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ブロックチェーン
世の中の状況

方、情報の複製に対する対策が必要であることに加
え、経済的な価値の移転は出来ない。ブロックチェー
ンは、従来可能であった情報伝達に加え価値移転を可
能としたところに革新性があるといわれている。これ
は実際に支払が発生する場面をイメージすると理解し
やすい。例えばAからBへ1,000円の支払が必要な場
合を想定してみよう。
　電子情報においては1,000円という“情報”を相手
に送信する。「1,000円インターネットバンクで振り込
みました」といったような情報だ。これはあくまで情報
の伝達であるため経済価値の移転とは紐づいておら
ず、本当は支払完了未済であるにも関わらず完了済と
いう虚偽情報を送信したり、実際には自分は1,000円
しか所持していないにも関わらず複数の相手に対して

「1,000円支払った」という情報発信をすることも出来る。
　一方、ブロックチェーンにおいては実際に1,000円
という“価値”そのものが相手に移転する。これは自分
の手元から1,000円札がなくなって、相手の手元に
1,000円札が移動するのと同じ効果が実現されるもの
である。そもそも自分自身が1,000円という価値を保
有していなければ相手先にブロックチェーンを通じて
価値移転を行うことは出来ないし、その価値を複数に
コピーして渡すといったことは技術的に不可能である。
　これがブロックチェーンが革新的といわれる所以で
ある。

ることで従来の中央集権型の仕組から非中央集権型
への転換を可能としたものだ。
　このように様々な特徴を有するブロックチェーンで
あるが、最も革新的なことは何だろうか。ここでは電子
情報との対比で革新性を検証してみたい。
　ブロックチェーン登場以前、既にインターネットの発
明により電子的な情報伝達は実現されていた。電子情
報（例：電子メール）は即時の情報伝達を可能とする一

ブロックチェーンの将来性
　フィンテックとして金融業界にて注目を集めたブ
ロックチェーンであるが、金融に限らず様々な分野へ
の適用可能性があるといわれている。テクノロジー分
野ではレグテック（規制）、アグリテック（農業）、リーガ
ルテック（法律）等、様々なテック分野が勃興してきて
おり、各分野において応用可能性が議論されている。
シェアリングエコノミーへの適用やIoTとの融合など
はその最たるものだ。
　経済産業省が2016年に発表した「我が国経済社会
の情報化・サービス化に係る基盤整備（ブロック
チェーン技術を利用したサービスに関する国内外動
向調査）」によれば、ブロックチェーン技術の展開が有
望な事例として「価値の流通・ポイント化、プラット
フォームのインフラ化」「権利証明行為の非中央集権
化の実現」「遊休資産ゼロ・高効率シェアリングの実
現」「オープン・高効率・高信頼なサプライチェーンの
実現」「プロセス・取引の全自動化・効率化の実現」が
挙げられている（図２）。特に、スマートコントラクトと称
される契約・取引プロセスの全自動化は企業のバック
オフィス業務（契約や取引の執行、支払・決済、稟議な
どの意思決定フロー等）の大半を置きかえることが可
能とされており、その影響は大きい。また、大規模工場
を有する業界においてはブロックチェーンを活用した
仮想発電所（Virtual Power Plant）（＊2）の技術などは
注目に値するものであろう。
　ブロックチェーンに限るものではないが、技術適用

はじめに
　2008年８月にサトシ・ナカモトと名乗る人物が暗号
理論に関するメーリングリストに「Bitcoin: A Peer 
to Peer Electronic Cash System」を発表してから
10年。当初はビットコインそのものに注目が集まって
いたが、最近ではビットコインで使用される「技術」に
注目が集まるようになり、ブロックチェーンや分散型台
帳といわれる言葉が誕生することになった。
　今回は技術としてのブロックチェーンについて、世
の中の動向を追いながら可能性や課題についてみて
いきたい。

