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序文 
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現在、パブリックブロックチェーンおよびパーミッション型ブロックチェーンは現在、消費者間（C2C）お

よび企業間（B2B）データ交換に広く利用されています。パブリックブロックチェーンでは、長年にわたっ

て相互運用機能の開発が行われてきました。これには、たとえば、クロスチェーン、サイドチェーン、プロ

キシトークンなどがあります。しかし、エンタープライズグレードのパーミッション型ブロックチェーン間

での相互運用の実現には、さらに大きな課題と同時に、はるかに大きな機会が存在します。まだ進化の途上

ではありますが、単一の権限の下で構築された貿易金融プラットフォームなど、いくつかのソリューション

は期待された成果をもたらしてはいません。なぜなら貿易とサプライチェーンは、本質的にグローバルなも

のだからです。さまざまな国の異なる貿易金融プラットフォームが、相互に運用できるようになる時こそ、

その価値が生まれます。また同様に、トレーサビリティネットワークは、製造業、物流、卸売、小売などの

業種間のデータ交換が成立しない限り、役には立ちません。皆さんの持たれている印象とは違い、この課題

は技術だけがネックなのではありません。エコシステムのステークホルダー同士の協力を促すようなガバナ

ンス、データ所有権、および商業ビジネスモデルの問題でもあります。 

2020 年のコロナウイルスのパンデミックでは、サプライチェーンシステムはその弱点を露呈しました。公共

部門であれ民間部門であれ、世界中の組織の対応能力の差が明らかになりました。結果的に、貿易チャネル

を通じて、信頼に足る、検証可能で、効率的な方法で、医療品や消耗品などの輸送監視、追跡、認証、融

資、清算を行うために必要となる協調がなされていないことが明らかになりました。今回のような世界的な

出来事によって、新型コロナウイルス後の世界における、互いに接続され、運用可能なサプライチェーンの

必要性が浮き彫りになりました。皆さんのもたれている印象とは違い、この課題は技術だけがネックなので

はありません。エコシステムのステークホルダー同士の協力を促すようなガバナンス、データ所有権、およ

び商業ビジネスモデルの問題でもあります。 

相互運用性とは、コンピュータシステムが、情報を交換し、利用する能力です。その能力はシステム間の

「協調」を意味します。ここでの「協調」とは、本来のデータの状態と一意性を維持しながら、ふたつ以上

のシステム間で、情報または資産を移転する機能を意味します。ブロックチェーンが本来的に持つ分散的な

性質のため、通常であれば単純なこの概念が、非常に複雑なものとなります。またブロックチェーンプラッ

トフォームの「相互運用」とは、「異なるブロックチェーンプラットフォームに属する参加者または資産を

伴う取引が、あたかも同じブロックチェーンプラットフォームに属しているかのように実行できること」を

意味します。相互運用が成功すれば、ユーザーは自身のプラットフォーム内だけでなく、プラットフォーム

を超えて、「私とあなたは同じものを見ている」ことが確信できるでしょう。 

世界経済フォーラムのさまざまなイベントや会議で、

ブロックチェーンの相互運用性が、議論の的として浮

上しました。下記が典型的な論点です。 

– ブロックチェーンは相互に会話が可能でしょう

か？ 

– 業界は、複数のブロックチェーンすべてを統括可

能な単一のグローバルブロックチェーンに到達で

きるでしょうか？ 

– どのブロックチェーンプラットフォームを、私た

ちは選んだら良いのでしょうか？ 

– なぜ現在の通信プロトコルを単純に、API に改良

させるだけでは不十分なのでしょうか？ 

 
相互運用により、ユーザーは自身のプラ

ットフォーム内だけでなく、プラットフ

ォームを超えて、「私とあなたは同じも

のを見ている」ことが確信できるでしょ

う。 

 

一連のシリーズ 1の中で、この白書は、展開時の重要な成功要因のひとつである相互運用性について検討して

います。 

この白書は、相互運用性、整合性、包括性 2の実現に向け、サプライチェーンにおける分散台帳技術の展開を

具体化するためのツールキットの共創に焦点を当てた、より広範なプロジェクトの一部であり、シリーズの

7 番目にあたります。また、この白書では、相互運用性の検討にも関係するため、ブロックチェーンと分散

型台帳技術の重要な概念を、簡単にですが説明しています。 
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エグゼクティブ・サマリー 

この白書の第 1節では、読者にブロックチェーンの相互運用性に

ついて説明します。ブロックチェーンソリューションは既存の

小規模なエコシステムを中心に形成されています。グローバル

貿易サプライチェーンは複数のエコシステムを横断していま

す。しかし、現在はまだ単一のプラットフォームに収斂する適

切な時期ではありません。この原因はたとえば、商業上の機

密、採用すべき技術に対する異なる見解、ガバナンスに関する

異なる考え、さらにはまだ開発途上であるというブロックチェ

ーンの性質などが原因であり、結局のところ、これらが相互運

用性を重要なものとしています。 

次に第 2節では、読者がブロックチェーンプラットフォーム間の

互換性を分析する際に、相互接続性の要件の考え方を構造化す

るための、ブロックチェーンの相互運用性に関する三層のレイ

ヤー（ビジネスモデル、プラットフォーム、インフラストラク

チャ）について説明します。 

さらに第 3節では、相互運用を実現するための三種類のアプロー

チを概説し、進めるにおいて必要となるものの概念的な理解を

進めます。 

その後第 4節では、ブロックチェーンの相互運用に向けた適切な

アプローチを選択する枠組みを紹介しています。ここでは前節

で紹介したツールを組み合わせ、コンソーシアムの背景と、対

象となるプラットフォーム間の互換性のレベルに応じたアプロ

ーチの選び方を案内しています。 

第 5節では、相互運用ソリューションの現在の状況と、それらが

ごく一般的なブロックチェーンプラットフォームに対して、ど

の程度接続が可能かについて説明しています。 

また第 6節では、ふたつの実例を紹介し、さらに詳しい情報を得

るべき箇所についてのアイデアを読者に提供しています。また

ブロックチェーンの相互運用に向けたアプローチを選択する際

に、この白書に記載されているツールを、どのように適用でき

るかを説明しています。 

最後の第 7節では、第 2節の相互運用性レイヤーに従って構造化

された、幾つかの重要な質問をリスト化しています。読者に対

し、どこから手を付けたら良いのか、またどのようにして相互

運用に向けた要件を蓄積して行けば良いのかを案内していま

す。 

この白書は単独で読むこともできますが、ブロックチェーンの

概念と機能については、このシリーズの世界経済フォーラムで

の最初の白書で取り上げています。詳細については、「サプラ
イチェーンのためのブロックチェーンの包摂的展開：第 1部 導
入」（2019年 4月）を参照してください。3この話題の性質によ

り、ある程度の技術的素養が必要となります。 

この白書では、ブロックチェーンスペース内に存在する（特に

パブリックチェーンとプライベートチェーン間の大きな違いに

関連する）多数の技術レイヤー、複雑性、仮説、例外について

は、その存在と重要性を認識しているものの、検討を加えてい

ません。 
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1. ブロックチェーンの相互運用：その背景と定義 

