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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のかについて、世界中のお
客様や規制当局、政策立案者と協力して取り組んでまいりました。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、財務アドバイザリーのサービスを活かして、様々な業界の組織がブ
ロックチェーンに対する多様な抱負を実現できるようお手伝いしています。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障壁の対応について、当社の
リーダーに連絡し、話し合ってください。
詳細はこちらをご覧ください。let's talk 

注意事項：本誌はDeloitte Touche Tohmatsu Limitedが2020年6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、
2020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。 

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/consulting/solutions/blockchain-solutions-and-services.html
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はじめに： 
ブロックチェーンの進化 

日ブロックチェーンとして知られるように
なった技術が初めて紹介されてから10年
以上が経過しました。この間に、この技

術がビジネスや業界にもたす可能性は、暗号資産支払の
プラットフォームから、より大きく革新的で、真にディスラプ
ションをもたらすものへと進化していきました。近年では、ブ
ロックチェーンの潜在性に対する市場心理も同様に進化し
ており、企業はその利用に向けて実際に資金を投資に振
り向けるようになっています。 

デロイトの2019年グローバル・ブロックチェーンサーベイにおい
ては、継続的にこのような思考や投資のトレンドが見られ
たものの、ブロックチェーン技術の可能性に対する疑いや古
い考え方の痕跡も残っていました1。今年のサーベイでは、こ
のような疑念はいっそう薄まり、ブロックチェーンが業界やセ
クター、アプリケーション全般にわたって組織の戦略的な思
考の中にしっかりと取り込まれていることが示されました。 

スタートアップも成熟企業も共にブロックチェーンを取り込ん
でいるという実際の事例が増えています。組織のブロック

チェーンに対するコミットメントは今までになく高まっており、
通常業務の一環としてブロックチェーンを導入するという点
にこのコミットメントが表れています。 

2020年グローバル・ブロックチェーンサーベイの主な結論は、
企業経営者がブロックチェーンを革新的で単に有望な技
術であると考えるのではなく、組織の変革に不可欠なもの
と考えるようになった、というものです。今年、企業経営者
は、より有意かつ具体的な方法で戦略的ソリューションと
してのブロックチェーンに対して、規模の大小を問わずプロ
ジェクトという形で資金と経営資源を振り向けています。
加えて、より広範なブロックチェーンに関するプロセス、コント
ロール、さらには新たなビジネスモデルを実行に移そうとして
います。どのようなビジネスソリューションにも当てはまること
ですが、現実世界においては克服すべき課題はまだ山積

しています。それでも2020年には、様々な導入シナリオの
中で大胆なものも控えめなものも含めて稼働中の具体例
が出てきており、ブロックチェーン技術が様々な組織、ビジ
ネス、業界に有効であること、また、有効となり得ることを
示しています。

今 

特記事項 

本サーベイは、COVID-19がグローバルな健康危機として紹介され始めた時期に実施されたものです。ほとんどのサーベイ
対象国において、本サーベイを終了した2020年3月3日の時点では、新型コロナウイルスがもたらす影響を理解している
人は少なかったと言えるでしょう。当社はこのサーベイデータと当社の分析がブロックチェーン技術の現状を正確に反映し
ていると確信していますが、もちろん、新型コロナ危機が長期的な影響を及ぼす場合、それがブロックチェーンやデジタル
アセットの採用慣行に与える影響が明らかになるのはもう少し時間が経ってからとなると考えます。

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/risk/articles/ra/global-blockchain-survey-2019.htmlhttps:/www2.deloitte.com/jp/ja/pages/risk/articles/ra/global-blockchain-survey-2019.html
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概要とサーベイ手法について 

デロイトは2020年2月6日から3月3日にかけて本サーベイを実施しました。技術としてのブロックチェーンに対する全般的
な姿勢や投資についての幅広い知見を得るために、主にサーベイ機関としてのサーベイを実施したものです。このレポート
で示されているサーベイ結果は、ブロックチェーンに関する意見や考え方に加えて、この技術が将来及ぼす可能性のある
影響を映し出したものです。共有されている情報は、収集された全体的なデータや知見のサブセットの要約を示したも
のです。 

サーベイでは、14カ国（ブラジル、カナダ、中国、ドイツ、香港、アイルランド、イスラエル、メキシコ、シンガポール、南アフ
リカ、スイス、アラブ首長国連邦、英国、米国）の経営者と実務担当者1,488人のサンプルを集計しました。回答者
は様々な基準の中でも最低限、ブロックチェーン、デジタルアセット、分散型台帳技術（DLT）について幅広く理解し
ており、ブロックチェーンおよびデジタルアセットについて自身の組織の投資計画や見方についてよく知っているか、これら
の点についてコメントできる人となっています。 

今年のサーベイでは回答者の母集団の多様化を図るために、ブロックチェーン技術開発プロジェクトに具体的かつ直接
的に関与し、さらに昨年中に最低300万米ドルのベンチャー資金を受け取っている回答者100人を加えました。 

この100人の回答者も他の回答者と同じサーベイを受け、分析ではサーベイ対象となった1,488人の母集団の一部に数
えられています。 
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ブロックチェーンの 
より「リアル」な現実 

019年のサーベイ結果では、組織が「ブ
ロックチェーンツーリズム」の考え方から卒
業し、より恒久的な導入の定義や開発

を手掛けるようになっていることが示されました。2020年に
は、このようなマインド心情を示すリーダーが増加しており、
ブロックチェーンが「戦略的優先事項の上位5つに入ってい

る」また「人材およびブロックチェーン技術への投資を増加さ
せている」と回答しました。この最新サーベイのデータでは、
回答者の55%までがブロックチェーンを組織の最優先事項
と明確に見なしていることが示されました（2019年は
53%、2018年は43%）。 

図表1 

組織におけるブロックチェーンの重要性の変化 
回答者の過半数が2020年にも引き続きブロックチェーンを戦略的優先事項のトップ5の中に挙げました。 

質問：今後24カ月について、あなたの組織またはプロジェクトにおけるブロックチェーンの重要性を現在どのように見ていますか？次のうちか
ら当てはまるものを選んでください。 

■ 2020 ■ 2019 ■ 2018

注記：回答者数=1,488人（2020年グローバルサーベイ）、回答者数=1,386人（2019年グローバルサーベイ）、回答者数=1,053人

（2018年グローバルサーベイ）四捨五入により合計が100%とならないものもあります。 

出所：デロイト グローバル・ブロックチェーンサーベイ、2018年版、2019年版、2020年版 

4%

4%

21%

29%

43%

3%

3%

14%

27%

53%

2%

3%

14%

26%

55%
非常に重要で戦略的優先事項のトップ5に入っている

重要ではあるものの、戦略的優先事項のトップ5ではない

妥当ではあるものの、戦略的優先事項ではない

結論に達していない

重要ではない

2 
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図表2 

サーベイ回答者のブロックチェーンとその採用に対する姿勢の変化

ブロックチェーンに対する関心心情は、慎重な姿勢が高まっている状況の中でも、全般的には改善のパターンが見られます。 

質問：ブロックチェーン技術に関して、次の各記述にどの程度同意しますか、同意しませんか？ 

■ 2020 ■ 2019  ■ 2018 

注記：数値は、各記述に「強く同意する」または「それなりに同意する」とした回答者の割合。 

回答者数=1,488人（2020年グローバルサーベイ）、回答者数=1,386人（2019年グローバルサーベイ）、回答者数=1,053人（2018年グ
ローバルサーベイ） 

