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1.序文

小売・消費財業界におけるブロックチェーンテクノロジーに関する見解、およ
びそのオポチュニティの優先順位付けにつき共有できることを嬉しく思いま 
す。

全ての新しいテクノロジーと同様にブロックチェーンの発展に
は落とし穴があります。そのため、企業はオポチュニティを大
規模に追及する前に慎重に計画された戦略を用意することが
重要です。

企業をアシストするために我々は小売・消費財業界における、
50を超えるブロックチェーンのユースケースの詳細な分析を
行いました。そしてユースケースを、それがもたらす付加価値
に基づいて評価する方法を開発しました。デロイトの専門家
の知見を企業が価値を創造する方法に転換するこのアプロー
チは、ブロックチェーンの事業計画に対する時間、お金、リソー
スの投資の優先順位付けを検討している企業にとって役に立
つ出発点となるでしょう。

ブロックチェーンには、個人や組織が関わりあう方法、企業
がお互いに協働する方法、データおよびプロセスの透明性、
そして、最終的には我々のエコノミーの生産性およびサステ
ナビリティを変革するポテンシャルがあります。ブロックチェー
ンは暗号通貨のマイニングやトレーディングに留まらず、今後
10年の間に様々なテクノロジー応用事例が開花すると考えて
います。

テクノロジーが進化し、新たなユースケースが発生する中、小
売・消費財業界はブロックチェーンが提供するオポチュニティ
を活かすことのできる格好の位置にあります。

商品の追跡、認証、契約の記録、そしてその情報を保証し、
取引を記録するブロックチェーンの機能は、バリューチェーン
全体にわたり利用可能であり、企業および消費者双方にとっ
て有益です。

ブロックチェーン技術はリテールおよび消費財業界において
幅広く導入されていくと考えられますが、長期的で持続可能
な成功は慎重な計画を通してのみ得られると信じています。

このレポートが知見と示唆を提供できることを願っています。
また皆さまのご意見をいただければ幸いです。

Steve Larke
Partner
Technology Consulting
Deloitte
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2.エグゼクティブ・サマリー

小売・消費財業界の未来は現在とは明確に違うものとなるでしょう。変化する
消費者の要求に応えるために、業界はより統合され、需要に即してパーソナ
ライズされたサービスを提供する必要があります。

小売・消費財業界は消費者経験を改善するために、デジタル
なケイパビリティを伸ばし、新たなテクノロジーを採用しなく
てはなりません。ブロックチェーンは、今後やってくる業界の
変革の基盤としての主要な役割を果たすポテンシャルを持っ
ています。

ブロックチェーンとは、情報の記録、共有、管理をすること
が出来るデジタルな分散型台帳であり、プライベートおよび
パブリックのコミュニティによって運営されます。当テクノロ
ジーは確立された暗号化原理を拠り所とし、ピアツーピアコ
ミュニティを通じて記録、共有される情報の貯蔵庫として機
能します。
 

ブロックチェーンテクノロジーは、たった 1人に情報を管理す
る権限を与えるのではなく、全ての人がシステム内で行われて
いるプロセスを見ることが出来ます。ブロックチェーンを利用
したビジネスアプリケーションは特に小売・消費財業界に数
多く存在し、潜在的影響は非常に大きいです。

小売・消費財業界のエグゼクティブとの議論の結果、多くの
企業がブロックチェーンを理解し導入することを望んでいるに
もかかわらず、何から始めてよいかわかっていない状況にあ
ることが判明しました。私たちの分析は、企業がもっとも適
切なアプローチを策定できるよう理解を形作る助けになるこ
とを目的としています。
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多くのビジネス課題を解決するために使用できる可能性のあ
る小売・消費財業界のバリューチェーン全体に渡るブロック
チェーンに関するオポチュニティを評価し、特徴を分析しまし
た。結果を下記のグループに分類しています。

1. トライアルプロジェクト
スコープが狭いため他に比べ即時的な価値は低いですが、導
入がより簡単であるため魅力的です。当セグメントにおけるブ
ロックチェーンオポチュニティは配達、消費者保護、消費者
支払、消費者参加、デジタル広告及び不正取引に関連します。

2. 探究
これらのオポチュニティはトライアルプロジェクトに比べ価値
はより魅力的ですが、複雑性およびコストに関しては類似し
ています。また、投資に対しより短期的に価値をもたらします。
当セグメント内のブロックチェーンオポチュニティは企業間支
払、コネクテッドサービス、コネクテッド店舗（バックオフィス）、
サプライヤーを知ることおよびスマートロイヤルティに関連し
ます。

3. 様子見
これらのオポチュニティは現在、他のブロックチェーンオポ
チュニティに比べ、もたらす価値が低く導入がより複雑かつ
高コストです。企業に価値をもたらし、さらなる利益を生むポ
テンシャルはあるものの、まだ多額の投資を行うに値しない
かもしれません。当セグメント内のブロックチェーンオポチュ
ニティはシェアリングエコノミー、対象を絞ったリコールおよ
び盗難商品の位置を特定することに関連します。

4. 計画
これらは潜在的価値において、もっとも魅力的なオポチュニ
ティです。しかし、外部要因に大きく影響を受け、また導入
の複雑さおよび成功に必要なリソースにおいて最もリスクの
高いオプションであると考えられます。当セグメント内のブ
ロックチェーンオポチュニティはコネクテッドサプライチェー
ン、真正性および出所に関連します。
 

企業はブロックチェーンの能力（商品の追跡、認証、契約や
取引の記録、情報の動きの保証等）を認識し始めており、今
後 5年以内に転換点を迎えると予想されます。その結果、ト
ライアルやパイロット期間に続いてブロックチェーンが幅広く
導入されます。

多くの企業が詳細な企業戦略を策定しブロックチェーンのプ
ロトタイプを導入するにつれ、今後 2～ 3年の間にブロック
チェーンへの関心がより高まり、先端的な企業は識別したオ
ポチュニティをどのように拡大していくかに焦点を当てていく
でしょう。

