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ブロックチェーンは分散型台帳技術と言われ、当初はビットコインに代表されるようにFintech
領域の適用例が注目されていたが、最近では金融分野以外の活用事例やより多くのテストケース
のニュースを目にすることが増えてきている。いずれもブロックチェーンの持つ優位な特性である
「改ざんが困難」、「時系列の履歴を保持」、「検証の担保」、「ダウンタイムがない」等の堅牢性や信
頼性を活かしたものになっている。

2016年の経済産業省の発表によれば、ブロックチェーンが影響を及ぼす可能性のある潜在的
な国内市場規模は67兆円になるという予測もあり、より広い分野への応用が進むことが期待され
ている。しかし、ビットコイン以外の分野への応用については多くが概念検証（PoC）のフェーズに
あり、本格的なビジネスとして立ち上がるのはこれからという段階にある。
今後の社会やビジネスにブロックチェーンが応用されていく過程においては、ブロックチェーン

という新しく強大なインパクトを持つ技術を脅威として受け取るだけではなく、これまでの常識や
慣習では解決できなかった新しいビジネスモデルを生み出す基盤として、その可能性を捉えること
が必須になってくると考えられる。
特に本稿で取り上げるメディア業界では、デジタル化が広がりコンテンツの流通形態が多様化

する中で、IP（知的財産）等の収益化において様々な課題が生じている。これまでも一部ではDRM
（デジタル著作権管理）の導入などの対応策を打ってはきたものの、「コンテンツがいつでもどこで
も手に入る」世界が今後も加速度的に広がることで、広告市場の自由化に対するトラッキングの問
題なども含め、よりクリティカルなテーマが顕在化し、更なる対応が必要になると認識されている。
コンテンツ流通の主流がネット、とりわけ無料でアクセスできるメディアに移行しつつある現状は、
これまでの「一元管理」を前提としたメディアのビジネスモデルに大きなインパクトを与えており、そ
の観点から、ブロックチェーンがもたらす課題解決とパラダイムシフトについての検討がより重要に
なってくる。
本稿では、デジタルを主戦場としていくメディア業界のバリューチェーンにブロックチェーンがど

のようなインパクトを与える可能性があるか、具体的な適用例を通して考察している。また、それら
が現実となるときに市場の支配権がどのようにシフトする可能性があるのか、そのような可能性に
おいて各プレーヤー自身の課題（チャレンジ）、もしくは、解決すべき技術的な課題はどのようなも
のなのかといった点を検討している。
読者のみなさまは、ご自身の組織の視点でブロックチェーンに関連する様々な機会や脅威の可
能性を考察されていることと思うが、本稿が今後の事業展開や構造変革を検討される際の一助に
なれば、この上ない喜びである。

松永　鋭太郎
Matsunaga, Eitaro
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
執行役員

日本語版発刊に寄せて
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　これはとりわけメディア業界に当てはまる。
メディア業界は、コンテンツがどこでも手に入る
ようになり、やがて「コモディティ化」するという
傾向に強い影響を受けており、また知的財産
（IP）の海賊行為の蔓延に脅かされてきた。現
在、メディア利用者はさまざまなコンテンツに
無料でアクセスすることにすっかり慣れており、
利用者のほとんどはペイウォールの背後にある
「プレミアム」コンテンツの加入料の支払いをま
だ躊躇している。さらに、コンテンツは質を落と

すことなく簡単に複製し配布できるため、メディ
アのあらゆるセグメントがデジタル化にかなり
苦しめられてきた。これまでは、デジタル著作
権管理（DRM）システムを導入しても著作権侵
害を大きく減らすことはできなかった。それによ
る収益の取りこぼしは、会員制の見放題スト
リーミングや記事単位のマイクロペイメントと
いった新しい消費モデルで部分的に回復できた
にすぎない。

はじめに

 • 新しいマイクロペイメントベースの価格決定
モデルによって有料コンテンツが活性化される。

 • 断片化が進むコンテンツインベントリー（ブロ
グ、ニュースバイト、写真など）向けのマネタイ
ズの選択肢が登場する。

 • メディアの利用状況をコンテンツの各要素に
直接リンクできるため、広告予算をより正確
に的を絞って割り当てられるようになる。

 • 著作権侵害と海賊行為がほぼ不可能になる。

　ただし、テクノロジーとメカニズムはまだ初
期段階で進化の途上にあり、この規格が業界
全体で採用されるまでに、あと数年かかるはず
である。

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。多くの業界がブロックチェーン
の原理に基づく適用例、概念実証（PoC）、本格的なビジネス
での導入が近年急速に出現している中、ブロックチェーンの
コンセプトに期待と不安を抱いている。確実に言えるのは、
ブロックチェーンが既存のビジネスモデルを破壊するだけ
でなく、新たなビジネスモデルを実現する潜在的可能性が
あるということである。