出所：デロイト グローバル・ブロックチェーンサーベイ、2018年版、2019年版、2020年版 

主な結論としては、足元のブロックチェーンの取り込みに関
して今まで以上に前向きな考え方が取られるようになり、
前年までのサーベイでも見られたブロックチェーン受容の動
きが継続しています。図表1と図表2を見ると、この考え方

の進化を読み取ることができます。 

ブロックチェーンには広範な拡張性があることに「強く同意」
または「それなりに同意」した回答者の数は88%となり、昨
年の86%、2018年の84%から増加しています。「ブロック
チェーンを採用しなければ自社の競争力が低下する」と答
えた回答者も、昨年の77%、2018年の68%から増加して
83%となりました。

約86%の回答者が、ブロックチェーンには魅力的なビジネス
上の論拠があることに「強く同意」または「それなりに同意」
しており、これは昨年の83%、2018年の74%から増加して
います。 

さまざまな地域全体でブロックチェーンに対する前向きな心

理が読み取れます。例えば、ブロックチェーンの拡張性の問
題については、香港、ブラジル、イスラエル、アラブ首長国

連邦などの国の回答者は平均以上の関心を示しました。
ブロックチェーンを採用しないことで組織の競争力が犠牲に
なるという点については、中国、アイルランド、カナダの回答
者が平均以上の関心を示しました。 

39%

68%

77%

74%

84%

43%

77%

82%

83%

86%

54%

83%

85%

86%

88%

2020 2019 2018

ブロックチェーン技術は広く拡張性があり、最終的には技術採用の主流となる

自分の組織またはプロジェクトにおいてブロックチェーン技術を使うことについて魅力的なビジネス
上の論拠があると組織の経営陣は考えている

サプライヤー、顧客、および／または競合他社は、自分の組織にサービスを提供するバリューチェーンにおけ
る現在の課題に対してブロックチェーンによるソリューション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いてブロックチェーン技術を採用しなければ、競争力を失うことになる

ブロックチェーンは騒がれ過ぎである
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各項目でスコア上位を占める国は地域の中でも様々であ
り、ブロックチェーン技術が世界中で多様な特質を持ってい
ることを反映しています。（本レポートの後段では、ブロック
チェーン採用の地域差について詳細に検討します。）

言うまでもなく、ブロックチェーンに対する姿勢だけではその
採用は進みません。しかし、投資や自信につながるという
理由から、市場のムードは重要なものです。そのため、この
サーベイでは、企業が苦労して稼いだ収益をブロックチェー
ンの取り組みに費やしているということを明らかにしていま
す。例えば、回答者の82%が「ブロックチェーンの専門性を
有する人材を採用している」または「今後12カ月以内に採
用する予定である」としています（昨年は73%）。昨年の
サーベイ対象となった企業（収益1億米ドル以上）と同
類の企業だけに絞ると、この数字は89%に跳ね上がりま
す。アジア太平洋地域（中国、シンガポール、香港）が
採用に関して最も積極的で、全回答者の89%が「ブロック
チェーンの専門性を有する人材を採用している」または「来
年までに採用する予定である」としています。サーベイの他
の項目においても、ブロックチェーン投資の水準が安定的
であるか、増加していることが示されています。 

念のためですが、企業のブロックチェーンソリューションの採
用と導入が進むにつれて、また、経営者がブロックチェーン
を未来の進歩ではなく現実のものとして受け入れるように
なるにつれて、現在および将来的なブロックチェーン技術の
取り入れ方について根本的なある種の不確実さは残りま
す。我々としては、組織がその不確実性を直ちに解決する
とは考えていません。業界、成熟度、リスク許容度、予算
などによって、この過程には引き続き時間がかかるもので
す。懐疑的なままの人もいます。サーベイ回答者は全般的
には前向きな関心心情を示しましたが、データポイントの中
にはその真意心情が全員に共有されているものではないこ
とを示すものもあります。例えば、ブロックチェーンが「騒がれ
過ぎである」と考える回答者の数は実は、2019年の43%、
2018年の39%から大幅に上昇し、今年は54%となりまし
た。さらに、「ブロックチェーンのセキュリティが既存のITシステ

ムよりも高い」と考える回答者は、2019年の71%から今年
は64%に低下しました。このような警戒心はあるものの、ブ
ロックチェーンの新たな導入はほぼ毎日のように何らかの形
で起きています。このような稼働の具体例は、地域や業界
全般にわたってブロックチェーンがビジネスのやり方に目に見

える違いを生み出しているという明確な証拠となっているの
です。 

様々な分野にわたってトランスフォーメーションを生む可能
性のある大規模な取り組みが前進していることも確実に
目にすることができます。例えば、デジタル通貨「リブラ」は
ブロックチェーンをベースにした新たな金融インフラの代表で
あり、世界の資金の動きや取引を簡素化し、銀行システ
ムの周縁に置かれている人の金融包摂を高めることを目

的としています2。さらに、香港を拠点とした貿易金融の分
散型台帳技術（DLT）ソリューションは、スマートコントラク
トを通じたDLTの適用例となっています。これによって、不正
取引リスクや重複する資金調達を削減し、一方では業界
の透明性や生産性を向上させることにつながっています3。 

他にも幅広い事例があります。東南アジアのバンカシュラン
ス（銀行と保険の融合）プレイヤーのために透明性と生

産性を向上させるDLTプラットフォーム、北米の大規模港

湾においてステークホルダー全体の透明性、信頼性、コミュ
ニケーションを高めるためのブロックチェーンを使った追跡プ
ラットフォームなどです4。また、認証業界として初となるブ
ロックチェーンソリューションの例もあります。これは北欧有
数の品質保証組織のためにデロイトが開発を支援したも
のです5。 

当然のことながら、このような大規模なプロジェクトはメディ
アの注目を集めます。しかし、当社ではブロックチェーン採
用の小規模な事例についても追跡しています。それは、
人々の生き方や仕事の進め方に同じようにトランスフォー
メーションをもたらし、所有権の移転・保護、特許データの
保管・検索システム、投票が容易になるプラットフォーム、
より安全で追跡可能な食料調達など、幅広い分野に影
響をもたらすものです。
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このような事例や、その他様々な現実世界での導入例
は、ブロックチェーンが世界の商流に確かな地歩を築いてい
るという小さくともしっかりとした証拠となっています。 

この点について、当社のサーベイは非常に重要な観点を浮
き彫りにしています。グローバルの回答者の39%（収益1億
米ドル以上の企業では41%）が「ブロックチェーンを既に稼
働させている」としており、ブロックチェーン導入の増加が定
着しつつあることがサーベイで確認できました。図表3の通
り、昨年は23%であり、大幅な増加となっています。 

しかし、より広範な採用の実績で見ると大きな違いがある
ことにも気付きます。例えば、米国の回答者の31%が「ブ
ロックチェーンが既に稼働中である」と回答したのに対し、

中国ではその2倍近くとなる59%という大き
な違いを見せました。アジア太平洋地域全
体としては53%です。一方で、アイルランド
（48%）とアラブ首長国連邦（43%）もこ
の点を牽引しています。業界別では、テクノ
ロジー・メディア・通信（TMT）、金融サービ
ス、小売／卸売／ロジスティックス／物流が
上位にあります。 

しかし、ユースケースや導入の取り組みを遥か
に超えたところに現実が登場します。端的に述べると、ブ
ロックチェーンはかつては技術的な実験であると見なされて
いましたが、今では組織全体に影響をもたらす真のチェン
ジエージェントを表すものになっているのです。 