ブロックチェーンへの投資の理論的根拠および価値は、企業
の全体的な戦略的目的に加え企業のキャパシティ、ケイパビ
リティおよび文化によって決まります。しかし、可能性を検討
しない企業は後れを取る危険にさらされます。一方、テクノロ
ジーの早期採用者は自らの事業にとっての価値を創出するに
あたり先行者利益を得ることができます。

組織は、どのブロックチェーンのケイパビリティおよびオポ
チュニティがもっとも自分達にふさわしいかを判断しなくては
なりません。また、どこに、どのように、そしていくら投資す
るかも判断する必要があります。企業によっては、これにオ
ポチュニティを検討する戦略的評価が含まれるかもしれませ
ん。また、他の企業にとっては、さらなる価値をもたらすた
めに他のテクノロジーと共に、既存のブロックチェーンケイパ
ビリティを高めることについての判断が含まれるかもしれませ
ん。

私たちは多くの利益がブロックチェーンオポチュニティから発
生すると予想しており、課題への取り組みを支援するために
独自のブロックチェーンソリューションを開発しています。
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3.小売・消費財業界のディスラプション
およびブロックチェーンの役割

この章ではブロックチェーンの重要な特徴、および小売・消費財業界の現在
と将来にどのように関連するのかを述べます。

ブロックチェーンとは何か ?
ブロックチェーンは、コミュニティによって情報の記録、共有、
管理をすることが出来るデジタル分散型台帳です。

デロイトが定義したブロックチェーンの主要な特徴を図表 1
に示します。

図表 1．ブロックチェーンの特徴

•即時性 ‐ 記録された取引について、ほとんど即時の決
済を可能にすることで、摩擦を取り除き、リスクを低減
します

•信頼性と可用性 ‐ 複数の参加者がブロックチェーンを共
有するため、単一の障害点が無く、システムダウンや攻
撃に対する回復力を有します

•透明性 ‐ 同一内容のコピーが複数のコンピューターシス
テム上で保持されており、全ての参加者が記録を閲覧で
きるため、監査能力及び記録の信頼性が高まります

•不可逆性 ‐ 記録された取引は取り消すことが出来ない
ため、記録の正確性を向上させ、バックオフィス業務を
簡略化できる可能性があります

•改ざん耐性 ‐ 検知されずにブロックチェーンに変更を加
えることは不可能に近いため、ブロックチェーンが有す
る情報の信頼性が増し、不正の機会が減少します

•デジタル性 ‐ ほとんど全ての文書や資産はコードで表現
され、台帳記入時に参照される仕組みにより、ブロック
チェーンは非常に広範な用途があります

出典：Deloitte University Press、2015年

ブロックチェーンの活用は大きく 3つのレベルに分類できま
す。1

デジタルレコードの保管‐ブロックチェーンは個人、組織、
資産、所有権、投票権等、基本的には電子化できるもの全て
をデジタルアイデンティティとして保管することに使えます。

デジタル資産の交換‐ブロックチェーンは信頼できる第三者
の仲介なしでピアツーピア取引を実行することができるため、
清算や決済の時間と費用を削減することができます。

スマートコントラクトの記録および実行‐ブロックチェーンは
デジタルコードを使うことで、全ての当事者が検証した契約
条件に基づいて、特定の行動が自動的執行されます。スマー
トコントラクトは明瞭性を提供し、当事者間の信頼構築に貢
献します。このアプローチによって事務誤りおよび、あからさ
まな詐欺の発生可能性を低減することができます。

ブロックチェーンに対する理解と関心はさまざまです
経営幹部レベルではブロックチェーンに対する高い関心が見
られます。過去 3年間でグローバルな投資額が 17億米ドル
を超えました。市場調査会社 Gartnerは、ブロックチェー
ンのビジネス面の付加価値は 2025年までに 1,760 億米ドル
にまで成長し、2030年までに 3.1兆米ドルを超えると予想し
ています。2

ブロックチェーンはビットコイン、イーサリアムなどの暗号通
貨の基盤となるテクノロジーとして注目を集めました。暗号
通貨が示唆する既存の通貨体系をディスラプトする可能性に
加え、ブロックチェーンテクノロジーのセキュリティ、記録管
理およびトレーディングのケイパビリティに対する関心が高ま
り、まず金融業界において導入検討が活発に行われました。
その結果、現在ブロックチェーンに対する多大な投資と活動
は金融業界が占めています。

しかし、我々の調査では、他の業界がより積極的にブロック
チェーン戦略を取り入れ始めていることが明らかになりまし
た。当該レポートでは、主要業界全てにおいて概念実証、プ
ロトタイプおよび投資が発生していることに注目しています。3
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図表 2はブロックチェーンが、ピアツーピアネットワークを使ってどのようにデータを移動し保護しているかの概要を示して
います。ブロックチェーンの基盤となる構造の詳細についてはデロイトの過去のレポートをご参照ください。4

図表 2.ブロックチェーンの概要

インターネットを介し、どのコンピューターか
らでも、他のコンピューターとの間で価値を送
受信できる、コンピューターのシステム

一部の参加者によって読み書きされ、入力値
は恒久性と透明性を持ち検索可能

中央集権的な仲
介者（例：銀行）
なしで、価値移
転を実行

取引は拡大し続
けるデータベー
ス上に時系列で
記録

価値移転を保護
するためにデジ
タル署名および
暗号学を使用

ピアツーピアネ
ットワークのシ
ステム内でのデ
ータ複製

調査によると消費財および製造業界のエグゼクティブがもっ
とも強気なブロックチェーンの見通しを示し、42%が次の 1
年で少なくとも 500万ドル以上の投資を計画しています。

 

42 %

...$500万 

が次の1年で
少なくとも…

の投資を計画しています

既にいくつかの企業では、複雑な問題を解決するため、さら
に新たなオポチュニティを発掘するためのブロックチェーン活
用方法およびそれによる便益の特定を完了しています。単独
で導入することの難しさや、社内リソースの不足により、業界
を超えたパートナーシップが複数結ばれ、新たなユースケー
ス発掘に取り組んでいます。

