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IBM のブロックチェーン・サービスについて
IBM は、次世代取引の技術であるブロックチェーンの

開発・普及のために、企業や業界の垣根を越えた取

り組みを積極的に推進しています。世界的なオープン

ソース・プロジェクトにおいて技術協力を行い、ブロッ

クチェーンの開発に大きく貢献してきました。IBM は

お客様に、ブロックチェーンのアプリケーション、ソ

リューションアセット、サービスプラットフォーム（ク
ラウドおよびオンプレミス）を導入するためのコンサ
ルティング・ガレージサービスおよびシステム統合

サービスをご提供しています。また、これらのテクノ

ロジーの導入にあたり、当社のグローバルな事業規

模、専門知識とスキル、そしてクラウド統合における
実績を生かしたご支援を提供することができます。詳
細 に つ いては ibm.com/industries/jp/ja/blockchain

をご覧ください。



ブロックチェーンがビジネスを
加速する

人類の歴史上、何世紀にもわたり、世界貿易は富の

唯一最大の創造手段であり、これを妨げる市場の摩擦

（不完全性や非効率性の要因）は富の創造における
最大の障害であった。故に企業は、これらの摩擦の
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要旨
人類の長い歴史は、摩擦（市場の不完全性や非効率性の要因）を乗り越える地道な歩みの
連続であった。物々交換に代わる貨幣の導入に始まり、封蝋印（ワックスシール）が次第にデ

ジタル署名に置き換わるなど、我々はデジタル・イノベーションに支えられて着実に進歩を重
ねてきた。

解消に取り組み続けてきた。商取引におけるリスクを

インターネットの普及によって、摩擦は急速に減少した。しかし、低減した摩擦がある一方で、

させた。技術革新により、取引全体における非効率

リーディング企業をも一夜で揺るがす脅威となっている。

軽減するために、信用を供与する機関や手段を登場

性の改善も実現した。しかし依然として多くの商取引

は、非効率性を含み、多額のコストを要し、脆弱なま

まである。

ブロックチェーン・テクノロジーは、永続的で透明性

の高い取引履歴を作成することで、あらゆる業界の取
引における阻害要因を取り除く可能性を持つ、注目の

技術である。市場摩擦の解消が進めば、既存の組織

間の力学が変化し、企業の形態や業界構造に変革が
起こる。例えば、透明性を提供する共通基盤が登場

すれば、組織間取引における信頼性が高まり、経済

エコシステムの発展は加速する。また、信用上の問

増大してしまった摩擦もある。例えば、サイバー犯罪等、新たに出現した摩擦は、世界的な
今日の主な摩擦は、情報費用に起因する摩擦、取引費用に起因する摩擦、革新費用に起因
する摩擦の 3 種類に分けることができる。業界によって程度の差はあれど、これらの摩擦は

商取引の効率を大きく下げている。ブロックチェーン・テクノロジーによるビジネス・ネット
ワーク向けの分散（共有）台帳は、このような摩擦を解消する力を持つ。

商取引に使用された最古の記録システムは、粘土板の台帳であった。それから数世紀後、
複式簿記の台帳の登場により、近代的な会計の仕組みが発達した。以降、台帳のデジタル

化は行われたが、この点以外はほとんど変化がなく、今でも台帳はある取引の一時点およ

び一面のみを記録する。また、台帳に記されるのはある 1 つの組織内に限った情報である。
ある資産について取引が行われると、その資産は 1 つの台帳から消され、相手方の台帳へ
と移される。

題からこれまで市場から締め出されていたプレイヤー

一方、ブロックチェーンのような分散（共有）台帳では、複数の台帳間で情報が共有され、

かつてない富創造の機会がもたらされる。

り、取引の当事者全員が内容を閲覧することができる。ブロックチェーンが記録するのは、

や資産が市場に流入すれば、資本の流れが加速し、

ここに記された取引は切断不可能なチェーンの形で書き込まれるため恒久的な記録として残
ある特定の所有者の取引履歴ではなく、ある資産や取引が組織をまたいでどのような経緯を
経たかの履歴であり、これまでの記録手法と全く視点が異なる。IBM は、このテクノロジー

が実用化されれば、後述するブロックチェーンの 5 つの基本特性が、現存する取引上の摩擦
を一気に解消する可能性があると考えている。
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現在、3 種類の摩擦（情報費用に
起因する摩擦、取引費用に起因す
る摩擦、革新費用に起因する摩擦）
が商取引の効率性を阻害してい
る。

IBM は、ブロックチェーンが企業、エコシステム、そして経済全体に与える影響について調

ブロックチェーンの 5 つの基本属
性は、現存する取引上の摩擦を一
気に解消する力を持つ。

連携をより速く、より広く行うことができる。もしくは、事業規模は小さく保ったまま、圧倒

ブロックチェーンはビジネス・モデ
ルに画期的な変化をもたらし、新
たな組織行動論、精緻化された信
用基準、そして新たな価値交換手
法を実現する。

査を行った。調査の結果、現存する多くの取引上の摩擦はブロックチェーンによって大幅に

軽減されるか、除去できるとの結論に至った。ブロックチェーンの活用が浸透すれば、組織
間の取引、信用供与、価値交換の仕組みに画期的な進化が起こる。

これまで足かせとなっていた取引上の摩擦が解消されれば、企業の可能性は大きく広がる。
企業は、ビジネス・パートナー網やエコシステム内において、垂直・水平を問わず他社との

的な効率で取引を行うこともできる。ある目的のために、一時的に集合した複数の個人が企
業のように機能することもできる。そして、自律的に処理を行い、自動制御されたコグニティ
ブなネットワークにつながれたプログラムを企業と呼ぶことさえも可能になる。

