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本レポートでは、保険会社のバリュープロポジションを構成する重要な要素を強化するために、どのように健康保険・生命保険
会社がブロックチェーンを利用し得るかについて理解することを目的とする。各方面からの知見を集約させたリサーチプロジェク
トを通して、今後数年間に保険会社がどのようにブロックチェーンを利用できるかについて、6つの運用可能なコンシューマー向
けのユースケースを提案する。次項以降、これらのケーススタディを以下の4項目に分けて紹介し、最後に健康保険・生命保険
業界両方に引き起こされる可能性がある結果を述べる。
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群衆の叡智を求めて：
ブロックチェーンユースケース

ブロックチェーン技術は、暗号通貨取引の共有台帳といった
本来の目的を超えて、より広範囲の金融サービやその他経済
セグメントをも変えてしまう利用可能性について、思惑と熱意
を持って注目されている。多くの企業の中でも、特に健康保
険・生命保険会社は、記録管理、取引の実行、ステークホル
ダーとの関わり方の能力を向上させるために、ブロックチェー
ンがどのように適用可能かについての判断を急いでいる。ブ
ロックチェーン独自の特性が、保険会社のコスト削減やリスク
管理、顧客サービスの向上、ビジネスの成長、そして究極的
には、最終的な収益に貢献できるかということに、主な論点は
集中している。（ブロックチェーンの基礎については、付録「ブ
ロックチェーンの基礎」を参照のこと。）
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デロイトのセンター・フォー・ヘルスソリューションズとセンター・
フォー・ファイナンシャルサービスは、共同で各方面からの知
見を集めたリサーチプロジェクトを行い、保険会社が顧客に提
供できるバリュープロポジションを構成する重要な要素（保険
申し込みから契約管理、保険引き受けから代替支払モデル
（APMs）、保険金請求管理から不正防止、サイバーセキュリ
ティからデータのプライバシー保護）を強化するために、どの
ようにブロックチェーンおよび関連技術を利用し得るかについ
て検討を行った。ブロックチェーン開発コミュニティのメンバー
には、学識者17名、著述家11名、またブロックチェーン技術、
サイバーセキュリティ、財務、フューチャリズム、健康保険およ
び生命保険分野のリーダーが含まれ、Wikistrat社が提供した
オンラインのプラットフォーム上で保険会社の専門家と共同研
究を行った。このチームの使命は、カスタマー・エクスペリエン
スを高めつつ、現在の標準的な運用プロセスやシステムを改
善するために、この注目技術を今後5年から10年で保険会社
がどのように適用し得るかを検討するブレインストーミングを
行うものだった。

病歴、個人的特性、保険契約者の現在の健康状態について
共通の関心を持つ健康保険と生命保険に注目していたが、こ
のリサーチでは、就業不能、歯科、労災補償、介護サービス
のメディカルコンポーネントへ補償を提供する保険会社もブ
ロックチェーンの採用で利益を得られる可能性があることが分
かった。
それでは、何が分かったのか。43人のアナリストは4日間のリ
サーチプロジェクトにおいて44のユースケースを作成し、それ
ぞれの事例が実現する可能性と予想される影響度の投票を
行った。そのリストは、デロイトのブロックチェーンおよび保険
のスペシャリストによって最も現実的で見込みのあるものに絞
られ、さらにチーム内の少数精鋭の専門家によって最終選考
事例は精査された。

最も議論された重要なユースケースは、ブロックチェーンがいかにより包括的且つ安全で相互運用可能な健康記録
の保存方法を創りだせるか、ということだった。

その他のユースケースの多くは、ブロックチェーンを基盤とした健康情報の収集と保険契約の履行といったものとなっている。

より費用対効果の高い引受や保険料設定、請求対
応機能を提供し、バリューベース・ケア戦略を行う
バックオフィス業務の合理化
医療機関、請求者、申請者による不正防止や不正を
発見する能力の向上
健康保険プラン提供事業者リストの信頼性向上
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より顧客に分かりやすいものにするために、保険
申込み手続きを簡易かつ短期化
オンライン保険取引所や保険の代替形態である
ピア・ツー・ピア（P2P）補償団体の形成や成長を支援
保険会社のほぼリアルタイムな健康状態をモニタリ
ングで、より大胆な保険料設定や双方向サービスの
促進

このレポートでは、ブロックチェーンが保険会社の基本的なプ
ロセスとビジネスモデルをどのように間接的・直接的に向上さ
せるかについて、これらのユースケースがもたらす結果を検
証する。専門家らによって生み出され、デロイトのテクノロジー
および保険のスペシャリストによって分析した各ブロックチェー
ンの応用事例は、解決すべき課題の評価、ブロックチェーンを
現在の慣習より優れ、より安価な代替手段にするため複数要
素を考察し、提案されたブロックチェーン・ソリューションがど
のくらい実用的で現実的なものか等についてマッピングされた。
本ユースケースは、保険会社の運営機能の向上、および医療
機関、保険仲介者、保険契約者への対応について取り組み、
カスタマー・エクスペリエンスを向上し、商品価値を高め、市場
において消費者により広い選択肢を与える土台を築く。最終
的には、コストを削減し、運営効率を改善し、保険契約者との
関係を強化することを目的とする。

銀行や決済会社といった他の業界では、ブロックチェーン開発
については一歩先んじているかもしれない。しかし、この破壊
的なイノベーションは、既存の価値基準へ変化をもたらす促進
因子になる可能性があるとして、保険業界ではより多くの企業
が活発に調査を始めている。健康保険・生命保険会社の医療
データへのアクセス性と信頼性向上に寄せる関心は、その情
報を必要とするすべての保険商品にとってもメリットがあり、こ
れらのユースケースが現実となる契機となるかもしれない。
ブロックチェーンの採用はまだ初期段階にあり、今後、ユース
ケースは追加される可能性がある（例：契約者の医療貯蓄口
座支出の追跡や健康保険料の税務申告の支援）が、ここで検
討する応用事例は、健康保険・生命保険会社が他社に先手を
打たれる前に、ブロックチェーンを自社のシステムと事務処理
プロセスに組み入れるための第一歩を提供するものである。
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運用上の考察：コストを削減しつつ、戦略的且つ運用優先順位
を可能にする
相互運用可能で包括的な健康記録へと移行

