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本レポートの概略とメソドロジーに関する説明

デロイトは、主にテクノロジーとしてのブロックチェーンに対する全般的な認識や感じ方、またこの技術への投資

に関し、将来予想される影響も含め、詳しい知見を得るためのリサーチ手段として、2019年2月8日～3月4日の

期間にサーベイを実施しました。

同サーベイは、世界12カ国（ブラジル、カナダ、中国、ドイツ、香港、イスラエル、ルクセンブルグ、シンガポール、

スイス、アラブ首長国連邦、英国、米国）のうち、米国については年間収益5億米ドル以上、その他の国につい

ては年間収益1億米ドル以上の企業のシニアエグゼクティブ1,386名を対象に行われました。回答者はいずれ

も、少なくともブロックチェーンについて幅広い理解を有するだけでなく、自社の投資計画を熟知し、それについ

て意見することができる方々です。同サーベイの結果分析については、2019年5月6日付レポートで公表してい

ます5。

本稿では、業界それぞれの事情に照らす形で、サーベイデータの分析結果をまとめています。それに伴い、産

業を10のグループに分けることといたしました。消費財、エネルギー・資源（E&R）、金融サービス、工業製品・

建設（IP&C）、ライフサイエンス・ヘルスケア（LS&HC）、製造、専門サービス、小売・卸・流通（RW&D）、テクノ

ロジー・メディア・通信（TMT）、そして「その他」です。最後の「その他」カテゴリーには、自動車、旅行・接客・

サービス、高等教育（私学）、政府・公共サービス、農業製品&食品加工、航空宇宙・防衛が含まれます。

ブロックチェーン導入につながる幾筋もの道― 同じ道は二つとない

はじめに

いかなる「ディスラプティブ（破壊的な）技術」も、当初は

世界のどこか一角― 多くの場合、技術採用の最前線に

位置し、いわゆる「灯台」の役割を果たす業界― にその

影響が及びます。そしてその技術がどのような長期的バ

リュー（価値）を持っているか、現在の考え方をいかに逆

転させ得るのか、それを理解するのは、ある特定の企業

グループやクライアントだけです。例えば航空宇宙関連

の企業は3Dプリンターに関して、単に「スペアパー

ツを“低リスク”で試作・少量生産できるツール」というに

とどまらない、長期的な可能性を早い段階から見て取っ

ていました1。また工業メーカーは、ロボティック技術の可

能性を、大規模な自動化プロセスの変革の中に見出して

いました2。

その後、幅広い業界の様々な組織が、次第にこうした

ディスラプティブ技術の可能性を理解するに至り、事業

の本流部分で実践的かつ多様な活用方法があることを

見出したのです。このような業界への採用プロセスを「イ

ノベーションの普及」と呼ぶ人々もいます3。

「デロイト グローバルブロックチェーンサーベイ2019」

レポートが示す通り、ブロックチェーンも他の技術と同様、

当初考えられていたフィンテックでの利用をはるかに超

え、様々な業界への普及の道筋をたどろうとしています4。

テクノロジー、メディア、通信、ライフサイエンス・ヘルスケ

ア、政府など、より多くのセクターで、ブロックチェーン導

入の取り組みを拡大し、多様化を図ろうとする組織が増

えています。実際、同レポートから明らかなように、これ

まで採用に二の足を踏んできた組織の多くがこの技術の

長期的な可能性に気付き始めるなか、ブロックチェーン

は、より幅広く実用的な形での導入という、新たな時代に

入ろうとしているようです。
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一方、各業界のリーダー企業がブロックチェーン活用の

可能性について検討するなか、疑問を感じている人もい

るようです。異なる業界が、ブロックチェーンという同じ技

術をいかに採用し活用しているのか、（他の業界ではな

く）ある業界の企業だけが、採用の障壁となる特殊な要

因について強く懸念しているのはなぜか、特定の業界に

投資拡大をためらわせている理由は何か、業界によって

ブロックチェーンに対する認識や投資額が異なるのは、

この技術特有の何らかの要因があるからか、それとも業

界によって異なる文化的要因によるものかといった疑問

です。

同サーベイに関するメインレポートで

考察した内容は、高い視点から

捉えた事実のみでした。しかし深く

業界レベルにまで掘り下げて分析を

行えば、より多くのことが見出せる

はずです。実際、現時点でのブロック

チェーンに対する各業界の考え方や

採用方法の違いから導き出した内容は、

「ブロックチェーンの本格導入」に入って

行くなかで予想される展開について、

多くを語ってくれるに違いありません。

本稿では、業界それぞれの事情に照らす形で、「グロー

バル ブロックチェーンサーベイ2019」のデータに着目し

ています。非常に高い視点から俯瞰する一方、各業界固

有の細かい状況にも踏み込んで検証を行います。業界

へのブロックチェーン技術の導入に関する限り、従うべき

唯一の指針といったものはなく、また恐らく、すべての業

界に確実に使える解決策もないということを、読者の皆

様に感じていただければ幸いです。

現状を俯瞰する：
各業界のブロックチェーン投資

「グローバルブロックチェーンサーベイ2019」から明らか

になったのは、何よりも、ブロックチェーン技術は、様々

な産業や現場で起きているビジネス課題を解決する実

質的なソリューションとして機能し、様々な用途に利用し

得る、という共通認識が形成され始めていることです。

当初はテクノロジーベースのソリューションの採用に慎重

だったリーダー企業でさえ、今やこの技術に将来性を見

て取っているようです。サーベイからは、ブロックチェーン

普及の支えとなり得る具体的な要因が明らかとなりまし

た。すなわち、「ブロックチェーンは戦略プライオリティの

上位5位以内に入る」と考える回答者が増加している、ブ

ロックチェーン投資が一定水準を維持している、「ブロッ

クチェーンには魅力的な用途がある」と考える回答者の

割合など、様々な認識結果からブロックチェーンへの印

象の改善が見て取れる、といった点です。また我々は、

ブロックチェーンの主な活用手法、ブロックチェーン導入

の障壁となる要因の幅広さと、それらがほぼ等しく重視さ

れている事実、いわゆるブロックチェーンの強み、規制上

の懸念などを反映する形で、多様な（時には相反する）

回答が寄せられた点に、ブロックチェーンの成熟化を示

すさらなる兆候を見出しました。

このような多様な考え方が生じるのは、ブロックチェーン

技術の可能性と限界を検討するに当たって真剣味が増

しているからこそであり、従って成熟を示すサインと見る

ことができます。

同サーベイで示唆したように、多くのエグゼクティブが抱

えている疑問はもはや「ブロックチェーン技術は機能する

のか」ではなく、「“我々”はこの技術をいかに活用できる

か」という点にあります。しかし彼らがブロックチェーンを

いかに活用できるかは、自社の属する業界の特性を踏

まえて導き出すしかない、というのもまた事実です。結局

のところ、各産業はそれぞれの事業内容や規制、文化に

至るまで独自の特徴を有し、それらが組み合わさった結

果として、ディスラプティブ技術を採用するスピードやそ

の方法が決まるものだからです。

従って、サーベイの回答者群を構成する業界それぞれ

の状況に照らす形で、幾つかの指標を比較するのが有

効と考えられます。そのためにも、まずは基本的な事実、

すなわちブロックチェーン導入の取り組みにおいて企業・

組織が現在投じている、あるいは近く投じる予定の実際

の資金額に注目してみましょう。

エグゼクティブがブロックチェーンを

いかに活用できるかは、自社の属する
業界の特性を踏まえて導き出すしか
ありません。
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ブロックチェーン導入に500万米ドル以上を投資予定／投資したと答えた回答者の割合

図 1

ほとんどの産業で、500万米ドル以上の支出を計画していると答えた回答者の割合は、過去12ヵ月間に同額の支出

をしたと答えた回答者の割合と同じかそれを上回っています。

サーベイの質問：特にブロックチェーン技術についてお伺いします。貴組織／プロジェクトが今後／過去12ヵ月間に

実施予定の／実施したおよその投資額を教えてください。

過去12ヵ月今後12ヵ月
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回答者数＝1,386名（2019年の世界各国・地域の企業・組織）
出所：「デロイト グローバル ブロックチェーン サーベイ2019」デロイト アナリシス
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グローバルサーベイでは、全回答者の約40％が、「今後

