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講演者 自己紹介

 https://trustedcomputinggroup.org/work-groups/regional-
forums/japan/jrfworkshop/ricoh/

 ネットワークやセキュリティなどのICT基盤技術エンジニア

 対社外の役割

- 元 リコー TCG プライマリコンタクト

- 現 リコー Wi-Fi Alliance テクニカルコンタクト

- 元 リコー Open Networking Foundation プライマリコンタクト（脱退）

- IEEE 802 Committee Member （現在 非アクティブ）

 製品化成果紹介

- リコー技術紹介 高速無線LANインターフェース技術

• https://jp.ricoh.com/technology/tech/034_wirelesslan.html

- リコー技術紹介 SDN・仮想ネットワーク技術のプリンター・複合機への応用

• https://jp.ricoh.com/technology/tech/081_sdn.html
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本講演の概要・目的

 https://trustedcomputinggroup.org/work-groups/regional-
forums/japan/jrfworkshop/ricoh/

 暗号通貨を支える基盤技術として誕生したブロックチェーンは、
致命的な破綻をすることがない頑強な仕組みが注目され、通貨以
外の応用が模索され始めた。この取組みを「ブロックチェーン2.0
」と呼ぶ。

 本講演では、概念的に押さえて置くべき「ブロックチェーン」の
特長をおさらいしながらTCG との接点に触れる。弊社社内事例を
含むブロックチェーン活用の実例を挙げながら、後に続く個々の
講演・パネルディスカッションへの導入となるような概説を企図
する。
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0.ブロックチェーンとは
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あえて、ビットコインを起点にしない説明



ブロックチェーンとは？（Ｗｈａｔ）① 名前の由来

ブロック チェーン
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いくつかの
データの
ブロック
（塊）

いくつかの
データの
ブロック
（塊）

いくつかの
データの
ブロック
（塊）

一定量のデータを「ブロック」としてまとめたもの

それらを「チェーン」（鎖状）につないだデータ構造

※ ブロックチェーンを形成・維持する仕組みを総称し、「ブロックチェーン技術」と呼ぶことも多い。



ブロックチェーンとは？（Ｗｈａｔ）② 何を実現？
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一定量の「データ」は何？ 要するにブロックチェーンって何？

データの中身は一言で言えば、「取引記録」（トランザクション、
と呼ぶ）。これら取引を履歴として、ネットワークの参加者全員
が共有する「取引台帳」に記録する。

つまり、ブロックチェーンの具体的な実体は、共有「台帳」相当
の役割を持つ大量のデータを蓄積していく仕組みや場所（データ
ストア）



ブロックチェーンとは？（Ｗｈａｔ）③ 分散？
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「全員が共有する」って？

ブロックチェーンは、「DLT（分散台帳技術）」の一種である、
と言われることがある。何が分散しているのか？

似たような言葉に、「分散データベース」
という言葉がある。各々がデータの一部
を保有・管理・処理し、全体でひとつの
完全なデータを維持するイメージ。

しかし、ブロックチェーン技術においてはそうではなく、各々が
保有する「ブロックチェーン」は同一であり、完全な形で各々が
保有している。分散しているのは、「データ」ではなく、それを
維持する「権限」。特権的な役割なしに、同一のブロックチェー
ン共有を維持する。

DLT: Distributed
Ledger Technology

ブロックチェーン



ブロックチェーンとは？（Ｗｈａｔ）：まとめ
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① 実体は、「取引記録」（：トランザクション）を履歴として
まとめた、皆で共有する「取引台帳」相当の役割を持つ、大量の
データを蓄積していく仕組みや場所（：データストア）である。

② 各々は、全く同じ台帳を保有している。分散台帳技術（：
DLT）の一種とも言われるブロックチェーンが“分散”させている
のは、台帳のデータではなく、台帳を維持する権限である。

③ 台帳に記録する際に、「ブロックチェーン」と呼ばれるデー
タ構造を使っている。

いくつかの
データの
ブロック
（塊）

いくつかの
データの
ブロック
（塊）

いくつかの
データの
ブロック
（塊）
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1.ブロックチェーンの仕組み
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巧妙な仕組みで、権利を分散した台帳維持を実現



ブロックチェーンの仕組み？（How）①
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「特権的な役割なしで台帳を維持」ってどういうこと？

単一の中央集権的な管理機構なしで、台帳を維持できること。
まず、ネットワークでつながった各々に台帳を公開・共有する。
（ブロックチェーンでは、全員が同一データを共有する）

そして、台帳に新しい取引記録を追記・更新する際に、その内容
と順番を、物理的に離れている状態で合意する必要がある。
具体的には、セキュリティ／暗号技術領域の知見を活用する。

