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デロイト ブロックチェーン

デロイトでは、クライアントの皆さまとのグローバルな協働の下、ブロックチェーンが今日の企業や政府の姿をどのように

変貌させているかについて取り組んでいます。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、クロスボーダーペイメントや送金、ポストトレードの処理、投票、デジタルアイデンティティに至るまで、ありとあらゆる

事柄が含まれます。現在、新しいエコシステムがブロックチェーンソリューションを推進し、革新的なビジネスモデルを創

出し、従来のビジネスモデルを破壊しようとしています。これは世界中の、あらゆる業種、ほとんどの国・地域で進行して

います。デロイトは、ビジネスに関する深い知見とグローバルな多専門的モデルを通じて、あらゆる業種の様 々 な組織

がブロックチェーンついて持っている多様な要望を達成できるよう支援します。ブロックチェーンのユースケースの現在

の動向や取り組みにおける優先順位について、またブロックチェーンの採用に向けていかにチャンスや困難を管理すれ

ば良いのかについては、デロイトのリーダーたちにご相談ください。Let’s talk. 

原著：「Deloitte’s 2019 Global Blockchain Survey - Blockchain gets down to business-」 
注意事項：本誌はDeloitte Insightsが発行した原著を有限責任監査法人トーマツが翻訳し、2019年8月に発行したものです。

和訳版と原文（英語）に差異が発生した場合には、原文を優先します。

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/consulting/solutions/blockchain-solutions-and-services.html?id=us:2em:3na:c19:awa:cons:031119
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デロイト グローバル ブロックチェーン サーベイ 2019 

序論

ブロックチェーンの最初の提唱者たちがこのテクノロ

ジーの可能性を喧伝し始めたのは10年以上前のことで

す。以来、ブロックチェーンにいかに対応すべきかについ

て、多くの業種のリーダーたちは確信を持てていないよう

でした。しかし2019年に入って、見誤りようのない事象が

出現しているようです。ブロックチェーンは現実であり、

様々な業種やユースケースにおけるビジネス上の課題

に対する実際的なソリューションとして活用できる、という

共通認識が生まれつつあります。これは、このテクノロ

ジーの長年にわたる信奉者が抱く、はるかな未来へのビ

ジョンではありません。テクノロジーベースのソリューション

に慎重なリーダーたちでさえ、ブロックチェーンが持つ変

革的な重要性の大きさを認識し始めています。

ブロックチェーンは、その潜在力を完全に発揮したと言

える段階にはまだ達していないものの、デロイトのグロー

バル ブロックチェーンサーベイ2019の調査に参加した

エグゼクティブは、新しく、進化し続けるユースケースに

クターで増加しています。

若い新卒者が働き始めた後、直ちに期待を修正するよ

うに、エグゼクティブも、ブロックチェーンの利用可能性に

ついての見解が時間と実用化への検討を経て、有望なも

の、そして現実のものへと洗練され、定義されるのを見て

きました。我々が2019年に目の当たりにしているのは、

有能だが発展途上のテクノロジーだったブロックチェーン

がより洗練され成熟したソリューションへと進化を続け、

「破壊」という当初の約束を果たす態勢を整えた姿です。

エグゼクティブが直面している問題はもはや、「ブロッ

クチェーンは機能するか？」ではなく、「『我々』はどのよう

にブロックチェーンを活用できるか？」なのです。

概要およびサーベイ方法

本サーベイは、2019年2月8日から3月4日にかけて、主にブロックチェーンテクノロジーに対する姿勢や投資の全

般的な状況についての詳しい知見を得るためのリサーチとして、デロイトが実施しました。本文書では、ブロック

チェーンをめぐる様々な意見や認識、そして将来発生し得る影響に関する本サーベイの主要部分を公開していま

す。本サーベイで共有される情報は、収集されたデータや知見全般の一部を要約したものです。

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

イス、アラブ首長国連邦、イギリス、米国）の、米国については年間収益5億ドル以上、その他の国については年間

収益1億ドル以上の企業のシニアエグゼクティブ1,386名を対象としています。回答者は、少なくともブロックチェーンを

幅広く理解し、自社の投資計画を把握し、それに関して意見を述べることができる方々です。

2019年2月18日から3月8日にかけて、新興のブロックチェーンディスラプター31社のエグゼクティブを対象とした、

ブロックチェーンテクノロジーに対する姿勢や投資状況についての調査も実施しました。この調査の回答者が所属

する企業の年間収益は、すべて5千万ドル未満でした。 

ついて自信を示しており、ブロックチェーンを、多くのビジ

ネスプロセスを可能にするコネクティングプラットフォーム

である、という見方を持っています。前回のサーベイ1以

降、回答者によると、新たな実用化に弾みがつくにつれ

て、企業によるブロックチェーン投資の総額はほとんどの
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2019年サーベイのハイライト 

昨年のサーベイではブロックチェーンの導入が転換期

を迎えつつあることが示されました。「ブロックチェーン・

ツーリズム」や探求の段階から、ビジネスでの実用化段階

への移行の契機が到来しつつありました。ブロックチェーン

の発展を主導していたのは金融サービス、より具体的に

は金融テクノロジー（フィンテック）セクターでした。他の業

界は、ブロックチェーンによるソリューション導入のコストと

労力を正当化できるくらいの投資利益率をもたらすユース

ケースを慎重に探していました。

現在でもフィンテックがブロックチェーンの主導役である

ことに変わりはありません。しかし、ブロックチェーンに関

する取り組みを拡大、多様化させているセクターや組織は

ますます増えています（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）。しかし、このような

進展にもかかわらず、ブロックチェーンの上昇下降サイク

ルが初めて一巡した今、前進は抑制的であり、当初のブ

ロックチェーンへの熱狂を経て、状勢に変化が見られます。

明るい点は、投資意欲が引き続き強いことです。今回

のサーベイでは、今後12カ月間に新規のブロックチェーン

の取り組みに500万ドル以上を投資

する予定の回答者は40％（前回より1
ポイント増加）と安定的に推移してい

ます。また、ブロックチェーンテクノロ

ジーは自社にとって極めて優先度が

高いと述べた回答者は53％と、昨年

より10ポイント増加しました（図1参

照）。さらに、ブロックチェーンのユー

スケースに説得力があると考える回

答者は、昨年の74％から83％に増え

ています（図2参照）。回答者のブロックチェーンに対する

全般的な姿勢は有意に強くなっていることがわかります。

 

2019年、ブロックチェーンテクノ

ロジーは自社にとって極めて優

先度が高いと述べた回答者は

53%（昨年比10ポイント増） 

今回のサーベイには、ブロックチェーンの成熟度が増し

ている兆候を示すデータもあります。例えば、回答者は前

回に比べ、ブロックチェーンはより多様な利点をもたらすと

考えていました。同様に、ブロックチェーンの潜在的な

ユースケースの多様性が増していること、そしてブロック

チェーンの適用に対して障壁となる項目がより広がり、か

つ、より拮抗してきたこと（図3参照）は、ブロックチェーン

の成熟度が増していることを示すさらなる兆候と言えます。
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回答を全般的に見れば、多くのエグゼクティブや意思

