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日本語版発刊に寄せて

平成28年度の経産省の試算によれば、ブロックチェーンが影響を及ぼす可能性のある市場規
模は67兆円にも上る。しかし、有力な次世代技術の一つであるブロックチェーンについては、その
概要を耳にしたことはあっても、自社の事業にどのような影響をもたらすのかを想像できている方
は少ないのではないか。
ビットコインで使用されている技術を元に、巨大なシステムでデータを集中管理せずとも、
「価
値」の記録が求められる様々なユースケースに対応可能な仕組みとして抽出されたのがブロック
チェーンであり、現時点では金融系Fintechのユースケースが先行して検証されてきている。
ブロックチェーンは、
「データの改ざんが困難」
「データの変更履歴を時系列で記録」
「情報を公開
検証可能」
「ダウンしないシステム構成」
「比較的低コストで構築可能」
という特性を持ちつつも、現
時点では発展途上の技術であり、セキュリティの向上ほか、処理性能、運用コスト、利便性、拡張性
など、解決すべき課題は複合的に存在する。
一方で、ブロックチェーン技術はその将来的な発展可能性を考慮すると、現在はまだ黎明期とい
える。インターネットが
「情報」に対して革新を起こしたように、ブロックチェーンは「価値」に対して
同様の革新を起こす可能性を秘めている。
かつてのパソコン通信のような中央集権的な枠組みで共有されていた「情報」は、メールや
WWWで共有される時代に移り、ブログやSNSなどインタラクティブ性を持ったWeb2.0の時代を
経て、IoTの時代に進化する流れのなかで、社会に大きな影響や革新的な発展をもたらした。これ
と同様にブロックチェーンが生み出す革新が今後の社会を大きく進化させることも期待できる。
本稿では、金融業界と並んでブロックチェーンとの関係が深い社会インフラである通信業界に
とってのブロックチェーンの意義、影響を考察している。ブロックチェーンが持つ性質上、いずれの
通信事業者にしても一社で取り組むテーマではないため、海外の通信事業者との共同検証活動な
ど、徐々にコンソーシアム型の取り組みが現れつつある。
いくつかのユースケースにおける実ビジネス化が進んでいくことと共に、21世紀の最重要インフ
ラの一つである通信業界には、ブロックチェーン技術を中長期的な視点で捉え、継続的にイノベー
ションを生み出す起点とされることを期待したい。本稿がその一助になれば、この上ない喜びであ
る。

佐藤 通規

Sato, Michinori

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 執行役員
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はじめに

ブロックチェーンは現在、最も広く話題になり喧伝されて
いるテクノロジーのひとつである。多くの業界が、近年急速に
出現しているブロックチェーン技術に基づくユースケース、
概念実証（PoC）、そして本格的なビジネスでの導入を受け、
ブロックチェーンの潜在的可能性に期待と不安を抱いている。
ブロックチェーンのテクノロジーには、通信を
含む多くの業界のビジネスモデルに衝撃を与え
る潜在的可能性があり、プロセスの透明性と効
率性を高めることができる。
しかし、ブロックチェーンの応用はまだ初期
段階で進化の途上にあり、これを補完する業界
全体の規格の整備もまだ数年先になりそうで
ある。とはいえ突然の出来事に混乱したり機会
を逃したりすることを避けるために、通信業界

分散型台帳

のエコシステムのストラテジスト、プランナー、
意思決定者は今こそ、中核・隣接業務とビジネ
ス機能の両面において、このテクノロジーをど
う応用するかについて時間を掛けて調査すべき
である。関連する機会と課題を早いうちに熟知
すれば、このテクノロジーが成熟し、より広く採
用されるようになったとき、売上成長とコスト削
減の面で優位に立ちやすくなるだろう。

デジタル

1

2
3

第三者の減少

4

8

「トラストレス＊」な
運用

7

＊トラストレス：信頼のおける第三者を
必要としないこと

図1：ブロックチェーンの主な特徴

04

ほぼ
リアルタイムの
更新

不可逆・
監査可能

6

5

暗号化による
封印

時系列・
タイムスタンプ
付き
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図2：中央集中型トランザクションと分散型トランザクション
ブロックチェーンとは何か
ブロックチェーンは現在、最も広く話題にな
り喧伝されているテクノロジーのひとつである。
多くの業界が、近年急速に出現しているブロッ
クチェーン技術に基づくユースケース、概念実証
（PoC）、そして本格的なビジネスでの導入を受
け、ブロックチェーンの潜在的可能性に期待と
不安を抱いている。図1に示すブロックチェーン
の主な特徴は、この潜在的可能性には不可欠
といえる。

頼性は中央機関監査人によって外部から確立
されるのではなく、図2右のようにネットワーク
内部から継続的に確立される。さらに、ブロック
チェーンの分散型ストレージは障害に強いこと
が知られている。多数のネットワークユーザー
に不具合が出ても、単一障害点を無くすことで
ブロックチェーンは使い続けられる。ブロック
チェーンに新しく保存された情報は変更できな
い。ブロックチェーンの記録システムでは、ブ
ロックが次々と追加されていくため、一旦追加
されたトランザクションの削除や撤回はできな
いのである。

この種の多重・分散型ストレージの利点は堅
牢性と信頼性だが、機密性と処理性能を代償
とする。ネットワークのすべてのユーザーがトラ
以下で論じる適用例はいずれも、より信頼性
ンザクションの正確性を検証することができる。 が高く機密性があり障害に強い用途での使用
トランザクションの検証にはネットワークコンセ を可能にする、ブロックチェーンの独自の特徴
ンサスと暗号化技術が使われる。そのため、信 に基づいている。
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通信事業者のバリューチェーンと
ブロックチェーン
通信事業者（Communications Service
Providers：CSP）は従来から消費者向けと企