単一障害点に
なる可能性



ブロックチェーンの仕組み？（How）②
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どうやって「離れた状態で内容と順番を合意」する？

① 「公開鍵暗号方式」「電子署名（ハッシュ関数＋暗号化） 」
を使って、公開・共有されたトランザクションの内容を確認する。

② 「ハッシュ関数」を使って、トランザクションの内容・順番
が正当であることを確定させ、全員で合意形成する。

秘密鍵 公開鍵 公開鍵送付

電子データと電
子署名の送付

受信者送付者

電子データ 電子署名

電子署名の
復号化

⑥ハッシュを作成・比較

偽造・改竄

がないこと
を確認

キーペア作成

電子署名の作成
ハッシュ作成・秘密鍵で暗号化

【参考】
電子署名の
イメージ図



＜ブロックチェーンでの適用イメージ＞
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① 「電子署名」正しい所有者が取引を公開・共有したこと、内
容が偽造・改竄されていないことを、第三者(全員)が確認できる。

② 「ハッシュ関数」いくつかの確認された取引の塊を一定の
ルールに従ったハッシュ値で連結して、後から改竄を防ぐ。

トランザクション

Hash

署名X

公開鍵A

トランザクション

Hash

署名A

公開鍵B

トランザクション

Hash

署名B

公開鍵C

秘密鍵A 秘密鍵B 秘密鍵C

検証

署名 署名

検証

Tx Tx Tx

Tx Tx Tx

前のブロック
のハッシュ

ナンス

Tx Tx Tx

Tx Tx Tx

前のブロック
のハッシュ

ナンス

トランザクションを
いくつかまとめる

Tx Tx Tx

Tx Tx Tx

前のブロック
のハッシュ

ナンス

※「共有」するの
で、内容は暗号化
されていない。



ブロックチェーンの仕組み？（How）③
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Tx Tx Tx

Tx Tx Tx

前のブロック
のハッシュ

ナンス
相当部

「全員で合意形成」誰がブロックをつくるか？

誰がブロックを生成し、合意形成するか（＝コンセンサスアルゴ
リズム）次のブロックに含むことになる、ルールに従ったブロッ
ク全体のハッシュ値にするための調整値が「ナンス」。誰がブ
ロックをつくるかを、この値を用いて決める方式が有名。

・CPUによる一定の計算でナンス見つけ出した者がブロック形成
・時刻情報を使って条件を満たした者がブロック形成
・リーダの役割を持つ者がブロック形成を提案する …etc.

方式により、正当なブロックを生成
した者に、システムからの払い出し
の形で報酬が与えられる。



ブロックチェーンの仕組み？（How）：まとめ
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 ブロックチェーンは新しい技術だが、既存の技術領域の組合せ

ネットワークシステム
（ P2P：各々でデータ
共有・公開・確認）

セキュリティ
（暗号技術：公開鍵暗号、
ハッシュ関数、電子署名）

データストア
（分散：コンセンサスアルゴリズム）

① ネットワークでつながった全員が同一データを共有して、②
確認や改竄防止のために、暗号技術を応用し、③ 全員の合意形
成のための工夫を組み合わせて、管理機構なしで取引記録を蓄え
る台帳を正しく維持できるようにしている。



あ

2.ブロックチェーンの広がり
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暗号通貨の中核技術を超え、応用範囲を広げる動き



ブロックチェーン

ブロックチェーンの広がり：元々暗号通貨の一部
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その後、ビットコインの時価総額が急上昇した2013年頃から、
ブロックチェーン技術そのものの注目度が上がった。致命的な破
綻を引き起こさない仕組みが知られるようになり、暗号通貨以外
への応用が模索され始めた。

ご存知、「ビットコイン」の中核技術として発明された。

2008年に発表された”Bitcoin:A Peer-to-Peer 
Electronic Cash System”を起点としたP2P通貨の実
証実験である「ビットコイン」から始まる。

2009年にリリースされたオープンソースの中のコメ
ント「block chain」が初出？

ビットコイン
（暗号通貨）

ブロックチェーン

2013年頃～

暗号通貨



Ethereum

ビットコイン

ブロックチェーン

ブロックチェーンの広がり：スマートコントラクト
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そんな中、2014年に登場したのが、プログラマブル・
ブロックチェーンを提唱した「Ethereum」プロジェク
ト。トランザクションの構造モデルに、アカウントモ
デルを採用し、トランザクションデータにプログラム
やその動作のための入力値も記載できるように拡張。
プログラムを契約と見立てて、「スマートコントラク
ト」と呼ぶことも多い。

