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単一のブロックチェーンから
複合型ブロックチェーンへ

ブロックチェーンの広範な適用と統合が現実的に

ブロックチェーン技術は概念実証の段階から実用段階へと移り、先進企業は範囲・
規模・複雑性を増大させた事例を模索するなど、
より広範な適用に向けて着実に進ん
でいる。特に、
イニシャルコインオファリングやスマートコントラクトは、
ブロックチェー
ンのエコシステムの中でより多くの活用方法が模索され、多様性を持ちつつある。
今こ
そ、企業は将来のブロックチェーン戦略を推進する技術、
スキル、
プラットフォームを標
準化すべき時であり、ビジネスコンソーシアムへの参画を決断する時である。
さらに、
企業はバリューチェーン全体の中で複数のブロックチェーンの統合、調整を行う次世
代のブロックチェーンの在り方を見据えておく必要がある。

ビ

ットコインがメディアで騒ぎ立てられていた

介業者が担ってきたゲートキーパーとしての役割がブ

ロックチェーンに取って代わられることにつながる2。

数年前に、先見の明のある技術者やビジネ

当時はブロックチェーンの活用に対する事例はほ

スリーダーは、物語の本質がSilk Roadや

とんど検証されていなかったが、
ブロックチェーンはビ

Mt.Gox社のスキャンダルではなく、ビットコインの中

ジネスだけでなく、社会全体にとっての大きな可能性

核技術であるブロックチェーンにあることを見抜いて

を持っているという考えが徐々に注目され始めてきた。

いた。彼らは、
この分散型台帳プラットフォームが、驚

今日では、
ブロックチェーンは再びニュースに取り上げ

異的かつ破壊的な可能性を秘めていることを認識し

ていた。例えば、公共および民間の組織は、情報を選

られ、産業界を横断する広大なエコシステムを形成し

デジタルの契約を結んだりすることが可能である 。個

てその活用方法が模索されている。

択的かつ安全に他者と共有したり、資産を交換したり、
1

人においては、自身の財務情報や医療情報、法的な記

始めている。
ブロックチェーンは各地域や業界におい
以下のような事例がある。

録をブロックチェーンにより管理することができ、最終

• ヨーロッパ最大の港であるロッテルダムにおいて

的には銀行、信用情報機関、
その他の従来からある仲

は、ロッテルダム港湾公社がサプライチェーンにお
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けるブロックチェーンの活用を探るための研究所

現在のところ、
ブロックチェーンは技術普及の過程

を立ち上げた 。

上の「過度の期待」を超えた段階に過ぎず、多くの人々

3

• 北アメリカおよびヨーロッパの電力会社では、
エネ

の感覚に反して、実際の大規模な適用には時間と労

ルギー先物取引や電気自動車の充電ステーション

力がかかることが想定される。
しかし、今後ブロックチ

での課金管理にブロックチェーンを使用している4。

ェーンの適用が進展すると、企業戦略や求められるス

理する機会をユーザに与えることで既存のソーシ

だろう。
また、現在、貿易や金融、国際送金、再保険な

• ブロックチェーンは、画像やコンテンツを所有し、管

キルセットにブロックチェーンが含まれるようになる

ャルメディアの破壊者となっている 。

どの分野で現れてきている先駆的な事例にもブロック

5

チェーンが埋め込まれるようになってくると考えられる。

• Enterprise Ethereum Alliance、Hyperledger

今後、数ヶ月の間にこれらの部門が先導することにより、

Project、R3、B3iなどのブロックチェーンコンソーシ

アムは、数多くのエンタープライズブロックチェーン

ブロックチェーンの未来は切り開かれていくだろう。

より実用に近い概念実証が実施され、産業界がブ

商業化への道筋

ソリューションを開発している。

ロックチェーンの規模や範囲の増大に向けた多様なア

どの業界であるかに拘らず、商業化への明確な道

プローチを経験するにつれて、活用事例は着実に増加

筋を持つ事例は、実用化に向けたチャンスを得られる

してきている。
ブロックチェーンの適用を広げる道筋は

機会が多い。なぜなら、
ステークホルダーや意思決定

実によく整備されてきており、ガートナー社は、2025年

者は、
「潜在的なROI」
という言葉により、得体のしれな

までにブロックチェーンによる付加価値額が1,760億ド
ルにまで拡大すると予測している6。

い技術概念を、大きなビジネスチャンスであると無意

しかし、注意すべき問題がいくつかある。今日のマー

識に変換してしまうからである。

ケットにおいて、
プラットフォームやプロトコルは普及

そのような事例や概念実証に利用可能なリソース

してきたが、単一のソリューションとしての明らかな勝

を集中させることで、CIOはステークホルダーやパート

者は出てきていない。
したがって、技術面またはプロセ

ス面での標準は依然として存在していない状況である。
同様に、運用の縦割りにより、
ブロックチェーン関連の

ビジネス計画を立てたり、大規模な適用のためにエコ

ナーに対して明確なインセンティブを提供し、個々のブ

ロックチェーンソリューションにおけるROIを向上させ、
収益拡大やコスト削減の機会を潜在的に作り出して

いる。見方によれば、彼らはプロジェクト目標の洗練や、

システム上のパートナーと協業したりすることが困難

タイムラインの設定、突出した人材の募集のために、
ブ

になっている。

ロックチェーンの開発戦略を正当化している。

ブロックチェーンの最新の動向を見ると、今後1年

半～2年の間に、多くの企業がこれらの問題を克服し、
当初の事例や概念実証を実用に移していくと考えられ

る。
これを達成するための戦術は、業界や独自のニーズ

以下の質問に答えることにより、CIOはブロックチ

ェーンの事例の商業的可能性を評価することができる。
• この事例は、今後5年間に組織の戦略目標の達成
にどのように貢献するのか。

によって異なるかもしれないが、
それらの多くは、最新

• 導入ロードマップはどのようなものか。
さらに、事

のブロックチェーンのトレンドを象徴する三つのアプ

例の商業化やROI最大化のためにロードマップを

ローチを取り入れているだろう。

どのように設計することができるか。

• 商業化への明確な道筋を持つ事例へのブロックチ

• この商業化戦略を推進するためには、どのような

• 技術、ビジネスプロセス、およびスキルセットの標

経験をもった人材を見つけることができるか。

ェーン開発リソースの集中

スキルセットが必要か。技術的な知見と商業化の

準化の推進

• IT部門はビジネス価値をもたらす概念実証を実施

• バリューチェーン内の複数のブロックチェーンの統

するために部門全体（や外部のコンソーシアムの

合と調整

パートナー）と協力する準備ができているか。
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最後に留意しておくべきポイントがある。
ブロックチ