図表3 

昨年と比較すると組織はどの程度ブロックチェーンを稼働させたか？ 
今年のサーベイでは、ブロックチェーン採用に大きな飛躍が見られました。 

■ 2019年に既にブロックチェーンを稼働させたとした回答者の割合
■ 2020年に既にブロックチェーンを稼働させたとした回答者の割合 

■ 2020年に既にブロックチェーンを稼働させたとした回答者の割合（収益別）

注：回答者数=1,488人（2020年グローバルサーベイ）、回答者数=1,386人（2019年グローバルサーベイ） 

出所：デロイト グローバル・ブロックチェーンサーベイ、2019年版、2020年版 

23%

39% 41%
46%

2019年全体 2020年全体 収益1億米ドル以上 収益10億米ドル以上

ブロックチェーンはかつては技術的な

実験であると見なされていましたが、

今では組織全体に影響を及ぼす真

のチェンジエージェントを表すものに

なっています。 
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ブロックチェーンはずっと以前に理論から実用へと大きく前
進を遂げており、今日、多くの組織がこれに関連する説明
責任の課題に対処する必要性を認識しています。特に、
そのような説明責任の課題が顧客、サプライヤー、投資
家、政府および規制当局、社会全般に関係するためで
す。サイバーセキュリティ、グローバルなデジタルアイデンティ
ティ、所与の会計・監査・内部統制・税務・財務報告につ
いての枠組みの順守、ガバナンス、旧来になく高まっている
デジタルアセット開発の全般的な影響といった分野が、関
連する差し迫った懸念として挙げられます。規制当局や基
準設定主体などの関係者は、このような懸念が起きるた
びにその理解やモニタリング、対処に務めてきました。明確
な道筋を見出せない組織や国は、課題に対処できた他

社に市場シェアを奪われることになりかねません。さらに大

きな点に目を向けることも大切です。組織が中核業務に
ブロックチェーンのプラットフォームを取り込むと、その中核業
務を支えるあらゆる人がステークホルダーとなります。経営
幹部、取締役、社内外監査、法務・コンプライアンス・財
務の人員、そして言うまでもなくブロックチェーンのシステムそ
のものに直接関与している全員のことです。 

2020年のブロックチェーンの様相を総括すると、目に見える

実際の導入が大小様々な規模で進んだということです。
しかし、ブロックチェーンがどのように組織全体に影響し、そ
の成功のためにどのように全員が関与することになるか、と
いった別の様相もまた浮き彫りになりました。 
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現在と未来の 
デジタルアセット 

ロックチェーンが持つツールまたプラット
フォームとしての魅力や長期的な持続性
は、ブロックチェーンによるデジタルアセット

の活用と、デジタルアセットが将来の商業取引に果たす役
割に見出すことができます。デジタルアセットは、一般的に
はビットコインやイーサといった暗号資産に関連付けられる
ことが多いものですが、より多様な種々の目的のために活
用することができるものです。 

当社ではデジタルアセットを「固有または獲得した価値を
持ちデジタルの形で表明されるもの」と定義しています。近
年、この用語はブロックチェーンやブロックチェーンに似たネッ
トワークで表明・保有・取引されている資産を含めるように
なりました。暗号資産を別にすると、デジタルアセットの例
には土地・商品・フィアット通貨のデジタル表明、トークン
化された債券・株式、金融商品、その他様々なものが含
まれます6。 

デジタルアセットは、物理的資産のトーク
ン化によってセカンダリーマーケットでの取
引がより簡便で円滑になるなど、ユーザー
に多大なメリットをもたらします。デジタル
アセットでは、履歴の透明性や出所の
記録の精度が高まります。さらに、大規

模で分割できない資産もデジタルアセッ
トとしては分割することができるため、より
包摂的でアクセスしやすい取引エコシス
テムを創出する助けともなります7。

このような様々なメリットに照らすと、サーベイ回答者がデ
ジタルアセットを好意的に見ていることは驚きではありませ
ん。89%近い回答者が自分の業界において今後3年間で
デジタルアセットが「非常に重要」または「それなりに重要」
になると考え、過半数（53%）が「非常に重要になる」と

回答しています。この両方の回答の水準はデジタルアセッ
トの潜在性を確認するもので、ブロックチェーンの重要性が
全般的に増していることを考えると意義深いものです。 

デジタルアセットの重要性に対する認識の高さを表すもの
として、サーベイ回答者の83%が今後5年から10年でデジタ
ルアセットがフィアット通貨を代替するまたはフィアット通貨
を完全に差し替えるものになると「固く信じている」または
「それなりに信じている」としています。中国ではこの数値は
94%にも上ります。 

当社のサーベイでは、デジタルアセットの将来的な重要性
については確信が見られる一方で、デジタルアセットがどの
ように利用されるのか、また、どのような役割を担うのかと
いった具体的な点については明確な合意は見られません
でした。以前から現在にいたるまで、ブロックチェーンのユー
スケースについても同じような一貫性のなさが見受けられて
います。 

しかしそれでも、デジタルアセットの重要性は、知的財産
権管理、追跡の実行、株式商品のバーチャル表明、その
他様々なユースケースにおいて明白に示されています。

ブ

根源的な疑問が残ります：進化の

途上にあるデジタルアセットを採用す

る人は、継続的に出てくる国境を超

えた規制順守やプロフェッショナルの

指針といった課題を完全に理解して

いるのでしょうか？ 
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すぐに明らかになるものではありませんが、組織がブロック
チェーン全般だけではなくデジタルアセットについてもより具
体的な経験を蓄積し、安心感が高まっていくと、より多く
のユースケースが出てくると当社では見通しています。 

デジタルアセットには多くのメリットがある一方で、採用が
増加すると、ビジネスや規制当局にとっては新たな税務や
規制順守に関する問題が出てくる可能性もあります。 

それでも、サーベイ回答者の大半は規制上の負担に対応
できるという自信を示しています。約80%が、顧客本人確
認（KYC）、税務、GAAP／FASなどのデジタルアセットの
規制上の側面に対処する準備が「非常に整っている」また
は「それなりに整っている」と主張しています。 しかし、当社
のデータからは、プロセス、ポリシー、ガバナンスの調整といっ
た今後起きてくる甚大なコンプライアンス上の課題に対して
組織が完全に準備できているかどうかは明らかではありま
せん8。 

根源的な問いが残ります。進化の途上にあるデジタルア
セットを採用する人は、継続的に出てくる国境を超える規
制順守やプロフェッショナルの指針といった課題を完全に
理解しているのでしょうか？ 個人も組織もブロックチェーン
やデジタルアセットに対するそれぞれの考え方を進化させ、
一層受容していくようになる中で、これは簡単に答えを出
せる問いではありません。 

技術の連続性をたどる 

今日、社会のあらゆる面において新しい大きな変化を目

の当たりにしています。買い物、支払、銀行取引、情報へ
のアクセスや情報の拡散、旅行、組み立てラインや自動

化プロセスといった製造などのやり方が変化しているので
す。人工知能（AI）がこの変化を牽引しており、機械は

より賢くなり、ロボットや3Dプリンタなどの技術によってプロ
セスはより効率的になっています。

言うまでもなく、デジタルアセットについて起きていることはこ
の技術革新の連続の通過点であり、それぞれの大きな変
化には大きな可能性や大きなディスラプションが伴うもので
す。他の例にも見られる通り、変更の過程には時間がか
かるもので、変化が起きていることに人々が気付かないうち
に起きることも多いものです。 

