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デロイト ブロックチェーン

デロイトは、ブロックチェーンやデジタルアセットが今日のビジネスや政府の姿をどのように変えていく
かについて、世界中のクライアントや規制当局、政策立案者と協力して取り組んできました。新しいエコ
システムによってブロックチェーンを基盤としたインフラやソリューションが生み出され、独創的なビジネ
スモデルが作り出され、既存のビジネスモデルにディスラプションがもたらされています。あらゆる業界
や、世界のほぼ全ての地域でこの状況が発生しているのです。当社はビジネスに対する深い洞察、さら
には世界有数の監査、コンサルティング、税務、リスク、ファイナンシャルアドバイザリーのサービスを活
かし、様々な業界の組織がブロックチェーンに関する様々な目標を達成するための支援をしています。
進化を続けるブロックチェーンやデジタルアセットの機運について、取り組みの優先付けについて、ブロッ
クチェーン採用の取り組みに付随する機会や課題への対応について、ぜひご相談ください。

注意事項：本誌はDeloitte Tohmatsu Limitedが2021年7月に発行した原著をデロイト トーマツ グループが
翻訳し、2021年10月に発行したものです。和訳版と原文（英語）に差異が発生した場合には、原文を優先します。
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 この一年で、ブロックチェーン、デジタルアセッ
ト、金融サービスの全てが変わりました。そ
れは新型コロナウイルス感染拡大によるも

のだけではありません。デジタルなもの全てが、交
換手段として、また価値の保存手段として著しい普
及を遂げ、特に、デジタルアセットを軸とした新しい
ビジネスモデルの出現により、近年さらに厳しい状
況に置かれているグローバル金融サービス業界に劇
的な変化が生じています。

昨年のグローバル・ブロックチェーンサーベイ
20201では、デジタルアセットの役割および進化や、
ブロックチェーンベースの金融インフラが銀行や金
融市場にどのような変革をもたらすかを調査しまし
た。今年は、経済全般において金融業界が果たして
いる広範な役割に鑑みて、金融業界の回答者に
フォーカスを当てています。2021年のサーベイの結
果、世界の金融業界リーダーたちがデジタルアセッ
ト、そしてその基盤となるブロックチェーン技術を、
現在および近い将来の戦略的優先事項とみなして
いることが分かりました。実際、回答者全体の約
80%が、今後24ヵ月の間に自分が所属する業界に
とってデジタルアセットが「非常に／ある程度重要」
になると回答しています。

既存のビジネスモデルが危機に瀕していることを認
識する組織が増える中、ブロックチェーンやデジタル
アセットを導入するビジネス上の必要性が顕著に高
まっています。金融業界回答者の4分の3以上が、
ブロックチェーンやデジタルアセットを導入しなけれ
ば自社は競争上の優位性を得る機会を失うと、強く
またはある程度同意しています。

そのため、これまでは技術のバックエンドの有用性
に焦点を当ててきましたが、今回のレポートでは組
織が現在ブロックチェーン上で実行されている機能、
特に暗号資産、価値の移転、銀行業務などの金融
業界向けのアプリケーションをどのように活用して
いるかに注目しています。本サーベイの傾向とデー
タは、世界の金融業界に対する現在および将来の期
待を明確に示しています。

調査方法
デロイトは、2021年3月24日から4月10
日にかけて、ブロックチェーンとデジタルア
セットに対する姿勢や投資の全般的な状況
についての洞察を得ることを主な目的として
本サーベイを実施しました。ここで紹介する
サーベイ結果は、ブロックチェーンとデジタ
ルアセットに関する意見や認識、およびそれ
らがもたらす可能性のある影響を反映してい
ます。本レポートに掲載されている情報は、
収集されたデータと洞察の一部を要約した
ものです。

本サーベイは、ブラジル、中国、ドイツ、香港
特別行政区、日本、シンガポール、南アフリカ、
アラブ首長国連邦、英国、米国の世界10カ
国・地域のシニアエグゼクティブ1,280人を
対象としています。回答者は、少なくともブ
ロックチェーン、暗号資産、デジタルアセット
について一般的な知識を有する方々です。

デロイト グローバル ブロックチェーンサーベイ2021
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金融サービスにおける 
ディスラプション

現在、デジタルアセットは金融市場全体にディ
スラプションをもたらしています。実際、デ
ジタルアセットの普及は金融業界の顧客で

ある全ての組織や業界、つまりほとんどの人に影響
を及ぼしています。ブロックチェーンは、預金の受け
入れから決済、融資、投資、またあらゆる価値ある
ものの取引まで、金融エコシステム全体に変化をも
たらしています。通貨から株式に至るまで、金融商
品の本質や、あらゆる種類の取引のためのインフラ
が、より良い方向に変化しています。