12ヵ月間で、ブロックチェーン導入計画に500万米ドル以

上を投資する予定である」と答えました。これは2018年

サーベイ時の投資計画と一致します。しかし図1から分

かる通り、コミットメントの度合いは業界によって大きく異

なり、TMTが49％と最も多く、E&Rと製造業が43％で続

きます6。また図1では、回答企業・組織の今後12ヵ月間

のブロックチェーン投資計画を、過去12ヵ月間の実際の

投資支出と比較しています。ほとんどの業界で、今後

500万米ドル以上支出すると答えた回答者の割合が、実

際に500万米ドル以上支出したと答えた回答者の割合と

同じか上回っており、 これはブロックチェーン技術の長

期的な可能性に対する信頼の証と言えるでしょう。

図2は図1とやや似た内容で、ブロックチェーン技術を自

社事業にすでに導入したと答えた回答者の割合と、1年

以内に導入予定と答えた回答者の割合を比較していま

す。この指標でもやはりTMTがトップで、すでに導入済み、

あるいは1年以内に導入予定と答えた回答者の割合は

約76％に達しました。これに製造、専門サービス、金融

サービスが続きます 。しかしやはり図1と同じように、ど

の業界でも、向こう1年間で導入予定とした回答者の割

合が、すでに導入済みと答えた回答者の割合を大きく上

回りました。例えば TMTでは、導入済みが32％であるの

に対し、1年以内に導入予定は44％に達します。図2で

挙げたどの業界グループについても同様のパターンが

見て取れ、中にはこの傾向が顕著に出ているグループも

あります。この割合の差は、ブロックチェーンの長期的な

バリューに対する肯定的な見方が強まったが故の結果と

見ることが可能です。

図3では、各業界内で現在すでにブロックチェーン関連の

人材を雇用している企業の割合と、1年以内の雇用を予

定している企業の割合を比較しました。現時点の雇用で

はやはりTMTが最も高く、次いで製造、LS&HC、金融

サービスとなりましたが、現時点と将来の雇用を合わせ

ると、製造業の回答者の割合が最も高く、金融サービス

とTMTが僅差で続きました。歓迎すべきは、ブロック

チェーン関連の人材を雇用する動きが、現時点と近い将

来のいずれも比較的強く、10の業界グループのうち7グ

ループで、70％以上の回答者が雇用に対して前向き

だったことです。

図1、2、3は、各業界がブロックチェーン関連の取り組み

に実際に資金を投じている事実を示しており、これに

今回のサーベイから得られたその他の投資データ（コン

サルタントの利用や、フロントエンド、バックエンドのブ

ロックチェーンソリューション開発など）を合わせると、全

体像が見えてきます。こうした回答からは、様々な業界

で極めて幅広く投資が行われていることが分かります。

例えばブロックチェーン関連の投資ではTMTが一貫して

トップを走り、これに製造、金融サービスが続いているこ

とがサーベイから明らかとなりました。また一部の業界は、

ブロックチェーンの長期的な可能性に賭けて実際に資金

を投じるという点で、他の業界より積極的ですが、どの業

界も図1、2、3のいずれかで少なくとも一度は上位5位以

内に入っています。これは「ブロックチェーンは有望で実

用的とさえ言えるソリューションとして、様々な業界への

導入に弾みがつきつつある」という、2019年グローバル

サーベイから読み取れる全般的な傾向と完全に合致し

ています。ブロックチェーンはもはや、一握りの業界

だけの技術ではないのです。

この点をさらに明確に示しているのが、ブロックチェーン

に対する認識や感じ方に関する調査であり、ここでも質

問によって上位の業界が入れ替わる状況となりました。

図4は、ブロックチェーンに対する認識に関して6つの鍵

となる質問を行い、それぞれ特定の選択肢を選んだ回答

者が多かった業界グループを上位5位まで示しています。

他より頻繁に登場する業界があるものの、やはりどの業

界も少なくとも一度は上位5位以内に入っています。質問

によって認識の強さや業界間のばらつき度合いが異なる

ことも特筆されます。

ブロックチェーンソリューションの領域へと足を踏み入れ

る業界が増えれば、それぞれの活用方法は、業界固有

の戦略上・事業上のニーズを反映させる形になることが

予想されます。そこでブロックチェーンの活用方法を示し

た図5を見ると、各業界によって上位の用途が大きく異

なっていることが分かります。ただし「データ検証」は、多

くの業界に共通する回答でした。活用方法以外で、ブ

ロックチェーンに関する業界固有の考え方が表れるのは、

ブロックチェーンプラットフォーム（実装基盤）の選定、ブ

ロックチェーンの利用で得られた成果の評価方法、規制

上の懸念、投資回収期間、人材の採用手法、ブロック

チェーンアーキテクチャ（囲み記事「コンソーシアムにつ

いて」参照）などです。

「デロイト グローバルブロックチェーンサーベイ2019」業界別分析
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ブロックチェーン導入済みの組織と1年以内に導入予定の組織の割合

図 2

すべての業界で、将来ブロックチェーン技術を事業に導入する計画があると答えた回答者の割合が、導入済みと

答えた回答者の割合を上回っています。これはブロックチェーン技術の将来的な可能性を示す証左と言えます。

サーベイの質問：貴組織／プロジェクトはブロックチェーン技術を事業に導入済みですか（貴組織／プロジェクトのオペ

レーションの一部として恒常的に活用していますか）、あるいは将来のいずれかの時点で導入する予定がありますか。

1年以内にブロックチェーンを事業に導入予定ブロックチェーンをすでに事業に導入済み

回答者数＝1,386名（2019年の世界各国・地域の企業・組織）
出所：「デロイト グローバル ブロックチェーン サーベイ2019」デロイト アナリシス
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ブロックチェーン関連の人材を雇用済み／1年以内に雇用予定の組織の割合

図 3

10業界のうち7業界で、ブロックチェーン関連の人材をすでに雇用あるいは近く雇用する予定と答えた回答者の割合

が70％を超えています。

サーベイの質問：貴組織では、ブロックチェーン関連の人材を現在雇用していますか／雇用する予定がありますか。

1年以内に雇用する予定がある現時点で雇用している

回答者数＝1,386名（2019年の世界各国・地域の企業・組織）
出所：「デロイト グローバル ブロックチェーン サーベイ2019」デロイト アナリシス
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ブロックチェーンに対する認識（各質問とも上位5業界）

図 4

様々な面から見て、ブロックチェーンに対する各業界の認識は多様であり、質問によって認識の強さや業界間の

ばらつき度合いに違いが見られます。

回答者数＝1,386名（2019年の世界各国・地域の企業・組織）
出所：「デロイト グローバル ブロックチェーン サーベイ2019」デロイト アナリシス
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ID保護 44%

データ検証 45%

決済 43%

データ検証 40%

データ検証 44%

決済 38%

データ検証 48%
データアクセス、デジタル通貨（同数） 45%

データ検証 48%

データアクセス／共有 44%

データアクセス／共有 53%

データ検証 47%

IP&C

データ検証 40%

ID保護 40%

E&R
データ検証

データアクセス、デジタル通貨（同数） 37%

消費財

記録照合 35%

ID保護 31%

その他

データ検証 33%

決済 33%
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ブロックチェーンの活用方法（業界別、上位2位）

