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IBM のブロックチェーン・サービスについて

IBM は、世界をリードする研究組織の 1 つとして、また世界

で最もオープンソース・プロジェクトに貢献する組織の１つと

して、人々、政府、企業が行う取引や交流を変革するために

必要な協調的な活動に貢献することに全力をささげていま
す。IBM は、分散型台帳、デジタル ID、そしてブロックチェー

ン・ソリューションを設計し迅速に導入するため、ブロック
チェーン技術基盤、コンサルティング機能、およびシステム

統合機能をお客様に提供しています。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活かした

ご支援をすることができます。詳細については、ibm.com/
blockchain をご覧ください。

IBM Global Electronics プラクティスは、IBM と、パートナー・
サービス、ハードウェア、ソフトウェア、研究の他、イノベー

ションの実現、差別化された顧客体験の創造、グローバルな
運用の最適化を支援する統合ソリューションを独自に結び付
けて提供します。詳細は Web サイトをご覧ください。
ibm.com/electronics
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複雑性に対処する

エグゼクティブ・サマリー

バリュー・チェーンが企業内および業界内の階層構造

Economist Intelligence Unit の支援のもと、IBM Institute for Business Value は、16 カ国 200

ます複雑化する市場に直面している。ブロックチェーン

チェーンへの期待に関する調査を実施した。その調査では、エレクトロニクス業界における

新しいツールである。共有および同期された台帳とし

開始していることが判明した。

全体に拡大しているため、エレクトロニクス業界はます
技術は、業界に大きなメリットをもたらすことが可能な

ての機能は、組織がバリュー・チェーン全体の複雑性
に対処するのに役立つ。最新のブロックチェーンの調

査で明らかになった主なユース・ケースによると、ブ

ロックチェーンを積極的に導入する組織は、複雑なビ

ジネス・プロセスに関連する “摩擦” の削減などを含

めた、コスト、時間、およびリスクを改善する高いレ
ベルのメリットを期待している。

名のエレクトロニクス分野のリーダーを対象として、ブロックチェーンの経験やブロック
組織は、メリットがある主要な領域を特定し、ブロックチェーン技術の活用に向けた検討を
回答者の 14 パーセントの組織は 2017 年に商用のブロックチェーン・ソリューションを開発

することを示唆した。これらの回答者（「先駆者」と呼ぶ）は、
自業界に対するブロックチェー

ンの可能性に非常に前向きな考え方を持つ人々である。その前向きな考え方は、2018 年に
ビジネス分野全体におけるブロックチェーン技術への高い投資を予測していることにも表れ

ている。

先駆者は、ブロックチェーンが業界内の複雑性を引き起こしている “摩擦” の削減に役立つ

と報告している。彼らは、ブロックチェーンが緩和できる主要な “摩擦” として、情報の入手
困難性、制約的な法規制、そしてイノベーターの脅威を特定した。この緩和により先駆者は
新しいビジネスモデルを特定し、規制を順守し、破壊的変化をより適切に予測する能力を向
上させる可能性がある。

先駆者はまず、時間、コスト、リスクの観点から最大の潜在的メリットを創出し得るユース・

ケースを特定した。ブロックチェーンを資産および在庫の管理や部品の取引履歴に適用する

ことにより、サプライチェーン全体の可視性を向上させ、それら潜在的なメリットを享受でき
る。それと同時に、新しいビジネスモデルを探索できる。また、先駆者は、業界での導入が

進むにつれて新しいビジネスモデルが現れるユース・ケースとして、エッジ・コンピューティ

ングとデジタル・マーケットプレイスを特定した。

このレポートでは、ブロックチェーン・ソリューションの市場導入に関する重要な洞察を提供

する。また、アーリー・アダプター、すなわち先駆者が何により差別化を図ろうとしているか、
および他のエレクトロニクス企業がその動向から何を学べるかを述べる。
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先駆者は速いペースで変革
エレクトロニクス業界における組織の
14%（先駆者）は、2017 年までに
ブロックチェーンが大規模に稼働す
ると予測する。
エレクトロニクス業 界 の 先 駆 者の
経営層の 80% は、ブロックチェーン
が資産および在庫管理、部品の取引
履歴、エッジ・コンピューティングお
よびデジタル・マーケットプレイス
に 最 大 の 利 益 をもたらすと予 測
する。
エレクトロニクス業 界 の 先 駆 者の
経営層の 60% は、ブロックチェーン
がデジタル・マーケットプレイスに
最 大 の 破 壊 的 変 化 をもたらすと
予測する。

ウィリアム・ギブスンはかつて「未来はここにある。それはまだ広くいきわたっていないだけ
だ」という名言を述べた。その言葉は間もなく実現する。地理的に分散した非集中型の生産
および物流ネットワークは、すでにエレクトロニクス業界で優勢となっている。すべての製品
は、部品、製造業者、プロセス、および流通の複雑性の混ざり合わせによって構成されてお