ェーンの事例は、業界特有のものである必要はなく、
広範な商業的可能性を持つ必要もない。今後数ヶ月で、

ブロックチェーンが広範く適用されるにつれて、組織固

ルガン・チェース社は分散型台帳技術（DLT）を発展さ
せるために世界中から技術者を招き協業している7。

標準化の取組みは各IT企業のブロックチェーン開

発に影響を与えるため、必ずしもこの戦略に倣う必要

はない。
しかし、CIOは普遍的な標準化を待つのでは

有の問題に対応するための特別なアプリケーションに

なく、業界の標準化を推進するべきである。例えば、外

焦点を当てた事例が増えていくことが想定される。
こ

部のエコシステムとの連携を推進することで、標準化

れらの事例が将来の潜在的な収益機会を秘めている

に向けた協議に参画することができ、ベストプラクティ

なら、なおさら良い。

スに関する情報交換を行うこともできる。
また、社内向

けにCIOは、
組織が取組むエコシステムの標準化を推し

次のステップ、
それは標準化

進めなければならない。
最後に、
多くの組織では、
データ

管理やプロセス標準がすでに存在しているため、一か

ブロックチェーンの事例は、スコープや規模、複雑

ら再開発する必要はなく、既存の標準を活用しながら

性を増してきており、技術やプラットフォーム、
スキルセ

ブロックチェーンソリューションを適用すべきである。

ットの標準化が日増しに求められるようになってきて

いる。
以下のような標準化のメリットについて考えよう。
• 企業はブロックチェーンによるソリューションを共
有し、開発について協業できるようになる。

• 標準化された技術は、時間の経過とともに進化す

バリューチェーンにおける
複数のブロックチェーンの統合

将来的には、企業間、業界間におけるブロックチ

る。一からすべてを置き換えて構築するよりも、標
準化された技術を活用する方が効率的である。

ェーンソリューションは統合し、
デジタル資産を互いに

念実証を実施することができる。
同様に、本番に適

ェーンのエコシステムの多様性と規模を活かした事例

体でこれらの標準を拡張することができる。

ある。
ブロックチェーンのエコシステム内でパートナーシ

シームレスに共有できるようになるだろう。
ブロックチ

• 各企業は一般に受け入れられた標準を用いて概

を持つ組織にとって、統合による潜在的利点は明白で

用されるブロックチェーンの規模に応じて、組織全

ップを増やすことで、
より大きな価値がもたらされ、
ブ

• 開発者などIT関係者は、複数のプロトコル、
または

ロックチェーンによるROIを向上できる。同様に、相互

プラットフォームで開発を行い基礎的な知見を習

運用性を実現することにより、ブロックチェーンソリ

得するのではなく、一つまたは二つの優れたブロッ

ューションをカスタマイズし拡張することができる。

クチェーンプロトコルで開発することで、
より深い

残念なことに、多くの技術的な課題がブロックチ

知見を身に着けることができる。

ェーンの統合を妨げている。例えば、Hyperledger

FabricとEthereumはプロトコルが異なるため簡単に

しかし残念ながら、
ブロックチェーンには現在のとこ

統合できない。
それらは全く異なるエンタープライズシ

ろ包括的な技術標準はなく、さまざまな事例に対して

ステムとしてとらえられる。
これらの二つのシステム間

すぐに標準化が実現できると考えるのは現実的ではな

い。
このことはCIOに対して「競合他社によって標準が

で情報を共有するためには、統合レイヤを作成する

きか。
」
といった大きな疑問を提起するだろう。

標準化するべきだろう。

か（多大な労力が必要）、あるいは一つのプロトコルに

定義されるのを待つか。
それとも自ら基準を定義すべ

金融業界の巨人であるJPモルガン・チェース社には、

同業他社がブロックチェーンの技術標準を策定してい

技術的課題が解決されても、
二つのブロックチェーン

を接続することは二つのネットワークを接続させるこ

るのを傍観するという選択肢はなかった。JPモルガン・

とよりはるかに困難である。
なぜなら、
ブロックチェーン

のエンタープライズ対応の分散型台帳とスマートコン

の共有ネットワークを接続しようとするからである。
一つ

チェース社は2017年に金融業界向けにオープンソース

の統合は、
これまで情報のやりとりをしてこなかった二つ

のブロックチェーンから別のブロックチェーンにデジタ

トラクトプラットフォームであるQuorumを立ち上げ

ル化された情報を転送する際には、過去すべてのトラ

た。Quorumのユニークな設計は進行中であり、JPモ
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ンザクションの最初のブロックチェーンの値セットも転

ロトコルの開発に取組んでいる。
こうした取組みは継

査性を維持するために、データパケットが両方のブロ

き、標準が出現するだろう。
同様に、相互運用可能な技

ある。

信を広く利用できるようにする新しいプロトコルが登

アムは、ブロックチェーンを構成する技術標準を確立

ソーシアムのモデルと同じソリューションとプロトコル

送できなければならない。
また、データの整合性と監

続され、
やがて多様なプロトコルは徐々に収束してい

ックチェーン内の同じ情報を指していることが必要で

術は最終的に成熟し、
さまざまなテクノロジー間の通

現在、Hyperledger Foundationなどのコンソーシ

場するだろう。各企業は多くの参加者から成るコン

し、デジタル化された情報を交換するために必要なプ

を導入すべきである（統合における課題が解決され

図1. ブロックチェーン導入のロードマップ
ブロックチェーン
の適切な活用ケー
スを知る

事例

インタラクティブ
に概念実証を
実施する

アジャイル
ワークフロー
のフェーズ

スケール
事業モデルと
ガバナンスを
構想する

ブロックチェーン
の長所を十分に
活用できているか
評価する

評価フレーム
ワークに従って
事例の優先順位
を付け選択する

実行性の観点：期待する効果が得られるか
実現性の観点：導入を完遂する技量があるか
望ましさの観点：ビジネスとの連携が可能か

事例の評価
フレームワーク

目的・価値を確認
し、
新たな課題を
特定する

ビジネス機会に
なり得るケースを
洗い出す

既存コンソーシアム
への参加もしくは
立ち上げ、
エコシス
テムを拡張する

コンソーシアム
の成功要因

ブロックチェーン
の技術スタックを
選択する

要件定義

本番環境で
ブロックチェーン
ソリューションを
施行する

会員

システム構造を
構想する

設計

ロールアウトの
戦略および既存
システムとの連携
を構想する

ガバナンス

Source: Deloitte analysis.