 
ブロックチェーンの特徴
　ブロックチェーンとは、複数の暗号化技術をベース
に作られた仕組みで、トランザクションデータ（＊1）が格
納された「ブロックとブロック」を「チェーン」のように
接続することで取引の連続性を保つ技術である。従来
主流であった全てのデータをセンターサーバーに集
約させてセンター管理するシステム（中央集権型）と
は異なり、中央管理者は置かず、ノードと呼ばれる複数
のサーバーにデータを分散させて保有させる分散型
システム（非中央集権型）であり、いわゆる分散型台帳
技術が採用されている（図１）。
　ブロックチェーンの特徴としては主に分散性、耐改
ざん性、追跡性、非中央集権の4つが挙げられる。デー
タを分散させることによりシステムダウンのリスクを
極力排除し、チェーン上にデータを連ねることでデー
タ改竄を困難にし、信頼出来る履歴の追跡を可能とす

金融機関の取り組み
　〈みずほ〉では、各社との協働により、送金や本人確
認、サプライチェーン管理など、ブロックチェーン技術
を活用した実証実験に幅広く取り組んできている。
2017年に実施した実貿易取引の実験については、R3
の提供するCordaとIBMが提供するHyperledger 
Fabricの２つのコードベースを使用し、大手総合商社
協力のもと実取引を実施。Cordaを活用した実取引と
しては世界初の取り組みとして注目を浴びた。
　最近では渋谷に新しくオープンした日本初のブロック
チェーン特化型コワーキングスペース「Neutrino」に
ダイアモンドスポンサーとして協賛するなど、ブロック
チェーン技術の実用化に向けた取り組みを積極的に
推進している。これからも＜みずほ＞は新しいテクノロ
ジーを活用した先進的なサービス、お客さまへのより
よい金融サービスの提供を目指していく所存である。

最後に
　ブロックチェーンを始めとする新技術の活用に関し
て、日本では内閣府内閣官房によるRegulatory 
Sandbox in Japan：新技術等社会実装推進チーム

（規制のサンドボックス制度 政府一元的総合窓口）が
立ち上がり、いよいよ諸外国同様にサンドボックス（＊3）

の取り組みが始まった。国を挙げてブロックチェーン
のような新技術の導入可能性をサポートしようという
機運の表れであり、今後同制度を活用した新たな取り
組み事例が多数現れる可能性がある。
　技術の進歩は早く、また将来的に様々な法規制が
緩和される可能性もある。既に様々な応用可能性を示
しているブロックチェーン。その動向については引き
続き注目していきたいところである。
(＊1)複数の取引情報やブロック連鎖に必要な情報が記録された

データ
(＊2)ソーラーパネル業者や小規模工場などから余った電力を購入し

大規模工場に販売する仕組
(＊3)期間や参加者を限定すること等により、既存の規制の適用を受

けることなく、新しい技術等の実証を行うことができる環境を
整えることで、迅速な実証を可能とするとともに、実証で得られ
た情報・資料を活用できるようにして、規制改革を推進するもの
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の将来性検討に関する最近の傾向として、同一業界内
における協働の動きが活発になりつつある。競争領域
と協調領域を明確に分け、競合他社であったとしても
協調領域を定め、お互いにコスト削減が可能な範囲に
おいては協調する、というものだ。数多くのコンソーシ
アムが立ち上がっているのはまさにその表れであり、
今後は業界横断的に応用可能性を探りながら協調領
域と競争領域の棲み分けを行う、といった取り組みが
より強まるのではないかと予想する。
 