り、これらをアイデア創出から顧客提供へと至る過程の中で調和させる必要がある。

エレクトロニクス業界における複雑なマルチ企業、マルチティアのバリュー・チェーンの課題

は、各活動を最適かつ迅速に協調させることである。エレクトロニクス業界のバリュー・チェー

ンに参加する組織の数が増えるにつれ、データの不備がより起こりやすくなる。バリュー・
チェーンに貴重な情報を付加するデータが、拡張されたプロセスにおけるあらゆる部分から
欠落する可能性がますます高くなる。あるいは、データがバリュー・チェーンに沿って関係
者間を移動する間に同期が取れなくなる可能性がある。

そのため、データの精度と情報を確保するためには、多くの小さなプロセスと複雑性が必要

となる。その実現に向けた活動では、バリュー・チェーン上の参加者が、意思決定や経済活
動の流れを維持するために必要な信頼性とデータの両方を確保することを目指す。

電子データ交換（EDI）などの従来の技術により、部品サプライヤーと製造業者の間の発注

書や請求書など、2 者間での標準化された大量トランザクション用データの交換が容易に
なった。しかしながら、このメカニズムは複数の関係者間のトランザクションに及ぶようにな

るにつれ、あまり適切ではなく、しかも効率が非常に低いものとなる。特に発生頻度の比較

的低いトランザクションでは顕著な課題となる。例えば、部品サプライヤー、OEM、ロジス

ティクス企業、Electronics Manufacturing Services（EMS：電子機器製造受託サービス）プ

ロバイダーの間で行われるトランザクションに対し、タイムリーかつ効率的なソリューション
を設計することはより困難になる。また、関係する当事者が増え、トランザクションのスピー

ドを高める必要性が高まるにつれ、途中でデータが失われる可能性が高くなる。



こうした複雑性は、製造業者がサプライヤーから機器を購入する際など、トランザクションが
比較的単純な場合であっても発生する。異なる国にあり、これまでに関係性のなかった 2 者
が取引を始める場合はどうなるか ? しばしば、エレクトロニクス業界における組織は仲介業者

に頼ることになる。製造業者はサプライヤーに対価が実際に支払われることを保証する関係
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高速レーン

信用状は通常、デジタル形式で共有されたり保存

されたりすることはない。その代わり、買い手、売

を確立するため、銀行から信用状を取得する必要がある。それと同時に、機器を輸送する配

り手およびそれぞれの銀行は、支払いを実行する

監査人は機器が製造業者の現場で受け取られ、適切に設置されたことを確認し、銀行に通

れる）を交換し、署名および連署を行い、販売契

送業者は、所有権が一方の当事者から他方の当事者に移行する時点を記録する必要がある。
知する必要がある。この情報化時代でさえ、プロセスの多くの手順は、トランザクション記録

を読んでから次の手順を開始するなど、人手に依存している。その結果、トランザクションが
完了するまでにさらに数日または数週間かかる場合がある。

最終的には複数の関係者にわたる従来のオペレーション構造において強い “摩擦” を伴うプ

ロセスが生じるようになる。大量のトランザクションやデータの不完全性のため、貿易金融

の管理や紛争鉱物からの自社製品の保護など、特殊なプロセスを実行するために設計され
たシステムは、その実行が妨げられる。

しかし、洗練されたソリューションが新たに登場した。それはブロックチェーンである。これ

は、当事者が資産に関連するすべてのトランザクションに関する共通記録を作成できる分散

型台帳である。ブロックチェーンは、複雑性を伴う “摩擦” を軽減し、ビジネス・プロセスに

関連するコスト、時間、およびリスクを改善することができる（補足記事の「高速レーン」
参照）。

ため、紙の文書（しばしば宅配業者によって送ら
約の条件が履行されたことを確認する。先日、
UBS Financial Services Inc. は、Hyperledger ブ

ロックチェーンで PoC（概念実証）を実施した。
売上請求書と契約書を信用状に結び付けること

で、全処理に要する期間が 7 日ではなく1 時間程
度になると予測している。1
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図1
ブロックチェーンを使用した OEM の複雑性の管理

ブロックチェーン：エレクトロニクス業界におけるバリュー・チェーンの課題への取り組み

売買

伝統的に、企業は自社の取引（通貨または知的財産を含めた財産）のみを記録した台帳を

保持している。各台帳は、単一の当事者によって保持された情報のみを反映する。例えば、
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重要な部品サプライヤーは OEM と直接取引したいと考えているが、
サードパーティー・ロジスティクス（3PL）プロバイダーを介して
Electronics Manufacturing Services（EMS）プロバイダーに部品を
配送する必要がある。OEM は、3PL や EMS からの手動の通知に
基づき、トランザクションを手作業で行わなければならない。
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報も、共有台帳を介して更新できる（図 1 参照）。当事者間の商品の物理的な流れ、部品の

