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変化していく流れ
デロイト グローバル ブロックチェーンサーベイ2018は、
ブロックチェーンに精通し
た1,000名を超える世界中のエグゼクティブを対象としており、今後のブロック

チェーンの行く末を照らし出す指標となると考えています。
ブロックチェーンが黄金

期にあるとは言えませんが、
そのブレイクアウトの時は刻々と近付いています。5年

前には学術的な仮説であったものが、着実に現実のものになりつつあると感じるこ

とができます。
この流れは、
テクノロジーの学習やポテンシャルの探究の時期から、
ビジネスへの応用領域の特定と実装の時期へと変化しています。

本サーベイに参加したエグゼクティブは、
ブロックチェーンに対し現実的な見解を
持っており、翌年にかけていくつかの大きな動きを見せる準備をしているように見受

けられます。後述の内容からもわかるように、サーベイに参加したエグゼクティブ
は、
ユースケースの特定や開発に対して投資熱が高まる中、
ビジネスバリューチェー

ン全体に渡るプロセスを新たに書き換えるインパクトを持つブロックチェーンの可

能性に大きな価値を見出しています。
さらに、我々のクライアントの動きを見ても、
ブ

ロックチェーン技術やトークン機能が提供できるユニークな価値を使って新しいビ
ジネスを始めていたり、現在に至るまでに既に有意義な投資を行っている流れが見

受けられます。
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概要およびサーベイ方法

サーベイ方法

本サーベイは、2018年3月から4月に、デロイトUSおよびグローバルのブロック

本サーベイは、Deloitte Consulting LLPに

チェーンチームが、
ブロックチェーンテクノロジーに対する世界中の企業の態度や投

より、2018年3月26日～4月5日にオンライン

チェーンをめぐる様々な意見や認識および潜在する将来的なインパクトを示してい

億ドル以上の企業におけるシニア・エグゼ

資の状況をリサーチするために実施しました。
このサーベイの結果は、ブロック

ると言えます。

この報告書で共有される情報は、収集されたデータおよび見解全般の一部を要約

で実施されました。世界7か国の年間収益5

クティブ1,053名を対象としています（対象

国は、カナダ、中国、
フランス、
ドイツ、
メキシ

コ、
イギリス、
アメリカ合衆国）。

回答者は、少なくともブロックチェーンに関

したものです。
このサーベイおよびサーベイ結果に対する質問および詳しい情報は、

する幅広い知識を有し、自らの組織におけ

い。

意見を述べることが可能な方々です。

US Blockchain Lab team（usblockchainlab@deloitte.com）
までご連絡くださ
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るブロックチェーンへの投資計画を把握し、

Breaking Blockchain Open ｜デロイト グローバル ブロックチェーンサーベイ 2018

現状

ブロックチェーンは
「ブロックチェーン・ツーリズム」
や探求の段階から、 これらの数字は、
ブロックチェーンの誤った方向を示唆しているように
ビジネスへの応用方法を構築する段階へと移り変わる転換点を迎えて

も見えますが、
我々は、
この変化に、
ブロックチェーンコミュニティにおけ

います。
この動きは、
特に、
現在既存のオペレーションやプロセスをいか

る、
実用主義者的な考え方への移行が反映されていると考えています。

ライズ・デジタル組織」
よりも、
デジタル化された組織「デジタル・エン

いまだブロックチェーンは開発の初期地点に位置しているため、
成熟に

プター」
p.9）
をご参照ください）
。
本サーベイでは、
これらのエンタープラ

ば、
金融サービスセクターのエグゼクティブが何十年も変わらなかった

にデジタル化するかについて取り組んでいる伝統的な組織
「エンタープ

タープライズ組織」
において当てはまります
（「企業」
と
「新興のディスラ
イズ・デジタル組織が完全にデジタル化された同業者から遅れを取って

いることを示している一方、
伝統的な企業は、
効率性の改善や新しいビ
ジネスモデルおよび収益源を開発するため、
ブロックチェーンにこれま

至る過程でのこのような突発的な動きは驚くことではありません。
例え

プロセスや機能の再検討にブロックチェーンを活用しようと先陣を切っ
ているのに対し、他のセクターのエグゼクティブは、
ブロックチェーンの

最適なユースケースを探す段階にあるなど、
より控えめな態度を示して

で以上に多大なリソースを費やしているということがわかりました。

います。同時に、産業の至るところで増え続ける新興のディスラプター

デジタル化を進める企業の回答者がブロックチェーンの可能性に関心

る傾向が見られます。

を寄せているにも関わらず、回答者の39％近くは、
ブロックチェーンが

「過度に騒がれている」
と考えていると答えています。
アメリカ合衆国で
は、
この割合が高く、
デロイトの2016年のサーベイにおける34％から上

昇し、
回答者の44％がブロックチェーンが過度に騒がれていると考えて

います。
このような考えは、直近の18か月間におけるトークン価値の急

上昇や、回答者がブロックチェーンとトークンの価値を混同しているこ

とに起因している可能性があります。
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が、
ブロックチェーンを活用して伝統的なビジネスモデルに挑戦してい
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理論と実践

余計なものを取り払ってそのコア部分を抽出すると、
ブロックチェーン
は、実際には洗練された台帳システムであるにすぎません。金融取引

の記録、医療記録の保管、
さらにはサプライチェーンを通じた商品、情

報および支払いの流れの追跡が可能な多用途のテクノロジーです。
ブ

ロックチェーンは、高いセキュリティや、場合によっては高い匿名性を

端的に言えば、
この移行は、
ブロックチェーンの周りに自らの組織を築

ブロックチェーン導入に関する不確実な状態を脱することができない

ル・エンタープライズのエグゼクティブが持つ視点への移行であるとい

の稼働に乗り出すだろうと答えている一方で、世界の回答者の21％、

き上げるという、100年続く企業がもつ制約などに捉われないデジタ
えるでしょう。

提供しますが、エコシステムの参加者に対して、ある種の信用提供

しかし、
レガシー企業のエグゼクティブの多くは、いまだにブロック

組み合わせない限り、実際には、
ブロックチェーンはそれ単体では何

解するのに苦闘しています。回答者の大部分（74％）が自らの組織が

背景には、回答者の41％超が自らの組織が翌年内にブロックチェーン

そしてアメリカ合衆国の回答者の30％が、
いまだにその導入を正当化

する有力な妥当性が欠けていると述べている事実があります。

チェーンが自らのビジネスに対して根本的な変革を意味することを理

これらのエグゼクティブが認識するべきブロックチェーン導入に関する

も行えません。究極的には、技術というよりも、
ビジネスモデルを可能 「ブロックチェーン技術の使用に有力なビジネスケースを見出してい

に留まらない、
ビジネスモデルの変革にある、
ということです。
ブロック

サービス
（Trust-as-a-Service：TaaS）
となりうる確実なユースケースと

重要なポイントは、
ブロックチェーンの導入は、単なる概念実証（PoC）

にするための仕掛けであるといえるでしょう。

る」と述べているにも関わらず、
「 自らの企業が何かしらのブロック

チェーンは、適切に導入された場合、
ビジネス運用を抜本的に変革さ

このような見解は、
デジタル化を進める企業（レガシー）組織とデジタ

は、
この事実の現れであるといえます。

に、税務およびサイバー面でも新たな関連事項を生み出し、組織全体

ル・エンタープライズ
（新興のディスラプター）
である同業者を比較した
際の、
ブロックチェーンを見る視点の差異を見出す鍵となります。確立

された金融機関や実店舗で販売を行う伝統的な小売業者のようなレ
ガシー組織において、
ブロックチェーンへのアプローチに変化が見ら

れ始めています。
これらの組織のエグゼクティブは、
「ブロックチェーン

とは何か。技術がどのように機能するか理解し、
ユースケースを見つけ

よう」
といった、純粋にプラットフォームの仕組みを理解する段階から、
より合理的で実用的な、既存のビジネスエコシステムをディスラプトす
るための開発の方向に移行しています。
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チェーン運用を開始した」と答えているのが34％に留まっていること

せるため、対処すべき様々なガバナンスおよび規制に係る課題ととも

に影響を与えることになります。
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現在と将来の状況

蒸気やガスが動力源となる自動車が馬や馬車に取って代わり始めた

結果、
実世界での利点が捉えられないまま、
ある種の
「ブロックチェーン

もちろん、他の組織よりも保守的な組織もあり、誰もが飛び込みに準

い段階であったとしても、常に世間の注目を集めてきました。

定着しつつあります。
このような観点も理解できますが、我々は、
それ

び込む意思があるならば、
これらの組織には、他の組織が新しいブ

時代から、新しい技術のブレイクスルーは、
まだメインストリームにな

我々は、
ブロックチェーンも、今、
それに似たような地点にいると考えて

います。

世間の人々の中では、例えば仮想通貨のトレーダーといったアーリー

疲労」が、
そのポテンシャルが過度に語られていると感じる人々の中に

はいくらか自己達成的であり、究極には自己破滅的な捉え方であると
考えます。今日のブロックチェーンの状況、
そしてそれ以上に重要な今

後3年以内の普及率に対する我々の見解に基づくと、組織はこの技術

をめぐる考えを発展させる必要があると強く確信しています。

アダプターが、
ブロックチェーンの主たる悪評の原因となっています。 Intellyxの創設者兼社長およびフォーブス誌のコントリビューターであ
多くの支持の声があるにも関わらず、
ブロックチェーンは、価格変動が