課題
データのセキュリティを強化しながら分散した事業体をつなぐ
ことができるブロックチェーンは、今日のヘルスケア業界で最
も厄介な課題となっていた保険会社や医療機関、患者、その
他ステークホルダー間でセンシティブな健康情報共有に役立
つ特異な立場にいる。また、このユースケースは、健康保険
や生命保険マーケットで、ブロックチェーンがその他多くの場
面にも応用され得る可能性を示す基本となる。
現在、断片化された患者の健康記録が多数の機関で保管さ
れており、その結果、治療の際に不完全でサイロ化した患者
情報しか入手できず、一貫したケアを提供するのに必要なリ
アルタイムの追跡を行うことができていない。米国病院協会
（American Hospital Association）が2015年に行った調査に
よれば、外部のソースから電子患者情報を頻繁に利用する医
療機関はわずか18パーセントであった *1 。36パーセントの医
療機関はめったに、または一度も外部の電子患者情報を利用
してはいなかった*2。
米国連邦政府保険福祉省の部局であるメディケア・メディケイ
ドサービスセンター（CMS：Center for Medicare & Medicaid
Services）や国家医療IT調整官室は、バリューベースの支払
いといったヘルスケア改革、政府による公的健康保険制度で
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あるメディケアへのアクセスや児童健康保険プログラム
（MACRA法）といった超党派の政策によって相互運用性を推
し進めようとしているが、医療機関は往々にしてワークフロー
の問題と電子カルテ（EHR）を扱うベンダーのコストやその能
力がデータを共有するにあたっての障害であると指摘する。
健康保険会社は、健康増進や予防を目的としたディジーズ･マ
ネジメントやケアコーディネーション、公衆衛生等、関与する業
務が増えるにつれ、医療機関との情報交換の重要性も増して
いくだろう。実際、すでに相互運用性のシステムを持つ企業へ
投資を行っているように、安全に健康情報を交換することは、
一部の健康保険会社では優先事項となっている。相互運用性
の欠如は、診断のための検査が繰り返されたり、患者に提供
される治療の質とコストに影響を与える可能性があったり、既
に処方済みの薬と一緒に服用すると相互に悪影響を及ぼしか
ねない薬が処方されたり、関連する健康情報が必要なときに
入手できない結果、間違った診断と治療方針が下されたりす
る。また、治療計画や医療機関が患者の記録を追跡できない
場合、患者が帰宅後に病状が進行したときは（医師の診察で
対応できたかもしれないのに）再入院となってしまい、結果とし
て患者の予後は悪くなり、高いコストがかかるものとなる。

なぜブロックチェーンなのか
ブロックチェーンの強化されたセキュリティや事業体間の信頼
関係を築く能力には、今日の既存技術よりも相互運用性問題
をよりよく解決できる理由が二つある。図1に示されているよう
に、ブロックチェーン上の相互運用可能で包括的な診療記録
は病院および診療所の既存の電子カルテ（EHR)から直接引
き出される可能性が高い。現在の診療記録は、通常は単一の
医療機関のシステムに保存されている。ブロックチェーンを用
いると、医療機関は、記録すべき患者の事象が発生したとき、
ブロックチェーンにアップロードする情報を選択するか、選択
せずに継続的にアップロードを行うかを選ぶことができる。
患者が作成したデータもまたブロックチェーンに追加すること
ができる。事前に合意されたデータの規格は、スマート・コント
ラクト（ブロックチェーンに取引の内容と取引の実行条件をあ
らかじめ書き込んでおき、実行条件が満たされた時に、自動
的に実行する分散型アプリケーション）を通してブロックチェー
ンに書き込まれるデータに適用され、その結果、すべてのソー
スから読み込み可能で一貫性のあるデータになるだろう。
事業者間での信頼関係構築といった課題もブロックチェーン

の自動データ検証を通じて解決し得る。仲介者は不要で、ブ
ロックチェーンのユーザーはコミュニケーションを取る必要もな
い。参加者は誰がデータにアクセスするかを制御することがで
き、いったんブロックチェーン上に記録されると、データは不正
には開封できなくなる。
データを共有することへの阻害要因となっているものはプライ
バシーと安全性への懸念である。医療機関は、健康保険の携
行性と責任に関する法律（HIPAA法）および関連法規を心配
している。法令違反はもっともな懸念ではあるが、適切な事前
注意と同意をもってなされたデータの共有はHIPAA法の違反
にはならない。ブロックチェーンは、より安全な環境でデータを
保存しアクセスを可能にする。例えば、ブロックチェーン上の
情報が権限を付与されたユーザーとだけデータを共有できる
ように、患者自身が選んだ医師、保険会社などへプライベート
キーを公開し情報へのアクセスを許可することが可能になる。

図1 医療データをブロックチェーンに書き込む実現可能なロードマップ

医療機関が患 者に医療
行為を行う

 既存のEHRシステムに記録
された患者の健康記録

 患者の国民IDに呼応する
規格化された一連のデータ
が ブ ロ ッ ク チ ェ ー ン API に
送られる

 次に、ブロックチェーンに
記録するため、スマート・
コントラクトが入ってきた
取引を処理する

 ネットワーク権限は、送信
者がブロックチェーンへアク
セス権を保有していることを
検証する

 データブロックが形成され、
ブロックチェーンのすべての
コピーが更新される

出所：デロイト「ブロックチェーン：医療に適用されるブロックチェーンの包括的検討」、「情報交換および信用のない共同作業に対する必要性」
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実現可能性
技術面でいうと、ブロックチェーンは、ネットワーク上で発生す
る可能性のある大量の取引や、各ブロックに保存されるデー
タ量に対応する必要があるだろう。例えば、1日に20万件の取
引を処理するビットコインのブロックチェーンでは、各ブロック
の検証におよそ10分を要する*3。しかし、ブロックチェーン技術
が成熟し、標準規格が整備され、ハードウェアのパフォーマン
スが向上するにつれ、これらの技術的課題はおそらく解決さ
れるか、少なくとも軽減されるだろう。

現在の相互運用性の課題のいくつかは、ブロックチェーンの
統合に残っている。新しい医療情報相互運用のためのフレー
ムワークFHIRや政府の関与を通じて進展してはいるものの、
データ標準規格は今なお確立される必要がある。誰がブロッ
クチェーンの導入および維持のために費用を負担するのかと
いう課題も残る。ブロックチェーンが現在の技術より安全であ
る可能性は高いが、絶対確実とは言い切れない。しかし、短
期的および長期的にも相互運用可能で包括的な健康記録を
作成することで享受できるメリットにより、ステークホルダーに
この技術習得を促し、将来の健康情報共有の運用方法に影
響を与えるだろう。