図 5

各業界は、ブロックチェーンに幅広い用途を見出しています。特に魅力的とされた上位二つの用途は、データアクセス

／共有とデータ検証です。

サーベイの質問：次の選択肢のうち、貴組織／プロジェクトが実現を目指すブロックチェーンの活用方法はどれですか。

回答者数＝1,386名（2019年の世界各国・地域の企業・組織）
脚注：複数回答可。

出所：「デロイト グローバル ブロックチェーン サーベイ2019」デロイト アナリシス

LS&HC

製造

金融サービス

TMT

RW&D

専門サービス

26%

「デロイト グローバルブロックチェーンサーベイ2019」業界別分析



当社サーベイのこうしたデータが全体として示唆している

のは、各業界はその全体の利益に最も資する形での活

用を目指すため、ブロックチェーンの導入は「取捨選択」

のプロセスになる、ということです。言い換えれば、各業

界がブロックチェーンアプリケーションを開発する方法が

一つではないのと同様、どの業界にも通用するブロック

チェーンの活用方法というものは存在しません。

業界にフォーカス

各業界へのブロックチェーン技術の導入について、一般

化して語ることは至難の業です。実際、当社の分析から

繰り返し見えてくるのは、「ブロックチェーン技術をどのよ

うに捉え、いかに導入するかに関して、各業界にはそれ

ぞれ固有のアプローチがある」という点です。各業界は

多くの面で異なるため、この技術が企業の戦略的プライ

オリティをいかに前進させ得るかについて、異なる業界

が同じような捉え方をするとは考えられません。さらに一

部の業界は、保守的な考え方に囚われているが故に、

そもそも新たな技術、特に自社の専門領域から生まれ出

たものではない技術の採用に、総じて消極的である可能

性があります。当初、暗号資産など金融分野で利用する

ものというイメージのあったブロックチェーンに関しては、

特にそうかもしれません。こうしたイメージは、ブロック

チェーン技術の全般的な将来性に関して、そもそも誤解

を生じさせた原因と考えられます。

コンソーシアムについて

「コーペティション」― 業界エコシステムの中で、何らかの共通の目的のために競合企業などと連携を図る

こと― は一見、直観に反する行動のように思えるかもしれません。従って、望ましいブロックチェーン導入モデ

ルとして「コンソーシアム」に注目する回答者の割合が、「パブリック／プライベートのブロックチェーンアーキテ

クチャ」など他のモデルよりも少ないことは、当然と言えるかもしれません。結局のところ、コンソーシアムという

考え方はコーペティションが基本となるうえ、人が本能的な視野の狭さを克服することは、およそ容易ではない

からです7。実際、当社のグローバルサーベイではこれを、紛れもない「ブロックチェーン最大の参入障壁」と見

なしています。一方でサーベイから、企業や組織はこのような協業による事業推進の手法に内在するバリュー

を認識していることも明らかとなりました。全回答者の90％以上（業界ごとに見てもそれぞれ90％以上8）が、一

つかそれ以上のコンソーシアムに属している、または主管しているか、1年以内に参加または主管する予定が

ある、と回答したのです。

現時点に限定すると、図6に示す通り、コンソーシアムへの参加状況は業界によって大きく異なります。今のとこ

ろ、一部の業界が他の業界と比べてブロックチェーンコンソーシアムに対し、先駆的・積極的な姿勢をとってい

るように見える理由は様々考えられますが、その業界がブロックチェーンの将来性、具体的に言えばコーペティ

ションがもたらすバリューを早い段階から認識していたため、と説明できるかもしれません。現時点の状況と短

期的な参加予定を合わせると、業界間の差はずっと小さくなります。これは、現時点では参加の度合いで遅れ

を取っている業界の間にも、コンソーシアムのもたらすバリューへの認識が広がっていることを意味します。

続く >
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そもそも企業や組織がコンソーシアムへの参加（あるいは主管）を決める動機はなんでしょうか。図7では、各業

界の回答者がコンソーシアムへの参加から期待するメリットのうち上位2つを示しています。主なメリットとしては

「学習の加速」と「コスト削減」が特に多いものの、一部の業界では「リスク共有」や「基準への影響力行使」など

も上位に入りました。業界ごとで主たるメリットにある程度のばらつきがあるのと同様、上位のメリットを選んだ

回答者の割合も業界によって様々です。こうしたばらつきの存在はやはり、各業界にはそれぞれ独自のブロッ

クチェーン導入プロセスがある、ということの証明でもあります。

続く >

一つまたはそれ以上のコンソーシアムに属している／コンソーシアムを主管して
いると答えた回答者の割合

図 6

現時点でのブロックチェーンコンソーシアムへの参加度合い（メンバーあるいは主管）は、業界によって大きく

異なります。

サーベイの質問：競合他社とのブロックチェーンコンソーシアムへの参加に関して、次の選択肢のうち、貴組織

／プロジェクトの現在の位置付けを最も適切に表しているのはどれですか。

37%

40%

43%

47%

48%

49%

49%

52%

55%

63%

回答者数＝1,386名（2019年の世界各国・地域の企業・組織）
出所：「デロイト グローバル ブロックチェーン サーベイ2019」デロイト アナリシス

TMT

専門サービス

消費財

金融サービス

RW&D

LS&HC

製造

その他

E&R

IP&C
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組織がコンソーシアム参加から期待するメリット（上位2つ）

図 7

コンソーシアム参加から期待するメリットの上位は学習機会とコスト削減ですが、それらを選んだ回答者の割

合は、業界によって異なります。

サーベイの質問：コンソーシアムを組むことによって、貴組織／プロジェクトが得ている、あるいは期待するメ

リットは何ですか。

学習の加速 50%

学習の加速 53%

学習の加速 52%

コスト削減 53%

コスト削減 54%

コスト削減 54%

コスト削減 42%

学習の加速 38%

学習の加速 47%

コスト削減 39%

コスト削減 55%

基準への影響力行使 51%

コスト削減 58%

学習の加速 53%

コスト削減 60%

学習の加速 48%

コスト削減 62%

学習の加速 55%

コスト削減 65%

学習の加速 58%

金融サービス

IP&C

消費財

その他

E&R

LS&HC

RW&D

専門サービス

製造

TMT

回答者数＝1,386名（2019年の世界各国・地域の企業・組織）
脚注：複数回答可につき、割合の合計は100％を上回ることがあります。
出所：「デロイト グローバル ブロックチェーン サーベイ2019」デロイト アナリシス
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ブロックチェーン技術の導入プロセスが業界によって異

なる根本的な理由はさておき、各業界のエグゼクティブ

が今や、この技術の持つ無限の可能性を理解し、フルに

活用しようとしていることは明らかです。ここからは、ブ

ロックチェーンがすでにしっかりと根付いている幾つかの

業界について、掘り下げて見て行くことにしましょう。

金融サービス

ブロックチェーン活用法の進化について語るとき、我々

の真の主張は、各業界の企業・組織が「新たな分散型

トークンエコノミーをもたらす原動力」という当初の目的を

超え、ブロックチェーンを役立たせる新しい方法を見出し

つつある、という事実です。そのため、ブロックチェーンを

契機とするディスラプション（破壊）が起きるとすれば、そ

れは金融サービス以外の業界においてであると考える

人がいるかもしれません。しかしこうした見方にはまった

く根拠がありません。ビットコインをきっかけに世界にブ

ロックチェーンが登場してから何年も経ちましたが、この

技術は今なお、他の業界に変化をもたらしているのと同

様、当初のクリプト（暗号）技術関連の利用とはまったく

異なる形で、金融サービス業界に変化を起こし続けてい

ます。

以上はいずれも驚くようなことではありません。なぜなら、

「利害関係者が相互にやり取りする手段」というブロック

チェーンの性質そのものが、「複数当事者間の取引を巡

るコミュニケーション」を生命線とする金融サービスに非

常に良く合致するからです。実際この数年間で、金融業

界の企業は、デジタル決済、データ検証、KYC／AML

（顧客本人確認／マネーロンダリング対策）、セキュリ

ティトークン、資産移転、貿易金融、信用状、権限保護そ

の他の分野で、合理化を進めパフォーマンスを高める手

段としてのブロックチェーンの活用法を探ってきました9。

これらの利用方法が進化し、新たな活用事例が登場す

れば、ブロックチェーンのイメージは、事業プロセスを効

率化するツールから、新たなビジネスモデルと収益源を

もたらす原動力へと変わって行くはずです。規制が厳しく、

ある程度保守的な業界では、それにも時間が掛かるかも

しれません。スピード、プライバシー、スケーラビリティ

（拡張可能性）といったその他の課題は今後も残るでしょ

う。しかし金融サービス企業はこれまで総じて、新技術を

採用し、現状を打破する意志と能力を示してきました。実

店舗に頼る従来型の銀行や個人向け証券サービス企業

がいかにも時代遅れに映ることを思えば、それがよく分

かります。金融業界があらゆる変革の可能性を有し、そ

の中にブロックチェーン技術を取り込む能力を備えてい

ることは、まず間違いありません。
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金融サービス企業は、
新技術を採用し、
現状を打破する意志と能力を
示してきました。

実店舗に頼る従来型の銀行や
個人向け証券サービス会社が

いかにも時代遅れに映ることを
思えば、それがよく分かります。



金融サービス業の主な回答状況（全業界の回答との差異）

図 8

テクノロジー・メディア・通信（TMT）

テクノロジー・メディア・通信（TMT）業界の中で一つとし

て同じ企業がないのと同様に、この業界の企業がブロッ

クチェーンソリューションを求める道筋にも同じものはあ

りません。実際、TMTは多様なセクター群からなる業界

であって、どのセクターにもそれぞれの顧客層と戦略的

課題が存在します。従ってどのセクター企業がブロック

チェーンを導入するにせよ、その手法はそれぞれの状況

に強く依存したものとなる傾向があります。例えばクラウ

ドプロバイダーは、プラットフォームサービスとして、クラ

ウド上の完璧なトレーサビリティを実現するためのブロッ

クチェーン開発ツールを新たに提供しています。通信企

業は、ローミングサービスなどを利用した不正を減らす

手段としてブロックチェーンの活用を検討しているようで

す。またメディア企業は、デジタル権やコンテンツ制作者

への支払い面の強化にブロックチェーンを活用しようとし

ています10。

これは氷山の一角に過ぎません。当社サーベイの結果

から見えたのは、TMT業界のエグゼクティブがブロック

チェーンの導入に前向きであり、企業はそれぞれにブ

ロックチェーン活用の幅広い可能性を探っている、という

ことです。過去12ヵ月間に500万米ドル以上の投資を

行ったと答えたTMT回答者の割合は45％、今後12ヵ月

間についても49％と、すべての業界を上回っています。

回答者数＝1,386名（2019年の世界各国・地域の企業・組織）、回答者数＝211名（金融サービス）
脚注：全回答との差が5％ポイント以上となった質問と答えのみを掲載
出所：「デロイト グローバル ブロックチェーン サーベイ2019」デロイト アナリシス