業 向 けにエンドツーエンドの通 信バリュー
チェーンを所有してきた。これは、ネットワーク
インフラ、中核である音声およびデータ接続の
提供、消費者向けの関連サービスにまで及ぶ。
しかし、インフラをあまり使わないオーバー・
ザ・トップ（OTT）事業者の登場で、デジタル化
が進む世界の中で競争が激化すると同時に、広
帯域幅の需要拡大で音声通信の売上が減少し
コストが増大するという環境下では、コストを
削減するとともに新たな収入源を見つける必
要がある。
インフラ
・周波数帯
・基地局
・タワー（中継局）

アクセスネットワーク
・スイッチ
・ルータ

インターネットが「情報」に対して持っていた
のと同じ意味を、ブロックチェーンは「価値」に
対して持つ可能性がある。金融、ヘルスケア、政
府などの業界で検討されている多くのユース
ケースに加えて、通信事業者に関してもブロッ
クチェーンの有望な用途が存在する。これは、
現行の業務のポートフォリオに収まるものもあ
れば、将来の通信業界におけるいくつかのトレ
ンドに乗じたものもある。

中核業務
・BSS＊1
・OSS＊2

ネットワーク管理

企業管理

レポーティングと分析

サービス
・音声・データ・ケーブル
・付加価値サービス
（VAS）
・マネージドサービス

パートナー管理

顧客管理

ブロックチェーンの影響を受けそうな領域

＊1 BSS：ビジネス･サポート･システム
＊2 OSS：オペレーション・サポート・システム

図3：通信事業者のバリューチェーンとブロックチェーンの影響を受ける可能性の高い領域
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通信事業者はほぼ間違いなく、中核的管理シ
ステムと隣接サービスにおいてブロックチェーン
の影響を最も強く受ける。プロセスの効率性の
向上によってコストを削減する機会がもたらさ
れ、新しいバリュープロポジションによって売上
成長の機会が得られる。不正行為管理、アイデ
ンティティ・アズ・ア・サービスおよびデータ管理、
5Gの実現、セキュアなIoT接続という4つの適
用例が、通信事業者にとってのブロックチェーン
の潜在力を説明することに役立つ。
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現状の中核業務と付加価値サービス
（VAS）の機会

重点領域

近い将来の通信市場の事業機会

不正行為管理

アイデンティティ・アズ・ア・サービス

5Gの実現

ネットワーク内とネットワーク間で
データと価値を交換するブロック
チェーンを実装して不正行為を
削減

暗号化された識別情報に基づいて
eSIMソリューションと
アイデンティティおよび
認証サービスを提供

5Gネットワークの潜在力の実現に

コスト効率的で自己管理された
ネットワークでIoT機器のピア
ツーピア接続を実現

・ アイデンティティ管理実装の
コストの削減
・ 収入源の増加

・ シームレスな接続を提供する
共通プラットフォーム

・ IoT機器が通信するための
共通プラットフォーム
・ マイクロペイメントの実現

説明

メリット

・ 不正行為による損失の削減
・ 不正行為発見のコストの削減

必要な、
新世代のアクセス技術選択
管理を実現するプラットフォーム

IoT接続

図4：通信事業者のブロックチェーンの潜在的適用例
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適用例①
不正行為の防止

通信業界におけるネットワークの不正利用に ローミングの不正行為
よる損失が年間380億米ドル1を超え、不正行
現状のシステム －通信回線上で通話やイベ
為の発見と防止はほとんどの通信事業者に ントが発生すると、訪問先公衆モバイルネット
とって重要な課題であり続けている。通信業界 ワーク
（Visited Public Mobile Network：
が不正行為を効果的かつ持続的に防止する方 VPMN ）はホスト公衆モバイルネットワーク
法をまだ見出していないことを考えると、原理 （Host Public Mobile Network：HPMN）に
的にはブロックチェーンはローミングやアイデ 対し、ホームロケーションレジスタ（ Home
ンティティ管理などにおける不正行為による損 Location Register：HLR）を問い合わせること
失を大きく削減する有力候補である。
によって、ローミングユーザーが加入している
サービスを確認し、通話詳細情報（The Call
Detail Records：CDR）がそれぞれのネット
ワークの課金システムに送信される。このシス
テムは、CDRの処理と加入者への請求書の作
成を担当する。

ブロックチェーンは、
不正行為による損失を減らし、
不正行為発見のコストを
最小限に抑える潜在力を
VPMNはCDR情報をHPMNに転送アカウン
ト手順（Transfer Account Procedure：TAP）
持つ。
ファイルとして送信する。いくつかの企業がこう
したファイルのデータクリアリングハウス
（Data
Clearing House：DCH）の役割を担う。DCH
は、契約した通信事業者に代わってTAPの伝送
と変換を担当する。

HPMNはTAPファイルを受信すると、該当す
るローミング協定料率に従ってVPMNで発生し
た費用ごとにアカウントの決済を行わなければ
ならない。

1
通信不正行為抑制協会（CFCA）
『2015年不正行為に
よる損失に関する世界調査』
（Communications Fraud
Control Association（CFCA）2015 Global Fraud
Loss Survey）
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現状の課題 －加入者がVPMN経由でHPMN
のリソースにアクセスしたが、提供されたサー
ビスの料金をHPMNが加入者に課金できず、し
かしローミングサービスの料金をVPMNに支払
う義務がある場合、ローミングの不正行為と見
なされる。ローミングの不正行為は以下の2つ
の特徴を悪用する。
• 発見に時間がかかる：加入者がHPMN以外
のネットワークにいるときに不正行為が発生
するため、VPMNとHPMNの間でデータ交換
が遅れることで、不正行為の発見に時間がか
かる。

