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ブロックチェーン技術のリスクと 
システム評価 
 

社会に変革をもたらすといわれるブロックチェーン技術は、企業向けシステムがホス
トコンピュータの集中処理からクライアント／サーバシステムの分散処理に移行し、
さらにインターネットを介したクラウドサービス化へと進んだように、数年以内に社
会に普及することが想定される。 

企業では、ブロックチェーン技術の実用化に向けて実証実験を進めているが、P2Pネッ
トワークや分散型台帳等の技術や、複数企業が参加するコンソーシアム組織における
システム管理体制等、従来のシステムとの違いによってブロックチェーン技術を用い
たシステムに対する評価のあり方や、従来のシステム評価の枠組みとの関係性等の課
題が生じている。 

本稿では、ブロックチェーン技術特有のリスク、また、実証実験と実用化における
ブロックチェーン技術を用いたシステムに対する評価方法について考察する。なお、
本稿の内容は執筆時点（2017年9月）における情報に基づいていること、本文中の
意見に関する部分は、筆者の私見であることをあらかじめお断りする。 

 

1. ブロックチェーンの分類と関連する技術 

(1) ブロックチェーンの分類 

ブロックチェーン技術の実用化に向けて、さまざまな企業で実証実験等が進められて
いる。ブロックチェーンは、一般ユーザーを含めたパブリック・ブロックチェーン、
複数の企業等が参加するコンソーシアム・ブロックチェーン、プライベート・ブロッ
クチェーンに分類され、現在行われている実証実験の多くは、コンソーシアム・ブロッ
クチェーンかプライベート・ブロックチェーンに該当するものである。 

【図表1】ブロックチェーンのサービス分類と特徴 

 パブリック・ 
ブロックチェーン 

コンソーシアム・ 
ブロックチェーン 

プライベート・ 
ブロックチェーン 

想定されるサービス 仮想通貨や海外送金等の一般
ユーザー向けのサービス 

貿易金融等の契約関係に 
基づく企業間サービス 

分散型データベースの 
代替等の企業内サービス 

管理者の有無 存在しない 
（完全分権型） 

存在する 
（一部分権型） 

存在する 
（中央集権型） 

ノードへの参加 自由参加 
（不正を行った者は排除） 

管理者等の承認の上で 
参加可能 

管理者等の承認の上で 
参加可能 

ブロックの生成 制限あり 
（マイニング等で生成） 

制限あり 
（管理者等が生成） 制限なし 

関連する 
ブロックチェーン技術 

P2Pネットワーク 
分散型台帳技術 
鎖状のデータ構造 
コンセンサスアルゴリズム 

P2Pネットワーク 
分散型台帳技術 
トランザクションの秘匿化 
管理者ノード 
スマートコントラクト 

P2Pネットワーク 
分散型台帳技術 
トランザクションの秘匿化 
管理者ノード 
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ブロックチェーン技術を用いたシステムは、ビットコイン等の仮想通貨のように中央
管理者が存在しないイメージを持たれているが、コンソーシアム・ブロックチェーンや
プライベート・ブロックチェーンでは中央管理者が存在し、参加者に対してアイデン
ティティ管理やアクセス権管理を行うなど従来のシステム運用と大きく変わらないも
のである。 

(2) ブロックチェーン技術 

パブリック・ブロックチェーンでは、不特定多数の参加者を対象としたサービスであるこ
とから、改竄耐性の高い鎖状のデータ構造、Proof of WorkやProof of Stake等の合理的な
合意形成コンセンサスアルゴリズムによって、情報の信頼性を高めることが重要になる。 

コンソーシアム・ブロックチェーンでは、コンソーシアム幹事等の中央管理者が存在
し、参加者の身元が明らかなため、不正行為が生じる可能性は低くなることから、鎖状
のデータ構造やコンセンサスアルゴリズムのブロックチェーン技術の重要性は低いが、
一方、決裁を早めるためにスマートコントラクトによる決裁の自動化、特定の関係者で
情報を共有するために情報の秘匿化を行うことは重要になる。 