ブロックチェーンベースのテクノロジーは、以下のような
現状の課題を解決する潜在的可能性を持つ。
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ブロックチェーンとは何か
　業界の具体的な話に進む前に、ブロック
チェーンとは何かを明確にしておこう。

　初のブロックチェーンのトランザクションは
2009年に中本哲史（サトシ・ナカモト）氏によっ
て作成された。もともと暗号通貨ビットコイン
の基礎技術として役立つよう考案されたこのテ
クノロジーは、それ以外にも無数の分野に応用
できる。ブロックチェーンによって中央機関の関
与なしでネットワーク内のトランザクションを決

「ブロックチェーンとは、トランザクションをほぼリアルタイム
で時系列に記録する、変更不可能な分散型デジタル台帳
である。台帳に次のトランザクションを追加するには、その
都度ネットワーク全参加者（ノードという）のコンセンサス
が必須であり、これによって、操作、エラー、データ品質の
管理を連続的に行う仕組みができあがる。」

済できるため、スピードが増し、トランザクショ
ンのコストを削減できる。

　基礎的プロセスをより良く理解するために、
ブロックチェーンの5つの主な特徴を押さえて
おこう。

図1：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

中央集中型 分散型
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分散型
　すべての記録の正確なコピーがブロック
チェーンで共有される。参加者はそれぞれ独立
して情報を検証できる。検証プロセスに中央機
関は必要ない。一つのノードに不具合があって
も残りのノードが動作を続けられ、可用性と信
頼性を保つ。

デジタル化
　ほぼ全種類の情報をデジタル形式で表現で
き、それを台帳の記載から参照できる。

コンセンサスベース
　ネットワークの参加者は、ブロックチェーンへ
のトランザクションの記録を共同で認証し承認
する。コンセンサスを得るにはさまざまな方法
がある。一般的に、トランザクションが正確であ
ることをネットワーク参加者の過半数が認めね
ばならず、ルールは状況に合わせて調整できる。

時系列の更新
　ブロックチェーンはタイムスタンプが永久的
に記録され、ブロック一つ一つが、チェーン内の
一つ前のブロックに保存されたデータを指し示
す。そのため、すべてのブロックが互いにリンク
している。

2

3

4

5
6

7

8

1分散型台帳

第三者の減少

不可逆・
監査可能

「トラストレス」な
運用

デジタル

ほぼ
リアルタイムの
更新

時系列・
タイムスタンプ
付き

暗号化による
封印

図2：ブロックチェーンの主な特徴



07

メディア業界におけるブロックチェーン | メディア業界の新たなゲームチェンジャー

暗号による秘密保護
　チェーン内に密閉されたブロックは、もはや
変更できない。削除、編集、複製が防止される
ことで、真のデジタル資産となる。

　こうしたブロックチェーンの多重・分散型プ
ロセスは、高レベルの堅牢性と信頼性につなが
る。ネットワークのすべての参加者がトランザク
ションの正確性を検証できる。トランザクション
の検証にはネットワークコンセンサスと暗号化
技術が使われる。そのため、信頼性は中央機関
や監査人によって外部から確立されるのではな
く、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。この記録保存方法では、次のブ
ロックが追加されると、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。

　比較的新しいが特にメディア企業にとって重
要になりそうなのが「スマートコントラクト」の
概念である。その実体は、ブロックチェーンに保
存された、特定の状況下で動作できるコン
ピューターコードである。

　時価総額で第2位のブロックチェーンネット
ワークであるイーサリアムは、分散型ブロック
チェーンネットワークで展開し履行できるスマー
トコントラクトの概念を導入した初のプラット
フォームであった。イーサリアムのプロトコルは
公開されているため、イーサリアムのブロック
チェーンネットワークにアクセスすれば、誰でも
各契約条件を閲覧できる。

　通常、トランザクションの作業は手動で行わ
れ、第三者による仲介が必要だが、スマートコ
ントラクトがあれば当事者間で自動的に行え
る。スマートコントラクト技術でプロセスがより
速く、より正確かつコスト効率的になる。

　スマートコントラクトは、信頼性の向上、トラ
ンザクション処理の迅速化、コスト削減、仲介
者を通した手作業による手続きの削減によっ
て、数多くの契約適用分野に恩恵をもたらす。
たとえば、IoT向けのスマートプロパティ、著作
権法、金融派生商品などが、合法的コンテンツ
の処理の効率化で恩恵を受けられる。

