプラットフォーム

で提供します。要するに、Cryptocracy はデジタル市民向けのインターネットの国を構築することを

目的としているのです。 

 

The Future of Global Digital Citizenry & Digital Governance 

グローバルなデジタル市民とデジタルガバナンスの未来 



 

The Cryptocracy concept is ambitious but necessary in today’s environment: 

anybody in the world can apply for digital identity and have access to a 

platform built on inclusion, legitimacy, and transparency. These advancements 

are thanks largely to the revolutionary elements of blockchain technology, 

including cryptocurrencies and non-fungible tokens (NFTs). 

Cryptocracy のコンセプトは野心的ではありますが、今日の環境では早急に必要とされているもの

です。世界中の誰もがデジタル ID を申請し、インクルージョン、正当性、透明性に基づいたプラットフォ

ームにアクセスすることができるわけです。このような進歩は、暗号通貨や非代替性トークン（NFT）な

ど、ブロックチェーン技術の革命的な要素によって実現可能になっています。 

 

The core purpose for people to join such an online community is to run a 

location-independent business online. Through Cryptocracy, users can establish 

a company in a short time frame, even in as little as 24 hours.  

このようなオンラインコミュニティに参加する人々の主な目的は、オンラインで場所にとらわれないビジネ

スを運営することに他なりません。Cryptocracy を通じて、ユーザーは 24 時間という短い時間で会

社を設立することができるようになります。 

 

The amount of paperwork, staffing, and need for physical presence and a 

physical mail system is not adequate for today’s highly technological, internet-

based, and mobile, globalized society. 

膨大な書類作成の量、スタッフの配置、物理的な実態と物理的な郵送システムの必要性は、今日

の高度かつ技術的なインターネットベース、そしてグローバルにモバイル化した社会には不十分なのです。 

 

Users of Cryptocracy will manage their fully digital companies online from 

anywhere globally, and they can open a digital account to access payment 



 

providers via the Bitcoin and Ethereum networks. These accounts will allow users 

to sign documents and contracts and also declare taxes online.  

Cryptocracyのユーザーは、世界のどこからでもオンラインで完全デジタル企業を管理し、Bitcoinや

Ethereum ネットワーク経由で支払いプロバイダーにアクセスするためのデジタルアカウントを開設するこ

とができます。このようなアカウントの存在により、ユーザーは文書や契約書に署名し、またオンラインで

税金申告ができるようになります。 

 

The goal of developing a platform for establishing these digitally-based 

companies is to drastically reduce the time and resources required to 

adequately set up and manage a modern company with a widely distributed 

and mobile organization.  

デジタルベースの企業を設立するためのプラットフォームを開発する目的は、広く分散したモバイル組織

を持つ現代企業に対して、適切に設立・管理するために必要な時間とリソースを劇的に削減する手

段を提供するためです。 

 

Such a system will be of enormous benefit to digital nomads who already 

consider themselves global citizens and digital natives but lack the infrastructure 

to achieve their goals efficiently. 

このようなシステムは、すでに自らを地球市民やデジタルネイティブと考えながらも、目標を効率的に達

成するためのインフラを持たないデジタルノマドの方々にとって、非常に有益なものとなるでしょう。 

 

As Cryptocracy scales, users will be able to use their digital citizenship to move 

smoothly through the often time-consuming and confusing immigration 

processes of various countries worldwide.  



 

Cryptocracy の規模が拡大すればするほど、ユーザーはデジタル市民権を利用して、世界各国の

時間がかかり混乱しがちな入国手続きをスムーズに進めることができるようになります。 

 

For example, a Cryptocracy member may one day use their digital passport to 

enjoy the fast-track to a one-year residency in any number of participating 

countries. These benefits may include an all-in-one virtual assistant for booking 

ride-hailing services, hotels and hostels, apartments, co-working spaces, and 

food delivery.  All of these tasks can be completed from our platform and 

confirmed by pressing a button or scanning from a mobile app containing an e-

wallet, potentially eliminating several trips to an ATM. 