14

ブロックチェーン導入につながる幾筋もの道― 同じ道は二つとない

全回答者 金融サービスの回答者 全体との差

ブロックチェーンの規制上の懸念
（最多回答）

プライバシー（50%） プライバシー（60%） +10%

コンソーシアム参加のメリット
（最多回答）

コスト削減（53%） コスト削減（62%） +9%

ブロックチェーン利用による
成果の測定指標（最多回答）

プロセス効率（55%） プロセス効率（64%） +9%

ブロックチェーンスキル開発の
プログラム（最多回答）

社内研修（54%） 人材を採用（62%） +8%

一つ以上のコンソーシアムに
現時点で参加、
または12ヵ月以内に参加予定

67% 73% +6%

ブロックチェーンは上位5位
以内の優先課題である

53% 59% +6%

望ましいブロックチェーンモデル
（最多回答）

社内限定の
プライベートブロック
チェーン（50%）

社内限定の
プライベートブロック
チェーン（55%）

+5%

ブロックチェーンの用途（最多回答） データ検証（43%） データ検証（48%） +5%

一つ以上のコンソーシアムを
現時点で主管、
または12ヵ月以内に主管予定

25% 19% –6%



また前後12ヵ月間にブロックチェーン技術を自社事業に

導入／導入予定と答えた回答者は合計で77％と、やは

り他の産業を上回ります。現時点でブロックチェーン関連

の人材を雇用していると答えた回答者も、56％のTMTが

トップでした。さらには、コンソーシアムに参加する（現時

点と将来）、ブロックチェーン技術は拡張可能性が高いと

考えている、ブロックチェーンの様々な活用事例に魅力

を感じる、などの項目でも、TMT回答者の割合が最も多

くなりました。

テクノロジー・メディア・通信業の主な回答状況（全業界の回答との差異）

図 9

回答者数＝1,386名（2019年の世界各国・地域の企業・組織）、回答者数＝211名（TMT）
脚注：全回答との差が5％ポイント以上となった質問と答えのみを掲載
出所：「デロイト グローバル ブロックチェーン サーベイ2019」デロイト アナリシス

15

「デロイト グローバルブロックチェーンサーベイ2019」業界別分析

全回答者 TMTの回答者 全体との差

スマートコントラクトは
極めて重要である

58% 72% +14%

現在ブロックチェーン関連の
人材を雇用している

48% 56% +11%

一つ以上のコンソーシアムに
現時点で参加、
または12ヵ月以内に参加予定

67% 78% +11%

今後12ヵ月で500万米ドル以上を
投資予定

40% 49% +9%

ブロックチェーンスキル開発の
プログラム（最多回答）

社内研修（54%） 人材を採用（63%） +9%

すでにブロックチェーンを事業に
導入している

23% 32% +9%

過去12ヵ月で500万米ドル以上を
投資した

37% 45% +8%

経営チームは、ブロックチェーン技術
について、魅力的な用途が存在すると
考えている（強くそう思う）

47% 55% +8%

望ましいブロックチェーンモデル
（最多回答）

社内限定の
プライベートブロック
チェーン（50%）

ビットコインやイーサリアム
などのパブリック

ブロックチェーン（57%）
+7%

自業界においてブロックチェーンは
新たなビジネス機能と収益源を
創出し得る（強くそう思う）

52% 59% +7%

ブロックチェーンは過度に期待されて
いる（強くそう思う）

20% 25% +5%

一つ以上のコンソーシアムを現時点で
主管、または12ヵ月以内に主管予定

25% 18% –7%



このような例を挙げればきりがありません。いずれにせ

よ幅広い観点から見て、世界各地のTMT企業のエグゼ

クティブは、ブロックチェーンがバリュー、信頼性、透明性

の向上にもたらす可能性を認めている、という事実を当

社サーベイは示しています。

ライフサイエンス・ヘルスケア
（LS&HC）

他の業界と比較して、ライフサイエンス・ヘルスケア

（LS&HC）ほど、ブロックチェーンが直接的かつ重大な影

響をもたらし得る業界はないかもしれません。この業界

では、薬剤の研究者、保険会社、患者、介護提供者の複

雑なネットワークにおけるデータの透明性、アクセスス

ピード、不変性、トレーサビリティ、信頼性が極めて重要

となるからです。LS&HC企業はすでに、医療機関同士

の連携から医療費請求の提示・判定、長期の患者デー

タ、インフォームドコンセント管理、患者報告結果（PRO）

その他に至るまで、共有ネットワークの一部としてバ

リューの存在するすべての領域で、ブロックチェーン活用

を進める場合の影響について報告を行っています11。

実際のところ、そうしたネットワークには非常に多くのス

テークホルダーが絡むため、LS&HCの回答者が、ブロッ

クチェーン導入時の課題のトップに「相互運用性」、利用

促進に当たり乗り越えるべき大きな障壁の第2位に「導

入面」を挙げたことは、当然と言えるでしょう。また同じ理

由で、最も望ましいブロックチェーンの用途として「データ

アクセス／共有」を挙げたことも意外ではありません。し

ばしばこの業界の特徴と目される行政の監視度合いの

高さを踏まえると、LS&HCの回答者が、特に財務報告

や税務、プライバシーなどの領域へのブロックチェーンソ

リューション導入時に乗り越えるべきもう一つの重大な問

題として、「規制上の懸念」を挙げたことも、予想通りと言

えます。一方、恐らくは業界内に非常に幅広く多様なス

テークホルダーが含まれるためと思われますが、コン

ソーシアムを現時点で主管／主管予定と答えた回答者

の割合は、全体の平均を大きく上回っています。

ライフサイエンス・ヘルスケア業界の主な回答状況（全業界の回答との差異）

図 10

回答者数＝1,386名（2019年の世界各国・地域の企業・組織）、回答者数＝58名（LS&HC）
脚注：全回答との差が5％ポイント以上となった質問と答えのみを掲載
出所：「デロイト グローバル ブロックチェーン サーベイ2019」デロイト アナリシス
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ブロックチェーン導入につながる幾筋もの道― 同じ道は二つとない