最小限で実現可能
なエコシステムを
定義する

構築 レビュー

リーダーシップ

資金調達

概念実証

技術スタックを
産業化し、
必要に
応じて規制当局と
もかかわる
事業構造を
組織化する
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れば、共通のプロセスと標準を共有するコンソーシア

からB点に資産を移動させる。
B地点では、車から列車

ンとプロトコルは、
デジタル化された情報をブロックチ

する。このようなプロセスは洗練されているとは言い

でもある。
このようなプロセスを考えてみよう。
車でA点

ができるだろう。

ムは競争上の優位性を享受できる）。
そのソリューショ

に資産を転送する。列車は最終目的地のC点まで移動

ェーン間で移動させることを可能にするブリッジ技術

難いが、ビジネスにおいて望しい結果を提供すること
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よくある誤解と真実

今日、ブロックチェーンほど誤解されている技術はないと言っても過言ではない。インターネット検索では、
「ブロックチェーンとは何か」や「誰でも分かるブロックチェーン」などのタイトルの記事が豊富に得られるこ
とから、多くの人にとって分散型台帳、
プロトコル、
コンソーシアムの世界は不透明なままであることが示唆さ
れる。
この点を念頭に置いて、
ブロックチェーンと企業における可用性について、いくつかの誤解を正す必要が
ある。
誤解：組織がソリューションを採用する前に、
必ず標準化が行われていなければならない。

真実：包括的なブロックチェーンの技術標準はなく、
またこのような基準をすぐに確立することを考えることも
非現実的といえる。
一方で、国境を越えた取引やスマートコントラクトなど、特定の用途にはいくつかの技術的
およびビジネス上の標準がある。
こうした一部の事例をベースに築いた標準は存在するが、汎用的には受け
入れられない。
つまりは、
ブロックチェーンソリューションの採用を検討する際は、普遍的な標準が確立される
ことを待つ必要はないことを意味している。

誤解：量子コンピューティングがブロックチェーンを完全に無効にする、という記事を読んだことがある。
それが本当であれば、なぜブロックチェーンに頭を悩ませなければいけないのだろうか。

真実：上記の内容は可能性はあるものの、現実では決して起きないだろう。
量子コンピューティングは、暗号化
方式の解読に使用するための膨大な計算能力を提供できる。
また、暗号学者による、
より強力な暗号化アルゴ
リズムの生成を支援することも可能と考えられる。
どちらのケースにおいても、
ブロックチェーン技術は、量子
暗号へ対応して進化し続けるだろう。
誤解：ブロックチェーンは無償である。

真実：そうではない。ほとんどのブロックチェーンコードはオープンソースであり、低コストのハードウエアと
パブリッククラウドで動作している。
ブロックチェーンを既存の環境に完全に統合するためには、
リソースと
専門知識が必要であり、
これらは安価なものではない。
さらに、新しいブロックチェーンベースのビジネス
プラットフォームをサポートすることは無料ではない。
ブロックチェーンの技術は、ユーザがシステムとツール
を操作する必要があるため、ITの保守とサポートも必要である。
また、
ブロックチェーンプラットフォームは
新技術であるため、現在のプラットフォームと並行して実装されるケースが考えられ、一時的にコストが掛
かる可能性がある。
つまりブロックチェーンの適用は無償とは言えない。
ブロックチェーン技術の採用による
実際のコストを把握するためには、
コスト削減効果以外に得られる付加価値を特定し把握する必要がある。
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最前線からの学び
ロックチェーンプラットフォームは、
すでに互いに通信