そのため、我々が金融業界にフォーカスを当てるの
は適切といえるでしょう。

金融サービスのリーダーたちはこれらの商品や既存
のモデルに対するディスラプションに集中しており、
これは経済活動や経済成長を実現するために金融
関連企業が提供する商品に幅広い影響を与えるで
しょう。

しかし、いくつかの疑問が残ります。この新しい金融
サービスインフラによって、経済成長や経済活動の
機会も幅広くもたらされるのでしょうか。金融業界モ
デルはどのように変化するのでしょうか。金融サービ
スに対する規制構造は変化に対応できるのでしょう
か。これによって銀行、投資運用会社、決済会社、
保険会社の仲介機能を排除するための土台が築か
れるのでしょうか。

金融サービス機関は、自らの役割を明確にするため
に、未来を描くことに躍起になっているように見えま
す。しかし、今のところその未来は不確実なままです。
明確なのは、デジタルアセットがこの進化の次の段
階の原動力になるということであり、この進化が既
存の金融商品やインフラの断片化、バッチサイクル、
脆弱性からの抜本的かつ歓迎すべきアップグレード
になるということです。金融業界だけでなく全ての業
界が、金融エコシステム全体で進められている改善
の恩恵を受けることができるでしょう。

デジタルアセットの新時代
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図 1

金融業界のエグゼクティブはブロックチェーンやデジタルアセットを
どのように捉えているか
金融業界全体の回答者、特に金融業界先駆者は、ブロックチェーンやデジタルアセットの重要性について、
全体の回答者よりも強い同意を示しています

全体　　　金融業界全体　　　金融業界先駆者

注：各記述に「強く同意する」または「ある程度同意する」と回答した人の割合。
回答者数＝1,280 人（2021 年全体）、 回答者数＝320 人（金融業界全体）、回答者数＝70 人（金融業界先駆者）
出所：デロイト グローバル ブロックチェーンサーベイ2021

質問：次の各記述にどの程度同意しますか、同意しませんか？
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73%

80%

78%

81%

自分が所属する業界はブロックチェーン、
デジタルアセット、および／または暗号資産の

ソリューションから新たな収入源を得ることができる

ブロックチェーンやデジタルアセットを導入しなければ
自社は競争上の優位性を得る機会を失うことになる

自社のビジネスパートナー、サプライヤー、顧客、
および／または競合他社は、ソリューションまたは

戦略に関連して、ブロックチェーン、デジタルアセット、
および／または暗号資産について話し合っている、

または取り組んでいる

自分の組織またはプロジェクトにおけるブロックチェーン、
デジタルアセット、および／または暗号資産の使用には

有力なビジネスケースがあると自社の経営陣は考えている

ブロックチェーン技術には広範な拡張性があり、
主流として採用されている

0 20 40 60 80 100

金融業界先駆者
調査データの詳しい分析を進める中で、金融業界回答者の中に「先駆者」と呼ばれる最先端を行く回
答者のサブセットが存在することが分かりました。「先駆者」とは、組織が既にブロックチェーンソリュー
ションを本番環境に導入したりデジタルアセットを中核的なビジネス活動に組み込んだりしている回答
者のことです。また、先駆者は先を行っているだけでなく、ブロックチェーンとデジタルアセットを戦略的
優先事項のトップ5に据えているという特徴があります。金融業界先駆者は、ブロックチェーンとデジタ
ルアセットがもたらす可能性を強く確信しています。本レポートでは「先駆者」を一般的な金融業界グ
ループや回答者全体と区別しています。本サーベイ結果は、金融業界先駆者がブロックチェーンとデジ
タルアセットを相対的に重視していることを示しています。

デロイト グローバル ブロックチェーンサーベイ2021
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図 2

デジタルアセットの未来
金融業界先駆者は、デジタルアセットが近い将来果たす変革の役割に関する考えについて、
ほぼ全員一致しています

全体　　　金融業界全体　　　金融業界先駆者

注：回答者数＝1,280 人（2021 年全体）、回答者数＝320 人（金融業界全体）、 回答者数＝70 人（金融業界先駆者）
出所：デロイト グローバル ブロックチェーンサーベイ2021
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94%
76%
76%今後5年から10年の間にデジタルアセットが

法定通貨の有力な代替オプションになる、もしくは
法定通貨に取って代わると強くまたはある程度思う

100%
79%

78%今後24ヵ月の間に自分が所属する業界にとって
デジタルアセットが非常にまたはある程度重要になると思う

物理からデジタルへ

私たちが知っている物理通貨システムの終焉
は、避けることのできないアップグレードを
意味します。今後5年から10年の間にデ

ジタルアセットが法定通貨に取って代わるという点
については回答者の間で意見が一致しています。回
答者全体および金融業界回答者の4分の3以上
（76%）が、この移行が発生すると考えています。こ
の数字は、金融業界先駆者では94%にまで上昇し
ます。