健康保険特有のもたらされる結果

生命保険特有のもたらされる結果

► ブロックチェーン上の情報を利用して、契約者の健康
管理を助け、ウェルネスリワードを提供する

► 自動引受を組み合わせることで、生命保険を申し込む
消費者が医師の診察を受けたり、場合によっては追加
の検査を受ける必要性を軽減する

► アナリティクスおよびナビゲーターを用いて、どの保険
プランが現在の健康状態のニーズに最も合致するか
を契約者が決定する際の手助けをする
► 患者のケア格差を明らかにし、解消する
► 患者の一貫した健康記録を医療機関間でより正確に
見直すことができれば、バリューベースのケアアレンジ
メントについてより深い理解を得ることができる

► エクササイズなど健康的な行為を行う契約者にリワー
ドを与える（例：エクササイズ・トラッカーからデータをブ
ロックチェーンにアップロードし、保険会社をそのデー
タにアクセス可能とする。スマート・コントラクトがトリ
ガーとなり、適切なインセンティブを供与する）
► 現在の健康情報に基づいて、保険料を改定したり、
その他の金銭的または非金銭的リワードを提供する
► 新規のビジネス、保険金請求、保有契約のトランザク
ション、情報開示、代理人情報その他の取引の自動
処理
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スマート・コントラクトを用いて管理上および戦略的必須事項を
支援する

課題
情報は保険会社の生命線である。タイムリーに判断していくた
めに、適切に情報を取得し、処理し、共有し、機密を守り、使
用することが必須であるが、現在のトランザクションの中には、
情報の場所を突き止め処理するまでに数日（または数週間）
を要するものがある。多くの保険会社は、もともと30年以上前
に構築された保険金請求システムを使用している。これらの
時代遅れの技術を維持することは保険会社のコストを増大さ
せ、保険会社のネットワーク開発、医療機関との契約、支払い
方法を変える新しいバリューベースの支払戦略を採用するた
めの努力を妨げかねない。また、保険会社が管理上のインフ
ラをコスト効率よく維持する責務はより公共性を持ち、重要と
なってきている。例えば、オバマケアとの略称を持つ医療費負
担適正化法（ACA）により、健康保険会社は、保険金支払いを
差し引いた収益に対する運営費用となる医療損失率（MLR）
の基準を適切に満たすことが義務づけられている。

なぜブロックチェーンなのか
保険会社とその顧客、医療機関、ベンダー、雇用者、監査人、
そして規制当局の間で行われる何百万ものトランザクションや
データ交換は、ブロックチェーンを用いることでデータへのアク
セスがより容易になり、より安全にデータを閲覧することがで
き、時間とリソースを節約することができる。ブロックチェーン
は、契約、取引その他の貴重な情報記録を自動的に収集し、
スマート・コントラクトを使用して情報をリンクさせ、データ上で
作動する。
バックオフィス機能
スマート・コントラクトのルールに基づいたシステムと利用条件
の自動検証を用いることで、引受、保険料設定、保険金請求
処理等のバックオフィスの管理手続きは、より早くかつ容易に
なるだろう。保険金請求処理の場合、医療機関がサービスを
提供し患者の健康記録を更新するとブロックチェーンにアップ
ロードされ、検証されるとすぐに、スマート・コントラクトによって
医療機関への支払いを開始することができる。
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これにより、1件ずつ請求手続きを行い、それを調査する必要
性が減る。別の例として、申請調査が挙げられる。ブロック
チェーンは、（申請者の承認を得て）ブロックチェーン上の申請
者の健康記録と比較することで、申請者の情報に誤りがない
かどうか検証することができる。情報が正しければ、スマート・
コントラクトを利用して、ブロックチェーンは自動的にIDカード
および新規の契約者情報等を起動することができる。住所変
更や受益者の変更等の定期的な記録管理も（情報の更新に
人間同士のやりとりとシステム検証が必要な場合はしばしば
困難を伴うが）、ブロックチェーンが自動文書作成および正誤
判定を許可すれば、より早くかつ容易に行うことができる。
さらに、健康保険および生命保険会社は非常に規制の厳しい
業界であり、組織間の取引やその他の業務における透明性
の向上は、利益をもたらすであろう。散在する情報源からデー
タを素早く引き出すことで、医療損失率（MLR）等の規制当局
への報告作業に費やす労力を軽減させることができ、ブロック
チェーンの分散型台帳へのアクセス性によって、そのような報
告業務をより早くかつ容易にすることができる。

バリューベースのケア戦略
バリューベースの環境では、質の高い医療機関のネットワー
クを構築することが必須である。ブロックチェーン上で情報を
共有することは、保険会社がどのような医療機関を探し出して
契約しているか、また契約を結んだ医療機関が義務を履行し
ているかどうかを確認するのに役立つ。複雑なバリューベース
の契約を起草することは、遡及的な照合が必要となる保険金
支払いの決定など、手作業で非常に時間のかかるプロセスで
ある。スマート・コントラクトはこれらのプロセスを自動化し、契
約条件を履行するために必要な時間とリソースを節約するこ
とが可能だ。そして、スマート・コントラクト上の情報は分散さ
れ変更できないため、すべての当事者は、一貫した条件のも
と実行されると確信できる。さらに、ブロックチェーンでは、閲
覧や審査を行うすべての当事者に対し、完全な支払記録の利
用を可能にする。

保険会社とステークホルダーの間で行われる何百万ものトランザクションやデータ交換は、
ブロックチェーンを用いることで、より容易且つ安全にデータへのアクセスを可能とし、
時間とリソースを節約することができる。
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実現可能性
ITを実装する際にはいつもそうであるように、ブロックチェーン
を保険会社のバックオフィス業務に組み込むことには複数の
課題が存在する。例えば、新しい技術を実装するには、ユー
ザーがその技術を理解し、効率的に操作することが求められ
る。これは継続的なトレーニングが必要であることを意味する。
加えて、ブロックチェーンは入力されたデータ以上のものには
ならない。つまり、情報は正確にフォーマットを整える必要が
ある。保健医療機関、金融機関、そして当然ながら保険契約
者といった、さまざまな情報源から取得した同じ種類の情報を