• 応答時間が長い：不正行為が発生したシステ
ムを制御できないため、HPMNが所有するシ
ステム内で不正行為が発生した場合よりも不
正行為に対応するまでに時間がかかる。
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現状のシステム

ブロックチェーンによるシステム

HPMN

ノード 2

CDR

HPMN

ホームタワー ユーザー
（中継局）

データ
クリアリングハウス

サービス料
支払い

HPMN

ノード n

VPMN

ノード n

VPMN

ノード 2

CDR

VPMN

HPMN
ノード1

ローミング協定
－スマートコントラクト

VPMN

ノード1

CDR

ホームタワー ユーザー
（中継局）

ローミング協定

ホームタワー ユーザー
（中継局）

－ブロックチェーンで送信－
契約を発動
サービス料支払い

ホームタワー ユーザー
（中継局）

図5：ローミング不正行為防止の適用例－図解

ブロックチェーンに基づく解決策－
ローミング協定を結んだすべての
事業者間では、パーミッションド・ブ
ロックチェーンを実装できるだろう。双方の事業
者から指定されたノードが、ネットワークで送信
された各トランザクションの真正性を検証する
マイナーの役割を果たす。ローミング協定は
HPMNとVPMNの間で履行されるが、この協
定は、CDRデータを含むトランザクションがブ
ロックチェーン・ネットワークで送信されたとき
に発動されるスマートコントラクト
（プログラム
化され、自動的に実行できる契約）である。加
入者が訪問先ネットワークでイベントを発動す

るたびに、VPMNはCDR情報をHPMNへのト
ランザクションとして送信する。このデータがス
マートコントラクトを発動し、契約条件が履行
される。そのため、HPMNは実施したサービス
に基づいて課金額を自動的に計算でき、この情
報をVPMNに送り返すことができる。
これは、ブロックチェーンに基づくスマートコ
ントラクトの契約条件に従った決済の実行だけ
でなく、瞬時かつ確実な認証にも役立つ。また
通信事業者は、仲介役のDCHを廃止できるた
め、さらにコストを節約できる。

メリット
• 第三者のクリアリングハウスが不要
になるためコストを節約できる

• 通話やイベントのデータに基づいて
ローミング契約を自動的に制御する
ため、ほぼ瞬時に課金でき、ローミン
グの不正行為を減らせる

• 事業者間の検証可能なトランザク
ションのリポジトリとなり、迅速な争
議解決が可能になる
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現状のシステム

ブロックチェーンによるシステム
公開鍵

IM
SI

SI
IM
SIM

機器1台に関連付けられた
公開鍵をブロックチェーン・
ネットワーク上の全基地局が
知っており、
そのため認証に
必要な時間が短縮

SIM

また、非公開鍵は決して
共有されないため
IDを盗むことは困難

図6：加入者アイデンティティ
（識別）の適用例

加入者アイデンティティ
（識別）の不正行為
現状のシステム－ アカウントを作成し加入者
にサービスを割り当てるには、加入者のアイデ
ンティティ情報が必要である。加入者が嘘の身
分証明書やほかの加入者（被害者）のIDを使用
してサービスを入手すれば、加入者IDを盗んだ
ことになる。例えば、犯人は盗んだ識別情報な
どを用いて被害者の名義でSIMカードを入手
する。

物理的 SIM は国際移動体加入者識別番号
（International Mobile Subscriber Identity：
IMSI）を保持し、関連する鍵によりモバイル機
器で加入者を識別し認証する。
モバイル機器の電源が入るたびに、モバイル
機器はIMSIを含む信号を最寄りの基地局に送
信する。この識別番号が機器をキャリアのアカ
ウントと結びつけている。
不正が疑われる行為を特定するために自前
の不正行為データベースを持つ通信プロバイ
ダもある。しかしこうした現在の解決策は、弱い
か（通信事業者が顧客に対してワイヤレスアカ
ウント作成時にパスコードを作成するよう求め
る）費用が掛かるか（Equifaxのようなスタンド
アロンのID保護システム）のどちらかの問題が
あり、古くなっているものもある。
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現状の課題－ 加入者の識別情報は数多くの
方法で盗まれる（メールフィッシング、SIM ク
ローニングなど）。通信事業者により複数の
サービスが提供されているため、IDが盗まれる
とそのIDで多くのサービスにアクセスされ、損
失が膨らむことになる。

ブロックチェーンに基づく解決策－
ブロックチェーンに固有の公開・
非公開暗号を使用すれば、機器を
識別し、その機器を加入者のアイデンティティと
結びつけることができる。IMSIをネットワーク
に送信して機器を識別するのではなく、機器が
生成した公開鍵を送信する。機器はこの公開鍵
を、機器上にセキュアに保存している非公開鍵
から生成する。キャリアもほかの第三者も非公
開鍵を知る必要がない。

この「eSIM」という解決策は、非公開鍵で暗
号化された個人情報の保護に役立つ。非公開
鍵は特定の1台の機器にのみ関連付けられ、そ
のため盗み出すことが困難である。公開鍵は機
器を識別しネットワーク上で機器を認証するた
めに使用する。加入者はこの公開鍵で一意に
識別され、同時に非公開鍵情報の機密性を保
つことができる。こうして、サービスの加入者だ
けがそのサービスを利用でき、IDがたやすく盗
まれることはない。

またこのプロセスは、機器が新しいセル領域
に入るたびに基地局が機器情報を認証しなく
て済む。各基地局は共通のブロックチェーンの
ノードであるため、機器が基地局に公開鍵を送
信した段階で機器情報は基地局ですでに使用
可能になっており、素早く認証できる。