大手機関や個人の関心が高まる中、デジタルアセッ
ト市場に資金が流入し続けています。預金に対する

根本的な影響は、銀行や資産を保有する全ての業
界に重要な機会をもたらします。そのため、金融業
界サーベイ回答者の約半数（47%）が、「カストディ」
が自社におけるデジタルアセットの「非常に重要」
な役割であるとし、トップの役割として挙げたことは
当然のことといえます。金融業界先駆者の間では、
この数字が63%に上昇しています。中央銀行デジタ
ル通貨を保有または取引するうえでの最大の懸念事
項としても「安全なカストディ」が挙がっており、金
融業界回答者の57%、金融業界先駆者では77%
という驚くべき結果となっています。

デジタルアセットの新時代
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図 3

将来におけるデジタルアセットの役割
デジタルアセットの潜在的なユースケースの中でもカストディと新たな決済チャネルが際立っています

全体　　　金融業界全体　　　金融業界先駆者

注：デジタルアセットが「非常に重要な」役割を担うと回答した人の割合。
回答者数＝1,280 人（2021 年全体）、 回答者数＝320 人（金融業界全体）、回答者数＝70 人（金融業界先駆者）
出所：デロイト グローバル ブロックチェーンサーベイ2021

質問：デジタルアセットはあなたの組織またはプロジェクトにおいてどのような役割を果たすと思いますか？

44%
35%

32%
ロイヤリティソリューション

44%
37%

34%

財務／バランスシートの管理

54%
39%

35%

金融商品・製品の仮想化

50%
40%

37%
エンドユーザー取引

41%

38%
34%契約／知的財産権関連業務の自動化

43%
42%

38%
企業間取引や銀行間取引

56%
45%

39%

アセットのトークン化

56%
44%

39%

分散型金融プラットフォームへのアクセス

57%
40%
41%

投資／ポートフォリオの多様化

新たな決済チャネルまたはタイプ
42%
43%

63%

デジタルアセットのカストディ
45%

47%
63%

0 10 20 30 40 50 60 70

デロイト グローバル ブロックチェーンサーベイ2021
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暗号資産は新しいものであり、設計や実装も様々で、
新しいものには新しいリスクがつきものであること
から、暗号資産のカストディモデルは様々な形態を
取る可能性があります2。強力な運用保護を確立し、
顧客特性に対応するために、デジタルアセットのカス
トディには、上場有価証券などのアセットとは異なり、
新しい技術インフラや新しいプロセス、手続きが必
要となります。

デジタルアセットの普及により、金融業界企業は未
来に向けてステップアップし、より積極的な役割を担
うようになっています。このような行動は、従来のバ
ンキングモデルの存続にとって大きな脅威となるセ
ルフバンキングモデルを企業が採用することを阻止
するのに役立ちます。例えば、銀行は企業と協力し
て高水準のモデルを開発することで、銀行が重要な
役割を果たす未来を創造することができます。短期
的には、銀行はこれらの領域に参加しより直接的に
競争するための独自の機能を開発することで、暗号
資産取引所、カストディアン、暗号資産ベースの投
資商品の発行者からのより直接的な脅威に対処する
ことになります3。

また、今回のサーベイは、決済の観点からもデジタ
ルアセットが不可欠であることを裏付けています。具
体的には、金融業界回答者の43%が、新たな決済
方法が自社におけるデジタルアセットの「非常に重
要」な役割であると回答しています。金融業界先駆
者の間では、この数字が63%にまで上昇し、同グ
ループの回答の中で事実上の同率1位となっていま
す。実際、私たちは決済の性質が、商取引から切り
離された独立したプロセスではなく、統合された同
時進行の構造へと変化しているのを目の当たりにし
ています。

現在、決済は全て銀行システムを介して行われ、複
数国の複数プレイヤーが外国為替のスポット取引を
行い、手数料を徴収するという非常に細分化された
行為により実現しています。2020年には、国境を越
える通貨の移動（付加価値やリスクを伴わない通貨

の移動）に関連する世界の決済収益が約2兆ドルに
上ったとされています。これらの取引を無料または
わずかなコストで瞬時に行うことができる企業が増
えるにつれて、この決済収益は縮小していくでしょう。

デジタルアセットを使えば、こうした取引を従来の国
際銀行システムの外で行うことができます。企業は、
デジタルアセットをサブ・カストディまたはセルフ・
カストディし、自社の資本や流動性のニーズに合わ
せて、直接、法人間や国境を越えて移動させること
ができます。