チェーンの統合

しているシステムのアーキテクチャに組込むことができ

lianz社は、より効率的なサービス提供、作業の合理化、

ロトタイプを十分に拡張して、
グローバル企業のニーズ

るのか。
ブロックチェーンの契約管理システムの設計は、

2016年10月、世界的な保険・資産運用会社のAl-

従来の設計とどのように異なるのか。また、既存のプ

監査取引の容易性向上に向けて、保険会社・再保険

を満たすことも可能なのか。

すための組織を組成した 。

ブと同様に、Allianz社のブロックチェーンイニシアティ

ある。
」
と、Allianz社のhead of group enterprise ar-

している。
それは複数のブロックチェーンを一つのバリ

会社数社とともにブロックチェーンの活用機会を見出

他の業界で進行中のブロックチェーンイニシアティ

8

「ブロックチェーンは、少々難解な新テクノロジーで

ブによってより広範なビジネス機会がもたらされようと

ューチェーンに統合し組織化することである。現状では、

chitectureであるMichael Eitelweinは述べている。

「ブロックチェーンが共有の概念であることを理解する

コンソーシアムの当事者全員が同一の共有台帳技術

ことが、各社が共同でブロックチェーンに取組み、理解

と標準を使用する場合にのみ、デジタルに取引を行う

を深めることの動機づけとなる。
」

ことができる。
この制約はB2BおよびP2Pの領域にお

その翌年、ブロックチェーン保険イニシアティブ（B3i）

けるブロックチェーンの価値を低下させる。

は、保険業界全体から23社の新メンバを迎え入れ、新

「インターネットのために開発された標準のように、

しいブロックチェーン再保険プロトタイプの市場テスト

デジタルにやりとりするための共通の標準を持ってい

テスト参加者には、彼らが契約の作成と
を開始した9。

る場合に限り、
ブロックチェーンを活用することができ

決済をシミュレートすることができる「サンドボックス」

る。」とEitelweinは述べている。
これは小売業で特に

環境へのアクセス権が与えられた。
「我々は直接的で

効果があると考えられる。
50人の消費者が50通りのブ

反復的な研究開発のアプローチをとった。
我々の目標

ロックチェーンを使うようでは、そこから利益を得るこ

は、
このプロトタイプが契約を処理する上でどれほど

となどできない。Eitelweinは、
「複数のブロックチェーン

有益であるのかを評価し、その強みと限界を理解して

次の開発レベルに引き上げることである。」とEitelweinは述べている10。

Allianz社は、B3iに参加するだけでなく、複数の組

の統合は、
ブロックチェーンの研究における一つの到

達点である。」と述べているが、現時点でこの概念は

「未知の領域」へのチャレンジである。

現時点でB3iの事例は、将来のコラボレーション、
さ

織間の相互作用を促進するために、同じ基本メカニズ

らには保険業界全体の標準化のための基礎を築いて

を判断するための社内研究も進めている。例えば、
ブ

成することができれば、デジタルビジネスから多くの

ムをグローバルオペレーションに展開できるかどうか

いる。
「ブロックチェーンプロセスの標準を最終的に作

113

最前線からの学び

Tech Trends 2018: The symphonic enterprise

非効率性を取り除くことができる。
これは、
顧客およびデ

署名に関する概念実証も併せて実施した。

性がある。
これが、我々が目指しているものである。
」
と

した銀行は、できるだけ早期の商業化を希望した。概

ジタル化された経済全体に大きな利益をもたらす可能

「貿易金融プラットフォームのプロトタイプに参加

Eitelweinは述べている11。

念実証を始めるとき、我々は皆分散型台帳技術には
潜在的な可能性があると考えていたが、実際に商業

化できるかについては多くの疑問があった。今回のプ

国境を越えるブロックチェーン：
香港通貨当局

ロトタイプの成功が多くの可能性を切り開くだろう。」

とHKMAのexecutive director of financial infrastructureであるShu-pui Liは述べている。

香港通貨当局（HKMA）は、香港の通貨と銀行の安

HKMAは、貿易金融のブロックチェーンに参加して

定および国際金融センタとしての地位の維持に関する

いる7行の銀行とともに、2018年後半にパイロット版

の開発と運用における責任の範囲を考えれば、HKMA

商用システムを稼働させる予定である。
また、複数の

責任を担う中央銀行である。地域の金融市場インフラ

のプラットフォームを立ち上げ、2019年までに、完全な

の首脳陣がさまざまな金融アプリケーションやブロ

銀行がこのプラットフォームへの参加を希望している。

ックチェーン取引、分散型台帳技術の可能性を探る

概念実証の成功を受け、HKMAはシンガポール政

ことに興味を持っていることは驚くべきことではな

府とシンガポール通貨当局（MAS）とともに、
ブロック

い。HKMAは、香港応用科学技術研究所と共同でこの

チェーン技術に基づく貿易ネットワークの実現を探求

テクノロジーの可能性を研究した後、2016年11月の

している。
これは国際的なブロックチェーンエコシステ

ホワイトペーパにおいて、
ブロックチェーンや分散型台

ムの基礎となる可能性がある。

帳技術を導入する際に金融業界が取組まなければな

HKMAは2017年10月にシンガポールとの合弁事

らないガバナンス、法律、規制、
および運用に関する20

業を発表し、11月にHKMAとMASの間で正式な協定

その後、HKMAの
項目以上の懸念事項を提起した12 。

が締結された。
両当局は、国内のプラットフォームを立

首脳陣は、HKMAとしての課題に対処し、彼らにとって

ち上げると同時に、国境を越えたインフラ
（すなわち、
グ

の実施を決定した。

構築する予定である。構築完了後に他の国々がネット

のブロックチェーンの価値を検証するために概念実証

ローバル・トレード・コネクティビティネットワーク）を

この概念実証は、銀行、売り手と買い手、物流会社

ワークに参加する場合、その国のローカルプラットフ

の貿易金融に焦点を当てたものである。分散型台帳

ォームを構築された統合分散型台帳技術インフラへ

的なプロセスを自動化することで、不正取引のリスク

HKMAはインフラへの接続可能国数や使用可能な

技術を活用し、
スマートコントラクトを通じて労働集約

接続する。

と重複取引を減少させ、業界全体の透明性と生産性

技術を知らないため、相互運用性に対処する方法を

向上を実現するプラットフォームを構築した。分散型

模索しているという。
「我々は相互運用性の完璧な解

台帳技術は、改ざん不可能なデータの提供、分散型で

決策を持ち合わせていないが、いくつかの留意事項を

データを共有することによる耐障害性の強化、ほぼリ

特定し、提案を行っている。我々は、来年これらの問題

アルタイムでのデータ更新などを実現し、
トランザクシ

に取組む予定だが、今のところは順調に推移している。

ョンデータの格納庫として機能する。

合意に達するために多くの銀行が協力し合うことを奨

月までの12週間、
プライベートブロックチェーンネット

に関する標準は、
このインフラにおける重要な成功要

貿易金融の概念実証は、2016年12月から2017年3

励している。
さらに、
ドキュメントや取引のデジタル化

ワーク上において香港の銀行5行が参加して行われた。

また、貿易金融のみならず、住宅ローン申請とデジタル
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」
因である13。

私の見解

Peter Miller, president and CEO

THE INSTITUTES

過去108年に亘り、
The Institutes社は、
教育、
研究、
ネットワークの構築、
人材リソースソリューションにより、
リスク
管理および保険業界の変わりゆく人材開発ニーズをサポートしてきた。現在の保険業界を取り巻く環境の変化は速く、
データ分析を用いた革新的な変化が求められており、保険会社はブロックチェーンに活路を見出すべくブロックチ
ェーンの情報を多く収集している。
The Institutes社にとっての次のステップは、保険業界のクライアントに対して、
ブ
ロックチェーンの教育を行うことや導入の準備を支援することである。
多くの人が、
ブロックチェーンの幅広い適用性と、
ブロックチェーンによる分散型台帳管理には参加者の協力が必
要であることを理解している。
古くから存続してきた組織と同様に、我々は業界の変化するニーズや課題を把握し、
ブ
ロックチェーンがその課題の解決策として適用できるか検討している。
我々の業界では、
ブロックチェーンは保険金
支払い、保険料計算、保険金請求を合理化する能力を持っている。
保険金請求の一元管理された記録を通じて不正
行為を減らすことができ、
さらに、
顧客情報を分析することにより新しい顧客の獲得に貢献する。