企業も、そして最終的には顧客やエンドユーザーも、最新
の技術に順応していくようになり、規制やユースケースの優
先付けといった変化を吸収していく中で起きる様々な問
題を解決していきます。当社では、デジタルアセットもこれ
と似たような道筋をたどるだろうと予測しています。デジタル
アセット技術が急速に進化したとしても、全面的な採用サ
イクルには程遠いと言えます。それには時間とデジタルア
セットに対する考え方の変化が必要となるためです。説明
責任の問題が適切に対処されるべきあり、デジタルアセッ
トとは何であって何でないかについて人々が現実的な考え
方を発展させる必要があります。 

デジタルアセットには将来がある一方で、特に採用に対す
る障壁や規制上のハードルといった点について、デジタルア
セットに対する組織の抵抗感が下がることが足元では非

常に重要になります。 
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図表4 

どのデジタルアセットが最も検討の俎上にあがっているのか？ 
回答者は自社のビジネスモデルの中で様々なデジタルアセットを使うことに前向きです。 

質問：自社のビジネスモデルの中で次のデジタルアセットを使うことを検討していますか？  

■ 自社のビジネスモデルの中でデジタルアセットの使用を検討していると回答した割合 

注：回答者数=1,488人。 

出所：デロイト 2020年グローバル・ブロックチェーンサーベイ 

48%

54%

54%

54%

55%

56%

59%

63%

64%

エンタープライズコントロール

分散型暗号資産（BTC、ETH、EOSなど）

エクイティトークン

フィアット通貨担保

ユーティリティトークン

その他セキュリティトークン（債券、金融商品、デリバティブなど）

アルゴリズム主導ステーブルコイン

特定資産担保（金、ダイヤモンド、貴金属など）

資産担保（資産バスケット、通貨など）
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図表5 

フィアット通貨の代替または差し替えとしてのデジタルアセット（国別）

デジタルアセットがフィアット通貨の有望な代替または差し替えとなると考えるという点では、ブラジル、中国、アラブ首長国
連邦が上位を占めています。 

■ ■ デジタルアセットが今後5年から10年の間にフィアット通貨の代替または差し替えとなることに「強く同意」または「それなりに同意」
する回答者の割合。 

注：回答者数=1,488人。 

出所：デロイト 2020年グローバル・ブロックチェーンサーベイ 
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85%
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90%

94%
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アラブ首長国連邦

イスラエル

全体

ドイツ

カナダ

南アフリカ

香港

英国

シンガポール

中国

ブラジル

アイルランド

米国

メキシコ

スイス
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サイバーセキュリティ

ジタルアセットの利用や採用が増えるこ
とに伴う税務や規制上の懸念に加え
て、サーベイ回答者の66%が、サイバー

セキュリティの問題があらゆる懸念の中で最もデジタルア
セットの受容や利用を妨げるものとなるという懸念を表
明しています。過半数（58%）が、ブロックチェーンおよ
びデジタルアセットに関連する戦略全般に影響する問
題のひとつとしてサイバーセキュリティをあげています。若
干の驚きは、「サイバーセキュリティの問題がそれ自体で
ブロックチェーンまたはデジタルアセットの戦略を進める妨
げになる」と回答したのはわずか21%でした。つまり現実
世界では、組織はサイバーセキュリティについて懸念して
いるもの、サイバー脅威を緩和するために講じるべき予防
策の重要性を完全には理解していないことを意味してい
ます。 

このような意識のギャップは最近のニュースを少し検索し
ただけで目にすることができます。毎週ではないにしても、
毎月のように組織の大規模なデータ漏洩があり、価値
の高い金融、健康、その他の個人情報が盗まれている
のです。その結果、システムを攻撃から守る最善の方法

についてだけではなく、狙われている情報を誰が保有し、
究極的には誰が責任を持っているのかといったことに対
する懸念が高まっています。さらに、そのプロセスにおい
て、誰もがサイバーの神話と現実の違いを解き明かそう
としているようです。 

神話と現実の間の乖離は、ブロックチェーンにまつわる話
やブロックチェーンがサイバー攻撃を阻止できるという能力

にも付きまとっているものです。元来暗号の性質を備え
ていることから、ブロックチェーンの基礎となるプラットフォー
ムはサイバー攻撃から安全であるという一定の保証があ
ります。またブロックチェーンには分散型の性質もあること
から、攻撃を迅速に検知できるような透明性がある程
度担保されています。 

デ
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図表6 

サイバーセキュリティはどのようにブロックチェーンやデジタルアセット戦略に影響を与えているか 
サイバーセキュリティの問題はほとんどの組織のブロックチェーン戦略やデジタル戦略に考慮されています。しかし、サイバーセ
キュリティの懸念だけが理由で戦略の推進が妨げられているとしたのは約5分の1にとどまり、様々な懸念があることを示して
います。 

質問：サイバーセキュリティは、どのようにあなたの組織のブロックチェーン戦略やデジタルアセット戦略に影響を与えていますか 

 

 
注：回答者数=1,488人。 

出所：デロイト 2020年グローバル・ブロックチェーンサーベイ 
 
 
 
 

しかし、防御を提供するように設計されたシステムであって
も、少なくともここ近年業界や政府のレガシーシステムに負
担をかけてきたような攻撃には脆弱である可能性がありま
す。理由のひとつとして、どの主要なアクセスポイントからも
ブロックチェーンシステムに攻撃をかけることができることが挙
げられます。量子コンピューティングの進化によって、ブロック
チェーンのセキュリティプラットフォームに内在する既存暗号
手法がいつの日か挑戦を受け、克服されてしまう可能性
もあるのです。他の事例も山積しています。 

残念ながら、このような問題を解決しようとする組織の努
力は道半ばであり、現時点で実行可能なソリューションを
模索している間は、サイバーセキュリティが問題として残りま
す。もちろん、この分野が進歩すると、増加しているサイ
バーセキュリティの脅威に対する恐れが和らぎ、ブロック
チェーンを活用したシステムの相対的な安全性につながるこ
とでしょう。警戒心を保つことが必要です。 

 

3%

18%

58%

21%

わからない/該当しない

サイバーセキュリティに対する懸念だけが理由で、ブロックチェーン戦略やデジタルアセット戦略の推進が妨げられている

自社のブロックチェーン戦略またはデジタルアセット戦略を考慮する際、サイバーセキュリティは他の問題と並んで問題の
ひとつである

自社のブロックチェーン戦略またはデジタルアセット戦略を考慮する際、サイバーセキュリティの問題は特段目立った問題

とはされていない
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グローバルなデジタルアイデンティティ 

社のサーベイデータでは、グローバルなデジ
タルアイデンティティが将来的に果たす役
割の重要性が明確に示されています。

サーベイ回答者の約90%が、デジタルアイデンティが自社の
ブロックチェーン戦略およびデジタルアセット戦略の前進に
とって「非常に重要」または「それなりに重要」であると考
え、回答者の3分の2近く（63%）がグローバルなデジタル
アイデンティティが「非常に重要になる」としています。回答
者の過半数が、グローバルなデジタルアイ
デンティティが最も大きな影響を及ぼすの
はグローバルな金融取引（29%）および
デ ー タ プ ラ イ バ シ ー ／ デ ー タ 所 有 権
（27%）であると見ています。 

若 干 の 驚 き は 、 回 答 者 が 法 の 執 行

（5%）、医療／患者のアイデンティティ
（9%）、海外旅行（7%）、規制順守
（7%）に対して遥かに低い重要性を認
めていたことです。 

最終的にはこのような分野は、企業に
とってもエンドユーザーにとってもより重要
なものとなり、デジタルアイデンティティが
人々の日常生活に及ぼす影響という意
味ではより大きな役割を果たすようになる
と当社では考えています。しかし、一般世間がデジタルアイ
デンティティをより良く理解し、受け入れるようになるまで
は、この技術がもたらすメリット全体は開花しないでしょう。 