所有権の移転、および予測データの流れをすべて同期して追跡できる。これらの更新はピア

ブロックチェーンで取得されたデータは、どんどん伸びていくチェーンの一部となり、トラン
物理的な流れ
金銭的な流れ

OE

M

サードパーティー・ロジスティクス（3PL）プロバイダー、顧客、および規制当局に関する情

で同期される。

3PL ハ
ブ・
プ
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はない。例えば、OEM が別の国から部品を購入する場合、信用状を保持する銀行、EMS、

ツーピア・レプリケーションによって行われ、その結果、各参加者の台帳は最小の遅延時間

ブロックチェーンのソリューション
ー
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ベースの通信」参照）。

ブロックチェーン・トランザクションの各参加者は台帳の完全なコピーを保有しているが、セ

立

OE

M

れを反映し、情報を更新することができる（補足記事の「メッセージベースの通信 対 状態

OEM は契約価格
で部品を購入し、
「市場」価格で
EMS に販売する。

物理的な操作が発生したときに金融取引を自動的に実行する
スマート・コントラクトを用い、ブロックチェーンの共有台帳を使用して、
個別の金銭的な流れ（サプライヤー、OEM、EMS の順）および
物理的な流れ（サプライヤー、3PL ハブ、EMS の順）を管理する。

ザクションが発生するたびに変更不可能なレコードになる。参加者は許可されたブロック

チェーンでは自らの役割とアクセス権に基づいて特定のデータ要素を表示できる。

許可されたブロックチェーンは 2 つのセキュリティーレベルを維持できる。1 つ目は、台帳を
見ることが許される参加者を規定し、2 つ目は、その参加者が見ることのできる情報を規定

する。さらに、台帳は安定している、つまり “変更不可能” である。これは、誰も事後に
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トランザクションを変更することができないことを意味する。透明性を備え、イベントが発生

するたびに更新されるため、不正行為を行うことが難しく、不正行為自体を減らすことさえ可
能である。

ブロックチェーンに埋め込まれたスマート・コントラクトは、トランザクションを自動的に処理

できる条件を規定できる。この機能により、エラーや遅延が発生しやすい、コストのかかる
手作業が不要になる。しかしながら、それはブロックチェーンが創出する価値の始まりに過

ぎない。

先駆者：熱意によって動かされる
エレクトロニクス業界の経営層にブロックチェーンの実装に向けてどのように準備している
のかを尋ねた。回答者の 14 パーセントは、2017 年にブロックチェーンが商業規模の製造に

メッセージベースの通信 対 状態ベース
の通信

今日、組織はさまざまなタスクを実行するために

メッセージをやりとりし、各組織はそのタスクの状

態をそれぞれローカルに保持している。ブロック

チェーンにおけるメッセージはタスクの状態とし

て共有されるため、各メッセージはライフサイク
ルの中で移動していくタスクの状態を表す。ブ

ロックチェーンは、単一の所有者が保有する情報

から、関係者間で共有された資産またはトランザ

適用されることを期待していると述べた。このグループを先駆者と呼ぶ。2020 年までに、エ

クションの生涯履歴へとパラダイムシフトを起こ

と見ている（図 2 参照）
。

ダイムは状態ベースの通信である。

レクトロニクス業界の組織のほぼ 4 分の 3 がブロックチェーンを使用した事業が展開される
図2
ブロックの先頭：ブロックチェーンの商業規模の製造への適用を期待している時期

Figure 2.

一般的なエレクトロニクス企業

58%

追随者

28%

先駆者

14%
2017

2018

2020

す。メッセージベースの通信に代わる新しいパラ
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今まで、ブロックチェーンの PoC はサービス業界において最も盛んに行われていた。しかし
ながら、最近では、ブロックチェーンは他の業界のサプライチェーンに浸透してきた。多くの
場合、物流を円滑にしたり、商品の取引履歴や所有権を追跡するために使用される。

エレクトロニクス業界の先駆者は、ブロックチェーンをビジネス・ネットワークに適用するこ

とへの関心が最も高い人々である。先駆者はイノベーションに対する熱意を示しており、サ

プライチェーンの主要な分野をはじめとして、ビジネス分野全体における 2018 年までの高
水準の投資を予測している（図 3 参照）。
図3
組織は全社的にブロックチェーンに投資する