分散（共有）台帳の仕組みをベースにすれば、堅牢な信用供与システムを構築することが可

能になる。そしてこのような分権型のプラットフォームがあれば、組織間の連携は爆発的に

広がるであろう。仲介人は不要になり、眠っていた資産が活用されるようになる。この結果、
プロフィット・プールの再分配が起こる。ブロックチェーンを基盤とする新規サービスの登場
により、効率の良い価値創造のプロセスに参加できていなかった組織や資産はその制約か
ら解放され、全員参加型の経済が実現していく。
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市場の摩擦とその克服
どの時代においても、新しい技術が市場の摩擦、すなわち進歩を妨げる非効率性の原因を
解決してきた。
シルクロードは東洋と西洋とを結んだ。
14世紀には最初の信用状の発行によっ
て、信用の仕組みが登場した。19 世紀になると電話が発明され、リアルタイムに連絡をと

ることを可能にした。そしてインターネットの普及により、摩擦の解消に向けた地道な歩み
は一気に加速した。技術者やエコノミストは、摩擦のない世界の実現への期待に胸を膨ら

ませた。理論上では、すべての摩擦をデジタル化によって解決することが可能だからである。
確かにインターネットは、取引費用などの摩擦を解消することができた。情報の不完全性に

ついても、情報の種類によっては解消することができる。しかし、摩擦を完全に解消できて
いるわけではない。言い換えると、今なお残存している摩擦はそれほど克服し難いものなの
である。1 これらの摩擦の克服は競争力につながるため、スタートアップ企業はこぞって摩擦
の破壊に挑んでいる。

また一方で、以前より増大してしまった摩擦もある。国家間の法規制の相違や対立が増し、
企業のグローバリゼーションを阻んでいる。サイバー攻撃などの新たな脅威は、その予防に

多額のコストを要し、被害を受けた際の復旧対応にはさらに多額のコストがかかる。また、
経済エコシステムの発展は、マージン収入を狙う仲介業者の存在によって本来の成長の勢い
を削がれている。
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図1
3 つの摩擦 : 情報費用に起因する摩擦、取引費用に起因する摩
擦、革新費用に起因する摩擦はビジネスの効率を下げる

摩擦の定義
今日、数多くの要因に起因する摩擦が企業のコスト増大につながり、グローバルな業務遂行
や取引を阻害している（図 1）。業界によってその影響度合いは異なるものの、これらは事業
活動を停滞させるだけでなく、完全に中断させてしまうことさえある。
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情報費用

· 情報の不完全性
· 情報の入手困難性
· 情報セキュリティリスク

2

摩擦

3

取引費用
· 取引の複雑性
· 取引階層の深さ
· 取引市場の欠如

革新費用
· 硬直化した組織
· 制約的な法規制
· イノベーターの脅威

出典 : IBM Institute for Business Value による分析

情報費用に起因する摩擦
情報の不完全性：取引において、関係者のすべてが同じ情報にアクセスすることができなけ
れば、その取引の効率性は下がる。ビッグデータの時代において、これは取引参加者の不利
益となり、最終的にはエコシステム全体にとっての価値の縮小につながる。また、情報に不
正確さや一貫性の欠如がある場合には、対応を強いられている間に、誤った意思決定や取引
の遅延が生じる。
情報の入手困難性：世の中に存在する膨大なデータや情報の価値は、それらを保管、処理、
共有、分析するための技術的手段が伴わなければ引き出すことができない。このことが原
因で、多くの情報が収集されず、活用されないまま放置されている。
情報セキュリティリスク：ハッキング、サイバー攻撃、プライバシー侵害、なりすましなど、
情報の保護に関する技術面のリスクは近年増大している。企業はこれらの対処に出費を強い
られ、被害を被った際にはブランドイメージの棄損に苦しむことになる。
取引費用に起因する摩擦
取引の複雑性：ビジネスの遂行に要するコストの大きさは、その複雑さに左右される。取引
範囲の広さ、取引量の大きさ、管理しなければならないリソースの多さ、仲介機能の数など
に応じて取引の複雑さは増す。そして複雑さによるコストの増加は、企業にとっての利益減
少を意味する。
取引階層の深さ：世界がフラット化し、デジタル化されたプラットフォームが登場したことで、
遠く離れた取引当事者間の距離は縮小したが、ビジネス・プロセスの煩雑さが原因で発生す
る遅延はいまだに残る。仲介業者を経由するために何日もの時間や管理コストが発生するよ
うな取引は、新規参入者にとって恰好の「破壊」の標的となる。
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取引市場の欠如：多くのローカル経済は、効率よく機能し、信頼性の高い市場に参加するこ
とができず、活用されない資産を抱えている。この課題は大企業も例外ではなく、経済活

動に参加することのない遊休状態の資産は、当然ながら企業の売上や価値創造に貢献して
いない。

革新費用に起因する摩擦

硬直化した組織：成功を収めた企業は、組織の硬直化が始まる。築き上げたレガシー・シス

テムや官僚的な業務プロセスが、市場や顧客の変化への即応力を低下させ、自身の成長を

もとめてしまう。硬化症が進んだ企業ほどデジタル技術による破壊的な進化への免疫力が低
く、イノベーションを創出し変化に適応する筋力も衰えている。

制約的な法規制：厳格に規制された業界における事業活動には、遅延がつきものである。
また、国境を越えた事業活動は、相反するルールの対立によりその内容が制限される。も
ちろん、これらの規制のすべてが不要とは言えず、中には意義の大きいものもある。自動化
によって、法規制に関わるプロセスのコストダウンやスピードアップはある程度までは可能だ
が、ガバナンス上これらを完全に排除することはできない。