とはいえ、銀行はただ手をこまねいているわけでは
ありません。銀行は依然としてデジタルアセットやブ
ロックチェーン技術の最大の特許出願者であり続け
ています。銀行は、従来の決済サービスからの収益
減に対処するための新しいサービスの創出など、テ
クノロジーを活用する方法を模索しています。その
ためには、銀行は決済に関するビジネスモデルや収
益モデルを見直す必要があります。しかし、それはク
ロスボーダー決済やグローバルな通貨の移動に関
するビジネスモデル、収益モデル、基本的なバリュー
プロポジションの変更を意味するため、プロセスの
変更以上のものが必要になります。

金融業界のリーダーたちは、ブロックチェーン技術
やデジタルアセットの機能が長年にわたる銀行の重
要な収益源を脅かしていることを認識しています。彼
らはこれらの新しい技術の導入方法を特定しようと
しているだけでなく、未来の通貨のための新しいグ
ローバル金融インフラにおいて、付加価値のあるプ
レイヤーになる方法を模索しています。

金融業界は、必ずしも一つの将来像に向かって進ん
でいるわけではありません。むしろ、銀行、決済会社、
企業、規制機関など、様々なプレイヤーの行動に左
右される可能性のある、いくつかの潜在的なシナリ
オが想定されています。今回のサーベイでは、特に
規制に関する未解決の問題が金融機関の取り組み
方に影響を与えていることが分かりました。

デジタルアセットの新時代
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サーベイ全体の回答者の10人中6人（金融業界
先駆者では10人中7人）が、デジタルアセットを受
け入れるうえでの最大の障壁として規制を挙げてい
ます。

2008年ビットコイン誕生 4、2009年1月ビットコイ
ンネットワークの開始以降、米国をはじめとする世
界中の規制当局が暗号化やブロックチェーンのイノ
ベーションに後れを取らないよう多種多様なガイダ
ンスを策定してきました。例えば米国では、規制当
局がこのような断片的なガイダンスを今後も続けて
いくのか、あるいは証券取引委員会、銀行規制当局、
および商品先物取引委員会（CFTC）が連携して調
整を行うのか、もしくは議会がエンドツーエンドの規
制の枠組みを確立する行動を起こすのかは、依然と
して不透明です。短期的には、米国規制当局が暗号
資産に関連する懸念事項（サイバーセキュリティ、マ
ネーロンダリング、有価証券届出、不正行為、税務、
取引報告のリスクなど）に焦点を当てた追加ガイダ
ンスを発行することが予想されます。

しかし、ブロックチェーン、デジタルアセット、暗号資
産のソリューションによる将来の収益機会について
は、楽観的な見方が共有されています。金融業界先
駆者が最も楽観的であり、93%が「強くまたはある
程度同意する」と回答しているのに対し、金融業界
全体と回答者全体はそれぞれ80%となっています。
しかし、この楽観的な見方は、金融サービスにとっ
ての明るい未来を意味しているのでしょうか。

現在の規制の動きや不確実性を乗り越え、市場での
地位を戦略的に確立することができるプレイヤーに
とっては、グローバル金融市場を構成するいくつか
の領域において、真に変革のチャンスが存在します。

デロイト グローバル ブロックチェーンサーベイ2021
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図 4

デジタルアセットを受け入れるうえでの主要な障壁
デジタルアセットを受け入れるうえでの最大の障壁として、サイバーセキュリティと規制が
筆頭に挙げられています

全体　　　金融業界全体　　　金融業界先駆者

注：回答者は複数回答が可能であったため、割合の合計は 100％を超えます。
回答者数＝1,280 人（2021 年全体）、 回答者数＝320 人（金融業界全体）、回答者数＝70 人（金融業界先駆者）
出所：デロイト グローバル ブロックチェーンサーベイ2021

質問：デジタルアセットをグローバルで受け入れ使用するうえでの最大の障壁は何ですか？（上位5つを選択）

9%
16%

13%
その他のブランドリスク

39%
46%

41%
人材の獲得

43%
46%

43%
バリュープロポジションの欠如

41%
43%

47%
広範囲の導入

63%
48%

47%
流通市場

33%
50%
50%

レガシープロセスおよびシステム

69%
58%
59%

プライバシー

64%
65%

62%
金融インフラ

73%
60%

63%
規制

67%
63%

71%
サイバーセキュリティ

0 10 20 30 40 50 60 70 80

デジタルアセットの新時代
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デジタルから未来の金融へ

新しいアプローチによって、資金調達の効率
化を求める声の高まりへ対応がなされる
中、通貨の保管や取引と同様に、融資や

資本形成についてもアップグレードが必要です。実
際、金融業界先駆者の70%が、デジタルアセットが
自社に最も影響を与える領域として資金源を挙げ
ています。これは金融業界全体の43%を大きく上
回り、サーベイ全体の回答者の36%の約2倍にあ
たります。