背景 

ブロックチェーン技術は素晴らしい成果をもたらすでしょう。

しかし、この技術はまだエンタープライズレベルに達していな

いため、私たちがその恩恵を広く受けるには、多くの課題が残

っています。さらに、サプライチェーンにおける既存のソリュ

ーションの多くは、ブロックチェーンを比較的単純な用途に使

用しています。他方サプライチェーン内および周辺には多くの

可能性があることも認識しています。なぜならブロックチェー

ンは金融、食品安全、保険、その他の複数の業界に関連してい

るからです。 

業界アナリストは、少なくとも数種類のブロックチェーンプラ

ットフォームが市場に存在し、その上にアプリケーションのエ

コシステム全体が繁栄する可能性があると考えています。現在

はまだ単一のプラットフォームに収斂する適切な時期ではあり

ません。この原因はたとえば、商業上の機密、技術の選択に対

する見解の相違、ガバナンスに関する異なる考え方、さらには

まだ開発途上であるというブロックチェーンの性質などが原因

として挙げられます。 

その結果、さまざまなサプライチェーンのステークホルダーが

既存の設計にロックインされないことを保証するため、「ブロ

ックチェーン間通信」、「ブロックチェーンのインターネッ

ト」、および「ブロックチェーンのブロックチェーン」（例：

ブロックチェーンの相互運用）が注目の話題となっています。

要するに、このことは、ユーザーが自身のプラットフォーム内

だけでなく、プラットフォームを超えて、「私とあなたは同じ

ものを見ている」ことを信頼できるようにする、相互運用の課

題解決の必要性を示しています。 

 
ブロックチェーン技術において次の飛躍を遂げるために

は、何よりもチェーン間の相互運用性とデータの整合性

を確保する必要があります。 

 
ビットカンナ社 CEO、ヤン・シーレ氏 

サプライチェーン内および周辺の複数のエコシステムが、それ

ぞれ競合するブロックチェーンベースのソリューションを開発

している状況においては、ソリューション間または基盤となる

ブロックチェーンプラットフォーム間の相互運用性が保証され

ない限り、共有台帳とトークン化の潜在的なメリットは本質的

に薄れてしまう恐れがあります。 

この白書では、ブロックチェーン間の相互運用性、および「通

常のアプリケーション」とブロックチェーンとの間の相互運用

性を実現するための課題について説明しています。前者は後者

よりも困難な課題であるため、この白書では、ブロックチェー

ン間の相互運用性を中心に置いています。上記の課題を明らか

にするため、この白書は技術的性質を持ちます。しかし、相互

運用性に関する技術的要件だけでなく非技術的要件も浮き彫り

にしようとしています。 

 

相互運用の実現方法の検討について、ベンダーやユーザーにも

っと真剣になってもらうためには何が必要でしょうか？ 

すべてのコンソーシアムは、対象とするユースケースに対し

て、最適なものを設計し、実装します。それこそが課題です。

その目的に比べれば、相互運用に向けた努力に対して、余り真

剣になれないのは致し方ないでしょう。本質的に私たちは、長

期的な取り組みよりも短期的な動機を優先します。他の補足的

なプラットフォーム上の新規または既存のユースケースと連携

して動作するものよりも、ユースケースを証明するものを構築

する方を優先します。 

 

技術的背景を持たない読者でも、この白書から下記を理解して

いただければ充分です。(1)ブロックチェーンの相互運用が現在

可能であること、(2)たとえば技術要件に依存するように、相互

運用性はガバナンス、法的およびデータ標準にも依存するこ

と、(3)分散化において妥協が可能であれば、達成が最も簡単に

なること、そして(4)この分野の技術開発は画期的なスピードで

継続されていること。 

相互運用性の定義 

相互運用性とは、下記のふたつで簡単に言い表すことができま

す。(A)コンピュータシステムが、情報を交換し、利用する能

力、および(B)資産の状態と一意性を維持しながら、ふたつ以上

のシステム間で資産を移転する能力です。以前ならば後者は、

もっとシンプルに考えることが出来ました。しかしブロックチ

ェーンと言う新たな枠組みにより、複雑な課題となっていま

す。理想的には、ブロックチェーンの相互運用性により、(1)デ

ータのコピーを送信せずに情報を共有できるようにし、(2)取引

の順序付けとデータへのアクセス性、および共通ルールの体系

化とその遵守に対して公平性を提供する必要があります。 
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図 1：現在のブロックチェーンソリューションは、既存の小規模なエコシステムを中心に形成されています… 

 
図 2：…しかし実際には、グローバル貿易サプライチェーンは複数のエコシステムを横断しています 
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二種類の相互運用性 

ブロックチェーン間の相互運用に求められる機能には、通常の

非分散型システムの相互運用を超える、デジタル資産交換と任

意データ交換の二種類があります。ほとんどのサプライチェー

ンのユースケースでは、任意データ交換が必要になります。 

デジタル資産交換： 

デジタル資産交換とは、簡単に言えば、信頼できる仲介者

（例：中央集権型取引所）なしで、暗号資産などの異なるブロ

ックチェーン由来の資産を転送および交換する機能です（例：

交換所）。技術的な観点から見るとこの機能は、比較的単純な

プログラミング機能を持つブロックチェーン上に構築が可能で

す。双方のユーザーが自身の役割を果たしさえすれば、アトミ

ックスワップまたは移転を可能とするアクションのための公的

に検証可能な署名を容易に生成することができるためです。 

 

 

その一例は、Ethereum 分散アプリケーション（dApps）内で使

用可能なビットコインの生成です（図 3 を参照）。 

 

アトミックスワップはスマートコントラクトであり、第三者の

関与なしに、デジタル資産をオンチェーンまたはオフチェーン

で円滑にかつ安全に交換できます。 

 

図 3：デジタル資産交換の概念図、Ethereum 上の dApp を介してビットコインが使用される 

 
  

荷送人 Ethereum dApp内のビッ

トコイン 

荷受人 

図 4：API とはサーバーへのアクセスポイントを管理するコードの一部です。また開発者がデータベース、ライブラリ、ソフトウェ

アツール、またはプログラミング言語と対話する際に、従う必要のあるルールを管理するコードでもあります。 

ウェブ app 

要求 

応答 

インターネット API ウェブサーバー データベース 

（ブロックチェーン） 
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任意データ交換： 

簡単に言えば、任意データ交換とは、他のブロックチェーンプ

ラットフォームに影響を与えるブロックチェーンプラットフォ

ームに対し、何かを実行する能力です。必ずしも価値を有する

ものだけを、追跡する必要はありません。イベントを追跡する

場合もあります。技術的な観点から見ていきましょう。これは

ブロックチェーン間のアプリケーションプログラミングインタ

ーフェイス（API）コールを作成することを意味します。その結

果、あるブロックチェーンプラットフォーム上のスマートコン

トラクトコードを使用して、別のブロックチェーンプラットフ

ォーム上でのイベントに関する合意形成のファイナリティを直

接検証できることになります。 

この機能により、あるブロックチェーンプラットフォーム上の

使用データにより、別のプラットフォーム上の状態変化に影響

を与えることができます。また、他のチェーンに依存する資産

のチェーン上に合成バージョンを作成し、トレードスペースの

別の部分を占めるステートマシン上でその資産を使用可能にす

ることもできます。 

ほとんどのブロックチェーンは他者による検証可能な署名を生

成できないパッシブなシステムであるため、任意データ交換

は、実現が難しい相互運用のひとつです。しかし任意データ交

換によって可能になるユースケースは、デジタル資産交換によ

って可能になるものよりも高度になりえます。 

 

 

任意データ交換の一例は、Ethereum 上の荷送人による船荷証券

（BoL）の所有権を、Hyperledger 上の荷受人に移転することで

す。船荷証券とは、一種の権利書面です。現在船荷証券は一般

的に海上輸送業者から荷送人／売主に対して、コンテナの受領

の証拠として発行され、たとえば、荷送人、荷受人、着荷通知

先、航海、船名、コンテナ ID、商品記述、取引条件、署名、ス

タンプ、および船荷証券番号といったデータを含んでいます。

通常この書類は、買主からその船積み分に関する支払いを受け

取るまで、荷送人／売主によって保管されます。この書類は、

たとえばその船積み経路に変更があった場合、着荷通知先が変

更された場合、買主が変更された場合、および荷受人の更新が

必要な場合など、複数回変更される可能性があります。さらに

銀行は通常、貿易金融に関連する貸付担保として、この書類の

控えを保管します。 

図 5：任意のデータである船荷証券（BoL）の所有権を、Ethereum上の荷送人から、Hyperledger上の荷受人に移転する方法の概念図 

 
  

荷送人 
イーサリアムに対し、船荷証券が有効である旨の検証 

ハイパーレッジャ上の船荷証券 

荷受人 
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2. ブロックチェーン相互運用モデル：三層のレイヤーによる分類 