メリット
• 加入者やIDによる不正行為が減少する
• 機器の公開鍵情報と履歴を持つデー
タベースを共有するため、移動中の
機器の識別が容易かつ迅速になる

• 物理的SIMをあちこちの機器に埋め
込むのではなく、M2Mまたはより広
範囲のIoT 環境で識別情報をマシン
に提供できる
• 物理的SIMを製造して配布するコス
トが不要
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適用例②

アイデンティティ・アズ・ア・サービスとデータ管理
通信事業者は、識別と認証だけでなく、ブ
ロックチェーンによって可能となるデータ管理
のソリューションをパートナーに提供すること
で、新たな収入源を生み出すことができる。

ブロックチェーンを
採用すれば、
スマートコントラクトに
基づく瞬時かつ自動化
されたプロセスにより、
ローミングの不正行為を
大幅に減らせるだけでなく、
ID管理を最適化できる
だろう。
現状では、ユーザーがベンダでサインアップ
するたびに、物理的あるいは電子的文書を用い
た証明書で本人のアイデンティティを証明する
必要がある。すべてのベンダがPII（Personal
Identity Information：個人アイデンティティ
情報）のほとんどを必要としているわけではな
く、一部しか必要でない場合でも、ユーザーは
PIIを提出しなければならない。また、オンライ
ンでサインアップするには、ユーザー名とパス
ワードの組み合わせを数多く作成する必要があ

るか、または第三者のプロバイダ（Googleや
Facebook など）のサービスを利用して、その
SSO（シングルサインオン）機能を使用する必要
がある。

さらに、必要なディスクリプタに加えてこの仮想
アイデンティティへのポインタがブロックチェー
ンに追加される。

加入者が通信事業者のアカウントを開設す
るとき、通信事業者はデジタルアイデンティティ
を作成する。このアイデンティティに関連付けら
れる非公開鍵はeSIMに安全に保存される。通
信事業者はデジタルアイデンティティから作成
された公開鍵を使用して仮想アイデンティティ
を作成し、必要に応じて標準の入力欄（氏名や
住所など）のセットを追加する。続いて、独自の
非公開鍵を使用してデジタル署名を追加する。

加入者が次に同じ電子商取引サイトにアク
セスすると、加入者は同じ仕組みで認証され
る。また、台帳にはすでにその加入者のトラン
ザクション履歴があるため、その加入者の好み
を把握している。電子商取引サイトは関連する
情報をリコメンデーションエンジンに使用でき
る。加入者はまた、同じ電子商取引の仮想アイ
デンティティで、同じ仕組みを用いて、まったく
別の電子商取引サイトにログインできる。

それ以降、加入者が電子商取引サイトなど
パートナーのウェブサイトにアクセスした場合、
サイトは加入者のアイデンティティ
（識別）情報
を知る必要がある。そこで、商取引サイトは識
別情報を提供するための対応アプリを携帯電
話で起動する。台帳の記入項目のコピーが電
子商取引サイトのアプリに送信される。
こうして
電子商取引サイトは全項目の中から同じ仮想
アイデンティティを見ることができる。仮想アイ
デンティティが確認されると、電子商取引サイト
は、その仮想アイデンティティが加入者に属する
通信事業者にとっての機会－
ことを確認する必要がある。そこで、アプリはそ
ブロックチェーンは、識別情報のトランザク の仮想アイデンティティから公開鍵を取得し、
ションを保存する共有台帳として使用できる。 チャレンジを暗号化してアプリに送信し、アプリ
通信事業者は識別情報のアイデンティティ・ア が復号して
（それに関連付けられた非公開鍵が
ズ・ア・サービスをパートナーに提供でき、そう あるため）応答する。その後、電子商取引サイト
して適切な協定の交渉を行うことでさらに収入 は電子商取引の仮想アイデンティティを生成し、
を生み出すことができる。
これを台帳そのものに保存する。
このような状況は、現状のアイデンティティお
よび認証サービスにおいて、不便さ
（ユーザー
名とパスワードの組み合わせが数多く必要）や
セキュリティの欠如（個人データを第三者と共
有する）といった多くの課題につながる。また、
代替策はいくつかあるものの、通信事業者は関
連する加入者データを大量に保有しているにも
かかわらず、今のところアイデンティティおよび
認証サービスで大きな役割を果たしていない。
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ID作成
非公開鍵

通信
事業者

新規
ユーザー

公開鍵

eSIMに安全に保存

仮想アイデンティティを作成
通信仮想IDを
ブロックチェーンに
保存

ID認証

1 通信事業者が提供したIDアプリを
携帯電話で起動

5 非公開鍵を使用して
チャレンジを解き、
認証

ユーザー

パートナー

2 アプリがブロックチェーンに接続

4 認証のために暗号化した
チャレンジ値を送信
3 仮想アイデンティティの情報を
パートナーのアプリに送信

データ管理

雇用者
従業員の認証のために
証明書を送付

卒業生の
従業員
加入者

ID認証後に証明書を
割り当て

通信事業者
ブロックチェーン

デジタル証明書を
ブロックチェーンに
アップロード

図7：アイデンティティ・アズ・ア・サービスとデータ管理の適用例
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大学
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通信事業者の仮想アイデンティティは、電子
商取引と同様のその他の仮想アイデンティティ
（旅行用など）を作成するのにも役立つ。このア
イデンティティは加入者のデジタルアイデンティ
ティの詳細をすべて含む必要はなく、関連する
もの（自宅住所など）だけでよく、ほかの属性
（好みの移動手段など）を追加して旅行の仮想
アイデンティティを作成できる。こうしたアイデ
ンティティ管理の可能性の限界を決めるのは、
通信事業者がブロックチェーンベースのシステ
ムにサインオンできる提携サービスプロバイダ
の数だけである。