しかし、ブロックチェーンに対する高い期待にもかかわらず、
ブロックチェーンの理解度には大きなばらつきがあります。経
営幹部レベルにおいて、ブロックチェーンの知見が欠如して
いることは、ブロックチェーンの導入を阻害する大きな要因の
1つとなります。我々が行ってきた企業との議論が示唆すると
ころによると、エグゼクティブの大多数はブロックチェーンの
概念や便益について幅広いレベルで認識しているものの、具
体的で詳細な適用可能性に係る理解にまでは至っていませ
ん。また、どの適用方法が自らの事業に最も意味があり、価
値があるのかを特定できていません。
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小売・消費財業界がブロックチェーンに取り組む合理
性は高いです
ますますデジタル化する世の中で、ブロックチェーンのような
新テクノロジーは、小売・消費財業界の企業が事業価値を高
める機会を提供します。小売・消費財業界におけるブロック
チェーン技術活用の主な領域の 1つは、サプライチェーンに
存在する課題に対応するためのものです。

小売・消費財サプライチェーンでは、上流から下流までの情
報、商品、サービスおよびお金の流れを網羅しています。こ
れらの要素を管理する方法は、商品コスト、必要運転資金、
商品の市場投入スピード、およびサービスの認識などのエリ
アにおいて、競争力あるポジショニング構築をすることに関し

て重大な影響を及ぼします。

近年のデジタルサプライネットワークの改善にもかかわらず、
未だに小売・消費財業界では紙ベースのプロセスが一般的で
あり、ネットワーク横断的な透明性やコラボレーションの低
さにつながっています。サプライチェーンの参加者間の意思
決定は、透明性に大きな制限がある異種のレガシーシステム
によって、さらに複雑になっています。

下記の図表 3はデロイトのサプライチェーンプロフェッショナ
ルが識別した小売・消費財業界の企業が全世界で経験してい
るサプライチェーンの主要な問題点を 4つ示しています。

図表 3．サプライチェーンの問題点

サプライチェーン
問題点

トレーサビリティ

製品に関連して生じた
イベントやメタデータを
モニターする能力

コンプライアンス

法令上の要件が満たさ
れていることを証明する
基準や統制

柔軟性

運営コストの著しい増加
を伴うことなく、イベント
や課題に迅速に対応し、
また様々なシナリオを実
行する能力

ステークホルダー管理

関係者間のコミュニケ
ーション、リスク低減及
び信頼を可能にするた
めの効果的なガバナン
ス

図表 4に示されているとおり、ブロックチェーン技術が持つ改ざん耐性および商品を追跡可能性、セキュアな契約を提供し、ピ
アツーピアのインターアクションを容易にする能力はこれらの問題点に対する潜在的な解決を提供します。

図表 4．サプライチェーンの課題に対するソリューションとしてのブロックチェーンのケイパビリティ

サプライチェーン
問題点

ブロックチェーン
ケイパビリティ

トレーサビリティ

製品に関連して生じた
イベントやメタデータを
モニターする能力

コンプライアンス

法令上の要件が満たさ
れていることを証明する
基準や統制

柔軟性

運営コストの著しい増加
を伴うことなく、イベント
や課題に迅速に対応し、
また様々なシナリオを実
行する能力

ステークホルダー管理

関係者間のコミュニケ
ーション、リスク低減及
び信頼を可能にするた
めの効果的なガバナン
ス

監査可能性
ブロックチェーンは全て
のデータに監査証跡を
提供し、永遠に続く記録
生成の手段を作り出し
ます

改ざん耐性
全てのブロックチェーン
取引はタイムスタンプ付
きで記録され、不正防止
加工されているため、単
一の完全なデータソー
スを提供します

スマートコントラクト
サプライチェーン全体に
わたるスマートコントラ
クトの利用を通じて継続
的なリアルタイムデータ
追跡を可能にします

仲介者の排除
ブロックチェーンは、デ
ジタル署名に基づいて、
ピアツーピアのインター
アクションを信頼できる
ものにする能力を提供
します
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消費者向け事業を行っている企業において、ブロックチェー
ンは（短期的には）サプライチェーンにおけるトレーサビリティ
にもっとも大きな影響を与えると考えています。サプライチェー
ンでは、プライベート型もしくは許可型ブロックチェーンの
導入が考えられます。ブロックチェーンテクノロジーを導入す
ることで、サプライチェーン参加者による共通の課題である、
トレーサビリティ、コンプライアンス、柔軟性およびステーク
ホルダー管理の課題を解決もしくは低減することができる可
能性があります。

ブロックチェーンの追跡能力（タイムスタンプを含む）により
完全な監査証跡を提供できるため、消費者を模造品から保護
することができ、また商品の信頼性と品質に対する信頼を高
めます。分散化されたプラットフォームという特徴は、商品に
対して、より強いモニタリングとコントロールを可能にします。
また、スマートコントラクトを通じたリアルタイム追跡性は、
サプライチェーンのステークホルダーに、迅速な判断を行う
ことのできる柔軟性と、継続的な在庫量コントロール能力を
与え、これにより運転資本を効果的に削減することが可能と
なります。これは、企業運営上の利益になるだけでなく、消
費者にとっても直接影響するものです。