ブロックチェーンソリューションを構築したい意思決定者にと

って、最大の関心事は相互運用性です。組織にとって、将来自

社と外部との協調を制限する可能性のあるブロックチェーンプ

ラットフォームを使用することは、望ましくありません。組織

は必要に応じて、企業規模や拡張されたエコシステムの両方で

成長可能なスケーラブルなソリューションを構築したいと考え

ています。また多くの組織は、変更や異なるソリューションへ

の変更や接続に柔軟に対応したいと考えています。一方で、既

存システムを、どのようにしてブロックチェーンプラットフォ

ームと相互運用するかということに夢中になっている組織もあ

ります。ここで言う相互運用とは、典型的にはブロックチェー

ンソリューションへのデータ送信や、そこからのデータの活用

を意味しています。次節以降では既存システムとブロックチェ

ーンプラットフォームの相互運用性についても触れています

が、本節では主にブロックチェーン間の相互運用性に焦点を当

てています。 

下記のブロックチェーンソリューションの相互運用性モデル

は、ソリューションが構成される土台となるブロックチェーン

プラットフォームも含めた、ブロックチェーンソリューション

全体についての課題に対処する三層のレイヤーで構成されてい

ます。これは一般的なブロックチェーンアーキテクチャに対応

しています 4,5。また組織が、(1)相互運用性の要件を明確にす

る。(2)ブロックチェーンソリューションがデータを交換および

利用できるようにする。(3)相互運用に向けて、三種類のアプロ

ーチの内のひとつを選択するための取り組みを構成することを

目的としています。 

 

図 6：ビジネス、プラットフォーム、インフラストラクチャの三

層に課題を分解するブロックチェーンの相互運用フレームワー

ク 

 

レイヤー 観点 

ビジネスモデル 

ガバナンスモデル 

データ標準化 

商用モデル 

法的枠組み 

プラットフォーム 

合意形成メカニズム 

スマートコントラクト 

認証および承認 

インフラストラクチャ 

ハイブリッドクラウド 

マネージド型ブロックチェーン 

独自の構成要素 

 
 

三層のレイヤーのすべてについて、信頼に関して全体的な問い

を提起する必要があります。つまり、ブロックチェーンプラッ

トフォーム Aの参加者は、ブロックチェーンプラットフォーム A

の仕組みを基本的に信頼していますか？答えが「はい」であれ

ば、相互運用性はその対象ソリューションの将来を保証するの

に役立ちます。しかし答えが「いいえ」であれば、相互運用性

は破壊的な力になり、参加者がブロックチェーンプラットフォ

ームに参加しようとする意欲を損なう可能性があります。 

 

注意すべきは、相互運用性とは個々の判断ではなく、少

なくとも二つの当事者、おそらくそれ以上の当事者によ

る判断によるものであることです。 

 
トラストワーク社、シニアブロックチェーンアドバイザー、ヘンリック・ジェンセン氏 

 

ビジネスモデル層 

ふたつのエコシステムが相互にデータを交換する場合、これら

ふたつのエコシステムの背後にあるガバナンスモデルは、明確

に定義された法的枠組みおよび商業的取り決めと共に、相互に

類似しているべきです。技術的な実現可能性だけでは相互運用

性を実現できません。 

– ガバナンス：参加者の信頼性を確保するために、慎重にガ

バナンスモデルを設計し、さまざまなブロックチェーンエ

コシステム間で合意する必要があります。たとえば、本人

確認（KYC）ネットワーク内の銀行がブラックリストに載

っているメーカーの口座を開設した場合、次の銀行は最初

の銀行を信頼し、そのブラックリストに載っているメーカ

ーに融資します。この種の状況を潜在的に回避するには、

ブロックチェーンプラットフォームに対し非常に厳しいオ

ンボーディングプロセスを実施する必要があります。これ

により資格のある金融機関のみが、プラットフォームに対

する本人確認情報の提供が可能となります。なぜならこれ

らの機関は本質的に、エコシステム全体に代わって本人確

認を実施しているからです。 
 

 

コンテナ輸送はゲームチェンジが進んでいます。デジタ

ル化、規制の複雑さ、サイバーセキュリティ、環境への

影響など。顧客はより良いユーザーエクスペリエンスを

求めています。競争力を維持するには、これらの課題に

真正面から取り組み、進化する必要があります。自社だ

けで業界を前進させることはできません。新たな要求に

応えるために効率と俊敏性を高めるには、協調が鍵とな

ります。今日、断片化したシステムが私たちの進歩を阻

んでいます。シームレスで、エンドツーエンドの情報交

換の基盤がなければ、これらの課題は解決されません。

デジタルコンテナ輸送協会（DCSA）では、共通技術基盤

の標準を確立しようとしています。［中略］デジタル化

と標準化を通じて、コンテナ輸送業界の相互運用性の実

現に向けた下地を作っています。 

 
トーマス・バゲ氏、デジタルコンテナ輸送協会、CEO 
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図 7：ビジネスモデルの相互運用性を推進するための標準作成に重点を置いている主要組織の概要 

 

BIA 

ブロックチェーン産業アライアンス（BIA）は、ブロックチェーンまたがりの取引および相互接続性の促進を目指し

ています。このアライアンスの目的は、ブロックチェーンを繋ぐための世界的に認められた標準を作成し、イノベ

ーションを結集することです。6 

BiTA 
輸送アライアンスブロックチェーン（BiTA）は、輸送／物流／サプライチェーンの参加者がブロックチェーンアプ

リケーションを構築できる共通の枠組みとその標準の開発と採用を目指しています。7 

BRIBA 
一帯一路（BRI）は、一帯一路ブロックチェーンアライアンス（BRIBA）を設立し、ブロックチェーン技術を活用し

た BRIの開発を促進しています。8 

BSI 
技術規格を作成するイギリスの国家規格機関である英国規格協会（BSI）は、サプライチェーンのためのブロックチ

ェーンの規格化に取り組んでいます。9 

CESI 

中国電子技術標準化研究所（CESI）は、電子情報技術の分野での標準化、適合性評価、および測定活動に取り組ん

でいます。過去 2～3 年の間に、CESI は、スマートコントラクト、プライバシー、預金に関する三種類のブロック

チェーン標準を導入して、同国内のブロックチェーン産業の発展をこれまで以上に適切に導くという構想を打ち出

しました。10 

DCSA 
デジタルコンテナ輸送協会（DCSA）では、デジタル化と標準化を通じて、コンテナ輸送業界の相互運用性の実現に

向けた下地を作っています。11 

EBP 
欧州ブロックチェーンパートナーシップ（EBP）は、国境を越えたデジタル公共サービスの提供を支援する「欧州

ブロックチェーンサービスインフラストラクチャ（EBSI）」の設立に向けた各国の協力を推進しています。12 

EEA 
エンタープライズ Ethereum アライアンス（EEA）は、メンバー主導の標準化団体であり、その憲章では世界中の企

業や消費者の調和と相互運用性を推進するオープンなブロックチェーン仕様の開発をうたっています。13 

GS1 
GS1 は、ビジネスコミュニケーションのグローバル標準の開発と維持を行っています。これらの標準で最もよく知

られているのはバーコードです。14 

IEEE 米国電気電子技術者協会（IEEE）は、技術の成熟に向けて、ブロックチェーン構想を作成しました。15 

ISO 
国際標準化機構（ISO）は、ブロックチェーン技術と分散型台帳技術の標準化を実現するため、世界的協力を促進し

ています。16 

MOBI 

モビリティオープンブロックチェーンイニシアティブ（MOBI）は、メンバーが出資する非営利のコンソーシアムで

あり、自動車業界がブロックチェーンを大規模に開発し採用するためのオープンな標準を定めるために設立されま

した。17 

 
 