データ管理への応用
通信事業者は、このようなブロックチェーン
に対応したアイデンティティおよびアクセスソ
リューションを拡張して、データ保存および認証
サービスを個人クライアントに提供できる。教
育機関の例を考えてみよう。教育機関は課程を
修了した証に証明書と学位を学生に発行する。
現状の証明書管理システムは時間がかかり、信
頼性が低く、方式がばらばらである。課程修了
証明書と成績証明書を法律に基づき要請する
第三者に物理的に提出するためには、依然とし
て証明書の紙のコピーを保存しておく必要があ
ることが多い。現時点で追加の手順としては、
例えば雇用者が大学に電話して証明書が偽物
ではないことを確認する、あるいは、第三者に

依頼して確認するという手順が必要な場合が
あるかもしれない。

通信事業者は、ブロックチェーンベースのア
イデンティティ確認、データ管理および保存サー
ビスを個人クライアントと利用者の両方に提供
するプロセスを通して売上を増やせる可能性が
ある。教育機関は通信事業者のサービスにサイ
ンアップして加入者の証明書をデジタル化し、
ブロックチェーンに保存する。
同じくサインアップできる加入者（もちろんその
大学の卒業生である）については、大学が従来
と同じ経路でその身元と学位証明書を確認し、
大学はその証明書のデジタルコピーをすべて
の詳細情報（課程名、発行日など）とともに加
入者に割り当てる。
加入者を雇用しようとする人が証明書確認
のために、その調査をする場合、利用者はブ
ロックチェーン上でデジタル証明書を作成する
だけでよく、雇用者は、これが大学によって発行
された本物であると確信できる。通信事業者
は、関連する認証サービスを企業クライアント
にまで拡張し、デジタルストレージと認証がプ
ロセス上のいずれかの段階で必要となりうる保
険証、航空券、ホテル予約といったあらゆる種
類の文書を扱うことで、さらに利益を得ること
ができるだろう。

メリット
• 従来のIDM（ID Management）
ソフ
トウェアと比較し、ブロックチェーン
ベースの総合的なアイデンティティ管
理ソリューションでコストを削減できる

• アイデンティティ・アズ・ア・サービス・
ソリューションをパートナーと最終消
費者に提供することで新たな収入源
を得られる
• ID管理に関して加入者の使いやすさ
を向上できる

• 通信事業者が提供するアイデンティ
ティソリューションを利用するパート
ナーと戦略的パートナーシップを結
ぶことで、囲い込みのエコシステムを
形成する機会を得られる
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適用例③
5Gの実現

ブロックチェーンの恩恵でプロセスを合理化
できる可能性があるもう1つの例が5G 技術の
実装である。さまざまなネットワークをまたいで
ユビキタスにアクセスするという5Gの可能性を
実現するには、通信事業者は多種多様なアク
セスノードとアクセスの仕組みを扱う必要があ
る。すべてのユーザーやマシンにとって最も速
いアクセスノードを選択することが今後の中心
的な課題である。ブロックチェーンによって、新
世代のアクセス技術選択メカニズムは持続的
な解決策を構築することができる。

ブロックチェーンがあれば、
5Gネットワークの実現に
必要な新世代のアクセス
技術選択メカニズムが
可能になる。

現状の課題 －このシステムは、サーバに保存
された規則（ANDSF）がクライアント
（機器）に
プッシュされるというクライアント・サーバ・モデ
ルで中央管理されている。そのため、遅延が発生
し、機器が接続するアクセスネットワーク間で
シームレスにプロビジョニングできない。また、規
則のプロビジョニングはリアルタイムなプロセス
ではなく、したがって規則を動的に変更できない。

ブロックチェーンに基づく解決策－
一定地域の3GPP（LTE、GPRS）
と3GPP 以外（ WiMax 、WLAN 、
WiFi）のアクセスネットワークをブロックチェー
ン経由でネットワーク化でき、各アクセスポイン
ト
（WiFiルータ、SPタワー（中継局）など）は機器
をモニタリングするネットワークのノードの役割
を果たすことができる。
さまざまなアクセス提供ネットワーク間の規
則と協定はスマートコントラクトとしてコード化
できる。スマートコントラクトは動的な性質を持
つことができ、ポリシーを変更する必要がある
ときはいつでも、コントラクトコードを変更する
だけでよい。

現状のシステム －ANDSF（Access Network
Discovery and Selection Function：アクセス
ネットワーク発 見および選 択 機 能）は E P C
（Evolved Packet Core：進化パケットコア）内
の一要素で、機器の近傍にあるWiFi、WiMax、
機器が自分の識別情報を送信すると、対応す
LTEなどのアクセスネットワークの発見に役立 る通信事業者のセルによってネットワークに受
ち、これらのネットワークへの接続を管理する
規則を提供する。これは、機器の近傍で使用可
能なWiFiなどのアクセスネットワークのリスト
から構成される。この情報は機器のリクエスト
に対して返信される。機器のリクエストには、対
応するインターフェイスの種類といった機器の
機能や位置などが含まれる。受信した情報は、
機器がこれらのネットワークに接続を確立しよ
うとする際に役立つ。