決定者がブロックチェーンは成熟しつつあると考えており、

ブロックチェーンの約束は本物だと考えるようになってき

ています。しかし、対応が遅れている状況も見てとれます。

回答者の大半がブロックチェーンを優先事項のトップ5に

挙げていますが、既にブロックチェーンを導入済みなの

は23％に過ぎず、昨年の34％から減少しています。ブ

ロックチェーンに関する姿勢は改善しているかもしれません

が（図2参照）、依然として43％がブロックチェーンは騒が

れ過ぎだと考えており、この割合は前回の39％から増加

しています。

こうした姿勢は直感に反し矛盾しているように見えます

が、実際にそうなのでしょうか？ このくい違いは実用主

義の高まりを反映している可能性があります。これは前

回のサーベイで初めて気づいた点です。ブロックチェーン

の発展は、成熟と自己発見という伝統的なプロセスをた

どると考えられますが、この様なくい違いや慎重さの兆候

は、テクノロジーが確固たるビジネスソリューションへと進

化する過程でみられる傾向があることから、発展にあ

たっての健全な反応であると捉えることもできます。

実際、ブロックチェーンは、フィンテックのみならず、テ

クノロジー、メディア、通信、政府、ライフサイエンス、ヘル

スケアに至るまで、より多くの領域で勢いを増し、受け入

れられています。我々の調査によると、ブロックチェーン

の重要性や破壊的な潜在性に確信を持つエグゼクティブ

は増加しています。

これは、ブロックチェーンに接する機会が増え、日々の

実際のビジネス上のユースケースにおける利点と欠点に

ついての理解が深まったために、ブロックチェーンに対す

る統一的な見解が「練られてきた」ことを反映しています。

図1 

ブロックチェーンの関連度に対する見解（2019年と2018年の比較） 

回答者の大半が今ではブロックチェーンを戦略上の優先事項のトップ5に入ると考えており、2018年よりも10ポイント増

加しています

質問：今後24カ月間の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？ 

■ 2019年  ■ 2018年

重大である-戦略プライオリティのトップ5に入る

重大だが、戦略プライアリティのトップ5ではない 

関連するが、戦略プライアリティではない 

わからない／結論に達していない 

関連しない 

3% 

3% 

4% 

4% 

53% 
43% 

27% 

29% 

14% 
21% 

回答者数=1,386（2019年の世界各地の企業・組織）、回答者数=1,053（2018年の世界各地の企業・組織） 
注: 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 2018および2019 
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図2 

回答者のブロックチェーンとその導入に対する姿勢（2019年と2018年の比較） 

この1年間でブロックチェーンに対する姿勢は全般的によりポジティブなものになりました。 
質問：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？ 

■ 2019年  ■ 2018年

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

86% 

84% 

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

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おり、それは自社にとっても役立つものとなる 

現在の記録システムをブロックチェーンと取り替える予定である 

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 

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 

回答者数=1,386（2019年の世界各地の企業・組織）、回答者数=1,053（2018年の世界各地の企業・組織） 
注: 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 2018および2019 

83% 

74%

82%

77%

81%

69% 

68%

77%

39%

43%

56% 

59% 
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図3 

ブロックチェーン技術への投資拡大に対する障壁（2019年と2018年の比較） 

2018年と比較すると、2019年には障壁に関する見解の分布がより均等になっています 
質問：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？ 

■ 2019年  ■ 2018年

導入-レガシーシステムとの交換または統合 

30%

37%

規制面の問題 

潜在的なセキュリティ脅威 

組織内のスキル/知識の欠如 

不明確な投資利益率 

競合情報の保護必要度に関する懸念 

技術の有力なアプリケーションの欠如 

回答者数=1,386（2019年の世界各地の企業・組織）、回答者数=1,053（2018年の世界各地の企業・組織） 
注: 回答者は複数回答が可能であったため、割合の合計は100％を超えます。 
出所: デロイト グローバル ブロックチェーンサーベイ 2018および2019 

30%

39%

29%

35%

28%

28%

33%

28%

22%

23%

25%
20%

技術が実証されていない 

20%

20%

現在のビジネスプライオリティでない 

22%
17%

障壁なし 

6%
8%

2%
3%

その他／評価なし 
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ブロックチェーンの過剰宣伝、約束、

課題

最新型！改良版！より速く！より強く！よ

り優れた！－マーケティング担当者はこのよ

うな形容詞や感嘆符を巧みに使って、インフ

ルエンサーや潜在顧客の関心を引き、新製

品や新サービスを売り込みます。

最上級の形容詞は、単なるマーケティン

グを超えた採用のための言葉なのかもしれ

ません。大げさな宣伝がなければ、最初に

動く人はブロックチェーンのような新しいテク

ノロジーを知りようがなく、試すことなどもっ

ての外です。新製品や新サービスは、誰かがたまたま見

つけ、試し、役に立つとわかってくれるかもしれないという

希望とともに発売されるのでしょう。これはビジネスにとっ

て、またプロセスや企業、業界をテクノロジー面で前進さ

せるための、現実的な方法とは言えません。

もちろん、宣伝に完全に見合う製品やサービスは、ほ

とんどありません。誰かの主張通りに1つのツールやソ

リューションさえあれば何でもできる、ということなど滅多

にないのです。それでも、こうした新しいツールやソリュー

ションが役に立つ、さらには根本的変化をもたらすと判明

することも多くあります。

ブロックチェーンにも同じことが言えます。ブロック

チェーンは業界やビジネスモデルを破壊しようとしている

ように見えます。ビジネス界は依然として楽観的ですが、

ブロックチェーンの未来については慎重な見方が増えて

います。回答者の5分の3は、今後3年の間にブロック

チェーンが測定可能かつ肯定的な結果を出し、それが本

物であることを証明することを望んでいます。

ブロックチェーンについては、全般的な投資が増加、あ

るいは少なくとも現在のレベルで継続すれば、成熟が引

き続き進むと予想されます（今後12カ月間に投資の削減

を計画している回答者は13％）。この見解をさらに下支え

するのは、回答者の60％近くが新しいソリューションの導

入によるブロックチェーンの長期的な潜在性に確信を

持っているという事実です。たとえば、スマートコントラクト

やその他のトークンベースの取引を用いれば、アーティ

スト、エージェント、プロデューサーなどのクリエイティブ

関連の職業に従事している人が、作品の使われ方や使

途に関わらず、作品から発生した収益の自分の取り分を

確実に受け取れるようになります。また、これらの技術に

より、ブロックチェーンの用途を企業間取引や金融保証

（貿易金融、信用状、債権ファクタリングなど）の領域に

拡大することができます。

新しいユースケースを探し求めている

テクノロジー

サーベイの回答者は全般的に楽観的な姿勢を維持し

ていますが、初期導入者が時間をかけてブロックチェーン

の中身を具体的に見て技術的な限界を知り、当初生じた

熱狂状態の先を見ている現在、ブロックチェーンに対す

る意見は全般的に抑制気味です。問題は、彼らは何を見

つけたのか、ということです。

大部分の人がブロックチェーンについて最初に耳にし

たのはビットコインとの関連でした。このため、ブロック

チェーンは暗号通貨と密接に関連付けられることになり

ました。ブロックチェーンの熱心な推進者たちは、ブロック

チェーンを新しい分散型経済の原動力となると主張し、

トークンベース通貨によって、伝統的な銀行やブローカーは、

ピアツーピア取引やBtoC取引から排除されるだろうと主張し

ました。他方、ブロックチェーン推進者たちは、ブロック

チェーンをどのように使えば他のビジネスセクターの破壊や

変革に生かせるかを示すことがなかなかできませんでした。

宣伝に完全に見合う製品やサービス

は、ほとんどありません。誰かの主

張通りに1つのツールやソリューション

さえあれば何でもできる、ということ

など滅多にないのです
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「エグゼクティブは、ブロックチェーンに対して、単一の問いかけ