　以下に論じるメディア業界と音楽業界の適
用例はいずれも、信頼性が高く、改竄に強く、障
害に強いシステムを可能にする、これらのブ
ロックチェーン特有の性質に基づいている。
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　近年、メディアのバリューチェーンに沿って多
種多様なプレーヤーが見られるようになった。
コンテンツの第一の作成者であるアーティスト、
アグリゲーター、プラットフォームプロバイダの
ほか、（国やメディアの種類によって異なるが）
著作権料の支払いを扱う徴収機関などがある。

　ブロックチェーンの登場によって、この業界の
構造が大きく変わる可能性がある。ブロック
チェーン技術によって、コンテンツアグリゲー
ターやプラットフォームプロバイダや著作権料
徴収団体をかなりの程度回避できるようにな
る。そのため、市場支配力が著作権者に移って
いる。

　ブロックチェーン技術の用途の中にはまだ無
理のあるものもあり、さらなる技術の進歩が必

要だが、支払手段を中心とする適用例は既に
有効であることが分かっている。そのために、メ
ディアのバリューチェーンの一部は、新しいブ
ロックチェーンベースの支払いと契約という選
択肢によって既に脅かされている。これらは、価
格決定、広告、収益分配、著作権料の支払手続
きを根本的に変える可能性がある。

　料金や広告収入はもはや一元的に徴収する
必要がなくなった。支払いのトランザクションの
コストが下がり、あらかじめ定められたスマー
トコントラクトに従って収益の分配が自動化さ
れる。

　以下に示す5つの適用例は、メディアにとって
ブロックチェーンの概念がいかに強力かを考え
るきっかけとなるよう参考のために紹介する。

ブロックチェーンがメディアに与える影響

変革の時？

図3：メディアのバリューチェーンにおけるブロックチェーンの主な影響

※1 C2C：シーツーシー（消費者間取引）　※2 P2P：ピアツーピア

コンテンツ
制作

ブ
ロ
ッ
ク
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の
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響

企
業

コンテンツの
アグリゲーション 配信

メディアのバリューチェーン

ブロックチェーンによるディスラプション

有料コンテンツの新しい価格決定手段

アグリゲーターや配信業者を回避するコンテンツ

著作権料支払い（身元確認）

C2C※1／P2P※2コンテンツ共有のマネタイズ

国境なき有料コンテンツ消費

コンテンツブローカー

コンテンツ作成者

アグリゲーター／プラットフォームプロバイダ

徴収団体／興行権団体

消費
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図4：ブロックチェーンによる機会

※DRM：デジタル著作権管理

ブロックチェーンがもたらすメディアの機会

有料コンテンツの新しい
価格決定手段

マイクロペイメントが経済的に
効率的になり、デジタルコンテン
ツの違法コピーが難しくなるに
従い、新たな価格決定の機会が
生まれる

・ 低価格のコンテンツ（1ユーロ
未満）を販売者と購入者の間で
効率的に決済できる

アグリゲーターや配信業者を
回避するコンテンツ

C2C／P2Pコンテンツ共有の
マネタイズ支払われた著作権料の分配 国境なき有料コンテンツ消費

ブロックチェーンによって、リード
ジェネレーション（見込み客を獲得
するための活動）のリーチが把握
でき、釣り合いがとれるため、誰も
がマーケッターになれる

・ 広告市場の自由化
・ より正確な広告活動の実績
トラッキング

コンテンツの消費状況や利用状
況をブロックチェーンで把握し、
消費状況に基づく再生時間の正
確な分析が可能

・ 支払われた著作権料のほぼ
リアルタイムな分配
・ 不正確な見積に代わる手段

C2C／P2Pでのコンテンツの共
有と利用がブロックチェーンで透
明化され、マネタイズ可能に

・ 透明性があり「管理可能」な
P2Pトランザクション
・ 自動的な「リアルタイム」の課金

会員制有料コンテンツに対す
る国や地域ごとの制限とDRM※

の複雑さがブロックチェーンで
軽減

・ 著作権管理の簡素化
・ ブロックチェーンの認証により
消費状況を個人やユーザーに
直接リンク

重点分野

説明

メリット
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実現方法

ここまででブロックチェーン技術の概要と、メディア業界に
とっての具体的な影響について見てきた。続いて、ブロック
チェーンに基づく5つの適用例では、変革がまもなく現実と
なることを実感いただけるだろう。
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「私たちは、アーティストにとって驚くべき
時代にいる。革命が起ころうとしており、
その翌年には達成されようとしている。
それはアーティストに自分の音楽をどう
扱うかを自由にコントロールし、発言する
権利が与えられることだ。そしてその鍵は
ブロックチェーンなのだ。」
- イギリスのシンガーソングライター、イモージェン・ヒープ
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　消費者は個人的なコンテンツ体験を求めて
いる。既存のコンテンツポートフォリオ（テレビ、
新聞、ラジオなど）を補足するように、好みの
サービスで提供される動画ブログ、画像、個別
の記事、ニュース、短編動画の視聴を望んでお
り、音楽や動画のストリーミングサービスの成
功がこの傾向に拍車をかけている。