健康保険特有のもたらされる結果

組み合わせるには、たいてい、データの再フォーマットと手作
業による移行が必要となる。ブロックチェーンシステムの立ち
上げ、統合、データ移行コストとともに、システムを管理するた
めにスタッフを採用し、トレーニングを行うリソースについても
考慮する必要がある。しかし、ブロックチェーン技術が高度化
していくことで、実現するプロセスの合理化、セキュリティ強化、
コスト削減といったメリットは、これらの運営や財務上での課
題を乗り越えるのに値しうるだろう。

生命保険特有のもたらされる結果

バックオフィス機能

バックオフィス機能

► 顧客との取引の処理がより迅速に行われ、申請に関す
る判断、更新、支払請求および情報の更新機能が向上
する

► 保険適用申請処理を早める

► 自動化されたタスクと処理のスピードおよび効率が増す
ことで、一般管理費が減少する

► 包括的な健康情報へのアクセスが向上する

► スタッフをブロックチェーンが行うことができない業務へ
配置転換

► 個人を特定できる健康情報のセキュリティを強化する

► 個人を特定できる健康情報のセキュリティを強化する

► 自動化されたタスクと処理のスピードおよび効率が増す
ことで、一般管理費が減少する
► 医療データの信頼性が増加する
► 保険が支払われるライフイベントの確認をスマート・コン
トラクトを通じて自動化することができる

► スマート・コントラクトを訪問数と手続きの確認のために
使用できる可能性がある
► 必要な情報が入手できるようになり、スマート・コントラク
トによって事前承諾を自動的に確認することができるた
め、事前承諾要求や書類が減少する
バリューベースケア戦略
► 契約書を起草し、支払いを照合し実行するために必要
な時間とリソースを削減する
► ある程度、相互利用可能な健康記録にアクセスできる
ことにより、より包括的かつ効率的な質の高いレポート
を作成できる
► リスク調整のため、データにアクセスが増える
► リスク分散のため、利用および支出の情報にアクセスが
増える
► 医療機関がメディカルホームとして認定されているか
把握できる
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不正請求のより効果的な検知

なぜブロックチェーンなのか
不正な情報による虚偽の請求、偽造された申込書、他のチャ
ネルによって健康保険または生命保険会社に提出された場
合、ブロックチェーンのスマート・コントラクトによって、その請
求が本当に有効かどうかが判断される。ブロックチェーンはす
べてのデータを検証することはできないが（例：故意的な診療
行為コードの変更）、提出者および情報が完全であるかどうか
（例：請求コードや日付が請求に含まれているか）についてそ
の正確性を確認することができる。例えば、健康保険会社は、
保険金請求をブロックチェーン上の患者の相互運用可能な健
康記録にリンクして、患者が実際に正しく診察されたかどうか
を検証することができる。生命保険会社は、申請者の健康記
録の内容（がんの治療を受けたことがあるか、または喫煙者
であるか等）を公的または雇用記録と比較して、申請者が提
供した情報が正しいかどうかを検証することができる。確認が
取れれば、支払いが行われる。確認が取れなければ、支払い
が行われないか、少なくとも、さらなる調査が行われる。

課題

ブロックチェーンによって、トランザクションのどの段階でもさま
ざまなデータソースを容易かつ安全にまとめて引き出せ、デー
保険会社に対する不正請求は年間800億ドル以上であると見 タ分析が可能となり、それによって保険会社は不正行為を検
積もられている *4 。健康保険の不正請求は、医療機関が、診 知し特定することで、減少させる能力を向上することができる。
療行為を行っていないにも関わらず請求するものから、より高 例えば、健康保険では、ある医療機関が意図的に複数の保
い診療報酬を得るために診療行為コードをわざと上げるもの 険会社に不正請求を行った可能性がある場合、各保険会社
まである。保険契約者は、請求された医療費をカバーするほ は限られた事例しか持ち合わせず十分なデータがないため、
かの健康保険を申告しなかったり、不適格な契約者・扶養家 その請求が単なるミスなのか意図された不正行為なのかを判
族（例えば、離婚後も元妻を保険に加入させたままにする）の 断できない。支払者のすべての情報が集約されると、その傾
ために請求を行ったりすることで、不正を働くことが可能であ 向が検出されやすくなり、不正が顕在化する。ブロックチェー
る。生命保険の不正は大概申込み時に発生し、申込者は、糖 ンにアナリティクスを追加することで、保険会社は独自のデー
尿病や心臓病の既往歴といった重要な健康情報を隠匿する。 タとより広範な市場のデータを調査し、システムの無駄、不正、
コストを削減するために、健康保険・生命保険会社は双方とも、 悪用を自動的に検知するモデルを構築し、その結果をほかの
自分たちや株主、保険契約者を不正行為から守ることを目指 支払者と共有することができる。
している。
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実現可能性
外部のブロックチェーンに接続し、それを利用してトランザクションを検証するには、健康保険会社、政府機関、金融機関、医療
機関等さまざまな組織間での密接な連携が必要となる。このような連携には、開発と維持に時間とリソースを要する可能性があ
る。

健康保険特有のもたらされる結果

生命保険特有のもたらされる結果

► 手作業による処理時間やリソースを使うことなく、不正
請求および不正申込みをより早く特定し、件数を減少
させる

► 保険会社が、ライフイベント、疾病、治療履歴に関する
重要な情報を隠匿する申込者からの不正申告を防止
することに役立つ

► 別個のデータソースをより安全にリンクさせることで、
より広範囲にわたって不正請求を検知し分析すること
が可能となる

► より多くのデータソースを活用することで、手作業によ
るプロセスを必要とせず、より迅速に不正請求を減少
させる
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医療機関リストの精度向上
課題
ブロックチェーンは、米国の健康保険契約者が最も不満に感
じていた、どの医療機関がネットワークに参加しているか適切
に確認できないといった課題を的確に解決することが可能だ。
Forrester社が実施した2007年度の消費者調査によると、健
康保険プランのウェブサイト上で最も利用されたのは医療機
関リストだった *5 。しかし、そのリストはあまりにも不正確で古
い情報が多い。例えば、2014年にカリフォルニア州の規制当
局が州の健康保険プラン二つを調査したところ、一つでは
18.2%、もう一つでは12.5%の医療機関の住所が誤っており、
それぞれ8.8%および12.8%の医療機関が健康保険制度を受
け入れていなかった *6 。その他、対応可能言語、病院の提携
機関、新規患者の受け入れ可否、電話番号等に正確ではな
い情報が含まれていた。不正確または古い情報では、保険契
約者は医療機関にコンタクトすることが難しくなり、対応言語で
問題が生じた場合は患者の治療方法に影響を与えかねず、
また、医療機関がネットワークに加入していない状況で受診し
てしまった場合、想定外の費用を発生させかねない。