我々は最初の非営利団体であり、民間企業からなるブロックチェーンコンソーシアムであるThe Institutes
RiskBlock Allianceを結成した。
RiskBlock Allianceではリスク管理と保険業界の専門家およびブロックチェーン開
発者が協同し、業界固有の事例についてブロックチェーンアプリケーションの研究、開発、試行を行っていく。
これは
我々のメンバ企業、
発行体、
再保険会社、
ブローカーなどを含む生命保険会社から損害保険会社までといった、
保険
業界に携わる他の企業と協力して開発された、特定の基盤技術には無関係なプラットフォームである。
我々は、一つ
のブロックチェーンの事例に焦点を当てるより、
ブロックチェーンの機能をさまざまな業界からなる30もの組織へ適
用させるために、複数のブロックチェーンを連動させてブロックチェーン間通信を実現することが必要だと考えてい
る。

まず、技術的に困難である保険証書発行、事故受付、求償権放棄特約条項、
パラメトリック保険の四つの事例に取
組んでいる。
これらのケースにはすべて、複数の関係者が事前に取り決めた契約のもと共有データを使用し共同で
作業する場合があり、
ブロックチェーン技術の可能性を実証しながらビジネス上の問題を解決することができる、理
想的な事例である。
また、我々が実証しているこれらのケースの他にも、文字通り何百といった魅力的な事例が存在
している。

複数の関係者による相互運用についての大きな課題は、組織が連携して作業することである。
我々は、業界全体
がブロックチェーンによる相互接続の安全性を確保することを目的に、安全性の高いフレームワークの開発を行って
いる。
すべての組織はコストの制約を受けるため、
コストを抑えるべく、共有データにアクセスでき、操作することので
きるAPIでの接続を検討している。
それぞれのベンダによるバックエンドのレガシーシステムと接続することで、最終
製品を管理するコンソーシアムを構想している。

ブロックチェーンの採用を促進するために、組織は学習曲線に沿って理解を深め、
ブロックチェーンが解決できる
ビジネス上の問題に焦点を当てる必要がある。
信頼できる技術を採用することが重要であるのと同じく、
優れたパート
ナーを見つけることは不可欠である。
ブロックチェーンは、分散型コンピューティング、暗号化技術、
ハッシュ化などの
実証済みの技術で構成されているのだから、
保険業界か否かを問わず、
ブロックチェーンの将来性を懸念して、
パート
ナーとの契約を控えるべきではない。
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各業界のリスクの専門家は、
ブロックチェーンの可

のある人物が不当に他の参加者情報を引き継ぐ場合、

能性について、既存システムで発生し得るリスクへの

その人物はその参加者の価値を不正に移転し吸い上

対応に適していると考えている。
しかし、
ブロックチェーン

げることができる。

はビジネスプロセスの効率を高め特定の既存リスク

を緩和することができる一方で、共通リスク、価値移転

スマートコントラクトリスク

いリスクをもたらすと理解すべきである14。

における契約をブロックチェーン上に記録することが

スマートコントラクトは複雑なビジネス、財務、法務

リスク、
スマートコントラクトリスクといった三つの新し

できるが、
これらの契約情報のデジタル化に伴うリス

共通リスク

クが存在する。
さらに、
スマートコントラクトが契約の

ブロックチェーン技術には、戦略、規制、サプライヤ

実行のトリガーとなる
「oracles（他の参加企業からの

などの現代のビジネスプロセスによってもたらされる

データ）」に依存するにつれ、サイバーリスクが増加す

のと同様のリスク以外にも、参加企業が把握すべきリ

る。
スマートコントラクトは、ネットワーク上のすべての

スクがある。
ブロックチェーンを採用する組織は、参加

参加ノードに一貫して適用される。
ビジネス上および

企業と基盤となるプラットフォームの両方を評価し選

法律上の措置を遵守し規制に従うための例外処理を

択する必要がある。後者の選択は、現在および将来の

可能にする必要がある。
スマートコントラクトは、他の

両方で提供されるサービスまたは製品に制限が掛か

ソフトウエアコードと同様に、
ブロックチェーンベース

クチェーン技術は企業の基幹系システムの一部として

るための堅牢なテストと適切な制御を必要とする。例

シームレスに統合されるだろう。
さらに、一部の技術を

トと直接やりとりすることでストレートスループロセッ

る可能性がある。
インフラの観点から考えると、
ブロッ

のビジネスプロセスに対する潜在的なリスクを軽減す

構成されるため、バックエンドのレガシーシステムと

えば、
スマートコントラクトは、他のスマートコントラク

外部ベンダが提供する場合、企業は第三者リスクにさ

シング
（契約条項の一部または全部を自己実行、自己

らされる可能性がある。例えば、
ブロックチェーンの実

強制またはその両方で行うことができる）を可能とす

装環境としてクラウドベースのインフラを採用する場

る。一つでも破損したスマートコントラクトが存在する

合、
これが典型的なリスクに当てはまる。

と、
ネットワークを麻痺させる連鎖反応を引き起こす可
能性がある。

価値移転リスク

新しい技術導入を成功させるには、関連するリスク

ブロックチェーンはP2Pによる価値移転を実現する

の適切な管理が必要である。
これは、
ブロックチェーン

スクから自分自身を守る必要がある。
ブロックチェーン

る場合に特に当てはまる。
さらに、規制当局の指針の

ワーク参加条件の観点において、参加者ノード間のコ

金融業界の規制当局は、資本市場における事例を開

なければならない。
コンセンサスプロトコルはブロック

組織は、
ブロックチェーンベースのビジネス
している15。

ンの改ざんは不可能であるが、秘密鍵の盗難や公開ア

理戦略、
ガバナンス、
およびコントロールフレームワーク

ため、当事者は、従来は取引仲介者が対処していたリ

のように、その技術が組織のコアインフラの一部であ

のフレームワークの場合、
フレームワーク、事例、ネット

変化とその意味を理解することが重要である。例えば、

ンセンサスを得るのに使用されるプロトコルを評価し

発するための運用上および規制上の考慮事項を公開

モデルでこれらの規制要件に対応し、堅牢なリスク管

チェーンの台帳を安全に記録し、過去のトランザクショ

ドレスに関連する資産の乗っ取りを受ける恐れがある。
例えば、価値移転ネットワークに脆弱性があり、悪意
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を確立するように努めなければならない。