　「デジタル」のビジネスモデルにますます慣れ
てきた消費者は、一つの特定の新聞や（有料）テ
レビチャンネルに月額や年額のオンライン加入
料を支払うのではなく、「利用ごと」の支払いモ
デルを期待している。

　今後、利用1回当たりのトランザクション数が
増えれば、現状の課金システムや課金モデルの
トランザクションのコストにも直接的な影響が
及ぶだろう。トランザクションにコストがかかる
ため、低価格もしくは少バンドルのコンテンツ
は競争力と収益性を確保しながら販売するこ
とは難しかった。

　ブロックチェーンによってマイクロペイメント
が可能になれば、パブリッシャーは、こうした柔
軟性を求める消費者から収益をあげられるよ
うになる。ブロックチェーンの助けによって、個
別の記事などのコンテンツ一つ一つを、不釣り
合いなトランザクションコスト無しで、1ドル未
満のセント単位の価格で販売できるだろう。

マイクロペイメントが有料コンテンツを後押し
　ブロックチェーンによって、セント単位のマイ
クロペイメントすらコスト効率的になる。ビット
コインやイーサリアムなど現行の暗号通貨があ
れば、数セントの少額でもトランザクションが可
能となる。そのため、新聞記事1本の閲覧や1曲
のストリーミングの支払いといったセント単位
のコンテンツを購入できる。また、YouTube動
画など従来からの広告付きコンテンツも、それ
に代えて「広告なし」のコンテンツでマネタイズ
し、少額の料金を得ることができる。さらに、明
確に定められた所有権と、販売状況を追跡する
機能とを組み合わせれば、まったく新しい価格
決定モデルを構築できる。

　ブロックチェーンによって、小口コンテンツの
配信とマネタイズがはるかに容易となり一般的
になっている。著作権者は自分のコンテンツの
利用状況を追跡できるようになる。また、売上
が正確かつコスト効率的に計算・徴収され、そ
こから正当な取り分を受け取ることができる。

有料コンテンツの新たな 
価格決定方法

適用例①－

メリット

 • 支払いの意欲が増す。特に若いデジタ
ルネイティブは、定額の月額加入料金
を支払うより、自分の好きな曲に数セ
ント支払う方を好む。

 • 著作権の追跡の正確性、また著作権
者への割当額の決定やその後の著作
権料の分配の正確性が向上する。

 • コストのかかる契約のモニタリング
や、利益の複雑な分配が不要なため、
効率性が向上する。
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デジタルコンテンツへの影響
　ブロックチェーンは、メディア企業の人材配
置や料金体系の構成に大きな影響を与える。
例えば、ニュースサイトに掲載する記事をその
執筆者個人と直接リンクさせるといったことが
考えられる。こうして収益を分配すれば、有名
コラムニストの記事だけでなくフリーランス記
者の記事も同様に特集できる。幅広いコンテン
ツへのアクセスに割高な購読料を支払いたく

ない新しい顧客セグメントを引き寄せる、新た
な活字媒体の価格決定モデルが、マイクロペイ
メントによって可能となる。オンラインニュース
サイトをブロックチェーンで実現すれば、記事
単位で、つまり記事1本を読むごとにわずか数
セントといった少額を、読者に課金できるよう
になる。こうして、広告に神経質で、少額の支払
いを望むユーザーに、広告のないコンテンツを
提供できる。

課題

 • トランザクションが多い。ブロック
チェーンのノードに大量の過去データ
を保持する必要があるため、トランザ
クション量が膨大。

 • 共通のブロックチェーン規格に合意す
る必要がある。

 • 最初のユーザー登録が不可欠。ユー
ザーは登録を行い、支払情報を提供
して、クリック課金を有効にしなけれ
ばならない。

現状

パブリッシャー ユーザー
オンラインニュース

一ヶ月分の
購読料

ユーザー

将来

パブリッシャー
または執筆者

記事一本
（ブロックチェーンからの
データ、ブロックチェーン
で支払い）

図5：デジタルコンテンツのマイクロペイメント
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　有料コンテンツはますます勢いを増している
が、オンラインメディアのマネタイズは依然とし
て広告に大きく依存している。デジタルコンテン
ツに支払ってもいいという風潮がまだ広まって
いないため、今後10年間は広告ベースの配信
モデルが重要であり続けるだろう。これまでの
デジタル広告のエコシステムは複雑で、無数の