ケーススタディー：Blockverify および 
Everledger

 －ブロックチェーンを使った偽造防止
グローバル市場での 2017年の模造品の規模は 3,400 億ポン
ドに値するといわれています。EUだけでも、服飾品、靴、アク
セサリー業界は模造品によって年間約 232億ポンドの収益を
失っています。この課題に対し、ここ数年の間にブロックチェー
ンに基づいた模造品に対するソリューションを提供する複数
の企業が現れました。中でも有名なのが Everledgerおよび
Blockverifyです。
Everledgerはダイヤモンド、高級ワインおよび美術のセクター
で専門家と協働し、資産を特定する特徴、履歴および所有権の
情報を収集し、所有者および潜在的購入者が資産の真正性を証
明するために使用できる、改ざん不能な記録をブロックチェー
ン上に作成しています。2015 年の設立以来、Everledgerは
100万個を超えるダイヤモンドをブロックチェーン上で認証して
きました。
Blockverifyはダイヤモンドセクターで事業を行う以外に、「ト
ラック・アンド・トレース」技術を利用し、医薬品、高級消費
財および電気製品の認証を行っています。2014 年に英国で設
立された Blockverifyは製造会社と協働し、製品の品質と真
正性を、供給源を明らかにすることで保証する取り組みを行っ
ています。検証できる製品範囲を広げ、最終的には全ての製品
をブロックチェーン経由で追跡可能にすることを目標としていま
す。

ケーススタディ：Provenance
 －ブロックチェーンを使って商品を物語る
　 Provenance はサービスとしてのソフトウェア
（SaaS）のプラットフォームで、企業がブロックチェーンを使っ
て自らのサプライチェーン情報を追跡し表示することを可能にし
ます。6

商品の出所に関する透明性向上は多くの企業が重視し、企業の
社会的責任の取り組みの一環として強力に推進しています。新
たなネットワークがブロックチェーンを利用して企業がサプライ
チェーンに関する情報を共有する手助けをしています。
Provenanceは企業が商品の履歴を開示することで、透明性
を高めることを可能にするプラットフォームです。ブロックチェー
ンを使って企業は簡単に商品に関する物語を語ることができ、
またサプライチェーンを検証し、そのデータを利用することで
ブランドの透明性と真正性を開示することができます。企業は
Provenanceプラットフォーム上で無料のプロファイルを作成
することができ、自社の商品の背後にある原材料、人およびプ
ロセスを開示することができます。月額 29ポンドのプランでは、
企業は商品の真正性を証明するためにラベルや固有の製品 ID
を作成することができ、また電子領収書に商品の物語を追加す
ることができます。

これらのサプライチェーンの問題点以外に、デジタルトランス
フォーメーション、変化する消費者行動および主要なマクロト
レンドに関する我々の広範な業界リサーチによって小売・消費
財業界内で複数のブロックチェーンオポチュニティがあること
が示されています。5

例えば、ブロックチェーンは私たちの購買・決済方法を変え
る可能性があります。消費者の観点からはブロックチェーン
の明らかな応用方法は、代替的な決済プラットフォームでしょ
う（既に確立された決済手段としての現金、クレジットカード
およびデビットカード等との比較において、最も優れた方法で
あると言い切ることは難しいですが）。また、ブロックチェー
ンは、ロイヤルティポイントプログラムを強化するための優れ
た手法を提供する可能性もあります。それには、ポイント付
加によって発生した負債のより優れた会計処理、ポイント残
高のリアルタイム更新、そしてフランチャイズ事業横断的な
ポイントのより良い管理などが含まれます。なぜならば共有
された分散型台帳により、決済プロセスを大幅に簡略化する
ことができるからです。
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ディスラプションの可能性と対処の必要性
消費財業界全体にわたり、ブロックチェーンは戦略的課題の
一部を解決する一般的なツールとなるでしょう。そしてまた、
イノベーションを推進し、私たちが存在を知らなかった問題
に対するソリューションも提供するでしょう。究極的にはブ
ロックチェーンはビジネスを行う全く新しい方法の基盤を提
供するかもしれません。
 
ブロックチェーンの普及は、企業が効率化する方法を探し、
商品の品質を向上させ、全般的なカスタマーエクスペリエン
スを高める機会を提供する一方で、小売・消費財業界の企業
が立ち向かわなければならない複数の課題が存在します。例
えば、ブロックチェーンをサプライチェーンの負担を軽減する
為に利用する分析においては、デジタル署名による相互信頼
に基づいたピアツーピアの取引を可能にし、仲介者を排除す
ることができるブロックチェーンの力について検討しました。
このことによる小売・消費財業界への長期的な影響の可能性
として、生産者と消費者の間の仲介者の削減が挙げられます。
これは長年にわたって確立された小売業者と消費者の関係を
ディスラプトする可能性があり、両業界の構造を根本から変
えるかもしれません。仲介者を排除するブロックチェーンの力
は、関係性の力を小売業者から消費者に強力に移行させます。
消費財業界の企業はこのことを活用して、ブロックチェーンに
よって、どのように消費者への直販（D2C）オポチュニティを
促進することができるのかを検討すること準備をする必要が
あります。一方で、小売業者はマイナスの影響に対し、新た
なテクノロジーを使って顧客に対しより良い、より完全なサー
ビスを提供するための対策により防御を行う必要があります。
多くの実店舗の小売業者がオンライン業者からの競合に対抗
するために、オンラインに進出したのと同様に、現在の状況
に置かれている小売業者はブロックチェーンの利点を活用し、
自らのビジネスモデルに対する新たな脅威を防ぐことができま
す。
 

ケーススタディ：INS消費者が製造業者
から直接購入できる分散化された食料品購
入プラットフォームを構築

INSは将来の小売業界の可能性を垣間見せてくれる企業です。
消費者がお気に入りのブランドの商品を直接製造会社から購入
できるよう、ブロックチェーンベースのプラットフォームを構築す
ることを計画しています。この企業は、スーパーマーケットで消
費者が購入するときに支払う額に比べ、かなりのディスカウント
を提供できると考えています。生産者がスーパーマーケットとの
交渉をせず、また販売促進に投資をする必要なしに価格を自ら
決定することができるため、生産利益率を改善しつつ、消費者
が支払う金額も減らせると予想されています。INSは、消費者
が 30%ほど節約できる可能性があると主張しています。
INSは食料品配達サービスである Instamartの創業者とブ
ロックチェーン専門家たちによって設立されました。既に第 1回
目の資金調達を完了し、4,200万ドルを調達しました。また、
Unilever、P&GおよびMarsなどの大手消費財製造会社との
基本合意書に署名しました。7 INSは、普通ではスーパーマーケッ
トで販売されることのないローカルおよび独立系生産者の商品
がグローバルおよびナショナルブランドと並んで、販売できるよ
うにします。消費者はもっとも魅力を感じる商品を自ら選ぶこと
ができるでしょう。
現在開発中のプラットフォームでは受注販売のプロセスにブロッ
クチェーンを利用することを検討しています。消費者は 3つの異
なる方法で支払を行うことができます。法定通貨、ビットコイン
やイーサリアムなどの暗号通貨、もしくはプラットフォーム上で
取引およびリワードを推進するために作られる INSトークンで
す。