をするのではなく、それが自らの組織でどのような役割を担うか

という視点から幅広い問いかけを行うべきだと考えていると思

います」
― リンダ・パヴツック 
デロイトコンサルティングLLP プリンシパル兼ブロックチェーンおよび暗

号通貨のコンサルティングリーダー 

数年が経過した後も暗号通貨の導入は、「遅々として

進まない革命」に留まっています。これは投機家の不満

の種ですが、この減速が、別の領域でのブロックチェーン

の導入を促しました。他のユースケースが出現し、イノ

ベーションを推進し始めたのです。端的に言えば、組織

がブロックチェーンをより批判的に見るようになるにつれ

て、ブロックチェーンは内容が豊かになっており、より広

範囲のユーザーにとって有益になる可能性が高まるので

す。また、ロイヤルティポイントの管理、物的資産のデジ

タル化、財務管理や照合のための仮想ウォレットの作成

など、暗号通貨を使う必要のない様々なアプリケーション

もあります。

慎重な楽観主義

回答者の多くが、ブロックチェーンの勢いはフィンテック

以外の新しいセクターでも拡大しており、より多くの業種

でより多くのユースケースが出現していると示唆していま

すが、エグゼクティブはその導入に対してより実用的なア

プローチをとっているようです。

これは新しいテクノロジーによく見られる道筋です。3D
プリンターの例を思い出してください。わずか6年前、アナ

リストや業界の専門家の多くは3Ⅾ印刷について、面白い

ツールではあるものの、愛好家や限られた試作品を超え

た使途へと広がる可能性については疑問があると考えて

いました。その後、大手製造業者が3Dテクノロジーを幅

広く導入することで、設計、製造プロセスの変革やサプラ

イチェーンの合理化を実現してきました。また、必要なも

のを必要な時に必要な場所で作ることにより、見つける

のが難しい特殊な部品の配送待ちのために発生する、コ

これは、現在のブロックチェーンの状況とよく似ていま

す。サーベイの回答者のブロックチェーンについての見

解は以前より先を見通したものになっており、セキュリ

ティ向上やリスク軽減（23％）、新しいビジネスモデルや

バリューチェーン（23％）、生産や配送の迅速化（17％）

などのビジネス上のメリットに焦点を当てています。

ブロックチェーンのユースケース、モデル、規制上の懸念

も多様化しています。

言い換えれば、企業等の間ではブロックチェーンが機

能するかどうかの懸念は減っており、目下の注目はブ

ロックチェーンによって破壊され得るビジネスモデルは何

かに移っているようです。その目的のために、「エグゼク

ティブは、ブロックチェーンに対して、単一の問いかけを

するのではなく、それが自らの組織でどのような役割を

担うかという視点から幅広い問いかけを行うべきだと考

えている」と、デロイトコンサルティングLLPプリンシパル

兼ブロックチェーンおよび暗号通貨のコンサルティング

リーダーのリンダ・パヴツックは述べています。

質問の例を以下に挙げます。

 ブロックチェーンにより可能になるプロセスは、自

社のセクターにおけるビジネスの方法をどのように

変化させるのか？

 ブロックチェーンは自社の業界をどのように変貌さ

せるのか？長期的な目標と戦略はどのようなもの

か？

 ブロックチェーンは新しい市場エコシステムの潜在

性を創出するか？ 自らが果たすべき役割は何

か？

 本質的にオープンな性質をもつブロックチェーンを

どのように活用するか？

 ブロックチェーンは新規市場の共同創造において

どのような機会をもたらすのか？

 ブロックチェーンにおける最大の盲点はどこにある

のか？

ブロックチェーンの導入が、可能性から現実のものへ

と着実に進むにつれて、大部分の回答者が今後1年間は

ブロックチェーンへの投資を維持、あるいは拡大する予

定だと述べています。しかし、そのような予定が実行に移

されるためには、ブロックチェーンについての実用的な理

解が進み、上に挙げたような質問に答えられるようになら

なければならないと予想されます。

ストのかかるダウンタイムの削減にも貢献しています。2
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クシーを停めたり探したりするのが難しかった人々のた

めに交通手段の民主化が促されています。ライドシェア

サービスの概念自体に本質的に新しい点は何もありません。

しかし、破壊的な考え方が、ライドシェアサービスを利用

し対価を支払うための全く新しい方法を可能にしたので

す。これは「サービス利用の民主化」と呼べるかもしれま

せん。

同様に、ブロックチェーンの基礎となっているテクノロ

ジーのほとんど、例えば、暗号やデータトランザクション

は、目新しいものではありません。斬新なのは、組織が

目的を達成するための方法について、新興のディスラプ

ターが促進している破壊的なポテンシャルなのです。こ

れは「信頼の民主化」と呼べるかもしれません。

反対に、ブロックチェーンテクノロジーを導入するにあ

たっての障壁は何かという質問に対する回答はあまり一

致していないようです。最も多かった回答でも30％を集

めただけです。対照的に、新興のディスラプターは圧倒

的に（71％）、規制上の課題をブロックチェーン導入の最

大の「障壁」として挙げました。これは、ブロックチェーン

の継続的な導入を阻害する可能性のある新しい規制に

ついての懸念を示しています。

新興のディスラプターと従来の企業との間にある、もう

1つの興味深い差異は、ブロックチェーンがもたらすセ

キュリティに対する姿勢です。従来の企業は圧倒的に

（71％）、ブロックチェーンが従来のITソリューションよりも

進んだセキュリティをもたらすと信じていますが、同じよう

に考えている新興のディスラプターは48％に過ぎません。

この考え方の違いを十分に説明することはできませんが、

特筆すべき違いだと言えるでしょう。

このような、そして他の差異にもかかわらず、新興の

ディスラプターと従来の企業のエグゼクティブは、焦点と

なるブロックチェーンモデル、将来の活動における重点、

コンソーシアムにおいて重視する事項、成功の測定基準、

個々の規制面での課題について、多くの点で同様の意

見を持っています。

主な観点

新興のディスラプター

企業がブロックチェーンを既存のビジネスモデルに統

合する方法、より正確に言うと、既存のプロセスやシステ

ムをブロックチェーンと共に機能するよう変更する方法を

模索する一方で、新興のディスラプターは、ブロック

チェーンを中心として自らのビジネスを一から構築しまし

た。そのため彼らは競合他社に比べて流動的で機敏な

対応が可能であり、伝統企業がブロックチェーンを導入

するのを妨げる際に問題となる制約が生じにくいのです。

実際、組織が「破壊」の第2段階に進む際にこのような

能力を示すのを我々は目にしています。この段階では、

ほとんどの組織がもはやブロックチェーンに厳密な焦点

を当てておらず、既存のビジネスモデルを再編成し、ブ

ロックチェーンが可能にするダイナミックなソリューション

の創出や、組織や業界にわたって存在する摩擦の削減

に注力しています。

今回のサーベイでは、少数の新興ディスラプターを対

象として、彼らの姿勢と、実際に何を行っているのかを調

査しました。3 彼らがブロックチェーンのソリューション開

発に専念していることを考えると、ブロックチェーンの導

入が伝統的な企業よりも進んでいること、また新しいソ

リューションの開発や導入によってブロックチェーンの潜

在性を新たな方法で活用していることは、当然だと言え

るでしょう。

しかし、興味深いのは、サーベイ結果が微妙な差異を

示していることです。例えば、既存のシステムとの比較に

おけるブロックチェーンの最も重要なメリットを尋ねたとこ

ろ、伝統的企業からの回答は、新しいモデルやバリュー

チェーン（23％）、セキュリティ向上/リスク軽減（23％）、

既存のシステムに比べた迅速性（17％）など、比較的均

等に分布しました。対照的に、新興のディスラプターの回

答は、新しいビジネスモデルやバリューチェーンに集中し

ており、42％が最も重要なメリットとして挙げています。

実際、こうした創造的で革新的な考え方の事例は異な

る領域で見ることができます。オンデマンドのライ

ドシェアサービスです。このサービスにより、通常のタ
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興味深いことに、新興のディスラプターは伝統的企業