多くの場合、健康保険会社は医療機関が医療機関リストを更
新するものと思っており、相反するさまざまな情報源から情報
を受けとることもある。いずれの場合もリストが最新かつ正確
に維持することは難しくなり、医療機関および患者に正しく請
求しているかを確認することも困難となる。加えて、米政府の
監視下で、保険会社は正確なリストの公表を厳しく求められて
おり、たとえ掲載された情報が不正確であった場合でも、それ
を順守するよう求められる。例えば、連邦政府が運営を行う高
齢者などを対象にしたメディケア・アドバンテージでは、不正確
な情報掲載に対して罰金が課せられることがある *7 。規制当
局は保険会社が医療プロバイダーのネットワークの要件を満
たしているかどうか、リストを確認している。仮にあまりにも多く
の医療機関が健康保険制度への加入を取りやめた場合、そ
のネットワークに新たな医療機関を追加しなくてはならず、ひ
いてはコストを上昇させる可能性がある*8。

ブロックチェーンは、医療保険契約者が最も不満を持つ問題の一つである、
どの医療機関が保険会社のネットワークに参加しているかの確認について、
洗練された解決策を提供することができる。
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なぜブロックチェーンなのか
ブロックチェーン・ベースの医療機関リストは、技術の分散合
意プロトコルを活用して、医療機関や保険会社がより迅速か
つ容易に更新することができるようになる。医療機関がネット
ワークを変更した場合や誤りが見つかった場合、修正を行うこ
とが可能で、その修正は、ブロックチェーン上のほかの情報
（例えば、最近拒否された請求）に基づき、スマート・コントラク
トによって自動的に承認または拒否することが可能となる。保
険制度側では医療機関のすべての更新情報を追跡すること
が可能となり、どの情報が最新であるかが分かるようになる。
現在、複数のリストに登録されている医療機関は、一か所（例

えば、政府出資のブロックチェーン）で情報を更新するだけで
済むようになるだろう。
医療機関リストが保存されたブロックチェーンに医師の懲戒処
分（例えば、保護観察、医師免許の一時停止・取消）、医師の
死亡届等その他のデータに接続されれば、医療機関リストの
データはさらに有効で正確なものとなるだろう。ネットワーク妥
当性の管理者にもこれらの変更が通知され、医療機関ネット
ワークに必要な情報更新を行うことが可能となる。

実現可能性
医療機関リスト特有の課題（例えば、同じID番号で異なる医療サイトの保険制度を受け入れている医師の正確なIDを確認する
こと）には、依然として対応する必要があるだろう。

医療保険特有のもたらされる結果

生命保険特有のもたらされる結果

► ネットワークに加入している医療機関をより容易かつ
正確に探し出すことができることから、契約者の満足
度が向上し、保有額の上昇につながる可能性がある

► 生命保険申請のために医療検査を実施している医療
機関のネットワークをより容易かつ効果的に管理する
ことができる

► 保険契約者からの質問対応や医療機関の請求書照
合に関連する費用を削減する
► 保険会社のウェブサイトに古い情報を掲載したことで
課せられる政府の罰金を避けられる
► ネットワーク妥当性の要件を満たしていることを確実に
できる
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消費者についての考察：
保険証券の価値を高めながら、カスタマー・エクスペリエンスを
向上する
顧客の利便性を考慮した申請手続きの簡略化

課題
生命保険の申込み手続きは、過去の健康情報を収集したり、
引受や保険料の設定のために新しい検査を必要とする場合、
時間がかかることがある。実際、生命保険調査機関である
LIMRAが2014年に実施した調査によれば、雇用主を通じて
保険（個々の引受がほとんど行われていない団体保険）を購
入した人の70%が手続きに満足しており、「快適」との回答さ
えあった。しかし、2015年のLIMRAのレポートによれば、個人
で生命保険契約を購入しようとした人は、満足度がかなり低く、
多くの人がうんざりしたと述べている *9。そのため個人の申込
み者は、保険を見送る可能性が高い傾向にある。理由の一つ
としては、そのような複雑で不愉快でもある購入手続きに耐え
るのは「今はメリットがない」と受け止めているからである。
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この種のカスタマー・エクスペリエンスの課題は、生命保険会
社が売上を伸ばすことを阻んできたため、米国人の多くが十
分な保険に加入していないか未加入であるという結果を招い
ている（LIMRAによれば、アメリカ人の約3分の1がより多くの
生命保険が必要だと感じている*10）。一方、保険会社は、新規
ビジネスを引き付ける特効薬を絶えず追い求めている。
健康保険の購入もまた消費者にとっては複雑で困難なものと
なり得る。保険の購入を検討している個人をサポートする機関
の調査によると、サポートした74%が基本的な健康保険の概
念を理解するのに助けが必要であったと報告している*11。さら
に、健康情報へのアクセスは難しいことで知られており、今日、
効果的な保健医療を提供する上での最大の障害の一つとさ
れている*12。

なぜブロックチェーンなのか
ブロックチェーン上のアクセスが容易で包括的な健康記録を
提供することで、多くの人にとって煩わしく、申込みを思いとど
まらせることすらある現在の申込み手続きに対して、快適でス
トレスのない環境をもたらすことができるかもしれない。これま
で述べてきた運用効率やコスト削減といったメリット以上に、ブ
ロックチェーン化された相互運用可能な健康データリポジトリ
は、保険会社がカスタマー・エクスペリエンスを強化し、顧客と
の関係を強化するための基軸となる可能性がある。このよう
な変化によって、より多くの見込み顧客が、より迅速かつより
簡単に申込み手続きを開始し完了できると理解すれば、保険
に加入する消費者の総数を増やすことができ、最終的には、
生命保険加入者を増やし、健康保険を購入する人々のカスタ
マー・エクスペリエンスを向上させることができるだろう。
個人の健康記録全体が一連のブロックチェーンに統合される
ことにより、生命保険の引受および申込みプロセスは、平均
45日間かかっていたものがリアルタイムにまで短縮できるか
もしれない。
健康保険会社は、より安全で検証された患者情報をはるか容