– データ標準化：多くのブロックチェーンプラットフォーム

では、エコシステム内の参加者間での検証済みデータの交

換にこそ価値があります。その結果、ブロックチェーンプ

ラットフォームの記録の信頼性は、参加者の信頼性に依存

します。参加者が情報を共有するためには、すべての関係

者に理解可能であるように、すべてのデータがデータ標準

の形式に従う必要があります。その結果すべてのブロック

チェーンエコシステムは、そのエンティティ（契約、当事

者、など）のデータ表現を必然的に標準化します。ブロッ

クチェーンプラットフォームを相互に運用可能にしようと

する時、異なる標準は、たとえば欠落している属性と衝突

する可能性があります。 

– 法的枠組み：ブロックチェーンプラットフォームの分散型

という特性により、誰がネットワークとそのデータを「所

有」しているかを確認することは困難な場合があります。

このことは、法的に責任があるのは誰なのか判別するのを

困難にします。分散型環境では、誰がどのデータをいつど

こで処理したかを知ることを確認することが困難になる場

合があります。その結果誰がそのデータに「責任がある」

のか、紛争にはどの司法管轄区が適用されるのか、誰が情

報を管理しているのか、そして誰がそのセキュリティに責

任を負うのか、また誰がその整合性に責任を負うのかを確

認することが困難な場合があります。さらにブロックチェ

ーン台帳は、一般に追記専用であり、事後に変更すること

はできません。そのためデータのプライバシーや消費者保

護など、多くの規制分野で問題が発生する可能性がありま

す。18 
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相互運用という文脈においては、これらの課題はさらに複

雑になります。なぜなら対象となるブロックチェーンプラ

ットフォームはふたつ以上あるためです。 

– 商業：成功のためには、商業モデルが重要です。ある銀行

が最初に本人確認を実施するのに 2時間かかり、その後その

記録に基づいて、次の銀行が数分で同じ顧客の口座を開く

ことができる場合、2 番目の銀行は最初の銀行に手数料を支

払う必要があるでしょう。そうしなければ、最初の銀行は

決して本人確認記録を提供しないでしょう。 

ただし商業モデルは、異なるブロックチェーンエコシステムに

おいて、必然的に異なるでしょう。ブロックチェーンの相互運

用を可能にすると、たとえば裁定機会がもたらされる可能性が

あります。これは悪いことではないかもしれません。しかし一

部の参加者はそれを好まないかもしれません。 

プラットフォーム層 

ふたつのブロックチェーンプラットフォームを相互に運用可能

にするには、下記に留意しながら、それらのプラットフォーム

層が技術的に互換性を持つかどうかを検討する必要がありま

す。 

– 合意形成メカニズム：本質的に異なるさまざまな合意形成

メカニズム（例：プルーフオブワーク（PoW）、プルーフ

オブステーク（PoS）、およびラフト（Raft））は、デフォ

ルトでは相互運用ができません。同じ合意形成メカニズム

を使用するブロックチェーンプラットフォームは、相互運

用が可能です。しかしふたつのプラットフォームが同じ合

意形成メカニズムを使用していても、プラットフォーム間

で取引順序に合意しながらデータを同期するのは難しい場

合があります。たとえば、Hyperledger Fabric と Corda は、

どちらも Raft を合意形成メカニズムとして使用しているか

もしれませんが、データの格納方法、データの永続化方

法、合意形成への参加者については、異なるモデルを使用

しています。 

– スマートコントラクト：異なるブロックチェーンプラット

フォームが、スマートコントラクトに異なる言語を使用す

る場合があります。たとえばチューリング不完全なビット

コインスクリプトから、法的文書を伴うチューリング完全

な Java コードまで存在します。その結果、契約の自動実行

のためのコード化されたロジックを共有しても、異なるブ

ロックチェーンプラットフォーム間をまたがっては通常は

実行できません。 

– 認証および承認：ブロックチェーンは複数署名取引に対応

可能であるため、複数の参加者が同じ取引にデジタル署名

を行うことができます。しかしこれはブロックチェーンプ

ラットフォーム間で異なる設計が行われています。たとえ

ば Hyperledger では通常、ユーザーレベルでの署名が許可さ

れていますが、Corda ではノードレベルでの署名が許可され

ています。したがって認証と承認に関しては、同様の合意

形成メカニズムだとしても、一部のブロックチェーン間で

は相互運用ができません。従って、相互運用方法は、相互

認証メカニズムに依存する必要があります。これらのメカ

ニズムは、暗号化されたパスワードの単純な保存から、ブ

ロックチェーンプラットフォーム上でのユーザー認証のオ

ーバーレイまでさまざまです。 

インフラストラクチャ層 

インフラストラクチャ層は一連の構成要素を扱い、ブロックチ

ェーンプラットフォームのサービスを可能にします。これらに

は通常、計算能力、ストレージ、ネットワーク、仮想化が含ま

れますが、これらに限定されません。相互運用性の課題は、一

般的に互換性のあるインフラストラクチャを持つことにありま

すが、クラウド提供者によって提供される独自の構成要素によ

って、しばしば複雑になる場合があります。 

– ハイブリッドクラウド：理論的には、あるエコシステム

は、ブロックチェーンプラットフォームをハイブリッドイ

ンフラストラクチャ上に展開できます。これはブロックチ

ェーンが分散型システムであるためです。パブリックブロ

ックチェーンの場合、ホームコンピュータからハイパーコ

ンピューティング能力（HPC）を備えた大規模サーバーフ

ァームまでを含めたマシンがひとつのデータノードにな

り、ブロックチェーンエコシステムに参加可能です。しか

しこれらのネットワークは通常、エンタープライズグレー

ドのソリューションに対して十分な性能を発揮できず、ま

た、ガバナンスモデルの欠如により脆弱性が発生します。

これはたとえばマネーロンダリングや通貨管理違反などに

悪用される可能性があります。これらの課題は、ふたつの

ソリューションを相互運用可能にしようとするとさらに悪

化します。したがって、ほとんどの企業は、ブロックチェ

ーンインフラストラクチャとしては、ハイブリッドクラウ

ドを採用していません。 

– マネージドブロックチェーン（BaaS）：サービスとしての

マネージドブロックチェーン（BaaS）ソリューションの課

題は、ソリューションに対するクラウド提供者による外部

から見えない管理にあり、相互運用性の選択肢を制限して

います。ほとんどのクラウド提供者は、提供しているブロ

ックチェーンサービスはオープンソースであると主張して

います。しかしそれらのサービスには常に、幾つかの独自

の構成要素が含まれています。これは、ブロックチェーン

アーキテクチャの一部をベンダーに依存していることを意

味しています。それらはクラウド提供者よって一元的にホ

ストされる Orderer、メンバーシップオンボーディングツー

ル、特別なアクセス管理方法、または革新的なセキュリテ

ィ管理設計などがあります。 

– プライベートブロックチェーンにおける独自の構成要素：

プライベートブロックチェーンは常にパーミッション型で

あり、特にインフラストラクチャ要件の点で、パブリック

ブロックチェーンとは大きく異なります。プライベートブ

ロックチェーンは、処理能力と電力消費への要求はそれほ

ど高くなく、取引の処理においては高い性能を達成できま

す。その結果、従来型のデータセンターや、また多くの場

合、仮想プライベートクラウドへの展開が可能です。異な

るネットワークセグメント上の異なる地理的位置に配置さ

れたブロックチェーンのデータノードは、インターネット

を介して効果的にデータを交換することができます。これ

は特に、ネットワーク待ち時間や断続的な中断が、最終的

なデータの整合性に影響を与えないからです。プライベー

トブロックチェーンの相互運用上の課題は、十分に類似し

た特性を持つプライベートブロックチェーンを見つけるこ

とにあります。 
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3. 相互運用に向けたアプローチ 

ブロックチェーンの相互運用に向けて、異なる三種類のアプロ

ーチが存在します。それぞれのアプローチには長所と短所があ

り、その使いやすさは、相互運用性を目指すシステムの種類に

よって異なります。このため、組織がその中からひとつを選択

する前に、三種類すべてのアプローチを認識する必要がありま

す。 

図 8：ブロックチェーンの相互運用に向けた三種類のアプローチ 

 