例えば、Cryptocracy のメンバーは、デジタルパスポートを活用して、複数の参加国で 1 年間の滞

在権を早期に手に入れることができるようになります。このようなメリットは、配車サービス、ホテルやホス

テル、アパートメント、コワーキングスペース、フードデリバリーを予約するためのオールインワン仮想アシスタ

ントを含むことでさらに強固なものとなるでしょう。 上記のタスクは、すべて私たちのプラットフォームで完

結し、デジタルウォレットを含むモバイルアプリから簡単に確認できるため、ATM に何度も足を運ぶ必

要がなくなる可能性も想定できます。 

 

The Cryptocracy passport will provide citizens with more than a VIP pass into a 

list of countries. After all, getting through customs and handling the ensuing 

paperwork, long lines, and protocols are only the beginning of a digital nomad’s 

lifestyle challenges. We can create an extensive suite of benefits by partnering 

with various third-party service providers. These benefits may include time and 

money-saving tools for digital citizens. 

Cryptocracy パスポートは、ユーザーへ参加国に入るための VIP パス以上のものを提供します。実

際に税関を通過し、それに伴う書類作成、長蛇の列、プロトコルを処理する作業は、デジタルノマドの



 

ライフスタイルにおける課題の始まりに過ぎないのです。私たちは、さまざまなサードパーティサービスプロバ

イダーと提携することで、あらゆる特典を提供することができます。その中には、デジタルノマドのための

時間やお金を節約するツールも含まれます。 

 

Importantly, we are working with various third parties and government agencies 

to streamline tax reporting while our users romp worldwide. We believe tax 

reporting is a tricky business for digital nomads. There is a rapidly growing need 

to efficiently, seamlessly, and inexpensively address tax reporting for global 

citizens.  

重要なのは、あらゆる第三者組織および政府機関と協力し、ユーザーが世界中を放浪している間の

税務申告を合理化することです。私たちは、デジタルノマドワーカーにとって、税務申告は特に厄介な

問題点だと考えています。グローバル市民のための税務申告を効率的に、シームレスに、そして安価に

対処する必要性が急速に高まっているのです。 

 

Cryptocracy believes that with the right e-residency system, we will increase 

government agencies’ efficiencies while reducing the tax burden, fees, and 

occurrence of any compliance hiccups one may encounter while living and 

doing business as a digital nomad global citizen. 

Cryptocracy では、適切な電子レジデンシーシステムで政府機関の効率を高め、税負担、手数料、

デジタルノマドがグローバル市民として生活し、ビジネスをしている間に遭遇する可能性のあるコンプライ

アンスの手間を減らすことができると信じています。 

The Current Landscape for Digital Visas 

デジタルビザの現状 



 

Cryptocracy expands upon the existing concept of digital visas, demonstrating 

that facilitation can occur without the arbitration of government actors. 

Conversely, these visas can utilize the transparent and immutable nature of 

blockchain technology to scale these services more effectively as digital 

technologies mature. 

Cryptocracy は、デジタルビザの既存概念を拡張し、政府機関の仲介なしに円滑化ができることを

実証しています。逆に、このタイプのビザは、ブロックチェーン技術の透明かつ不変である性質を利用し

て、デジタル技術が成熟するにつれて、サービスのより効果的な拡張を期待できます。 

 

The presence of e-residency programs has exploded across the European 

continent. From Spain to Romania, many countries within and outsize of the 

Eurozone now allow resident aliens to procure digital nomad visas by meeting 

various stipulations. For example, Malta requires a minimum income to extend a 

freelancing visa while Estonia allows applications to do so remotely from 

anywhere in the world.  

電子レジデンシープログラムの存在は、実際ヨーロッパ大陸で爆発的に広がっています。スペインからルー

マニアまで、ユーロ圏内・圏外の多くの国で、様々な条件を満たすことで居住外国人がデジタルノマド

ビザを取得できる仕組みになっているのです。例えば、マルタではフリーランスビザの延長に最小限の収

入を要求し、エストニアでは世界のどこからでもリモートで申請できるようにしています。 

 

Currently this process is ad hoc and subjective to the specific jurisdiction. 

Cryptocracy leverages blockchain technology to evolve this process into an 

immutable and transparent facilitation of e-residency without the need for 

direct government arbitration. State actors only need to confirm the veracity of 

a protocol-issued NFT to discern the validity of a person’s e-residency status. This 



 

process unlocks boundless potential for unique residency configurations that 

maximize the mutual value between States and their residents.  