よりも、より迅速に、そしてより少ない人員と限られたリ

ソースで行動することに慣れているため、調査対象の新

興ディスラプターの5分の4は、ブロックチェーン導入の3
年以内に成果が挙がると予想していると述べています。

一方、同じ期間に成果が挙がると予想する伝統的企業

の回答者は5分の3です。 
「新興のディスラプターは初期段階に、大企業が抱える

困難に直面します。彼らのイノベーションはすぐに市場や

広範囲のユーザー層の注意を引き、テクノロジー基盤や

ビジネスプロセスに試練を課すのです」と、デロイトタック

スLLPパートナー兼ブロックチェーンおよび暗号通貨の

税務リーダーであるロブ・マッシーは述べています。

コンソーシアムについての概観:
メリットと課題

ブロックチェーンに関する議論の多くは、このテクノロ

ジーを導入する際の複雑さと参入障壁をめぐるものです。

コンソーシアムへの参加、つまり、共通の目的を持って、

他社と共に、水平的、垂直的なエコシステムに加わること

が、ブロックチェーンにおける最大の参入障壁になり得る

と言って間違いないでしょう。なぜ、この、いわゆるコーペ

ティション（co-opetition）は難しいのでしょうか。 第一に、

コンソーシアムは考え方の転換を必要とします。そのエコ

システムの中では、直接の競合他社とも協力し、より大き

な目的に向かって協働しなければなりません。対立関係

を棚上げして、その境地に達するのは難しいこともあり得

ます。

より戦術的な段階になると、集団の中では容易に解決

できない重要な問題を、コンソーシアムでは考慮する必

要があります。次に挙げるいくつかの問題を考えてみてく

ださい。

• コンソーシアムの目的は何か（収益の獲得なのか、

費用対効果なのか）？

• 参加の構造/ガバナンスモデルはどのようなもの

か？

• 資本調達モデルはどのようなものか？ 

• 意思決定は平等な投票で行うのか、交代制なのか、

その他の問題はどうか？

新興のディスラプターが先

行 し て 、 実 行 可 能 な ソ

リューションを特定し、検証

します。その後、より大きな

企業がより大規模にそのソ

リューションを導入するかも

しれません。このようにして

形成される共生的な関係

が 、 継 続 的 な ブ ロ ッ ク

チェーンイノベーションを推

進するのです

実行可能なソリューションを特定し、検証します。その後、

より大きな企業がより大規模にそのソリューションを導入

するかもしれません。このようにして、2つの異なるタイプ

の組織の共生的な関係が形成され、継続的なブロック

チェーンイノベーションを推進するのです。

新興のディスラプターは引き続き機敏に行動していま

すが、我々の調査では、より規模の大きい企業の回答者

と同様に、ブロックチェーンに慎重にアプローチしている

ことがわかりました。新興のディスラプターがブロック

チェーンの世界にもたらす革新的なバイタリティーにもか

かわらず、彼らもまた、ある程度の疑いを持っていること

が明らかになりました。20％近くがブロックチェーンは騒

がれ過ぎだと述べており、この数字は、その他企業の回

答者の割合と同等です。

新興のディスラプターは、ブロックチェーンの取り組み

を進めるにつれて、多くが現実的な傾向を示すようになり

ます。ブロックチェーンは、新興のディスラプターが測定

可能なリターンを生むと期待しているリソースへの投資を

表しています。新興のディスラプターは、ブロックチェーン

の探求と導入のパイオニアとして、より大きなエコシステ

ムの中で重要な役割を果たしています。彼らがまず、
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• 誰が知的財産の所有権を取得するのか（例えば、

コンソーシアムの組織が所有者になるのか、参加

者が無料の許諾権を得るのか、オープンスタン

ダードか、ソースライセンスか）？

• コンソーシアムにおける、ビジネス面、テクノロジー

面、規制面でのリスク要因は何か？

• コンソーシアムは、参加者のやる気を起こさせるた

めに、どのような製品／サービスを提供できるの

か？

リストはまだまだ続きますが、これらの質問について考え

てみれば、コンソーシアムの形成が誰にとっても最善の

利益である時でさえ、コンソーシアムを形成し管理するの

が難しい理由がわかるでしょう。

図4 

コンソーシアムへの参加に対する組織の判断基準

組織がコンソーシアムを選択する基準には、あまり一致は見られません。

質問：コンソーシアムに参加するとしたら、あなたの組織またはプロジェクトはどのような 基準で選択しますか？（その判

断基準をコンソーシアムへの参加理由として挙げた回答者の割合） 

目的が一致している 

他の参加者の資質/名声 

影響力があるという証拠 

影響を与える機会がある 

参加コストが手頃 

規制関連性 

参加規則/方針 

成熟度 

営利目的か非営利目的か 

資金の潤沢さ 

ガバナンス 

わからない／その他 

回答者数=1,386 （世界各地の企業・組織） 
注: 回答者は複数回答が可能であったため、割合の合計は100％を超えます。 
出所: デロイト グローバル ブロックチェーンサーベイ 2019 
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35%
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そのため、基本的な点は昨年から変わっていないこと

が今回のサーベイで明らかになったのは、当然と言える

かもしれません。つまり、コンソーシアムは、プライベート

ブロックチェーンや許可型ブロックチェーンなどのモデル

ほどは注目されていないのです。

それでも、注目度が低いことは、無関心と同じというわ

けではありません。回答者の圧倒的多数（92％）は、自

社がコンソーシアムに参加しているか、今後12カ月間に

参加する予定であると述べているのです。彼らはコン

ソーシアムへの参加に、コスト節減や学習の加速、リスク

の共有などのメリットを見出しています。コンソーシアム

は複雑ではありますが、より大きなブロックチェーンのエ

コシステムにおいて今後も重要な位置を占めると期待さ

れています。

図5 

組織がコンソーシアムに期待するメリット

回答者がコンソーシアムに期待するメリットの上位には、コスト節減と学習機会が挙げられています。
質問：あなたの組織やプロジェクトがコンソーシアムから得ようと期待するメリットは何ですか？（その要因をコンソーシア

ムへの参加によるメリットとして挙げた回答者の割合） 

コスト削減

学習の加速 

リスクの共有

クリティカルマスを達成する

意義／存続期間を維持する 

基準に影響を与える 

わからない／その他 

回答者数=1,386 （世界各地の企業・組織） 
注: 回答者は複数回答が可能であったため、割合の合計は100％を超えます。 
出所: デロイト グローバル ブロックチェーンサーベイ 2019 
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ブロックチェーンの地域分析