小売業の観点から見ると、デジタルアセットのアーキ
テクチャは分散型金融についての考え方を示してい
ます。実際、本サーベイは、それがいかに重要かを
示しています。デジタルアセットが分散型金融におい
て果たす役割について尋ねたところ、金融業界回答
者の83%、金融業界先駆者の90%が、非常にまた
はある程度重要な役割を果たすと思う、と回答しま
した。

銀行は、国内外で厳しい融資競争にさらされていま
す。そのため、銀行は動産担保融資（ABL）の発行
方法を模索しています。これまでと同様、中核であ
る信用リスクと引受リスクに加えて、ABLの安全性
および健全性に関する懸念に関する監督上の重要
課題に取り組んでいく必要があります。なお、デジタ
ルアセットの融資には会計および税務上の影響に関

する既存の規範が適用されない可能性があるので
注意が必要です。

また、企業の所有権や負債を発行する仕組みについ
ても改善が必要です。企業は、スマートコントラクト
ベースのガバナンスモデルを通じてトークン発行に
よる資金調達を行っていますが、同じことを自社株
を通じて行うことも可能です。これらは、流動性供
給者と流動性需要者を対象とした市場への参加権
によって裏付けられた単なるデジタルアセットではあ
りません。これらの企業における資本の形成・調達
方法や、コーポレートアクションの実行方法、価値
の交換方法は、遥かにダイナミックなものになって
いくでしょう。

新しい資産価値の源泉によって経済活動の速度、透
明性、そしてその経済活動に対する信頼性が向上す
るため、こうした変化は金融サービスに大きなディス
ラプションをもたらすと考えられます。これが全体と
して何を意味するのか、これらの商品がどのように
取引されるのか、そしてこの市場がどれだけダイナ
ミックになる可能性があるのかを考慮すると、これ
までとは全く異なる経済流動性モデルが登場するこ
とになるでしょう。それが市場全体にどのような影響
をもたらすかは、まだ明らかになっていません。

デロイト グローバル ブロックチェーンサーベイ2021
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図 5

デジタルアセットが最も影響を与える領域
回答者全体では低迷しているものの、金融業界先駆者の10 人中 7 人がデジタルアセットが
最も影響を与える領域として資金調達を挙げています

全体　　　金融業界全体　　　金融業界先駆者

注：デジタルアセットが「非常に良い」影響を与えると回答した人の割合。
回答者数＝1,280 人（2021 年全体）、 回答者数＝320 人（金融業界全体）、回答者数＝70 人（金融業界先駆者）
出所：デロイト グローバル ブロックチェーンサーベイ2021

質問：デジタルアセットはあなたの組織またはプロジェクトの以下の側面にどのような影響を与えますか？

53%
37%

35%
新たな収入源

70%
43%

36%
資金調達

39%
40%

36%
リスクの低減

43%
37%
37%

顧客期待の充足

39%
43%

39%
競争力の向上

41%
39%

41%
信頼性の強化

59%
45%

44%
コンプライアンスと透明性の改善

57%
45%

44%
プロセスの効率化（例：決済の迅速化）

0 10 20 30 40 50 60 70

デジタルアセットの新時代
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結論

デジタルアセットへの移行は、銀行を根本的
に変え、銀行のファンダメンタルズを変化さ
せようとしています。プラス面として、本サー

ベイ回答者の76％、金融業界先駆者の85%が、デ
ジタルアセットによって組織やプロジェクトのリスク
が著しくまたは中程度に軽減されると考えています。
しかし、今回のサーベイでは、このような楽観的な
見方にも慎重さが見られることが分かりました。

サーベイ全体の回答者の約70%が、最も変更が必
要な領域としてデータセキュリティの規制を挙げ（金
融業界先駆者では63%）、サーベイ全体の回答者
の71%がデジタルアセットを受け入れるうえでの最
大の障壁としてサイバーセキュリティを挙げています。
この数字は、金融業界先駆者でもわずかに低いだ
けであり（67%）、デジタルアセットを最も熱心に信
じている人でもセキュリティに対する当然の懸念を
抱いていることを示唆しています。

デジタルアセットのディスラプションによって市場の
細分化が急速に進む中、グローバル金融サービスは
自らを再構築し、消えゆく収益源に代わるビジネス
を創出しようとしています。デジタルアセットの様々
な側面に関する規制要件がまだ義務化されていな
いため、業界ではこの課題への対応が遅れています。
そのため、銀行の幹部がデジタルアセット全般に対
する懸念を表明し、規制による保護が依然として必
要な理由を訴えているのは当然のことといえます。