2018 年までの投資

稼働データ サプライ
部品の
チェーン・
取引履歴
マネージメント
100% | 91%

96% | 88%

先駆者

その他

96% | 86%

品質保証と
サービス管理
96% | 87%

法規制の エッジ・
資産と
順守
コンピュー 在庫の管理
ティング

デジタル・
マーケット
プレイス

96% | 85%

82% | 87%

96% | 85%

93% | 88%



先駆者がブロックチェーンを導入しようとする意欲は、金融サービスにおける早期の成功が

きっかけとなるかもしれない。例えば、IBM Global Financing は、IBM と提携しているサプラ
イヤーから物品・サービスを購入する数千ものパートナーに与信サービスを提供している
が、すでにブロックチェーンをトラブル回避に試験的に導入しており、毎年平均 2 万 5000 件

の紛争につながる 290 万件のトランザクションを処理し、約 1 億ドルの資本提携を行うこと
ができる。データをブロックチェーンに転送し関係者間で共有することにより、IBM はトラブ

ル回避に 40 日以上かかっていた期間を 10 日未満に短縮し、資本効率を 40 パーセント改善

した。

急速に減少する “摩擦”

ブロックチェーンの最初の調査である「Fast forward」の中で、企業を躊躇させ、成長を制
限し、イノベーションを抑制する “摩擦” を根絶するブロックチェーンの可能性を調べた。2

そこで、すべてのエレクトロニクス業界の組織は、特定された “摩擦” の原因の大部分がブ
ロックチェーンによって軽減されることに期待していることを明らかにした。しかし、先駆者

は、ある点において後続の市場参入者とは異なる期待を持っていた。それは、以前はアクセ

ス（取得・利用）できなかった情報から益を得られるようになることへの期待で、その割合
は先駆者の方が他の参入者より 36 パーセント高かった。

エレクトロニクス業界の組織が容易にアクセスすることのできない情報としては、モノのイン

ターネット（IoT）の最先端に位置するものが考えられ、デバイスから膨大な量のデータ・ス

トリーミングが行われることから、共有が難しい可能性がある。また、別の組織のデータベー

ス上に存在する情報は、競争優位性を明け渡す恐れがあるため共有されない可能性もある。

しかしながら、許可されたブロックチェーン上では、当事者は身元を隠すことができる。例え
ば、OEM はベンダーの名前をエコシステム内の他者に明らかにすることなく、商品を受け
取ったことを知らせることができる。
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新しい情報源へアクセスできるようになると、可視性が向上する。先駆者は、透明性が向上

することで、制約的な法規制を順守するための負担が軽減されると予想している。例えば、
従来はそのような規制の下ではマルチティア構造の複雑性のゆえに各々の説明責任が曖昧

になるため、パートナー選択の自由が制約されてきた。同様に、ブロックチェーンからより多

くの情報にアクセスすることにより、かつては見えなかった脅威（新規あるいは予期しないビ
ジネスモデルや競合）がビジネスを破壊する前にそれを検知することができるようになるだ

ろう（図 4 参照）。

図4
成長への道筋：先駆者は、ブロックチェーンが削減できる 3 大 “摩擦” を特定する

36%
以上

26%
以上

21%
以上

64% | 47%

68% | 54%

68% | 56%

情報の入手困難性

制約的な法規制

イノベーターの脅威

標準規格の問題または拡張可能
な計算能力やストレージの不足を
原因とする情報不足
先駆者

その他

ビジネス・プロセスにおける全体的
な効率を下げる政 府および業界の
規制

事 前に 計 画 することが 難しい
新たなビジネスモデルの浸透や
競争のリスク
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ブロックチェーンの最初の一歩：どこから始めるか
多くの組織は、ブロックチェーンを活用することで複雑性に対処したり、非妥協的なプロセ

スに関する時間、コスト、およびリスクを大幅に削減したりできることを認識している。エレ

クトロニクス業界にとって、ブロックチェーン技術は特にサプライチェーンへの適用が向いて
おり、取り組み始めるのにふさわしい領域である。

ブランド保護とリスク防止

ブロックチェーンは商品の取引履歴の追跡に活用できる（図 5 参照）。この機能は、企業が

図5
ブロックチェーン上での部品の取引履歴から顕著なビジネス上の
利益を期待している回答者の割合

Figure 5.