ブロックチェーンの課題
　様々な特徴のあるブロックチェーンであるが、当然
にして万能というわけではない。例えば、情報入力時
の不正排除や人の目によるチェックが必要となるよう
な事項については、ブロックチェーンではカバーする
ことが出来ない。
　2016年までは研究、2017年は実証実験、そして
2018年はいよいよ実用化の年といわれており、実用
化に向けた取り組みが加速しているが、実用化に際し
考慮・対応が必要な事項として以下3つのポイントを
挙げたい。
　1つ目はシステム情報管理体制だ。複数の組織が台
帳管理を行うことになるため、システムや情報の管理
責任所在の明確化、参加者間の責任分界点などにつ
いて関連法令に基づき検討・整理する必要があろう。
　2つ目はシステム処理性能だ。各ノードが検証を行
うため、コンセンサス・ファイナリティに至るまでに従
来型のシステムよりも所要時間が長くなる傾向にあ
り、リアルタイム処理には向かないといわれる。また、
分散型台帳に大容量情報は格納できずデータ容量に
配慮した運用が必要となるため特性を理解したシステ
ム運用が必要となろう。
　最後に法規制改革を挙げたい。紙の存在・授受が前提
の取引を置き換える場合など、ブロックチェーンを使った
取引の有効性は実証実験によって担保されつつあるが、
関係法令への適合性確認や法律・規制の改正が必要な
ものも多い。技術的には実現可能なものも実際には法
規制で認められないが故に実用化が妨げられるという
ことにならないよう、法規制を熟知し、場合によってはそ
の改正に関する働きかけを行うことが求められよう。
　なお、仮想通貨に関する課題という観点において
は、本年6月17日に国際決済銀行が発表した年度経
済報告において種々の課題提起がされているので参
照されたい。
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の将来性検討に関する最近の傾向として、同一業界内
における協働の動きが活発になりつつある。競争領域
と協調領域を明確に分け、競合他社であったとしても
協調領域を定め、お互いにコスト削減が可能な範囲に
おいては協調する、というものだ。数多くのコンソーシ
アムが立ち上がっているのはまさにその表れであり、
今後は業界横断的に応用可能性を探りながら協調領
域と競争領域の棲み分けを行う、といった取り組みが
より強まるのではないかと予想する。
 

ブロックチェーンの課題
　様々な特徴のあるブロックチェーンであるが、当然
にして万能というわけではない。例えば、情報入力時
の不正排除や人の目によるチェックが必要となるよう
な事項については、ブロックチェーンではカバーする
ことが出来ない。
　2016年までは研究、2017年は実証実験、そして
2018年はいよいよ実用化の年といわれており、実用
化に向けた取り組みが加速しているが、実用化に際し
考慮・対応が必要な事項として以下3つのポイントを
挙げたい。
　1つ目はシステム情報管理体制だ。複数の組織が台
帳管理を行うことになるため、システムや情報の管理
責任所在の明確化、参加者間の責任分界点などにつ
いて関連法令に基づき検討・整理する必要があろう。
　2つ目はシステム処理性能だ。各ノードが検証を行
うため、コンセンサス・ファイナリティに至るまでに従
来型のシステムよりも所要時間が長くなる傾向にあ
り、リアルタイム処理には向かないといわれる。また、
分散型台帳に大容量情報は格納できずデータ容量に
配慮した運用が必要となるため特性を理解したシステ
ム運用が必要となろう。
　最後に法規制改革を挙げたい。紙の存在・授受が前提
の取引を置き換える場合など、ブロックチェーンを使った
取引の有効性は実証実験によって担保されつつあるが、
関係法令への適合性確認や法律・規制の改正が必要な
ものも多い。技術的には実現可能なものも実際には法
規制で認められないが故に実用化が妨げられるという
ことにならないよう、法規制を熟知し、場合によってはそ
の改正に関する働きかけを行うことが求められよう。
　なお、仮想通貨に関する課題という観点において
は、本年6月17日に国際決済銀行が発表した年度経
済報告において種々の課題提起がされているので参
照されたい。

システム全体を統括するサーバーが存在し、
利用者はこのサーバーに接続することでシステムに参加
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利用者はこのネットワークに接続することでシステムに参加
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方、情報の複製に対する対策が必要であることに加
え、経済的な価値の移転は出来ない。ブロックチェー
ンは、従来可能であった情報伝達に加え価値移転を可
能としたところに革新性があるといわれている。これ
は実際に支払が発生する場面をイメージすると理解し
やすい。例えばAからBへ1,000円の支払が必要な場
合を想定してみよう。
　電子情報においては1,000円という“情報”を相手
に送信する。「1,000円インターネットバンクで振り込
みました」といったような情報だ。これはあくまで情報
の伝達であるため経済価値の移転とは紐づいておら
ず、本当は支払完了未済であるにも関わらず完了済と
いう虚偽情報を送信したり、実際には自分は1,000円
しか所持していないにも関わらず複数の相手に対して

