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技術動向レポート

ブロックチェーン技術による分散型社会への期待と
技術課題

情報通信研究部
チーフコンサルタント 水谷　麻紀子

　ブロックチェーン技術が提示する分散型社会へのパラダイムシフトへの期待が、多くの人の関
心を呼んでいる。仮想通貨の基盤技術であるブロックチェーンの概念について解説するとともに、
ユースケースおよび現状の技術課題について述べる。

1．�ブロックチェーン /�
分散台帳技術

　昨今、仮想通貨の存在感は増しており、ブロッ
クチェーンという言葉を聞いたことがある方は
多いだろう。元々は、仮想通貨ビットコイン（1）

を支える、信頼性を担保するための基盤技術と
して登場したが、多様な応用の可能性を秘めて
いるため、ここ数年で様々な分野での実証がな
されており、発展の兆しを見せている。

　現在、多くの情報システムは、クライアント-
サーバ方式と呼ばれる中央集権型のサービス形
態をとっている。高価で信頼性が高い少数のサー

バ装置と廉価な多数のクライアントコンピュー
タから構成され、クライアントはサーバとだけ
通信する。これに対し、ブロックチェーン /分
散台帳技術は P2P（Peer to Peer）方式（2）と呼ば
れる分散型のサービス形態であり、比較的廉価
な多数のコンピュータで構成され、そのコン
ピュータ間で対等な通信を行う。
　クライアント数（＝ユーザ数）が増加した場合、
中央集権型ではサーバとそのネットワーク回線
への負荷が増大するが、分散型ではコンピュー
タ数を増加させることで1台1台の負荷を分散さ
せることが出来るため、分散型の方がコンピュー
タおよびネットワーク回線のコストを抑えられ
る。

図表1 左：中央集権型（クライアント－サーバ方式） 右：分散型（P2P方式）
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　分散型のシステムはブロックチェーン /分散
台帳技術が登場する前から使われていたが、通
信相手による情報の改ざんを検知することが難
しいという欠点があった。ブロックチェーン /

分散台帳技術では、同じ台帳をブロックチェー
ンネットワーク上の全コンピュータで共有し、
また、台帳操作履歴の集まりであるブロックの
ハッシュ値（3）を次のブロックに持たせることで
改ざんへの対策を行い、耐障害性と耐改ざん性
を担保している。
　分散台帳技術（DLT）は、ブロックチェーン技
術より広い技術領域を表す概念で、P2Pネット
ワークと暗号技術を組み合わせて同じ台帳を共
有する仕組みを指すが、本稿では特に区別せず
にブロックチェーンと記載する。

（1）ブロックチェーン技術の仕組み
　ブロックチェーン技術が実現するものは、同
じ台帳を共有する複数のノード（4）で構成された
ネットワーク上の、履歴付き分散台帳システム
である。

　ノードは、トランザクション（5）を周りのノー
ドへ送信する。トランザクションを受信したノー
ドはいくつかのトランザクションをまとめて新
しいブロックを生成する。この時、複数ノード
の持つ情報の多数決によって過去のブロックが
正当であることを確認した上で、過去のブロッ
クのハッシュ値を新しいブロック内に含める。
この過去のブロックの正当性の確認処理は、合
意形成またはコンセンサスと呼ばれる。いくつ
かのトランザクションから生成された新たなブ
ロックを鎖のように連ねていくことからブロッ
クチェーン技術と呼ばれる。
　過去のブロックのハッシュ値を新しいブロッ
ク内に含めるため、例えば n番目のブロックを
改ざんする場合には、（n+1）番目のブロックも改
ざんする必要があり、この繰り返しで最後のブ
ロックまで改ざんする必要がある。また、改ざ
んした内容を合意形成で見破られないためには
過半数ノードに対する改ざんが必要となるため、
チェーンが長くなるほど改ざんが難しくなる。

図表2 ブロックチェーンの仕組み
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（2）ブロックチェーン技術の特長
　ブロックチェーンシステムは、一般的な P2P