ステークホルダーが関与している。コンテンツ
作成者と広告を出稿しようとする企業との間に
は複数の仲介者が存在する。デジタルコンテン
ツの当の作成者が得る収益の取り分は、仲介
者が増えるほど小さくなる。ブログやユーザー
が作成したコンテンツなど新興のメディア資産
の場合、既存の広告プロセスが複雑なために
広告ベースのマネタイズが阻害されることもよ
く見られる。

ブロックチェーンが顧客関係を円滑化
　ブロックチェーンがあれば、大手メディア企
業から個人のブロガーまで、誰もが簡単に広告
収入を生み出せる。ブロックチェーンでコンテン
ツの利用状況を正確に追跡できるため、広告予
算を直接割り当てることも可能となる。ブロッ
クチェーンで実現できる新しいマイクロペイメン
トと組み合わせれば、コンテンツ作成者は自分
の顧客と直に関係を確立できる。極端な場合、
将来はアグリゲーターが陳腐化してしまうかも
しれない。

　アーティストは、ブロックチェーンに自分の曲
や動画のデジタルコピーを結びつけさえすれ
ば、レコードレーベルなどの仲介者なしで作品
をファンに直接販売できるようになる。さらに、
広告ベースでも有料コンテンツベースでも、音
楽ストリーミングからの収益を公平に分配でき
るようになる。ブロックチェーンがあれば利用
状況を簡単に追跡でき、関連料金を差し引ける
ため、アーティストは、望みさえすれば大手プ
ラットフォームプロバイダから独立して自分の曲
を販売できる。

アグリゲーターを回避する 
コンテンツ

適用例②－

現状

ユーザー

ユーザー

将来

制作者または
著作者

制作者または
著作者

アグリゲーター・
配信業者

広
告

広
告

図6：メディアと消費者の直接的なやり取り
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力関係のシフト
　アグリゲーターはすぐに時代遅れの存在に
なってしまうだろうか。おそらくそうではない。
なぜなら、メディア消費者は依然として新しい
コンテンツを発見する必要があるからである。
この先、コンテンツの収集と集積はメディアの
バリューチェーンの中でも重要な段階であり続
けるだろう。ただし、おそらくメディア業界の力
関係が再びアーティスト側に傾き、巨大プラット
フォームプロバイダの支配的役割は低下するだ
ろう。大規模広告ネットワークのビジネスモデ
ルも危機に瀕している。ブロックチェーンの時
代には、広告予算の分配額を直接算出し課金
できる。広告スペースの定額販売は終わりを迎
えるだろう。

アグリゲーターはポジショニングの変更が必要
　概して、ブロックチェーンはメディア業界とデ
ジタル広告業界の大きな革命児と言える。CEO
は新時代に向けて自社のポジショニングを変え
る必要があるかもしれない。メディアのビジネ
スモデルを新たな力関係に合わせて調整しな
ければならない。アグリゲーターは公平な課金
モデルによってコンテンツ制作者の要求に素早
く応えることができる。そうすれば、アグリゲー
ターはブロックチェーン時代でも公平なパート
ナーと見なされるようになる。スマートな検索
機能とレコメンド機能があれば、中期的にプ
ラットフォームプロバイダの存在意義が確保さ
れるだろう。

課題

 • コンテンツアグリゲーターと広告ネッ
トワークが、メディア世界で市場にお
ける支配的地位を失う可能性が高い。

 • コンテンツのマネタイズがさらに民主
化され、参入のハードルが消える可能
性がある。

メリット

 • ブロックチェーンがあれば、ファンと
アーティストが直に顧客関係を結べる。

 • マーケティングの実績とインパクトを
より正確に計測できる。

 • メディアと広告が作る既存の複雑なエ
コシステムがシンプルで明瞭になる。
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の支払い方法や、受け取る権利を持つ当事者
間での売上収益の分配方法を定めたスマート
コントラクトの形で、指示を保存することもでき
る。できれば、ブロックチェーンベースの仕組み
を埋め込み、これによってストリーミングサービ
ス、ラジオ局、テレビなどでの利用状況を追跡
し、自動的にクレジットを加算したり、各著作権
者に実際に支払ったりすることが望ましい。