アプローチ 1：相互認証 

相互認証アプローチには、相互運用性に関する三種類の技法が

あります。 

 

長所：信頼できる関係者を利用せずにブロックチェーンの相互

運用性を可能とする唯一のアプローチ（公証制度は含まれませ

ん）。 

 

短所：リレーと公証制度のみが、任意データ交換の相互運用を

サポートします。これは通常、サプライチェーンにおけるより

高度なユースケースに必要とされています。また特にリレー

は、企業向けの普及がまだ進んでいません。 

 

公証制度：信頼できる関係者（公証人）によって実行されるも

のであり、ブロックチェーンA上の参加者が、ブロックチェーン

B 上で何らかのイベントが発生したことを確認する（その逆も同

様）のを手助けします。公証人は何らかの形の合意形成アルゴ

リズムを通じて合意を形成し、その後この合意を条件として、

チェーン A で取引を確定するために使用可能な署名を発行しま

す。 

公証制度は、一連の完全なチェーン間の相互運用を実現する最

も簡単な方法のひとつです。しかし信頼を集中化しなければな

りません。これは、ブロックチェーンの主要なパラダイムであ

る分散化に反することになります。この帰結は、ブロックチェ

ーンコンソーシアムの参加者が、中央の関係者による公証制度

の運営に同意できる状況であれば、受け入れられる可能性があ

ります。最終的に、ユースケースが分散型台帳の不変性にのみ

依存し、中央の関係者の制度的信頼性を、分散化を通じたシス

テム的信頼性に置き換える必要がない場合には、公証制度を実

行可能な選択肢と見なしても良いでしょう。パーミッション型

ネットワーク上での複数の企業でのユースケースは、このカテ

ゴリに分類されます。 

リレー：他のブロックチェーンプラットフォーム内のイベント

や状態を検証して読み取ることができる、ブロックチェーンプ

ラットフォーム内のシステムです。具体的には、リレーは、ブ

ロックチェーンプラットフォームBのライトクライアントとして

機能するブロックチェーンプラットフォームA上のコントラクト

です。それは、ブロックチェーンプラットフォームBの標準的検

証手順を使用して、そのコントラクトに供給されるブロックヘ

ッダーを検証します。これによりブロックチェーンプラットフ

ォームAは、信頼できる関係者を使用せずに、ブロックチェーン

プラットフォーム B 上のイベント変更を理解することができま

す。このリレーにより、対象のふたつのブロックチェーンプラ

ットフォーム間で安全なメッセージを受け渡すことができるた

め、各ブロックチェーンプラットフォームは、他のブロックチ

ェーンプラットフォームからの資産の合成バージョンを使用し

て、自身のステートマシン上での取引の実行が可能です。 

一方、欠点は、望ましい、または類似した特性を持たないブロ

ックチェーンプラットフォーム同士を接続することが非常に難

しい点です。リレーが最適に機能するためには、ブロックチェ

ーンプラットフォーム同士は、柔軟な複数署名機能や高速な合

意形成ファイナリティなど、特定の特性を共有する必要があり

ます。 

ハッシュロック：同じトリガーを持つブロックチェーンプラッ

トフォーム A とブロックチェーンプラットフォーム B 上の操作

を設定します。このトリガーは、通常は特定のハッシュのプリ

イメージを明らかにすることです。これは相互認証における相

互運用性に関する最も実用的な技法ですが、機能性の面で最も

制約が強く、デジタル資産の交換にのみ対応します。 

一般的なハッシュロックには二種類あります。オンチェーンハ

ッシュタイムロックコントラクト（HTLC）とオフチェーンハッ

シュタイムロックアグリーメント（HTLA）です。HTLC はオン

チェーンであり、ブロックチェーンに基づく支払いのクラスで

す。ハッシュロックとタイムロックを使用して、受取人に対し

て、期限前に受領を確認するか、または支払請求権を放棄して

支払人に返却することを要求します。HTLC により、特定タイプ

のブロックチェーンプラットフォーム上の資産間で、チェーン

またがりのアトミックスワップ、および全額資金提供済みの双

方向な支払いチャネルが可能になります。代替ソリューション

のひとつは、ピアツーピア（P2P）ネットワークを介した HTLA

であり、異なるブロックチェーンプラットフォーム間での暗号

資産の支払いに使用されます。HTLC とは異なり、このソリュー

ションはブロックチェーンプラットフォーム上でのスマートコ

ントラクトとしてではなく、オフチェーンソリューションとし

て構築されています。したがって、HTLC のような、本来的な性

質としての分散特性は提供されません。 

相互認証における業界ソリューションの概要 

いくつかの企業が、成熟度の異なる相互運用ソリューションを

発表しています。これらは上記の技法に従ってマッピングされ

ています。ほとんどのソリューションはデジタル資産交換に焦

点を当てているため、任意データ交換のための機能が制限され

ています。リレー方式はスタートアップの間で最も人気があり

ますが、エンタープライズソリューションはハッシュロックに

重点を置いてきました。 

  

相互認証 オラクル APIゲートウェイ 
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図 9：多数の企業によって発表されている相互運用ソリューションと上記三種類の技法に従ったマッピング 

 

公証制度 リレー 
ハッシュタイムロックコントラクト

（HTLC） 

複数署名 

Liquid (blockstream) 

Quant 
AION 
ICON 
ARK 
BLOCKNET 
Polkadot 

Wanchain 
POA 
Cosmos 
Block Collider 
Metronome 

コントラクトオンチェーン 

BTC Relay 
Bitcoin Lightning network 
 

アグリーメントオフチェーン 

Interledger 
Hyperledger Quilt 
R3Corda Settler 

 
 

アプローチ 2：APIゲートウェイ 

アプリケーションプログラミングインターフェイス（API）と

は、サーバーへのアクセスポイントを管理するコードです。ま

た開発者がデータベース、ライブラリ、ソフトウェアツール、

またはプログラミング言語と対話する際に、従う必要のあるル

ールを管理するコードでもあります。 

 

長所：実証済みの技術であり、実装が簡単です。 

 

短所：最終的なデータの整合性を保証しない場合があり、API を

操作する者に信頼を集中させます。 

 

APIゲートウェイは、いくつかの APIをまとめます。基盤となる

アーキテクチャによって処理されるリクエストをまとめて、ユ

ーザーエクスペリエンスまたはクライアントへのリクエストの

処理を簡略化するものをコンダクターと呼びます。クライアン

トとアプリケーションのやりとりの回数を減らすために、クラ

イアントから多くの要求を受け、ひとつに変換するものをトラ

ンスレータと呼びます。 

相互認証によるアプローチで示された課題を考えると、リレー

およびハッシュロックソリューションのスマートコントラクト

を通じて相互運用ソリューションを達成することは困難です。

またプラットフォーム層で示された課題を考えると、相互運用

性ソリューションに適したブロックチェーンプラットフォーム

はほとんどありません。したがって、組織は、API によるアプロ

ーチを選択する場合があり、そこではAPIはブロックチェーンプ

ラットフォーム上の、追加の外部レイヤー内で使用されます。

しかしここでの課題は、API は大幅に異なる傾向があり、また十

分に高いレベルではなく、さらにビジネスの言語ではなく、基

盤となるブロックチェーンの言語を話す傾向があることです。 

API によるアプローチを選ぶ際のもうひとつの問題は、ふたつの

ブロックチェーンプラットフォーム間で最終的なデータの整合

性を保証できない可能性があることです。つまり、特定のデー

タアイテムが新しく更新されていないことを保証できない可能

性があります。さらに APIによるアプローチでは、APIを操作す

る者に信頼を集中させます。 
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図 10：API による相互運用ソリューションの概要。ブロックチェーンプラットフォームを統合する際、データ交換とイベントトリガ

ーでのロジック実行に、スマートコントラクトではなく外部の APIレイヤーを使用する傾向があります。（アプローチ 1：相互認証を

参照） 

 
 
 

