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ブロックチェーン技術の国際標準化
をめざしたISO（International Organi-
zation for Standardization）/TC

（Technical Committee）307「ブロッ
クチェーンと電子分散台帳技術に係
る専門委員会」（ISO/TC 307 Block-
chain and electronic distributed 
ledger technologies）第 ２ 回東京会
議が２017年11月13日より開催されま
した．ここではビットコインの基盤
技術である，ブロックチェーン技術
の概念，および「電子分散台帳技術」
という名で進められている国際標準
化の動きと，標準化で広がる仮想通
貨以外でのブロックチェーン技術の
応用について紹介します．

ISO/TC307

ビットコインに代表される仮想通貨
の基盤技術として脚光を浴び始めたブ
ロックチェーン技術について，2016
年 4 月にオーストラリアから標準化
を行う技術委員会設置の国際提案が国
際 標 準 化 機 構（ISO: International 
Organization for Standardization）
に対して行われました．2016年 9 月
には，ISOに「ブロックチェーンと電
子分散台帳技術に係る専門委員会」が
設置され，「ブロックチェーンと電子
分散台帳におけるシステム」「アプリ
ケーション，ユーザ間の互換性やデー
タ交換」にかかわる国際標準化活動が
開始されました．2017年11月13日よ
り開催された東京会議は，2017年 4
月に行われた第 1 回シドニー会議に

引き続き， 2 回目の国際会議*となり
ます．

この世界的なブロックチェーン技術
標準化の動きに対し，2016年10月より日
本情報経済社会推進協会（JIPDEC）（1）

が事務局となり，ISO/TC（Technical 
Committee）307に対して，技術標準
化の提言を行う国内標準化団体が結成
され，ブロックチェーン技術に取り組
む日本国内の団体，企業などが集まり，
国際標準化への提言の取りまとめが開
始されました．この国内標準化活動に
はNTTグループとしてNTT，NTT
データが参加しています．

　「ブロックチェーンとは何なのか？」 
の概念を国際標準化する

今日さまざまな場面で語られること
が多くなったブロックチェーン技術で
すが，一言で説明することは簡単では
ありません．これまでにない概念だか
ら，というのが端的な理由です．それ
でも最近ではネットワーク型システム
における非中央集権的な「台帳」とい
うのが一般的な説明になっています．
また経済産業省や金融庁での「ブロッ
クチェーン技術」の説明には「分散型
電子台帳」という言葉を用いています．

ブロックチェーンは，一定量のデー
タをブロックとしてまとめ，それを文
字どおり鎖状につなげたデータ構造を
取ります（図 1 ）．チェーンを構成す
るブロックの前後関係は，暗号技術を
用いて定められています．ブロック
チェーンは，複数のノードによって構
成されるネットワーク型のシステムに

おいて，各ノードが保持する「台帳」
の役割を果たすデータストアにあたり
ます．ネットワーク型で台帳の役割を
実現するデータストアにはいくつかの
方式がありますが，ブロックチェーン
は仕組みの面でほかにはない特徴を
持っています．ブロックチェーンは「分
散型の台帳」といわれるため，「分散型」
という言葉から，ネットワーク内の各
ノードは台帳の一部を保有し，システ
ム全体で 1 つの台帳を形成する仕組
みをイメージするかもしれません．し
かし，そうではなく，各ノードが保有
するブロックチェーン（台帳）は同一
であり，かつ取引がすべて記録されて
いる完全なかたちの台帳をそれぞれの
ノードが保有するようにつくられてい
ます．では，なぜ「分散型」という単
語が使われるかというと，ネットワー
ク内に中央集権的な役割を果たすノー
ドがなくとも，自律的にブロック
チェーンが維持されるような仕組みと
して設計されているからです．要は分
散しているのは「データ」ではなく，「権
限」なのです．なお，ブロックチェー
ンを形成したり維持したりするための
仕組みは，「技術」をつけて「ブロッ
クチェーン技術」（2）と呼ばれることが
多く，今回のISO/TC307におけるブ
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ロックチェーン技術の国際標準化の営
みは概念としてあいまいなブロック
チェーンとそれを支える仕組みの国際
標準化をめざす活動となっています．

標準化で広がる
ブロックチェーン技術

ブロックチェーンの代表的なテーマ
として仮想通貨での活用が挙げられま
す．ビットコインやアルトコインを応
用した仕組みが検討されています．一
方，仮想通貨関連以外でも検討は進ん
でいます．このブロックチェーン技術
応用の検討の代表テーマとして，ト
レーサビリティやデジタルアイデン
ティティがあります．これらのテーマ
には以下のようなポイントがあります．