　現在、支払われた著作権料の分配は、アー
ティスト、制作者、音楽出版社の間の複数契約
に基づいて行われている。例えば、ある曲がテ
レビやラジオやイベントで演奏されたり、オンラ
インでストリーミングされたりすると、著作権者
は支払われた著作権料を契約で定められた割
合で受け取るはずである。これが確実に行われ
るように、全国的な著作権料徴収機関が著作
権者に代わって徴収プラットフォームとなり、受
け取る権利を持つ当事者に報酬を支払う。

　しかし、契約が複雑なため決済業務が複雑
化し、これが収益の不透明性（ブラックボックス
化）につながる。支払われた著作権料をこうし
た形で分配する場合、その取り分は音楽の消費
量に関連しているが、消費量を著作権者に（ま
だ）リンクさせることはできない。結婚式の曲
目、店内で流す音楽、YouTube動画で使用さ
れる音楽などがこれに該当する。現在、徴収機
関は放送実績データを収集し、それに比例する
分配率で著作権料を計算するが、著作権者と
は直接関連付けられていない。その結果、分配
される著作権料は代理の数値でしかなくなる。
例えば、自分の実績データが数件しかない無名
のアーティストは、著作権料全体のうち公平な
取り分を報酬として得られない可能性がある。

ブロックチェーンで透明性のある
著作権料分配が可能に
　ブロックチェーンの助けがあれば、著作権料
分配の効率性と透明性が改善されるだろう。例
えば、オリジナルのデジタル音楽ファイルが入っ
た音楽ディレクトリに、コンテンツの制作に関与
した人々のすべての必要な身元情報を関連付
けることができる。また、アーティストへの報酬

支払われた著作権料の 
分配

適用例③－

課題

 • すべての音楽消費チャネルでの「トラ
ンザクション」（放送、ストリーミング、
クラブでのローテーションなど）の数
が多いため、大量の過去データをブ
ロックチェーンのノードに保存しなけ
ればならない。

 • 関連する多くの参加者間で共通のブ
ロックチェーンプラットフォームと相互
運用可能なブロックチェーン規格に
合意する必要がある。

 • 市場参加者が徴収団体を信頼できる
第三者とみなさない可能性がある。

メリット

 • スマートコントラクトに基づき、利用状
況に応じて、支払われた著作権料をほ
ぼリアルタイムで正確に割当・分配－
ブラックボックスがなくなる。

 • コスト効率性－ブロックチェーンですべ
ての消費・利用状況を追跡できるため、
コストのかかる音楽利用状況の追跡・
モニタリングシステムが不要。

 • 徴収団体の新たな役割－ブロック
チェーン・プラットフォーム・プロバイダ。
また、信頼できる第三者としてスマート
コントラクトの詳細を検証。
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徴収団体にとっての機会と脅威
　徴収団体はブロックチェーンを使って、音楽
著作権のためのパーミッションド・ブロック
チェーン・エコシステムを作れるだろう。業界団
体は、関与する当事者間の幅広いコンセンサス
に基づいて「門番」の役割を担い、クローズドな
エコシステムへのアクセスの可否を判断する。
さらに、徴収団体は一般にドメスティックに一
国から数カ国程度を対象として活動している
が、ブロックチェーンを使えば新たな市場に参
入できるだろう。なぜなら、例えば商業目的で
音楽を流すラジオ局や放送局などの当事者が
使用する既存の計算や支払いの仕組みが、ス
マートコントラクトの導入によって廃れる可能
性があるからである。別のシナリオでは、従来
型の徴収機関にもブロックチェーンは脅威とな
り得る。徴収機関はこれまで、著作権で保護さ
れた音楽を動画の中で違法に使用するユー
チューバーなど、料金を支払わない一部の商業
利用者や、著作権料の支払い義務が発生した
イベントDJなどを「追い回して」きた。ブロック
チェーンがあれば、曲の再生を1回ごとに認識
し、数え上げ、著作権料の金額を追跡し、特定
のユーザーに割り当てることができる。著作権
料を徴収し分配するという徴収機関の役割はす
ぐに廃れるかもしれない。ブロックチェーンベー
スのスマートコントラクトに業務を取って代わら
れるからである。

　要するに、徴収団体は、ビジネスモデルをこ
れに合わせていかに調整するか、世界規模の
魅力的なパーミッションド・ブロックチェーン・
エコシステムをいかに構築するかを、直ちに考
え始めなければならないのである。