イノベーターの脅威：新規テクノロジーを生かした競争力の高いビジネス・モデルの出現は、
企業が事前に予期することが困難な脅威である。多くの企業にとっては、このような動きは

従来の事業活動に混乱をもたらす不確実要素である。規模の小さい企業や、大きくても行
動力のある企業は、この新しいモデルに挑戦するであろう。そして多くが失敗する中、一握
りの企業が業界を再定義するような成功を収めるのである。

上述の摩擦が解消されれば、時間の短縮、コストの削減、リスクの低減などのメリットがす
ぐに得られる。長期的には、産業や社会におけるブロックチェーンの活用が進めば、あらゆ

る業界においてビジネス・モデルの変革が起こり、最終的には経済全体の変化が起こるであ
ろう。

コースの定理：企業の複雑性から生じる
コスト

経済学者のロナルド・コースは、取引費用は個
人間よりも組織内の方が低くなるという理論を提

唱した。しかしながら、現代の企業は、昔と比

べて売上・収入の伸びに大きな変化はないまま、
業務プロセスだけが格段に複雑化している。こ
の結果、コストメリットが生じるどころか、複雑

性が高まることで、ある時点からは利益が減少
に転じている。ブロックチェーンはこのような企

業の複雑性を解消することで取引コストを低減

させ、最終的には企業の境界線をも定義し直す
改革の可能性を秘めている。
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摩擦の弊害

土地など、万国共通の資産について考えてみよう。不動産を譲渡するためのプロセスは複雑
なため、先進国でも開発途上国でも、不動産の譲渡に関する法律は非常に難解なものになっ

ている。ホンジュラスでは、地主が自身の土地に関する記録を一切所有していないことがあ
り、第三者がこの情報を所有している場合さえある。また推定によると、ホンジュラスの土
地の 60% 近くが文書に記録されていない。2 このような地主は自分の土地を売却できないだ
けでなく、
土地を活用した資金調達や信用の確保ができず、
経済活動から締め出されてしまっ
ている。

米国などの国の住宅市場では、これとは異なる問題が発生している。抵当権が誰に帰属す

るのか、つまり抵当権に関するリスクを誰が負っているのかが不明瞭なのである。この原因

は、主に債務担保証券（CDO）などの複雑な金融商品にある。幾重にも重なる取引の過程で、
情報の信憑性は下がり、信用力は失われ、コストが発生し、最終的には 2008 年の世界金
融危機のような深刻な結果を招く恐れさえもある。

ペルー人エコノミストのエルナンド・デ・ソト氏による、経済発展における財産権の重要性に

ついての研究は、2015 年 5 月に開催された第 1 回ブロックチェーン・サミットにおいて活発
な議論を呼んだ。3 デ・ソト氏の試算では、50 億人の所有する、20 兆ドル分の資産が、所
有権が不明確であることが理由で経済活動から締め出されている。4 会議の参加者は、この

ような膨大な富を引き出す力を持つブロックチェーン技術への期待を胸に、そのあらゆる可
能性について討議した。

不動産登記のように、財産を公式に文書記録する手続きに携わる関係者は非常に多く、こ
のような複雑な取引の弱点がよく表れている（図 2）
。取引の関係者は各自の台帳を用いて記
録を行っているため、全員が異なる情報を管理していることになるだけでなく、改ざんに対
するリスクも高い。
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一方、ブロックチェーンを活用したプラットフォーム上では、あらゆる資産（自動車、証書、

美術品、社債、そして健康記録や納税記録といった個人の身分証明に関わるものさえも）が、
効率的かつ低リスクにて、共有、交換または譲渡される。上述の摩擦を克服することで、こ
れまでにないスピードでビジネスが進む、新しい時代が始まるのである。

図2
現状：多数の関係者が個別に台帳を管理しているため、正しい情報の管理や不正の検証を困難にしている
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出典 : IBM Institute for Business Value による分析
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摩擦を解消する仕組み：ブロックチェーンの持つ
推進力

今日の取引では、複数の台帳に取引の記録が行われる。各台帳は、この取引における一時
点の、そして 1 つの当事者についてのみの情報を記録する。例えば、X 銀行が抵当権を購

入または売却したとする。この情報は台帳に記録されるが、同行がこの前後に行った取引の

履歴や、他の取引関係者（ビジネス・パートナー、サプライヤー、消費者など）の関与や役
割については記録されない。このような台帳は人為的ミスが生じやすく、改ざんに対して脆
弱である。

これと対照的に分散（共有）台帳は、取引に参加するグループ全体で共有することができ、

情報はほぼリアルタイムに更新される
（図 3）。すべての取引は恒久的な記録として蓄積され、
許可を受けた人はこの情報を精査することができる。また、役割や付与されたアクセス権次
第では、第三者に必要な情報を公開することもできる。

図3
将来像：ブロックチェーン技術に基づく共有台帳は、可視性・信頼性・恒久性がある
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出典 : IBM Institute for Business Value による分析
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今日、国境を越えた支払いを含む取引は、SWIFT（国際銀行間通信協会）など安全性およ
び信頼性の高いメッセージ送受信インフラを通じて行われる。銀行はさまざまなタスクを遂

行するために SWIFT を通じてメッセージの送受信を行い、各行は各拠点別にタスクの状態
を維持している。ここで、各行がタスクの状態を表すメッセージをブロックチェーン・プラッ