「ビットコイン」の拡張を超え、プログラム可能な実装へ

当初、「ビットコイン」方式のトランザクションの
中に工夫をして自由記述（≒メタデータ登録）可能
となるような拡張が検討・実装された。

しかし、そもそも通貨以外に使うことへの是非や、
通貨の発行額に上限がある等、通貨以外の用途には
関係のない仕様も存在した。 「ビットコイン」のト
ランザクションの構造モデル UTXO も、通貨以外へ
の適用に限界があると認識されるようになった。

トランザクション
（UTXO モデル）

自由記述

ブロックチェーン

トランザクション
（アカウントモデル）

プログラム
プログラム
への入力値



ブロックチェーンの広がり：運用形態
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何らかの目的を持ったブロックチェーンの維持・運用をする場合、報酬の
設計や合意形成の方式を簡素化できる可能性がある。
基本的に、同じ目的を持った参加者が参加すればよいため、ビットコイン
のように完全に公開された、ネットワークに誰もが参加可能な「パブリッ
ク型」での運用ではなく、参加者を制限できる「コンソーシアム型」が模
索されている。2016年02月に、Hyperledger Project が立ち上げられた。

参加者を制限出来る「コンソーシアム型」の登場

プログラマブル・ブロックチェーンの登場で応用の可能性が広がる中、ブロック
チェーンの特徴でもあるネットワークシステムの運用形態についても、議論がな
されてきた。

パブリック型 コンソーシアム型

参加 制限なし 制限する事が可能

閲覧 制限なし 制限する事が可能

ブロック生成～合意形成 難易度高い仕組み必要 調整可能

報酬 必要 なくてもよい

代表例 Ethereum Hyperledger Fabric



ブロックチェーンの広がり：まとめ
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元々ビットコインの中核技術であったブロックチェーンは、その頑強さが
注目され、2013年ぐらいから他の分野への応用が検討され始め、拡張性
を高めたEtheruemのプログラマブル・ブロックチェーンのアイディア発
明につながった。また、応用を模索する中で、元々「パブリック型」のた
めに考案された高度な仕組みを、ニーズ・目的を特化することで簡素化し
て産業分野で使いやすくするための「コンソーシアム型」の模索も続く。

ビットコイン

派生コイン群

ビットコイン上での応用の動き

Ethereum

Hyperledger

スマートコントラクト
（プログラマブル・ブロックチェーン）

暗号通貨型
ブロックチェーン

＜用途特化：コンソーシアム型の模索＞元々 ビットコインのために発明・開
発されたブロックチェーンを暗号通
貨以外へ応用する取り組みのことを、
「ブロックチェーン ２．０」と呼ぶ。
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3.ブロックチェーンとTCG技術
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Trustless を支える Trusted ？



ブロックチェーンとTCG技術：親和性
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＜資料抜粋 P.31：TCG卒業の活躍＞
・Stevenのプレゼン
「TCGのキラーアプリはBitcoin、BitcoinのキラーアプリはTCG」
と2014年に言ってました。

TCG技術との関係性は、論ずるまでもない。

＜昨年のWorkshopの講演＞● ブロックチェーンとTCG技術の関連性
https://trustedcomputinggroup.org/work-groups/regional-
forums/japan/jrfworkshop/2017-9th/digitalmoney/

トランザクション

Hash

署名X

公開鍵A

トランザクション

Hash

署名A

公開鍵B

秘密鍵A 秘密鍵B

検証

署名

Tx Tx Tx

Tx Tx Tx

前のブロック
のハッシュ

ナンス

Tx Tx Tx

Tx Tx Tx

前のブロック
のハッシュ

ナンス再掲

「公開鍵暗号方式」「ハッシュ関
数」「電子署名」が応用されている。
TCGはTPMを中心に、これらの技術
の信頼の基盤を提供してきた。

https://trustedcomputinggroup.org/work-groups/regional-forums/japan/jrfworkshop/2017-9th/digitalmoney/


ブロックチェーンとTCG技術：Root of Trust
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＜システム全体での信頼性＞
ブロックチェーンが提供しているのは、単なる非中央集権型の台
帳でしかない。実利用においては、ブロックチェーンは複数のシ
ステムと組み合わされてサービスが実現される。
非常に単純な例えとして、TPMは鍵生成・保存機能等をベースに、
システムに耐タンパ性を持つセキュリティを提供できる。
ブロックチェーンで使う電子署名において、秘密鍵の扱いは極め
て重要であり、システム全体としての秘密鍵の管理に寄与できる
可能性がある。