現状

アーティ
スト

音楽
出版社

アグリ
ゲーター 配信業者 ユーザー

配信業者 ユーザー
アーティ
スト

共有
ブロックチェーン

将来

図7：著作権料の分配で考えられる変化
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　ブロックチェーンには、コンテンツの著作権
者がC2C（消費者間）販売を活用してさらなる
収益源を確保できる可能性がある。

　そもそもピア・ツー・ピア（P2P）のコンテンツ
共有という考え方は新しくはないが、音楽制作
者や映画・テレビ制作者にとって深刻な脅威で
あり続けてきた。実際の（メディア）ファイル交換
回数とファイルを交換するユーザーの数が多す
ぎるため、ピア・ツー・ピア・ネットワークとそこ
でのファイル交換はほぼ制御不可能である。

　例えば、ある加入者が、未加入の友人が見た
がっている番組をDVDに焼く。未加入の誰かに
そのDVDを譲渡または販売することは理論的
には違法だが、すっかり慣習化している。

　ファイル交換を合法化し、トランザクションと
コンテンツをマネタイズする試みもあったが、顧
客の関心と同意を得られず挫折した。また、ス
トリーミングメディアが成功したため、Napster
などのプラットフォームは、固定料金制の聴き
放題/見放題ストリーミングサービスへとビジネ
スモデルを変更した。

　にもかかわらず、違法なファイル共有はメ
ディア企業にとって大きな問題であり続けてい
るが、一方でブロックチェーンはこの問題を解
決する可能性がある。ブロックチェーンがあれ
ば、コンテンツ所有者は個別の曲や映画の消
費状況と利用数を完全にコントロールし見通す
ことができる。そのため、海賊行為や著作権侵
害はほぼ不可能である。さらに、ブロックチェー
ンは透明性があるため、コンテンツ所有者は
P2Pのコンテンツ配布を「コントロール」でき、
従って、コンテンツのC2Cマーケティングなど新

しいビジネスモデルを構築できる。例えば、購
読者はコンテンツ所有者のブロックチェーンの
コンテンツにアクセスでき、それを友人と共有
できるようになる。そして購読者は、自分たちが
共有した特定のコンテンツの料金を直接課金

される。そうすれば、有料コンテンツをユーザー
間で簡単かつ合法的に共有でき、アグリゲー
ターと著作権者の新たな収益源となる。物理的
資産をブロックチェーンで許可すれば、同じ論
理で物理的コピーも消費者間で共有できる。

セキュアで透明性のある
C2C販売

適用例④－

配信業者

配信業者

ユーザー

違法コピー

直接購入

ユーザー
ユーザーの
ブロックチェーン

ユーザーの友人

ユーザーの友人

現状

将来

図8：セキュアで追跡可能なC2C／P2Pのコンテンツ共有
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アグリゲーターに 
とっての課題
　C2Cトランザクションに参加する場合
でも、メディアアグリゲーター（例えば放
送事業者や音楽ストリーミング事業者
など）はコンテンツのマーケティングで
一定の役割を果たすだろう。にもかかわ
らず、ブロックチェーンの「民主化」効果
で長期的には市場ダイナミクスが変化
すると予想される。コンテンツ所有者が
ブロックチェーン経由でマネタイズとリ
アルタイム課金を行えるようになるた
め、アグリゲーターの役割は、新しいコ
ンテンツを見つけるためのキュレーショ
ン・発掘機能をもつプラットフォームへ
と移行し、「門番」としての役割は失われ
るだろう。

コンテンツ所有者に 
とってのメリット
　コンテンツ所有者は、ブロックチェー
ンに記録されたすべての著作権資産を
完全に活用し、管理し、マネタイズでき
る。さらに、信頼できる第三者としての
徴収団体を通してブロックチェーンの詳
細が透明化されるため、違法なファイル
共有など著作権侵害は不可能となる。

消費者に 
とってのメリット

 • ブロックチェーンは特定のコンテンツ
の利用状況をすべて記録し、リアルタ
イムかつ完全な透明性を持つ消費量
ベースの価格決定メカニズムを可能
とする。消費者は月額料金を前払いす
る必要がなく、実際に使用した分だけ
が消費者に課金される。

 • ブロックチェーンではトランザクション
のコストが非常に低いため、消費量
ベースのビジネスモデルをマイクロペ
イメントにも適用できる。
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　最後の適用例は、有料コンテンツサービス
（有料テレビ、VoD、ストリーミングサービスな
ど）のユーザーの多くが過去に体験したことの
ある状況を扱う。購読者は、出張や休暇旅行な
どで別の国や地域にいる時、加入したサービス
のコンテンツに以下の理由でアクセス出来ない
のである。