易に取得することが可能になり、新規契約者の情報を保険会
社の記録に迅速かつ容易に追加することができる一方で、詳
細な機密情報を収集し提供するという個人の負担をも減らす
ことができるだろう。
これによって、保険未加入者の割合を減らすことができるだろ
う。デロイトの生命保険引受業務（電子データの既存情報を引
き出す）に関する研究によれば、いったん申込みを行おうとし
た人が保険を購入する確率は、保険引受と申し込み手続きに
かかる時間がリアルタイムに近づくにつれて、70%からほぼ
90%に増加する。また、この数値には、追加の医療検査を受
ける必要がなく、プロセスがより迅速かつ相対的に手間では
なくなった場合に申込みを 行う可能 性のある人や ブロ ック
チェーンが個人の健康情報を安全に保護すると認識した人が
購入する可能性を考慮してはいない。

さらに、ブロックチェーン・ベースのシステムに移行することで、より多くの保険会社が顧客との関係を直接築くことが
可能になり、消費者主導の購入オプションを幅広く提供することができるようになる。
実際、仲介機関の介在なく取引を検証し実行できるブロックチェーンの能力により、消費者は、以下に挙げるような、
個人生命保険を購入する新たなやり方を求める可能性が高まるかもしれない。

オンライン保険市場
ブロックチェーンは、顧客記録を一元管理し、先進的なアナリティクスと電信送信された健康情報、第三者データを組み合わせ
たプロファイルを統合した生命保険ウェブポータルの開発を加速化し、各消費者へ最適な保険商品の推奨が可能となる。保険
加入を検討する顧客は、ブロックチェーンで保護された自分の健康履歴にアクセスしたり、オンライン保険ナビゲーターにブロッ
クチェーンへのアクセスを許可することで、さまざまな保険会社が提供する商品の評価が可能となり、これらのバーチャル市場
を経由して、個人保険をより容易に購入することができるようになる。スマート・コントラクトなど保険の契約条件作成を自動的に
実行するブロックチェーンの機能を考慮すると、データに基づいて考え、テクノロジーに精通した購入検討者にとっては、保険を
比較して購入することがより容易になり、仲介サービスのカットにより保険料の値下げが見込まれる。ブロックチェーンによって
機密情報を迅速かつ効率的に入力、アクセス、処理できるようになることで、健康保険のオンライン市場のセキュリティを強化し、
ユーザビリティまでをも向上させることができるだろう。

17

ピア・ツー・ピアオンラインプラットフォーム
ブロックチェーンは、ピア・ツー・ピア（P2P）またはクラウドファンド型の保険取引所など、代替的なリスク移転手段の形成を支援
することが可能だ。これら新しい相互リスクプール型の取引は、保険業界のもともとのビジネスモデルへと逆行するものでもある
が、ブロックチェーンによって、これらの草の根レベルで広まっているオンライン手段が、標準またはカスタマイズされた保険商
品を望む、より広範囲の消費者層とをつなぐことができるかもしれない。それは健康情報、アクティビティ、取引をより確実かつ
透過的に記録し保存、また事前調整された条件が合致したときにスマート・コントラクトを実行し、自動的に義務を遂行すること
によってできることである。さらに、ブロックチェーンのコード化された一連のルールは、分散型取引の実行を可能にし、より費用
対効果の高い効率的な保険プロセスを支援する。

実現可能性
ブロックチェーンが健康保険と生命保険の申込み手続きにおいて実行可能で付加価値の高い構成要素になるためには、消費
者や医療機関への教育が必要となり、保険および保険以外の目的のために健康情報を作成、収集、利用している多数のス
テークホルダーからの投資と協力が必要となるだろう。さらに言うと、ブロックチェーンとスマート・コントラクトの統合は、合理化
された申請システムとより強力なオンラインやP2P保険取引所を構築するため、はるかに大きなパズルのピースの一つに過ぎ
ない。しかし、純粋に記録の保存やデータセキュリティ、契約締結の観点から、ブロックチェーンは、保険会社の現在の取引能
力を格段に高める可能性がある。

医療保険特有のもたらされる結果

生命保険特有のもたらされる結果

► 現在の申請プロセスの複雑さや不快感を軽減する

► 現在の申請プロセスの複雑さや不快感を減少させる

► データセキュリティを増強し、プライバシーの懸念を軽
減する

► 保険申請および引受に要する期間を平均45日間から
ほぼリアルタイムに圧縮することに貢献する
► より多くの保険加入検討者が申請プロセスを開始、
完了することを促す
► 時間と必要な検査を制限することでコストを削減し、
流通における仲介機能排除を可能にする
► データセキュリティを強化し、プライバシーの懸念を軽
減する
► オンラインナビゲーターやP2P保険取引所の見通しを
明るくする
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保険会社と顧客の動的な関係を促進

なぜブロックチェーンなのか

課題
生命保険商品では一旦契約すると顧客との接点がないことや
健康保険請求時のストレスの溜まるやりとりのために、保険
会社と顧客の間に強固な関係を築くことは、これまで難しい問
題だった。特に定期生命保険は、動きはなく一元的な商品と
なる傾向がある。つまり、保険契約者が亡くなって保険金が支
払われるか、保険期間を過ぎて権利を失効するかとなる。そ
れ以外、一度販売が完了すれば、定期的な保険料の支払い
を除いて、以後のやりとりはほとんどない。死亡保障を提供す
る以外に購入を義務づける規制要件が存在せず、インセン
ティブもほとんどないため、定期生命保険の販売会社は売上
を伸ばすことに苦労している。事実、若く健康な人にとっては、
生命保険は（そしておそらく健康保険でさえも）、契約者の日
常にほとんど関係のない、リターンが少なく、コストの高い商
品であるように見えるだろう。