部品の取引履歴
コストの削減

93%
55%

偽造品や紛争鉱物を検出するのに有用であり、ブランドの保護に役立つ。偽造品の発生を
防ぐことにより、顧客が期待するブランド品質と顧客体験を確保できる。同様に、エレクトロ
ニクス業界に流入する鉱物を追跡し、それが紛争地帯に由来するものではないことを保証す

時間の短縮

93%
64%

るブロックチェーンは、ブランドを保護し、規制順守を簡素化する。

エレクトロニクス業界のサプライチェーンが複数の階層構造になっている場合、部品やコン

プライアンスの管理が難しくなることがある。サプライヤーおよび OEM は、完成品からはる

リスクの削減

82%
64%

か離れた位置にいる可能性もある。しかし、ブロックチェーンでは、データによって部品が

どこにあろうとも特定し追跡できる。所有権証明書、ほぼリアルタイムの位置、さらに商品
の輸送条件でさえ、信頼できる監査証跡になるように収集、共有、および保管できる。

新しいビジネスモデルの将来性

ブロックチェーン上で部品の取引履歴を追跡することにより、紛争ダイヤの転送や販売はす

でに防がれている（補足記事の「永続的安全性」参照）。ブロックチェーン技術は、製錬所、
部品メーカー、製品組立業者と移動する生産過程の中で、法令に準拠した非紛争鉱石から

採取された鉱物が改ざんも変更もされていないことを保証するのに役立つ可能性がある。
元素（特にバッテリー関連）のコンプライアンス保証は製品に添付され、一部の地域にお
ける参入障壁を緩和する可能性がある。

先駆者

その他

89%
54%
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ロンドンに本拠を置くEverledger 社は、企業がダ

イヤモンドの取引履歴を追跡するのを支援して
いる。Everledger 社のソリューションでは、簡単

同様の方法で、取引履歴を偽造品の抑制に適用できる。半導体業界では、偽造品が初期の
検査に合格することがあるが、それが現場に持ち込まれてから不合格になると、莫大な債務

や風評被害を引き起こす可能性がある。検査によって真偽を判断しようとすると、
プロセスに
遅延が生じたり、コストが余計に増えたりする可能性がある。3 ブロックチェーンに半導体情
報を登録することで、仲介業者へのコストを排除したり、有害なプレイヤーの参入を最初か

に偽造され、荷物とは別に処理される紙の文書の

ら防止することさえ可能である（図 6 参照）。

ロックチェーンのデータを使用する。その結果、

図6
偽造品の防止：変更不可能な監査証跡

モンド」は市場に参入できなくなり、盗難ダイヤ

偽造品の防止

代わりに、個々のダイヤモンドを追跡可能なブ

強制労働によって生産された「血塗られたダイヤ

モンドも永久に追跡され、保険会社のリスクが軽

Figure 6.
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半導体製造業者は、固有のコードを各デバイスに追加し、
追跡が行われる台帳にそれを登録する。

ミッションクリティカルな軍事用および医療用製品の製造業者は、ブロックチェーン対応の取

引履歴ソリューションの最も早い採用者になるかもしれない。最終的に、
この技術は、スマー

トフォンから家電製品まで、高機能搭載製品のほぼすべての製造業者に利益をもたらす可能
性がある。



多くの業界の規制当局は組織と連携して、商品の原産地、生産物流チェーン、および変更不
可能な監査証跡を確立するブロックチェーンをすでに開発している。

企業はブロックチェーンを使用して、電子廃棄物の処分状況を追跡したり、商品がエネルギー
要件を満たしていることを証明したりすることさえ可能である。エレクトロニクス業界は非常

に多くの階層が存在するため、パートナーにとって違反の原因を特定することは困難であっ
た。往々にして、違反の検証はアンケートや監査を用いたサプライヤーの主張に基づいてい

るに過ぎず、しかも企業はたった 1 つ下の階層の企業からの回答しか得ることができない。

こうした時間のかかる手作業の監査は、エレクトロニクス業界が説明責任を果たすために商
品やサービスのコンプライアンス「税」を支払う理由の 1 つである。

これらの各ユース・ケースにおいて、ブロックチェーンは変更不可能な分散型台帳を保持す
ることにより、監査プロセスの革新を支援できる。
仮想サプライチェーンの管理

ブロックチェーンは、OEM が製品の場所を正確に把握するのに役立つ。この特徴は、OEM

が出荷後は実際に製品と接することがないにも関わらず、EMS プロバイダー、3PL プロバイ

ダー、そして顧客への移動を管理する場合に特に重要である。エレクトロニクス企業は、ブ

ロックチェーンをアナリティクスやコグニティブといったケイパビリティと組み合わせて適用

することにより、可視性の範囲をエンドツーエンドまで拡大し、バリュー・チェーン全体での
動的なジャスト・イン・タイムの最適化を実現できる可能性がある。

エレクトロニクス業界の場合、売上に対する在庫の平均総額は 10％である。4 ブロックチェー

ン対応の資産および在庫管理を行うことにより、複数の調達先、資産移転、現地生産の必要

条件がもたらす複雑性に対応するための高いコストを解消することができる
（図 7 参照）。ま
た、この技術は他のブロックチェーン・アプリケーションに容易に拡張できる。携帯電話の