アプローチ 3：オラクル 

オラクルは、オンチェーンで使用するために、ブロックチェー

ンへの外部データの転送を可能にするエージェントです。これ

は現実のイベントに関する情報をブロックチェーンに追加する

スマートコントラクトを使用して行われます。取り込むと役に

立つデータの簡単な例には、気温、価格、飛行機の遅延情報な

どがあります。ブロックチェーンに入力されると、これらのデ

ータは現実のイベントに基づいたプロセスの自動化に使用でき

ます（例：列車が遅れた場合に、保険契約が自動的かつ自律的

に補償を提供する）。 

技術的に言えば、オラクルは他のスマートコントラクトと何の

違いもありません。ただし有効利用するためには、オラクルが

信頼できる第三者によって運営されているか、または暗号証明

書によって信頼されている必要があります。 

 

長所：実証済みで実装が簡単なシステムです。オラクルは外部

イベントに関するデータフィードを提供します。 

 

短所：実際のブロックチェーン間の相互運用は実現しません。

ブロックチェーンと非ブロックチェーンシステムのみの相互運

用を可能にします。アプリケーションは、使用するオラクルと

同レベルの信頼性（reliable and trusted）となります。 

 

  

銀行 企業 運送業者コンソーシアム フォワーダ ターミナル 荷送人 

UI UI UI UI UI UI 

主要銀行 

システム 

貿易 

アプリケーション 
物流アプリケーション 物流システム 物流システム ERP 

API API API API API API 

スマートコント

ラクト 

スマートコント

ラクト 

スマートコント

ラクト 

スマートコント

ラクト 

DLT 

ノード 

DLT 

ノード 

 

DLT 

ノード 

 

DLT 

ノード 

貿易金融プラットフォーム クラウド オンプレミス 

非 DLTプラットフ

ォーム クラウド 

API ゲートウェイと相互認証の両方が示されて

いる場合には、ふたつのアプローチのうちのひ

とつだけを適用する必要があります。 オラクル API ゲートウェイ 相互認証 

凡例： 
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4. 適切なアプローチの選択 

組織が採用すべき相互運用にむけたアプローチを決定しなけれ

ばならない時、ふたつの側面を理解する必要があります。まず

自身の事業背景を理解する必要があります。これは四種類のコ

ンソーシアムに分類できます。次に自身が相互運用を可能にし

たいシステムを理解する必要があります。システムは三種類に

分類できます。システムを理解するために、組織はブロックチ

ェーン相互運用モデルの三層のレイヤーを用いて、そのシステ

ムが(1)互換性のあるブロックチェーン、(2)互換性のないブロッ

クチェーン、または(3)非ブロックチェーンプラットフォームの

いずれかであるかを理解する必要があります。これが明らかに

なった後、組織は相互運用にむけた三種類のアプローチの内、

どれを選択すべきかが分かるでしょう。 

 

 

たとえば、ある組織が金融取引（デジタル資産交換）のみを処

理するブロックチェーンプラットフォームを作成しようとして

おり、他のブロックチェーンプラットフォームとの相互運用性

を望んでいるとします。ブロックチェーンの相互運用性モデル

の三層のレイヤーの分析により、根本的に異なるもの（互換性

のないブロックチェーンプラットフォーム）と分かった場合、

適切なアプローチは APIゲートウェイということになります。 

相互運用にむけたアプローチにおける組織の意思決定を支援す

るための、接続するシステムの三つの種類と、相互運用性のニ

ーズのための事業背景としてのコンソーシアムの四つの種類を

以下に示します。19 

図 11：四種類の事業背景に依存した、ブロックチェーンの相互運用のためのアプローチ 

 
  

技術 

コンソーシアム 

非金融事業 

コンソーシアム 

政府 

コンソーシアム 

オラクル 
オラクルは、オンチェーンで使用するために、ブロックチェーンプラットフォームへの外部データの転送を可能にします。これ

は現実のイベントに関する情報をブロックチェーンプラットフォームに追加するスマートコントラクトを使用して行われます。

ブロックチェーンプラットフォームに入力されるこのデータは、現実のイベントに基づいたプロセスの自動化に使用可能です。 

相互認証 
ふたつのブロックチェーン

プラットフォームの相互運

用が可能な場合、唯一の課

題は相互認証を解決するこ

とです。 
APIゲートウェイ 
互換性のないふたつのプラットフォーム間でのデータ交換が必要な場合、APIによ

るアプローチが最後の手段となりますが、最終的なデータの整合性を保証できない

場合があります。 

互換性のない 

ブロックチェーン

プラットフォーム 

互換性のある 

ブロックチェーン

プラットフォーム 

非ブロックチェー

ンプラットフォー

ム 

金融事業 

コンソーシアム 
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システムの種類 

下記三種類のシステムが存在します。 

– 非ブロックチェーンプラットフォーム：ブロックチェーン

技術を使用しないため、ブロックチェーンプラットフォー

ムとは本質的に異なるインフラストラクチャの仕組みを持

つシステムです。 

– 互換性のあるブロックチェーンプラットフォーム：三層の

すべての相互運用性レイヤーに対し、技術的に互換性のあ

るブロックチェーンプラットフォームです。 

– 互換性のないブロックチェーンプラットフォーム：対象の

ブロックチェーンプラットフォームと一部の機能を共有し

ていますが、三種類の相互運用性レイヤーを使用して分析

をすると、十分な類似特性がないブロックチェーンプラッ

トフォームです。 

コンソーシアムの種類 

下記四種類のコンソーシアムが存在します。 

– 金融事業コンソーシアム：主としてデジタル資産交換に焦

点を当てているため、任意データ交換の必要性は制限され

ている可能性があります。 

– 政府コンソーシアム：政府機関が、対象のブロックチェー

ンプラットフォームを制御する必要がある状況です。この

ため相互運用の選択肢が制限されます。この種のコンソー

シアムでは、デジタル資産交換と任意データ交換の両方が

必要になる場合があります。 

– 非金融事業コンソーシアム：より高度なユースケースのた

めに、通常、任意データ交換を行う必要があります。この

カテゴリには、多くの場合、サプライチェーンコンソーシ

アムが含まれます。 

– 技術コンソーシアム：ブロックチェーンプラットフォーム

を実現する技術の提供者でもあります。したがって、必要

な交換データに関わらず、他のコンソーシアムのブロック

チェーンプラットフォームとは、ほとんど技術的な互換性

はありません。 
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5. 相互運用ソリューションの現状 

ブロックチェーン間ソリューションへの展望 

企業向けブロックチェーン間ソリューションの相互運用への展

望は未成熟のままです。ほとんどのソリューションはビットコ

インと Ethereum に焦点を当てており、パーミッション型ブロッ

クチェーンプラットフォームに関する活動はほとんど見られま

せん。さらに前述のビジネスモデル層に起因する相互運用性の

課題は、技術提供者だけが単独で解決することが困難な課題で

あることを意味しています。 

相互認証に向けた三種類の技法に関しては、いくつかの実用的

なソリューションが存在しますが、未だ企業での採用は限られ

ています。公証制度は限定的に使用されており、これまでのと

ころ暗号資産交換のみで見られます。ビットコインや Ethereum

などのパーミッションレスブロックチェーン間で使用され、

（特にトークンのスワップで使用される）ハッシュタイムロッ

クアグリーメント（HTLA）は、Corda と Ripple の台帳間の相互

運用のために使用されています。これまでのところリレーはパ

ーミッションレスブロックチェーンプラットフォームにのみ使

用されており、ビットコインと Ethereum 以外では、ブロックチ

ェーンプラットフォームの相互運用性の形成に成功した例はあ

りません。 

最近ヘデラハッシュグラフは、ブロックチェーン間の相互運用

に有望と思われるヘデラコンセンサスサービスを発表しまし

た。同サービスでは、今日構築済みのすべての Hyperledger 

Fabric ネットワークに対し、グローバル規模で、対故障性が高

く、費用対効果の高い Ordering サービスがどのように可能とな

るかが詳しく説明されています。20 

言い換えれば、合意形成プロセスを一元化せずに合意形成に到

達するための、分散型で高速な方法が求められています。広く

採用されたものはありませんが、多くの関係者がその実現に向

けて取り組んでいます。 

APIソリューションへの展望 

API はすでに広く利用されている種類の技術であり、ブロックチ

ェーン間の相互運用、および「通常のアプリケーション」とブ

ロックチェーンプラットフォーム間の相互運用ソリューション

の両方に広く利用されています。したがって、API ソリューショ

ンは一般的に成熟度が高く、相互認証と比較して、ブロックチ

ェーン間の相互運用のための実装が簡単です。しかしこれらの

ソリューションは、比較的未成熟な場合もあり、他の課題と共

に、分散化が失われる場合があります。これらの課題は、API ゲ

ートウェイに関する節で詳しく検討しています。 

 
 