「1,000円支払った」という情報発信をすることも出来る。
　一方、ブロックチェーンにおいては実際に1,000円
という“価値”そのものが相手に移転する。これは自分
の手元から1,000円札がなくなって、相手の手元に
1,000円札が移動するのと同じ効果が実現されるもの
である。そもそも自分自身が1,000円という価値を保
有していなければ相手先にブロックチェーンを通じて
価値移転を行うことは出来ないし、その価値を複数に
コピーして渡すといったことは技術的に不可能である。
　これがブロックチェーンが革新的といわれる所以で
ある。

ることで従来の中央集権型の仕組から非中央集権型
への転換を可能としたものだ。
　このように様々な特徴を有するブロックチェーンで
あるが、最も革新的なことは何だろうか。ここでは電子
情報との対比で革新性を検証してみたい。
　ブロックチェーン登場以前、既にインターネットの発
明により電子的な情報伝達は実現されていた。電子情
報（例：電子メール）は即時の情報伝達を可能とする一

ブロックチェーンの将来性
　フィンテックとして金融業界にて注目を集めたブ
ロックチェーンであるが、金融に限らず様々な分野へ
の適用可能性があるといわれている。テクノロジー分
野ではレグテック（規制）、アグリテック（農業）、リーガ
ルテック（法律）等、様々なテック分野が勃興してきて
おり、各分野において応用可能性が議論されている。
シェアリングエコノミーへの適用やIoTとの融合など
はその最たるものだ。
　経済産業省が2016年に発表した「我が国経済社会
の情報化・サービス化に係る基盤整備（ブロック
チェーン技術を利用したサービスに関する国内外動
向調査）」によれば、ブロックチェーン技術の展開が有
望な事例として「価値の流通・ポイント化、プラット
フォームのインフラ化」「権利証明行為の非中央集権
化の実現」「遊休資産ゼロ・高効率シェアリングの実
現」「オープン・高効率・高信頼なサプライチェーンの
実現」「プロセス・取引の全自動化・効率化の実現」が
挙げられている（図２）。特に、スマートコントラクトと称
される契約・取引プロセスの全自動化は企業のバック
オフィス業務（契約や取引の執行、支払・決済、稟議な
どの意思決定フロー等）の大半を置きかえることが可
能とされており、その影響は大きい。また、大規模工場
を有する業界においてはブロックチェーンを活用した
仮想発電所（Virtual Power Plant）（＊2）の技術などは
注目に値するものであろう。
　ブロックチェーンに限るものではないが、技術適用

はじめに
　2008年８月にサトシ・ナカモトと名乗る人物が暗号
理論に関するメーリングリストに「Bitcoin: A Peer 
to Peer Electronic Cash System」を発表してから
10年。当初はビットコインそのものに注目が集まって
いたが、最近ではビットコインで使用される「技術」に
注目が集まるようになり、ブロックチェーンや分散型台
帳といわれる言葉が誕生することになった。
　今回は技術としてのブロックチェーンについて、世
の中の動向を追いながら可能性や課題についてみて
いきたい。

 
ブロックチェーンの特徴
　ブロックチェーンとは、複数の暗号化技術をベース
に作られた仕組みで、トランザクションデータ（＊1）が格
納された「ブロックとブロック」を「チェーン」のように
接続することで取引の連続性を保つ技術である。従来
主流であった全てのデータをセンターサーバーに集
約させてセンター管理するシステム（中央集権型）と
は異なり、中央管理者は置かず、ノードと呼ばれる複数
のサーバーにデータを分散させて保有させる分散型
システム（非中央集権型）であり、いわゆる分散型台帳
技術が採用されている（図１）。
　ブロックチェーンの特徴としては主に分散性、耐改
ざん性、追跡性、非中央集権の4つが挙げられる。デー
タを分散させることによりシステムダウンのリスクを
極力排除し、チェーン上にデータを連ねることでデー
タ改竄を困難にし、信頼出来る履歴の追跡を可能とす