全回答者 LS&HC回答者 全体との差

ブロックチェーンの用途（最多回答） データ検証（43%） データアクセス／共有（53%） +10%

一つ以上のコンソーシアムを
現時点で主管、
または12ヵ月以内に主管予定

25% 33% +8%

コンソーシアム参加のメリット
（最多回答）

コスト削減（53%） コスト削減（60%） +7%

ブロックチェーン利用による成果の
測定指標（最多回答）

プロセス効率（55%） コスト削減（62%） +7%

スマートコントラクトは極めて
重要である

58% 53% –5%

一つ以上のコンソーシアムに
現時点で参加、
または12ヵ月以内に参加予定

67% 59% –8%

ブロックチェーンは過度に期待されて
いる（強くそう思う）

20% 10% –10%



とはいえ当社のサーベイでは、導入の動きが未だ初期

段階にあることは否めないものの、ブロックチェーン技術

がヘルスケア事業の今後の展開をどの程度変革し得る

かという点に関し、LS&HC業界の回答者は非常に大き

な可能性を見て取っています。ブロックチェーンの大々的

な導入には時間が掛かります。しかしLS&HC企業は、

特に人材などへの投資計画、コンソーシアムの結成、そ

して何より、総じて前向きな姿勢を通じて、ブロックチェー

ンへのコミットメントを表しています。

エネルギー・資源（E&R）

エネルギー・資源（E&R）業界では、ブロックチェーン技

術は言わば「進化途上のアイデア」であり、各企業は

E&Rのバリューチェーン全体のどこにこの技術を活用す

るのが最も適当かを探ろうとしています。現在、計測・請

求・セキュリティ、分散型エネルギー取引、エネルギーの

ホールセール取引、エネルギーのホールセール市場や

最終顧客へのアクセス、グリーン電力証書とカーボン取

引、グリッド管理、IoT（モノのインターネット）ベースの資

産管理、eモビリティなど、幅広い領域で概念実証（PoC）

の取り組みが進行中です12。

現時点でこうしたPoCプロ

ジェクトは、どちらかと言え

ば小さい規模で、バリュー

チェーンの中でも下流部門

に近い領域で行われてい

ますが、これはいささか直観

と相容れない動きのように

思えるかもしれません。上流に

位置する部門の事業プロセスは

長期化する傾向が強いため、ブロックチェーン技術の採

用によって効率化や高速化といった恩恵を受ける可能性

が高いと考えられるからです。しかしながらE&R上流部

門の事業は、顧客に近い下流の事業と比較して資本集

約度が極端に高いため、既存システムへのブロック

チェーン統合が果たして容易に行えるかとの懸念があり、

石油・ガス探査企業のエグゼクティブにとって、この技術

の導入を社内に納得させることは難しいかもしれません。

また当社のサーベイから、ブロックチェーンの導入拡大

に際して、E&R業界が課題に直面していることが明らか

となりました。サーベイに参加したエグゼクティブは、セ

キュリティと人材を二つの主たる障害として指摘したほか、

スケーラビリティ、スピード、開発コスト、そして同業界な

らではの厳しい規制への懸念を課題として挙げました。

さらにサーベイからは、E&R業界へのブロックチェーン導

入が未だ難しい状況にあることを示す別の兆候も見つか

りました。「経営チームは、ブロックチェーン技術について、

魅力的な用途が存在すると考えている（強くそう思う）」と

答えた回答者は、全業界が47％であったのに対し、E&R

は34％にとどまったのです。また「ブロックチェーンは新

たなビジネスモデルと収益源を創出し得る（強くそう思

う）」と答えた回答者は、全業界の52％に対し、E&Rはわ

ずか40％でした。「ブロックチェーンは上位5位以内の優

先課題である」また「現在、ブロックチェーン関連の人材

を雇用している」と答えた回答者の割合も、全業界を下

回りました。同技術を幅広く導入する際の主な障壁として

人材の問題が挙がっていることを踏まえると、興味深い

結果と言えます。また、E&Rのように大規模な取引が多

く行われる業界では、ブロックチェーンの導入を進めるに

あたり、スマートコントラクトが大きな役割を果たす可能

性がある、と多くの人が考えているにもかかわらず、「ス

マートコントラクトは極めて重要である」と答えたE&R回

答者は、全体の58％を大幅に下回る47％にとどまりまし

た。これは全業界の中で2番目に低い割合です。最後に、

「すでにブロックチェーンを事業に導入している」と答えた

E&R回答者の割合は12％と全回答者の平均を大きく下

回り、全業界内で最下位となりました。

それでも、いずれブロックチェーンが本当にE&Rバリュー

チェーンを一部なりとも破壊するのだとすれば、その日は

決して遠くはない、と考えるに足る前向きな兆候が幾つ

かあるようです。一つには、前述したように数々のパイ

ロットプロジェクトが進行中であることが挙げられます。そ

してE&R業界の主要企業が、実際にブロックチェーン関

連のコンソーシアム活動を推進していることも前向きな

兆候の一つです13。これは恐らく、同業界内での導入拡

大に弾みをつけるための取り組みの一環でしょう。

いずれブロックチェーンが本当にE&R
バリューチェーンを一部なりとも破壊するの
だとすれば、その日は決して遠くはない、

と考えるに足る前向きな兆候が幾つかある
ようです。
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さらに当社のサーベイでは、E&R回答者の約3分の1が

「ブロックチェーン技術は自業界を大きく変貌させる（強く

そう思う）」と答えており、これは平均を大幅に上回ってい

るばかりか、全業界内ではIP&Cに次いで2番目に高い

割合です。E&R業界内の内訳を見ると、電力・公益が

41％に達しており、これは現在パイロットプロジェクトの

大半が行われていると見られる領域に一致します。さら

に、E&R回答者の43％前後が、今後12ヵ月間にブロック

チェーン活動に500万米ドル以上を投じる計画であると

答えました。これも全業界の平均をわずかながら上回り

ます。

エネルギー・資源業界の主な回答状況（全業界の回答との差異）

図 11

回答者数＝1,386名（2019年の世界各国・地域の企業・組織）、回答者数＝76名（E&R）
脚注：全回答との差が5％ポイント以上となった質問と答えのみを掲載
出所：「デロイト グローバル ブロックチェーン サーベイ2019」デロイト アナリシス
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ブロックチェーン導入につながる幾筋もの道― 同じ道は二つとない