現在、このプロセスはアドホックで特定法域の主観に左右されます。Cryptocracy は、ブロックチェー

ン技術を活用し、このプロセスを、政府の直接的な仲裁を必要としない電子レジデンシーの不変かつ

透明な促進へと進化させます。国家機関は、プロトコルが発行した NFTの信憑性を確認するだけで、

その人の電子居住ステータスの妥当性を見分けることができるのです。このプロセスにより、国家と住民

の相互価値を最大化するユニークな居住形態が無限に広がる可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

Unpacking the Vast Potential of Digital Borderless Citizenship 

デジタルボーダーレス市民権が持つ莫大な可能性 

Cryptocracy is reimagining what global mobility and governance structures may 

look like in the coming decades. We will accomplish these goals using 

decentralized technologies and working with countries and institutions on 

policies that achieve common goals. 

Cryptocracy では、今後数十年のグローバルな移動と統治構造がどのようなものになるかを再考

察しています。私たちは、分散型技術を活用し、共通の目標を達成するための政策について国や機

関と協力しながら、これらの目標を達成する予定です。 



 

 

We envision several possible entities that may register as companies through 

Cryptocracy or form partnerships with the organization. These may include 

accounting firms, law offices, recruitment agencies, real estate services, 

relocation services, consulting companies, and other private-sector solutions to 

issues that people and companies going remote must face. Other possible 

Cryptocracy registrants may include governmental organizations, chambers of 

commerce, industry associations, and industrial parks. 

私たちは、Cryptocracy を通じて企業を登録したり、組織とパートナーシップを形成してりすることが

できるいくつかの可能なエンティティを想定しています。これには、会計事務所、法律事務所、人材紹

介会社、不動産サービス、移転サービス、コンサルティング会社、その他、遠隔地に行くユーザーや企業

が直面しなければならない問題に対する民間部門のソリューションが含まれる可能性があります。その

他にも、政府組織、商工会議所、業界団体、工業団地が Cryptocracy の登録者として含まれ

ることも考えられます。 

 

Some countries have already led the charge with fully digitizing their 

government services. In Estonia, citizens can register a company, perform online 

banking and declare taxes online. Other countries have followed suit, though 

most services are severely wanting when it comes to the user experience.  

また、すでに政府サービスの完全デジタル化を主導している国も存在しています。たとえばエストニアで

は、会社登記、オンラインバンキングの実行、税金申告をオンラインで完結できるようなシステムを作り

上げているのです。他国もエストニアのシステムに追随していますが、ほとんどのサービスはユーザーエクス

ペリエンスという点で大変物足りないのが事実としてあります。 

 

https://e-resident.gov.ee/
https://e-resident.gov.ee/


 

Through Cryptocracy, our DAO style governance will allow community-led 

initiatives that directly serve global citizens like digital nomads. Via our platform, 

we will score and evaluate current visa and residency options for location-

independent talent, providing governments a valuable benchmark for creating 

policies. 

Cryptocracy を通じて、私たちの DAO 形式のガバナンスは、デジタルノマドワーカーのようなグローバ

ル市民に直接サービスを提供するコミュニティ主導のイニシアチブを可能にします。独自プラットフォーム

を通じて、場所に依存しない人材向けの現在のビザと居住の選択肢をスコアで評価し、政府が政策

を作成するための貴重なベンチマークを提供します。 

 

Powered by blockchain technology, Cryptocracy can help eliminate corruption 

in government services. Governments today are inefficient systems, and they 

cause large numbers of individuals to seek workarounds which often fall into a 

grey area of a country’s laws. Digital nomads often resort to using these 

workarounds, relying on the enormous technological  industries that have 

emerged to navigate the lumbering bureaucracies of the various countries 

visited by a globe-trotter. 

ブロックチェーン技術を搭載した Cryptocracy は、政府サービスにおける汚職を排除するのにも役立

ちます。今日の政府は非効率的なシステム構造となっており、多くの場合、その国の法律のグレーゾー

ンに該当する回避策を模索する多数の個人を作り上げてしまっているのです。実際デジタルノマドは、

このような回避策に頼ることが多く、世界を旅する人が訪れる様々な国の官僚機構の抜け道を提供

するために出現した巨大な技術産業に依存しています。 

 

By streamlining lengthy processes through the Cryptocracy platform, we can 

increase the fairness, transparency, and efficiency of government systems. 