金融機関の取り組み
　〈みずほ〉では、各社との協働により、送金や本人確
認、サプライチェーン管理など、ブロックチェーン技術
を活用した実証実験に幅広く取り組んできている。
2017年に実施した実貿易取引の実験については、R3
の提供するCordaとIBMが提供するHyperledger 
Fabricの２つのコードベースを使用し、大手総合商社
協力のもと実取引を実施。Cordaを活用した実取引と
しては世界初の取り組みとして注目を浴びた。
　最近では渋谷に新しくオープンした日本初のブロック
チェーン特化型コワーキングスペース「Neutrino」に
ダイアモンドスポンサーとして協賛するなど、ブロック
チェーン技術の実用化に向けた取り組みを積極的に
推進している。これからも＜みずほ＞は新しいテクノロ
ジーを活用した先進的なサービス、お客さまへのより
よい金融サービスの提供を目指していく所存である。

最後に
　ブロックチェーンを始めとする新技術の活用に関し
て、日本では内閣府内閣官房によるRegulatory 
Sandbox in Japan：新技術等社会実装推進チーム

（規制のサンドボックス制度 政府一元的総合窓口）が
立ち上がり、いよいよ諸外国同様にサンドボックス（＊3）

の取り組みが始まった。国を挙げてブロックチェーン
のような新技術の導入可能性をサポートしようという
機運の表れであり、今後同制度を活用した新たな取り
組み事例が多数現れる可能性がある。
　技術の進歩は早く、また将来的に様々な法規制が
緩和される可能性もある。既に様々な応用可能性を示
しているブロックチェーン。その動向については引き
続き注目していきたいところである。
(＊1)複数の取引情報やブロック連鎖に必要な情報が記録された

データ
(＊2)ソーラーパネル業者や小規模工場などから余った電力を購入し

大規模工場に販売する仕組
(＊3)期間や参加者を限定すること等により、既存の規制の適用を受

けることなく、新しい技術等の実証を行うことができる環境を
整えることで、迅速な実証を可能とするとともに、実証で得られ
た情報・資料を活用できるようにして、規制改革を推進するもの
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の将来性検討に関する最近の傾向として、同一業界内
における協働の動きが活発になりつつある。競争領域
と協調領域を明確に分け、競合他社であったとしても
協調領域を定め、お互いにコスト削減が可能な範囲に
おいては協調する、というものだ。数多くのコンソーシ
アムが立ち上がっているのはまさにその表れであり、
今後は業界横断的に応用可能性を探りながら協調領
域と競争領域の棲み分けを行う、といった取り組みが
より強まるのではないかと予想する。
 

ブロックチェーンの課題
　様々な特徴のあるブロックチェーンであるが、当然
にして万能というわけではない。例えば、情報入力時
の不正排除や人の目によるチェックが必要となるよう
な事項については、ブロックチェーンではカバーする
ことが出来ない。
　2016年までは研究、2017年は実証実験、そして
2018年はいよいよ実用化の年といわれており、実用
化に向けた取り組みが加速しているが、実用化に際し
考慮・対応が必要な事項として以下3つのポイントを
挙げたい。
　1つ目はシステム情報管理体制だ。複数の組織が台
帳管理を行うことになるため、システムや情報の管理
責任所在の明確化、参加者間の責任分界点などにつ
いて関連法令に基づき検討・整理する必要があろう。
　2つ目はシステム処理性能だ。各ノードが検証を行
うため、コンセンサス・ファイナリティに至るまでに従
来型のシステムよりも所要時間が長くなる傾向にあ
り、リアルタイム処理には向かないといわれる。また、
分散型台帳に大容量情報は格納できずデータ容量に
配慮した運用が必要となるため特性を理解したシステ
ム運用が必要となろう。
　最後に法規制改革を挙げたい。紙の存在・授受が前提
の取引を置き換える場合など、ブロックチェーンを使った
取引の有効性は実証実験によって担保されつつあるが、
関係法令への適合性確認や法律・規制の改正が必要な
ものも多い。技術的には実現可能なものも実際には法
規制で認められないが故に実用化が妨げられるという
ことにならないよう、法規制を熟知し、場合によってはそ
の改正に関する働きかけを行うことが求められよう。
　なお、仮想通貨に関する課題という観点において
は、本年6月17日に国際決済銀行が発表した年度経
済報告において種々の課題提起がされているので参
照されたい。