激しく、規制されていない金融マーケットのインフラ技術ではないかと

いう懐疑的な見方をする人も依然として多く存在しています。

我々のサーベイによると、
ブロックチェーンの能力に対する停滞感の

るJason Bloombergは、最近ニューヨークで開催されたブロック

チェーンのカンファレンスであるコンセンサスにて、
ブロックチェーンと
仮想通貨という注目の話題に参加者の多くが焦点を当てていたこと

を指摘し、
この見方¹に賛同しています。短期間での利益のみに関心を

のような雰囲気」
とは反対に、Bloombergは、本当のイノベーションと

ス」
であると思うかと尋ねられたとき、
その意見に同意すると答えたの

ジネスモデル」が発展することにあると述べています。Bloombergが

は、
アメリカ合衆国の回答者が18％に留まったのに比べ、
フランスとイ

ギリスの回答者では61％に上りました。

我々のサーベイでは、
ビジネス界のアーリーアダプターのかなりの割

は、
ブロックチェーン技術のおかげで
「真の価値をもたらす本質的なビ

注目した、
フェデックス
（FedEx）
によって加速させたイニシアチブは、
ブ

ロックチェーンを多数関係者間サプライチェーンやロジスティクスの
ユースケースを企業に普及させるために役立っています。

合（59％）が、
ブロックチェーンには、自らのインダストリー、
さらには経

特定の商品やアイデアにブロックチェーンをどのように使用するかに

ています。回答者によれば、問題は、
ブロックチェーンの有望さに関す

来ました。組織の多くがブロックチェーンに慎重に足を踏み出した一

済全体をディスラプトし、革命を起こすポテンシャルが存在すると信じ

る話題に対し、今の時点で自分たちにとって、
その確信を強めることが
できるユースケースが、ほとんど存在しないことです。
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ロックチェーン・ソリューションの導入にかかる費用や労力を正当化す

る効果的なビジネスケースを創出するまで海辺で座って待つ理由は
ありません。

ブロックチェーンの海に飛び込む組織が、自らが求める結果を得られ

ない場合にいったん引き上げたとしても、恥や害はないということを

理解しておくことが重要です。回答者の78％が、最終的にブロック

チェーンを導入しない場合、競争優位性を失うことになると考えてい

る一方、推し進めるにあたって様々な障害があると感じ、全体の3分の
1に上る回答者が、現在のブロックチェーン技術への投資利益率

「不確か」
であると考えています。
持つように思える参加者によって蔓延していた「カーニバルの宣伝屋 （ROI）は依然として

認識は、
アメリカ合衆国外で、
より見られていると考えられます。
ブロッ

クチェーンが金融サービス以外への適用が難しい
「金銭のデータベー

備ができているわけではありません。懸念が解消された際に一気に飛

注目する代わりに、
ブロックチェーンそのものの発展に注力するときが

方、
もっとも劇的な進歩は、
ブロックチェーンの海に意欲的に飛び込ん
だ組織によってもたらされていることが分かります。

端的に言えば、現時点で、
ブロックチェーンに関して組織が犯す唯一の
間違いは何も行動を起こさないことだと、我々は考えています。導入
への完全なビジネスケースが存在しなくても、組織は、機会が顕在化

したときにすぐにそれを享受できるよう、少なくともブロックチェーンか
ら目を離さないようにするべきだと考えます。
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実世界でのチャレンジ

インターネットの発展の歴史のように、ブロックチェーンは、いまだ

アーリーアダプターを除き、確たる足場を模索している途中です。1990

年代半ば、インターネットはまだもの珍しいものでした。ある一部の

回答者は、
「コスト削減」
（16％）
よりも
「速いスピード」
（32％）
や
「新し

いビジネスモデル」
（ 28％）を、
ブロックチェーンの利点に挙げていま

す。確かに、新たなブロックチェーン・ソリューションの導入を検討する

ユーザー以外の誰もが、遅い通信速度と煩雑なプロトコルに阻まれ、 企業は、
おそらく、既存システムを完全に引退させその交換が完了する

ウェブ閲覧は、有益なものというよりも、いらだたせるものと感じてい

まで既存システムをサポートし続けることになるため、
その尽力が直

ました。

ちに削減に繋がらないかもしれません。同様に、企業は、厳しい労働市

しかし、
そのたった10年後には、
インターネットは至る所に存在するグ

するかもしれません。

ローバルなビジネスツールになっただけでなく、実際にはビジネスの

行い方自体を変え、単に数回クリックするだけでユーザーが欲しいも

のは何でも、
そしてどこからでも注文できるアマゾンなどのウェブを基
盤とする企業の台頭に繋がりました。

今この時点で、
ブロックチェーンのユースケースが実用に向けて進ん

でいますが、考えられている以外にも様々なアイデアが眠っていると

考えられます。大きな発想力を持った人々は、自らの組織全体でブロッ

クチェーンをどのように活用できるか、新たなアイデアを生み出し続け

ています。

場において、優秀な人材を勝ちとるためには、予期せぬ人件費に直面

稼働面の課題と同様に、
ブロックチェーン・ソリューションの実世界で

の投資利益率（ROI）を実証する負荷は、
アーリーアダプターに課せら
れています。

近いうちに、
ブロックチェーン・コンソーシアムが引き続き勢いを増す

と、我々は考えています。回答者の約29％がすでに既存のコンソーシア

ムに参加しており、45％近くが翌年内に参加するだろうと述べていま

す。
また、13％超が、自分たちでコンソーシアムを新設することに興味
を抱いていると述べています。

世界中のビジネスで、高額な開発コストや不透明な投資利益率（ROI） ブロックチェーンが勢いを増して影響力を得る中、
コスト分担、統一さ

を目の当たりにしつつも、新たなユースケースの創出および自らのイ

れたインダストリー・スタンダードの創出能力や規模といった面を考え

ノベーションの特許取得に多大な時間とリソースが費やされていま

ると、
コンソーシアムの利点は、次の2～3年の間、金融業界、
テクノロ

行ったと答え、
その他の41％が翌年内にブロックチェーンを稼働させ

ると考えています。同時に、
コンソーシアムの成功は、無数の複雑なビ

す。回答者の3分の1以上が既にブロックチェーン導入を本番環境で
る予定です。

ジー業界、ヘルスケア業界の企業にとって、
より魅力的な選択肢に映

ジネスおよび技術のアーキテクチャに係る決定をめぐる協働および協

定の水準によって左右されるため、
このような取り決めをどのように
行うかについて重大な課題をもたらします。
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異なる観点：
「企業」
と
「新興のディスラプター」

今日のアメリカ合衆国におけるブロックチェーン導入に係る問題は、 ユースケースの欠如やブロックチェーン導入によって達成を期待する
実際のところ、全く問題ではありません