図4
ブロックチェーンの 5 つの特性が摩擦を軽減する
分散的かつ
持続的

トフォーム上で共有し、このようなメッセージが次から次へとタスクの状態を最後まで進め

Shared ledger

ていく、というようなブロックチェーンを基盤とするアプローチを想像することができる。

ブロックチェーンが画期的なのは、情報管理のアプローチにパラダイムシフトを起こし、取
引の関係者が単独で情報を管理するのではなく、ある資産や取引のライフサイクル全体にわ

セキュアかつ
消去不能

///////////////////////////////////////////////////

たる情報が関係者全員と共有されている点にある。この新しいパラダイム下では、コミュニ
ケーションはメッセージではなく、状態に基づいて行われる。以前は不明瞭であった情報が
可視化されるようになる。
急速に減少する摩擦

透明かつ
監査可能

ブロックチェーンには「許可型」と「非許可型」がある。許可型ブロックチェーンには、身分

証明に基づきデータへのアクセスやネットワークへの参加を制御するポリシーがある。これ
により、このネットワークに参加する企業は、情報の保護に関する各種規制に対応すること

もできる。また、許可型ブロックチェーンは、ブロックチェーンに追加されるデータの一貫性

コンセンサスに
基づく取引完結性

の管理に長けているため、ブロックチェーン上に蓄積される情報を基にしたきめ細かい意思
決定プロセスの構築にも対応できる。

許可型と非許可型の違いを問わず、ブロックチェーンには共通する一連の特性がある（図 4）。

IBM は、ブロックチェーンの持つこの 5 つの特性が市場の摩擦の解消に役立つと考えている。

柔軟かつ
組織協調的

出典 : IBM Institute for Business Value による分析
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ブロックチェーンが引き起こす劇的な変革のシナリオ

コミュニティーの力：
Hyperledger プロジェクト

ブロックチェーンは、エコシステム全体で活用さ

れてこそ、その能力を最大限に発揮する。Linux
Foundation が進める Hyperledger プロジェクト

は、多業種におけるブロックチェーン活用法の探

索・進化を目的とした、オープン・ソースによる
共同開発プロジェクトである。5

同プロジェクトには、金融機関やテクノロジー企

業を中心に、関連業界の企業が結集している。
創 設 メ ン バ ー に は、Accenture、ANZ Bank、
C i s co 、 C L S 、 C r e d i t s 、 D e u t s c h e B ö r s e、

Digital Asset、DTCC、 富 士 通、IC3、IBM、

分散的かつ持続的：ブロックチェーンによる分散（共有）台帳はネットワークの参加者間で共
有され、取引のたびに更新され、選択されたものがほぼリアルタイムで複製される。暗号化
技術やデータ・パーティション技術によって、参加者ごとの台帳情報の閲覧権限を制限する

ことができるため、プライバシーは守られる。取引内容も、取引に関わった当事者の身元も
マスキング可能である。また、この台帳は特定の組織によって所有も管理もされていないた
め、ブロックチェーン・プラットフォームの存続が特定組織の存続に依存することがない。

セキュアかつ消去不能：暗号化技術によって、取引の承認と検証が行われ、ネットワーク参
加者のアクセス範囲が制御される。参加者が一度取引条件に合意すると、変更不可能な取

引履歴が残る。エラーやミスが発生した場合は、新規取引によってこれを解消しなければな
らない。

透明かつ監査可能：取引参加者は同じデータへのアクセスが可能であるため、第三者の仲介

業者を必要とせずに取引を検証し、身元や所有権を確認することができる。取引履歴には
すべて日時が刻印されており、この情報はほぼリアルタイムで確認することができる。

Intel、ロンドン証券取引所、R3、State Street、

コンセンサスに基づく取引完結性：取引が実行されるためには、ネットワーク上の取引関係

も、さらに多くのメンバーが当プロジェクトに参

ズムが使われている。ブロックチェーン技術を活用すれば、取引または資産の移転の実行条

SWIFT、Wells Fargo が名を連ねている。創設後
加している。

6

者全員がその有効性に合意しなければならない。この仕組みには、コンセンサス・アルゴリ
件を規定しておくことができる。
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柔軟かつ組織協調的：ブロックチェーン・プラットフォームには、指定した複数の条件に基づ
いて実行するビジネス・ルールやスマート・コントラクトを組み込むことができる。よって、あ

るビジネス・プロセスへの対応をエンド・ツー・エンドまで拡張したり、他の活動にも対応す
るなどして、当該ビジネス・ネットワークを進化させていくことができる。
ブロックチェーンがエコシステムを変革する

ブロックチェーンによる業界変革の期待が最も寄せられている領域が、サプライ・チェーン
である。サプライ・チェーンの一部のみにブロックチェーンを取り入れたとしても、その効果
はすぐに現れるであろう。例えば、輸入業務にブロックチェーン技術を適用すると、輸入側

のターミナルが船荷証券のデータを早い段階で取得し、より効率的なターミナル運営の計

画・実行を行うことができる。この方法をとれば、プライバシー保護に関する懸念もない。
なぜならブロックチェーン・テクノロジーを使えば、コンテナの出発時間と重量など、ターミ
ナルにとって必要な情報がほぼリアルタイムで確認可能になるだけでなく、貨物の所有者名

や金額などの情報にはアクセス制限をかけておくことができるからである。書類の不備や
紛失などに起因する、コストのかさむ遅延や損失も回避される。

ブロックチェーンは、物流業界におけるシェアリングを促進する、確実かつセキュアな手段
にもなり得る。倉庫の空きスペースの共有からトラック車両や運送用コンテナの最適化に至