プライベート・ブロックチェーンでは、P2Pネットワークと分散型台帳によるシステムの可
用性や信頼性を向上させ、情報の秘匿化によってプライバシーを担保することが重要になる。 

 
2. ブロックチェーン技術にかかわるシステムリスクと対策 

ブロックチェーン技術を用いたシステムでは、P2Pネットワークや分散型台帳等の従来
のシステムでは用いられなかった技術が採用されていることから、ブロックチェーン
技術特有のシステムリスクを把握、特定し、あらかじめ対策を講じる必要がある。 

ブロックチェーン技術にかかわる想定すべきシステムリスクと検討すべき対策の一例
を以下に示す。 

【図表2】ブロックチェーン技術にかかわる想定すべきシステムリスクと検討すべき対策例 

ブロックチェーン 
技術 想定すべきシステムリスク 検討すべき対策 

P2Pネットワーク 

システム障害やエクリプス攻撃によって、ネットワー
クが分断・分岐する 

ネットワーク経路の複層化、障害判断基準と障害復旧
手順の策定 

好ましくない参加者を受入れる 参加者の受入（承認）基準の明確化 

分散型台帳 

悪意のある参加者が台帳を改竄する 鎖状のデータ構造の採用、不正を行った者の排除 

ストレージ容量の増加によって、ネットワーク全体で
使用するリソースが増大する 

クラウドサービス等の柔軟にリソースを増強できるシ
ステム環境の採用 

鎖状のデータ構造 処理能力が低下する データ（ブロック）の容量の拡張 

トランザクションの 
秘匿化 

秘密鍵の解読によって、トランザクションが改竄される 安全で強固なハッシュ関数、電子署名、秘密鍵の利用 

秘密鍵の漏洩によって、トランザクションが解読される ハードウェアウォレットや秘密鍵管理ソリューション
の導入 

秘密鍵の紛失によって、取引が行えない 秘密鍵の分散管理 

コンセンサス 
アルゴリズム 

ビザンチン障害（虚偽の情報の伝達）によって、不正
な取引が行われる 信頼性の高いコンセンサスアルゴリズムの採用 

特定のノードが51％以上の決裁権限を持つことに
よって、不正な取引が行われる 平等なコンセンサスアルゴリズムの採用 

決裁待ちによって、取引が遅延する 承認者の限定、管理者ノードの採用、スマートコント
ラクトによる決裁の自動化 

管理者ノード 
管理者ノードの障害によって、取引が停止する 複数の管理者ノードの設置 

管理者ノードが不正を行う 管理者ノードの信頼性の担保 

スマート 
コントラクト 不正確なプログラムによって、誤った取引が決裁される テスト・検証の徹底 
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3. ブロックチェーン技術の実証実験と実用化に関するシステム評価 

2016年以降、金融機関を始めとした多くの企業でブロックチェーン技術に関する実証
実験が行われ、現在は実用化に向けた段階にある。実証実験の段階と実用化の段階で
は、システム評価の観点が異なる。 

【図表3】ブロックチェーン技術の実証実験と実用化における評価観点 

 実証実験 実用化 

目的 ブロックチェーン技術を活用したシステム基盤やビジ
ネスモデルの模索・検討 

ブロックチェーン技術を活用したシステム基盤やビジ
ネスモデルの実用化、既存のシステムとの連携 

評価の観点 

• ブロックチェーン技術の有用性の評価 
• ビジネスモデルとの適合性の評価 
• ブロックチェーン・プラットフォームの選定におけ

る比較評価 

• ブロックチェーン技術のシステムリスクの特定と対
策状況の評価 

• 既存のシステムとの相互運用性の評価 
• コンソーシアムおよび企業の内部統制やITガバナン

スの有効性の評価 
• 法令や規制等の遵守状況の評価 

 

（1） 実証実験 

ブロックチェーン技術は、可用性が高い大規模システムを安価に構築できると考えら
れているが、高速処理や大量のトランザクション処理を不得手としているため、実証実
験前にブロックチェーン技術の有用性やビジネスモデルとの適合性の評価を行うべき
である。 