方式のシステムと改ざん耐性を除き概ね同様の
特長をもつ。中央集権型のシステムでは、中央
サーバのダウンや通信障害がシステム全体のダ
ウンに直結するため、中央のサーバやネットワー
ク機器には高い信頼性が求められ、高価なもの
となる。対して、ブロックチェーンシステムで
は複数のノードで同じ情報を共有するため、シ
ステムの中の数台が故障した場合においても、
他の大概のノードが稼働していればシステム全
体がダウンするような障害は生じない。そのた
め、ブロックチェーンシステムでは個々のノー
ドに高い信頼性が求められず、中央集権型のシ
ステムで運用する場合と比較して装置やネット
ワーク回線のコストを抑えられる。さらに、前
節で述べたように、履歴の改ざんが困難なデー
タ構成であり、かつ、ブロック生成時の複数ノー
ドによるコンセンサス（合意形成）による正当性
確認により、悪意有るノードが参加していても
それが少数であれば改ざんを排除できる。
　また、既に運用されているブロックチェーン
システムに、後から別のアプリケーションを追
加して同じプラットフォーム上で分散型サービ
スを提供することが容易であり、類似のアプリ

ケーションを複数用意する場合にはアプリケー
ション開発のコストが抑えられるという特長を
持つ。
　興味深いことに、仮想通貨等のユースケース
では、ブロックチェーンシステムの維持に必要
となる検証処理へのインセンティブとしてブロッ
クの生成に報酬を与え、ノードの運用とブロッ
ク生成に係るコストを価値（仮想通貨）に変換し
ている。これにより、特定主体がサービスの維
持運用を行わなくとも、非中央集権的にシステ
ムを運用することが可能となっている。例えば、
ビットコインであれば、ブロックの生成に成功
すると2018年9月現在、12.5BTC（ビットコイ
ンの単位）が新規に発行され、ブロックの生成を
行った人に付与される。仮想通貨の新規発行の
ためにブロック生成を行うことを金脈の採掘に
なぞらえてマイニング（採掘）と呼ぶ。マイニン
グが盛んに行われることにより、仮想通貨のブ
ロックチェーンシステムは自律的に維持運用さ
れているのである。

（3）ブロックチェーンの類型
　ブロックチェーンは、そのノードの存在する
範囲により3つに分類することができる。範囲
を限定しない不特定多数のノードで構成される

図表3 ブロックチェーンの類型

パブリック型 プライベート型 コンソーシアム型
プラットフォーム例 BitCoin

Ethereum
Hyperledger
Enterprise Ethereum

Corda
プライベート型と同様

参加者 誰でも参加可能（悪意の
ユーザを想定）

管理主体（団体 /企業）が
許可

複数の管理主体（団体 /企
業）がそれぞれ許可

分散度 高い 比較的低い 高くできる
認証の厳格性 厳格な認証が必要 簡易な認証でも可 プライベート型に準じる
認証速度 遅い 比較的速い プライベート型に準じる
インセンティブ トークン（基軸通貨） 不要 プライベート型に準じる
秘密情報の取り扱い 可能なものもある 可能 プライベート型に準じる
仕様変更 難しい 比較的容易 プライベート型に準じる
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パブリック（オープン）型、企業等のある一主体
の範囲内に限定されるプライベート（クローズ
ド）型、また、複数の主体から構成されるコン
ソーシアム型である。
　仮想通貨の多くはパブリック型であり、不特
定多数のユーザを想定している。
　企業利用の場合は企業内のノードで構成され
るプライベート型とすることが多く、システム
の維持に必要となるインセンティブは不要で、
厳格な正当性検証のための処理に時間がかかる
コンセンサスを軽量化し、処理性能を改善でき
る。ただし、プライベート型ではノードの分散
度が低く、分散型の特長が充分に発揮されない
ため、ブロックチェーンシステムの恩恵をより
受けられるのは、複数の主体が参加するコンソー
シアム型ではないだろうか。多くの情報システ
ムは一主体内に閉じているが、コンソーシアム
型のブロックチェーンにより複数主体間での台
帳共有の仕組みも構築可能である。

2．ブロックチェーンの適用例

　既にブロックチェーン技術を実装するサービ
スやユースケースはいくつも登場している。
　履歴付きの分散台帳すなわちデータベースシ
ステムであることから、多くの用途が考えられ
るが、その特性から複数主体または不特定多数
間で資産や権利がやり取りされる場面での利用

に向けた検討が多くなされている。ここでは、
今後の普及が予想されているユースケースにつ
いて述べる。

（1）デジタル通貨 /資金調達
　ブロックチェーンのユースケースと言えば、
まずはデジタル通貨である仮想通貨である。英
語ではCryptocurrency（暗号通貨）と呼ばれる。
ブロックチェーン技術は元々仮想通貨ビットコ
インのために考案された技術であり、ブロック
チェーンのキラーアプリケーションは仮想通貨
であるとする向きもある。また、ブロックチェー
ン関連のスタートアップでは ICO（Initial Coin 