単一のブロックチェーンから複合型ブロックチェーンへ

は、
デジタル自国通貨とブロックチェーンベースのオン

て歩み続けているが、主流の技術動向に鑑み、世界各

ライン支払プラットフォームを検討している。
アジア太

ある。世界の10の地域におけるデロイトのリーダーた

ロックチェーンを構築している。

地での実現に向けて有効な条件を明確化する必要が

平洋では、
クロスボーダーの支払を促進するためにブ

ちは、
ブロックチェーンが金融サービス、製造、
サプライ

また、
ブロックチェーンの実用化に積極的な中東の

チェーン、行政、その他アプリケーションにさまざまな

ドバイでは、2020年までにブロックチェーンを導入し

特にアジア太平洋、
北ヨーロッパ、
アフリカでイノベーシ

ックチェーンは普及の初期段階にあり、各地域への普

レベルで確実に影響を与えていることを確認している。

ブロ
た最初の政府となることを発表している16。現在、
及は5年を要すると予想されている。

ョンが集中している。
一方、
ヨーロッパ、南アメリカの多

ほとんどの地域において普及への障壁となるのは、

くの国は、
イノベーションが遅れており、標準化と規制

規制への懸念同様に、世論の懐疑的な風潮である。
コ

の確立が待たれる状況である。

ンソーシアム、
行政、
企業が事例の開発を継続し、
ユーザ

ブロックチェーンの普及には、2年～5年かかる見込

が潜在的利益についてより多くの教育を受けるように

みと言われている。ほとんどの地域において、金融機

なるにつれ、実現可能なブロックチェーンアプリケーシ

関とブロックチェーンのスタートアップ企業との協業

ョンは世界に展開されるだろう。

による概念実証やパイロット開発が活発に行われてい

る。
アフリカと北ヨーロッパにおけるいくつかの国々で

図2. グローバルインパクト
指標
関心

北アメリカ

北ヨーロッパ

中央ヨーロッパ

イスラエル

アジア

南アメリカ

南ヨーロッパ

南アフリカ

中東

オーストラレーシア

非常に高い
高い
中
低い
なし

着手時期
今
1年後
1-2年後
2-5年後
5年後以降

実現レベル
非常に高い
高い
中
低い
なし
Source: Deloitte analysis.

Deloitte Insights | Deloitte.com/insights
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始め方

• コンソーシアムルールにこだわる。
ブロックチェーン
のエコシステムには、
コンソーシアムで協業する同

ブロックチェーンの事例や概念実証から商業化の

業界の複数の参加者が関与する。
コンソーシアム

準備を進めている先進企業もあるが、大部分の企業

が効果的に機能するためには、全参加者が明確に

はまだ到達にはほど遠い状況である。
各企業はブロッ

定義された役割と責任を持つ必要がある。義務、

クチェーンの商業化に向けて、以下の基本的なステッ

参加者の責任、
コンソーシアムへの参加・離脱のプ

プを検討すべきである。

ロセスについての詳細なオペレーションとガバナ

• ビジネスにおいて真に必要なことをブロックチ

ンスモデルが存在しない場合、テクノロジー、戦略、

ェーンがもたらすか判断する。世間ではブロックチ

進行中のオペレーションに関する判断がより困難

ェーンがあらゆる企業の問題を解決できるという

になるだろう。

誤解がある。
実際には、特定のケースにおいてしか

• 今すぐ人材について考え始める。
ブロックチェーン

用化への道筋を描くとき、
ブロックチェーンが戦略

ェーン機能の開発・管理、参加者の支援など、適切

できるか判断することが重要である。

ろう。しかし、ブロックチェーンが成熟するにつれて、

ブロックチェーンは強力なツールとなり得ない。商

へのROIを最大化するために、企業はブロックチ

目標の達成を支援し、真の価値を生み出すことが

な経験を有したIT人材を必要とするようになるだ

• 勝ち馬に投資する。
現在開発中のブロックチェーン

ブロックチェーンソリューションの実装に関心を持

足するために実施した取組みから芽が出る可能性

ことが困難になる可能性がある。逼迫した労働市

の事例を調査すべきである。好奇心や冒険心を充

つ企業が、
プロフェッショナルなIT人材を採用する

はほぼないため、そのような活動は止めるべきで

場において、あるCIOは社内エコシステムについて、

ある。破壊的な可能性のある事例や戦略目標と密

実用的な知識を持つテクニカルパートナーと第三

接に結びついた事例に焦点を当てることで、
ステーク

者ベンダにブロックチェーンプラットフォームの管

とができ、現実的な商業化を進められるだろう。

要を満たし、長期的なブロックチェーンの成功に

ホルダーやパートナー間のサポート関係を得るこ

理を頼るかもしれない。外部人材は当面の人材需

• 実用最小限のエコシステムを特定する。
ビジネス

貢献する。
一方、社内人材は、外部人材が次のプロ

戦略を実現するために必要な市場のプレイヤとビ

ジェクトに異動した後も企業に残り、価値あるシス

ジネスパートナーは誰か。開発ライフサイクルに不

テム知識を得て、継続性と持続可能性を維持する

への移行に重要な役割を果たすパートナーもいる

材のトレーニングと開発を考え、必要に応じて外

可欠なパートナーもいれば、実験段階から商用化

ための重要な存在になり得る。CIOはまず社内人

だろう。
これらの企業との協業により実用最小限の

部人材を活用するべきである。

エコシステムが構築される。

要点

ブロックチェーンを取り巻く過度の期待が収束し始めたことに伴い、多くの企業が堅実な事例を開発し、ブ
ロックチェーンの商業化の機会を模索するようになってきている。
実際に、
アーリーアダプターの中には概念
実証を本番導入させた企業もある。
テクノロジーとスキルの標準化の欠如は短期的な課題をもたらすかもし
れないが、企業がこれらの課題を乗り越え、単一のバリューチェーン内で複数のブロックチェーンを統合およ
び連動させ、
ブロックチェーンの普及が今後数年で着実に進むことが期待される。
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日本のコンサルタントの見解
ることを目指し、資金調達を希望する事業者、投資家
それぞれにとって安心で意義のある、商品設計や法務
要件などの検討を行うとともに、ICOが持続的な資金
調達の手段として確立することを目指したルール作り
を開発支援する取組みを行っている。