信頼の基盤：Root of Trust , Trust Chain

Trusted Computing Group の名前の通り、TCGが目指すのは、「信頼され
るコンピューティング」（「セキュリティ」とは名付けていない。 ）
データの暗号化等の“狭義の”セキュリティは手段でしかなく、コンピュー
タ・システムによる処理が「信頼できる」ことを確認・担保できるようにす
るのが最大の目的だと考えられる。



ブロックチェーンとTCG技術：まとめ
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ブロックチェーンは Trustless であると言われます。（特定の管
理主体の信頼を必要としない、という様な意）
ただし、基本的に、堅牢なデータストア以上のことは出来ません。
通貨としての利用も含め、システム全体での信頼性の基盤として、
TCG技術は貢献の余地が多いと考えられる。

ブロックチェーン： Trustless で取引と台帳を維持

暗号通貨 決済・送金
権利証明

移転
シェアリング ・・・

様々なアプリケーション・サービス
T
C
G

：R
o
o
t

o
f
T
ru

st

インターネット： Trustless で情報発信・交換
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4.ブロックチェーンの適用領域

24

ブロックチェーン２．０で考えられていること



ブロックチェーンの適用領域：百花繚乱
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公証サービス
登記
資産管理
サプライチェーン
医療
投票
取引
シェアリングサービス

ブロックチェーンを使ったサービス例

IoT
街づくり
公証・著作権管理
働き方改革

…etc.

ブロックチェーンは、データベース的でもあり、アプリケーション実行基盤
でもあり、確かな記録を蓄積できる権限分散したネットワークインフラでも
ある。インフラ的な性格をどう生かすか、様々な産業分野で検討されている。
様々な企業内で、ブロックチェーンに特化した組織の立ち上げが発表される
例も枚挙に暇がない状況である。

事例集は、末尾参照



＜参考＞弊社実践事例：働き方改革

26

企業内通貨・ポイント

働き方改革・コミュニケーション促進
「感謝のメッセージとともにコインを贈
るサービス」

構想を始めた頃、IBM も同様の発表をされていました。

【IBMイベントレポート】Hyperledger Fabricによる開発実例 -企業内
資産管理サービス等の3つのユースケース
https://www.indetail.co.jp/pr/17939/

2.企業内コミュニケーション活性化サービス「Thanks！」

ブロックチェーン技術活用・育成目的
の社内PoCとしてスタート。

今後、プラットフォームの拡張性確認、
サービス実装の実験場的な位置付け
として運用していく。

https://www.indetail.co.jp/pr/17939/


ブロックチェーンの適用領域：現状
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実ビジネス検討が進みつつある。適した領域の見極め期。

「可能だができていない課題」がありリアルな競争はまだ
✓ プラットフォームが実験レベルで、優劣がなく、相互接続もできない
✓ 現在のサイズのビットコイン以外の、システム全体を安定運用する方法
✓ 標準化した仕組みがない（検討は始まっている）
✓ 管理者のいない仕組みの法律上の扱い

実証実験が増えて、何が適しているのかが見えつつある
✓ 現在行われている実証実験の85%はブロックチェーンがなくてもよい(Gartner)

✓ 現実的な検討ができる

ビジネスコンソーシアムが増えつつある
✓ 2016年から増えつつある
✓ 概念先行から、実ビジネス検討が進む



ブロックチェーンの適用領域：留意すべきこと
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ブロックチェーンが適している理由・利点を考える。

中央集権管理データベースと比較してブロックチェー
ンの不便な点

・アップデートや拡張が容易でない
・データの記録に時間がかかる
etc.

なぜ既存のシステムではダメで
ブロックチェーンを使うべきなのかを明確にする
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5.ブロックチェーンの今後
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ブロックチェーン２．０を経てインフラになり得るか



ブロックチェーンの今後： インフラへの道筋？
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ブロックチェーンは、よくインターネット黎明期のTCP/IPに例え
られる。根底にあるのは、「自律」分散的なインフラの性格を備
えていること。

ブロックチェーン： Trustless で取引と台帳を維持

暗号通貨 決済・送金
権利証明

移転
シェアリング ・・・

様々なアプリケーション・サービス

T
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G

：R
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t
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f
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st

インターネット： Trustless で情報発信・交換

＜再掲＞ Trustless なアプリケーション基盤になれるか？



ブロックチェーンの今後：暗号通貨は定着

31

日本での普及に関しては、SUICA等の普及と対比してみると、つ
まるところ「安心感」を持ってもらうことが欠かせないというこ
とになる。利用者認証、健全性確認など。

Trustless を維持しながら、監査的な裏付けを導入せずに済むよう
な仕掛けが提示できれば、暗号通貨に伴う形でブロックチェーン
普及も推進される可能性がある。