るまで、さまざまな物流活動の調整役に適している。小売業者や製造業者にとっては、需
要予測と在庫補充の効率が大幅に改善するであろう。金融機関は、ブロックチェーン上に残
る詳細な取引履歴からサプライヤーの信用力を評価し、より多くの融資を行うことで運輸
業界を活性化することができる。規制当局は原材料から商品の原産地を追跡し、偽造品や
汚染物質の原因をより容易に特定できるようになる。

れる効果は、入国港に留まらず多くの業界に波及する（図 5）。ブロックチェーンがその真価

を発揮するのは、単にネットワーク参加者数が多いときだけでなく、そこに関連する業界や
活動の種類が多く、大きな波及効果が期待できる場合なのである。

図5
取引費用に起因する摩擦の解消：ブロックチェーンによる船荷証券ソリューションの効果は多くの業界に
波及する
銀行
者の
入業
輸

輸出業
者の
銀行

輸入
業
者

輸出国税
関

輸

タ
ー
ミ
ナ
ル

入

ナ
ル

Mika Lammi, Head of IoT business development at Kouvola
Innovation, フィンランド

ブロックチェーンが可能にする、先述の船荷証券用ソリューションのような仕組みから得ら

業者
出
輸

「ブロックチェーンは、世界中の
あ ら ゆ る 業 界 に お い て、 ロ ジ ス
ティクス事業やロジスティクス業
務の画期的な進化を可能にする。
我々は、ブロックチェーンの導入
によって物流のバリュー・チェー
ンが変革され、よりシームレスで、
個々の貨物について信頼できる情
報が提供される仕組みが実現され
ることを大いに期待している。」
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国税関
輸入
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インボイス処理
プラットフォーム
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出典 : IBM Institute for Business Value による分析
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永久機関を目指して：新たなビジネス・モデルの
可能性

ブロックチェーンが摩擦を消滅させると、経済の方程式が変わる。IBM が実施したブロック

チェーン調査の結果をみると、ブロックチェーンの導入効果としてビジネス･ ネットワーク内
の摩擦の軽減がどの程度期待できそうかがわかる。当調査では、貸金業者、住宅ローン融
資を行うエコシステム、住宅市場、の 3 つのビジネス・ネットワークにおいて、ブロックチェー

ンを導入することで各摩擦がどの程度軽減されると考えられるかを調査し、その結果を最大
を 100 とする尺度で表した（図 6）。

図6
ビジネス効果：ブロックチェーン導入によって期待される効率性の向上
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25

50

75

100

情報の不完全性
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起因する摩擦

情報の入手困難性
情報セキュリティリスク

取引の複雑性
取引費用に
起因する摩擦

取引階層の深さ
取引市場の欠如

硬直化した組織
革新費用に
起因する摩擦

制約的な法規制
イノベーターの脅威

出典 : IBM Institute for Business Value による分析
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住宅ローン融資の
エコシステム
住宅市場
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ブロックチェーンが引き起こす劇的な変革のシナリオ

この調査結果をみると、さまざまな経済活動において期待される摩擦の削減効果は驚異的

なものがある。取引費用や革新費用に起因する摩擦を大幅に軽減することができると、組
織はこれまで想像もしなかったような変革を遂げる可能性がある。エコシステムの運営にお

ける信頼性ははるかに確固としたものになるであろう。ブロックチェーン・ネットワークは、
資本の流動と価値の交換を促進することにより、市場の仕組みを変え、経済活動の機会を
広げる。このような画期的な変化に伴い、新たな組織行動論、精緻化された信用基準、そ

して価値交換の新たな方法が出現する
（図 7）。未来を正確に予測することは誰にもできない。
しかし、ブロックチェーンが摩擦を消滅させれば、組織や経済のあり方が刷新されるのでは
ないだろうか。

図7
変革の 3 本柱：ブロックチェーンが企業、エコシステム、経済に与える 3 つの効果

新たな
組織行動論
効率の高い分散型
ビジネス・ネットワークの
登場により、従来の
組織経営の考え方が変わる

精緻化される
信用基準

価値交換の
新たな方法

契約内容、
コンプライアンス状況、
認証情報の成文化により、
商取引における信用保証の
仕組みが変わる

ブロックチェーンを基盤とした
効率的かつ参加障壁の低い
市場の形成により、価値の
交換と富の流れが加速する

出典 : IBM Institute for Business Value による分析
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新たな組織行動論

現代の企業は摩擦の存在を前提として構築された。もっと厳密に言えば、そもそも企業は

摩擦を自らに有利に活かすために構築されたと考えられている。摩擦が除去されると、全く

新しい形の組織が出現する可能性がある。企業の複雑化により、コースの理論の有効性は
一時は疑問視されたが、これは再度見直されることになるかもしれない。企業は以前よりも
容易に規模を拡大・縮小できるようになる。例え小規模でも高い競争力を持つことも可能に
なる。組織の規模は大きな問題ではなくなり、どのように統制されているかが重要になる。

かつて垂直統合に専念していた組織は、ビジネス・パートナーとつながり水平方向の連携を
推進するようになる。スマート・コントラクトに基づいて行われる業務は、素早く効率的に進

む。階層的で官僚的な統制から解放された組織は、働き方が変わるだけでなく、仕事内容

そのものが変わる。どの事業においても価格形態、採算性、所有形態などの再考が求めら
れるであろう。

分散的という特性を持つため、ブロックチェーンは時の変化に合わせて自ら進化することが
でき、理論的には自律的といえる。ブロックチェーンを前提として生まれたビジネスは、これ