倉庫から小売業者または消費者への移動がすでに追跡されている場合、不正の防止や保証

関連のサービスの向上などのライフサイクルにおける後工程を管理するブロックチェーンと
連携または拡張できる。
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「ブロックチェーンから得られる徹
底的な可視性を活用すると、複雑な
規制への確実な対応がはるかに効
率的になる」と IBM の Corporate
Environmental Affairs and
Product Safety（企業環境および製
品 安 全 担 当 ） の 副 社 長 で ある
Wayne Balta は述べている。「そし
て、先進的なエレクトロニクス企業
もこの新たな透明性を使用して、環
境管理責任をより適切に果たし、消
費者に対して自社のブランドを高め
るだろう」
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図7
ブロックチェーン対応の資産および在庫管理によって得られる顕
著なビジネス上のメリットを期待している回答者の割合

OEM は、EMS プロバイダーが製造を完了した製品の数を評価し、それらの製品が OEM の
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その他
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図8
ブロックチェーンにおける製品の追跡

M

コストの削減

録された製品は、EMS の製品ラインから各届け先までの工程を追跡できる（図 8 参照）。

OE

資産と在庫の管理

倉庫や顧客に届く工程の追跡に膨大な時間を費やしている。一方、ブロックチェーン上に登

流通

センター

O

ブロックチェーンの共有台帳を使用すると、
EMS の生産ラインから各届け先まで、
配送プロセス全体を追跡できる。



ほとんどの場合、現場の作業を監視する製造実行システム（MES）などの追跡システムは、
単一組織の活動に対象が限定されていた。ブロックチェーンを用いると、企業間の追跡シス

テムが実行可能になる。この一連のデータ・チェーンが確立され、ほぼリアルタイムで更新

されると、組織は突然の中断やボトルネック、例えば部分受注、税関に保管されている商品、
認証や品質テストに合格しない部品などを、発生した時点で特定できる。

組織は、生産物流管理をデバイスのライフサイクルにおいて提供されるフィールド・サービ

ス全体に拡張することにより、異常の発生を検出し、保証やサービスに関連するさまざまな

不正行為を阻止できる。このような異常には、偽の購入証明書や、セルフサービス・ソフト

ウェアの更新中にデバイスが破損した場合にコール・センターによって適用される例外的な

保証の悪用などが含まれる。さらに、不正行為を防止するブロックチェーンにより、保証や
保険の延長などの新しいレベルの顧客サービスも可能になる。
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今後の展望：ブロックチェーンによる新しいビジネスモデル
図9
ブロックチェーンからの顕著な利益と変革を予想している回答者
の割合

エッジ・コンピューティング
コストの削減

89%
55%

リスクの削減

86%
58%

新しいビジネスモデルの将来性

先駆者

その他

になると、新しいビジネスモデルが現れる可能性がある（補足記事の「ブロックチェーンと
駐車場」参照）。例えば、この技術は、複雑性を回避し、エッジ・コンピューティングやデジ

タル・マーケットプレイスなどのビジネスモデルを採り入れるのに特に適している。これら 2

93%
53%

時間の短縮

組織がブロックチェーン技術を習得し、バリュー・チェーン全体でより広範囲に採用するよう

89%
58%

つの分野はまだ初期段階だが、エレクトロニクス業界の経営層は、業界変革の可能性が最も
高い分野と見なしている。

エッジ・コンピューティング：IoT からデータを引き出す

科学技術者は最先端を目指し日夜開発競争をしている。エレクトロニクス業界の場合、エッ

ジ・コンピューティングと連携したブロックチェーンは、IoT デバイスからの大量のデータ・ス

トリーミングの管理を改善し、ビジネス上のメリットを生み出すと期待されている
（図 9 参照）。
エッジ・コンピューティングは、ネットワークのエッジにおいてデータの分析結果をデバイス

にフィードバックするため、データ処理のためにデータをクラウドに戻す必要がない。ブロッ

クチェーンは、IoT デバイスの ID とそこからストリーミングされるデータの整合性を検証する
ための一意の ID を使用することで、各ネットワーク・ノードを保護できる。

組込みセンサーはサプライチェーン全体にわたって製造や組み立て等の工程における部品
の履歴を消去できないものとして提供できる。この履歴には、製品寿命や定期的な保守に影

響を及ぼす重大な事象が含まれる可能性がある。この情報は、ブロックチェーン上でサプラ

イチェーンのパートナー、OEM、および規制当局と安全な方法で共有できる。



共有された IoT およびブロックチェーン台帳は、使用 / 稼働、保守、保証、および交換部品
の記録を保持する。リコールが発生した場合には、障害を起こす可能性のある部品を台帳か

ら特定することで大規模な回収を回避できる。

組織は、優良部品証明書を取得し、保守と認証を完了すると、正しい履歴の透明性を高める

ことができる。交換部品の原産地やすべてのサービスは、消去されずに記録されるため、こ
の透明性により信頼性と安全性が向上する。さらに、保険会社、貸し手、および保証サービ