図 12：個々のブロックチェーン技術間、または、相互運用ソリューション間の実証済み相互運用性。相互運用性の確立への取り組み

を主張しつつも、未だ動作するソリューションを提示していない団体はここに示されていません。 
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APIソリューションは市場では一般的です。現在市場にあるすべてのブロックチェーンプラットフォームには、非ブロックチェーンア

プリケーションと統合するための API があり、他のブロックチェーンプラットフォームとの相互運用を可能にするソリューションに

取り組んでいます。下記のすべてのプラットフォームでこの機能が発表されています。しかし何らかの成熟度を証明する公開情報は

限られています。このことは、ブロックチェーンプラットフォームは相互運用性の必要性を一般的に認識してはいますが、未だ未成

熟な状態であることを示しています。 

 
 

図 13：三種類のプラットフォームと、レガシー統合に使用されるそれらの API例 
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マイクロソフトを除けば、ブロックチェーンをサポートする大手技術ベンダーで相互運用ソリューションを立ち上げているところは

ありません。現在マイクロソフトは、台帳非依存のソリューションを開発するために、ナスダックとのプロジェクトに取り組んでい

ます。 

 
 

図 14：大手技術ベンダーによるブロックチェーンの相互運用性に向けた取り組みの概要 
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ヘデラコンセンサスサービスの採用により、他のブロックチェーン

との相互運用性に向けた実現可能な道筋を開く可能性が存在。 
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ナスダックと協力の上、ナスダックファイナンシャルフレームワー

クのための、台帳非依存のソリューションを開発中。これによりナ

スダックの顧客は、ひとつの共通インターフェイスを通じて異なる

ブロックチェーンの利用が可能になる。GS1 標準の利用を予定。21 
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を実施。例としては、R3Corda との相互運用機能を開発し、中央銀

行のために、銀行での即時グロス決済（RTGS）を実証。さらに、ブ

ロックチェーンプロトコルとユースケース間の相互運用を実現する

ために、トークン・タクソノミフレームワークや、GS1 などの意味

論的標準化など、技術層での標準化を推進。 
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6. 相互運用に関するケーススタディ 