ここでは、我が国におけるブロックチェーンの取組
みの変遷とデロイト トーマツ コンサルティングの取組
み、
そして今後の展望について紹介していきたい。

実用化に向けた取組みが広がった
ブロックチェーン

ICOは、IPO（株式公開）に比べて資金調達を圧倒的
に早く実現できるため、IPOに代わる新たな資金調達
方法になる可能性があると注目を浴びている。
しかし
ICOは、秩序ある市場形成のための法整備が不十
分、ICOに対するデューデリジェンスが困難などの課
題も多く、現状の法律下で実施する場合、詐欺などの
リスクを防ぎきれない。

1.国内3大メガバンクと共同で進める、本人確認
（KYC：Know Your Customer）高度化プラットフ
ォームへのブロックチェーン技術の適用に向けた
取組み

デロイト トーマツ グループは、国内3大メガバンク
（みずほフィナンシャルグループ、三井住友フィナンシャ
ルグループ、三菱UFJフィナンシャル・グループ）と共同
で設立した「ブロックチェーン研究会」で、KYC高度化
プラットフォームにブロックチェーン技術を適用する実
証研究を進めている。
研究においては、通常各金融機
関で行っている本人確認事務手続の一部を共同運営
機関（コンソーシアム）で行い、他の金融機関で実施し
た本人確認結果を利用することで、本人確認手続を簡
素化する仕組みを設けることを想定している。
この研
究は、金融庁が設置した「FinTech実証実験ハブ」とし
て支援が行われる初の取組みとなる、第1号案件として
認められたものである。

ICOビジネス研究会は、
リスク低減のために必要な
施策や法整備を政府に対して投げかけることを目的
としており、銀行などのリスク管理に実績がある企業
や組織が参加して議論することで、安心・安全な仕組
みになり得ると期待されている。

ブロックチェーンの実用化に向けた
課題と対応

ブロックチェーンの研究は日進月歩で進んでお
り、2018年も留まる気配は無い。反面、技術が発展途
上であるがゆえに、導入の難易度は高い。国内でも豊
富な検証実例が見受けられるが、実用化に向けてど
のような課題があるか紐解いていこう。

ブロックチェーンのプラットフォームを活用したス
マートコントラクトを実現する上での課題は、契約成立
の解釈が明確になっていないなど、法整備ができてい
ないことである。そのため、
ブロックチェーンのプラッ
トフォームを広く活用するためには、業界の主要プレイ
ヤだけでなく、金融庁などの法整備を検討する組織の
参画が望ましい。

1．技術を理解し、
「なぜブロックチェーンなのか」に解
を出せる人材の不足

ブロックチェーンは単一の機関に属さない開発者
達により驚異的なスピードで進化を遂げている技術
である。一方、発展途上であるがゆえに、
プロトコルな
どの標準技術は将来的に改修が見込まれ、各企業は
最新情報を追いかけながら導入することを求められ
る。現状、国内において技術革新の動向を海外から常
に吸い上げ、
ソリューションへ落とし込める人材が不
足している。

KYC高度化プラットフォーム構築は、金融庁も参画
した取組みであり、デファクトスタンダードになり得る
ものとして期待されている。
2.ICO（イニシャルコインオファリング）の理解と拡大
に向けた取組み

デロイト トーマツ コンサルティングは、国内3大メガ
バンクや多摩大学など20社・団体とICOビジネス研究
会の立ち上げを行った。
ICOビジネス研究会では、ICO
が健全かつ信頼性のある資金調達手段として普及す

さらに重要となるのが、
ソリューションが本当にブロ
ックチェーンであるべきか明確に定義できる人材であ
る。例えば、国内には製造業をはじめ、多数の下請け
業者を含む巨大で複雑なサプライチェーンが見受け
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られ、
さらに、仕入先毎に細かい納品や支払契約を結
んでいるなど、業務の管理や履行に膨大な人員と費用
が必要とされているケースが多い。
これに対して、
ブロ
ックチェーンやスマートコントラクトを活用することで、
複雑な契約パターンを自動化し、購買、支払、契約履行、
資産共有に要するコストの削減が期待できる。着眼す
べきは、
ブロックチェーンを1社に導入するより、サプラ
イチェーンに浸透させる方がはるかに大きな効果を発
揮するという点である。
これはブロックチェーンには業
界構造を平等化し、信用を安価で構築できるというブ
ロックチェーンの強みを理解することで、たどり着くこ
とができる答えである。

このように、技術と強みを理解した上でソリューショ
ンの範囲、領域や方向性を定めると、
ブロックチェーン
の必要性が明確になる。
実用化を後押しするために不
可欠なプロセスであるため、社内で人材が不足してい
る場合は外部専門家の利用も検討し、必ず明示するこ
とを推奨する。

また、既存システムでは無く、新規サービスとして導
入することを検討したい。先述の通り、既存システムは
すでに何らかの業務プロセスを担っており、置換のリ
スクが高い。反面、新規サービスであれば現存しない
サービスが対象であるため、影響リスクを最小限に抑
えることができる。

前項で述べた通り、
ブロックチェーンが発展途上で
ある点も考慮しながら、まずは情報管理やサプライチ
ェーンからの導入を進め、技術の理解や実績を積み上
げていくことが重要といえる。

ブロックチェーンの拡大に向けて

技術面で課題が残るブロックチェーンが注目を浴び
るのはなぜか。
ここでは、
国内におけるブロックチェーン
拡大に必要な取組みを考察する。

1．社会課題の解決に向けたエコシステム構築とブロ
ックチェーン

2．既存システムをブロックチェーンに置き換える
リスク

我が国では第4次産業革命の一環として、AI、IoT、
ビ
ッグデータなど、
テクノロジーを活用したスマート社会
の実現、エコシステムの構築、並びに社会課題の解決
に向けた取組みが検討されている。