このレポートでは小売・消費財業界にとっての将来性のある
利用可能なユースケースに焦点を当てているものの、業界に
対するディスラプションは別の方向から来る可能性がありま
す。例えば、ブロックチェーンは、劣った、欠陥のある、また
は危険な商品からの保護を保証することで、消費者の権利擁
護に使われる可能性があります。そのような応用方法として、
契約違反発生時に即時に違反を検証して返金するという法規
制が考えられます。このような形の消費者向けの応用は小売・
消費財業界の企業にとってより良いサービスを提供しなけれ
ばならないという大きなプレッシャーを課すことになります。
なぜなら、いかなる消費者問題も即時に処理され、今まで企
業が避けることができたかもしれないコストが発生するから
です。
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潜在的な影響の最大化
ブロックチェーンはインターネットの第 2世代と関連付けられ
ています。この解釈は大げさかもしれませんが、少なくともブ
ロックチェーンには組織のプロセスを変革する力があります。8 

ブロックチェーンは事業運営モデルに様々な方法で適用する
ことができます。既存のプロセスをより効率化したり、隣接す
るサービスやマーケットへの進出をサポートしたり、また新た
な変革を起こすサービス開発のサポートに使うことができま
す。

これに対応して、多くのビジネスリーダーはどのテクノロジー
に投資すればいいのか、どのような利益が得られるのか、い
つ投資を開始して、どのように始めればいいのかと質問をし
ています。このレポートの目的は、小売・消費財セクターの
企業がより一層ブロックチェーンの理解を深め、事業戦略に
どのように取り込むことができるのかの検討を促進する手助
けをすることです。 

ブロックチェーンは標準的なテクノロジー課題に対する戦術
的な対応ではありません。10変革を促進することができる一方、
オポチュニティの概念実証（PoC）に基づいた明確な戦略が
策定されるべきです。複雑さと価値は事業目的および、それ
を達成するための戦略により、組織毎に本質的に異なります。

ブロックチェーンは単独で使用できるものの、ビッグデータ、
モノのインターネット（IoT）および人工知能（AI）など、他
のテクノロジーと組み合わせた時に、より大きな影響力を及
ぼす可能性が高いです。

結果として、それらの領域で経験を有する業界において、よ
り効果的なブロックチェーンの応用が見られるでしょう。
Gartnerの調査によると実際に、2020年までに世界のブロッ
クチェーンビジネスによる付加価値の 40%が製造業セクター
から生み出されるとのことです。9
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4.小売・消費財業界におけるブロック
チェーンの実用化

既に概説したとおり、小売・消費財
セクターにはいくつかのユースケース
があります。

このレポートの分析は選定された 16個のユースケースグルー
プに基づいています。

50を超えるユースケースの当初分析から、小売・消費財市場
の広がりおよびブロックチェーン応用の可能性をカバーするた
めに選抜し統合したユースケースグループを策定しました。各
ユースケースグループは複数の個別ユースケース範囲をカバー
している場合があります。 

また、これらユースケースグループはブロックチェーン応用の
包括的な理由と区別するために、下記のような目的ごとに分
類されています。

消費者 - カスタマーエクスペリエンスの改善およ
び保護

サプライチェーン - サプライチェーンの横断的な
プロセス効率改善

  支払および契約 - 取引プロセスの改善および契約
の正当性ならびに実行確保

このレポートで評価されている16のユースケースグループ全
ての詳細が図表 5から7で示されています。

デジタル記録の保存、デジタル資産の交換およびスマートコ
ントラクトの利用は個別分析の対象とはなっていませんが、
特定のユースケースを達成するツールとしてみなされているこ
とにご留意ください。
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消費者
バリューチェーン全体にわたり、カスタマーエクスペリエンスを改善し保護する目的のブロックチェーンユースケースがいくつかあり
ます。

下記、図表 5にて「消費者」における 6個のユースケースグループの詳細を述べます。

図表 5．消費者－小売・消費財業界ユースケース

ユースケースグループ 内容（ブロックチェーンに基づいたソリューション）

スマートロイヤルティ 
プログラム

…よりパーソナライズされたサービス提供のために消費者の詳細および行動を捕捉、保存、検証を
行います。また、スマートコントラクトロジックを活用することで、スマートロイヤルティプログラム
による動機づけやロイヤルティに対する特典付与ができます。

消費者 
参加

…消費者サーベイをセキュアに行うことを可能にします。高い透明性および安全性を必要とする一般
投票等（例：嗜好を表現するような調査）ではブロックチェーンは投票の法的確実性、プロセスの透
明性の両方を保証します。

盗難品 
位置特定

…商品にタグをつけることに使うことができます。それにより、消費者が購入したときにはいつでも、
真正性を検証することができ、システム内で有効化することができます。そのため、商品が盗難され
たり行方不明になったりした場合には、その後の取引を全て追跡することができ、正当な所有者にそ
の行方を即時に通知することができ、盗品の販売および所有の両方を防止することに役立ちます。

コネクテッド 
サービス

…企業による保証付きアフターケアサービスおよび商品保証の提供を可能にします。事前に定義さ
れた、ブロックチェーン上で保存され実行される、契約や合意に基づいたアフターケアサービスが可
能です。