投資利益率の正当化における問題には直面していません。

デロイト内には、今回の我々のブロックチェーンサーベイの結果は、必

その代わり、
これらの企業は、
ブロックチェーンの真のポテンシャルを

ション水準を十分に反映していない可能性があると主張する者もいま

ため、爆発的な成長を遂げているように見受けられます。

ずしも全体像を捉えておらず、各インダストリーセクターのイノベー

す。
その理由は、
スタートアップや新興のディスラプターではなく、
この

サーベイがレガシーに制限された企業組織のみに焦点を当てている

ためです。

デジタル領域で何が起きているかを把握することもまた重要です。
こ

正確に理解し、
その価値を生かす独自のビジネスケースを考えてきた
多くの場合、
これらの企業は、
ブロックチェーンがどのようにして取引

の性質に変化を生み出すかを明らかにし、過去の制限の多くを排除す

る一方で、
あらゆるインダストリーで新たな商取引の形式を可能にし、
消費者や企業が取引や企業の価値提案をどのように認識するかを変

れらの企業の多くは、スタートアップと表現することができますが、 化させます。

我々は、
これらのプレイヤーを
「新興のディスラプター」
と呼ぶことにし

ます。我々の定義では、新興のディスラプターとは、
「それぞれのインダ

ブロックチェーンの未来を本当に後押しする企業は、従来の取引を

たは今後すぐに、
その市場の主要プレーヤーをディスラプトするまでに

す。
これらの組織は、商取引がなりえるもの、
またなるべきものの全く

我々は、
これらの企業は新しいビジネスモデルがその発足から爆発的

確立した企業は、既存のシステムに係るいくつかの懸念に直面し、
ブ

ストリーセグメントに、
スタートアップとして参入しながらも、現時点ま
急激な成長を遂げた企業」
としています。

新しい理論を構築しているのです。

な成長に至るまでの速度を理由に、新興のディスラプターという呼び

ロックチェーンの導入から恩恵を受けるか定かではない既存の枠組

ゼクティブにマネジメントされ、重要なステークホルダーと密接に繋が

のディスラプターは、
ブロックチェーンにインスパイアされたビジネス

名を使用しています。多くの場合、豊富な資金を持ち、経験豊かなエグ

みに対してブロックチェーンを組み込もうと試みています。一方、新興

り、
ブロックチェーンによって考え直される商取引が持つ潜在価値を熟

モデルを有しています。
これらの企業は、何が可能であるかに着目し、

規制に対して現実的な視点を持ちながらもそれにより縛られない環

プロセスの制限を受けずに、実験や構築を行っています。

知しています。
これらの企業は、
レガシーな問題に制約を受けず、かつ
境でチームを構築しています。

その上で課題が生じた時点でそれに対処しながら、
レガシービジネス

新興のディスラプターと協業した経験によれば、
この新種のブロック

批評家は、
「成熟状態」の企業のみに焦点を当てることで、
デロイトの

チェーン・ネイティブの組織に精通した人々は、
「アメリカ合衆国ではま

において新興のディスラプターが行っている
「すごいこと」への視座が

ロックチェーン・ソリューションを構築するためのイノベーションや取り

新興企業は、
このサーベイで企業が指摘した問題、例えばこの技術の

脚注：新興のディスラプターがブロックチェーン導入に与える影響に関しての詳細は、
近日発行予定のデロイトの継続記事を参照してください。

サーベイからは、
ブロックチェーンのストーリーの重要な部分や、市場
抜け落ちていると言うでしょう。
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ディスラプトし、新たな取引形態を考案する以上のことを行っていま

だ幅広いブロックチェーン導入のレベルは高くないものの、企業ブ

組みの水準は爆発的に上昇している」
と考えています。
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ブロックチェーンの未来を後押し：
新興のディスラプターへのスポットライト
Storj Labs
Storj Labsは、分散型クラウドストレージのプロバイダーであ

Rivetz Corp.は、
ブロックチェーンを使って取引形態に対す

り、ユーザーのハードディスクドライブの余剰容量とバンド幅

る全く新しいアプローチに取り組んでいます。Rivetzは、サイ

クラウドプロバイダーを使用する代わりに、
ディベロッパーが

行うデバイスに対する価値のストアを提供しており、Rivetzの

（Storjにおいては「ファーマー」
と呼ばれています。）
を、従来の
自らのアプリケーションでオブジェクトのストレージ（動画、
PDFといった書き込みは一度だが、何度も読み取りされる静

バーセキュリティサービスへの支払いそしてコントロールを

共同創設者兼CEOであるSte ven Spragueは、ブロック

あるJohn Quinnは述べています。STORJというStorjのネイ

ティブトークンの使用を通して、
ファーマーにインセンティブを
付与することで、
データを保管するデータセンターを構築する

必要がないために、50％またはそれ以上に低い価格で、
エンド

ツーエンドの暗号化（より安全な）、高い利用性および高速パ

フォーマンスを提供すると、Quinnは言います。
このような方法

で、Storjはオブジェクトのストレージの再定義を行っています。

み合わせて、世界中の「マイナー」から莫大な量のストレージ

を集め、可用性、障害耐性および最適な価格を保証した優れ

インされており、
これは、
ファイルを保管してFilecoinトークン

ウェアによって定義されるネットワークを拡大することです。

ることを意味しています。各参加者が稼ぎ、保有するトークン

規則（GDPR）後の市場で核となるコンプライアンスの問題へ

るインセンティブも増えることになります。
こういったインセン

イバーセキュリティ・コントロールを提供するように、ソフト

界180か国以上にファーマーを持ち、100PBまでのストレージ

Filecoinのミッションは、暗号学とブロックチェーン技術を組

ジョンは、エンドポイントのデバイスを含んだ、立証可能なサ

仕組みを作っています。

を行っています」
と、Storj Labsの創設者兼最高売上責任者で

Filecoinは、非中央集権型ファイルストレージネットワークお

よびブロックチェーン上で発行されるネイティブトークンです。

たサービスを提供することです。Filecoinトークンの価値は、

する新たなモデルを提供すると述べています。Rivetzのビ

「Storjは、
データセンターを保有、運営することなく、現在、世

Filecoin

チェーンが世界における鍵管理とデバイスの完全性を保証

的コンテンツ）
のためのデータ層として使用が可能になるよう

に、
インセンティブが付与されたマーケットプレイスに集める
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Rivetz Corp.

コントロールの適切性を証明することは、EU一般データ保護
の対応となるかもしれません。

ネットワークによって作られた価値の量と連動するようにデザ

を稼ぐマイナーが、ネットワークそのものの掛け金を稼いでい

が増えれば、
ネットワークをサポートしてその成功を確実にす

ティブ設計やフィードバックループによって、ネットワークの成

功から利益を得る参加者による協働が生まれ、極度に強固な

ネットワークが作り出されます。
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結論

我々が行った2016年のサーベイでは、
ブロックチェーンの適用、
そして

アーリーアダプター、
つまり初期の段階からブロックチェーンの周りに

ミングで起こることを示唆していました。予想されていたよりも緩やか

ラプターは、実験から実装へとブロックチェーンへの取り組みを素早く

と考えます。

じペースでは前進していません。

実用化への移行は、2018年である今起こっている現状よりも早いタイ
なスピードで展開していますが、
いまだ実装への将来見通しは明るい

ブロックチェーンの発展を遅らせていると考えられる理由の1つは、多

くの人々や組織が、ビジネスの再定義のためにブロックチェーンおよ
びそのポテンシャルをみていることが挙げられます。特に組織は、
ブ

ロックチェーンを
「新しい」
テクノロジーとして捉えることをやめるべき

です。なぜなら、事実、
ブロックチェーンは「新しい」技術ではないから
です。

ウーバー
（Uber）
が3つの既存技術やプロトコル
（自動車、
オンライン予

約およびオンライン決済）を、交通手段に変革を起こすための新しい

破壊的なモデルとして統合することによって、独自のビジネスケースを
作り成功したように、
ブロックチェーンは様々なインダストリーにわ

自らのビジネスを構築したデジタル・エンタープライズや新興のディス
行えている一方、
デジタル化を進めている組織（レガシー組織）は、同

そして、
レガシー企業はデジタル・エンタープライズや新興のディスラ
プターと同じペースで進むべきでもありません

これらの組織は、数十年あるいは数世紀にわたってビジネスを行って
きた方法を破壊するそのブロックチェーンのポテンシャルを無視する

ことはできませんが、準備が整う前から新しいビジネスソリューション
を導入して、
「世の中に遅れをとらない」
というプレッシャーを感じる必

要もありません。
レガシー企業は破壊に対し健全な恐れを抱くことに
問題はありませんが、不安に感じるが故に、ユースケースの特定と開

発を行うよりも先に、
ブロックチェーンの導入へと突き進む必要はあり

たって、
ビジネスに同様の明るい見込みをもたらします。

ません。

Nolan BauerleがCoinDesk誌の
「What is blockchain technology?」2

より多くの組織が人的および財務的リソースをブロックチェーンに費

ブロックチェーンが自らのビジネスプロセスや利益をどの
というタイトルの記事で雄弁に説明したように、
ブロックチェーンとは、 やすことで、

「3つのテクノロジー（インターネット、
プライベートキーの暗号化、
イン
センティブ付与の管理プロトコル）
の組み合わせ」
であり、
これが、信頼

ように改善するかを認識できるようになるにつれて、
そのコスト削減、
競合優位性および投資利益率に係る恩恵への声がいっそう高まり、
ブ

出来る第三者が不要にも関わらず、デジタルリレーションシップを円

ロックチェーンが重要な牽引力を得ると、我々は考えています。

このような視点から見ると、組織は技術に重点を置き時間や労力を無

インダストリー内で、
またインダストリーを越えて、全く新しいレベルで

よびBtoCにおけるデジタル取引の真正性を確認することによって利益

ドやオートメーションといった他の新興技術が結び付けられることで、

プロセスを特定することに注力すべきです。

や実現を手助けするものと考えます。

滑かつ安全に行うシステムを生み出しました。

駄に費やすことをやめ、代わりに、信頼の民主化を行うことや、BtoBお

を得ることができる、現在認識している摩擦あるエリアや時代遅れの
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今後ずっと先に見える景色は、感動的なものです。
ブロックチェーンが