Offering）も活発に行われている（6）。ICOとは、
ブロックチェーン技術を活用したサービスを提
供する主体が、トークン（仮想通貨）を発行する
ことで資金調達を行うことである。
　仮想通貨の経済規模は2018年9月時点で約20

兆円である。株式市場の世界時価総額が約8000

兆円であることから、まだ規模が大きいとは言
えないまでも無視できない規模となりつつある。

（2）スマートコントラクト
　契約の成立から履行までの全てを自動化する
ことを目的として、ブロックチェーン上で動作
する電子的な契約をスマートコントラクトと呼
ぶ。

図表4 仮想通貨総時価総額の推移

（資料）coinmargetcap.com仮想通貨総時価総額（7）より
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　契約条件・取引内容に応じて台帳操作命令を
発行するプログラムを動作させ、ブロックチェー
ン上に電子化した契約の証跡を記録することで、
誰もが確認できる形で改ざんできない取引記録
として保存できる。
　条件の記述次第で、複雑な条件の契約も自動
化できるものとして、特に小口の契約の効率化・
自動化につながるものと考えられる。個人間の
取引であっても証跡を残せるため、電力の個人
間取引やシェアリングエコノミーへの適用が期
待される。

（3）トレーサビリティ
　改ざんできない記録を残しておきたい用途と
して、ダイヤモンドやワイン等の取引・流通記
録など、複数企業をまたがって取引される商品
のサプライチェーンのトレーサビリティへの適
用の検証も行われている。産地偽装や偽物の混
入が無いことを確かめられる、また検知できる
と期待されている。
　当社においても、ブロックチェーンを利用し
て食品のサプライチェーンで個品管理を行うた
めのプラットフォームを構築・検証する PoC

図表5 スマートコントラクトイメージ

⾃動的に取り引き
契約条件を
プログラムとして定義

契約条件発⽣ 契約成⽴ 決済

取引履歴取引履歴取引履歴

ブロックチェーン上で管理

改ざんされることなく、⾃動取引の結果を参照可能

図表6 トレーサビリティのためのブロックチェーンイメージ

流通履歴流通履歴流通履歴

改ざんされることなく、流通の履歴や⽣産地の情報を参照可能

ブロックチェーン上で管理
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（Proof of Concept）（8）をローソンと共同実施（9）

し、産地や流通経路の履歴を複数主体で共有可
能であることを確認した。
　他にも、複数企業間での個人の経歴の共有に
より経歴詐称を防ぐための実証も行われており、
複数主体間でその経歴を正しく共有したいケー
スに対してもブロックチェーンの適用が検討さ
れている。

3．�ブロックチェーンへの期待と�
技術課題

　ブロックチェーン技術は中央集権型から分散
型へのパラダイムシフトをもたらす可能性を秘
めている。もし、全世界を繋ぐ、分散型で実用
的なネットワークを築くことができれば、すべ
てのアプリケーションやサービスがその基盤上
に提供されるようになることも想像に難くない。
既に市場に受容され始めている仮想通貨は、技
術的にも社会実験としても非常に面白い試みで
ある。しかし、現在はその適用上、いくつか顕
在化している課題があり、技術面の課題の1つ
としてスケーラビリティ（10）に起因する問題が
指摘されている。
　ブロックチェーンシステムはスケーラビリティ
が高いという特長を持っているが、ユーザ数の
増加に伴ってノード数やトランザクション数が
増加し、各ノードが記録するブロックのデータ
容量が膨大となる。また、ノード数が増大して
ネットワークの分散度が上がるほど、ネットワー
ク全体にデータを行きわたせるための時間がか
かり、各ノードの性能のばらつきの影響も受け
るため、システム全体の処理性能が低下する。
システム全体の処理性能と分散度合はトレード
オフの関係にある。このような課題への対応と
して、下記のような提案が活発に行われている。
⃝トランザクションの検証処理の高速化
⃝ブロック伝搬の高速化