日本企業は海外に比べて、技術が成熟してから使う
傾向があると言われており、特に企業規模が大きくな
るほどその傾向が強い。
しかし、技術が未成熟であるこ
とを理由にブロックチェーンを導入することをためらう
ことで、成熟した頃には後発の参入となり、海外から
大きな遅れを取る可能性がある。
これはブロックチェーン
の国内普及におけるリスクである。
では、なぜ大企業は技術が未成熟という理由で導
入を控えることが多いのだろうか。最大の理由は自社
サービスがミッションクリティカルであり、
フェール時
のインパクトが大きいからである。
既存の全銀システム
をブロックチェーンに移管するというアイデアを誰か
が唱えた場合、金融界の人間で無くともそのリスクが
想像できる。
ブロックチェーン化が進まない理由は、技
術が未熟なことに加え、
とてつもないリスクを背負って
既存インフラを変える必要があるからである。

ではどの領域にブロックチェーンを検討すれば良い
のか。
まずはブロックチェーン技術の信頼度が高く、業
務影響の低い、特に資金取引に直結しない領域を推
奨したい。これに最もあてはまるのは情報管理である。
ブロックチェーン技術の中で最も信頼度が高いのは改
ざん耐性であり、かつ、社内に限定すればほとんどの
ケースで資金に直結しないからである。例えば、社内
データベースの改ざん操作によるコンプライアンス問
題対策や、
サプライチェーンを飛び交う資産（製造業の
部品など）の取引履歴情報を正確に記録するシステム
などへの利用である。
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テクノロジーを活用した社会課題解決の具体例と
して、宿泊サービスを見てみよう。
宿泊サービスの提供
者として参入するためには、設備、
ノウハウ、人材など
多額の投資と時間が必要であり、日本は近年の急激
な海外渡航者増加や東京オリンピックなど、大規模イ
ベントに求められる宿泊設備の整備に出遅れた。
しか
し、
この課題はAirbnbのようなサービスにより、解決の
足掛かりができた。安価かつ簡易なインフラを提供す
ることで、個人が低い初期費用と短い時間でサービス
を利用できるようになり、利用者は豊富な選択肢の中
から時間を選ばず宿泊設備を確保できるようになった。
それまで高かった参入障壁が、テクノロジーにより緩
和され、利用者と提供者の間に存在しなかった価値を
生み出した。
そして、それが拡大することでエコシステ
ムとなり、社会課題解決を促進させた。

ブロックチェーンに期待されているのは、上記例の
ようなエコシステムの基盤となることである。技術が
持つ改ざん耐性、高可用性、耐障害性などの利点が、
エコシステムに求められる信頼性、安定性、セキュリテ
ィ要件と高い親和性を持つ。さらに、サービス提供者は、
サーバがあればサービスネットワークに参加できるた
め、参入障壁と利益を生み出すための損益分岐点を
大幅に下げ、利用者へこれまで無い価値を提供するこ
とができる。
エコシステムを社会課題解決に活用するために
は、相応の規模となる課題を多方面の業界で定義す
るところから始まる。
これには各業界に深い経験と知
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識を有し、課題解決に精通する人材とナレッジが必要
となる。
また、業界間の情報連携をスムーズに行うこと
で、エコシステム間をつなぐ新たなソリューションを生
み出し、より大きな課題解決に目を向けることもできる。
あらゆるインダストリーのエキスパートを持つ我々デ
ロイト トーマツ コンサルティングとしては、
その知見を
活かしながらブロックチェーンを拡大することで社会
課題の解決に貢献できると考えている。
2．非金融分野での取組みの拡大

我が国では、
ブロックチェーンの研究や実験は、金
融分野とりわけ銀行で活発に行われており、海外と比
較しても進んでいるといえる。
しかし、非金融分野はあ
まり活発でなく、海外と比較しても遅れており、今後さ
らに遅れていく懸念があることは否めない。我が国に
おいては、非金融分野でのブロックチェーンの研究や
実験が遅れていくことがリスクになる可能性がある。

なぜリスクになるのか。
ここで考えるべきことは、再
びエコシステムである。
金融分野でブロックチェーンを
用いてエコシステムを構築することができたとしよう。
それを非金融分野にも拡大しようとすると、研究や実

験の遅れによって、非金融分野ではブロックチェーン
が適用されず、
結局、
金融分野以外に拡大せず、
スマート
社会を実現できるような大きなエコシステムの構築に
つながらない可能性がある。

金融分野に留まったブロックチェーンは、技術革新
に時間がかかり、かつ広範なサービスに拡大する機会
を失うことになる。
それは、社会課題の解決や、
スマート
社会実現に向けた取組みの機会損失につながるリス
クがある。

第4次産業革命の取組みが世界中で推進される中、
ブロックチェーンは、社会課題の解決やスマート社会
の実現に寄与する技術の核になり得るものとして期
待されている。我が国が、第4次産業革命の取組みで
主導的な役割を果たす立場に居続けるためには、
ブロ
ックチェーンという大きな可能性を秘めたテクノロジーの
技術を成熟させることは、非常に重要なテーマである。
ブロックチェーンの未成熟な技術を成熟させ、技術革
新を進めるためには、非金融分野での活発な取組み
が必要ではないだろうか。

執筆者
渡辺 馨 シニアマネジャー
外資系パッケージベンダ、外資系コンサルティングファームを経て現職。
金融業界、
特に銀行向け業務パッケージ導入、システム化計画策定・実行支援を多く手掛け

ている。
会計および決済システム全般におけるシステム構築に強みを持つ。
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監修
荻生 泰之

執行役員 ディレクター

外資系戦略コンサルティング会社を経て20年ほど戦略コンサルティングに従事。

主に金融機関における事業戦略、
マーケティング戦略等を得意としつつも、ITや

最新技術にも精通しておりデロイト トーマツ グループのFinTech・ブロックチェーン

のリーダーを務める。

企業個別のコンサルティングを行う傍ら、政府に対してFinTech・ブロックチェーン

分野での政策提言を行うとと共に、中央省庁や業界団体等において数々の委員

を歴任。
また、社会課題解決の観点から業界内・業界横断・政官民でのエコシステ

ム形成・運営に寄与している。
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