の情報交換を可能にすると考えます。
ブロックチェーンと、特にクラウ
既存の技術で想像できることを超越した、
ビジネスの新しい価値創造

サーベイ概要
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サーベイは7か国を対象として行われました
（回答者総数：1,053名）
アメリカ合衆国

284

カナダ

名

103

イギリス

150
名

ドイツ

中国

名

名

132

名

メキシコ

103
名

フランス

76
名
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対象となった企業の年間収益（2017年）
回答者は、各種インダストリーの大企業を中心とした企業のシニア・エグゼクティブです。

Q：以下の区分のうち、
あなたの企業の2017年の企業全体の年間収益を、
もっとも適切に表しているのはどれですか？
100%
11%

7%

13%

12%

15%
22%

30%
80%

21%

21%

32%

18%
11%

27%
60%

21%
21%

31%

30%

31%
38%

29%
40%

16%
15%

17%
20%

5%
13%

10%
0%

18%

6%

4%

カナダ

中国

8%

1%

11%

5%

7%

5%

5%

5%

6%

フランス

ドイツ

メキシコ

14%

17%

7%
5%

12%

4%

イギリス

アメリカ合衆国

5,000万ドル未満

2.5億ドル以上5億ドル未満

10億ドル以上50億ドル未満

1億ドル以上2.5億ドル未満

7.5億ドル以上10億ドル未満

100億ドル以上

5,000万ドル以上1億ドル未満

N＝1,053（グローバル）
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17%

15%

14%

5億ドル以上7.5億ドル未満

50億ドル以上100億ドル未満
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対象となった企業の主な事業

回答者は、10の異なるインダストリー、主に金融サービス、
テクノロジー／メディア／通信、消費者製品および製造から構成されました。
Q：以下のインダストリーのうち、
あなたが在籍する組織の主な事業はどれですか？
金融サービス

23%

テクノロジー／メディア／通信

18%

消費者製品および製造

14%

ヘルスケア

11%

その他

10%

オイルおよびガス

7%

自動車

6%

ライフサイエンス
（バイオテクノロジー、
メディカル機器および医薬品を含む）
公共セクター
食品

5%
4%
3%
インダストリー別の回答者の割合

N＝1,053（グローバル）
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回答者の役職／職位分布

回答者の圧倒的多数は、最高経営幹部または同等レベルの地位についています。46％がCIO／CTOまたはCEOです。
Q：以下のうち、
あなたの現在の役職／職位をもっとも適切に表すものはどれですか？
役職別の回答者分布

職層別の回答者分布

副社長または
同等レベル

最高情報責任者（CIO）／
最高技術責任者
（CTO）

26%

最高経営責任者（CEO）

14%

21%

執行副社長（Executive
Vice President）

13%

最高執行責任者（COO）

9%

取締役社長（President）

8%

最高財務責任者（CFO）
その他経営幹部レベル
の役職

シニア・マネジャー
（Sr. Manager）／
マネジャー
（Manager）／
その他

6%
5%
5%

ディレクター
（Director） 3%

86%

N＝1,053（グローバル）
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最高経営幹部または
同等レベル

最高戦略責任者（CSO） 2%

事業部長（Business Unit Head）／
2%
事業長（Business President）
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回答者の担当部門分布

情報技術部門が回答者のもっとも大きな分布を占めています。
Q：あなたが所属するのは、
どの部門ですか？
情報技術（IT）

42%

販売

11%

財務

10%

管理

10%

戦略

8%

イノベーション

7%

その他

4%

マーケティング

4%

調達

2%

人事

2%
部門別の回答者の割合

N＝1,053（グローバル）
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翌年におけるブロックチェーン投資額の概算

ブロックチェーンは、多くの企業にとってプライオリティの高い投資です。回答者の39％が、翌年中にブロックチェーン技術に500万ドル以上の投資を行うと述べました。
Q：ブロックチェーン技術に限定して、
あなたの組織が翌年に予定している投資額の概算はいくらですか？
100%

1,000万ドル以上

16%

500万ドル以上
1,000万ドル未満

23%

26%

50万ドル以上
100万ドル未満

投資予定なし

20%

18

20%

12%
21%

15%

13%
12%

24%
32%

27%

22%

26%

16%

60%

40%

27%

31%

20%

31%

18%

30%

35%
10%

23%
20%

10%
11%

5%
0%

予定投資金額別の
回答者の割合

N＝1,053（グローバル）

18%

80%
25%

100万ドル以上
500万ドル未満

50万ドル未満

18%

6%

カナダ

15%

中国

24%

27%

7%

5%

フランス

ドイツ

29%

1%

7%

メキシコ

17%
8%
3%

イギリス

投資なし

100万ドル以上500万ドル未満

50万ドル以上100万ドル未満

1,000万ドル以上

50万ドル未満

500万ドル以上1,000万ドル未満

16%

アメリカ
合衆国
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回答者のブロックチェーンとその導入に対する姿勢

全体的に、回答者はブロックチェーンのポテンシャルに極めて強気です。
また、過半数が、
ブロックチェーン技術が自らのインダストリーをディスラプトするだろうと述べています。
このような高い期
待にも関わらず、回答者の39％は、
ブロックチェーン技術が過度に騒がれていると述べており、
ブロックチェーン支持者もこの技術のポテンシャルに対するいくつかの説明が過度に楽観的である
と考えていることがうかがえます。
Q：以下のブロックチェーン技術に関する意見に、
それぞれどの程度同意または反対しますか？
ブロックチェーン技術は広い拡張性を有し、
最終的にメインストリームでの導入を達成する

84%

サプライヤー、顧客および／または競合他社は、
バリュー
チェーンにおける課題に対応するためにブロックチェーン・
ソリューションの検討や取り組みを行っている

77%

エグゼクティブチームは、
ブロックチェーン技術の使用に
対する有力なビジネスケースの存在を確信している

74%

現在の記録システム
（例：財務帳簿、CRMおよび
ERPモジュール、在庫トラッキングシステムなど）
を
ブロックチェーンと取り替える予定である

69%

ブロックチェーン技術を導入しないと、
競争優位性を失う

68%

ブロックチェーン技術は、
私のインダストリーをディスラプトする
ブロックチェーンは過度に騒がれている

59%

39%

意見にある程度／強く同意する回答者の割合
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。
N＝1,053（グローバル）

19

Breaking Blockchain Open ｜デロイト グローバル ブロックチェーンサーベイ 2018

ブロックチェーンによる破壊に対する意見―インダストリー別
Q：ブロックチェーン技術は、私の組織のインダストリーをディスラプトします。

―ブロックチェーン技術に関するこの意見に、
どの程度同意または反対しますか？
自動車

73%

オイルおよびガス

72%

ライフサイエンス
（バイオテクノロジー、
メディカル機器および医薬品を含む）

72%

金融サービス

64%

消費者製品および製造

56%

ヘルスケア

55%

テクノロジー／メディア／通信

53%

食品

50%

その他／特定なし

46%

公共セクター

46%
意見にある程度／強く同意する回答者の割合

N＝1,053（グローバル）
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既存システムに対するブロックチェーンのもっとも重要な優位性

既存システムに対するブロックチェーンの優位性の質問へのもっとも一般的な回答は、
そのスピードです。
これは、企業がビジネスプロセスを加速化して業務の効率性を高めるために、
ブロック
チェーンのリアルタイムでの情報交換能力を活用することに関心を寄せていることを示しています。加えて、回答者の28％がその技術の破壊的なポテンシャルを強調し、
ブロックチェーンが新しい
収益源やビジネスモデルを解明する手助けとなると考えています。
Q：以下のうち、
あなたの特定のインダストリーについて考えたとき、既存システムに対するブロックチェーンのもっとも重要な優位性は、
どれだと考えますか？
既存システムよりも速いスピード

32%

新しいビジネスモデルおよび収益源

28%

より高いセキュリティ／
より低いリスク

21%

コスト削減

なし―既存システムに対する
優位性の認識なし

16%

2%

その他／わからない 1%
既存システムに対するブロックチェーンのもっとも重要な優位性
N＝1,053（グローバル）
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ブロックチェーンに基づくソリューションは、
従来のITシステムに比べてセキュリティが高い、
もしくは低いと考えますか？
圧倒的多数の回答者は、
ブロックチェーンが従来のITシステムよりも高いセキュリティを有していると考えています。

Q：現在、
ブロックチェーンに基づくソリューションは、従来のIT技術で構築されたシステムよりも高いそれとも低いセキュリティを持っていると思いますか？

わからない
低いセキュリティ

8%

8%

84%

N＝1,053（グローバル）
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ブロックチェーンの関連度に対する見解