的を絞った 
リコール

…製造会社および小売業者が安全でない商品または欠陥部品のある商品を識別することを可能に
し、それにより、それら商品の具体的なリコールまたは改修指示書を発行することができます。この
ことで顧客の混乱を防ぐのみならず、プロセスにおけるリコール費用も削減することができます。こ
の応用によってリコールの状況を追跡することができるため、政府機関への規制上の報告にも使用
可能です。

シェアリング 
エコノミー

…金融取引を安全かつ迅速に行うこと、所有権参照先の検証、変更、および利用行動の記録を可能
にする環境を提供します。これを活用することで新たなシェアリングエコノミーの基盤とすることが
できます。とりわけ、大型・高額な消費財の共同購入や維持が可能になります。
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サプライチェーン
バリューチェーン全体にわたり、サプライチェーン横断的なプロセスの効率を改善する目的のブロックチェーンユースケースがいく
つかあります。

下記、図表 6にて「サプライチェーン」における 6個のユースケースグループの詳細を述べます。

図表 6．サプライチェーン－小売・消費財業界ユースケースグループ

ユースケースグループ 内容（ブロックチェーンに基づいたソリューション）

コネクテッド 
サプライチェーン

…製造業が商品の注文や販売、追跡、目的地に配達された商品の支払いまでをシームレスにできる
ようなエンドツーエンドのサプライチェーンソリューションを提供することを可能にします。商品の受
領を確認できるブロックチェーンの当事者（例えば、港湾当局等）によって、書類は作成、更新、閲
覧、または確認されるため、製造会社は貨物を追跡することが可能です。支払いは、契約（例えば、
売り手と税関当局、売り手と輸送会社との間、および売り手と買い手との間）に基づいて、当事者
間でシームレスに完了することができます。さらなる発展型として、IoTセンサーおよびスマートデバ
イスとの接続により、コンテナの状態およびその他の情報を計測し、ブロックチェーン上に記録する
こともでき、それが最終的な決済を通知することができるかもしれません（例：商品にダメージがあっ
た場合）。

真正性および出所

…商品の出所を検証します。ブロックチェーンによってサプライチェーン上の、サプライヤー、製造
会社から運送会社までの、全ての正当なタッチポイントが、アイテムに検証可能な履歴を追加するこ
とができるようになります。商品の真正性を証明することに使えるため、模造のリスクを排除し、再
販売市場における信用を保証することができます。

配達

…製造および指定された場所への消費者への配送を追跡します。宅配の増加傾向により、信用およ
び安全レベルの向上が求められており、ブロックチェーンの追跡テクノロジーはそれを提供できます。
サプライチェーンにおける自律走行車や無人ドローンの使用には公衆の安全を保証するために改変
不能な追跡システムが要求されます。

サプライヤーを知る

…契約の前に、外部情報を利用することで、サプライヤーの詳細を捕捉し、保存し、検証すること
ができます。一旦、検証できたら、サプライヤー契約がブロックチェーン上に保存され、サービスも
しくは商品提供がなされると支払が実行されます。確立されたデータは、「オフチェーン」の行動に
も提供され、サプライヤーのパフォーマンス評価や、今後の契約上の合意の参考情報として活用さ
れます。

コネクテッド店舗 
（バックオフィス）

…関連のある全ての商品およびサプライチェーン関連データを保存し分析します。それによって、小
売業者はリアルタイムの在庫管理、在庫不足の防止などの受注販売のケイパビリティを向上させるこ
とができます。

不正取引

…エスクローを構築し、販売者および購入者が満足したことを確認するまで支払いを行わないことで、
双方を保護します。ブロックチェーン上でこのプロセスを執行することで、取引をスマートコントラク
トで確認することができ、第三者による監督を必要としません。
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支払および契約
バリューチェーン全体にわたり、取引プロセスを改善し契約の正当性ならびに実行を確保する目的のブロックチェーンユースケース
がいくつかあります。

下記、図表 7にて「支払および契約」における 4個のユースケースグループの詳細を述べます。

図表 7．支払および契約－小売・消費財業界ユースケースグループ

ユースケースグループ 内容（ブロックチェーンに基づいたソリューション）

消費者 
支払

…暗号通貨の利用、または安価で迅速なクレジット支払の検証を活用することにより、現在銀行が
負担しているコストを削減し、消費者が支払に要する時間と費用の削減を可能にします。

B2B 
支払

…スマートコントラクトで従来の信用状を代替します。ブロックチェーンを企業間取引（B2B）の支
払に活用することで、金融機関同士の取引プロセスを簡素化することができ、プロセスにかかる時
間を短縮し、仲介コストおよびリスクを削減することができます。また、ブロックチェーンは国際決
済を容易にし、関税またはその他の税金の支払を保証することにも利用できます。

デジタル 
広告

…データの完全な監査証跡を提供することで、デジタル広告のリアルタイム入札に関連する透明性を
高めます。広告枠の購入者および販売者がキャンペーンの実行およびエンゲージメントターゲットを
正確に検証することを可能にし、導入の失敗に対してリベートを請求することができます。

消費者 
保護

…消費者の購買に関するデジタル記録を作成し、製品保証書を紙ベースからブロックチェーンを介し
てクラウドに移し、それらを最新状態に保ち、かつ容易に譲渡できるようにします。消費者はバーチャ
ルな保証ウォレットを維持することができ、それにより小売業者や製造業者の事務作業を軽減する
ことができます。
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5.ブロックチェーン 
オポチュニティの評価

この分析は、ブロックチェーンがどのように小売・消費財業界に最も影響を与
えるかを識別することを目的としています。

ブロックチェーンの価値－事業利益に基づいて
ブロックチェーンオポチュニティの事業に対する価値を評価
するにあたり、デロイト・エンタープライズ・バリュー・マップ
に基づく基準を使用しました。このツールは、事業の成長を
刺激する要因を識別します。ユースケースグループの価値を測
定するために使用した基準には下記のような、組織の成長を
サポートする要因が含まれます。