 

Cryptocracy will reduce the possibility of corruption while improving the mobility 

of much-needed talent and capital. 

Cryptocracy では、独自プラットフォームを通じて長いプロセスを合理化することで、政府システムの

公平性、透明性、効率性を高めます。必要とされる人材や資本の流動性を向上させながら、汚職の

可能性を減らすことができるのです。 

 

We have a long way to go, but it is the first step toward decentralizing authority 

by empowering voluntary participation and peer-to-peer agreements. 

まだまだ先の道のりが長いのは事実ですが、自発的な参加とピアツーピアの合意に力を与えることで、

権威を分散させるための第一歩となります。 

Building a Decentralized Digital Citizenship 

分散型デジタル市民権の構築 

The traditional citizenship model achieves privacy for citizens by limiting access 

to information to the parties involved and the trusted to any trusted third parties. 

The necessity to announce all transactions publicly precludes this method, but it 

is possible to maintain a deeper level of privacy by keeping citizens’ keys 

anonymous. 

従来の市民権モデルは、情報へのアクセスを当事者と信頼できる第三者に限定することで、市民のプ

ライバシーを実現しています。すべての取引を公に発表する必要があるため、この方法は使えませんが、

市民の秘密鍵を匿名にすることで、より深いプライバシーを維持することは可能です。 

 

We propose a system for digital residency that does not simply rely on putting 

trust in governments. We will start with a familiar framework of tokenized digital 



 

citizenry to provide users strong ownership and management over their data we 

can provide strong ownership and control over users’ data. 

そこで私たちは、単に政府への信頼に依存しないデジタルレジデンシーのシステムを提案します。ユーザ

ーに個人データに対する強力な所有権と管理権を提供できるよう、トークン化されたデジタル市民の身

近な枠組みから始める予定です。 

 

However, such a system is incomplete without a way to prevent fraud. To solve 

this, we will utilize a blockchain network to record the public history of that data, 

which quickly renders fraud computationally impracticable. 

しかし、このようなシステムは、不正を防止する方法なくして完結しません。この問題を解決するために、

私たちはブロックチェーンネットワークを活用して、そのデータの公開履歴を記録し、不正を迅速に実行

不可能にします。 

 

Cryptocracy will investigate privacy-preserving technologies that enable third 

parties sufficient proof of identity without revealing the true identity of our digital 

citizens to any third party. 

Cryptocracy では、デジタル市民の真の身元を第三者に明かすことなく、第三者が十分な身元証

明を行えるようなプライバシー保護技術を研究する予定です。 

We are exploring methods for moving some computations off-chain to increase 

transaction speeds and anonymity and plan to make the Cryptocracy digital 

passport NFTs as modular with other blockchains and relevant government 

institutions as possible. 

取引速度と匿名性を高めるために一部の計算をオフチェーンに移行する方法を模索しており、

Cryptocracy のデジタルパスポート NFT を他のブロックチェーンや関連する政府機関と可能な限りモ

ジュール化する計画です。 



 

Automated Wealth Distribution System 

富の自動分配システム 

The Blockchain Automated Reward Kickbacks (BARK) algorithm will incur a 2% 

fee on all transactions, proportionately distributed to all holders automatically as 

instant rewards.    

ブロックチェーン自動報酬キックバック（BARK）アルゴリズムは、すべての取引に 2％の手数料を発生

させ、比例してすべての保有者に即時報酬として自動的に分配されることになります。   

Eleemosynary Fund 

慈善ファンド 

Cryptocracy is an organization with a conscience. 1% of all transfer fees go to a 

designated beneficiary. The beneficiary can be a charity or any worthy cause 

for which the community feels passionate. 

Cryptocracy は、組織として善意の気持ちを忘れません。すべての送金手数料の 1％は、指定さ

れた受益者に送られます。受益者は慈善団体や、コミュニティが情熱を感じる価値ある理由であれば

どのようなものでも構いません。 

Governance and Multisig Protection 

ガバナンスとマルチシグの保護 

All future upgrades of the Cryptocracy protocol have three layers of protection 

to ensure full security of assets and community confidence in the project’s 

sustainability. The protection layers include a 24-hour timelock on contract 

interaction, gnosis safe multisig protection, and regular upgrades. 