までの組織とは異なる新しい形態をとる。その最も画期的な特徴は、組織において自律的
に行われる業務範囲の広さであろう。7

ブロックチェーンを基盤とする取引の仕組みが洗練されていくと、ビジネス・ネットワーク全
体の自律性が高まることで人による統制の必要性が減り、最終的には自己統制的かつコグニ

ティブな（自ら思考できる）ビジネス・ネットワークへと進化する。こうした自律的な組織の
出現は、従来の組織概念を崩し、その可能性をさらに広げるであろう。

「経済学者ハイエクが唱えたよう
に、情報とは、集中管理されず特
定機関が独占していないときに最
も 有 効 に 活 用 さ れ る も の だ。 フ
ラットで階層の少ない構造の下
では、情報が有効活用される。ブ
ロックチェーンのような新しいイ
ノベーションが、これを可能にす
るであろう。」
Patrick Byrne, CEO, Overstock8
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「サイバースペースにおける信用
は、2 つの重要な要件に基づいて
いる。1 つは自分が名乗る身分の
証明ができること（アイデンティ
ティの認証）、そしてもう 1 つは
自分が要求する内容について必
要な許可を得ていることが証明
できること（権限の承認）である。
信用できることが確認されれば、
製品・サービスが安全性・効率
性・信頼性の高い方法で提供さ
れ、相手方が信用できることが
示される。」
“Distributed Ledger Technology: beyond block chain,
A Report by the UK Government Chief Scientific Officer” 9

ブロックチェーンが引き起こす劇的な変革のシナリオ

精緻化される信用基準

ビジネスでは、信用を確立することはとてつもなく難しく、それを完全に保証することは不

可能である。これまで、我々はこの役割については信用証書や信用保証機関に依存してきた。
しかしブロックチェーンの出現により、信用証明は取引自体に組み込むことができるように
なった。これまでよりはるかに確実な信用保証の仕組みを構築することができるのである。

こうした信頼感の高まりがエコシステム内に浸透すれば、かつて信用を仲介していた第三者

機関の中抜きが生じる。ブロックチェーン・ネットワーク上のスマート・コントラクト、認証、
デジタル・コンプライアンスは、個別取引レベルで信用を保証する。このような形で信用力
が成文化されれば、取引における組織関係は最適化され、エコシステム全体におけるビジ
ネスの効率性が格段に改善する。

信用力は、ある状況における一時点の「状態」を指すようになる。取引における役割や内容
に応じて、個人や機関は「信用できる」、
「ある程度は信用できる」、
「信用できない」などと

評価されるようになる。例えば、ある金融機関は海外のビジネス・パートナーについて、X
を行う場合は信用するが、Y を行う場合は信用しない、というケースが発生する。

現在は、インターネット上のランキングや評価が信用を代行する機能を果たしている。しか
し将来は、ブロックチェーン上に築かれる「評判システム」に、組織または個人の行動の恒
久的な記録が残るようになる。以前は単なるビジネスの記録であった台帳は、企業と政府
の両方にとって強力な信用の記録になる。
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価値交換の新たな方法

ブロックチェーン・ネットワークは商取引に保証と来歴という属性を与えることができる。こ

れによって、デジタル化されたあらゆるものの価値交換を促進する、新たな市場が次々と形
成されるであろう。農業から建設業に至るまで、かつてデジタル商取引から締め出されてい
た業界は、効率が高く信用できる市場にアクセスする手段を得る。また、前述の開発途上

国の土地の例のように、ブロックチェーンを基盤とした資産登記簿が整備されれば、これま
で休眠していた資産もグローバル経済活動に参加できるようになる。

全員参加型の経済が実現すれば、価値創造活動は活性化され、新たな競合も登場する。あ
らゆる業界でプロフィット・プールの分配が崩れ、業界内の競合、他業界の既存組織、新

規参入企業、そして場合によっては消費者にまで利益が流れるであろう。政府は、不正行為

や官僚主義を是正し、市民とより有益な社会契約を結ぶことができる。科学の進歩は、こ
れまでは大企業などの大きな組織の努力に依存してきたが、今後は医学研究から再生可能

エネルギーに至るすべての領域において、多数の個人や組織が安全なプラットフォーム上で
コラボレーションすることで実現するであろう。

しかし、これらの世界を実現するためにはブロックチェーン・プラットフォームだけではまだ
足りない。これまでのようにモバイル・アプリが進化し、分散化された次世代アプリが登場
すれば、ナイロビの商店主、ツーソンで太陽光発電を行う個人、バンガロールで 3D プリンター

を使用する発明家など、誰もがブロックチェーン・テクノロジーにアクセスできるようになる。
ブロックチェーンが資本の流れと富の創造を加速すれば、経済や取引は突発的に生じる摩擦

の影響を受けることが少なくなり、永久機関のような仕組みに向かって進化していくと考えら
れる。

「このテクノロジーには業界全体
の変革を促進する力があるが、顧
客や業界参加者と共同で、オープ
ン・ソース・アプローチにて開発
を進める必要があると考えてい
る。」
Moiz Kohari, EVP, Group head of technology innovation,
London Stock Exchange Group
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ブロックチェーンが引き起こす劇的な変革のシナリオ

ブロックチェーンの実用化に向けて
ブロックチェーンは当初、暗号通貨のプラットフォームとして注目を集めた。以後、2013 年から
2016 年までの間にブロックチェーン上の非通貨資産は 1,600% 増加し、16 億ドルに達した。10
現在、45 の銀行が R3 コンソーシアムを結成し、今後の取り組みを検討している。11 ニューヨー