新興のディスラプターがその業界やセクターのダイナミ

クスを変化させているのと同じように、様々な国や地域に

おける新たなブロックチェーンの取り組みが世界各地で

の導入に影響を及ぼしています。

特定の国の取り組みについて一般化することはできま

せんが（一定の問題についてサーベイ回答者が示した

様々な見解の概要については図6参照）、いくつかの

国々は、共有されている目的やアプローチ、文化的な感

覚を基礎として、新たなブロックチェーン・ソリューションが

育つ環境として浮上しつつあるようです。

次に紹介するのは、ブロックチェーンの発展に影響を

与える原動力や姿勢についての事例です。グローバル

パートナーとの協働を望んでいる組織にとっては指針と

なり得るでしょう。こうした事例は、具体的には、イノベー

ションが伝わる文脈について、そして成功のためには多く

の場合、各国の人々や文化、すなわち現場に根差した事

実についての理解を深めることが必要不可欠である理由

について、明らかにしています。

中国

中国政府は最近、ITに関する第13次5カ年計画の中で、

戦略テクノロジーにおける重点的優先事項を策定しまし

た。工業情報化部が公表した白書は、経済発展のため

の主要な推進力としてブロックチェーンを挙げています。

同白書はさらに、「実体経済」の中にブロックチェーンを長

期的に活用できる領域（例えば、製品のトレーサビリティ

や著作権保護など）があると示唆しています。またフィン

テックについても、規制当局が公共的機能の実行に向け

てブロックチェーン・ソリューションと並んで開発に取り組

んでいるテクノロジーとして言及されています。4 
サーベイの回答者の圧倒的多数がこの評価に同意し

ています。中国では、ブロックチェーンが優先事項のトッ

プ5に入るとの回答は73％に達しました。これは我々が

調査した他の国々のほとんどに比べて、かなり高い割合

です。

そして中国は原則として暗号通貨を禁止しているので、

中国の産業の規模と一般的に多数に及ぶ子会社の数を

考えると、プライベートブロックチェーンおよびの許可型ブ

ロックチェーンの重要性は今後も変わらない可能性があ

ります。5

34％程度の回答者がブロックチェーンには破壊的な潜

在性があると「強く」信じており、これはサーベイを行った

国々のほとんどよりも多い割合です。中国が世界経済に

占める地位とアジア太平洋地域で担うようになった指導

的な役割を考えると、これは重要です。

「中国は、世界の他のどの地域よりも、ブロックチェーン

を戦術的にではなく戦略的に使うでしょう」と、デロイトア

ドバイザリー（香港）のコンサルティングパートナー兼デロ

イトアジア太平洋ブロックチェーン研究所リーダーである

ポール・シンは述べています。「ブロックチェーンを生産性

向上のためのツールではなく、戦略的武器として使う経

営者によって、より多くのプロジェクトが推進されていま

す。」

シンガポール

中国が事実上禁止しているのとは対照的に、シンガ

ポールは暗号通貨を推進する立場をとっています。実際、

政府は自由なパブリックブロックチェーンプラットフォーム

を積極的に支援してきました。シンガポール金融管理局

は、ブロックチェーンに好意的な姿勢を取っており、優遇

税制を設け、ブロックチェーン開発に資金を供与していま

す。6 また政府は、金融の未来にとってのブロックチェーン

の重要性を理解し受け入れていることを表明しており、従

来の規制当局としての役割を超えようとしているようです。

金融管理局は最近、ブロックチェーンテクノロジーについ

て、シンガポールの経済発展にとって「根本的」なものだ

と述べました。シンガポールの有する高度な人材や起業

家精神、フィンテックの発展と相まって、同国のブロック

チェーンの活用は引き続き勢いを増していくと予想されま

す。7
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従って、シンガポールのエグゼクティブが他の国々の

回答者に比べて、一致してブロックチェーンの潜在性に

大きな信頼感を持っていることが示されたのは当然だと

言えるでしょう。また、シンガポールの回答者は他国の回

答者よりも、ブロックチェーン関連の人材の採用について

は積極的であり、ブロックチェーンが目に見える成果を挙

げるのを待つことについては忍耐強い傾向があります。

イスラエル

イスラエル企業はかなり活発にブロックチェーン関連

の活動を行っていますが、主な焦点はデジタル資産、特

に暗号通貨です。イスラエルは、サイバーや暗号、インテ

リジェンスなどの分野の起業や研究開発で主導的な地

位を確立しており、このことがブロックチェーンに親和的

な環境醸成へと自然につながっているようです。このた

めイスラエルをブロックチェーン関連の活動の温床と見る

人々もいます。暗号関連の活動は、現在のところ企業の

ブロックチェーンの取り組みを数で上回っているかもしれ

ませんが、変化の兆しが見えます。イスラエルのブロック

チェーンスタートアップは、DNAデータ保存やダイヤモン

ドの登録、サイバーセキュリティ、国際配送などの、暗号

関連以外の領域でのプロジェクトに取り組んでいます。8

その点では、イスラエルの証券取引所がブロック

チェーンアプリケーションの開発に動いています。9 また

政府機関であるイスラエル証券庁は、送受信システムに

ブロックチェーンを導入し始めています。10 これもまた、

イスラエル政府がブロックチェーンテクノロジーを導入し、

厳密な規制当局としての役割からエンドユーザーとして

の役割へと転換しつつあることを示しています。こうした

動きは、ブロックチェーンの活用が進んでいる国々で顕

著になりつつあります。

我々のサーベイ結果では、イスラエルの回答者はコン

ソーシアムへの参加に対して他の地域の回答者よりも慎

重なことが示されていますが、同国および同国のブロック

チェーン関連企業は、共同開発や規制面の動向に関連

する事項について、他のブロックチェーン主導諸国と連

携しています。11 ブロックチェーンに関する起業家感覚

が進化し成熟するにつれて、「スタートアップ国家」として

の同国の評判が大いに役に立つかもしれません。12  
「インテリジェンスの収集分析やセキュリティ、暗号の

分野における強さを考えると、イスラエルが暗号技術の

革命で主導的な役割を果たした国の1つであり、今日の

ブロックチェーンを基盤とするデータセキュリティやトレー

サビリティのテクノロジーにおいて主導的な地位を占め

続けていることは当然だと言えます」と、デロイト イスラ

エルの戦略マネジャー兼ブロックチェーンヘッドのハガ

イ・ザッカーは述べています。



15 

ブロックチェーン導入の本格化 

図6 

国際比較（抜粋）

多くの点について、ブロックチェーンに対する姿勢は国によって異なります。

出所: デロイト グローバル ブロックチェーンサーベイ2019 

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（強く同意する）

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（強く同意する）

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（強く同

意する）

ブロックチェーンは戦略プライオリティのトップ5に入る 

既にブロックチェーンを本番稼働した

現在ブロックチェーン関連の人員を雇用している

スマートコントラクトは極めて重要である

ブロックチェーンへの投資からの成果が3年以内に得られる必要があると考える回答者 

回答者が最も多く選択した、ブロックチェーンに関する規制面における懸念事項

シンガポール イスラエル 米国

業界に特有の規制 
証券法 
プライバシー

プライバシー

中国 
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ブロックチェーンのユーザーとしての政府と、規制当局としての政府

従来、ブロックチェーンに関する規制面での注目の中心は暗号通貨でした。規制当局は暗号通貨の進化とともに、

その法的地位の形成に尽力してきました。例えば、多くの米国連邦裁判所の決定において、証券取引委員会

（SEC）が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が管轄する商品であると判断されていま

す。13 これにより管轄権は明確化されたものの、規制当局は市場からのインプット獲得と投資家保護に関する個々

の事例の規制に注力していることから、規制そのものの策定にはある程度の時間がかかると予想されます。14 

より直近では、デジタル資産以外の領域でも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、EU
一般データ保護規則（GDPR）は、EU域内における個人データの保管および保存のあり方について厳しい制約を課

しています。ブロックチェーンプラットフォームへのデータ保存には変更不可能という特質があるため、一部には、

GDPRとの衝突は避けられないという見解もあります。15 同様に、米国では、医療保険の携行性と責任に関する法

律により、個人の健康情報の取り扱い方法に制約が課されており、ライフサイエンス分野におけるブロックチェーンを

基盤とするソリューションがこれに抵触する可能性があります。16 実際、我々のサーベイの回答者が規制面での懸

念事項として最も多く挙げたのがプライバシーでした（50％）。したがって、このような、そして他のプライバシーに関

連する規制と、発展しつつあるテクノロジーを整合させる必要があるのは、明らかだと思われます。

さらに、厳密に言うと政府機関ではありませんが、国際標準化機構は、アーキテクチャやタクソノミー、オントロジーな

どの主要領域を中心とした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ています。17 米国では、少なくとも

1つの州がブロックチェーン関連企業の有限責任会社としての法的地位についての規制を制定しています。また、複

数の州で、ブロックチェーンに基づくトランザクションの法的強制力についての法律が制定されています。18 他のブ

ロックチェーンアプリケーション、例えば、サプライチェーンの追跡や投票記録、一般的な情報報告などにおいて、さ

らなる規制面での展開が予想されます。

同時に、政府はブロックチェーンテクノロジーを単に規制しているだけではありません。政府が新しいブロックチェー

ンアプリケーションを提唱し、育成することも珍しくありません。ここ数年間に、政府が教育や暫定的な実験の範囲を

超えて、特にイノベーションを推進する戦術的で大胆な動きに向けて、ブロックチェーンに参加するのを我々は見て

きました。公的なユースケースの代表的な事例としては次のようなものがあります。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

挙における投票（米国、オーストラリア、日本、韓国）、株主の議決権委任（アラブ首長国連邦）、本人確認情報管理

（スイス、エストニア、アラブ首長国連邦、シンガポール）、医療（米国、エストニア）、防衛/安全保障（米国）。19
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結論：