当社のサーベイ結果では、他にも興味深い点が見えてきま
した。デジタルアイデンティティは非常に有望ではあるもの
の、それを達成する道のりは全く平坦ではないという点で
す。デジタルアイデンティティがグローバル取引を発展させ、

個人データ所有権を線引きし、様々な分野にわたる規制
要件（KYC／AML、テロ対策、不正行為、関連当事
者）を簡素化するなど様々な影響を持つという確信は有
望なスタートであり、追求すべき価値があるものだとサーベ
イの回答は示唆しています。

しかし、現実にはこのような分野の成功はまだ遠いところに
あります。グローバルなデジタルアイデンティティが世間一般

に広く受け入れられる必要があるのとあわせて、誰にとって

も重要である個人情報の安全性や無許可の拡散に対す
る懸念にも同時に対応していく必要があるためです。控え
めに見ても、これは乗り越えるのが難しい課題であると言

えます。 

事実としては、グローバルなデジタルアイデンティティは、
様々な意味でいまだに理論的なものであり、全面的な導
入の準備は整っていないようだということです。

当

グローバルなデジタルアイデンティティ

は、様々な意味でいまだに理論的な

ものであり、全面的な導入の準備は

整っていないようです。それでも、様々

な市場提供物への潜在的な影響や

ブロックチェーンの手順に対する新たな

知見が徐々にではあるものの新たに

出現し、前進を続けています。 
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図表7 

グローバルなデジタルアイデンティティが最も大きなプラスの影響を生む分野 
回答者がグローバルなデジタルアイデンティティが最もメリットを生むと考える分野の上位は金融取引とデータプライバシーと
なっています。 

質問：グローバルなデジタルアイデンティティが最も大きなプラスの影響を生む分野はどれですか？ 

 
注記：回答者数=1,488人。四捨五入により合計は100%になりません。 

出所：デロイト 2020年グローバル・ブロックチェーンサーベイ 
 
 

それでも、様々な市場提供物への潜在的な影響やブロッ
クチェーンのプロトコルに対する新たな知見が徐々にではあ
るものの新たに出現しており、前進を続けています。グロー
バルなデジタルアイデンティティはソリューションからは程遠い

ものの、少なくとも現時点では、あらゆる事業セクターにお
いて広く受け入れられ、活用されるツールとなるのはそう遠
くないと考えています。

 
 
 

1%
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5%

7%

7%

9%

14%

27%

29%

法の執行

グローバルな金融取引

データプライバシー／データ所有権

金融取引のための消費者アイデンティティ

医療／患者アイデンティティ

規制順守

海外旅行

第三者コンプライアンス

わからない/その他
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規制上の検討事項

社のサーベイデータからは、回答者がブロッ
クチェーン関連の規制要件への対応に全
般的に自信を持っていることが読み取れ

ます。回答者の大多数が、税務、財務報告、業界別の
規制、証券取引法を含めた分野全般にわたる規制要件
に自分の組織は対応できる自信があるとしています（図
表8）。これは、既に述べたデジタルアセット関連の規制に
関する見方とも一致しています。

ブロックチェーンとデジタルアセッ

トの構成モデルについて規制の

一致がないため、企業経営者、

規制当局、基準設定主体、専

門サービスプロバイダーには、共

通の慣行とベストプラクティスを

共同で作り上げるチャンスがあ

るのです。

それでも、このような自信の水準は、ブロックチェーンの状況
を特徴づける規制上の課題にまつわる根深い問題と矛盾

するものです。ブロックチェーンは多くの場合、多数が関係
する国境を超えた構造であり、多くの地域やそれぞれの地
域の規制制度にまたがるものです。端的に述べれば、各
国ごとにブロックチェーンやデジタルアセットに対する姿勢は
全く異なります。多くの国や地域にはブロックチェーンの構
築に直接影響する規制が存在しています。規制そのもの

がブロックチェーンに直接関係していなくても、例えば、一般

データ保護規則（GDPR）は欧州連合（EU）内のプライ
バシーに適用されます9。ブロックチェーン構造の中にある地
域的な多様性がより問題を複雑にします。とりわけ、どの
法律がどの時点において優先するのかという点が問題を
複雑にするのですが、あらゆる規制が進化し、多くの場合
はより複雑になる中で、このダイナミクスはさらに難しいもの
となります。

確かに、適切に認証された金融記録やプロセス記録と
いった問題は、ブロックチェーンがより広く利用され、特に国
境を超えた構造になって初めて大きな問題となるでしょう。
財務報告のエコシステムに関与している者は、この環境に
おいて今までとは異なる新しいリスクを洗い出し、それに対
応できるような最新のスキルセットを身に着けるという特別
な責任を負わされることになります。組織のリーダーにとって
は、急激に進化し、多くの場合には分かりにくい規制環境
の最新情報に精通していることが特に重要になります。な
ぜなら、適切な形で基準に順応していくことについてトーン
を打ち出すのはリーダーシップだからです。このような理由か
ら、法令順守を担保していく上で、根本となる技術だけで
はなく、技術適用を規定する規制の進化の複雑さを確実
に理解している専門サービスプロバイダーが重要な役割を
果たすことになるでしょう。

地域や業界、アプリケーション全般にわたってブロックチェー
ンの採用が広がり、そして規制環境がその過程で進化して
いく中で、組織はその動きについていく必要があります。当
社のサーベイにおいても、確かに、約70%のサーベイ回答者
が規制変更のスピードが「非常に速い」または「ある程度速
い」と回答しています。この変化に対する意識の高さを示す
ものです。

当
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図表8 

ブロックチェーンにかかる規制要件に対応する自信

回答者はブロックチェーンに関する様々な規制要件を満たせるという自信を持っています。
質問：あなたの組織またはプロジェクトは、ブロックチェーンに関連する規制および報告要件を満たせるという自信がどの程度ありますか？

■ 組織、又はプロジェクトにおいて規制要件を満たすことに「非常に自信がある」または「それなりに自信がある」とした回答者の割合 

注記：回答者数=1,488人。回答者は2つ以上回答できたため割合の合計は100を超えます。 

出所：デロイト 2020年グローバル・ブロックチェーンサーベイ 

上述のようなこの問題に対する過剰ともいえる自信の表
れは、根拠がなく、長期的には保持できないようなある種
の自己満足を覆い隠している可能性があります。

困難のあるところには、多くの場合、そう遠くないところに
機会もあります。これは良い知らせです。ブロックチェーンと
デジタルアセットの構成モデルについて規制の一致がない
ため、企業経営者、規制当局、基準設定主体、専門

サービスプロバイダーには、共通の慣行とベストプラクティス
を共同で作り上げるチャンスがあるのです。

多様な関係者が関与することで、グローバルなブロック
チェーンに付随するリスク、責任、要件についてエコシステム
の中で役割を果たす全てのプレイヤーの間で理解を深める
ことにつながるでしょう。

76%

78%

78%

80%

81%

81%

82%

82%

83%

83%

顧客本人確認/マネーロンダリング防止

プライバシー

財務報告

情報の報告

証券取引法

送金

税務

地域別の規制（EUデータ保護指令、米国愛国者法など）

スマートコントラクトの法的強制力

業界別の規制問題（HIPAA、GLBA、FDAなど）
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ブロックチェーンコンソーシアムの