ブロックチェーン
技術による
社会変革の可能性

※記載金額は、ブロックチェーン技術が
　影響を及ぼす可能性のある市場規模

価値の流通・ポイント化
プラットフォームのインフラ化1

自治体等が発行する地域通貨を、
ブロックチェーン上で流通・管理 兆円

権利証明行為の
非中央集権化の実現2

土地の物理的現況や権利関係の情報を、
ブロックチェーン上で登録・公示・管理 1

プロセス・取引の全自動化・
効率化の実現5オープン・高効率・高信頼な

サプライチェーンの実現4

製品の原材料からの製造過程と流通・
販売までを、ブロックチェーン上で追跡

遊休資産ゼロ・
高効率シェアリングの実現3

資産等の利用権移転情報、提供者/利用者
の評価情報をブロックチェーン上に記録

出典：経済産業省「我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備」資料（平成28年4月）より
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方、情報の複製に対する対策が必要であることに加
え、経済的な価値の移転は出来ない。ブロックチェー
ンは、従来可能であった情報伝達に加え価値移転を可
能としたところに革新性があるといわれている。これ
は実際に支払が発生する場面をイメージすると理解し
やすい。例えばAからBへ1,000円の支払が必要な場
合を想定してみよう。
　電子情報においては1,000円という“情報”を相手
に送信する。「1,000円インターネットバンクで振り込
みました」といったような情報だ。これはあくまで情報
の伝達であるため経済価値の移転とは紐づいておら
ず、本当は支払完了未済であるにも関わらず完了済と
いう虚偽情報を送信したり、実際には自分は1,000円
しか所持していないにも関わらず複数の相手に対して

「1,000円支払った」という情報発信をすることも出来る。
　一方、ブロックチェーンにおいては実際に1,000円
という“価値”そのものが相手に移転する。これは自分
の手元から1,000円札がなくなって、相手の手元に
1,000円札が移動するのと同じ効果が実現されるもの
である。そもそも自分自身が1,000円という価値を保
有していなければ相手先にブロックチェーンを通じて
価値移転を行うことは出来ないし、その価値を複数に
コピーして渡すといったことは技術的に不可能である。
　これがブロックチェーンが革新的といわれる所以で
ある。

ることで従来の中央集権型の仕組から非中央集権型
への転換を可能としたものだ。
　このように様々な特徴を有するブロックチェーンで
あるが、最も革新的なことは何だろうか。ここでは電子
情報との対比で革新性を検証してみたい。
　ブロックチェーン登場以前、既にインターネットの発
明により電子的な情報伝達は実現されていた。電子情
報（例：電子メール）は即時の情報伝達を可能とする一

ブロックチェーンの将来性
　フィンテックとして金融業界にて注目を集めたブ
ロックチェーンであるが、金融に限らず様々な分野へ
の適用可能性があるといわれている。テクノロジー分
野ではレグテック（規制）、アグリテック（農業）、リーガ
ルテック（法律）等、様々なテック分野が勃興してきて
おり、各分野において応用可能性が議論されている。
シェアリングエコノミーへの適用やIoTとの融合など
はその最たるものだ。
　経済産業省が2016年に発表した「我が国経済社会
の情報化・サービス化に係る基盤整備（ブロック
チェーン技術を利用したサービスに関する国内外動
向調査）」によれば、ブロックチェーン技術の展開が有
望な事例として「価値の流通・ポイント化、プラット
フォームのインフラ化」「権利証明行為の非中央集権
化の実現」「遊休資産ゼロ・高効率シェアリングの実
現」「オープン・高効率・高信頼なサプライチェーンの
実現」「プロセス・取引の全自動化・効率化の実現」が
挙げられている（図２）。特に、スマートコントラクトと称
される契約・取引プロセスの全自動化は企業のバック
オフィス業務（契約や取引の執行、支払・決済、稟議な
どの意思決定フロー等）の大半を置きかえることが可
能とされており、その影響は大きい。また、大規模工場
を有する業界においてはブロックチェーンを活用した
仮想発電所（Virtual Power Plant）（＊2）の技術などは
注目に値するものであろう。
　ブロックチェーンに限るものではないが、技術適用