 

Cryptocracy プロトコルの将来のアップグレードはすべて、資産の完全なセキュリティとプロジェクトの

持続可能性に対するコミュニティの信頼を確保するために、3 つのレイヤーで保護されています。保護レ

イヤーには、契約行為の 24 時間タイムロック、グノーシスの安全なマルチシグ保護、そして定期的なア

ップグレードが含まれます。 

Fully Trustless DAO Ecosystem 

完全に管理者が存在しない DAO エコシステム 

By using the DAO model,  which uses on-chain execution of off-chain votes 

using escalation-game-based oracle, contract administration is fully under 

community control for a 100% trustless DAO ecosystem.  

エスカレーションゲームベースのオラクルを用いたオフチェーン投票のオンチェーン実行を行う DAO モデル

を用いることで、契約管理は完全にコミュニティの管理下に置かれ、100%信頼できる DAO エコシス

テムを実現します。 

 

We believe strongly that our borderless digital country must be community-

governed and deeply decentralized. All activities in the Cryptocracy 

ecosystem, such as governance and monetary policies, will be transparent and 

fully public. 

私たちは、国境のないデジタル国家が、コミュニティによって統治され、深く分散化されていなければな

らないと強く信じています。ガバナンスや政策決定など、Cryptocracy エコシステムにおけるすべての

アクティビティは、透明で完全に公開されます。 

Neoteric Staking 



 

ネオテリックステーキング 

Staking in Cryptocracy, coming in October 2022 , will be the first of its kind. It will 

offer sophisticated staking constructs with auto-compounding and eventually 

will include the ability to stake NFTs. 

2022年 10月に登場する Cryptocracy のステーキングは、世界初の方式です。これは、自動配合

による高度なステーキング構成を提供し、最終的には NFT をステーキングする能力を含む予定となって

います。 

The Cryptocracy Online Community Hub 

Cryptocracy オンラインコミュニティハブ 

The Cryptocracy digital residency platform will host a community for digital 

nomad founders, advocates, and community builders. Community is an 

essential element of remote work. We take great inspiration from the digital 

nomad communities that have come before Cryptocracy, and we plan to go 

beyond with our digital passports and digital residency platform. 

Cryptocracy のデジタルレジデンシープラットフォームは、デジタルノマドの創設者、支持者、コミュニテ

ィビルダー向けのコミュニティをホストする予定です。コミュニティは、リモートワークの本質的な重要要素

であり、Cryptocracy の前に設立されたデジタルノマドコミュニティから大きなインスピレーションを受け、

デジタルパスポートおよびデジタルレジデンシープラットフォームで既存の枠組みを超える内容を計画して

います。 

 



 

Globalization and free trade have threaded the world together into a more 

coherent global society, and new technologies and organizations emerged that 

are now incompatible with the world that created them.  

グローバル化と自由貿易により、世界はより首尾一貫したグローバル社会へと糸でつながれ、新しいテ

クノロジーや組織が出現し、それらを生み出した世界とは相容れないものとなっています。 

 

Digital nomads represent a spin-off culture from these new developments. By 

banding together, we can create a digital country of global citizens that can 

resist the subversive technologies of the Nation-State while also working together 

with good actors to allow the constituents of our digital country to flourish.  

デジタルノマドは、こうした新しいトレンドのスピンオフとして発生した代表的な新しい文化です。私たち

は一致団結することで、国家に大きな変革を促す地球市民向けのデジタル国家を創り上げることが

できるのです。 

 

Importantly, our digital country will be an opt-in country, meaning there will be 

no coercion to join in and no barriers from departing. Elements of our economic 

engine, such as the Automated Wealth Distribution System, will allow for self-

regulation that incentivizes participation in governance and economic activities 

within Cryptocracy. We believe our global, digital society will define culture in 

the 21st century and be recognized as a formidable economic power. And we 

will achieve this goal in an open forum, serving our people first and foremost. 