 • コンテンツのライセンスは通常国ごとに販売
されるため、ほかの国や地域からのアクセス
はライセンサーによって禁じられている。

 • それに加え、DRMシステムは異なる国同士
で継ぎ目なく統合されているわけではない。
そのため、それぞれの国の加入権や加入パッ
ケージは他国では利用できない。

　にもかかわらず、各事業者は、コンテンツの
加入権とアクセスが特定の国や地域に限定さ
れないモデルを次々に展開しようとしている。し
かし、これを実現するには、アグリゲーターがす
べての地域で権利を取得し、かつDRMシステ
ムが統合されていなければならない。DRMが
さらに発展すれば、複数国でのアクセスなど複

雑な状況に対応できるようになるため、ブロッ
クチェーンが技術的な前提条件というわけでは
ない。

　とはいえ、ブロックチェーンはDRMシステム
を時代遅れにし、あるいは少なくともその複雑
性を緩和する可能性がある。なぜなら、すべて
のトランザクションや消費状況をブロックチェー
ンで追跡でき、ユーザーに直接リンクできるか
らである。支払いは、コンテンツのスマートコン
トラクトの基本契約条件に従って自動的に開始
される。

国境なき有料コンテンツ 
消費

適用例⑤－

課題

 • 現在導入されているDRMシステムと
課金システムから複数国アクセスへ
の移行、ブロックチェーン機能の統合
は複雑性を伴う。

 • コンテンツ所有者が自分の知的財産
を消費者に直接販売できるようにな
るため、各事業者のアグリゲーターと
しての役割が廃れる可能性がある。

メリット

 • 異なる地域間でシームレスな加入モ
デルを利用できるため、カスタマーエ
クスペリエンスが改善。

 • より複雑性の低いリアルタイムな課金。

 • スマートコントラクトによる、透明性の
ある「自動実行」の著作権管理。

図9：有料コンテンツへの海外からのアクセス
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　端的に言えば、メディア業界にとってのブロッ
クチェーンの潜在的メリットは、主に支払トラン
ザクションと著作権追跡に関連している。これ
から起こりうる応用と技術革新の影響は広範
囲に及ぶだろう。コンテンツ作成者は作品の再
生時間を追跡できるようになり、著作権料と広
告収入は消費量に基づいて正確かつタイム
リーに分配できるようになり、1ドルに満たない
低額のコンテンツでも効率的に購入できるよう
になるだろう。

　ただし、本稿の適用例の実現を阻む根本的
課題と技術的困難がいくつか存在する。

 • ブロックチェーンの技術とプラットフォームの
信頼性。

 • 市場参加者の入れ替わりが激しいため、ブ
ロックチェーンのプラットフォームと規格が不
透明。

 • 日常的環境でのブロックチェーン技術の使い
やすさと適用範囲。

 • プラットフォームと各種規格の相互運用性を
確保する必要性。

　さらに、「トランザクション」が大量であるため、
ブロックチェーンのノードに保存される過去デー
タの量がたちまち扱いきれなくなる恐れがある。

　結論として、メディア企業は、ブロックチェー
ンの応用方法とそれが業界全体に与える潜在
的影響を検討する必要がある。例えば、有料コ
ンテンツ向けのマイクロペイメントベースの価
格決定方法、コンテンツがアグリゲーターを回
避することによる市場での力関係の変化、著作
権料の分配方法の改善などが挙げられる。

　迅速かつ適切な対策を確実に取るために、
既存の事業がどのような影響を受けるかを一
つ一つ直ちに検討することが推奨される。さら
に、ブロックチェーンがもたらす機会のうち、ど
れが今後のビジネス戦略の基礎的要素となり
得るかを、急いで見極めていくべきである。

メリット・課題・結論

コンテンツ作成者のための
マイクロペイメント

配信業者がアーティストへの
少額の支払いを検討

アーティストが自分の作品を
販売する場合、消費者に直接
課金

有料コンテンツへの複数国
からのアクセスが可能になり、
カスタマーエクスペリエンス
を向上

すべてのトランザクションで
リアルタイム課金が可能に

DRMの複雑性を緩和

よりスマートかつ透明性の
ある形で契約関係を再構築

即時のトランザクションと、
著作権料や収益の自動的な
分配が可能に

トランザクションのコストが非
常に低いため、低価格コンテ
ンツのマネタイズが可能に

消費者が低価格の「広告なし」
コンテンツを選択可能に

アグリゲーターの
回避が可能 スマートコントラクト DRMと課金の複雑性を緩和

メディア企業が検討すべき主な事項

図10：メディア企業が考慮すべき点
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