それにも関わらず、銀行は時代に遅れないよう進化
しており、合理化・効率化を図るスマートコントラク
トなど、物事の簡素化に必要なものが普及したこと
により、進化に拍車がかかっています。企業はデジタ
ルアセットを実現することのできる金融プラット
フォームを構築しており、これは銀行と規制当局の
双方にとっての懸念となっています。にも関わらず、
本サーベイの回答者は、下記のような様々なタイプ

のデジタルアセットが組織やプロジェクトに非常に
良い影響をもたらすと期待しています。

• ステーブルコインまたは中央銀行デジタル通貨：
サーベイ全体42%、金融業界全体43%、金融
業界先駆者53%

• アルゴリズムを活用したステーブルコイン：サー
ベイ全体38%、金融業界全体40%、金融業界
先駆者59%

• 企業によって管理されるコイン：サーベイ全体
33%、金融業界全体33%、金融業界先駆者
43%

こうした考え方は、顧客の将来ニーズに効果的に応
えるために、業界は従来のプロセス、商品、サービ
スをどう適応させればよいか、という新たな不安を
生み出します5。銀行は現在、業界の先頭に立ってい
ますが、資本市場がデジタルアセットを中心に再編
されていく中で、常に流動的な状況に置かれます。
私たちが目の当たりにしている劇的な変化は、銀行
を利用するあらゆる組織に短期的および長期的に影
響を及ぼすでしょう。未来はまさに今起こっているの
です。

もちろん、金融業界も他の業界と同様に、デジタル
通貨の潜在的な影響を理解しようとしている最中で
す。上述のとおり、今回のサーベイではリーダーの
大半（驚くべきことに金融業界先駆者の97%）が、
競争上の優位性を得るための方法としてブロック
チェーンとデジタルアセットをそれぞれ区別していま
す。かつてないスピードでインフラが整備され、常に
柔軟性が求められるようになったことで、多くの業界
がデジタルアセットの新時代に活路を見出すための
適応を迫られています。

デロイト グローバル ブロックチェーンサーベイ2021
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この傾向は、変化の明確な証拠が存在し、変化の規
模が非常に大きい銀行で特に顕著です。しかし、変
化が及ぼす最終的な影響はまだ明らかになっていま
せん。将来像は、プレイヤーとその対応によって決ま
ります。何が起こるのか。それにどう対応するのか。
今業界が何をするかによって、今後10年の金融サー
ビス、通貨の性質、金融経済活動の性質が形成され
ていきます。そして、金融サービスにおけるデジタル
アセットの未来を示すいくつかの決定的な兆候が見
られます。通貨の動きが速く、移動が安価で、所有
権を得やすく、企業の資金調達に瞬時に投資できる

とともに、経済活動の全体的なスピードが指数関数
的に上がっているのです。銀行だけでなく、事実上
全ての業界は、変化を受け入れる以外に選択肢は
ありません。

デジタルアセットの時代に参加することは、選択肢
の一つではなく必須なのです。リーダーたちに委ね
られているのは、組織がデジタルアセットや新しいグ
ローバル金融サービスインフラを開始すべき時期お
よび方法と、それを最大限活用する方法を決定する
ことだけです。

デジタルアセットの新時代
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図A1

2021年グローバル・ブロックチェーンサーベイは
世界10カ国・地域で実施されました（総回答者数＝1,280人）

出所：デロイト グローバル ブロックチェーンサーベイ2021

米国
回答者425人

ブラジル
回答者90人

南アフリカ
回答者30人

英国
回答者120人

香港
回答者105人

中国
回答者160人アラブ首長国連邦

回答者40人

シンガポール
回答者90人

ドイツ
回答者160人

日本
回答者60人

付録

以下では、サーベイから得られたいくつかの主要指標に注目して金融業界回答者とサーベイ回答者全
体の比較を示しています。それ以降の図では、様々な主要指標に焦点を当ててサーベイ結果を紹介し
ています。

デロイト グローバル ブロックチェーンサーベイ2021
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図A2