回答者の過半数は、
ブロックチェーン技術が自らの組織にとって非常に重要になると考えており、40％を超える回答者が
「戦略プライオリティのトップ5」
の1つだと述べています。
これは、
回答者の
企業の多くがこの技術へ行っている、
または行う予定の投資の方針と一致しています。
Q：以下のうち、
あなたの組織へのブロックチェーンの関連の程度に関する、
あなたの組織における現在の見解をもっとも適切に表すものは、
どれですか？

わからない／結論に達していない
関連しない

関連するが、戦略
プライオリティで
はない

重要だが、戦略
プライオリティの
トップ5ではない

N＝1,053（グローバル）
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4%
4%

21%

43%

29%

脚注：四捨五入のため、合計が100％にならない場合があります。

重大である―戦略
プライオリティの
トップ5に入る
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ブロックチェーン技術への投資拡大に対する障壁

企業は、
ブロックチェーンへの投資拡大に対し、様々な障壁に直面しています。
そのもっとも一般的なものは、規制面での障壁、
レガシーシステムとの交換または統合、潜在的なセキュリティ脅威
および不明確な投資利益率です。
Q：ブロックチェーン技術への投資拡大に対するあなたの組織の障壁が存在する場合、
それは何ですか？

規制面の問題

39%

導入―レガシーシステムとの
交換または統合

37%

潜在的なセキュリティ脅威

35%

不明確な投資利益率

33%

組織内のスキル／知識の欠如

28%

現在のビジネスプライオリティでない

22%

技術の有力な
アプリケーションの欠如

22%

技術が実証されていない

20%

競合情報の保護必要度に
関する懸念

20%

障壁なし
その他／評価なし

6%
2%

その問題がブロックチェーンへの投資に対する障壁だと感じる回答者の割合
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。
N＝1,053（グローバル）
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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おける組織の見解

回答者の大多数（74％）が、
すでにブロックチェーン・コンソーシアムに参加している、
または、今後おそらく参入するだろうと述べています。
コンソーシアムは、今後しばらく、
ブロックチェーン・アプ
リケーションの習得や開発のリソースとして、企業にとって関連が深いものであり続けるでしょう。
Q：以下のうち、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おける、
あなたの組織の態度をもっとも適切に表すものは、
どれですか？

その他／ わからない
単独で行う
予定
自らのものを
結成することを
考えている

現在、参加している

N＝1,053（グローバル）
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6%
7%

13%

45%

29%

おそらく参加する
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ブロックチェーンへの取り組みついて重要な決定を行っている部門

回答者の組織の大半では、
ブロックチェーン活動がIT部門（39％）
またはイノベーション／R&D部門（16％）
によって進められています。
これは、
これらの企業がいまだにブロックチェーンをビジネ
スのプライオリティよりも、
テクノロジーに動かされるプライオリティだと考えていることを示唆しています。
しかし、中国の回答者は例外であり、
その60％がブロックチェーン活動が組織全体によっ
てマネージされていると述べ、ITがブロックチェーンの取り組みを管理していると答えたのは、24％に留まっています。
Q：あなたの企業のどの部門が、
ブロックチェーン活動に関する重要なビジネス決定を行っていますか？

その他／わからない

財務

イノベーション／
R&D

1%
6%

15%

39%

IT

N＝1,053（グローバル）
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39%

組織全体（特定の1つの
部門ではない）
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ブロックチェーンの種類

Q：どのブロックチェーンの種類に、
あなたの活動を注力していますか？

パーミッション型ブロックチェーン

52%

プライベートブロックチェーン
（企業内のもの）

44%

イーサリアムやビットコインなどの
パブリックブロックチェーン

44%

コンソーシアム

36%

その他／わからない

3%

なし

3%

各ブロックチェーン種類に注力する回答者の割合
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。

N＝1,053（グローバル）
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ブロックチェーン戦略に関与する社外ステークホルダー
Q：あなたの企業では、
どの社外ステークホルダーが、
ブロックチェーンの戦略について質問を寄せている、
または、関与していますか？

サプライヤー

54%

顧客

51%

市場アナリスト

48%

パートナー

47%

なし

その他／ わからない

7%

2%

ブロックチェーン戦略に関して各社外ステークホルダーと関与する回答者の割合
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。

N＝1,053（グローバル）

28

Breaking Blockchain Open ｜デロイト グローバル ブロックチェーンサーベイ 2018

ブロックチェーンのユースケース
Q：以下のブロックチェーンユースケースのうち、
あなたの企業が取り組んでいるのは、
どれですか？

サプライチェーン

53%

IoT

51%

デジタル
アイデンティティ

50%

デジタル記録

44%

デジタル通貨

40%

ペイメント

30%

投票
なし
その他／わからない

12%
4%

2%
各ユースケースに取り組んでいる回答者の割合
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。

N＝1,053（グローバル）
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ブロックチェーンが稼働段階にある、
または、将来稼働予定である組織

「ブロックチェーン技術が稼働段階にある」
と述べたアメリカ合衆国の回答者は、他のサーベイ対象国の回答者よりも非常に低い割合（14%）に留まり、中国やメキシコなどの他の国の一部では
50％近くにのぼりました。
Q：あなたの組織は、
ブロックチェーンを稼働段階に移行している、
または、将来のある時点で移行する予定がありますか？
100%

2%

1%

10%

12%

1%
14%

5%

5%

1%

1%
11%

10%
12%

80%

46%

42%

60%

49%

48%

48%

57%

40%

40%

20%

36%

37%

36%

40%

14%

0%

カナダ

中国

現在、稼働段階にあるブロックチェーン
翌年内の稼働を予定

将来の他の時点で稼働を予定
N＝1,053（グローバル）

31

24%

48%

49%

フランス
その他

上記に該当なし

ドイツ

メキシコ

イギリス

アメリカ合衆国
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アジア／太平洋地域の見通し

パブリックブロックチェーンをめぐる誇大された宣伝が、多くの組織の

注目を捉えた一方、
メインストリームの企業による、戦略的ツールとし

てのパーミッション型ブロックチェーンの本格的活用で素早い展開が

確認されており、
ブロックチェーン種類全体の50％超を占めています。

これらのプロジェクトは、
たいていトップマネジメントが発起人であり、
エコシステム内での競合から協業という重要なパラダイムシフトを
伴っています。生産性の大幅な上昇、インダストリーの垣根を超える

ビッグデータの創出および不正の排除が、
より速く、
より安全で、効率
の良いブロックチェーンプラットフォームで、前例にない相乗効果を生
み出すと考えられています。

「一帯一路戦略」
といったイニシアチブは、地域的ひいては世界規模で
ブロックチェーン開発をさらに過熱させるでしょう。

中国の一帯一路イニシアチブ 3

「一帯一路」
として2013年に提唱されたこのイニシアチブは、
ヨーロッパと繋がるかつてのシルクロード沿いの国々に対し

て、中国が何十億ドルものインフラ投資を引き受けたことと
関係しており、その取り組み規模は甚大です。中国は、
このス

キームに参加している68の国々に対し、およそ年1,500億ド

ルを費やしています。

32
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ブロックチェーンに知見のあるスタッフの雇用

ブロックチェーンの知識や専門性を備えた新規スタッフへの投資に関し、
アメリカ合衆国の回答者は他の国の回答者に対して大きく後れをとっています。
Q：あなたの組織は、現在および将来、
ブロックチェーン経験のあるスタッフの雇用に投資しますか？
100%