⃝ブロックに書き込むデータの削減
　ここで、特に重要な課題と考えられるデータ
容量が膨大となるデータスケール問題に対する
解決策について、その概要を述べる。

（1）ブロックチェーンのデータスケール問題
　ブロックチェーンでは、全ノードが同じデー
タを持つことによって高い耐障害性と耐改ざん
性を実現しているが、累積のトランザクション
が増えるに従って必要なデータストレージ容量
が増加する。いずれ、ストレージの小さいノー
ドは容量が一杯になって追記できなくなる。そ
の結果、ストレージの大きい少数のノードのみ
での運用となってしまい、ブロックチェーンの
特長である耐障害性や耐改ざん性が失われる。
この制約のため、ブロックチェーンの適用用途
が、仮想通貨のような1トランザクションのデー
タが非常に少なく済む用途か、トランザクショ
ンの頻度が低い用途に限定される懸念がある。
　この問題に対する処方箋は、主にトランザク
ション数そのものの削減、またはトランザクショ
ンに含まれる情報量を減らすことである。ブロッ
クに書き込むデータ量が少なくなることによっ
てシステムの処理性能の向上にも繋がる。これ
までに提案されている、いくつかの対策を以下
に紹介する。

（2）データスケール対策
（ア）オフチェーン
　オフチェーンとは、既存ブロックチェーンネッ
トワークとは別に小口の取引を行うアプリケー
ションを用意し、小口の取引を複数まとめて一
つのブロックチェーンのトランザクションとし
て発行する仕組みである。マイクロペイメント
などの用途において、取引の都度トランザクショ
ンを発行するよりもトランザクションの数を減
らすことが可能である。
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（イ）サイドチェーン
　サイドチェーンは、さまざまな用途のアプリ
ケーションが一つのブロックチェーンネットワー
ク上にある場合、用途によってチェーンを分け
る仕組みである。用途ごとに別のブロックチェー
ンネットワークを作ることによって、各用途内
のトランザクション数を減らすことができると
いうものである。このチェーン間で送金等のデー
タのやり取りが可能な仕組みも存在する。

（ウ）リレーショナルデータベース（RDB）との併用
　記録したい情報の大部分を外部のデータベー
スに書き込み、トランザクションに含める情報
を必要最小限としてトランザクションに含む情
報を削減するもので、現状、企業利用によるブ
ロックチェーンの事例の多くは、この対策をとっ
ていると考えられる。
　具体的には、以下のどちらかによってトラン
ザクションに含む情報を削減するものである。

図表7 オフチェーンイメージ

取引履歴取引履歴取引履歴

複数をまとめた結果を書き込み
[AからBへ 2送⾦]

取引
履歴

取引
履歴

取引
履歴

取引
履歴

A B

図表8 サイドチェーンイメージ

メインチェーン

サイドチェーン

メインチェーン

サイドチェーン（実験⽤等） 資産移動も可
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①　参加主体間で改ざんのない状態で共有し
たい少ない情報のみをブロックチェーン側
で管理し、付帯的な情報は外部のデータベー
スで管理する。

②　すべての情報をデータベース側に保存し、
ブロックチェーンにはそのレコードのハッ
シュ値のみ書き込む。

（エ）データ分散
　最後に当社でコンセプトの検討を行った、デー
タスケール対策の方式について紹介する。
　全ノードで同じデータを持たず、各ノードは
一部分のデータのみを持つ、データ分散の仕組
みである。ブロックチェーンにおける Sharding

（分割データベース）の適用はブロックのデータ
そのものというより、その検証処理への適用が
検討されている（11）が、データ自体を分散させる

図表9 RDBとの併用イメージ

①内容により使い分け

データベース

②ハッシュ値のみ書き込み

図表10 データ分散イメージ
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ことで、ストレージ容量の問題を解決すること
を提案している。

4．技術と社会実装の間で

　現状では、ブロックチェーン技術は主にパ
フォーマンス面で汎用とはいいがたく、ストレー
ジ逼迫等の問題も懸念される。そのため、現在
はブロックチェーン技術の特長を充分に発揮さ
せるためには、実システムに適用する際に、既
存システムとの役割分担を厳密に検討するか、
用途に応じた要件に特化した作りこみが求めら
れる。
　また、現状のブロックチェーンプラットフォー
ムは発展途上のものが多く、機能的に十分でな
い場合もあり、当面は段階を踏んで着実に検証
を重ねることが導入への近道となるだろう。
　しかし、日々、要素技術が改良され、計算資
源・ネットワーク資源の充実が図られており、
分散型システムによって社会基盤が構築される
将来はそう遠くない。元来、インターネットは
分散型ネットワークであり、世界中の誰とでも
P2Pで通信できる機能を持っている。個人間の
やり取りによる様々なサービスの恩恵や、IoT

技術等と組み合わせて契約を自動履行すること
によるコストの大幅な削減など、新しいシステ
ムの形態に伴って新たなビジネスチャンスもそ
こに生まれるだろう。
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