サーベイデータ（抜粋）

指標 サーベイ全体
（回答者数＝1,280人）

金融業界回答者
（回答者数＝320人）

サーベイ
全体との
比較

出所：デロイト グローバル ブロックチェーンサーベイ2021

金融業界先駆者
（回答者数＝70人）

サーベイ
全体との
比較

今後5年から10年の間にデジタルア
セットが法定通貨の有力な代替オプショ
ンになる、もしくは法定通貨に取って代
わると「強く思う」と回答した人の割合

「ブロックチェーン技術には広範な拡張
性があり、主流として採用されている」
という記述に「強く同意する」と回答し
た人の割合

「ブロックチェーンやデジタルアセットを
導入しなければ自社は競争上の優位性
を得る機会を失うことになる」という記
述に「強く同意する」と回答した人の割
合

「自分の組織またはプロジェクトにける
ブロックチェーン、デジタルアセット、
および／または暗号資産の使用には有
力なビジネスケースがあると自社の経
営陣は考えている」という記述に「強く
同意する」と回答した人の割合

「自分が所属する業界はブロックチェー
ン、デジタルアセット、および／または
暗号資産のソリューションから新たな収
入源を得ることができる」という記述に
「強く同意する」と回答した人の割合

デジタルアセットをグローバルで受け入
れ使用するうえでの障壁、上位３つ（回
答者の割合）

ブロックチェーンやデジタルアセットの
導入を促進するうえで最も変更する必
要がある規制領域、上位3つ（回答者
の割合）

ブロックチェーンのユースケース、上位
3つ（回答者の割合）

組織におけるデジタルアセットの役割、
上位３つ（「非常に重要」な役割を果た
すと回答した人の割合）

組織においてデジタルアセットが影響を
与える領域、上位3つ（「非常に良い」
影響を与えると回答した人の割合）

組織に最大の価値をもたらすものとし
て挙げられたデジタルアセットのアプリ
ケーション（回答者の割合）

今後12ヵ月間で1,000万USドル以上
ブロックチェーン／デジタルアセットに
投資することを計画している（回答者の
割合

経営幹部（CEO、CIO、CTOなど）の
回答者の割合

上級管理職（VP、事業部門長など）の
回答者の割合

米国の回答者の割合

・デジタル通貨（47%）
・安全なデータ交換（42%）
・デジタル ID（41%）

33%

38%

39%

34%

36%

35%

33%

20%

44%

33%

・サイバーセキュリティ（71%）
・規制上の障壁（63%）
・金融インフラ（62%）

・データセキュリティ・プライバシー
（68%）
・業界固有の規制
—例：FDA、HIPPA（57%）

・内部統制・財務報告（49%）

・安全なデータ交換（45%）
・デジタル通貨（44%）
・デジタル ID（40%）

・プロセスの効率化（44%）
・コンプライアンスと透明性の改善
（44%）
・信頼性の強化（41%）

顧客請求指示の検証
—例：不正検知（52%）

・デジタルアセットのカストディ
（45%）
・新たな決済チャネルまたはタイプ
（42%）
・投資／ポートフォリオの多様化
（41%）

・金融インフラ（65%）
・サイバーセキュリティ（63%）
・規制上の障壁（60%）

・データセキュリティ・プライバシー
（67%）
・業界固有の規制
—例：FDA、HIPPA（56%）

・内部／外部監査（49%）

・デジタルアセットのカストディ
（47%）
・アセットのトークン化（45%）
・分散型金融プラットフォームへの
アクセス（44%）

契約書／合意書への署名、署名の
確認（54%）

・コンプライアンスと透明性の改善
（45%）
・プロセスの効率化（45%）
・資金調達（43%）

34%

20%

39%

31%

33% 67%

73%

56%

57%

43%

50%

46%

30%

30%

16%

34%

44%

35%

35%

31%

—

-4%

+5%

+1%

-1%

-4%

NA

NA

NA

NA

NA

 —

 —

+1%

-5%

-2%

・規制上の障壁（73%）
・プライバシー（69%）
・サイバーセキュリティ（67%）

・データセキュリティ・プライバシー
（63%）
・業界固有の規制
—例：FDA、HIPPA（63%）

・地域固有の規制
—例：EUデータ保護指令（53%）

・デジタル通貨（57%）
・安全なデータ交換（53%）
・規制コンプライアンス（47%）

・デジタルアセットのカストディ（63%）
・新たな決済チャネルまたはタイプ
（63%）
・投資／ポートフォリオの多様化
（57%）

・資金調達（70%）
・コンプライアンスと透明性の改善
（59%）
・プロセスの効率化（57%）

金融包摂やその他のサービスの
実現
－例：口座を持つことができない
アンバンクト層へのアクセス（60%）

+34 pts.

+35 pts.

+17%

+23 pts.

+7 pts.

+15 pts.

NA

NA

NA

NA

NA

—

+13 pts.

+10 pts.

-14 pts.

-17 pts.