ガバナンス

ロックチェーンコンソーシアムが継続的に
出現し、世界中のビジネスによるブロッ
クチェーンを基盤としたソリューションの受

け入れや導入の前進につながっています。

2019年 グローバル・ブロックチェーンサーベイでは、コンソー
シアムに参加することでブロックチェーンの新しいソリュー
ション導入に伴う複雑さに対処できるという点について、
根本的な理解が進んでいることが示されました。しかし、
企業経営者は主に、「競争原理」の概念により伝統的
に競合してきた他の組織と共に、共通の目標に向けて
動くことに対して懸念を示していました。

このような問題は今年も残ってはいるものの、新しいコン
ソーシアム形成の阻害要因としては小さくなっています。
今日の企業経営者の話題は、コンソーシアムの運営方

法、意思決定方法、メンバー間での利益の分配方法を
巡るものになっています。当社では、ブロックチェーンコン
ソーシアムのガバナンスや体制に関する検討についての最
近の記事において、企業経営者がコンソーシアムに参加
する前に、または、コンソーシアムを作る前に対処すべき
だと考える4つの主要分野に焦点を当てました。その4分
野とは、意思決定の権限、資金調達と収益分配、法
的体制とリスク、知的財産の特定と所有権です10。 

当社のサーベイによると、ブロックチェーン関連の取り組み
についてメンバーの成功を支援する意図を持って生み出
されたコンソーシアムの多くは、内輪もめや、各メンバーが
提供した資金や努力に対する不平等感、メンバーが受

ブ

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/topics/understanding-blockchain-potential/global-blockchain-survey.html
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/consulting/articles/blockchain-consortium-governance-considerations-models-standards.html
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/consulting/articles/blockchain-consortium-governance-considerations-models-standards.html


デロイト グローバル・ブロックチェーンサーベイ 2020

20

図表9 

ブロックチェーンコンソーシアムに参加する際の課題

規則や参加者の役割と責任などを筆頭に、コンソーシアムは新たなメンバーを呼び込むにあたって多岐にわたる課題に直面

しています。
質問：ブロックチェーンコンソーシアムに参加するにあたって、最大の課題は何だと感じますか？ 

■ ブロックチェーンコンソーシアムへの参加について次の問題が課題であると感じる回答者の割合 

注記：回答者数=1,488人。回答者は2つ以上回答できたため割合の合計は100を超えます。 

出所：デロイト 2020年グローバル・ブロックチェーンサーベイ 

け取る利益、特定のメンバーが他のメンバーよりも有利にな
る可能性のある法的考慮などが理由で、失敗に終わって
います。

このような理由から、組織はコンソーシアムへの参加に合意
する前に、正当な理由から、デューディリジェンスを実行し、

ガバナンスに関連する懸念事項に対処することにより力点

を置くようになっています。事業セクター全般にわたってブ
ロックチェーンを活用したソリューションの成功と成長にはコ
ンソーシアムモデルを受け入れていくことが不可欠であるた
め、当社はこのようなトレンドが当面の間続くと考えています。

2%

31%

36%

36%

37%

39%

41%

41%

メンバーによる知的財産やデータ所有権の定義が不十分なこと

メンバーの役割と責任を定義できないこと、または定義が不十分なこと

公正でバランスの取れたガバナンスルールを策定できないこと

コンソーシアムのメンバーの目的が異なること

コンソーシアムのミッションが分かりにくいこと、または不明確なこと

参加していく過程が難しいこと

資金が十分ではないこと

わからない/その他
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地域分析 

アジア太平洋

アジア太平洋地域では、引き続き、ブロックチェーンの戦略
的価値に対する強い確信を見てとれます。2019年のレ
ポート同様、ブロックチェーンが重要な戦略ツールであるとい
うことが広く認識されています。また、昨年と同じく、アジア
太平洋地域の中には国内外のデータや情報の自由なや
り取りに関して、他国よりもはるかに厳しい制限を設けてい
る国もあります。 

例えば、中国においては、国境を超えた複数関係者間の
ブロックチェーンの構築によって、企業や政府のデータ統制
がどのように影響を受けるのかについての不安感が残って
います。中国では暗号資産は違法のままですが、プライ
ベートブロックチェーン（ある一定のレベルでは認可済みブ
ロックチェーンも）の重要性についてはどれだけ誇張しても
し過ぎることはないということが引き続き分かります。そうは
言うものの、中国には国境を超えたデータの流れに対する
制限も存在しているため、このことが企業の拠点を構える
場所の選定にも影響してくるという点に留意することが重
要です11。また、中国における暗号資産の全般的な法的
位置付けにも関わらず、中国政府としては、暗号資産
（およびデジタルアセット全般）を米ドルによるグローバル
金融市場の支配に揺さぶりをかけるための有効なツールで
あると見なしていることにも注目する価値があるでしょう12。
この目的に向けて、中国人民銀行は最近、中国の通貨
である人民元のデジタル版を試験的に発行する計画を発
表しました13。 

プライベートブロックチェーンが引き続き極めて重要な技術
的探究となるでしょう。中国産業の規模、典型的に多数
の子会社を抱えている体制、生み出される膨大なデータ
量を考えると、この点が特にあてはまります。しかし、中国

で事業展開するあらゆる企業は、事業に影響を及ぼしか
ねない規制上の現実を含め、 

現場における事実に対処する方法を見出す必要がありま
す14。 

中国以外に目を向けましょう。香港やシンガポールなどにお
いて、暗号資産はブロックチェーンという領域内でのコイン
にとどまっています。両国は暗号資産の受容姿勢が中国
を上回っています。この2カ国は異なった、より自由な種類
のビジネスをかけて競合しており、暗号資産を受け入れや
すくする規制環境を構築することにかけて競い合っています15。 

いまだスタートアップの段階ではあるものの、両国はこの分
野に高い競争力を持っており、両国ともに同じ種類の投
資家（暗号プレイヤーなど）に照準を絞っています。このよ
うな健全な競争によって、最終的にはより広範な市場に
おいて暗号資産が受け入れられていくことになるでしょう。 

欧州連合 
EU全体において（このサーベイでは英国を含めます）、ブ
ロックチェーンの優先度は引き続き高く、様々な市場にお
いて、ブロックチェーン技術に対して、それぞれ異なるものの
非常に前向きなアプローチが取られています。ドイツでは、
政策立案者が積極的に立法プロセスに関与したことで、
ブロックチェーンは新たな躍進を遂げました。立法化の取り
組みの例としては、暗号資産トークンの提供を規制する法
案の提出や、国によるブロックチェーン技術を使ったライトハ
ウスプロジェクトへの公的な支援や宣伝などが含まれま
す。暗号資産に関する規制策定に関しても様々な取り組
みが進められており、その結果ドイツが暗号資産の活動に
とって安全な規制環境を提供できる可能性を生んでいま
す16。 
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北欧地域では、DLT関連の成長が続いており、各国政府
も企業もDLTを利用しています17。 

英国市場は主要セクター全体的により成熟した活動が継
続しており、非常に大きなプロジェクトも稼働しています。こ
のようなプロジェクトは、一般的には複雑かつ複数の関係
者が絡む国際的なサプライチェーンに依存している業界で
起きています。さらに、デジタルアセットに関連する活動の
加速も見られ、これは既存のセクターとカストディサービスの
ような分野の両方で起こっています18。 

中東 
中東では、アラブ首長国連邦がブロックチェーンの採用を
牽引しています。2018年4月にアラブ首長国連邦は国家
的なブロックチェーン戦略に着手しました。2021年までに政
府取引の50%についてブロックチェーンを利用して実行する
ことが目標です。同様に、2016年にはドバイ２首長国が
複数の一定の業種に特化したマーケットを網羅した史上
初となるブロックチェーン戦略を定義しました。適用される
取引の100%をブロックチェーン経由で実施する世界初の
政府となることが目標です19。 