はじめに
　2008年８月にサトシ・ナカモトと名乗る人物が暗号
理論に関するメーリングリストに「Bitcoin: A Peer 
to Peer Electronic Cash System」を発表してから
10年。当初はビットコインそのものに注目が集まって
いたが、最近ではビットコインで使用される「技術」に
注目が集まるようになり、ブロックチェーンや分散型台
帳といわれる言葉が誕生することになった。
　今回は技術としてのブロックチェーンについて、世
の中の動向を追いながら可能性や課題についてみて
いきたい。

 
ブロックチェーンの特徴
　ブロックチェーンとは、複数の暗号化技術をベース
に作られた仕組みで、トランザクションデータ（＊1）が格
納された「ブロックとブロック」を「チェーン」のように
接続することで取引の連続性を保つ技術である。従来
主流であった全てのデータをセンターサーバーに集
約させてセンター管理するシステム（中央集権型）と
は異なり、中央管理者は置かず、ノードと呼ばれる複数
のサーバーにデータを分散させて保有させる分散型
システム（非中央集権型）であり、いわゆる分散型台帳
技術が採用されている（図１）。
　ブロックチェーンの特徴としては主に分散性、耐改
ざん性、追跡性、非中央集権の4つが挙げられる。デー
タを分散させることによりシステムダウンのリスクを
極力排除し、チェーン上にデータを連ねることでデー
タ改竄を困難にし、信頼出来る履歴の追跡を可能とす

金融機関の取り組み
　〈みずほ〉では、各社との協働により、送金や本人確
認、サプライチェーン管理など、ブロックチェーン技術
を活用した実証実験に幅広く取り組んできている。
2017年に実施した実貿易取引の実験については、R3
の提供するCordaとIBMが提供するHyperledger 
Fabricの２つのコードベースを使用し、大手総合商社
協力のもと実取引を実施。Cordaを活用した実取引と
しては世界初の取り組みとして注目を浴びた。
　最近では渋谷に新しくオープンした日本初のブロック
チェーン特化型コワーキングスペース「Neutrino」に
ダイアモンドスポンサーとして協賛するなど、ブロック
チェーン技術の実用化に向けた取り組みを積極的に
推進している。これからも＜みずほ＞は新しいテクノロ
ジーを活用した先進的なサービス、お客さまへのより
よい金融サービスの提供を目指していく所存である。

最後に
　ブロックチェーンを始めとする新技術の活用に関し
て、日本では内閣府内閣官房によるRegulatory 
Sandbox in Japan：新技術等社会実装推進チーム

（規制のサンドボックス制度 政府一元的総合窓口）が
立ち上がり、いよいよ諸外国同様にサンドボックス（＊3）

の取り組みが始まった。国を挙げてブロックチェーン
のような新技術の導入可能性をサポートしようという
機運の表れであり、今後同制度を活用した新たな取り
組み事例が多数現れる可能性がある。
　技術の進歩は早く、また将来的に様々な法規制が
緩和される可能性もある。既に様々な応用可能性を示
しているブロックチェーン。その動向については引き
続き注目していきたいところである。
(＊1)複数の取引情報やブロック連鎖に必要な情報が記録された

データ
(＊2)ソーラーパネル業者や小規模工場などから余った電力を購入し

大規模工場に販売する仕組
(＊3)期間や参加者を限定すること等により、既存の規制の適用を受

けることなく、新しい技術等の実証を行うことができる環境を
整えることで、迅速な実証を可能とするとともに、実証で得られ
た情報・資料を活用できるようにして、規制改革を推進するもの