重要なのは、このデジタル国家がオプトインの国であるという点です。つまり、参加することを強制される

ことも、脱退することを阻まれることも一切ありません。富の自動分配システムなどの経済エンジンの要

素は、Cryptocracy 内の統治と経済活動への参加を奨励する自己規制を可能にします。私たち

は、グローバルなデジタル社会が 21 世紀の文化を定義し、ひとつの経済大国として認識されるように



 

なると信じています。そして、私たちはこの目標をオープンフォーラムで達成し、何よりもまず私たちの「国

民の皆様」に奉仕していく所存です。 

The Rise of Digital Nomadism and Remote Work 

デジタルノマドとリモートワークの台頭 

In 2020, the COVID-19 pandemic and subsequent lockdowns created a “seismic 

shift” toward remote work globally. As of today, nearly half of all American 

workers work full-time from their homes. Despite travel restrictions, the number of 

digital nomads in the U.S. increased nearly 50% from 2019.  

2020 年に世界を襲った新型コロナウイルスの大流行およびロックダウンにより、世界的にリモートワーク

への「半強制的な移行」が起こりました。今日現在、アメリカの全労働者の約半数が自宅からフルタ

イムで働いています。また、渡航制限があるにもかかわらず、米国内のデジタルノマドの数は 2019 年

から 50％近く増加しているのが事実です。 

 

A misperception of digital nomads is that they are mostly young backpackers 

who want to teach English or run a drop-shipping business from a beach in Bali. 

However, the numbers tell a more diverse story. Digital nomads cover a wide 

array of professions, including information technology, education and training, 

consulting, coaching, research, sales, marketing, and various creative services 

such as copywriting. 

デジタルノマドについて誤解されているのは、世界で英語を教えたり、バリのビーチからドロップシッピング

ビジネスをしたりしている若いバックパッカーがほとんどだと思われているところにあります。しかし、デジタ

https://s29814.pcdn.co/wp-content/uploads/2020/10/MBO-Digital-Nomad-Report-2020-Revised.pdf
https://s29814.pcdn.co/wp-content/uploads/2020/10/MBO-Digital-Nomad-Report-2020-Revised.pdf


 

ルノマドは、情報技術、教育、トレーニング、コンサルティング、コーチング、リサーチ、セールス、マーケティ

ング、コピーライティングなどの様々なクリエイティブサービスなど、幅広い職種に及んでいるのです。 

 

In the past 2 years, the number of independent workers classsified as digital 

nomads even surpassed that of traditional job holders, with the demographic of 

digital nomads shifting toward Millenials and Gen-Z. The data suggests digital 

nomadism is far from a fad — It is a generational shift. 

過去 2 年間で、デジタルノマドとして分類される独立労働者の数は、従来型の仕事を持つ人の数を

も上回り、デジタルノマドの層はミレニアル世代と Z 世代にシフトしています。このデータから見ても、デジ

タルノマドは短期的な流行とは程遠く、世代交代が進んでいることがわかります。 

 

Structural changes to the way we live and work are likely not going away, and 

there is a dire need for a more streamlined path to global citizenship, such as an 

e-residency registry.  

私たちの生活や仕事の仕方における構造的な変化は今後も続くと思われ、電子居住登録のような

グローバル市民権へのより合理的な解決策が切実に求められているのです。 

 

Such a digital registry would make it easier for government agencies and global 

citizens to navigate social credit systems, engage in global banking, avoid 

double-taxation, and apply for and receive government aid and vaccine 

passports. 

このようなデジタルレジストリがあれば、政府機関やグローバル市民は、社会信用システムの利用、グロ

ーバルバンキングの利用、二重課税の回避、政府援助やワクチンパスポートの申請と受領が容易にな

ります。 

 



 

In addition, digital nomads reportedly have strong technical skills and are highly 

educated, in addition to a broader perspective of the world when compared to 

their office cubicle counterparts.  

加えて、デジタルノマドは高い技術力と高学歴を持っている場合が多く、オフィスワーカーと比較してより

広い視野で世界を見ることができると言われています。 

 

Simultaneously, the trend among digital nomads is shifting towards more close-

to-home travel and spending more time in a single region than in previous years.  

This, we believe, will be more beneficial for local economies. Longer-term stays 

suggest partnerships with companies like Airbnb that may benefit the scaling of 

Cryptocracy in the future. 