アラブ首長国連邦では、2020年も引き続きデジタルアセッ
トの確固としたエコシステムが出現することについて全般的
に楽観視する傾向があります。同国がグローバルプレイヤー
を引き付けており、規制を受けたデジタルアセット取引所
が参入していることからもこの点を理解することができます。 

2019年のレポートで触れた通り、イスラエルもブロックチェー
ンにおけるイノベーションを牽引する存在であり、引き続き
起業活動の中心的な存在となっています。しかし、ブロック
チェーン技術に関する内省や検証のプロセスが進んでいる
のは興味深いことです。今回のサーベイでは、ブロックチェー
ンを戦略的優先事項のトップ5に挙げたイスラエルの回答
者は減少し（2019年の40%から34%に低下）、回答者
全体の割合が55%であったことから大きく乖離しています。
一方で、イスラエルの回答者の約40%は既にブロックチェー
ンを稼働させているとしており、これは回答者全体と同等
であると共に、去年の割合が2%であったことからは目覚ま
しい増加となっています。 

アラブ首長国連邦とイスラエル以外の中東については、ブ
ロックチェーンは一般的に初期の限定的な採用にとどまっ
ています。ただし、バーレーンでは官民セクター内でブロック
チェーンの採用を促進する国家戦略が策定されようとして
います20。
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図表10 

特定国の比較 
基準によってブロックチェーンに対する姿勢は国ごとに異なります。 

■ 中国 ■ シンガポール ■ UAE ■ ドイツ 

注：回答者数 = 中国211人、シンガポール109人、アラブ首長国連邦40人、ドイツ141人。 

出所：デロイト 2020年グローバル・ブロックチェーンサーベイ
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59%

70%

45%

37%

45%

今後3年間のデジタルアセットの重要性（非常に重要）

自分の組織またはプロジェクトにおいてブロックチェーン技術を使うことについて魅力的なビジネス上の論拠が
あると組織の経営陣は考えている。（強く同意）

ブロックチェーンが戦略的優先事項のトップ5である

最も一般的に選ばれるブロックチェーンのユースケース

ブロックチェーンを既に稼働させている

ブロックチェーンの専門性を有した人材を採用している

デジタルアセットはフィアット通貨の代替または差し替えとなる（強く同意）

ブロックチェーン採用の障壁として最も多く挙げられるもの

ブロックチェーン技術は広く拡張性があり、最終的には技術採用の主流となる（強く同意）

データのアクセス／共有
デジタル通貨
デジタル通貨／支払

データ照合

有情報の機密に関する懸念
導入：既存のレガシーシステムとの入れ替えまたは順応
導入：既存のレガシーシステムとの入れ替えまたは順応／コンソーシアム形成の難しさ
資金が十分ではないこと
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まとめ：通ってきた道 

年を通して、様々な企業やセクターにわ
たって現実世界におけるブロックチェーンを
活用したソリューションの採用や導入が進
行しました。 

厳密にデジタルアセットだけの利用や、より一般的なブロッ
クチェーンにかかる革新的なアプリケーションの利用などを
通して、企業経営者やビジネスリーダーがブロックチェーンを
活用したソリューションの導入を進める中で、ブロックチェー
ンに対する姿勢は明らかに、そして確実に変化しました。
組織は投資を増やし、ブロックチェーン技術に対するコミッ
トメントを示しました。 

しかし、ブロックチェーン導入の連続性に伴う進歩は目には
見えない場合もあります。サイバーセキュリティ、グローバル
なデジタルアイデンティティ、所与の会計・監査・内部統
制・税務・財務報告の枠組みの順守、ガバナンス、その他
コンソーシアム関連の問題に対して組織がどのように対応
しているかをより詳細に見ることで初めて、ブロックチェーンが

可能性の領域から実用の世界へと既に変化を遂げたこと
が分かるのです。今回のサーベイでは、2018年の初回サー
ベイで顕著であった単なる計画ではなく、業界や地域全
体における実際の実行が再び示されることになりました。 

ブロックチェーンは、以前は暗号資産の基盤という認識に
とどまっていました。今では、3Dプリンタ、AI、デジタルセキュ
リティ、その他様々な技術を可能にする安定したソリュー
ションであるということがリーダーの間で受け入れられるよう
になっています。この事実は言葉だけではなく、戦略的な
観点から世界を考える個人や組織が実際に戦略的投資
を実行していることでも裏付けられています。 

ブロックチェーンは、最新で最先端のソリューションを作り上
げる基盤であり、構成要素であり、欠くことのできない重
要なツールです。今後12カ月から24カ月間で、ブロック
チェーンソリューションがより大きな力で世界のビジネス界を
牽引していく存在になると当社は確信しています。 

昨
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付録 

図表A1 

まとめ：サーベイは14カ国11言語で実施されました（総回答者数 = 1,488人）。 

出所：デロイト 2020年グローバル・ブロックチェーンサーベイ 

ブラジル

回答者数50 人

米国

回答者数377 人

シンガポール

回答者数109人

英国

回答者数167人
中国

回答者数211 人

香港

回答者数107人

カナダ

回答者数116 人

イスラエル

回答者数50人

ドイツ

回答者数141人

その他サーベイ対象国： 

スイス：回答者数51人 

アラブ首長国連邦：回答者数40人 

アイルランド：回答者数33人

南アフリカ：回答者数31人 
メキシコ：回答者数5人 
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図表A2 

2019年の回答企業の全体的な年間収益 
回答者の大半は大企業の経営幹部です。 

質問：あなたの組織またはプロジェクトの2019年の全体的な年間収益は次のどれにあてはまりますか？ 

■ 決済前 ■ 1,000万ドル未満 ■ 1,000万ドル以上5,000万ドル未満 

■ 5,000万ドル以上1億ドル未満 ■ 1億ドル以上10億ドル未満 ■ 10億ドル以上 

注記：回答者数=1,488人。四捨五入により合計が100%とならないものもあります。通貨の数値は米国ドル建て。 

出所：デロイト 2020年グローバル・ブロックチェーンサーベイ 
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China