ブロックチェーンのスマート・コントラクト機能で安全に管理さ
れているEHRは、統合された健康関連の行動情報を保険会
社と顧客に提供する基盤となり得る。この意味において、ブ
ロックチェーンは、過去の病歴の安全なリポジトリとしてより迅
速な引受と保険料の設定を可能にするだけではなく、毎日の
活動をモニターするテレマティクス機器を介して、保険契約者
のライフスタイルとフィットネスに関するほぼリアルタイムの
データを保存することもできる。このようにして、生命保険会社
は、個人のリスクプロファイルを継続的に再評価することが可
能となり、保険料の調整、エクササイズやダイエットの目標達
成による割引、またはゲーミフィケーション形式のコンペ等の
インセンティブによって、保険にかかるコストを調整することが
できるようになる。健康保険会社も同様に、このようなテレマ
ティクスデータを使用して健康維持プログラムをサポートし、保
険料の割引をすることができる。
ブロックチェーンのアーキテクチャは、従来の、広範囲に分散
し、サイロ化されていたデジタルインフラと比較しても、数も種
類も急増する健康および健康維持情報を、より効果的に統合
すると位置づけられる。相互運用可能なブロックチェーンの健
康記録は、ほぼリアルタイムに、多様化したライフスタイルに
関連したデータポイントで確実に更新され、これにより、より頻
繁なリスクの再評価と、活発な生命保険料の設定を可能とす
る（図2）。生命保険会社は、このような継続的なデータを活用
して、リスクを低減する活動を個別に促すことができる。その
結果、関連ベンダー（ジム、健康食品関連、スパ等）と提携し
てプロモーションを行うことによって、消費者に対し、より情報
に基づいた健康的なライフスタイルを選択するよう促すことが
できるだろう。保険会社もまた、セットではなく柔軟で個人に合
わせた保険を提供することができるようになるかもしれない。
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大事な点として、このようなリアルタイムのデータ収集は、健
康保険のスマート・コントラクトに結び付けて、保険契約者に、
薬を服用し、健康診断を予約するように思い出させることがで
きる。また、心拍数、血圧などの数値が危険値に近づいた場
合、健康指導者または医療機関からの連絡を促すきっかけと
なり得るだろう。
ブロックチェーン化されたデータリポジトリは、先進的なアナリ
ティクスやリアルタイム・データソースと一緒に用いることで、
生命保険・健康保険を、保険契約者のライフスタイルに必要
不可欠なものにできる可能性がある。従来の定期生命保険に
ついては特に、死が避けられないものであることに焦点を当て
た商品であったため、より健康で長く続く「人生のための保険」
への道筋であることを強調する商品に転換することができる
だろう。

同様に、消費者は、保険料を支払うときや疾病やけがを申告
するときにのみに関わるのではなくなり、保険会社と良好な関
係を築くことができるだろう。エクササイズや活動的でいること
で保険料の割引や控除免責金額の減額といったすぐに実感
できる利益を得られることになれば、消費者は健康保険を、疾
病や治療費ではなく、健康維持や利益と関連付けることがで
きるようになるかもしれない。一方で、保険会社はより健康的
でリスク回避型の顧客リストを開発することで利益を得ること
ができる。
もっと大局的な見地から言えば、ブロックチェーンとスマート・
コントラクトを活用して、継続的でインタラクティブかつ付加価
値の高い顧客関係を支えることで、より多くの人々が保険を購
入し、一度購入したらその保険会社を利用し続けることを促す
ことができるだろう（特に保険契約者が保険会社を変更した場
合にリワードプログラムで得たポイントが失効する恐れがある
場合）。

図2 ブロックチェーンは活発な保険料設定とライフスタイルによるメリットを生み出す

保険会社
ブロックチェーン
個々のクライアント

クライアントのEHR

医療

栄養

ライフスタイル
の選択

エクササイズ

ベンダーとの提携

動的に料金設定された商品

出所：デロイト・センター・フォー・ファイナンシャル
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GPS検索

休息

実現可能性
リアルタイムの情報を追加することで恣意的な保険料決定を最小限に抑えることができ、より密接な顧客関係のステージに入
ることができるが、これはブロックチェーンだけでは実現できない。粒度の細かいライフスタイルのデータポイントは、手作業で
アップロードされたものでも、IoT（モノのインターネット）のセンサーを介して自動的に収集されたものでも、継ぎ目なく活用してブ
ロックチェーンに保存される必要があり、それによって効果的な顧客のインサイトとインセンティブに変わる。しかしまた、健康的
なライフスタイルを維持していない人たちを24時間365日間モニターしてペナルティを与えることによって、消費者から拒否され
るかもしれない。保険会社は、ユーザーおよび非ユーザーも同様にその利益を守るための新たな規制の制約に直面する可能
性もある。

健康保険特有のもたらされる結果

生命保険特有のもたらされる結果

► 保険会社の健康維持プログラムを促進する

► 継続的な引受および価格設定評価を容易にする

► 医療と健康維持情報のためのより安全なデータリポジ
トリを確立する

► より恣意的ではない、よりアップデートされたリスクプー
リングを確立する

► 処方箋を出してもらったり、定期的に医師の診察を受
けたり、診断に用いる検査を受けるように通知を発す
る

► リスクを低減しライフスタイルと寿命を向上するサービ
スを可能にする

► より健康的なライフスタイルを促進し、医療損失コスト
を下げる
► 保険会社が保険契約者についてよりよく知ることを可
能とする

► 売上の増加を促進し、保険契約者の忠誠心を強化す
る
► より個人に特化し、個人に合わせた保険保障を実現す
る
► 保険会社が保険契約者についてよりよく知ることを可
能とする

ブロックチェーンとスマート・コントラクトを活用して、継続的でインタラクティブかつ付加価値
の高い顧客関係を支えることで、より多くの人々が保険を購入し、一度購入したらその保険
会社を利用し続けることを促すことができるだろう。

21

保険会社はブロックチェーンについて何をすべきか
ブロックチェーンは、健康保険・生命保険会社がどのように健
康データやその他の情報にアクセスし利用するかについて、
大規模な再構築を促進する役割を果たすことができるかもし
れない。複数の患者または医療機関のIDの必要性など、保険
会社と医療機関の間の重複した管理プロセスを排除すること
で、医療制度の摩擦を減らすことができる。さらに、ブロック
チェーンは、保険会社が保険契約者とのまったく新しい関係を
築く、インタラクティブかつマルチフェースで両者にとってより
価値をもたらすような基盤作りに貢献することができるもしれ
ない。つまるところ、ブロックチェーン・アプリケーションを統合
することで、コスト節約、売上増加およびリテンション率向上に
つながり、保険会社の最終収益アップが期待できる。

デロイトおよび世界経済フォーラムによる最近の報告では、ブ
ロックチェーンの分散型台帳技術が保険を含む金融サービス
の未来にどのような影響を与えるかについて検証している。
ブロックチェーンは「万能薬ではなく、むしろ業界の『次世代イ
ンフラ』の土台を築く多くの技術の一つと捉えるべきである」と
警告しながらも、著者は、ブロックチェーンは「プロセスを引き
直し、現在のビジネスモデルの基礎をなす正説に疑問を投げ
かけるだろう」と強く主張している。この報告書はまた、ブロッ
クチェーンの潜在的可能性を完全に実現するには「既存企業、
イノベーター、規制当局間の密接な連携が必要」と指摘してい
る*13。