既に、暗号通貨としてのインフラは出来ている

解説してきた「プログラムできる」「暗号通貨」については、普及していく
ことに疑問の余地はないと考えられる。既にビットコインが普及し、日々の
決済にも使われる国々があることは注目に値する。
最終的にブロックチェーン方式が生き残るかは別問題として、暗号通貨とそ
の応用の活用は拡大していくと思われる。



ブロックチェーンの今後： Dapps応用拡大

32

「資源的に非効率な技術」ながら、ノードインフラができており、
基盤の型にはめることで、「相乗りで結果安い」アプリケーショ
ンができてしまう。基盤技術への投資も続いている。

IoT、AI等の、同様に「自律」的な技術のトレンド、それらから
生み出されるデータ流通の標準化等、特定の機関に管理更新や
サービスの継続を委任できない状況が増えていくことも、ブロッ
クチェーンを後押しする可能性がある。

そもそも、特定の機関に全ての信頼を委任できなくなる

これまで述べて来た、非中央集権的な台帳維持が出来るブロックチェーンの
特性を生かしたアプリケーションを、Dapps(Decentralized Applications)
と言うことがある。
ブロックチェーン２．０の加速で、非中央集権的であることに適した分野
（はまる型）が見えてくるに従い、投資・競争で応用は拡大するだろう。



＜参考＞基盤技術への投資

33

中国

背景
・インターネット業界が世界から独立
⇒ 導入しやすい
・スマートフォンでの支払文化が浸透
⇒ 仮想通貨への抵抗が小さい

政府、各省庁が国の施策として
ブロックチェーン技術を推進。
ブロックチェーン関連特許数が世界一。

中国の3大インターネット企業
①Baidu②Tencent③Alibabaは
ブロックチェーンのソリューション部門に
相次いで投資している。

村井純氏と伊藤穰一氏が「ブロック
チェーンを使い捨てのバズワードにして
はならない」と呼びかける〜「いまこそ研
究を進めレイヤー構造を確立するべき」
第二回BASEアライアンスワークショップ
https://crypto.watch.impress.co.jp/doc

s/event/1133210.html

「Bitcoin Core Project（Bitcoinの基盤ソ
フトウェアのオープンソース開発プロジェ
クト）に日本人の参加者が少ない・・・仮
想通貨やブロックチェーン関連のビジネ
スへの期待の大きさと裏腹に、専門家が
少なく、研究がまだ足りていない。」

https://crypto.watch.impress.co.jp/docs/event/1133210.html


ブロックチェーンの今後： 現実的な融合

34

・ブロックチェーン同士の相互接続
・ブロックチェーンと外部情報との連携

（スマートコントラクトとしての外部情報取得のあり方）
・他のデータベース等との連携

（データベースのように使うのは非現実的）
・リアル／アナログな情報の取り込み

（BCはディジタルになった後には強いが・・・）
・コンソーシアム型での、現実的な実装・運用ガイドライン

（普及してこそのインフラ）

単独の系での限界、他のデータやリアルとの融合



あ

6.終わりに
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コンソーシアム型組織 TCGへの期待も込めて



終わりに

36

・暗号通貨から派生したブロックチェーン２．０の動きは、暗号通貨の一定
の普及、決済インフラ化が牽引する形で一気に広がりをみせており、勢いに
陰りが見えない。

・暗号通貨としての活用も含め、基盤インフラとしてのブロックチェーンの
普及には、適したサービス・アプリケーションの見極めと平行し、「安心
感」の醸成が不可欠と考える。

・そんな中で、コアとなる暗号技術など、コンピュータシステム全体の「信
頼」の基盤を、標準化と併せて提供して来た TCG が普及のために活躍出来
る余地は大きいと考える。

・現状のTPM周辺を中心にした標準化の領域を越え、システムにブロック
チェーンが取り込まれる際の、ユースケース毎のガイドライン等、一定の認
知度のあるコンソーシアム型組織として、一歩踏み込んだ提言が出来るので
はないだろうか。



おまけ

37

・ガートナーの “テクノロジ・ハイプ・サイクル” でブロック
チェーンは、2016年に「過度な期待のピーク期」のピーク手
前ぐらいにいきなり登場し、2018年には幻滅期に突入しつつ
ある。

・この状況を、どう
とらえるか？



＜参考文献＞

38

https://www.amazon.co.jp/%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%81%E3%82