け入れられる。機器が位置を送信すると、その
機器に最も良いサービスを提供できるアクセス
ノードがサービス提供のために呼び出される。

また、これによりさまざまなアクセスノード間
でシームレスに全サービスの料金計算と課金
を行えるようになる。例えば、オフィスまたは自
宅のネットワークのWLANが機器にアクセスを
提供した場合、通信事業者は受け入れ側の会
社または自宅の請求書上で請求金額を適切に
ANDSF の応答には、アクセス技術の種類 減額できるかもしれない。位置情報サービス
（WiFi、WiMaxなど）
、アクセスネットワークの識 も、このブロックチェーン・ネットワークの一部
別子、そのテクノロジーに固有の情報（1つ以上 として実現可能となる。したがってどの機器が
のキャリア周波数など）
といった情報が含まれる。 近傍にあるかを常に認識できるようになる。
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メリット
• 信頼できるサービスを機器に提供す
るために、より速い規制されたローカ
ル接続を共有できる
• スマートコントラクトによって多種多
様な接続を瞬時にマネタイズできる

• 地域の需要と供給に基づいてローカ
ル接続の価格を決定できる
• 優先順位の低いトラフィックに空き容
量を使用する新しいビジネスモデル
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現状－アクセスネットワーク発見および選択機能（ANDSF）

アクセス技術

ユーザーWLAN

公衆WLAN

3GPP基地局

自動車WLAN

プライベートWLAN

外国のインターネット
サービスプロバイダー

アクセス

外国の自動車

外国のWLAN

公衆WLAN

3GPP基地局

自動車WLAN

プライベートWLAN

ブロックチェーンアクセス

アクセス

ブロックチェーンアクセス

ブロックチェーンアクセス

通信範囲・ユーザー
エクスペリエンス

アクセス

将来－ブロックチェーン（BC）対応のシームレスな料金計算と課金

アクセス技術

ユーザーWLAN

通信範囲・ユーザー
エクスペリエンス

アクセス
位置の送信

ユーザーのスマートコントラクト

P2Pマイクロペイメント

接続のプロビジョニング

図8：5G実現の適用例
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適用例④
IoT接続

ブロックチェーンは、何千台ものIoT機器と、
コスト効率の高い自己管理されたネットワーク
とをセキュアにエラーなくピアツーピアで接続
できるようにする。例えば、製造工場の機械は
生産工程をコントロールするために、ブロック
チェーン経由で通信し、自分自身を認証できる
ようになる。従業員が積極的に手動で介入する
必要があるのは、例えば、インジケーターがメ
ンテナンスの必要性を示していて個別の機械の
修理が必要な場合だけとなる。さらに、ブロッ
クチェーン・ネットワークではデータ認証が分
散的かつコンセンサスに基づいて行われるた
め、機械の故障やハッキングによる生産停止の
リスクが抑えられるだろう。

現状のシステム －必要な消費電力とトラ
フィックと帯域幅が小さい機器の接続需要の増
加に対応するために、現状のネットワーク事業
者は省電力広域ネットワーク
（LPWAN）を構築
している。各通信事業者は、地域やグローバル
で事業展開する企業がLPWANを推進し完全
に減価償却できるように、適切なIoTユースケー
スを促進している。これらのユースケースは、
個々のIoT機器を管理し、それに応じて内部の
アプリケーション・ランドスケープを接続するた
めの、適切なプラットフォームを必要とすること
が多い。
現状の課題 －通常、IoTセンサーは中核資産
についての機密情報や、会社の顧客に属する何
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らかの機密情報を保持している。したがって
データとネットワークのセキュリティが本質的
に重要になり、かつIoT接続のコストの中心に
なっている。また、ネットワークの規模によって
ネットワークのルーティングと管理の複雑性が
決まるため、システムの状況はさまざまで、共
通のプラットフォームはない。

ブロックチェーンに基づく解決策－
ブロックチェーンにより、十分な
数のノードを使用した非常にセキュ
アで自己管理されたピアツーピアのメッシュ
ネットワークが可能となる。ブロックチェーン・
ネットワークのこれらのノードは、ブロック
チェーン内でブロック1つ1つの変更を検証する
機能を持つ、埋め込まれた単一のIoTセンサー
によって表される。まず始めに、こうしたネット
ワークは、中規模のタワー（中継局）に備えられ
たプライベート環境に比較的少額の投資で導
入できる。公開されているブロックチェーン言語
（ビットコインやイーサリアムなど）を用いてこう
したネットワークを確立することによって、パブ
リック・ブロックチェーンへとさらに拡大・進化
すれば、シームレスな接続とセキュリティが実
現できる。続いて通信事業者は、
こうしたグロー
バルに展開するパブリック・ブロックチェーン・
ネットワークを実現するために、非公開鍵と公
開鍵によるセキュリティとグローバルな常時接
続を提供できるだろう。

メリット
• 自己管理されたピアツーピアのネッ
トワークが地域のルーティングを引き
継ぐ
• パブリック・ブロックチェーン・ネット
ワーク内のIoT機器のセキュリティレ
ベルは非常に高い

• 中小企業に対しては低コストでセット
アップできる選択肢になる
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現状－IoT/M2Mのための管理された多種多様な低電力広域ネットワーク
（LPWAN）の構築
ネットワーク制御・
ルーティング