デロイトによるクラウドソース型のリサーチプロジェクトに参加したエキスパートやアナリストも、同様の結論を導き出
している。
彼らは、保険会社がブロックチェーン技術を緊急に開発すべきことを明確に示す流れが同時に複数発生すると予測
している。

保険会社は管理コスト削減という強いプレッシャーに直面しているが、この分野は、断片化した旧来の
ITシステムの近代化、効率の改善、競争力強化によって、ブロックチェーンが大きな影響を与える可能
性がある。

保険業界では労働力が高齢化しており、さらなる自動化を追求する必要があるが、それはブロック
チェーン機能によって可能となる。

保険会社の顧客に合わせたサービス、プライバシー強化、革新的な商品、付加価値、そして競争力の
ある価格設定に対して高まる顧客の期待に応えるためには、新しいシステム、プロセス、セキュリティ
プロトコルおよびビジネスモデルが必要となる。
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クラウドソース型のリサーチプロジェクトの実施と分析に基づき、健康保険・生命保険会社がブロックチェーンの立ち
上げを検討し、実現可能性があるユースケースの早期受益者となるには検討すべき多くの要素がある。特に考慮す
べき点を以下に挙げる。

既存のIT部門には、ブロックチェーンを計画段階から実用化に向けて動かせる人材や専門知識がな
いかもしれない。したがって、保険会社は、ブロックチェーンの最新技術について将来性のある技術
パートナーを特定あるいはパートナーに投資し、あるいはブロックチェーン開発について外部の専門
家との連携を検討する必要がある。

事業転換の機会として、ブロックチェーンの潜在能力を完全に発揮させるために、保険会社は、先進
的なアナリティクス、人工知能、IoT等その他の技術と連携し、幅広いステークホルダーと協力する必
要がある。

個々の保険会社および業界全体では、より広範囲の保健医療コンソーシアムと積極的に協力して、ブ
ロックチェーン対応の相互運用可能なデータリポジトリを促進する標準の開発が自らの長期的な商業
的利益確実に満たすようにすべきである。

保険会社は、ブロックチェーンを活用して、保険契約者とよりインタラクティブな関係を特徴とする次世
代商品やサービスを創り出すというコンセプトを戦略化し、実験し、開発する必要がある。同時に、他
業界や従来とは異なる競合他社からの侵害を未然に防がなければならない。

健康保険・生命保険会社はブロックチェーンに関して大胆な対応を取るべきである。最大の機会は、現在のビジネスモデルの
段階的な改良にとどまらず、ブロックチェーン独自の属性を活用してまったく新しいタイプのインタラクティブな保険証券を作成し、
ビジネスに付加価値と成長をもたらす革新的なサービスを立ち上げることだ。
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付録 ブロックチェーンの基礎
暗号通貨ビットコインの基盤技術であるブロックチェーンは、
複数の当事者が情報を透過的かつ安全に閲覧や追加が可能
な分散型台帳である。ブロックチェーンの同一のコピーが、（パ
ブリックブロックチェーン内の）異なる事業体が所有する複数
のコンピュータ上に保管されているという点で、分散されている
*14。データが交換され検証されることで、ブロックと呼ばれる固
定構造に格納される。そしてブロックチェーンの各コピーは新
しいブロックがチェーンに追加される前に単独で検証を行う。
ブロックチェーンの図解説明は、以下のサイトを参照されたい。
www.deloitte.com/us/blockchain-in-action.
悪意を持ってブロックチェーンを改ざんするには、ハッカーは
データの入っているブロックだけでなく、そのブロックに接続さ
れているすべてのブロックを変更しなくてはならない。さらに、
ブロックチェーンのほかのすべてのコピーもその変更を受け入
れるか、ハッカーによって変更される必要がある。これは、単
一の場所を対象とするよりはるかに難しい作業である。した
がって、ブロックチェーンネットワークはより安全であり、不正
行為を減らすことができると言える*15。

ブロックチェーンは、独自に情報を検証できるという点でも独
特である。ブロックチェーンの種類によっては、スマート・コント
ラクトと呼ばれる分散アプリケーションを構築して、ブロック
チェーンのアクティビティに基づいて自動的にアクションを実行
することができる。あらかじめ定められたパラメータが定義さ
れ、パラメータに合致するブロックチェーン上のイベントが発生
した際に、次のステップへのトリガーとなる。例えば、患者が医
師の診察を受けると、ブロックチェーンに入力されたデータに
よりその診察が確認され、スマート・コントラクトは医療機関へ
の自動支払いを開始することができる。スマート・コントラクト
は改ざんされずにブロックチェーン内に記録されるということで、
信頼性がある。これにより、従来の仲介機関であった銀行、保
険会社、情報センター等は面識のない当事者間の関係を仲
介する必要性が少なくなる。
最後に、ブロックチェーンは、公開することが可能（誰でもデー
タを検証するための合意プロセスを追加して参加することがで
きる）、また特定の関係者に限定することも可能（コンソーシア
ム内）、または完全に非公開にすることも可能（閲覧、追加お
よび合意プロセスへの参加を規定した承認を得ることが必要）
であり、ユーザーにさまざまなオプションを提供している。

現在、実証実験が行われているブロックチェーンユースケースの例（ビットコインの枠を超えた使用例）
海外送金

貿易金融

自動化された法令順守

金融機関間でほぼリアルタイムな
2点間の資金移動を可能にし、摩
擦を解消して決済を加速する。

リアルタイムで複数当事者による
信用状の追跡と管理を可能にす
るとともに、より迅速な自動決済を
可能にし、国内外の商取引を促
進する。

変更不可能なデータソースを利用
したコンプライアンスプロセスを自
動化することで、より迅速で正確
な報告が可能となる。

出所：世界経済フォーラム／デロイト「金融インフラの未来：ブロックチェーンがどのように金融サービスを再構築できるかについての野心的考察」2016年8月

ブロックチェーンについて詳細は、下記を参照されたい
► 「ビットコインを超えて：ブロックチェーンがあなたの業界をディスラプトする」デロイトユニバーシティプレス*16
► 「ブロックチェーン：エニグマ、パラドクス、オポチュニティ」デロイト LLP*17
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