同時に、デジタルノマドのトレンドは、以前より近場への移動やひとつの地域でより多くの時間を過ごす

傾向にシフトしています。これは、地域経済にとってより有益なことであると私たちは考えており、長期

滞在は、将来的に Cryptocracy の拡大に利益をもたらす可能性がある Airbnb のような企業と

のパートナーシップが計画されています。 

 

Rapid advancements in telecommuting technology and widespread high-

speed internet have allowed for a location-independent lifestyle for a large 

portion of the population. These digital nomads often enjoy travel and 

exploration while working, injecting part of their earnings into the local 

economy.  

在宅勤務に関するテクノロジーの急速な進歩と高速インターネットの普及により、人口の大部分は、

場所にとらわれないライフスタイルを実現しています。このようなデジタルノマドワーカーは、働きながら旅

行や移動を楽しみ、その収益の一部を地域経済に還元しているのです。 

 



 

Today there are over 35 million digital nomads globally (a population equivalent 

to that of Canada), with a collective annual spending power of $787 billion 

USdollars. If they formed a country, it would be considered one of the top 50 

most prosperous globally. 

現在、世界には 3,500 万人以上のデジタルノマドが存在し（カナダの人口と同等水準）、彼らの年

間消費額は 7,870 億ドルにのぼります。もし、彼らが国を作るとしたら、世界先進国の上位 50 位以

内に入るほどの経済規模になります。 

 

Therefore, we believe governments would be unwise to ignore or disincentivize 

digital nomads from easily entering and working within their borders, as these 

mobile workers can help fill gaps in the workforce and promote knowledge 

exchange and contribute significantly to the country’s economy. 

そうした背景を加味しても、政府はデジタルノマドが特定の国で働けないようにしたり、阻害したりする

のは賢明ではありません。ノマドワーカーは、労働力不足を補い、知識交流を促進し、その国の経済に

大きく貢献することができる存在なのです。 

 

Many countries that depend on tourism have already begun to update their 

travel policies to attract borderless workers. Cryptocracy is exploring partnerships 

with some of these countries to build one of the most sought-after digital 

passports on Earth.  

国の経済を観光に依存する多くの国は、すでにボーダーレスの労働者を惹きつけるための旅行政策の

更新に着手しています。Cryptocracy は、地球上で切望されているデジタルパスポートのひとつを構

築するために、このような国々とのパートナーシップを模索しています。 

We envision a streamlined multinational immigration process with both real-

world and digital perks. Each Cryptocracy passport will include deals such as 

income tax breaks, subsidized housing, and free multiple-entry to several host 

https://abrotherabroad.com/digital-nomad-statistics/
https://abrotherabroad.com/digital-nomad-statistics/
https://www.investopedia.com/countries-offering-digital-nomad-visas-5190861
https://www.investopedia.com/countries-offering-digital-nomad-visas-5190861


 

countries. To a digital nomad freelancer, such a passport would be a desirable 

alternative to modern workers’ benefits, a suite of perks they often miss due to 

the nature of their work and employment. 

私たちは、現実世界とデジタルメリットの両方を持つ合理化された多国籍の入管プロセスを想定して

います。各 Cryptocracy のパスポートには、所得税減税、補助金付き住宅、複数のホスト国への

無料マルチエントリーなどの特典が含まれます。デジタルノマドのフリーランサーにとって、こうしたパスポー

トは、現代の労働者の福利厚生に代わるものであり、仕事や雇用の性質上、見逃しがちな特典を

集約させています。 

 

Connected by their passion for adventure and desire for a more flexible work-

life, digital nomads are creating informal online communities and local enclaves 

centered around co-working and co-living spaces.  

旅への情熱とより柔軟なワークライフへの願望でつながったデジタルノマドは、コワーキングやコリビングス

ペースを中心とした非公的なオンラインコミュニティやローカル居留地を作り出しています。 

 

Much of what encompasses global citizenship today is unofficial, messy, 

constantly changing, and severely lacking key infrastructure. Cryptocracy aims 

to improve upon that infrastructure to push for a more digital-nomad friendly 

world. 

今日のグローバル市民権の多くは、非公的でわかりにくく常に変化し、主要なインフラ機能を著しく欠

いています。Cryptocracy は問題となっているインフラを改善し、よりデジタルノマドにフレンドリーな世

界を目指しています。 

デジタルノマドとメタバース 



 

Digital worlds, more often referred to collectively as the “Metaverse,” contain 

near-limitless territory for social and entrepreneurial expansion. 