眺望の進展

ブロックチェーンをめぐる物語の新たな章が始まりまし

た。 ここでエグゼクティブが投げかける問いは、より難解

かつ詳細、根本的かつ実用的です。こうした質問は、ブ

ロックチェーンが最盛期を迎えようとしていることにエグ

ゼクティブたちが気付きつつあることを示しています。ブ

ロックチェーンは機能するのです。エグゼクティブは今、

ブロックチェーンを自らの企業のために役立てる方法、つ

まり、新興のディスラプターによって創出されたイノベー

ションをいかに活用しエコシステムの中に整合させるかを

考えなければなりません。

我々のサーベイでは、ブロックチェーンの実用化と成

熟が進展している状況が明らかになりました。すなわち、

昨年よりもユースケースやアプリケーションは多様になり、

より広範囲なセクターに導入されています。回答者から

の期待と懸念の見解は昨年よりもバランスの取れたもの

となっており、ブロックチェーンが現実のものとして次第に

受け入れられつつあることを示唆しています。そして実際、

日々現実の世界で起こっている事柄が、我々のサーベイ

が明らかにした内容 を裏付 けているように見 えます。

ブロックチェーンの新しいユースケースや資産をトークン

化するための新しい方法について目にすることのない日

は、1日たりともないように思われます。20 
ブロックチェーンには議論の余地がある、というのは事

実です。しかし、ユースケースの進展と将来に対する戦

略的なビジョンを反映して、議論のトーンや条件には変

化が見られます。今まではブロックチェーンを疑いの目で

見ていた人々でさえも、このテクノロジーの新たな可能性

を認識しつつあるようです。

もちろん、未来を正確に予言できる人などいません。で

すから我々も、ブロックチェーンがより広く導入される正

確な時期を予言するのは差し控えておきましょう。それで

も、2019年以降のブロックチェーンの軌道は明らかに上

を目指しています。ブロックチェーンが進む道は、破壊的

なテクノロジーの特徴である成長と潜在性の物語となる

ことでしょう。ブロックチェーンを導入する人々には、誰も

想像すらできなかった方法で、具体的な戦略上のメリット

が提供されるでしょう。
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米国

304 名 

中国
200 名 

香港
101 名 

イギリス
150 名 シンガポール

100 名

その他の対象国: 
スイス: 52 名
ルクセンブルク: 51 名
アラブ首長国連邦: 38 名

ブラジル
103 名 

カナダ
103 名 

ドイツ
131 名 

イスラエル
53 名

付録

図A-1 

サーベイ対象は12カ国、11言語

回答者総数：1,386名 

出所: デロイト グローバル ブロックチェーンサーベイ 2019 
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図A-2 

対象企業の年間収益（2018年） 
回答者は大企業を中心とした企業のシニアエグゼクティブです。

質問：次にあげる選択肢のうち、あなたの企業またはプロジェクトの年間総収益を最も適切に表しているのはどれです

か？ 
2.5億ドル以上5億ドル未満 
7.5億ドル以上10億ドル未満 
50億ドル以上100億ドル未満 

1億ドル以上2.5億ドル未満 
5億ドル以上7.5億ドル未満 
10億ドル以上50億ドル未満 
100億ドル以上

全世界

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

イギリス

回答者数=1,386 （世界各地の企業・組織) 
注: 金額はUSドル建てです。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

米国
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図A-3 

対象組織の主な業種

回答者は様々な業種により構成されましたが、圧倒的多数が、テクノロジー/メディア/通信、金融サービス、製造（食品を

除く）でした。

質問：次の業種のうち、あなたが在籍する組織またはプロジェクトの主な事業はどれに属しますか？（全回答者数に対し

て、業種を選択した回答者の割合） 

テクノロジー／メディア／通信（TNT）

金融サービス

製造（食品を除く）

小売、卸売、流通

専門職サービス

工業製品および建設

ライフサイエンスおよび医療

消費者製品

自動車

旅行、ホスピタリティ、サービス

高等教育（私立）

政府および公共セクター

農産物および食品加工

航空宇宙および防衛

その他

回答者数=1,386（世界各地の企業・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

エネルギーおよび資源
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図A-4 

回答者の担当部門および役職

回答者の圧倒的多数が経営幹部または最高経営幹部であり、大多数がITに関する責任を担っています。 
質問：次の選択肢のうち、あなたの現在の担当部門/役職を最も適切に表すものはどれですか？ 

回答者の役職

経営幹部（ディレクター、副社長、上級副社長、部門長）

最高経営幹部

オーナー／パートナー

取締役

回答者の担当部門

情報技術（IT） イノベーション

財務 調達

製造 マーケティング

管理 カスタマーサービス

人事 その他

サプライチェーン 税務

戦略 リスク

販売 法務

回答者数=1,386 （世界各地の企業・組織) 
注:「回答者の担当部門」の合計は、四捨五入のため100％になりません。 
出所: デロイト グローバル ブロックチェーンサーベイ2019 
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図A-5 

今後12カ月間に組織が予定しているブロックチェーン投資額の概算 
ブロックチェーン投資計画は堅調です。40％以上が今後12カ月間に500万ドル以上の投資を計画しています。 

50万ドル未満

50万ドル以上100万ドル未満 100万ドル以上500万ドル未満

ブラジル

カナダ

中国

ドイツ

香港

イスラエル

ルクセンブルク

シンガポール

アラブ首長国連邦

米国

回答者数=1,386 （世界各地の企業・組織) 
注: 金額はUSドル建てです。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 

投資予定なし

500万ドル以上1,000万ドル未満

わからない／答えたくない

1,000万ドル以上

全回答者数に対する、投資額の選択肢を選んだ回答者の割合 

スイス

イギリス
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図A-6 

ブロックチェーンとその導入に対する姿勢

回答者は引き続き、ブロックチェーンについて極めて前向きで、昨年よりもその傾向は全体的に強まっています。ただ、ブ

ロックチェーンは「騒がれ過ぎている」という意見が若干増加しているのは、ブロックチェーンユーザーの間に現実的な見

方が広まりつつあることを反映しているのかもしれません。

質問：ブロックチェーンテクノロジーについての次の意見に対して、どの程度同意または反対しますか？（強く同意する、

または、ある程度同意すると答えた回答者の割合） 

ブロックチェーンはより「タッチレス」なビジネスプロセスに向けて、我々の組織の統合を一層進めることができると思う

回答者数=1,386 （世界各地の企業・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 

ブロックチェーンは私の業界において、新たなビジネス機能や収益をもたらす

ブロックチェーンテクノロジーは広い拡張性を有し、最終的にメインストリームで導入される

エグゼクティブチームは、組織またはプロジェクトにおけるブロックチェーンテクノロジーの活用には説得力のあるビジ

ネスケースが存在すると確信している

サプライヤー、顧客および/または競合他社は、バリューチェーンが現在抱えてい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おり、それは自社にとって役立つ

私の組織またはプロジェクトは、現在の記録システム（財務帳簿、補助元帳、顧客関係管理システム、企業資源計画

（ERP））をブロックチェーンと取り替える予定である 

私の組織またはプロジェクトは、ブロックチェーンテクノロジーを導入しなければ競争優位性を失う

ブロックチェーンテクノロジーは私の組織またはプロジェクトの属する業界を破壊する

ブロックチェーンは騒がれ過ぎている
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図A-7 

既存のシステムに対するブロックチェーンの最も重要な優位性

回答者は、ビジネスモデル/バリューチェーンのイノベーションやリスク軽減がブロックチェーンテクノロジーの主要なメリッ

トであると考えています。

質問：あなた自身の業種に関して、既存のシステムに対するブロックチェーンの最も重要な優位性は、次の選択肢の中

のどれだと考えますか？ （既存のシステムに対するブロックチェーンの最も重要な優位性） 

新しいビジネスモデルやバリューチェーン

セキュリティの向上/リスクの軽減

既存のシステムに比較して迅速

透明性の向上

コスト削減

本人確認管理の改善

不正行為の減少

わからない／その他

回答者数=1,386 （世界各地の企業・組織) 
注: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 
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ブロックチェーン導入の本格化 

図A-8 

ブロックチェーン・ソリューションによるセキュリティのレベルと、従来のITソリューションと比較 
圧倒的多数の回答者が、ブロックチェーンを基盤とするソリューションによって、従来のアプローチよりも高いセキュリティ