また、さまざまなブロックチェーン・プラットフォームがベンダー等から提供されてい
ることから、システムの可用性や信頼性等の非機能要件の観点や他の実証実験結果等
を踏まえて、ブロックチェーン・プラットフォームの比較評価を行うべきである。 

既存のシステムから置き換える場合は、実証実験後にシステムの構築コストやシステ
ム運用にかかわるコスト等の定量的な観点、保守・運用性等の定性的な観点等の比較評    
価を行うべきである。 

（2） 実用化 

ブロックチェーン・プラットフォームを稼働させるデータセンター等の設備やシステ
ム基盤、参加者のID管理やアクセス権管理等のシステム運用業務については、従来のシ
ステムと大きく変わらないが、P2Pネットワークや分散型台帳等のブロックチェーン技
術、コンソーシアム組織のような分権型のシステム管理体制については、ブロック
チェーン技術特有のシステムリスク、システムやビジネスモデルの変化を踏まえた評
価を行うべきである。 

【図表4】ブロックチェーン技術の実用化における評価項目例 

評価観点 
評価項目例 

従来のシステム ブロックチェーン技術 

設備対策 建物、電源、空調、回線等の設備や監視制御等のシス
テム基盤の安全管理対策 等 

ネットワーク経路の複層化、トランザクション処理能
力の監視 等 

運用管理対策 ID管理、アクセス権管理、データ管理、マニュアル整
備、オペレーション管理 等 

コンソーシアム組織の運営・ガバナンス、参加者の受
入管理、不正者の排除、管理者ノードの評価 等 

技術対策 障害時・災害時対策、電子署名、データ保護対策、不
正使用防止対策、サイバーセキュリティ対策 等 

ハッシュ関数の信頼性、コンセンサスアルゴリズムの
信頼性／平等性、秘密鍵の管理対策、スマートコント
ラクトの検証 等 

また、ブロックチェーン技術を用いたシステムと既存のシステムの連携が必要になる
ため、相互運用性の観点でのシステム評価、仮想通貨の発行による資金調達等のブロッ
クチェーン技術を用いた新たなビジネスモデルの創出には、そのビジネスモデルが関
連する法令や規制等に遵守していることの確認等、多面的に評価すべきである。 
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4. まとめ 

諸外国では、ブロックチェーン技術を用いた登記システムや公文書管理システム等が
実用化され、欧米等の企業でもブロックチェーン技術を用いた決済・送金サービスやコ
ンテンツ管理サービスの提供が始まっており、日本国内においても一般ユーザー等を
含めたサービスが早々に実用化されることが想定される。サービスの実用化に際して
は、一般ユーザー等が安心してブロックチェーン技術を用いたシステムを利用できる
ようにシステム評価を行い、事前に対策を講じることが求められる。 

ブロックチェーン技術の実用化に向けたシステム評価の要点は以下のとおりである。 

• データセンター等の設備やシステム運用業務は、ブロックチェーン技術によって大き
く変わるものではないため、従来のシステム評価の観点を用いて、システムリスクに
対する対策状況の評価を行うこと 

• ブロックチェーン技術特有のシステムリスク、システムやビジネスモデルの変化を踏
まえたシステムの評価を行うこと 

• ブロックチェーン技術を用いたシステムと既存のシステムとの相互運用性の評価を
行うこと 

• ブロックチェーン技術を用いたビジネスモデルが関連する法令や規制等に遵守して
いることの評価を行うこと 

このようなシステム評価の考え方は、ブロックチェーン技術にかかわらず、先端技術を
用いたシステムにおいても共通するものである。企業におけるデジタルイノベーショ
ン／デジタルトランスフォーメーションを進める上で、先端技術のシステムリスクを
特定し対策を講じることが必要不可欠である。 

本稿が企業におけるブロックチェーン技術の実用化やデジタルイノベーション／デジ
タルトランスフォーメーションの取組みの一助となれば幸いである。 

 

 

KPMGコンサルティング株式会社 

マネジャー 江波戸 晃 
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