グローバルのルーティングと
モニタリング

物流ネットワーク

生産ネットワーク

エネルギーネットワーク

地域のルーティング

地域のルーティング

地域のルーティング

将来－IoT/M2Mのためのブロックチェーン（BC）による自己管理されたピアツーピア（P2P）のネットワーク
ネットワーク制御・
ルーティング

物流ネットワーク
（自己管理）

生産ネットワーク
（自己管理）

エネルギーネットワーク
（自己管理）

グローバルのルーティングと
モニタリング

グローバル接続
（必要な場合）

グローバル接続
（必要な場合）

グローバル接続
（必要な場合）

図9：IoT接続の適用例
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経営層にとっての意義

信頼はビジネスの基礎である。ブロックチェーンは信頼を技術的ソリューションの
本質的要素として埋め込むことができ、そうしてさまざまなステークホルダーの間で
対立の恐れがほとんどなく、スムーズなパートナーシップの構築と取引が可能となる。
ブロックチェーンを導入し、ブロックチェーン 新しいパートナーシップの締結
に対応したビジネスモデルを採用することは、
ブロックチェーンによって通信エコシステム
通信事業者の数多くの組織機能と経営層に の再編成が進み、各プレーヤーの相対的な影
とって意義を持つだろう。
響力が変化するだろう。CEOはそうしたエコシ
ステムでの通信事業者の新たな位置付けを見
CEOにとっての意義
極め、既存のパートナーシップを再定義するだ
ブロックチェーンを導入すれば、CEOはさま けでなく、新たな戦略的パートナーシップを結
ざまなステークホルダーに関する通信事業者 ばなければならない。
の戦略を全面的に考え直さざるを得なくなる。
なぜなら、新しいビジネスモデルによって既存
例えば、5GメッシュネットワークとIoT接続の
の通信バリューチェーンが根本から衝撃を受け 適用例では、CEOは通信エコシステムに新規
る可能性があるからである。
に参入するプレーヤー（スマートメーターやス
マートセンサーのメーカー、WLANインフラプ
新しい収益源
ロバイダなど）とパートナーシップを結び、これ
ブロックチェーンによって、これまで通信プロ ら新旧プレーヤー（他通信事業者など）と連携
バイダが担っていた伝統的役割を超えて、新し する必要があるだろう。
いビジネスモデルを発案できるだろう。
これによ
り、収入源を必要とする通信事業者は売上を生 仲介者の役割の再検討
む新たな道を開けるだろう。
概念的には、ブロックチェーンによって仲介
者の役割がまったく無くならないまでも、大幅
例えば、アイデンティティ・アズ・ア・サービス な縮小が進む。これにより、CEOはコストと広
の適用例で説明したように、通信事業者は、ブ い業務範囲に対してより統制力を持つことがで
ロックチェーンに基づくアイデンティティ管理、 きる。例えば、eSIMによってSIMカードメーカー
アクセス管理、データ保存および認証システム と複数のパートナーシップを結ぶ必要がなくな
の要としての役割を果たせるだろう。これにより る。CEOは業務をより統制でき、eSIMを埋め込
通信事業者は、提供したサービスの料金を企業 む機器メーカーとの関係に集中できる。また、
クライアントと利用者の両方に課金できる。ま ローミング協定の場合は、仲介者としてのクリ
た、5Gメッシュネットワークの適用例は、シー アリングハウスがまったく不要になる。
ムレスなサービスを利用者に提供することで、
互いに分け合う収益のパイを拡大する機会が
あることを示している。
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業務の合理化
ブロックチェーンは、スマートコントラクトを
使用することでモジュール化できるため、通信
事業者の業務のさまざまな側面を合理化する
機会をもたらす。

例えば、ローミング協定をスマートコントラク
トとして履行すればモジュール化できる。した
がって、既存のスマートコントラクト構造に加え
て新規パートナーとの協定を策定することがで
きる。こうしたアプローチが成功すれば、CEO
はより多くの通信事業者とローミングパート
ナーとして協定を締結しやすくなり、その結果、
加入者にローミングを提供できる範囲を拡大で
きる。

CFOにとっての意義

通信事業者の最高財務責任者
（CFO）
は、規制
と競争の厳しい市場でコストを削減し最終利益
を改善できる方法を模索している。
ブロックチェー
ンはまさにそれを促進できる可能性がある。

コスト削減
ブロックチェーンは、仲介者が不要で、不正行
為を減らせるため、コストの大幅な削減に貢献
できる。例えば、ローミング決済コストは通信事
業者の営業利益の15%に達することがあり、そ
のほとんどはクリアリングハウスとローミング・
ソフトウェア・ソリューションに費やされている。
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ブロックチェーンを基礎としたソリューション
によって、ローミングのデータ交換をピアツーピ
ア（通信事業者間）で実装し、クリアリングハウ
スを排除し、エンドツーエンドのローミングソフ
トウェアのライセンス取得を排除することで、通
信事業者はコストの大幅な削減を見込める。

セキュリティの改善
CTOが抱える大きな課題のひとつは、システ
ムとデータのセキュリティにまつわる部分であ
る。セキュリティはブロックチェーンシステムの
中心命題の1つであり、したがってCTOにとって
も大いに意義がある。

レガシーシステムが余剰に
ブロックチェーンは、通信事業者の技術ラン
ドスケープの中核であるいくつかのレガシーシ
ステムを余剰にする可能性もある。例えば、
ほぼリアルタイムの決済
ローミング詐欺のシナリオでブロックチェーン
ほぼリアルタイムで顧客に課金できるため、 を使用すれば、不正行為管理システムを余剰に
CFOはキャッシュフローをよりタイムリーに確 するか、少なくとも重要性を下げることになる
認できるだろう。現状で世界全体の売上損失の だろう。
うち108億米ドルを占めるローミング詐欺など
の不正行為を、決済の迅速化によって大幅に減
らすことができる。
CMOにとっての意義
最高マーケティング責任者（CMO）は、主に
信頼できるトランザクションの情報源の1つ
スマートコントラクトのモジュール化によって、
ブロックチェーン台帳は、さまざまな財務の これまでより迅速に新商品を市場に投入できる
情報源をそれぞれ異なるシステムで見つけて照 ことで恩恵を受けられるだろう。
合するのではなく、ほぼ全部のトランザクション
を確認できる単一の情報源をCFOに提供する。
例えば、事業者間でブロックチェーンに基づ
くローミング協定を結ぶことで、CMOは新しい
CTOにとっての意義
ローミングの商品とサービスをより迅速に投入
CTOは技術とビジネスの結節点に位置し、ブ できる。これは後にスマートコントラクトにコー
ロックチェーンが通信事業者に与える影響を最 ド化でき、課金はほぼ瞬時に行える。また、現状
も良く推し量れる立場の役員であるとともに、 では事業者が加入者のローミング利用の詳細
その採用を促進する責任を負うことになる。
を入 手するのに時 間 がかかるが、ブロック
チェーンによってローミングの詳細をより迅速
技術革新－
に収集でき、またこれによって、加入者のそれま
5Gの実現やIoTの適用例で示したように、ブ でのローミングのパターンを元に新しくカスタ
ロックチェーンの採用により、テクノロジーを革 マイズした商品を市場に導入するまでの時間を
新的な方法で市場に投入し提供する機会がも 短縮することが可能となる。
たらされる。
また、物理的 SIM の製造と流通のコストは
eSIMソリューションによって削除することがで
きる。