Global
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Mexico

South Africa

3%

3%

10%

6%

16%

10%

3%

3%

6%

11%

6%

6%

9%

5%

13%

8%

6%

7%

40%

8%

9%

6%

4%

3%

9%

10%

7%

6%

16%

10%

8%

10%

60%

2%

12%

10%

11%

16%

3%

12%

10%

54%

51%

48%

59%

61%

51%

40%

67%

59%

45%

51%

38%

42%

51%

18%

26%

30%

20%

16%

29%

40%

9%

22%

32%

30%

36%

30%

26%
1%

1%

1%

Canada

米国

ドイツ

シンガポール

南アフリカ

スイス

アラブ首長国連邦

英国

メキシコ

イスラエル

アイルランド

香港

中国

カナダ

グローバル

ブラジル

1%

1%
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図表A3 

組織の主な業種 
回答者はテクノロジー・メディア・通信（TMT）、金融サービス、非食品製造を中心に様々な業界にわたっています。 

質問：あなたが勤務する組織、またはあなたが手掛けているプロジェクトの主な業務は次の業界のどれにあてはまりますか？ 

■ 業界ごとの回答者の割合 

注記：回答者数=1,488人。四捨五入により合計は100%になりません。 

出所：デロイト 2020年グローバル・ブロックチェーンサーベイ 

1%

1%

2%

2%

2%

2%

3%

3%

4%

4%

5%

5%

6%

8%

9%

17%

27%

高等教育

製造業（食品以外）

テクノロジー・メディア・通信

工業製品および建設

専門サービス

消費財

ライフサイエンスおよびヘルスケア

農業製品および食品加工

航空宇宙および防衛

スポーツ

金融サービス

小売、卸売、ロジスティクス、物流

エネルギーおよび資源

自動車

旅行、ホスピタリティ、サービス（航空およびその他民間輸送、レストラン、ホテルなど）

政府および公的機関

その他

非営利（国際支援組織を含みます）
＜1%
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図表A4 

回答者の役職と部門 
回答者の大多数が経営幹部と上級管理職であり、大多数がテクノロジーの役職でした。 

質問：あなたの現在の役職と部門は次のどれにあてはまりますか？ 

注記：回答者数=1,488人。四捨五入により合計が100%とならないものもあります。 

出所：デロイト 2020年グローバル・ブロックチェーンサーベイ 

6%

18%

33%

42%

回答者の役職

上級管理職（ディレクター、VP、SVP、事業部門長）

経営幹部（CEO、COO、CFO、CIOなど）

オーナー/パートナー

取締役

18%

21%

25%

36%

回答者の部門

中核事業（事業部門長、製品／サービス中心、販売など）

テクノロジー（システム、アプリケーション、データなど）

業務サポート（会計、財務、人事、法務、調達、規制コンプライアンス、税務など）

戦略、プランニング、イノベーション
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図表A5 

今後12カ月間で組織が計画しているブロックチェーン投資のおおよその金額 
ブロックチェーンに対する投資計画は堅調で、36%が今後12カ月間で少なくとも500万ドルを支出するとしています。 

質問：厳密にブロックチェーン技術だけについて、あなたの組織またはプロジェクトが今後12カ月間でする投資はどの水準ですか？ 

■ 1,000万ドル以上 ■ 500万ドル以上1,000万ドル未満 ■ 1,000万ドル以上5,000万ドル未満 

■ 50万ドル以上100万ドル未満 ■ 50万ドル未満 ■ わからない ■ 投資の予定はない 

注記：回答者数=1,488人。四捨五入により合計が100%とならないものもあります。通貨の価値は米国ドル建て。 

出所：デロイト 2020年グローバル・ブロックチェーンサーベイ 
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$10 million or more From $5 million to less than $10 million
From $1 million to less than $5 million From $500,000 to less than $1 million
Less than $500,000 Not sure

Canada

ブラジル

カナダ

中国

ドイツ

香港

アイルランド

イスラエル

メキシコ

南アフリカ

スイス

シンガポール

英国

米国

アラブ首長国連邦
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図表A6 

ブロックチェーンとその採用に対する姿勢 
ブロックチェーンに対する関心心情は、昨年全体よりも向上し、引き続き非常に前向きですが、懐疑的な見方も若干残って

います。 

質問：ブロックチェーン技術に関して、次の各記述にどの程度同意しますか、同意しませんか？ 

■ 「強く同意」または「それなりに同意」とした回答者の割合 

注：回答者数=1,488人。 

出所：デロイト 2020年グローバル・ブロックチェーンサーベイ 

54%

83%

85%

86%

87%

88%

88%

90%

ブロックチェーンは自分の業界において新たなビジネスのやり方や収益源を生み出す

デジタルアセットは自分の組織において意義ある役割を果たすようになる

ブロックチェーン技術は広く拡張性があり、最終的には技術採用の主流となる

分散型台帳技術は自分の業界において新たなビジネスのやり方や収益源を生み出す

自分の組織またはプロジェクトにおいてブロックチェーン技術を使うことについて魅力的なビジネス上の論拠があると
組織の経営陣は考えている

サプライヤー、顧客、および／または競合他社は、自分の組織にサービスを提供するバリューチェーンにおける現在の
課題に対してブロックチェーンによるソリューション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いてブロックチェーン技術を採用しなければ、競争力を失うことになる

ブロックチェーンは騒がれ過ぎである
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図表A7 

ブロックチェーンソリューションが提供するセキュリティの水準と既存ITソリューションの比較 
回答者は引き続きブロックチェーンをベースにしたソリューションのセキュリティが既存のITのアプローチよりも高いと感じています
が、その割合は去年より若干低下しています（2019年サーベイでは71%）。 

質問：ブロックチェーンをベースにしたソリューションは、現在、従来型の情報技術から構築されたシステムと比較すると、セキュリティがより高

い、セキュリティがより低い、同じ水準である、のどれであると考えますか？ 

注記：回答者数=1,488人。四捨五入により合計は100%になりません。出所：デロイト 2020年グローバル・ブロックチェーンサーベイ 

1%

3%

31%

64%

同じ水準のセキュリティ

セキュリティがより高い

セキュリティがより低い

わからない
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図表A8 

ブロックチェーン技術のより広範な採用に対する障壁 
採用に対する障壁は、引き続き、組織ごとの状況によって異なりました。 

質問：ブロックチェーン技術の採用や規模の拡大のために、あなたの組織またはプロジェクトに障壁があるとすれば、それは何ですか？ 

■ ブロックチェーン投資拡大の障壁になると感じる問題別の回答者の割合 

注：回答者数=1,488人。回答者は2つ以上回答できたため割合の合計は100を超えます。 

出所：デロイト 2020年グローバル・ブロックチェーンサーベイ 

1%

3%

22%

26%

27%

29%

29%

30%

31%

31%

32%

34%

34%

35%

資金が十分ではないこと

負担の大きい規制環境

潜在的なセキュリティの脅威

導入：既存のレガシーシステムとの入れ替えまたは順応

競合情報の機密に関する懸念

明確な規制の欠如

社内能力の欠如（スキルや理解）

コンソーシアム形成の困難さ

不透明な投資利益率

ブロックチェーン技術に関する魅力的なアプリケーションの欠如

ブロックチェーン技術が実証されていないこと

現時点では事業上の優先事項ではない

なし -障壁はない

上記のどれもあてはまらない -まだ検討していない
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図表A9 

ブロックチェーンのユースケース 
支払や取引だけではなく、様々なユースケースに注目が集まっています。 

質問：あなたの組織またはプロジェクトは次のどのブロックチェーンのユースケースに取り組んでいますか？ 

■ 次のブロックチェーンのユースケースを注力分野であるとした回答者の割合 

注記：回答者数=1,488人。回答者は2つ以上回答できたため割合の合計は100を超えます。 

出所：デロイト 2020年グローバル・ブロックチェーンサーベイ 
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21%
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22%
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23%

23%

25%

27%

27%

30%

31%

31%

32%

33%

収益分配

タイムスタンプ

資産の保護

データのアクセス／共有

デジタル通貨

データ照合

本人識別の保護

支払

追跡

資産の移転

証明

記録照合

トークン化証券（株式、債券、デリバティブ）

知的財産へのアクセス

資産担保トークン

カストディ

なし
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図表A10 

デジタルアセットを受け入れるための障壁 
回答者のほとんどが、デジタルアセットをグローバルで受け入れるための最大の障壁はサイバーセキュリティであるとしており、 

この回答が他の選択肢よりも突出しています。 

質問：デジタルアセットをグローバルで受け入れるために最大の障害は何であると考えますか？ 

■ 次の問題がデジタルアセットをグローバルで受け入れるための最大の障害であるとした回答者の割合 

注記：回答者数=1,488人。回答者は2つ以上回答できたため割合の合計は100を超えます。 

出所：デロイト 2020年グローバル・ブロックチェーンサーベイ 

1%

44%

47%

53%

56%

66%

規制上の障壁

サイバーセキュリティ

プライバシー

広範な採用

人材へのアクセス

わからない/その他
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