%A7%E3%83%BC%E3%83%B3%E6%8A%80%E8%A1%93%E5%85%A5%E9%96%80-

%E5%B2%B8%E4%B8%8A-%E9%A0%86%E4%B8%80/dp/4627871716

ブロックチェーン技術入門
岸上順一 (著),藤村滋 (著),渡邊大喜 (著),大橋盛徳 (著),中平篤 (著)

https://www.amazon.co.jp/%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%B3%E6%8A%80%E8%A1%93%E5%85%A5%E9%96%80-%E5%B2%B8%E4%B8%8A-%E9%A0%86%E4%B8%80/dp/4627871716
https://www.amazon.co.jp/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=%E5%B2%B8%E4%B8%8A+%E9%A0%86%E4%B8%80&search-alias=books-jp&field-author=%E5%B2%B8%E4%B8%8A+%E9%A0%86%E4%B8%80&sort=relevancerank
https://www.amazon.co.jp/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=%E8%97%A4%E6%9D%91+%E6%BB%8B&search-alias=books-jp&field-author=%E8%97%A4%E6%9D%91+%E6%BB%8B&sort=relevancerank
https://www.amazon.co.jp/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=%E6%B8%A1%E9%82%8A+%E5%A4%A7%E5%96%9C&search-alias=books-jp&field-author=%E6%B8%A1%E9%82%8A+%E5%A4%A7%E5%96%9C&sort=relevancerank
https://www.amazon.co.jp/s/ref=dp_byline_sr_book_4?ie=UTF8&text=%E5%A4%A7%E6%A9%8B+%E7%9B%9B%E5%BE%B3&search-alias=books-jp&field-author=%E5%A4%A7%E6%A9%8B+%E7%9B%9B%E5%BE%B3&sort=relevancerank
https://www.amazon.co.jp/s/ref=dp_byline_sr_book_5?ie=UTF8&text=%E4%B8%AD%E5%B9%B3+%E7%AF%A4&search-alias=books-jp&field-author=%E4%B8%AD%E5%B9%B3+%E7%AF%A4&sort=relevancerank


あ

【参考】検討されているサービス事例
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登記・資産管理

不動産登記（Kairos future）
土地契約に関する管理をBC上の署名で行う実証実験がスウェーデンで開始。
https://btcnews.jp/sweden-land-registry-start-poc/

ダイヤモンドの管理台帳（Everledger）
ダイヤモンドの資産台帳をBCで実現。取引履歴、形状、サイズ、カッティング等、
計40の情報を登録。銀行や保険会社がAPIで資産のデータを参照できる。
将来的にインターネットオークション等にも導入されるかもしれない。
美術品、ワイン、時計、高級車といった高資産のBC管理を視野に入れ、検討中。
今後はIBMと共同でこのデータと人工知能を利用し、
鑑定書のチェック、ダイヤモンドの流通規制などにも利用できるように。
http://gaiax-blockchain.com/everledger

BCは改竄ができないという特徴があるため、登記や資産管理に利用できる。
土地や建物などは権利証明が重要であり、BCによる登記が利用される。
また高価、過去の所有履歴の確認ができない、偽物が混入しやすく
不正取引が後を絶たない物（例えば宝石など）の資産管理にBCによる資産管理が
導入され始めている。

ブロックチェーンを活用したサービス

https://btcnews.jp/sweden-land-registry-start-poc/
http://gaiax-blockchain.com/everledger


サプライチェーン
改竄ができないBCの分散型台帳により生産物の流通過程を透明化。
1社による管理台帳の占有、管理データの不正な書換えを防ぐ。
関係者全員で食物の収穫日、天候といった情報を共有可能。
また追跡もしやすく、食中毒等が起きた際の原因究明にも役立つ。
紙ベースの管理では数百人を導入して2週間。BCなら数秒で可能。

有機農産物の生産から最終消費を透明化（Provenance,ISID社）
生産⇒流通といった各工程のデータをBCで記録。
IoTセンサーを用いて輸送中のデータを逐次BCに記録。
どのようにデータを提供すれば消費者が喜ぶか実証中。
https://news.mynavi.jp/article/20180517-632002/

医師に処方され薬局で受け取った高価な薬。
後に中身はただのビタミン剤であることが発覚。
卸売り業者が「個人」からの輸入を行ったため、
不正な偽造薬（表記と異なる）が紛れ込んだ。

流通過程の偽造事例

ブロックチェーンを活用したサービス

https://news.mynavi.jp/article/20180517-632002/


医療
医療データの改竄、医療データ管理サーバが落ちることは患者の命に関わる。
医療データの管理に改竄不可、分散型台帳のBC導入が向いている。
ドナー登録、医薬品のサプライチェーン、患者のウェアラブル機器データなど
様々な用途でBCが使われている。