この節では、ふたつの具体的事例で、どのようにブロックチェ

ーンの相互運用が実現されているかを詳しく説明します。最初

の事例では、オラクルアプローチとAPIゲートウェイアプローチ

の要素を組み合わせて適用しています。なぜならこの事例で

は、互換性のないふたつのブロックチェーンプラットフォーム

（Ethereum と Hyperledger Fabric）と、非ブロックチェーンプ

ラットフォーム（シンガポール取引所）間の相互運用性を実現

することを目的としているからです。次の事例では、通常はサ

プライチェーンのイベントであるデータに焦点を当てていま

す。したがって、主なニーズは、任意データ交換です。このソ

リューションは特定のブロックチェーンプラットフォームに限

定されないため、対象のブロックチェーンプラットフォームの

互換性を保証することはできません。ただし、このソリューシ

ョンは互換性がない可能性のあるブロックチェーンプラットフ

ォームに適しており、API ゲートウェイアプローチに関連してい

ます。 

デロイト 22は、ノード統合を介して、Hyperledger Fabric およ

び Ethereum を、シンガポール取引所（SGX）およびシンガポ

ール金融管理局（MAS）に接続 

デロイトは、Hyperledger Fabric および Ethereum を、シンガポ

ール取引所（SGX）およびシンガポールの中央銀行である金融

管理局（MAS）に接続しています。23 

その目的は、証券の引き渡しと代金の支払い（DvP）プロセスの

所要時間を、T+2 から T+0 に短縮し、取引相手のリスクを低減

し、そのエコシステムに要求される流動性を削減することでし

た。デリバリーレグ（証券の所有権の譲渡）はパーミッション

型 Hyperledger Fabric で実行されていました。一方ペイメントレ

グは、中央銀行の Ubin と呼ばれる、各コインが 1 シンガポール

ドル（SGD）で裏打ちされた中央銀行のデジタル通貨を使用

し、暗号化対応の Ethereum で実行されていました。Fabric と

Ethereum の両方ともオープンソースで、広く採用されており、

それぞれが証券の引き渡しと代金の支払いに最適です。課題

は、これらふたつのブロックチェーン技術をどのように統合す

るかということでした。 

デロイトは、Hyperledger Fabric のスマートコントラクト（チェ

ーンコード）を使用して、証券の権利変更時に Ethereum におけ

る支払いをトリガーしました。売り手は最初に SGX サーバーか

ら秘密鍵を受け取り、Hyperledger Fabric で証券をロックしま

す。これにより、売り手の証券への所有権が検証されます。次

にSGXサーバーは別の秘密鍵を買い手に発行し、Ethereumの支

払いをロックさせます。そうするとイベントトリガーされたス

マートコントラクトは、これらふたつの秘密鍵を売り手と買い

手の間で同時に交換します。こうしてそれぞれロックを解除し

て、支払いと証券を受け取ることができます。これにより、取

引相手のリスクを軽減するために従来必要とされていた、証券

保管機関などの仲裁者の必要性がなくなります。 

この設計では、最も広く採用されているパーミッション型ブロ

ックチェーンプラットフォームとパーミッションレスブロック

チェーンプラットフォームの両方の間の相互運用性が要求され

ています。デロイトはスマートコントラクトによってこれらを

緊密に統合できることを証明しました。実際のところ、

Ethereum パンテオンクライアントは、既にいくつかの合意形成

アルゴリズムに対応可能な、ベス（Besu）と名づけられた

Hyperledger ソリューションの一部となっています。 

エブリシングは API を介して複数のチェーンを接続し、製品を

デジタル化 

エブリシングプロダクトククラウドは、製品にデジタル ID を提

供します。簡単に言えば、ある物理アイテムを、ウェブ上に存

在し、相互作用が可能なデジタルオブジェクトに変換します。

一意の製品に対して、ツインと呼ばれるシリアル化された ID が

クラウド上に与えられます。これはスマートパッケージまたは

スマートコードに埋め込まれた識別子にリンクされています。

これにより、物理オブジェクトのスキャンと相互作用が可能と

なります。ソフトウェアインテリジェンスを使用すれば、新し

いアプリケーションに参加させることができます。 

このプロセスによって、サプライチェーンの整合性の問題

（例：闇取引品、偽造品、並行輸入品など）の解決を助けま

す。エンドユーザーがスマートフォンで製品をスキャンするこ

とによってトリガーされる、新しい直接消費者向けのアプリケ

ーションを可能にします。 

エブリシングは、ブロックチェーンインテグレーションハブ

（分散プラットフォーム）と呼ばれるAPIゲートウェイを提供し

ています。このサービスにより、製品に関するデータを、さま

ざまなブロックチェーンに複製またはそこから収集できます。

このデータは通常、イベント（例：サプライチェーン履歴、ラ

イブ追跡データ、消費者スキャンなど）、および更新される製

品に関するメタデータ（例：温度、湿度、現在の所有者など）

によって構成されています。 

これはリアクタと呼ばれるエブリシングのルールエンジンを実

行する各ブロックチェーン用にパッケージ化されたオープンソ

ースコネクタで構成されています。これらのカスタムスクリプ

トは、エブリシングプロダクトクラウドに送信されるすべての

イベントに対して、安全かつ大規模に実行されます。これらの

取引を（W3Cモノのウェブ（WoT）モデルとGS1 EPCIS、デジ

タルリンクおよび識別子標準に基づく）エブリシングモデルか

ら、エブリシングのブロックチェーンパートナーよって使用さ

れるモデルに変換します。次に取引は、エブリシングによって

ホストされているブロックチェーンノードを介して、選択され

たブロックチェーンにプッシュされます。これらのノードは、

各プラットフォームの分散ネットワークの一部として機能しま

す。エブリシングは通常、これらのノードを顧客のために管

理、保護、および拡張しますが、独自のノードを運用する場合

もあります。スクリプトは、エブリシングプロダクトクラウド

に保存されている取引ハッシュを受け取ります。これにより、

エブリシングプラットフォームAPIとブロックチェーンプラット

フォームのAPIの両方を使用するアプリで、取引を活用できるよ

うになりました。 

このアプローチでは集中化された構成要素（API ゲートウェイ）

が導入されますが、ブランドはブロックチェーンの多くの利点

を簡単に利用可能です。特に下記を可能にするために利用され

ます。 

– 分散型のデータ共有によりデータとルールが共有されるた

め、単一の参加者による完全支配を防止 

– 検証可能で変更不可能な来歴と真正性イベント 

– トークンベースのロイヤルティ。これにより、購入やリサ

イクルなどの特定の取引に対して消費者への報酬の付加が

可能 
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7. 相互運用性の要件に関するチェックリスト 

下記は、組織がブロックチェーンの相互運用性の要件を明確にする取り組みの体系化のために、助けとなるチェックリストです。こ

のチェックリストは、前述のブロックチェーンの相互運用性モデルに従って構造化されており、相互運用性を三層のレイヤーに分類

しています。このチェックリストを使用して、相互運用のためのブロックチェーンソリューションの開発を開始する前に、三層のレ

イヤーのそれぞれの要件を明確にし、検討すべき問題を提示することができます。 

事業の相互運用性 

 参加者は、どの業界および関連するデータ標準に準拠していますか？ 

 参加者のいずれかが、既存のブロックチェーンエコシステムに参加していますか？もし参加している場合、どのようなデータ標

準が使用されていますか？ 

 参加者は、異なるエコシステムの間で（例：サプライチェーンと貿易金融）、関連する分散データをどのように特定し、交換し、

利用しなければならないでしょうか？ 

 望んでいるユースケースは、隣接するエコシステムがサポートしている機能に依存していますか？例として、サプライチェーン

のユースケースでは、支払いまたは貿易金融の機能が望ましいことを要求していますか？ 

 内在する相互運用リスクをどのように回避または軽減できますか？（例えば、信頼できない第三者への情報の漏えい、二次的チ

ェーン上の情報へのアクセスの喪失などです。） 

プラットフォーム上の相互運用性 

 参加者のいずれかが既存のブロックチェーンエコシステムに参加していますか？もし参加している場合には、どのようなブロッ

クチェーンプラットフォームが構築されており、そのエコシステムはどのような合意形成メカニズムに依存していますか？ 

 ブロックチェーンプラットフォームは、認証と承認のために同様の複数署名取引をサポートしていますか？ たとえば、あるブロ

ックチェーンプラットフォームではユーザーレベルで署名し、他ではノードレベルで署名しているなど。 

 相互認証メカニズムを構築することは可能ですか？ 

 公証制度ベースの相互運用ソリューションを想定するとして、チェーン間相互運用性を促進するために公証制度の運営を第三者

に任せることは実行可能な選択肢ですか？それとも、そもそも追求されている分散化アジェンダに反するものでしょうか？ 

 リレーベースの相互運用ソリューションを想定するとして、そもそもなぜそのふたつのエコシステムが、異なるブロックチェー

ン技術に基づいて構築されたのでしょうか？ そして、もし最初のチェーンが、二番目のチェーンで採用されている合意形成メ

カニズムとガバナンスモデルの代わりに、別の合意形成メカニズムとガバナンスモデルを使用していた場合には、ふたつの異な

るブロックチェーンのアプリケーション層の参加者は、どのようにして互いに信頼できるでしょうか？ 

 API ゲートウェイを作成することは可能ですか？ 

インフラストラクチャの相互運用性 

 そのユースケースでは、ソリューションのオーナーを、たとえばデータ保管場所に関する地域の法的制約にさらすことになりま

すか？ 

 そのユースケースでは、ソリューションのオーナーが、仮想プライベートクラウドにあなたのソリューションを展開できます

か？ 

 そのユースケースでは、ソリューションのオーナーが BaaS (Blockchain-as-a-Service)を利用できますか？ 

 その IT組織は、ホスティングノード、ウォレット、セキュアキー、さらにはトークン管理が出来るほど十分成熟していますか？ 
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用語集 

アプリケーションプログラミングインターフェイス（API） 

アプリケーションプログラミングインターフェイス（API）と

は、サーバーへのアクセスポイントを管理するコードです。ま

た開発者がデータベース、ライブラリ、ソフトウェアツール、

またはプログラミング言語と対話する際に、従う必要のあるル

ールを管理するコードでもあります。 

合意形成メカニズム 

合意形成メカニズムは、台帳が単一の変更不可能なバージョン

に収束することを保証します。合意形成メカニズムにより、ネ

ットワーク上の参加者は、一部の参加者に欠陥や悪意があり得

るという事実を考慮に入れながら、ブロックチェーンに記録さ

れた内容に同意できるようになります。これは具体的なニーズ

に応じて、さまざまな方法で実現可能です。最も有名な合意形

成アルゴリズムとしては、プルーフオブワーク（PoW）、プル

ーフオブステーク（PoS）、およびプルーフオブオーソリティ

（PoA）などがあります。 

ハッシュ 

ハッシュは、データを一意の固定長ダイジェストに変換する関

数の結果であり、逆算して入力を生成することはできません。

あらゆる種類のデータについて、指紋のデジタル版と見なすこ

とが可能です。 

本人確認（KYC） 

本人確認は、ある企業またはネットワークが顧客の身元を確認

し、取引関係に対する違法な意図の潜在的リスクと共に、その

適合性を評価するプロセスです。 

ノード 

ノードは、特定のソフトウェアを実行しているコンピュータ

で、情報の処理と通信を行います。ブロックチェーンでは、各

ノードに台帳のコピーが保存されており、情報はネットワーク

内のすべてのノードに送信されるまで、ピアノードからピアノ

ードに情報が中継されます。 

Raft 

Raftは、Paxosの代替として設計された合意形成アルゴリズムで

あり（より理解しやすいと主張しています）、対故障性の高い

分散システムを実装するためのアルゴリズムです。24 

署名 

メッセージまたは取引に署名するには、非対称暗号鍵のペアを

使用してデータを暗号化します。非対称暗号化を使用すると、

ひとつの鍵を暗号化に、もうひとつの暗号鍵を復号化に使用す

ることができます。データは秘密鍵を使用して暗号化され、第

三者の参加者は公開鍵を使用して複合化し、メッセージが秘密

鍵の所有者によって送信されたことを確認することができま

す。 

スマートコントラクト 

スマートコントラクトは、ブロックチェーンに格納されたコー

ドであり、展開されると自己実行し、結果として、ブロックチ

ェーンネットワークの信頼とセキュリティを利用します。これ

により、ユーザーはビジネスロジックを自動化できるため、ビ

ジネスプロセスとサービスを改善または完全に再設計できま

す。 

取引（トランザクション） 

取引は、ブロックチェーンネットワーク間で共有できる最も細

かい情報です。これらはユーザーによって生成され、移転の価

値、受領者のアドレス、データペイロードなどの情報が含まれ

ます。取引をネットワークに送信する前に、ユーザーは暗号化

秘密鍵を使用して内容に署名します。署名の有効性を管理する

ことにより、ノードは取引の送信者を特定し、取引内容がネッ

トワーク上を流れている際に操作されていないことを確認しま

す。 
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