【参考資料】
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
みずほ情報総研：ブロックチェーンが拓く次の時代
経 済 産 業 省：平成２７年度 我が国経済社会の情報化・サービス化
　 　 　 　 　 　 に係る基盤整備 （ブロックチェーン技術を利用した
　 　 　 　 　 　 サービスに関する国内外動向調査） 報告書概要資料

の将来性検討に関する最近の傾向として、同一業界内
における協働の動きが活発になりつつある。競争領域
と協調領域を明確に分け、競合他社であったとしても
協調領域を定め、お互いにコスト削減が可能な範囲に
おいては協調する、というものだ。数多くのコンソーシ
アムが立ち上がっているのはまさにその表れであり、
今後は業界横断的に応用可能性を探りながら協調領
域と競争領域の棲み分けを行う、といった取り組みが
より強まるのではないかと予想する。
 

ブロックチェーンの課題
　様々な特徴のあるブロックチェーンであるが、当然
にして万能というわけではない。例えば、情報入力時
の不正排除や人の目によるチェックが必要となるよう
な事項については、ブロックチェーンではカバーする
ことが出来ない。
　2016年までは研究、2017年は実証実験、そして
2018年はいよいよ実用化の年といわれており、実用
化に向けた取り組みが加速しているが、実用化に際し
考慮・対応が必要な事項として以下3つのポイントを
挙げたい。
　1つ目はシステム情報管理体制だ。複数の組織が台
帳管理を行うことになるため、システムや情報の管理
責任所在の明確化、参加者間の責任分界点などにつ
いて関連法令に基づき検討・整理する必要があろう。
　2つ目はシステム処理性能だ。各ノードが検証を行
うため、コンセンサス・ファイナリティに至るまでに従
来型のシステムよりも所要時間が長くなる傾向にあ
り、リアルタイム処理には向かないといわれる。また、
分散型台帳に大容量情報は格納できずデータ容量に
配慮した運用が必要となるため特性を理解したシステ
ム運用が必要となろう。
　最後に法規制改革を挙げたい。紙の存在・授受が前提
の取引を置き換える場合など、ブロックチェーンを使った
取引の有効性は実証実験によって担保されつつあるが、
関係法令への適合性確認や法律・規制の改正が必要な
ものも多い。技術的には実現可能なものも実際には法
規制で認められないが故に実用化が妨げられるという
ことにならないよう、法規制を熟知し、場合によってはそ
の改正に関する働きかけを行うことが求められよう。
　なお、仮想通貨に関する課題という観点において
は、本年6月17日に国際決済銀行が発表した年度経
済報告において種々の課題提起がされているので参
照されたい。

ブロックチェーン
技術による
社会変革の可能性

※記載金額は、ブロックチェーン技術が
　影響を及ぼす可能性のある市場規模

価値の流通・ポイント化
プラットフォームのインフラ化1

自治体等が発行する地域通貨を、
ブロックチェーン上で流通・管理 兆円

権利証明行為の
非中央集権化の実現2

土地の物理的現況や権利関係の情報を、
ブロックチェーン上で登録・公示・管理 1

プロセス・取引の全自動化・
効率化の実現5オープン・高効率・高信頼な

サプライチェーンの実現4

製品の原材料からの製造過程と流通・
販売までを、ブロックチェーン上で追跡

遊休資産ゼロ・
高効率シェアリングの実現3

資産等の利用権移転情報、提供者/利用者
の評価情報をブロックチェーン上に記録

出典：経済産業省「我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備」資料（平成28年4月）より

デジタルコンテンツ

チケットサービス

C2Cオークション

小売り

貴金属管理

美術品等
真贋認定

遺言

IoT

電力サービス

市場規模

兆円13
市場規模

兆円32
契約条件、履行内容、将来発生する
プロセス等をブロックチェーン上に記録

市場規模

兆円20

地域通貨

電子クーポン

ポイントサービス

土地登記

電子カルテ

各種登録
（出生・婚姻・転居）

市場規模

兆円1
市場規模

兆円1

【図2】
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