デジタル世界は、「メタバース」と総称されることもあり、社会的・起業的拡大のための無限に近い領

域を含んでいます。 

 

While these digital worlds will contain what resemble organizations,  like 

companies and clubs, and indeed fully-fledged nations with robust property 

rights, we believe the Metaverse will supersede physical territories as defined by 

global superpowers and nation-states. 

このようなデジタルワールドには、会社やクラブといった組織のようなものから、強固な財産権を持つ本

格的な国家まで存在しますが、メタバースは世界の超大国や国民国家が定義する物理的な領土に

取って代わると私たちは考えています。 

As for digital nomads, who tend to work from places with relatively low cost of 

living (geoarbitrage), we imagine a progressively expanding overlap with the 

Metaverse and remote work.  

また、生活コストが比較的低い場所で仕事をするデジタルノマド（geoarbitrage）については、メ

タバースとリモートワークの重なりが徐々に拡大するものと考えられます。 

 

The Metaverse will require an enormous amount of effort from people worldwide 

to reach its true potential. Metaverse-native play-to-earn gaming has already 

lifted thousands of people out of poverty in places such as the Philippines.  

メタバースを実現するためには、世界中の人々の多大な努力が必要となります。メタバースを利用した

Play-to-earn 形式のゲームにより、フィリピンなどでは既に数千人の人々が貧困から脱出しています。 

 

https://www.researchgate.net/publication/303093732_Geographical_aspects_of_geo-arbitrage_work_in_Canada_and_live_in_countries_with_low_cost_of_living
https://www.researchgate.net/publication/303093732_Geographical_aspects_of_geo-arbitrage_work_in_Canada_and_live_in_countries_with_low_cost_of_living


 

We expect these industry subsectors only to grow, and the digital-first values of 

these communities and the nature of the companies and organizations 

sprouting out of them will be highly receptive to digital nomads. 

デジタルファーストの価値観を持つコミュニティと、そこから生まれる企業や組織は、デジタルノマドワーカ

ーを大いに受け入れることは間違いありません 

Concluding Remarks 

おわりに 

Thanks to modern technologies and the enthusiasm of several governments, we 

believe that Cryptocracy will succeed in realizing its vision of developing the 

world’s best digital, borderless passport with its registry of e-residency programs.  

現代のテクノロジーと複数の政府の熱意により、Cryptocracy は、電子レジデンシープログラムのレジ

ストリにより、世界最高のデジタルかつボーダーレスなパスポートを開発するというビジョンの実現に成功

すると信じています。 

 

Activist and author Lauren Razavi, a passionate advocate for global citizens’ 

rights and the future of borderless work, couldn’t have said it better: 

地球市民の権利とボーダーレスワークの未来を熱く語る活動家兼作家のローレン・ラザヴィ氏は、以下

のように素晴らしい言葉を残しています： 

 

“Now people have experienced the benefits of remote work. It won’t be easy to 

get them back to the office — as we can already see with companies 

competing on work-from-anywhere policies and ‘The Great Resignation.’ Rather 

https://thenextweb.com/news/community-digital-nomads-wants-internet-country-digital-citizens
https://thenextweb.com/news/community-digital-nomads-wants-internet-country-digital-citizens


 

than a trend that can rise and fall, remote work is a permanent shift in the global 

economy, so I don’t see it going anywhere.” 

「今、人々はリモートワークのメリットを存分に体験しています。すでに、「リモートワーク可」の方針や「大

量自主退職」などで競い合っている企業があるように、労働者をオフィスに戻すのは簡単ではありませ

ん。リモートワークは浮き沈みのある一時的なトレンドではなく、世界経済における恒久的なシフトであ

り、消えることはないだろうと考えています」 

 

With trends shifting in our favor, the time is ripe to lay the foundation for 

institutions aligned with the modern, digital age. We welcome you to the future 

of work, residency, travel, and citizenship. Welcome to Cryptocracy, the internet 

country. 

世界のトレンドが追い風となっている今、現代のデジタル時代に沿った制度の基礎を築く機は熟してい

るのです。私たちは、仕事、居住、旅行、そして市民権の未来へ皆様を歓迎します。インターネットの

国、Cryptocracyへようこそ。 