ス・プロバイダーは、新しい事業機会を識別できる。5

IoT デバイスからの単一ルーターを介したデータの共有と、トランザクションの妥当性を検証
する計算コストは、産業分野向けの IoT の導入を促進する可能性がある、低レイテンシで信

頼性の高いネットワークの実現を阻む障害となっている。当面は、技術的課題が急増するが、

その結果獲得されるメリットは途方もないと考えられる。ある推定によると、企業は機器の状
態を継続的に監視し、異常の発生を予測しその対応措置を取ることにより、年間保守予算の
半分を回収できる。

エッジ・コンピューティングとブロックチェーンが進歩を遂げ、統合あるいは相互運用が可能

になると、オペレーションはかつてない効率と柔軟性を実現でき、幾つもの新しいビジネス

モデルが可能になる。

15

ブロックチェーンと駐車場

IBM Watson IoT ブロックチェーン・パーキング・

メーターは、携帯電話を使用して資産を移転し

（この場合は、定められた期間、駐車スペースを
使用し）、それと引き換えに支払いを受け取る。将

来、これと同様の方法により、製造の中で使用さ
れた電子部品の分だけ対価が支払われる、ある
いは家電などに組み込まれた部品の対価が消費

者に使用された分だけ従量課金制で支払われ

る、といったこともできるようになるだろう。
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図 10
ブロックチェーンからの顕著な利益と変革を予想している回答者
の割合
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大半のエレクトロニクス業界の組織は、消費財を除き、デジタル・マーケットプレイスからま
だ大きな価値を得られていない。しかし、クライアントやビジネス・パートナーとの関わり方

を根本的に変える可能性があることを理解している（図 10 参照）。

調査対象の 8 つの分野のうち、組織が破壊的変化を予想している分野の 1 つは、ブロック

チェーン対応のデジタル・マーケットプレイスである。他のすべての分野では破壊的変化を

予想する先駆者は 7 〜 14％であるのに対し、この新しいブロックチェーン対応のマーケット

プレイスでは 3 分の 2 が破壊的変化を予想する。

売上に占めるサービスの比率が増加すると予測している組織が増えているため、ブロック

チェーンに基づくピア・ツー・ピアのメッセージングとトランザクションをサポートするデジタ
ル・マーケットプレイスはより幅広く使用される可能性がある。これにより、例えばエンター

プライズ・ライセンス契約やソフトウェア更新のトレーサビリティに関連するサービスが大幅

に改善される可能性がある。スマート・コントラクトは自動的に消費を追跡し、ソフトウェア・

ライセンスが使用されるたび、またプールに戻されるたびに記録する。

事後の対面での監査に頼るのではなく、クライアントのソフトウェアの使用状況をバーチャル

に追跡することで、これらの状況に共通する課題を緩和することができる。「飲み物 1 杯」程

度のわずかな使用量でもサービスを提供するため、必要に応じて対象範囲を拡大または縮

小したり、コグニティブ・エージェントや推薦ボットのような潜在的なサービスを追加するこ

とで使い勝手を高めることができる。



また、ブロックチェーンは、知的財産権を保護、管理、活用する全く新しいアプローチを実

現できる。主に音楽などのクリエイティブ・コンテンツの著作権を登録するため、ブロック

チェーン対応の新しい認証プラットフォームがすでに使用されている。音楽をダウンロードす

るための新しいデジタル・マーケットプレイスは、2017 年に登場すると予測されている。

ブロックチェーンは、著作権を保持するのと同様に、管轄区域全体で管理されている知的財
産の確実な記録を提供できる。そして、所有権を行使すると同時に、ライセンス付与のため
の新しいモデルをサポートする。スマート・コントラクトによって自動化された支払いは、複
数の所有者、投資家、およびユーザー間で効率的に分配することができる。

管轄区域間の登録やライセンス付与が複雑であるため、ライセンスの管理に関するトランザ

クション・コストは、組織が最大の資産の 1 つと見なすものの活用を制限していた。ブロッ
クチェーンを使用すれば、使用頻度がごくわずかであるか、またはほとんどない知的財産を
効率的に管理することさえ可能になる。最終的には知的財産管理は企業のコスト・センター

ではなくプロフィット・センターになる可能性がある。
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推奨事項
詳細について

IBM Institute for Business Value の調査結果の詳細に
ついては iibv@us.ibm.com までご連絡ください。IBM

どのような速さで進めるべきか

エレクトロニクス業界の回答者の 14 パーセント、すなわち先駆者はすでに取り組みを始めて
いる。これらの組織は速いペースで変革し、利点を早期に実現するための方向性を示してい