今後24ヵ月の間にデジタルアセット（あ
らゆる形態）が自分が所属する業界に
とって「非常に重要」になると思うと回
答した人の割合

デジタルアセットの新時代
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図 A3

中央銀行デジタル通貨（CBDC）の主な特徴
データ保護、イノベーション、使いやすさがCBDCの主な特徴となっています

全体　　　金融業界全体　　　金融業界先駆者

注：回答者は複数回答が可能であったため、割合の合計は 100％を超えます。
回答者数＝1,280 人（2021 年全体）、 回答者数＝320 人（金融業界全体）、回答者数＝70 人（金融業界先駆者）
出所：デロイト グローバル ブロックチェーンサーベイ2021

質問：次のうち、中央銀行デジタル通貨の最も重要な特徴・特性はどれだと思いますか？（上位3つを選択）

友人や家族への迅速かつ
低コストな海外送金手段 14%

23%
23%

インターネット接続が制限されている
または接続できない遠隔地で使用可能 20%

27%
26%

これまで現金が使えなかった
オンラインでの購入に利用可能 34%

26%
30%

適切な銀行サービスへのアクセスが
限られている人々によるアクセス性

（未成年者、銀行サービスを利用できない
アンダーバンクト層、口座を持つことができない

アンバンクト層）
17%

35%
30%

これまで現金では対応できなかった
高額商品の購入にも利用可能－

例：住宅の頭金 41%
36%

34%

マネーロンダリングやテロリストの
資金調達などの違法行為への使用の制限 33%

34%
35%

デジタルマネーの対面での購入および／
または提供における使いやすさ 41%

35%
35%

44%

43%民間企業によるデータ収集からの保護－
例：ビッグテック、フィンテック、

銀行・金融機関

新たな決済イノベーションの支援

42%

38%
46%

41%

0 10 20 30 40 50

デロイト グローバル ブロックチェーンサーベイ2021



17

図A4

中央銀行デジタル通貨（CBDC）を保有または取引するうえでの
最大の懸念事項
CBDCに関する最大の懸念事項としてカストディが突出しており、この傾向は特に金融業界先駆者で
顕著になっています

全体　　　金融業界全体　　　金融業界先駆者

注：回答者は複数回答が可能であったため、割合の合計は100％を超えます。
回答者数＝1,280人（2021年全体）、回答者数＝320人（金融業界全体）、回答者数＝70人（金融業界先駆者）
出所：デロイト グローバル ブロックチェーンサーベイ2021

質問：中央銀行デジタル通貨を保有または取引するうえでのあなたの組織またはプロジェクトにとっての
懸念事項は何ですか？（上位3つを選択）
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既存の組織システム、ビジネスパートナー、
決済サービスプロバイダーとの相互運用性 37%
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暗号資産の取引または保有に関する
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図 A5

ブロックチェーンのユースケース
ブロックチェーンのユースケースとして最も多く挙げられたのはセキュリティ情報であり、
これは本サーベイ全体に共通するテーマとなっています。デジタル通貨も上位にランクインしています

全体　　　金融業界全体　　　金融業界先駆者

注：回答者は複数回答が可能であったため、割合の合計は 100％を超えます。
回答者数＝1,280 人（2021 年全体）、 回答者数＝320 人（金融業界全体）、回答者数＝70 人（金融業界先駆者）
出所：デロイト グローバル ブロックチェーンサーベイ2021

質問：あなたの組織またはプロジェクトに固有のブロックチェーンのユースケースのうち、上位のものを選択してください
（上位5つを選択）
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図 A6

デジタル IDがもたらす最大の価値
多くの回答者はデジタル IDの検証可能性に価値を見出していますが、金融業界先駆者は特に
金融包摂を促進する方法としてデジタル IDを捉えています

全体　　　金融業界全体　　　金融業界先駆者

注：回答者は複数回答が可能であったため、割合の合計は 100％を超えます。
回答者数＝1,280 人（2021 年全体）、 回答者数＝320 人（金融業界全体）、回答者数＝70 人（金融業界先駆者）
出所：デロイト グローバル ブロックチェーンサーベイ2021

質問：次のうち、どのデジタル IDアプリケーションがあなたの組織またはプロジェクトに最大の価値をもたらしますか？
（上位3つを選択）
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図A7

最も改革が必要な規制領域
回答者が最も改革が必要な規制領域としてデータセキュリティ・プライバシーを挙げているのは
当然のことかもしれません

全体　　　金融業界全体　　　金融業界先駆者

注：回答者は複数回答が可能であったため、割合の合計は100％を超えます。
回答者数＝1,280人（2021年全体）、回答者数＝320人（金融業界全体）、回答者数＝70人（金融業界先駆者）
出所：デロイト グローバル ブロックチェーンサーベイ2021

質問：ブロックチェーンとデジタルアセットの導入を促進するために、次のどの規制領域を
最も変更する必要があると思いますか？（上位5つを選択）
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