全回答者 E&Rの回答者 全体との差

ブロックチェーンは自業界を
大きく変貌させる（強くそう思う）

26% 33% +7%

一つ以上のコンソーシアムを現時点で
主管、または12ヵ月以内に主管予定

25% 32% +7%

ブロックチェーン技術の利用拡大
にあたり最も大きな障壁

既存システムとの入れ替え・
調整など導入面（30%）

セキュリティ面の脅威の
可能性（36%）

社内ケイパビリティの不足
（スキルや知識）（36%）

+6%

ブロックチェーンスキル開発の
プログラム（最多回答）

社内研修（54%） オンライン研修（59%） +5%

一つ以上のコンソーシアムに
現時点で参加、
または12ヵ月以内に参加予定

67% 61% –6%

3年以内に検証可能な成果が
期待できる

61% 55% –6%

現在ブロックチェーン関連の人材を
雇用している

45% 36% –9%

ブロックチェーンは上位5位
以内の優先課題である

53% 43% –10%

スマートコントラクトは極めて
重要である

58% 47% –11%

すでにブロックチェーンを事業に
導入している

23% 12% –11%

自業界においてブロックチェーンは
新たなビジネス機能と収益源を
創出し得る（強くそう思う）

52% 40% –12%

経営チームは、ブロックチェーン技術
について、魅力的な用途が存在すると
考えている（強くそう思う）

47% 34% –13%



結局のところ、少なくとも他
の業界との比較で見る限り、
ブロックチェーン技術が
E&R業界に本当の意味で
明確な影響を及ぼしている
とは言えません。

結局のところ、少なくとも他の業界との比較で見る限り、

ブロックチェーン技術がE&R業界に本当の意味で明確な

影響を及ぼしているとは言えません。しかしブロック

チェーンが各業界にいかなる影響をもたらすかは、時を

置かずして明らかになる可能性があります。そしてブロッ

クチェーンのような技術だけがもたらし得る大規模な変

革、これにうまく合致する「破壊」の機会を提供できるの

が、E&R業界なのです。今後1年間で果たしてどのような

変化がもたらされるでしょうか。引き続き注目しましょう。

製造業

すべての製造企業の中核にはサプライチェーンがありま

す。サプライチェーンとは、付加価値取引のライフサイク

ルにおいて、アイデアの状態から、最終使用に向けた納

入に至るまで、情報、原料、サービス、資金が流れて行く

経路のことを言います。そしてデジタル供給網の世界で

あっても、サプライチェーン上のプロセスは、以下のよう

な多くの脆弱性や弱点にさらされています。

 トレーサビリティ：デジタル供給網内の状況を任意の

時点でモニターする能力

 コンプライアンス：規制上の手続きを確実に遵守する

ための統制メカニズムの適用

 柔軟性：最小限の不稼働時間または大幅なコスト増

加による状況の変化への迅速な対応

 ステークホルダー管理：コミュニケーションの促進とリ

スク軽減のためのガバナンスルール設定・強化

ブロックチェーン技術のケイパビリティがあれば、こうした

サプライチェーン上の弱点を補うことができるかもしれま

せん。例えば、ブロックチェーンの持つ監査可能性は、ト

レーサビリティへの懸念を和らげることが可能でしょう。

ブロックチェーンでは、すべての取引情報が「信頼できる

唯一の情報源」として変更不可能な性質を有することか

ら、コンプライアンス問題への懸念も軽減できるはずです。

また多くのブロックチェーンアーキテクチャのコアに位置

するスマートコントラクトは、状況に応じた柔軟性をサプ

ライチェーン企業にもたらす可能性があります。さらにブ

ロックチェーンによって仲介者が排除されれば、ステーク

ホルダーマネジメントの担当者は、信頼の置けるP2P（ピ

アツーピア）取引を容易に行うことができます14。

ブロックチェーンは、サプライチェーン企業を悩ませてい

る問題をすべて解決する万能薬ではありません。しかし

ブロックチェーンの潜在可能性に絶大な信頼が寄せられ

ていることは、例えばトラッキングやトレーシング、購入プ

ラットフォーム、ステークホルダー認証（「KYS（サプライ

ヤー確認）」）、サプライチェーンにおけるサイバーセキュ

リティ、偽造防止、品質保証管理に至るまで、非常に幅

広い用途が存在する点から明らかです。従って当然の結

果として、当社のサーベイでは、「ブロックチェーンは上

位5位に入る優先課題である」と答えた製造業回答者が、

全業界の中で最も多い65％に達しました。同様に、ス

マートコントラクトがサプライチェーンの柔軟性に対する

懸念の緩和に役立つことを理由に、「スマートコントラクト

は極めて重要である」と答えた製造業回答者は63％に

達し、TMTに次いで第2位となりました。

最後に、製造業のサプライチェーンの場合、恐らくは多

数のステークホルダーがそれぞれの方向性を持つが故

に、技術や規制など共通の課題に対応するにあたって

は、コンソーシアムを形成する手法が有効かもしれませ

ん。コンソーシアムを現時点で主管／主管予定であると

答えた製造業回答者の割合は、全業界の25％に対し、3

分の1強（34％）に達しています15。

サプライチェーン上では今なお、イノベーション、変革、改

善の取り組みが進行中であり、これらすべては、様々な

革新的技術を使いこなしてこそ可能となります。その意

味でブロックチェーンは、こうした変革の加速に重要な役

割を果たす潜在能力を秘めています。
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製造業の主な回答状況（全業界の回答との差異）

図 12

ブロックチェーンユーザー、そして規制当局としての政府

各国政府は、ブロックチェーンの「規制者」と「ユーザー」という二役を担う独特の立ち位置にあります。一般に、

ブロックチェーンに関する規制の焦点は暗号通貨に置かれ、規制当局は暗号通貨の進化と共に、その法的位

置付けを定めるべく努力してきました16。しかし最近では、デジタル資産以外の領域で、ブロックチェーンに関す

る規制上の懸念が増大しています。例えば欧州連合（EU）の「一般データ保護規則（GDPR）」では、EU域内で

の個人情報の保管・保存に関して厳しい制限が設けられています。しかしブロックチェーンプラットフォーム上の

保存データは本来、変更不可能な性質を有するため、GDPRとの間で相反が生じることは避けられない、と見

る向きもあります17。同様に米国では、「医療保険の携行性と責任に関する法律（HIPAA）」の下、個人の医療

情報の扱いに制限が設けられていますが、ライフサイエンス分野におけるブロックチェーンベースのソリュー

ションがこれに抵触する可能性があります18。実際、当社が政府関係者から聞き取りを行ったサーベイで、回答

者が規制上の懸念として最も多く挙げたのが「プライバシー」でした（50％）。従って、こうしたプライバシー保護

関連の規制を、進化の進むブロックチェーン技術に見合ったものとせざるを得ないことは明らかです。

さらに厳密には政府機関ではないものの、国際標準化機構（ISO）が、アーキテクチャ、タクソノミー、オントロ

ジーといった重要領域に焦点を置き、ブロックチェーンのグローバルフレームワークを構築しようとしています19。

続く

回答者数＝1,386名（2019年の世界各国・地域の企業・組織）、回答者数＝163名（製造業）
脚注：全回答との差が5％ポイント以上となった質問と答えのみを掲載
出所：「デロイト グローバル ブロックチェーン サーベイ2019」デロイト アナリシス
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ブロックチェーン導入につながる幾筋もの道― 同じ道は二つとない

全回答者 製造業の回答者 全体との差

ブロックチェーンのメリット（最多回答）
新たなビジネスモデルと
バリューチェーン（23%）

新たなビジネスモデルと
バリューチェーン（37%）

+14%

ブロックチェーンは上位5位
以内の優先課題である

53% 65% +12%

一つ以上のコンソーシアムを現時点で
主管、または12ヵ月以内に主管予定

25% 34% +9%

現在ブロックチェーン関連の人材を
雇用している

45% 53% +8%

ブロックチェーンは自業界を
大きく変貌させる（強くそう思う）

26% 31% +5%

ブロックチェーンの用途（最多回答） データ検証（43%） データ検証（48%） +5%

スマートコントラクトは極めて
重要である

58% 63% +5%

一つ以上のコンソーシアムに
現時点で参加、
または12ヵ月以内に参加予定

67% 60% –7%



結論

歴史を振り返ることが重要です。ブロックチェーンの業界

利用の道筋は、他のディスラプティブ技術と同じ道筋を

再びたどるものとなりそうです。すなわち、ある業界が利

用可能と考える技術の採用に動き、他の業界がこれに

加わって有望な活用法を編み出し、さらに別の業界がそ

れなりの形と構造を与えて、最終的に実用的な技術とし

て登場する、という流れです。ブロックチェーンに関する

限り、ステージは今や核心に入ろうとしています。これは、

各業界がそれぞれの特質とニーズに合わせ、手本のな

い状態で独自の物語を紡ぎ上げて行くプロセスでもある

のです。

ブロックチェーンはその用途の広さが非常に特徴的な技

術であり、それぞれの業界― 実のところ各業界の各組

織― が、ブロックチェーンをいかに活用すべきかをそれ

ぞれに探っています。前述した通り、全体としてこうした

真剣な自己発見のプロセスが進行中であることは、幅広

い業界において多様な活用法、認識、懸念、障壁とされ

る要因が生じていることから読み取れます。同時に、あ

る一つの業界が、ブロックチェーン関連のある問題に関

して一定の見方を持ちプラクティスを実践していても、別

の問題に関する見方やプラクティスとは一致しない、と

いった状況が生じている点からも、自己発見のプロセス

がまさに進行中であることがよく分かります。実のところ、

各業界がブロックチェーンの導入に際して最も合理的な

道筋を取捨選択するなか、このように矛盾して見える部

分もすべて変革プロセスの集合体であり、重要なポイン

トなのです。

ある業界のブロックチェーンステージが進んだ先に、果

たしてどのような未来が待ち受けているのか、正確に予

測できないことは確かです。しかし、しばしばあり得るよう

に、これまでの推移がプロローグに過ぎないのであれば、

ブロックチェーンの旅はこの先も長く続くことになるでしょ

う。2019年の今、ブロックチェーンはもはや非常に有望

で実用に耐え、本格的、実際的な技術であって、興味深

いがまだ実績のない他の技術と同じように切り捨てて良

いものではありません。それは様々なデータから見て、

そして顧客の声から判断して明らかです。

ブロックチェーンを巡る物語が本当に面白くなるのはここ

からです。今後の展開を見守ることにしましょう。

ブロックチェーンユーザー、そして規制当局としての政府（続き）

米国では少なくとも一州が、有限責任会社としてのブロックチェーン関連企業の法的地位に関する規制を定め、

また複数の州が、ブロックチェーンベースのトランザクションの法的強制力に係る法律を制定しました20。今後は

サプライチェーンの追跡や投票記録、一般的な情報レポーティングなど、別のブロックチェーンアプリケーション

に関して一段の規制の動きが生じることも予想されます。

一方で各国政府は、単にブロックチェーン技術を規制するだけでなく、時に新たな活用法を提唱、育成していま

す。この数年間で各国政府は、教育や一時的な試みの枠を超え、特にイノベーションの促進につながる戦術的

かつ大胆な施策の実現に向けて、ブロックチェーン関連の活動に参加してきました。公的機関による代表的な

活用事例としては、デジタル通貨／デジタル決済（カナダ、シンガポール、アラブ首長国連邦、サウジアラビア）、

土地に関する権利（米国、ブラジル、スウェーデン）、選挙投票（米国、豪州、日本、韓国）、株主の議決権委任

（アラブ首長国連邦）、本人確認情報の管理（スイス、エストニア、アラブ首長国連邦、シンガポール）、ヘルスケ

ア（米国、エストニア）、防衛／安全保障（米国）などがあります21。

21
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サーベイ対象は12カ国・11言語

図 A-1

回答者総数：1,386名

付表

ブロックチェーン導入につながる幾筋もの道― 同じ道は二つとない

出所：デロイト グローバル ブロックチェーンサーベイ2019

カナダ
103名

米国
304名

ブラジル
103名

イギリス
150名

イスラエル
53名

シンガポール
100名

香港
101名

中国
200名

ドイツ
131名

その他の対象国：

スイス：52名
ルクセンブルグ：51名
アラブ首長国連邦：38名
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サーベイ対象組織の主たる事業内容