を得られると考えています。

質問：ブロックチェーンを基盤とする現在のソリューションは、従来の情報テクノロジーにより構築されたシステムと比較し

て、セキュリティが高い、低い、あるいは同程度だと思いますか？ 

セキュリティが高い

同程度

セキュリティが低い

わからない

回答者数=1,386 （世界各地の企業・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 

図A-9 

ブロックチェーンの意義に関する組織の見解

回答者の大部分が、自らの組織の最優先事項にとって重要あるいは極めて重要であると考えています。

質問：次の選択肢のうち、今後2年間のあなたの組織またはプロジェクトにおけるブロックチェーンの意義について、あな

たの現在の見解を最も適切に表すものはどれですか？ 

極めて重要であり、戦略上の優先事項のトップ5に入る 

重要だが、戦略上の優先事項のトップ5には入らない 

意義はない

わからない／結論に達していない

回答者数=1,386 （世界各地の企業・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 

意義はあるが、戦略上の優先事項ではない
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デロイト グローバル ブロックチェーン サーベイ 2019 

図A-10 

ブロックチェーンテクノロジー導入拡大に対する障壁

組織個別の状況に応じて、様々な導入に対する障壁が存在します。

質問：あなたの組織またはプロジェクトにとって、ブロックチェーンテクノロジーの導入や規模を拡大するにあたっての障

壁は何ですか？ （その問題がブロックチェーン投資拡大の障壁となると感じている回答者の割合） 

規制面の問題

導入（既存の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上の脅威

投資利益率（ROI）が不確実 

組織内のスキル／知識の欠如

競合情報の保護必要度に関する懸念

説得力のあるブロックチェーンアプリケーションの欠如

コンソーシアムの形成が困難

テクノロジーが実証されていない

資金不足

ビジネス上の現在の優先事項ではない

障壁はない

評価していない

わからない／その他

回答者数=1,386 (世界各地の企業・組織) 
注: 回答者は複数回答が可能であったため、割合の合計は100％を超えます。 
出所: デロイト グローバル ブロックチェーンサーベイ2019 
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図A-11 

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

圧倒的多数の回答者がコンソーシアムに参加しているか、今後12カ月以内に参加する予定です。 

質問：次の選択肢のうち、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関して、あなたの組織またはプロ

ジェクトの態度を最も適切に表すものはどれですか？ 

既に参加している

今は参加していないが、今後12カ月以内に参加する可能性が高い 

自らコンソーシアムを主導している

コンソーシアムを主導していないが、今後12カ月以内に形成する予定

単独で行う予定

わからない／その他

回答者数=1,386 （世界各地の企業・組織) 
注: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 
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デロイト グローバル ブロックチェーン サーベイ 2019 

図A-12 

コンソーシアムへの参加に対する組織の判断基準

組織がコンソーシアムを選択する基準には、あまり一致は見られません。

質問：コンソーシアムに参加するとしたら、あなたの組織またはプロジェクトはどのような 基準でコンソーシアムを選択し

ますか？（その判断基準をコンソーシアムへの参加理由として挙げた回答者の割合） 

目的が一致している

他の参加者の資質／名声

影響力があるという証拠

影響力を与える機会がある

参加コストが手頃

規制関連性

参加規則／方針

成熟度

資金の潤沢さ

ガバナンス

営利目的か非営利目的か

わからない／その他

回答者数=1,386 (世界各地の企業・組織) 
注: 回答者は複数回答が可能であったため、割合の合計は100％を超えます。 
出所: デロイト グローバル ブロックチェーンサーベイ2019 
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コスト節減

学習の加速

リスクの共有

クリティカルマスを達成する

意義／存続期間を維持する

わからない／その他

回答者数=1,386 (世界各地の企業・組織) 
注: 回答者は複数回答が可能であったため、割合の合計は100％を超えます。 
出所: デロイト グローバル ブロックチェーンサーベイ2019 

基準に影響を与える

図A-13 

組織がコンソーシアムに期待するメリット

回答者がコンソーシアムに期待するメリットの上位には、コスト節減と学習機会が挙げられています

質問：あなたの組織やプロジェクトがコンソーシアムから得ようと期待するメリットは 何ですか？（その要因をコンソーシア

ムへの参加によるメリットとして挙げた回答者の割合） 
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デロイト グローバル ブロックチェーン サーベイ 2019 

トップマネジメント（会長／CEO）

イノベーション／R&D

税務

調達

サプライチェーン

業務

回答者数=1,386 （世界各地の企業・組織) 
注: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 

IT

財務

図A-14 

ブロックチェーンに関する重要な決定を行っているのはどの部門ですか？

半数近くの回答者が、ブロックチェーンに関する重要な決定を行っている部門としてIT専門部門を挙げました。このことは

恐らく、ブロックチェーンをテクノロジー主導型のソリューションと見なす認識の強さの表れでしょう。しかし、3分の1近くの

回答者はトップマネジメントを挙げており、ブロックチェーンが戦略重視のソリューションと考えられるようになっていること

を示唆しています。

質問：あなたの組織またはプロジェクトにおいて、ブロックチェーンに関する取り組みに関するビジネス上の重要な決定を

行っているのはどの部門ですか？ 
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図A-15 

ブロックチェーンモデル

ブロックチェーン市場におけるアーキテクチャやアプローチは、まだ定まっていません。

質問：あなたの組織またはプロジェクトが重点的に取り組んでいるのは、どのブロックチェーンモデルですか？（そのブ

ロックチェーンモデルを重点領域として挙げた回答者の割合） 

許可型ブロックチェーン

ビットコインやイーサリアムのようなパブリックブロックチェーン

複合型ブロックチェーン

コンソーシアム

分散型アプリケーション（DApp） 

わからない／その他

なし

回答者数=1,386 （世界各地の企業・組織) 
注: 回答者は複数回答が可能であったため、割合の合計は100％を超えます。 
出所: デロイト グローバル ブロックチェーンサーベイ2019 

プライベートブロックチェーン（企業内のブロックチェーン）
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デロイト グローバル ブロックチェーン サーベイ 2019 

図A-16 

ブロックチェーンのユースケース

企業は決済やトランザクション以外にも、様々なユースケースを見込んでいます。

質問：次に挙げるブロックチェーンユースケースのうち、あなたの組織またはプロジェクトが取り組んでいるのはどれです

か？（そのブロックチェーンユースケースを重点領域として挙げた回答者の割合） 

データアクセス共有

アイデンティティ

決済

デジタル通貨

トラッキングおよび追跡

検証

IPへのアクセス 

記録照合

資産移転

レベニュ―シェア

アセットバックトークン

トークン化株式

トークン化資産

タイムスタンプ

カストディ

わからない／その他

なし

回答者数=1,386 （世界各地の企業・組織) 
注: 回答者は複数回答が可能であったため、割合の合計は100％を超えます。 
出所: デロイト グローバル ブロックチェーンサーベイ2019 

データ検証
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図A-17 

スマートコントラクトは優先度が高い

大多数がスマートコントラクトをブロックチェーンの重要な機能であると考えています。

質問：スマートコントラクトは、あなたの組織またはプロジェクトにとって、ブロックチェーンの有する潜在的なメリットとして

どの程度重要ですか？ 

極めて重要

やや重要

重要ではない

わからない

該当なし

回答者数=1,386 （世界各地の企業・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 
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図A-18 

ブロックチェーンビジネスケースの成果測定基準

回答者がブロックチェーンビジネスケースの成果を測定する際に主に考慮するのは、効率、コスト節減、リスク軽減です。

質問：あなたの組織またはプロジェクトにおいてブロックチェーンビジネスケースの成果を測定する際に用いられるのは、

どの基準ですか？（ブロックチェーンビジネスケースの成果を測定するための基準として、その基準を挙げた回答者の割合） 

プロセスの効率

コスト節減

リスク軽減

時間の節約

収益の創出

新たなビジネスモデルを可能にする

顧客獲得

わからない／その他

なし

回答者数=1,386 （世界各地の企業・組織) 
注: 回答者は複数回答が可能であったため、割合の合計は100％を超えます。 
出所: デロイト グローバル ブロックチェーンサーベイ2019 
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図A-19 