M2MでeSIMを使用すれば、CMOは消費者
との単一の契約に基づいて複数の機器による
統一的な商品（スマート家電やスマートウォッチ
など）を提供でき、そのため通信事業者はIoT市
場で主導的な役割を果たせる。

しかし、競争相手が存在する中で顧客に選ば
れるプロバイダとしての地位を固める上で、差
別化された顧客サービスとカスタマーエクスペ
リエンスの重要性も、eSIMによって同様に高ま
るだろう。

また、メッシュネットワークによって新しいビ
ジネスモデルが実現すれば、エコシステム内の
ほかのプレーヤーと強力なパートナーシップを
結ぶことで、CMOは独自の商品を加入者に提
供する機会を得ることもできる。

例えば通信事業者は、独占的なプライベート
接続のために、あるいは、ブロックチェーンを利
用できるその他の消費者やそのスマートコント
ラクトとアクセスノードを共有するために、何
セットもの消費者向けの特別なハードウェアを
提供し、そうすることで空きアクセス容量を直
接販売して、消費者と通信事業者にとっての金
銭的利益を実現できるだろう。
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メリット・課題・結論
これまで、ブロックチェーンが通信業界全体
で実にさまざまな用途を実現し、このテクノロ
ジーが通信事業者の事業モデルにかなりの影
響を与える可能性があることを見てきた。
この影響は、究極的には、通信事業者がユー
スケースの採用をどれだけ積極的に推進する
かに左右される。今後は、ブロックチェーンのメ
リットをさらに促進し、残る課題を克服する必
要がある。
メリット：
1. ブロックチェーンによってもたらされる信頼
性の向上によって、トランザクションと責任
が見える化されるため、各種パートナー間
の調整が改善される。その結果、第三者の
関与が不要となるため、コストを削減する
ことができる。

2. 異なるさまざまなシステム同士を連結する
必要がなく、単一の情報源でデータを確認
できる。また、すべてのトランザクション履
歴を台帳で確認できるため、信頼できる監
査証跡が作成できる。

3. ローミングや他のケースでスマートコントラ
クトを履行することによってほぼ瞬時に課
金できるため、売上保証を改善し不正行為
を減少させることができる。

課題：
1. ブロックチェーンはすべての履歴データを
保持するため、各ノードで確立されたブロッ
クチェーンの規模が持ちこたえられなくな
る可能性がある。代わりに、履歴データを
アーカイブする仕組みを検討する必要があ
る。現在これに関してブロックチェーン・エ
コシステムのさまざまなプレーヤーがいく
つかの代替案を検討中である。

2. 情報共有のために既存のデータ規格（構造

と伝送）に準拠することが最初のハードル
となり得る。

3. 協定をデジタルのスマートコントラクトとし
て履行するための明確な規制の枠組みを
策定する必要がある。

結論を言えば、上記で強調したように、通信
事業者の中核業務と周辺業務でブロックチェー
ンを採用することのメリットは数多い。通信事
業者は、現在と将来のビジネスモデルにおい
て、ブロックチェーンとそれが企業に付加価値
をもたらす可能性に関して長期的視野で考える
べきである。

大きな衝撃を与える可能性がある新技術が
いずれもそうであるように、ブロックチェーンの
採用にも課題はある。しかし、グローバルな金
4. 売上高と最終利益の両方を成長させる新 融機関の多くが（例えばR3コンソーシアムなど
しい方法を模索する通信事業者にとって、 で）現在行っているように、通信事業者もうまく
収益を生む新しいビジネスモデルを推進で 協力することでそうしたメリットを十分に実現で
きる可能性がある。
きるだろう。ばらばらな取組みではブロック
チェーンの潜在力が限られてしまう。なぜなら、
5. ブロックチェーンは台帳としての機能を果 多くのステークホルダー間の接点において仲介
たすことができる。例えばM2Mトランザク 者がいないこと、堅牢であること、信頼が必要
ションを記録できる、共通のプラットフォー であることが、真の価値をもたらすからである。
ムを基盤として、M2M経済が成長すると予 同様に、世界の多くのモバイル通信事業者の利
想される。
こうしてブロックチェーンはIoTエ 害を代表するGSMA などの組織も、業界内の
コシステムを実現する役割を果たせる。
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ブロックチェーンのユース―ケースを検討し推
進する上で、さらに積極的な役割を果たせるだ
ろう。

中でもOrangeやVerizonなどの企業は、シ
ナジーとユースケースをねらい、既にブロック
チェーン分野のスタートアップに投資を行って
いる。社内でユースケースのアイディアを研究
するプレーヤーもますます増えている。今こそ、
ブロックチェーンのメリットを十分に享受するた
めに、すべてのプレーヤーが足並みを揃え、技
術標準策定など、具体的なアプローチをとるべ
きである。
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