初期の医療情報台帳管理（BitHealth）
ビットコインのブロックチェーンに医療情報を暗号化して埋め込み、
医療情報を分散管理する。
http://www.bithealth.net/

投票
従来の投票ネットシステムは中央管理型であり、
この管理点が攻撃されると投票結果が書き換えられてしまう問題がある。
BCを使えば投票データが分散できること、
また電子署名によるトランザクション（データ）の発行を行うため、
二重投票や改ざんに対しても強い。このためBCは投票システムに用いられる。

電子投票（ハウインターナショナルのCongreChain）
カラードコイン（仮想通貨に色＝データ等の付加価値をつける）で実装。
https://www.slideshare.net/11ro_yamasaki/congre-chain

ブロックチェーンを活用したサービス

http://www.bithealth.net/
https://www.slideshare.net/11ro_yamasaki/congre-chain


取引
BCの持つ中央管理者のいないシステム構成という特徴を活かせば、
これまでの取引サービスのように管理者による仲介手数料を取られるということが無い
取引サービスを実現することが可能。

金融
BCプロジェクトHyperledgerにドイツ銀行が参加。分散型台帳技術を支援。
電子通貨を扱う、スマートコントラクト（BC上に契約データを残す）、
証券の配当の自動化、マネーロンダリング監視などの機能を期待している。
https://news.mynavi.jp/article/20180518-632739/

貿易
Cargill（穀物メーカー）は単一のブロックチェーンプラットフォームで
世界初の貿易金融取引を行った。
貿易に使われる信用状は複数の銀行の取引が関与するため取引の流れが複雑である。
紙の場合手続きに1週間以上かかっていた。BCならば24時間以内に手続き可能。
https://coinchoice.net/hsbc-blockchain-cargill/

ブロックチェーンを活用したサービス

https://news.mynavi.jp/article/20180518-632739/
https://coinchoice.net/hsbc-blockchain-cargill/


取引
BCの持つ中央管理者のいないシステム構成という特徴を活かせば、
これまでの取引サービスのように管理者による仲介手数料を取られるということが無い
取引サービスを実現することが可能。

個人間取引（OpenBazaarサービス）
Bitコインを用いた取引サービス。物品だけでなくデータの取引も可能。
Windowsライセンスやメールアドレス100件などグレーな商品も出品されている。
匿名性が高い分、犯罪の温床になりやすい危険性が潜む。
http://gaiax-blockchain.com/openbazaar

電子データの中古売買（ASOBI COIN）
デジタルコンテンツの二次流通プラットフォーム。
電子書籍、音楽、動画、ソフトウェア、ゲーム上のアイテム等のデータを
誰に所有権があるのか明確にする事で二次流通させる。
https://asobimo.io/ja/

ブロックチェーンを活用したサービス

http://gaiax-blockchain.com/openbazaar
https://asobimo.io/ja/


シェアリングサービス

タクシー配車サービス（ArcadeCity）
客はARCという独自の仮想通貨を使用してドライバーに提示された乗車賃を支払う。
以前はUber＝中央集権的な管理業者がタクシーの乗車賃を決定しており、
ドライバーの取り分が引き下げられたという問題があったが、
BCの導入によりドライバー⇔客が直接支払いを行うことが可能になった。
また運転手と利用者の間で価格を決定できるようになり、
個々がより客のニーズに合ったサービスを提供できる。
http://gaiax-blockchain.com/arcade-city

相乗り支援サービス（La’Zooz）
Zoozという仮想通貨を使用して、相乗りして移動した分だけ通貨を支払う。
上と同様にUberによる中央集権からの脱却を目的に生まれた。
http://gaiax-blockchain.com/lazooz

恒久的に使用しない物・データにおいて
現物を購入せずに、一時的な利用権を購入し、
短時間だけ利用するシェアリングサービスがある。
中央集権的な組織無しでデータの管理ができる
という特徴により、BCを用いた管理費無しで
利用できるシェアリングサービスが登場している。

ブロックチェーンを活用したサービス

http://gaiax-blockchain.com/arcade-city
http://gaiax-blockchain.com/lazooz


IoT

IoT自動管理（ADEPT）
常時インターネット接続を想定した洗濯機にブロックチェーンを導入。
仲介者無しの（＝手数料の低い）AmazonDash（＝すぐに洗剤が補給）のイメージ。
https://btcnews.jp/iot-evolution-adept-is-truly-killer-apps-by-ibm/

スマートロック（Slock.it）
仮想通貨で電子ドアの施錠権利を購入する。
http://gaiax-blockchain.com/slock-it

電源ソケットの使用権（Nayuta）
電気自動車⇔充電ソケットの充電権限をBCで管理。
https://btcnews.jp/nayuta-released-iot-blockchain-powered-power-socket/