クのニューヨーク・メロン銀行は、有価証券貸付における資産の移転にブロックチェーンを
活用する取り組みを進めている。12 また、日本取引所グループは流動性の低い市場での取引
を対象に、ブロックチェーン・テクノロジーの検証を行っている。13

ブロックチェーン・テクノロジーはまだ発展の初期段階にあるが、リーディング企業は既にそ
の価値に着目し、試験的な取り組みを通じて摩擦の克服を実証している。

暗号化社債による迅速な資本調達：米オンライン小売大手の Overstock 社は、全世界での

社債の発行、決済、取引におけるブロックチェーン技術の使用について米証券取引委員会の
承認を得た。現在、私募債の決済には 2 ～ 3 日かかるのが一般的だが、Overstock が発行

する私募債は即日決済が可能である。これは資金調達を迅速化するだけではなく、有価証
券を所有しないまま空売りする、裸売りのリスクの軽減も可能にする。14

信頼性の高い行政データベース「e-Citizen」：電子立国を推進するエストニアでは、国民が
政府のデータベースに格納されている自身に関する記録にアクセスし、内容を検証すること

ができる。この記録には改ざん防止機能も施されている。 政府のデータベース情報の信頼

性が高いため、電子納税申告や電子企業登録などのデジタル・サービスが展開されている。
エストニアは現在、NASDAQ と協力してブロックチェーンを基盤とする電子投票サービスを

導入しており、エストニアの NASDAQ 取引所に上場する企業の株主は株主総会での電子投
票が可能である。15
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車内で完結する決済処理：Visa と、電子署名サービスを提供する米 DocuSign 社は、せっか

ちな消費者の期待に応えるサービスの概念実証について発表した。このパイロット実験では、
自動車をブロックチェーンに登録したうえで、レンタルを希望する人に車両に乗ってもらい、
運転席に座ったままダッシュボード画面でリースのオプションを設定し、即座に契約書を受
け取り、クリックで署名するというプロセスを体験してもらった。リース契約締結後は、保
険のオプションを選択し、初回の分割払い金を即座に支払うこともできる。このダッシュボー

ドは、音楽のダウンロード料金、駐車料金、ドライバー登録料などの支払いにも対応しており、
ドライバーが行うあらゆる決済手続きが運転席で完結する。しかもこれらのすべてが、新し
いドライバーが運転席に座り駐車場から出るまでの間に行ってしまえるのだ。16

争議の早期解決による資本流動：IBM のグローバル・ファイナンス部門は、全世界 4,000 社

以上のサプライヤーやビジネス・パートナーの与信供与に関わり、年間 290 万件のインボイ

ス処理を行っている。当部門は、ブロックチェーン技術を採用することで、取引において発
生する争議（金額の不一致、商品が届かない、など）の解決に要する時間を 40 日以上から

10 日以下に短縮し、これまでトラブルが原因で流動していなかった約 1 億ドルの資本を解放
しようとしている。17

新しいビジネスモデルによって破壊的企業を破壊力で上回る：ブロックチェーン技術を活用し
た新興企業は、Uber のような破壊的企業のビジネスモデルでさえも脅かそうとしている。イ

スラエルでパイロットを実施しているライドシェアリングサービスの La’Zooz（ラズーズ）は、
仲介者である登録ドライバーを省き、車の所有者同士が直接ライドシェアリングの取引を行

える、信頼性の高いシステムを構築しようとしている。18 また、タクシー配車サービスアプリ

を提供する Arcade City は、ブロックチェーン技術で乗客とドライバーをつなぎ、料金の交
渉が直接行えるようにしている。19
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ブロックチェーンを自社に役立てる
ブロックチェーン導入にあたっての留意点

• 単一企業での取り組みから生まれる価値には
限界がある

• エコシステムにブロックチェーンを導入するため

には、全参加者がスタンダードに同意しなけれ
ばならない

• 協調的な管理が行われるよう配慮しなければ、
過剰な規制のリスクが生じる

• インフラなどの大規模な再構築が必要となる
場合がある

ブロックチェーンは、摩擦を克服し、ビジネスの効率性、信用、価値を向上させる上で強い
威力を発揮する。しかしその導入にあたって企業は、ブロックチェーンが最大の利益をもた
らす分野を慎重に見極めてから取り組む必要がある。ブロックチェーンは、単なるデータベー

スの進化版ではない。共有型の記録システムとして使われてこそ、最大限の価値をもたらす。
また、ブロックチェーンを基盤とするビジネス・ネットワークでは、ネットワーク全体におい

て検証や調整が迅速に行われなければ、情報が即時共有されているメリットが損なわれて
しまう。

ブロックチェーンから最大の価値を引き出すために、企業は以下の 3 つの問いかけへの答
えを考えてみる必要がある。

1. 早期かつ迅速に取り組む計画が立てられているか

先行者およびアーリー・アダプターは、ブロックチェーンの効率性を活かすことで、早期の
利益獲得や強力な競争力の確立を実現する。

まず、自社にとってどのような摩擦が最も阻害要因になっているかを検討し、説得力のある

ユース・ケースを策定してみる。当レポートにおいて紹介した 3 つの摩擦のフレームワークが、
自社を縛る非効率性を評価する上で役立つ。

ブロックチェーンの特性が速やかに効果を発揮し得る、個別分野において実験を行う。当レ

ポートにおいて紹介したブロックチェーンの 5 つの特性を示すフレームワークが、ブロック
チェーンのどのような特性が最大のメリットをもたらすかの検討に役立つ。

まずはアジャイルな概念実証を実施し、徐々に適用範囲を拡大していくことでビジネス成果

につなげる。初期に実施した小規模プロジェクトから得た知見を活用し、より規模の大きい
取り組みやプロジェクトの企画・実行に活かす（図 8）。
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図8
ブロックチェーン導入パターンの例：1 社単独で管理する台帳（コンプライアンス用など）から着手し、
最終的には金融取引のプラットフォームへ