• 力強い収益の伸び - 販売量と価格を押し上げる要因

• 営業利益率の向上 - 売上原価に加え販売費および管理費を
サポートする要因

• 資産効率の改善 - 在庫に加え有形固定資産の効率性

• 期待 - 企業の強みおよび認識に影響を与える要因

デロイト・エンタープライズ・バリュー・マップには、これら
の基準に影響を与え、それによって事業の成長に影響を及ぼ
す 1,000を超える戦略的および戦術的要素が含まれていま
す。さらに細かい要素の例として、調達効率に関連したイン
センティブの改善および、より強固なブランドの確立などが
挙げられます。

各戦略的および戦術的要素に対し、ユースケースに関連があ
るか、および業界または組織に内在する問題を解決する手助
けになるかに基づいてスコアを割り当てました。加えて、ブロッ
クチェーンユースケースがもっとも適切なソリューションであ
るか否かも考慮しました。11

結果として生じたブロックチェーンユースケースの値の範囲は
図表 8のとおりです。より高い位置は高い価値を示します。 

ブロックチェーンの複雑性の評価
複雑性の基準は、事業に対し要求される変更レベル、特有の
参加者、アクティブな参加者（数）、サービスの数およびユー
スケースが過去にテストされたか否かに基づいています。

ブロックチェーンユースケースの複雑性または導入の容易さの
潜在的な範囲も図表 8に示されています。右に行くほど導入
および採用プロセスが複雑です。

戦略的選択がユースケースの魅力に影響を及ぼします
分析において「価値の低い」ユースケースは考慮していません。
よって、事業の戦略目的に応じて影響のあるセグメントは 4
つに分けられます。

1.トライアルプロジェクト
これらのオポチュニティは他のオポチュニティに比べ導入がよ
り簡単である点で魅力的です。しかし、ブロックチェーンの
応用焦点が絞り込まれているため、他に比べ即時的な価値は
低いです。ブロックチェーンオポチュニティを試すことを検討
している企業は、自らの組織にとって関連がある場合には出
発点として検討し、より多くの価値を得るために、将来的に
これらを拡大してもよいでしょう。

2.探求
これらのオポチュニティはトライアルプロジェクトに比べ価値
の点では、より魅力的ですが同程度の複雑さを有しています。
また、投資に対し、より短期的に価値をもたらします。トラ
イアルプロジェクト同様にブロックチェーンオポチュニティを
試すことを検討している企業は、自らの組織にとって関連が
ある場合には出発点として検討すべきでしょう。
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3.様子見
これらのオポチュニティは現在、他のより高価値なブロック
チェーンオポチュニティに比べ、もたらす価値が低く、現状で
は導入がより複雑です。企業に価値をもたらし、さらなる利
益を生むポテンシャルはあるものの、基本的には、まだ多額
の投資を行うに値しないかもしれません。これらのオポチュ
ニティに関連のある事業は将来的にどのようにこれらが進化
していくかを見守り、他のオポチュニティと組み合わせること
を検討すべきでしょう。
 

4.計画
これらのオポチュニティは提供する価値において最も魅力的
です。しかし、外部要因に大きく影響を受け、また、もっと
も高いリスクオプションであると考えられます。これらのプロ
ジェクトをやり遂げるにはコンソーシアムに所属する必要があ
り、また、これらのオポチュニティを追及する企業はコンソー
シアムの一部になる可能性があります。

当然ですが、もっとも高い価値をもたらすユースケースは導入
がもっとも複雑（かつ高コスト）である可能性が高いです。ブ
ロックチェーンオポチュニティの一次的理由（ユースケース目
的）別の潜在的影響は価値と複雑性によって異なります。こ
れはセクターのバリューチェーンにわたる応用の幅広さを物
語っています。
 

図表 8．ブロックチェーンユースケースグループの価値および複雑性

凡例（ユースケース目的）
複雑性

価
値

消費者 サプライチェーン 支払および契約

探求 計画

トライアルプロジェクト 様子見

サプライヤーを知る

コネクテッド店舗（バックオフィス）

不正取引

配達

コネクテッドサービス

スマートロイヤルティ

消費者参加

対象を絞ったリコール

シェアリングエコノミー

盗難品位置特定

B2B 支払

消費者支払

デジタル広告
 消費者保護

真正性および出所

コネクテッドサプライチェーン

出所：デロイト分析
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6.ブロックチェーンへの対応

ブロックチェーンがどれほど追加のビジネス価値をもたらすか、そして全般的
な事業戦略に合致するかを企業が理解することが重要です。

短期的に最低限必要なことはオポチュニティの検討です
このレポートでなされている分析は企業にとっての潜在的な価
値を検討する助けになるでしょう。ブロックチェーンに馴染み
がない場合は「計画」分類のオポチュニティに目を配りつつ
4分類の内の「探求」にあるオポチュニティの 1つか 2つを
試してみるとよいでしょう。

ブロックチェーンの将来的な価値には不確実性があるため、
現段階では多くの組織が企業全体で採用することにコミット
するのではなく、導入を検討し、使用方法をテストすることを
選ぶかもしれません。しかし、ブロックチェーンテクノロジー
の急速な進展ペースは、1～2年以内には、ブロックチェー
ンが現在のプロセスを代替し、現在業界が直面する多くの課
題にソリューションを提供する可能性があることを示していま
す。例えば、2年以上かかるブロックチェーンの事業計画は
導入する以前にすでに時代遅れになっているかもしれないの
です。

デロイトはブロックチェーンテクノロジーが今後 5年の間に
転換点を迎えると予測しています。怪しげな暗号通貨および
一獲千金話に関連付けられる周辺テクノロジーから、金融、
製造、消費財業界にわたる標準的な運用テクノロジーに移行
するでしょう。その過程で、ブロックチェーンは多くの課題に
直面するでしょうが、それらを乗り越え、テクノロジーが期
待通り継続的に発展していけば企業による幅広い導入が起こ
ることが考えられます。4