の Twitter は @IBMIBV からフォローいただけます。発

る。一般の採用企業は、先駆者の取り組みから学ぶことができるが、できるだけ早く参加す

ご希望の場合は、ibm.com/iibv よりお申し込みくだ

ビジネス領域を深く掘り下げ、主要なパートナーと話し合って根本原因を分析する必要が

行レポートの一覧または月刊ニュースレターの購読を

る準備を進める必要がある。組織は、プロセスが複雑で最も非効率的であると判明している

さい。

ある。

スマートフォンまたはタブレット向け無料アプリ「IBM

回答者の 61 パーセントは、法規制による制約がブロックチェーンの採用を制限する可能性

Business Value のレポートをモバイル端末でもご覧い

行と順守がより容易になる可能性があるため、規制当局にはエレクトロニクス業界の機関と

IBV」をダウンロードすることにより、IBM Institute for
ただけます。

変化する世界に対応するためのパートナー

IBM はお客様と協力して、業界知識と洞察力、高度な

があると懸念している（図 11 参照）。しかし、
ブロックチェーンの透明性によって法規制の施
協力する正当な理由がある。
図 11
入口での停滞：採用の障害

研究成果とテクノロジーの専門知識を組み合わせるこ

とにより、急速な変化を遂げる今日の環境における卓
越した優位性の確立を可能にします。
IBM Institute for Business Value

IBM グローバル・ビジネス・サービスの IBM Institute
for Business Value は企業経営者の方々に、各業界の

重要課題および業界を超えた課題に関して、事実に基
づく戦略的な洞察をご提供しています。

法規制による 明確な
制約
ROI の不足
61% | 57%
先駆者

その他

エグゼクティブ
の賛同を得る
ことの困難さ

54% | 40%

54% | 49%

テクノロジー
の未熟さ
54% | 61%

ブロック
チェーン
精通者の不足
43% | 45%

十分な
ビジネス・
ケースの不足
36% | 48%



ネットワーク全体に広がる標準を確立できるか？

先駆者は、規模の獲得に必要な新しいビジネスと技術の標準化にすでに取り組んでいる。一
般の採用企業は、今日のビジネス標準を確立しているコンソーシアムに参加するなど、強力
なパートナーシップ構築に取り組み始める必要がある。

組織の 54 パーセントは、ROI の不足、エグゼクティブの賛同を得ることの困難さ、およびテ

クノロジーの未熟さを障壁と見なしている（図 11 を参照）。技術標準はオープン・スタンダー

ドや相互運用性、さらにプライバシーやセキュリティーに焦点を当てた、Hyperledger のよう
なプロジェクトの中で確立されるかもしれない。

ROI に関する懸念は、業界のバリュー・チェーンの複雑性をある程度反映している。組織は、
ROI 評価に伴う分析麻痺症候群に陥るのではなく、これら初期段階で最も重要なことは取り
組みから学ぶことであることを念頭に置く必要がある。論点が検証されていくのを待つので

はなく、実験を進め、結果を監視し、学習したことを洗練させる。そのようにすることではじ
めて組織は ROI をより適切に管理できるのである。
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研究チーム

何から着手すべきか ?

Bruce Anderson, Global Managing Director,
Electronics Industry

Cristene Gonzalez-Wertz, Research Leader,

Electronics, Cognitive Manufacturing, IBM Institute
for Business Value

Jaime Marijuan Castro, Senior Managing Consultant,
Global CoC Electronics

Brigid McDermott, Vice President, Blockchain
Business Development

Veena Pureswaran, Research Leader, Blockchain, IBM
Institute for Business Value

Quentin Samelson, Senior Managing Consultant,

まずはあなたが特定した課題が業界全体で共通のものかどうか検討する。単一の企業とその
取引相手間に限定されたブロックチェーンであっても価値はあるが、業界規模の課題を対象

とした方が支持を集めやすく、他のパートナーに採用される可能性が高くなる。ほぼすべて
の企業は長期的には新しいパートナーと連携するようになるため、現在のパートナーのみが
貴社のソリューションを採用する場合、すぐに事業に合わなくなってしまう可能性がある。
新しい収益モデルに対応できるか ?

コンソーシアムはブロックチェーンの利点をより深く理解するための基礎を築いているが、エ

レクトロニクス業界の多くの人々は、複数の主要なパートナーとのより集中的なコラボレー
ションが、ビジネスモデルの革新に適していることをすでに認識している。

調査の回答者は、破壊的変化の可能性についてあまり懸念を示していなかったものの、革新

的な変化を長期的な視野で捉えているエレクトロニクス業界の組織は、IoT とつながるブロッ

クチェーンの応用に注意を払う必要がある。実際、使用量に基づく価格設定などの、新しい
収益モデルが現れつつある。

Global CoC Electronics
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