ブロックチェーン投資から測定・検証可能な成果を得るために必要と予想する期間

大部分の回答者は3年以内にブロックチェーン投資から成果が得られると期待しています。 

質問：あなたの組織またはプロジェクトは、ブロックチェーン投資から測定・検証可能な成果を得るためにどの程度の期間

が必要だと予想していますか？（回答者の割合） 

5年以上 

3年以上5年未満 

1年以上3年未満 

1年未満 

わからない

成果は得られない

回答者数=1,386 （世界各地の企業・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 

図A-20 

ブロックチェーン投資はどのように展開されているか

複数の新しいテクノロジーを組み合わせて展開する回答者の割合が多いものの、4分の1は既存のシステムをブロック

チェーンに置き換えています。

質問：あなたの組織またはプロジェクトが、投資を通じてどのようにブロックチェーンテクノロジーを展開しているかについ

て、最も適切に表すものはどれですか？（回答者の割合）

複数の新しいテクノロジーを組み合わせて

既存のシステム（取り除いて置き換える）

テスト／早期導入

新規分野への投資（グリーンフィールド投資）

わからない／その他

回答者数=1,386 （世界各地の企業・組織) 
注: 回答者は複数回答が可能であったため、割合の合計は100％を超えます。 
出所: デロイト グローバル ブロックチェーンサーベイ2019 
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図A-21 

ブロックチェーンに関するスキル向上のために組織内で実施しているプログラム

回答者はブロックチェーンに関するスキルを持つ人員を確保するため、採用活動と共にあらゆる種類のトレーニングを活

用しています。

質問：あなたの組織またはプロジェクトは、ブロックチェーンに関するスキルの向上のためにどのようなプログラムを組織

内で実施していますか？（ブロックチェーンに関するスキルの向上のための組織内のプログラムとして、そのプログラムを

挙げた回答者の割合） 

社内研修

採用活動

オンライン研修

外部の対面研修

企業買収

メンタリング

研究機関

わからない／その他

回答者数=1,386 （世界各地の企業・組織) 
注: 回答者は複数回答が可能であったため、割合の合計は100％を超えます。 
出所: デロイト グローバル ブロックチェーンサーベイ2019 
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図A-22 

ブロックチェーンに関する規制上の懸念事項

回答者の半数がプライバシー関連の規制を懸念事項に挙げており、これは他の事項より著しく多くなっています。

質問：次に挙げる選択肢のなかで、あなたの組織またはプロジェクトにとってのブロックチェーンに関連する規制面での懸

念事項はどれですか？（その選択肢を規制面での懸念事項として挙げた回答者の割合） 

プライバシー

送金

顧客本人確認／マネーロンダリング対策

情報報告

証券法

財務報告

税務

業種に特有の規制事項（例えば、医療保険の携行性と責任に関する法律）

スマートコントラクトの法的強制力

地域に特有の規制（例えば、米国愛国者法）

回答者数=1,386 （世界各地の企業・組織) 
注: 回答者は複数回答が可能であったため、割合の合計は100％を超えます。 
出所: デロイト グローバル ブロックチェーンサーベイ2019 

わからない／その他
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図A-23 

国際比較（抜粋）

多くの点について、ブロックチェーンに対する姿勢は国によって様々です。

 

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（強く同意する）

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（強く同意する）

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（強く同

意する）

ブロックチェーンは戦略プライオリティのトップ5に入る 

既にブロックチェーンを本番稼働した

現在ブロックチェーン関連の人員を雇用している

スマートコントラクトは極めて重要である

ブロックチェーンへの投資からの成果が3年以内に得られる必要があると考える回答者 

回答者が最も多く選択した、ブロックチェーンに関する規制面における懸念事項

出所: デロイト グローバル ブロックチェーンサーベイ2019 

中国 シンガポール イスラエル 米国

業界に特有の規制 
証券法 
プライバシー

プライバシー
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図A-24 

ブロックチェーン技術への投資拡大に対する障壁 （2019年と2018年の比較） 
2018年と比較すると、2019年には障壁の分布がより均等になっています。 

質問：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？ 

導入-レガシーシステムとの交換または統合 

規制面の問題

潜在的なセキュリティ脅威

組織内のスキル／知識の欠如

不明確な投資利益率

競合情報の保護必要度に関する懸念

技術の有力なアプリケーションの欠如

障壁なし

その他／評価なし

回答者数=1,386 （2019年の世界各地の企業・組織）、回答者数=1,053 （2018年の世界各地の企業・組織） 
注: 回答者は複数回答が可能であったため、割合の合計は100％を超えます。 
出所: デロイト グローバル ブロックチェーンサーベイ2018および2019 

2018年 2019年 

現在のビジネスプライオリティでない

技術が実証されていない
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デロイト グローバル ブロックチェーン サーベイ 2019 

図A-25 

回答者のブロックチェーンとその導入に対する姿勢（2019年と2018年の比較） 
この1年間でブロックチェーンに対する姿勢は全般的に改善しました。 

質問：次のブロックチェーン技術に関する意見に、どの程度同意または反対しますか？ 

2019年 2018年 

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

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

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

現在の記録システムをブロックチェーンと取り替える予定である

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

回答者数=1,386 （2019年の世界各地の企業・組織)、回答者数=1,053 （2018年の世界各地の企業・組

織) 注: 割合は、強く、あるいは、ある程度、各意見に同意する回答者の割合です。 
出所: デロイト グローバル ブロックチェーンサーベイ2018および2019 

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
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図A-26 

ブロックチェーンの関連度に対する見解（2019年と2018年の比較） 
回答者の大部分がブロックチェーンを戦略上の優先事項のトップ5に入ると考えるようになっており、2018年よりも10ポイ

ント増加しています。

質問：今後24カ月間の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

最も適切に表すものは、どれですか？ 

2019年 2018年 

重大である-戦略プライオリティのトップ5に入る 

重要だが、戦略プライオリティのトップ5ではない 

関連するが、戦略プライオリティではない

わからない／結論に達していない

関連しない

回答者数=1,386（2019年の世界各地の企業・組織）、回答者数=1,053（2018年の世界各地の企業・組織） 
注: 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 2018および2019 
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図A-27 

新興のディスラプターの姿

1,386名の世界各地の企業・組織からの回答者に加え、31の新興のディスラプターを対象にサーベイを実施しました。 
双方のグループに対する質問は同じです。

 

 

 

*ディレクター、副社長、上級副社長、部門長

回答者数=31（新興のディスラプター） 
注: 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 

 2018年の収益 

所在国

 未計上

 5,000万ドル未満 

米国

カナダ

イギリス

その他

オーナー／パートナー

最高経営幹部

経営幹部* 

その他

取締役

回答者の役職
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図A-28 

新興のディスラプターと従来の企業の回答者との比較（抜粋）

新興のディスラプターと従来の企業の回答者の間に、ブロックチェーンについての姿勢や導入、採用活動において見解

の違いがあることは予想通りですが、ブロックチェーンが騒がれ過ぎているという点については、同じように感じています。

新興のディスラプター 従来の企業

3年以内にブロックチェーンから測定・検証可能な成果が得られると予想する回答者 

ブロックチェーンは従来のITシステムよりも進んだセキュリティをもたらすと主張する回答者 

ブロックチェーンの導入や規模の拡張にあたり、「規制面の問題」を障壁に挙げる回答者

既存のシステムに対するブロックチェーンの最も重要な優位性として「新しいビジネスモデル/バリューチェーン」

を挙げる回答者

現在ブロックチェーンに関する経験のある人員を雇用している

ブロックチェーンは私の業界において、新たなビジネス機能や収益をもたらす（強く同意する）

ブロックチェーンテクノロジーは広い拡張性を有し、最終的にメインストリームで導入される（強く同意する）

既にブロックチェーンを生産に導入している

ブロックチェーンは騒がれ過ぎている（強く同意する）

新興のディスラプター：回答者数=31。世界各地の企業・組織：回答者数=1,386。 
出所: デロイト グローバル ブロックチェーンサーベイ2019 
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