オポチュニティの最大化
もっとも大きなオポチュニティは、複数のブロックチェーンが
シームレスに一体化され、バリューチェーン上でともに機能す
ることによってもたらされると予想しています。例えば、「サプ
ライヤーを知る」というユースケースグループは著しい価値を
もたらしますが、財務および運用上のデータを活用すること
で最終消費者を理解するために他のブロックチェーンと組み
合わせることでさらに大きな価値をもたらす可能性がありま
す。
 

企業は、複数のブロックチェーン、レガシーシステム、データ
ベースを統合することで、全体として適切なアーキテクチャを
構築し、最適なオンチェーン／オフチェーンのソリューション
を提供するという視点で、どのようにブロックチェーンテクノ
ロジーを効果的に導入すべきなのかを検討しなくてはなりま
せん。

最も価値があり、おそらく最も複雑なブロックチェーンソ
リューションは、オンチェーンとオフチェーン両方のデータ、
ローカルストレージ、およびシームレスなソリューションを実
現するための統合機能を必要とします。

潜在的な影響を検討－オポチュニティおよびディスラ
プティブなトレントへの対応
個別のブロックチェーンオポチュニティの潜在的影響は各ユー
スケースグループ内で異なる可能性があります。潜在的な価
値と複雑さは、新しい競争、新技術、Brexitおよびその他
の混乱要因等によって業界の景色が変化するにつれて変化す
る可能性があります。

例えば、将来的に消費者への配達の「ラストマイル」は、ドロー
ンおよび運転者不要のテクノロジーによる自律走行車の台頭
によって変革されるでしょう。このことによって、企業はこの
テクノロジーへの投資をより重視し、テクノロジーをサポート
することで、関連するブロックチェーンユースケースは現在よ
りも多くの価値をもたらすことになります。

コアバリューおよび戦略から逸脱してはいけません
全ての新しいテクノロジーと同様に、投資への試みは必ずし
も事業ニーズに直接関連するものではありません。ブロック
チェーンを戦略的目的達成のためのツールとして使用すること
が、このテクノロジーからの具体的な付加価値を得るカギで
す。これを念頭に置いたうえで、ブロックチェーンが多大な運
営上の利点をもたらすものの、企業のみがこの変革的なテク
ノロジーから恩恵を受けるのではないことを覚えておくことが
重要です。
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最終的な受益者は消費者です。ブロックチェーンによってサ
プライチェーン全体にわたって効率性を高め、コストを節約
することができれば、それらの恩恵は価格低下として消費者
に還元されます。ブロックチェーンがサプライチェーン横断的
な透明性を高めれば、この恩恵もまた、安全な商品および高
い品質として消費者に還元されます。 

もし包括的な商品追跡を製造過程全体にわたり提供するため
にブロックチェーンが使用された場合、商品の出所に対する
消費者の信頼は高まります。これら全てを考慮に入れた上で、
リソースおよびケイパビリティを有する、消費者志向の企業は
自らの戦略を遂行するために、どのようにブロックチェーンの
力を利用できるか考えるべきです。

次のステップ
最終的には、より多くの組織が初期段階のユースケースおよび
概念実証（PoCs)を商品として完成されたソリューションへ展開
させることを期待しています。このゴールを達成する戦術はセク
ターおよびニーズにより異なると思われるものの、多くの組織は
以下の 3つのアプローチを採用する可能性が高いでしょう。

•商業化に向けた明確な道のあるユースケースにブロックチェー
ン開発のリソースを集中

•テクノロジー、ビジネスプロセスおよびタレントスキルセットの
標準化を推進

•バリューチェーン内での複数のブロックチェーンの統合および
連携への取組

組織は潜在的利益を実現化するために、どのブロックチェーン
ケイパビリティが適切であるのかに加え、どこにどのように投資
するかについても評価する必要があります。

リーダーシップがブロックチェーンへの旅に出る前に問うべき質
問には以下が含まれます。

•ブロックチェーンはどのように我が社で価値を推進することが
できるでしょうか？

•ブロックチェーンによって可能になる、我々が検討したい新商
品、サービスまたはビジネスモデルがあるでしょうか？

•競合他社はどのようにブロックチェーンテクノロジーを活用し
ているでしょうか？

•他の業界はどのようにブロックチェーンテクノロジーを応用し
ているでしょうか？

•ブロックチェーンテクノロジーによって代替もしくは強化できる
プロジェクトはあるでしょうか？

少なくとも、これには戦略的目的の評価および各組織にとって
最も関連性の高いユースケースの評価が含まれます。

さらに計画を先に進めている企業は、テクノロジーの設計、コ
ストおよび利益をより詳細に考慮するブロックチェーンソリュー
ションの開発を検討するでしょう。

先駆者は他のテクノロジーと共に、ブロックチェーンをさらに拡
張し十分な価値を実現するために、既存のブロックチェーンケイ
パビリティをさらに向上させようとするでしょう。

全ての企業にとって重要なことは、自らのブロックチェーン計画
が重要な事業課題への取り組みとなっているか、そして新たな
成長機会をサポートしているかを確実にすることがカギとなると
考えています。企業は、さらに組織がブロックチェーンを採用す
る準備ができているかを考慮し、どのテクノロジーが必要なの
かを理解し、またこれに基づきブロックチェーンを拡張するため
の戦略を策定する必要があります。

テクノロジーが初期段階にあること、およびこの領域での専
門性が限られていることによって、投資利益率およびブロック
チェーン戦略を導入することによる十分な価値を実感するまで
に数年かかる可能性があります。

ブロックチェーンへの投資は高額で多くのリソースを要し、また
ブロックチェーン戦略の導入は事業内でのカルチャーの変更を
必要とするかもしれません。ブロックチェーンが自らの運営にど
のように影響を与えるかを考慮しない企業は後れを取り、潜在
的な成長機会を逃す可能性があります。しかし、正しく行えば、
投資は変革をもたらすものとなるでしょう。
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