金融取引市場
プラットフォーム
権利情報共有・
確認システム

· 目的は、市場の多数の参加者間における高価値金融資産の移転
· 法規制の定める期限に対応
· 目的は、権利に関する情報（投票、配当通知など）の共有・確認
· 対象は金融資産ではなく、情報
· 来歴とファイナリティーが重要

複数社管理・
共有台帳

· 目的は、少数の参加者によって構成されるネットワークにおける
重要な参照データの共有
· 統合され一貫性のある情報への即時アクセスが可能

１社管理台帳

· 目的は、自社のコンプライアンス、監査、およびリスク管理などの
データへの即時アクセス
· 来歴、普遍性、ファイナリティーが重要
· 監査人および規制当局に対する透明性の確保

出典 : IBM Institute for Business Value による分析

なお、消費者が関わるプロセスや仕組みにブロックチェーンを導入する場合は、技術者のみ

でプロジェクトを遂行するのは望ましくない。デザイン・シンキングを用いて、従業員や消費
者にとってのユーザー体験をどう改善・簡素化できるかをよく検討しなければ、最終的には
ユーザーに受け入れられず、浸透することなく終わってしまう。

2. ネットワーク全体に受け入れられるスタンダードが確立できているか

ブロックチェーン導入の成否は、最良のテクノロジーやアプリの有無ではなく、最強のネッ
トワークを構築できるか否かにかかっている。

ブロックチェーンの導入にあたっては、グローバル・スタンダードとして通用しうるルール作り
を、最初から意識する必要がある。なぜなら、ブロックチェーンはインターネットよりもさら
に速く、そして広く世界中に浸透する可能性があり、その場合は早期にスタンダードが必要
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IBM のブロックチェーン調査について

本レポートは、ブロックチェーンをテーマとした
IBM によるホワイトペーパーのシリーズ第一弾に

あたる。今後、IBM は 1,000 名以上の経営層を

対象にインタビューを行い、ブロックチェーン・
テクノロジーがビジネスに与える影響についての

経験談、取り組み意向や期待を伺う予定である。
今後は業界別の見通しについても分析を行う。各
レポートは ibm.com/industries/jp/ja/blockchain
もしくは ibm.com/services/jp/gbs/

thoughtleadership/ にて順次公開する。
関連レポート
“ The Economy of Things: E x trac ting new value from the
Internet of Things.” Veena Pureswaran and Dr. Robin Lougee.
IBM Institute for Business Value. June 2015. 邦 訳『 モノの 経 済』
ibm.biz/economyofthings
“Empowering the edge: Practical insights on a decentralized
Internet of Things.” Veena Pureswaran, Sanjay Panikkar and
Sumabala Nair. IBM Institute for Business Value. March 2015. 邦訳
『エッジへの発展』ibm.biz/empoweringedge
“Device democracy: Saving the future of the Internet of Things.”
Paul Brody and Veena Pureswaran. IBM Institute for Business
Value. September 2014.  邦訳『デバイス・デモクラシー』
ibm.biz/devicedemocracy

になるからである。あとで調整に時間を割くよりは、最初に時間をかけて世界中に適用可能
なスタンダード作りを行うことを推奨する。
ブロックチェーンの拡張性、オープン性、相互運用性などの特徴を活かし、アライアンスやコン
ソーシアムのような他のネットワークとの連携を検討する。ブロックチェーンにはオープン・スタ
ンダードによるガバナンスが適している。自社のエコシステムにはどのようなネットワーク拡張
が最も効果的か、そしてそのことで業界やエコシステム内のプロフィット・プールがどのように
再分配されるかを考える。また、この破壊的な取り組みにおける自社の役回りを見極めておく。
長期を想定したネットワークを形成する。ブロックチェーンは一過性のものではなく、次世代
のビジネス・プラットフォームである。ここで行うコラボレーション活動は、未来の最適な働
き方といえる。最適化されたビジネス・ネットワークを構築することを目的に、誰と提携する
べきかを検討することが有効である。
3. 新たな収益モデルを描けているか
新しいテクノロジーの導入は骨が折れる作業だが、自社ビジネスの成長や利益拡大に対す
る貢献は大きく、努力の結実も早い。
ブロックチェーンが既存のビジネスモデルを破壊することで、自社にとってどのような新しい
収入機会が生まれるかを十分に検討する。従量課金制度、ライセンス供与、マイクロペイメ
ントの活用が大きな効果をもたらすビジネス・モデルや市場は、魅力的な候補といえる。
ブロックチェーンは、ビッグデータ・アナリティクス、IoT（モノのインターネット）、コグニティ
ブ・コンピューティング（Watson）など、他のテクノロジーの価値をさらに引き出す効果が
あることを理解しておく。
ブロックチェーンを基盤とする新しいサービスやアプリが、自社の既存の収益モデルをどのよ
うに補完し拡張することができるか、可能性を広く検討する。
政府機関や非営利組織においては、ブロックチェーンによって得られる、資本流動化やプラ
イバシー保護などの効果の重要性を評価する。
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インダストリー・ソリューションズ事業開発
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インダストリー・ソリューションズ事業開発
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