図 A-2

回答者は、TMT、金融サービス、製造をはじめとして幅広い業種に属しています。

サーベイの質問：あなたが在籍する組織／プロジェクトは主に次のどの業種に属しますか。

14%

4%

5%

6%

6%

7%

12%

15%

26%

TMT（回答者数＝358名）

金融サービス（回答者数＝211名）

製造（回答者数＝163名）

RW&D（回答者数＝102名）

専門サービス（回答者数＝83名）

IP&C（回答者数＝79名）

E&R（回答者数＝76名）

消費財（回答者数＝62名）

4%

LS&HC（回答者数＝58名）

その他（回答者数＝194名）

回答者数＝1,386名（2019年の世界各国・地域の企業・組織）
脚注：「その他」カテゴリーには、自動車、旅行・接客・サービス、高等教育（私学）、政府・公共サービス、農業製品&食品加工、航空宇宙・防衛が含ま
れます。四捨五入のため合計が100％にならない場合があります。
出所：「デロイト グローバル ブロックチェーン サーベイ2019」デロイト アナリシス
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既存のシステムと比較したブロックチェーンの最大の強み（業界ごとの回答者の割合）

図 A-3

回答者は、既存のシステムと比較したブロックチェーンの主な強みとして、ビジネスモデル／バリューチェーンの

イノベーション、スピードアップ、リスク軽減などを挙げています。

サーベイの質問：自業界を特に考慮した場合、既存のシステムと比較したブロックチェーンの最大の強みは次の選択

肢のうちどれだと考えますか。

回答者数＝1,386名（2019年の世界各国・地域の企業・組織）
出所：「デロイト グローバル ブロックチェーン サーベイ2019」デロイト アナリシス

既存システムからのスピードアップ 21%

既存システムからのスピードアップ 22%

セキュリティ向上／リスク軽減 23%

セキュリティ向上／リスク 23%

セキュリティ向上／リスク 24%

既存システムからのスピードアップ 24%

セキュリティ向上／リスク 26%

セキュリティ向上／リスク 26%

新たなビジネスモデルやバリューチェーン 32%

新たなビジネスモデルやバリューチェーン 37%

製造

IP&C

LS&HC

その他

専門サービス

RW&D

E&R

金融サービス

消費財

TMT

ブロックチェーン導入につながる幾筋もの道― 同じ道は二つとない



ブロックチェーン技術の導入拡大に対する障壁

図 A-4

ブロックチェーン導入にあたっての障壁は、個々の業界の状況によって異なります。

サーベイの質問：貴組織／プロジェクトにとって、ブロックチェーン技術の導入、規模の拡大にあたっての障壁は

何ですか。

IP&C

導入面：既存のレガシーシステムの置換・調整、社内スキルの不足（同数） 38%

その他

規制面の問題

E&R

潜在的なセキュリティ上の脅威、社内スキルの不足（同数）

LS&HC

社内スキルの不安

RWD

投資回収の不確実性 34%

TMT

規則面の問題 33%

金融サービス

規制面の問題

製造

導入面：既存のレガシーシステムの置換・調整 31%

専門サービス

潜在的なセキュリティ上の脅威 30%

消費財

潜在的なセキュリティ上の脅威、機密・競合情報に関する懸念（同数） 27%
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36%

36%

34%

32%

回答者数＝1,386名（2019年の世界各国・地域の企業・組織）
出所：「デロイト グローバル ブロックチェーン サーベイ2019」デロイト アナリシス



ブロックチェーン事業の成果を測定する指標

図 A-5

ブロックチェーン事業の成果を測定する指標として回答者が挙げたのは、主にプロセス効率、コスト削減、リスク軽減

などですが、業界よって重視する点に大きな違いがあります。

サーベイの質問：貴組織／プロジェクトがブロックチェーン事業の成果を測定する際に用いるのはどの指標ですか。

回答者数＝1,386名（2019年の世界各国・地域の企業・組織）
脚注：複数回答可につき、割合の合計は100％を上回ることがあります。
出所：「デロイト グローバル ブロックチェーン サーベイ2019」デロイト アナリシス
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最も重視する指標 二番目に重視する指標

消費財 コスト削減（44%） リスク軽減（42%）

E&R コスト削減（51%） リスク軽減、時間節約（同数）（50%）

金融サービス プロセス効率（64%） リスク軽減（57%）

IP&C プロセス効率（67%） 時間節約（65%）

LS&HC コスト削減（62%） プロセス効率（57%）

製造 プロセス効率（55%） コスト削減（52%）

専門サービス プロセス効率（54%） 時間節約、コスト削減（同数）（53%）

RW&D リスク軽減（53%） コスト削減（52%）

TMT プロセス効率（57%） リスク軽減（52%）



ブロックチェーンに関する規制上の懸念事項

図 A-6

多くの業界で最多回答となったのは「プライバシー関連の規制」でしたが、その他の規制上の懸念も非常に強くなって

います。

サーベイの質問：ブロックチェーンに関連し、貴組織／プロジェクトが懸念する規制上の問題は何ですか。

金融サービス

プライバシー 60%

その他

プライバシー 57%

RW&D

プライバシー 57%

消費財

プライバシー 53%

IP&C

プライバシー 51%

E&R

プライバシー 50%

TMT

KYC／AML（顧客本人確認／マネーロンダリング対策） 49%

LS&HC

財務報告 48%

製造

業界特有の規制上の問題（FDA、HIPAAなど） 47%

専門サービス

税務、プライバシー（同数） 43%

回答者数＝1,386名（2019年の世界各国・地域の企業・組織）
出所：「デロイト グローバル ブロックチェーン サーベイ2019」デロイト アナリシス
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注釈

1. マーク・コトラー他「航空宇宙・防衛産業における3Dの事業機会（3D opportunity for aerospace and 

defense）」デロイト大学プレス、2014年6月2日

2. アダム・ムッソメーリ他「経験的知識に基づくデジタルサプライネットワークの構築（Building a cognitive digital 

supply network）」デロイト インサイト、2019年6月14日

3. エベレット・M・ロジャーズ「イノベーションの普及（第3版）」（ニューヨーク：フリープレス、1983年）

4. リンダ・パヴツック、ロブ・マッシー、ジョナサン・ホルドスキー「デロイトグローバル ブロックチェーン サーベイ

2019」デロイト インサイト、2019年5月6日

5. 注釈4に同じ

6. 本稿で取り上げた「製造（業）」には、食品関連の生産活動が含まれていない。当社サーベイでは食品関連の活

動を別の産業として扱っているためで、本稿の分析においても「その他」の一部としている。

7. アンドリュー・シッピロブ他「コーペティションのパラドックスに対処する（Managing the paradoxes of 

coopetition）」インステッド・ナレッジ、2018年11月21日

8. 10産業グループで、一つかそれ以上のコンソーシアムに参加／主管している、または1年以内に参加／主管す

る予定があると答えた回答者の割合は以下の通り。TMT（97％）、製造（96％）、RW&D（96％）、消費財（95％）、

金融サービス（95％）、専門サービス（95％）、LS&HC（93％）、E&R（92％）、IP&C（92％）、「その他」（91％）。

9. デロイト インサイト「ブロックチェーン技術入門（Blockchain: A technical primer）」（2018年2月6日）、アレック

ス・タプスコットとドン・タプスコット「ブロックチェーンはファイナンスをいかに変革させるか（How blockchain is 

changing finance）」ハーバード・ビジネスレビュー（2017年3月1日）、パヴツック・マッシー・ホルドスキー「デロイ

ト グローバルブロックチェーン サーベイ2019」

10. デロイト インサイト「ブロックチェーン技術入門（Blockchain: A technical primer）」

11. ティム・スミス他「ライフサイエンス・ヘルスケア：単独のブロックチェーンから複数のブロックチェーンへ

（Blockchain to blockchains in life sciences and health care）」デロイト、2018年

12. マーリンダ・アンドニ他「エネルギーセクターにおけるブロックチェーン技術：システム上の視点から見た課題と機

会（Blockchain technology in the energy sector: A systematic review of challenges and opportunities）」再