・ 多数（および異なる業種）の参加
者が一緒のプラットフォームに乗
ることができる

・ 従来は情報システムを利用しない

やり取りが中心であった
これまで 1 つの組織の中でつくら

れた情報システムにおいて，他の組織
の情報システムと接続する場合は，そ
の接続方法や問題発生時の対応など多
大な手間を必要としていました．その
ため，他の組織との連係では情報シス
テムに頼らず，例えば紙ベースで対応
しているというケースもあると思いま
す．また，他の組織から紙で入手した
文書を自社の情報システムに入力と
いったケースもあるでしょう．既存シ
ステムで扱っている業務をブロック
チェーンに置き換えるなど，いろいろ
な可能性を探り適したテーマを検討し
ている中で，これらのポイントに沿っ
て検討することも一案でしょう．

 トレーサビリティへの適用から
見るブロックチェーンの効果

トレーサビリティとしてブロック

チェーンを適用することにより見込ま
れる効果について説明します．

例えば，ある製品を構成する 1 つの
部品で問題が発生した場合を考えてみ
ましょう．その部品がいつ ・ どこの組
織でつくられ，いつの製品に含まれて
いるかを調べるには情報システム化さ
れていても調査には多大な労力を必要
とします．紙ベースの情報しかない場
合は，より労力を必要とするかもしれ
ません．さらに，データの改ざん，消
失といった可能性も考えなければなり
ません（図 ₂ ）．

ブロックチェーンの特徴である分散
型台帳は，プラットフォームの参加者
間での情報の共有を前提としているこ
と，取引情報を時系列に記録すること
を前提としていること，そしてこれら
の前提に基づく技術を簡単に扱えるこ
と，が大きなポイントといえます．

参加者間で情報を共有することが前
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図 ₁ 　ブロックチェーンの概念図
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提となっているため，新規の参加者が
容易に参入できる，また離脱できます．
時系列でデータが管理されているた
め，問題があった場合の調査もデータ
構造をたどれば把握できます．また，
さまざまなブロックチェーン技術はス
マートフォンやWebブラウザベース
でアクセスする仕組みが提供されてい
るため，容易に利用できます．

例えば，紙ベースで他組織とやり取
りする処理では，従来の画面を操作す
るだけで，容易にブロックチェーンで
情報を連携し，相手先の組織とのやり
取りを速やかに実現できるようになり

ます．実際にこれで業務に要する時間
を短縮できる可能性がある，といった
実 証 実 験 の レ ポ ー ト も あ り ま 
す（3）（図 3 ）．

今後の展開

ブロックチェーン活用のテーマとし
て，トレーサビリティへの適用によっ
て得られる効果について説明しまし
た．適用により良い効果が見込まれる
といえますが，既存のブロックチェー
ン技術だけでは技術として成長段階で
あるため，その効果は限定的かもしれ

ません．ブロックチェーンを発展させ
るため，より高度に使うための研究開
発も広がっています．

例えば，以下のような検討が進んで
います．

・ ブロックチェーン上のデータの秘
匿化（4）

・ ブロックチェーン上のデータをよ
り簡単に操作する仕組み

・ コンセンサスアルゴリズム（分散
型台帳の合意方法）の改良

・ 従来の情報システムとブロック
チェーンを容易に接続する仕組み

また，研究開発を目的としたブロッ
クチェーンネットワーク「BSafe.
network」（5），産学連携組織BASEも登
場し，学術分野としても取り組みが広
がっています．

技術開発だけでなく，政府によるシ
ステム調達を軸とした法制度やルール
づくりといった取り組みも重要です．
今回の東京会議開会式の基調講演では
先進的な活用事例としてスウェーデン
での土地台帳での活用の実証事業，エ
ストニアでの電子政府化をトリガとし
たブロックチェーン ・ ベンチャー企業
創出政策等の政府主導型の取り組みに
ついて経済産業省より報告がありま 
した．

仮想通貨としての技術要素から，分
散型台帳としての応用の検討や研究開
発が確実に広がっているブロック
チェーン，私たちが利用しているサー
ビスの見えない部分で利用されてい
る，という世界が実現するのもそこま
で遠い未来ではないでしょう．
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図 3 　ブロックチェーンを利用したトレーサビリティ例

原材料生産 原材料加工

文書

文書

改ざん

偽装

データベース データベース

データベース データベース

データベース データベース データベース

製品製造 卸売業者 販売業者
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