6%

1%

5%

2%
12%

4%
12%

8%
10%

15%

80%

1%

4%

6%

20%

21%
10%
15%

20%
19%

40%

23%

60%

1%

8%

27%
20%

21%
86%

40%

21%
56%

51%

44%

20%

49%

40%
24%

0%

カナダ

フランス

現在、投資している

投資予定はない

将来の他の時点で投資を開始する

わからない

翌年中に投資を開始する

N＝1,053（グローバル）
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中国

未決定である

ドイツ

メキシコ

イギリス

アメリカ合衆国
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カナダの見通し

カナダには、活気に溢れ、成長を続ける、
ブロックチェーン信奉者と起
業家から成るコミュニティが存在しています。

イーサリアムの初期から、カナダにおける組織は、
その規模の大小に

関わらず、
ブロックチェーンおよび仮想通貨イノベーションの最前線に

これは、カナダ企業のブロックチェーンへの進出の始まりに過ぎない
かもしれません。概念実証（PoC）
のスコープは、多くの既存ビジネスモ

デルを増強して変革させるための、従来システムとの統合を含むよう
になりました。
カナダ企業の半数近くが、翌年中にブロックチェーンを

稼働に移行する予定であり、カナダの回答者の過半数が、ブロック

位置してきました。
その強い推進力や過去から続くカナダにおける仮

チェーンのメインストリームでの導入が達成されると考えています。

の気配はありません。

規制当局は、
ブロックチェーンがもたらす変化に遅れをとらないよう、

企業は、多様なインダストリーや領域を越えるブロックチェーンの適用

は、規制面での問題がカナダのブロックチェーン投資拡大への障壁と

想通貨関連ベンチャーの着実な増加により、
その勢いにスローダウン

性の実験や試行を続けています。例えば、
カナダの金融サービス事業

会社数社では、卸売の決済、有価証券の清算およびデジタル本人認証

自らの役割や立場を進化させ続けています。
そのため、組織の3分の2
はならないと考えています。

等で導入が進んでいます。
さらに、一連の政府機関によって進められた

この国の成功の歴史およびブロックチェーン情勢の発展に向けた公

カナダはブロックチェーンスペースにおけるパイオニアとして世界勢

リーすべてをまたぐブロックチェーンのイノベーションを牽引し続ける

ブロックチェーンに基づくビジネス関連の登記が世界的に認知され、 私協働のレベル向上施策から、カナダは、翌年にかけて、インダスト
力図に姿を現しました。

我々は、実験規模を拡大し続け、稼働への移行に取り組む組織と共

に、研究から実験への確かな転換点を迎えています。
サーベイが示す

ように、カナダのエグゼクティブの5人に4人は、
ブロックチェーンに関

して優れた知識を有していると述べています。
この技術の先駆者とい
うカナダのポジションや、
その教育水準の高さは、
その国が見せる投資
の水準と相互に関連しています。

サーベイ時点において、対象となったカナダ企業の70％がブロック

チェーンに100万ドル超の投資を行っており、
それよりも高い割合の企

業（74％）が、翌年中に100万ドル超を費やす予定です。対象の企業の

半数が、
ブロックチェーンに関する専門性を有したスタッフが在籍して

いると述べるように、
これらの投資は求人市場に多大な影響を与えて
います。
ブロックチェーンの教育機会の提供が増加するに伴い
（世界規

模およびカナダにおいて）、現地の人材不足は徐々に収まりを見せて

います。
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ブロックチェーンに基づく既存システムの変革への投資

多くの回答者が、自らの企業が既存システムの一部またはすべてをブロックチェーンに基づいた強化機能によりリプレイスしていると述べています。
これらの企業には、
ブロックチェーンをコアオ
ペレーションに統合する企業と、新しいアプリケーションを構築している企業もあります。
このような取り組みは、
メキシコ、中国およびフランスでもっとも普及しており、
アメリカ合衆国がその普及
の最下位です。
Q：あなたの組織は、現在または将来、既存システムの一部またはすべてについて、
ブロックチェーンに基づいた強化機能へとリプレイスすることに投資しますか？
100%

8%
6%

80%

4%
17%

3%

1%
16%

9%

3%

2%

2%
14%

9%
4%

23%

9%

17%

16%
12%

17%
42%

60%

1%

1%

40%

37%

35%

42%

32%

35%

40%

20%

41%

42%

40%
30%

27%

34%

16%

14%

0%

カナダ

フランス

現在、投資している

翌年中に投資を開始する

未決定である

わからない

将来の他の時点で投資を開始する
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中国

投資予定はない

ドイツ

メキシコ

イギリス

アメリカ合衆国
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EMEAの見通し

イギリスの規制当局は、
プロダクトやソリューション開発を試行するサ

ンドボックス環境の開拓を先進的に行っています。

インダストリーのレベルでは、独自のユースケースを推進する新興コ

ンソーシアムが複数結成されています。オイルおよびガスセクターで

は、石油大手企業数社がブロックチェーンで商品取引ソリューションを

なりますが、EMEAについてはいまだに初期段階にあります。
しかし、全

体的には、ビジネスや政府サービスの変革を手助けするブロック

チェーンの長期的影響に強い確信が形成されています。

政府組織は、
ブロックチェーン導入を先導する最前線になりつつあり

ます。欧州委員会は、27か国から成るブロックチェーン協定、欧州ブ
ロックチェーン・パートナーシップへの署名を支援し、
これによりEU規

模で規制面および技術面での協働が行われます。EUは、次の3年間で
3億ユーロをブロックチェーン投資に割り当てる予定です。また、どの

ようにブロックチェーンが適用できるかの研究を行う欧州ブロック
チェーン・オブザーバトリーを設立しました。

中東では、アラブ首長国連邦が2021年までに政府取引の50％をブ

ロックチェーンで行う意志を固め、先見的なブロックチェーン戦略を展

開しています。
その他の地域でも、
スウェーデンのブロックチェーンに

基づく土地登記プロジェクトなど、各国が独自のイニシアチブ促進に
取り組んでいます。

規制については、国家および地方の規制当局の多くは、実際に行動に

移す前に、
ブロックチェーンの規制面および政策面への影響を探究し、
十分に理解することを選び、様子見の傾向が見てとれます。
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ドイツにとってブロックチェーンは、
デジタル領域での主要注力分

野です。事実、新政府の連立協定にブロックチェーンが組み込ま
れ、
ドイツの企業世界全体を通して、
ブロックチェーンに対して熱

構築するために協働しています。再保険では、再保険会社14社から成

い関心が見られます。

R3はグローバル金融サービスコンソーシアムで、ロンドンに主要な開

らの企業はその存在が顕著に目立つB3iコンソーシアム
（ブロック

るB3iがそのメンバーに向けたソリューションを構築しています。

ブロックチェーンの導入は、セクターおよび地域によってスピードは異

スポットライト ドイツ市場

発プラットフォームを有しています。その一方、多数の銀行が、貿易金

融ソリューションを構築するために、Digital Trade Chainコンソーシア

ムを結成しました。
ノルウェーでは、昨年DNV GLがブロックチェーンで
のビジネス認証ソリューションの稼働を始め、
フランスでは、資産運用

管理会社のコンソーシアムがブロックチェーン・ファンド分配プラット

フォームのIznesを立ち上げました。

このような重要な活動に関わらず、導入に下記のような多くの要因が
影響を与えています。

・仮想通貨のレピュテーション問題（ブロックチェーン投資に係る決定
に悪影響を及ぼし、取締役会レベルで懸念をもたらす）

・パイロットから稼働への移行に必要な規制面のフレームワーク、法律
およびインダストリー・スタンダードの開発の停滞

・ブロックチェーンに関する専門性を有する採用可能な人材の不足
・コンソーシアムをめぐるガバナンスの課題

イギリス、
スウェーデン、
アラブ首長国連邦、
アイルランド、
スイスなどの

場所では、
さらなる開発に向けた地盤の準備が進められていますが、
次の2～3年の間にこの地域でのブロックチェーン導入を加速するに
は、
これから成し遂げるべきことが多々ある状況も明らかです。

大手グローバル金融機関2社がドイツに本社を設置しており、
これ

チェーン保険イニシアチブ）
の創設メンバーです。
また、様々なイン

ダストリーの複数の企業が自らのブロックチェーンユースケースを

公表しています。さらに、イーサリアムおよびIOTAのキープレイ

ヤーが複数ドイツに所在しており、
このデジタルトランスフォー

メーションの機会を逃したくないという切望が見えます。

「トラック＆トレース」分野でのブロックチェーンケースは、
ドイツの

ミッテルシュタンド
（ドイツ経済における中規模エンジニアリング
企業）
のサプライチェーンを中心としたビジネスモデルおよび自動

車のOEM企業に特にうまく共鳴します。
さらに、
サステナビリティと

いう文脈において、商品および原材料の供給源を証明する
「トラッ

ク＆トレース」
ケースへの熱い関心が見られます。

その上、
ブロックチェーンによって提供される効率面での利点（例

えば、債務証書の発行および取引または貿易金融においていまだ

に続くマニュアル作業を中心としたプロセスの効率化するプラット

フォームなど）を享受することへの強い関心も見られますが、
これ
は輸出に重点を置くドイツ経済にとって特に関連性があります。

現在の規制環境の下では、仮想通貨に関する規制見通しが不透
明なため、ICO（イニシャル・コイン・オファリング）案件は比較的少

なく、
そのようなビジネスのほとんどはスイスから広まり、実施され

ています。

インダストリー別データおよび見解
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金融サービス以外のブロックチェーン用途の認識

オイルおよびガスならびに自動車インダストリーの回答者全体の半数以上は、
ブロックチェーン技術が主にお金に関するデータベースまたは金融インダストリーのアプリケーションであると考え
ています。
このサーベイ結果は、
ブロックチェーン技術に関して専門家レベルの優れた知識を有していると主張するこれらの業界の圧倒的多数のエグゼクティブと矛盾する可能性があります。
ヘルスケア、金融およびライフサイエンスのエグゼクティブの大多数は、
ブロックチェーンが単なるお金のデータベースや主に金融のアプリケーションであると考えていません。
Q：ブロックチェーンはお金のデータベースです。金融サービスや金融取引の円滑を図る以外のアプリケーションへの使用は適していません。
―この意見に同意しますか、
それとも反対しますか？