ブロックチェーンとIoTデバイスを接続するチップを発明（Filament社）
⇒このチップにより太陽光パネルをIoTデバイス化し、電力の取引を可能にする。
http://jp.cointime.com/blockchain/10505.html

I分散データベースならば、多大なIoTデバイスのアクセスに耐えられる。BCは
・メリット⇒データの改竄不可（IoTデバイスユーザーにとっては嬉しい）
・デメリット⇒アクセス速度が遅い（IoTは即時アクセスの必要が無い事が多い）
であるため、IoT分野への導入が向いている。

ブロックチェーンを活用したサービス

https://btcnews.jp/iot-evolution-adept-is-truly-killer-apps-by-ibm/
http://gaiax-blockchain.com/slock-it
https://btcnews.jp/nayuta-released-iot-blockchain-powered-power-socket/
http://jp.cointime.com/blockchain/10505.html


街づくり

電子地域通貨（さるぼぼコイン、白虎コイン）
電子通貨として街に流通させる。利用者はスマホアプリで決済可能。
現金を換金したり、ボランティアに参加することで通貨を入手できる。
購買記録をデータとして収集でき、需要/供給等の購買分析が容易になる。
地域振興券ブーム時に発生した不正横行、不正換金といった問題も
BCを用いたシステムでは取引履歴が残るため対策可能である。
発行量・流通量が制限される、換金不可であることが多いなど
実際の利用シーンでは不便が多く、問題が残されている。
http://www.amiru.net/sarubobocoin-sikumi/

異業種間のデータ共有（三菱地所、富士通、ソフトバンク、東京大学）
店舗売上データや自転車シェアリング利用記録など様々なデータを収集し、
BC上に記録。この改竄不可のデータを各企業が利用できるように提供する。
丸の内エリアで複数の企業が協力し、実証実験中。
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/1122067.html

ブロックチェーンを活用したサービス

http://www.amiru.net/sarubobocoin-sikumi/
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/1122067.html


公証・著作権管理

公証サービス（Proof of Existence、stampery、tierion）
ドキュメントをBC上に記録し、ある時刻におけるドキュメントの存在を証明する。
ドキュメントの保存、知的財産の証明、オンライン契約に利用される。
他にハッシュ値を確認できる対象があれば何でもブロックチェーンに記録できる。
http://gaiax-blockchain.com/proof-of-existence

履歴書データベース（Ascribe）
利用者は学位や資格を取得した際にBC上に登録を行うことで、
就職の際このBC上のデータを改ざん不可能な履歴書として利用することができる。
http://gaiax-blockchain.com/ascribe

芸術作品の著作権（Blockai、Mediachain）
音楽ストリーミングサービス（Stopify）がBC技術を持つMediaChainを買収。
アーティストがブロックチェーンに曲を登録し、分散型台帳で著作権の記録を
することでアーティストに適切なライセンス料を払えるようにする。
導入により著作権管理団体（JASRACなど）を介さなくても著作権主張が可能になる。
https://amp.review/2017/06/12/spotify-acquires-mediachain-labs/

作成日、作成者、改竄されていない事実を保証することが権利の主張において
重要となる。一般的には中央権利団体がこの権利の保証を代行する。
そのため抗改ざん性のあるBCは権利証明に利用される。

ブロックチェーンを活用したサービス

http://gaiax-blockchain.com/proof-of-existence
http://gaiax-blockchain.com/ascribe
https://amp.review/2017/06/12/spotify-acquires-mediachain-labs/


働き方改革
企業内通貨（ゼロビルバンク）
従業員同士が社内通貨を送りあい、コミュニケーション促進。
近隣飲食店やベネフィットワンのサービス支払いに利用できる。
位置情報を記録し、歩いた歩数に応じてコインを発行する健康支援。
http://thebridge.jp/2018/02/zerobillbank-benefit-one-partnership
https://kabu.com/company/pressrelease/20161017_1.html

その他
歯ブラシで仮想通貨発行（32Teeth）
歯を磨くと仮想通貨が発行され、歯科サービスなどと交換できる。
https://cointyo.jp/article/10003357

思い出を記録（ISSHO）
家族写真やプロポーズをBC上に記録
https://news.biglobe.ne.jp/economy/0524/prt_180524_5414141581.html

ブロックチェーンを活用したサービス

http://thebridge.jp/2018/02/zerobillbank-benefit-one-partnership
https://kabu.com/company/pressrelease/20161017_1.html
https://cointyo.jp/article/10003357
https://news.biglobe.ne.jp/economy/0524/prt_180524_5414141581.html


• 以上