生可能・持続可能エネルギーレビュー100（2019年2月）P.143〜174

13. 石油・ガス・ブロックチェーンコンソーシアム「ブロックチェーン技術による石油・ガス産業の変革」2019年10月1日

現在

14. ローリー・ケホー他「2つのチェーンがつながるとき：サプライチェーンとブロックチェーン（When two chains 

combine: Supply chain meets blockchain）」デロイト アイルランド、2017年

15. しかし奇妙なことに、コンソーシアム主管に関する回答結果と異なり、（主管するのではなく）コンソーシアムに現

時点で参加／参加予定の製造業回答者の割合は、全産業の平均を7％ポイント下回る。

16. 例えば米国の連邦裁判所が下した判決の多くが、証券取引委員会（SEC）の管轄する証券と見なされない仮想

通貨は、商品先物取引委員会（CFTC）の管轄する「コモディティ（商品）」であると判断。米CFTC「連邦裁判所、

仮想通貨をコモディティと判断（Federal court finds that virtual currencies are commodities）」2018年10月3

日付レポートを参照。これにより管轄範囲は明確化されたものの、当局が市場から情報を収集し、投資家保護を

巡る個別事例の取り締まりに注力している現状から、規制そのものの策定にはある程度時間がかかるものと予

想される。

17. ジャリン・チェン「ブロックチェーンをいかに規制すべきか国によって異なる状況（How should we regulate 

blockchain? It depends on which country you ask）」フォーチュン誌、2018年6月25日

18. マイク・ミリアド「ヘルスケア分野でのブロックチェーン活用に実績、しかし規制上の問題は未だ残る（As 

blockchain proves its worth for healthcare, regulatory questions remain）」ヘルスケアITニュース、2018年12

月11日

19. 国際標準化機構（ISO）「ISO／TC 307」2019年4月1日現在
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20. ベンジャミン・ジェンセン「ブロックチェーン技術の活用を急ぐ全米諸州（States race to embrace blockchain

technology）」データプライバシー＋セキュリティインサイダー（2018年7月23日）、スタン・ヒギンズ「バーモント州

知事、ブロックチェーン企業に道を開く法律に署名（Vermont governor signs bill clearing way for blockchain

companies）」コインデスク（2018年5月31日）

21. ジェイソン・キルマイアー、マーク・ホワイト、ブルース・チュー「ブロックチェーンは公的セクターを変革するか？

（Will blockchain transform the public sector?）」デロイト大学プレス、2017年9月11日
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トと運営をサポートする役割を担っています。またクロスインダストリービジネスを展開する顧客を対象に、ブロック

チェーンの活用方法の特定・評価、ビジネスバリューの把握、導入計画の主導、ブロックチェーン分野における市場

開拓戦略の決定などを後押ししています。活動拠点はニューヨークです。
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連絡先

デロイト インサイトは、変化をビジネスチャンスにつなげるための支援を提供しています。様々な課題に対応し得る

斬新なアイデアを必要とされているのであれば、いつでもご連絡ください。

グローバル問い合わせ先

インダストリー・リーダーシップ

リンダ・パヴツック

グローバル／米国ブロックチェーンコンサルティングリーダー | プリンシパル | デロイト コンサルティングLLP

+1 720 264 4854 | lpawczuk@deloitte.com

リンダ・パヴツックは、デロイト コンサルティングの米国ブロックチェーングループリーダー兼デロイト コンサルティング

のグローバルブロックチェーングループ共同リーダーです。活動拠点はデンバーです。

ウェンディ・ヘンリー

政府・公共サービスブロックチェーンリーダー | マネージングディレクター | デロイト コンサルティングLLP

+1 571 858 1181 | wehenry@deloitte.com

アディティア・クドゥマラ

ライフサイエンスブロックチェーンリード| プリンシパル | デロイト コンサルティングLLP

+1 212 313 1562 | akudumala@deloitte.com

ジェフ・ロッキード

ヘルスケアブロックチェーンリーダー | プリンシパル | デロイト コンサルティングLLP

+1 312 248 3696 | glougheed@deloitte.com

ナクール・レレ

サプライチェーン&TMTブロックチェーンリーダー | マネージングディレクター | デロイト コンサルティングLLP

+1 415 783 4346 | nlele@deloitte.com

アジト・プラブ

テクノロジー戦略・エコシステムブロックチェーンリーダー | プリンシパル | デロイト コンサルティングLLP

+1 973 602 5310 | amprabhu@deloitte.com

リッチ・ド・モール

財務・企業パフォーマンスブロックチェーンリーダー| スペシャリストエグゼクティブ | デロイト コンサルティングLLP

+1 203 423 4540 | rdemoll@deloitte.com

マーク・ケッペン

エネルギー・資源＆鉱工業ブロックチェーンリーダー | プリンシパル | デロイト コンサルティングLLP

+1 713 982 2369 | mkoeppen@deloitte.com

スマック・チャタジー

カナダブロックチェーンコンサルティングリーダー | パートナー | デロイト カナダ

+1 416 601 4495 | schatterjee@deloitte.ca
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ポール・シン、PhD

アジア太平洋ブロックチェーン研究所パートナー兼リーダー | デロイト 中国

+852 2852 6448 | psin@deloitte.com.hk

アントニオ・セナトーレ

デロイトブロックチェーンチーム グローバルCTO兼EMEAブロックチェーン研究所共同リーダー | デロイト アイルランド

+353 14172300 | asenatore@deloitte.ie

ブライアン・ハンセン

米国ブロックチェーン監査リーダー | パートナー| デロイト＆トウシュLLP

+1 415 783 8238 | brianhansen@deloitte.com

ロブ・マッシー

グローバル／米国ブロックチェーン・暗号通貨税務リーダー | パートナー | デロイト タックスLLP

+1 415 783 6386 | rmassey@deloitte.com

マイケル・プロコップ

米国ブロックチェーンアドバイザリーリーダー | マネージングディレクター | デロイト＆トウシュLLP

+1 713 982 2998 | mprokop@deloitte.com

デロイト インテグレーテッドリサーチセンター
ジョナサン・ホルドスキー

シニアマネジャー | デロイト インテグレーテッドリサーチセンター | デロイトサービシーズLP

+1 617 437 3198 | jholdowsky@deloitte.com

ジョナサン・ホルドスキーは、デロイトサービシーズLPシニアマネジャーであり、デロイトのインテグレーテッドリサーチ

センターの活動にも関与しています。革新的かつディスラプティブなテクノロジーがもたらす可能性を探るソートリーダー

シップの取り組みを管掌しています。活動拠点はボストンです。

日本国内お問い合わせ先

森 亮

執行役員パートナー、ファイナンシャルサービスインダストリー

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社

rymori@tohmatsu.co.jp

赤星 弘樹

アソシエイトディレクター、ファイナンシャルサービスインダストリー

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社

hakahoshi@tohmatsu.co.jp

原著・注意事項

・本誌はDeloitte Insightsが発行した原著をデロイト トーマツ コンサルティング合同会社が翻訳・加筆し、2020年1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。

・本誌掲載のグローバル版は、本文を抄訳したものです。本文全文（英語）については、以下URLよりアクセスで

きます。https://www2.deloitte.com/us/en/insights/topics/understanding-blockchain-potential/global-blockchain-

survey/2019-adoption-by-industry.html

・本文中、注記がない限り［ドル＝USドル］としています。
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デロイト インテグレーテッドリサーチセンターについて

デロイトのインテグレーテッドリサーチセンターは、最新テクノロジーの急速な変化から人間の行動を確実に決定づけ

る因子に至るまで、幅広い業界や企業部門の重要なビジネス課題に関し、新たな視野を切り開くべく尽力しています。

革新的なテーマをこれまでにない手法で考察したうえで、そうした新たな思考をリサーチ記事、ショートビデオ、対面式

ワークショップ、オンライン研修など様々な形でご提供します。

デロイト ブロックチェーン

デロイトでは、顧客の皆様とのグローバルな協働の下、ブロックチェーン技術が企業や政府の現状をいかに様

変わりさせているかを検証しています。実物資産のトレーサビリティから、医療サプライチェーン、国際貿易金融、

クロスボーダー決済・送金、取引後処理、投票、デジタルアイデンティティに至るまで、幅広い事象が分析対象

です。今この瞬間にも、新たなエコシステムの下でブロックチェーンソリューションが構築され、革新的なビジネ

スモデルの創造と伝統的なモデルの破壊が進行しています。これは、世界のありとあらゆる産業、ほとんどの

国と地域で起こっている事象なのです。デロイトでは、ビジネスに関する深い洞察とグローバルかつ学際的なモ

デルを武器に、あらゆる組織が産業の垣根を越えてブロックチェーンへの期待を実現できるよう、支援を行って

います。ブロックチェーン技術の活用動向の変遷について議論を交わし、ブロックチェーン関連ではどのような

取り組みを優先させるべきか、また採用の取り組みに伴って生じる事業機会や困難にいかに対処すべきかを

探りたい、とお考えの方は、デロイトの各部門リーダーまでご相談ください。
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