オイルおよびガス

61%

自動車

53%

食品

49%

テクノロジー／メディア／通信

49%

公共セクター

48%

消費者製品および製造
ヘルスケア
金融サービス
ライフサイエンス
（バイオテクノロジー、
メディカル機器および医薬品を含む）
その他

44%
40%
38%
36%
36%
ブロックチェーンが単にお金のデータベースや金融サービスのアプリケーションであると考える回答者の割合
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金融サービスの
見通し

金融サービスセクターは、
ブロックチェーンへの探求を最初に行った

インダストリーの1つで、
ブロックチェーン技術の影響を真に受ける可

能性が高いインダストリーであると世界中で認識されています。
そのよ

うな理由から、回答者の4分の1近く
（23％）が、金融サービスに従事し
ていると答えました。

長年にわたり、もの珍しいものとしてブロックチェーンを観察し続けて

きた後、金融サービスセクターは、
ブロックチェーンが脅威でもあり好

機でもあるという考えを強め始めました。
デロイトは、金融サービス業

界内において、効率性およびコスト削減から、新たな収入源を生むよ

うにデザインされたブロックチェーンアプリケーションに転換するよう
な機運を感じています。

実用レベルでは、非中央集権型の台帳技術は、金融機関同士または

金融機関の規制当局および顧客との関わり方を根本的に再デザイン

するポテンシャルを備えています。歴史的に、金融サービスにおけるブ

ロックチェーン技術のユースケースは、貿易金融、KYC、規制報告およ
び国際間決済を含んでいます。
その後、仮想通貨のトレーディングサー

ビス、ロイヤリティ・プログラム、証券貸付サービスなどの収益を生む
ユースケースに重点が置かれるようになりました。

グローバル機関が、
ブロックチェーン専任チームの新設を始め、社内で
の投資を拡大させる一方、
この領域における新興のディスラプターの

存在に言及する必要があります。前述の企業組織と新興のディスラプ

ターの分析で考察したように、新しいブロックチェーンのスタートアッ

プは、
レガシー技術やオペレーティングシステム、
ビジネスモデルに制

限を受けません。現職者の多くがブロックチェーンに着目し、金融サー

ビス領域の有力企業は、現在ブロックチェーンに大きな投資を行い、
そ
の機能を獲得しています。回答者の39％は500万ドル超を、16％は
1,000万ドル超を、2018年に費やす予定です。

39

ブロックチェーンにはいくつかの課題が存在します。

・スケーラビリティは組織が自らが使用しようとするブロックチェーン・
ソリューションを探すときに重要視すべき課題です。

・セキュリティは重要な検討事項です。
回答者の84％が、
ブロックチェー
ンによって可能となるソリューションはより高度なセキュリティを有す
るが、新たな脅威がどのようにして発生するかは不確かな状況が続

くと述べました。

・コンソーシアムの結成および協働は、金融サービスインダストリーが
この技術の真のポテンシャルを開拓するための必須事項です。回答

者の45％が、
ブロックチェーンの利益を発展させるために、
コンソー

シアムへの参加や他社との提携に関心を向けていると述べました。

金融サービスインダストリーが重大な変革の転機にあることは明らか

で、
その好機と課題の双方を理解する者が勝者として浮上するでしょう。
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インダストリーエグゼクティブ別 ブロックチェーン知識につき
「優れている（Excellent）」
から
「専門的（Expert）」
と評価している程度

オイルおよびガス、食品、
テクノロジー／メディア／通信、消費者製品および製造、自動車などのインダストリーエグゼクティブの多くは、自らのブロックチェーン技術に関する知識について、
「優れ
ている」
から
「専門的レベル」
の範囲だと考えています。一方、ヘルスケア、金融サービス、
ライフサイエンスのエグゼクティブは、熟達度がやや低いといえます。
そして、公共セクターのエグゼクティブ
はより低い位置にいます。公共セクターのエグゼクティブが、自らのブロックチェーン技術に関する理解をより現実的に捉えている可能性も十分にあります。
Q：あなたのブロックチェーンに関する理解のレベルをどのように表しますか？
オイルおよびガス

87%

食品

86%

テクノロジー／メディア／通信

81%

消費者製品および製造

80%

自動車

80%

ヘルスケア

74%

金融サービス

73%

ライフサイエンス
（バイオテクノロジー、
メディカル機器および医薬品を含む）
その他
公共セクター

70%
58%
52%
「優れている」
から
「専門的」
と回答したインダストリー別の回答者の割合
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ライフサイエンスおよび
ヘルスケアの見通し

ライフサイエンスおよびヘルスケアインダストリーにおけるブロック

これらの機会を認識し、ヘルスケア組織の回答者（医療提供者および

に備えるアクションをとるべきだという認識の地点へと過去12か月間

していると述べています。
ライフサイエンス組織では、
この数字はより

チェーンの見方は、好奇心や教育（学習）の段階からディスラプション
で急速に展開しました。

我々のサービスが示すように、
このインダストリーの組織の55％がブ

ロックチェーンがディスラプションを引き起こすと考える一方、60％超

がブロックチェーンを導入しなければ競争優位性を失うと考えていま

す。
このディスラプションは、新たな好機や、対処すべき脅威をもたらし
ます。特に、
これらの領域の組織は、
ブロックチェーンが以下の面にお
いて重要な価値を提供すると考えています。

・仲介者の排除（ディスインターミディエーション）
：高コストの仲介者

はブロックチェーン参加者やスマートコントラクトによって取って代わ

り、仲介者への依存が軽減します。

例：メディカルデータ収集機関、医療提供者データの検証サービス機
関、患者アウトリーチプログラム、医療費請求クリアリングハウス

・透明性および監査能力：エコシステムのパートナー間で取引の可視
性を向上することで、業務の効率性を改善することができます。

例：価値に基づくケアのペイメント；医薬品、商用および臨床のサプラ

イチェーン；不正、浪費および乱用

・インダストリーの協働：情報共有により効率性が向上します。

例：医療提供者の資格証明書および登録簿、患者に関する長期的知
見、臨床試験記録

・新たなビジネスモデル：新しい収益創出の機会を確立します。

例：患者データの所有権および金銭化を可能にする、
ブロックチェー

ンによって新しく入手可能となったデータの人工知能（AI）分析
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医療保険会社）の63％が、翌年にわたって100万ドル超の投資を予定

大きく、33％が同期間で500～1,000万ドルの投資を予定しています。
さ

らに、
ライフサイエンス組織は、
インダストリーの他のグループよりも、
ブロックチェーンのポテンシャルを楽観的に見ています。
これらの組織

の60％がブロックチェーンが自らの組織にとって重大である
（プライオ

リティのトップ5である）と考える一方、他のヘルスケア組織では39％
に留まっています。

現在のこの楽観的傾向は、市場の有力者や多様なコンソーシアムに

よって行われている数多くの価値実証プロジェクトを通じて見られま
す。次の12か月間にわたって、
これらの結果はブロックチェーンの価値

の具体的証拠を提供し、ヘルスケアに変革をもたらしうるようなイン
ダストリー規模のソリューションをサポートするコンソーシアムのエコ
システムを合理化することに役立つ経験を提供するでしょう。
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競合他社と比較した現在のブロックチェーンの導入状況

回答者の大多数は、自らの企業が競合他社と比較して、
ブロックチェーン導入のリーダーの1つである、
ひいては第一のリーダーになりうると感じています。消費者製品および製造、オイルおよび
ガス、
ライフサイエンス、
テクノロジー／メディア／通信ならびに食品インダストリーの回答者は、競合他社と比較して、自社のブロックチェーン導入に最も自信を持っています。
Q：あなたの組織の現在のブロックチェーンの導入状況は、競合他社とどのように比較できますか？
100%

2%

3%
4%

90%

0%

21%

80%

3%

2%

10%

8%

25%

70%

2%

1%

6%
25%

15%

32%

7%

2%
20%

0%
8%

2%
6%

10%

24%

2%
3%
24%

35%
27%

60%
50%

24%

37%

59%

40%

43%

53%
38%

45%

51%
38%

30%
20%

37%

10%
0%

自動車

19%

19%

消費者製品
および製造

金融
サービス

当社がリーダーである
当社は遅れている
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脚注：四捨五入のため、合計が100％にならない場合があります。
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46%

22%

食品

当社はリーダーの1つである
わからない

26%

ヘルスケア

21%

ライフサイエンス（バイオ
テクノロジー、
メディカル
機器および医薬品を含む）

当社は素早い追随者である

25%

オイル
およびガス

18%

その他

26%
11%

公共セクター

テクノロジー／
メディア／通信

公共セクターの見通し
（アメリカ合衆国）

一般的には、政府によるブロックチェーンのような新しい技術の導入

ブロックチェーンイノベーションでは、組織は機敏に動き、変化を進ん

識しがちですが、過去数年間において、政府公共機関の中でブロック

ロックチェーンの外部に存在し、規制、セキュリティおよび変化への抵

に対する認識は、
政府組織内で起こるイノベーションのレベルを低く認

で取り入れる必要があります。政府内では、導入への障壁の多くはブ

チェーンに関する取り組みの増加を、
我々は目の当たりにしてきました。 抗に集約されます。回答者の37％が、自らの組織におけるブロック
チェーン技術の最大の障壁がレガシーシステムとの適合だと考えてい

例えば、政府回答者の半数近く
（46％）が、
ブロックチェーン技術が自

る事実に示されるように、組織がブロックチェーンへの道のりを歩み

ます。
デロイトでは、政府公共機関がブロックチェーンが自らの組織に

占めます。
データセキュリティ、
プライバシーおよび規制の欠如も、政府

らの組織のインダストリーをディスラプトするという意見に同意してい

始めるとき、
ブロックチェーンとの相互運用性の課題も重要な位置を

与える具体的な影響について詳しく知るにつれて、政府の見通しは、 における最優先の課題として立ちはだかり、現在の不確実性を理由
好奇心から実験段階、
そして長期的な戦略的思考や投資の拡大へ転
換していると見ています。

政府におけるブロックチェーンの将来を想像するとき、
その潜在的な

ユースケースは無限に存在します。公共セクターでのブロックチェーン

の一般的なユースケースには、
デジタルアイデンティティ、政府間また

は政府内取引、
データ統合およびサプライチェーンのトレーサビリティ

が含まれます。これらのユースケースは、回答者によってブロック

チェーンの利益と認識される以下のものと一致します。
それは、
リアル

タイムの取引スピード、新しいビジネスモデルやビジネスモデルの改

善およびデータセキュリティの強化です。公共セクター領域のリーダー

がこれらの広範なブロックチェーンユースケースをどのように自らの

戦略プランに統合するかを明確化させていくにつれて、我々は彼らを
支援することに心を躍らせています。
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に、組織による導入が遅れています。

この技術に対する阻害要因すべてを前にしても、
組織はイノベーション
に挑戦する姿勢をもっていると、我々は見ています。
ブロックチェーン

は、明らかにそして微かに政府を破壊するポテンシャルを有しており、

このポテンシャルを特定してそれに基づいて行動する組織が、
パラダイ
ムシフトの最前線に立つでしょう。
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インダストリー別 これまでのブロックチェーン技術への投資

自動車、
ライフサイエンス、
オイルおよびガスならびにテクノロジー／メディア／通信が、
これまでにブロックチェーン技術へ最も多くの投資を行ってきたと思われます。驚くことに、金融サービス
は、
これらのインダストリーのやや後に位置しています。
そして、消費者製品および製造、ヘルスケアならびに公共セクターが、投資の観点からはすべてのインダストリーに遅れをとっています。自
動車における高い割合は、
サプラ イチェーンに関するブロックチェーンイニシアチブと関連している可能性があります。
Q：ブロックチェーン技術に特定して考えたとき、
あなたの組織はこの分野で、
これまでに合計でどの程度、
投資してきましたか？
100%
90%

15%

80%

38%

13%

70%

13%

6%

24%

12%

3%

9%

12%

18%

14%

24%

30%

12%

18%

11%

36%

23%
19%

60%

26%

33%

50%

25%

23%

32%
10%

42%

26%

28%

40%
30%

28%

16%
11%

0%

10%

7%

3%

5%

8%

消費者製品
および製造

金融
サービス

自動車
投資なし

100万ドル以上500万ドル未満

N＝1,053（グローバル）

脚注：四捨五入のため、合計が100％にならない場合があります。
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10%

50万ドル未満

18%

20%

11%

11%
9%
3%

食品

500万ドル以上1,000万ドル未満

24%

12%

7%

ヘルスケア

ライフサイエンス（バイオ
テクノロジー、
メディカル
機器および医薬品を含む）

3%

50万ドル以上100万ドル未満
1,000万ドル以上

7%

オイル
およびガス

20%
1%

18%

10%
5%

その他

公共セクター

テクノロジー／
メディア／通信

テクノロジー／メディア／通信
（TMT）の見通し

盛り上がりと混乱の中、TMT企業は、異なる形でブロックチェーンにア

通信インダストリーでは、
ブロックチェーンは請求書作成システムを単

ツールを自らのプラットフォームサービス提供に追加し、チップメー

計および監査記録を作成し、
よりダイナミックで柔軟な次世代ネット

プローチしてきました。
クラウドプロバイダーは、
ブロックチェーン開発
カーは、専用のグラフィックスプロセッシングユニット
（GPU）
や特定用

途向け集積回路（ASIC）
を作成しています。通信企業がブロックチェー

ンの可能性の実験に積極的である一方、
メディアおよびエンターテイ
ンメント企業は、
より慎重な態度を見せています。
しかし、金融サービス

およびロジスティクスなどにおいて確認されている成功事例は、
ブロッ

クチェーンの可能性への深い理解を得ること同様に、全てのTMTの

リーダーへの動機付けとして機能しています。

純化し、ローミングの不正を減らし、非中央集権型で変更不可能な会

ワークサービスを可能にします。
ブロックチェーンによって、
通信企業は、
最終的に顧客および接続機器向けIDaaS
（認証・ID管理サービス）
の販

売が可能です。
とりわけ、
サーベイ対象となったリーダーの50％がデジ

タルアイデンティティへのブロックチェーン適用に取り組んでいます。

スタートアップや独立コンソーシアムも、
アイデンティティ、価値交換お

よびクリエーターにコンテンツの著作権を固定するオープンモデルに
向けたブロックチェーン・ソリューション開発に取り込んでいます。
この

通信ならびにメディアおよびエンターテインメント企
サーベイでは、回答者の18％がTMTビジネスであると答えています。 ような取り組みは、
回答者全体の68％が、
ブロックチェーン技術を導入しないと、自らのビ

業から、
アイデンティティおよびコンテンツ管理における重要な役割を

チェーンが自らのインダストリーをディスラプトするという意見に同意

争圧力は厳しさを増していますが、
好機もより明白になっています。

ジネスは競争優位性を失うという意見に同意し、59％が、ブロック

しています。TMTのリーダーは、
ブロックチェーンには、取引相手との間

により厳格な信用と透明性を築くと同時に、顧客とサービスを提供す

るビジネスとの間の価値交換において、
より適切なバランスをもたら

す力があると考え始めています。信用と透明性の向上は、競争の増大
や顧客への価値の増加を推進する可能性があります。

テクノロジーセクターは、独自のITシステムにブロックチェーン技術を
着実に適合させると同時に、
ブロックチェーン導入を可能にする試み

を続けるでしょう。
メディアおよびエンターテインメント企業では、
ブ

ロックチェーンがコンテンツの追跡や金銭化、著作権侵害への対応お

よびクリエーターから顧客へのデジタル資産管理の手助けとなりえま

す。
コンテンツ使用の追跡や権利所有者へのロイヤリティの支払いは、
デジタル経済に直面して、過度な負担となり、思うように実行されてい
ません。著作権侵害や不正使用による収益の減少は、
クリエーターお

よびメディアビジネスに損害を与えます。
ブロックチェーンは、
コンテン

ツの利用が起きた場合に常に、
それを特定、記録そして解決すること
を可能にし、
これらの課題を解決するポテンシャルを有しています。
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果たす仲立業務を省くことも可能にします。
TMTのリーダーにとって、
競
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インダストリー別 ブロックチェーンの道のりにおける進捗状況

回答者の多くは、
ブロックチェーンの認知および実験フェーズに位置しています。
しかし、興味深いことに、消費者製品および製造の回答者の30％近くが、
ブロックチェーンの稼働フェーズに位置し
ていると述べ、
ライフサイエンス
（23％）、
テクノロジー／メディア／通信
（20％）
がそれに続いています。
Q：あなたの企業は、
ブロックチェーンの道のりのどこに位置していますか？
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29%

80%
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23%
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20%
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31%

60%

45%

49%
50%

50%

35%

39%

44%
39%

49%

45%

40%
30%

57%

20%

38%

10%

25%

0%

自動車

消費者製品
および製造

認知―知識を取得している

金融
サービス

稼働―運用展開し、当社のビジネスで使用している

N＝1,053（グローバル）

脚注：四捨五入のため、合計が100％にならない場合があります。
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41%

43%

ヘルスケア

ライフサイエンス（バイオ
テクノロジー、
メディカル
機器および医薬品を含む）

32%

食品

実験―概念実証を作成している
わからない

44%

45%

その他

公共セクター

35%

オイル
およびガス

40%
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