
ていない。 大手企業が導入したかのような報道も、その実は

期間限定の PoC （Proof of Concept、概念実証）が殆ど。 「な

ぜブロックチェーンでなければならないのか」 の不明確な、ブ

ロックチェーン先進企業であることを社外に訴求するための

PoC、手段が目的化した PoCも少なくない。

「分散型台帳技術 （DLT, Distributed Ledger Technology）
は、数あるデータ管理技術のひとつ。 既存技術の完全代替品

ではない。 （1）相互信頼関係のない複数組織が、（2）中央に

データ一元管理者を置くことなく、（3）構造化されたデータを共

有し、（4） 書き換えつつ、（5） トランザクション間の繋がりも記

録すること、が求められない限り、ブロックチェーンは最適解で

ない。 既存技術の親和性が高い領域にブロックチェーンを無

理やり適用する「取り組み自慢」はそろそろやめにしよう。 A 1

「地域仮想通貨」の誕生と限界

ブロックチェーンのユースケースとしてもうひとつ注目される

のが、「地域仮想通貨」。 20年前の 1999年、景気浮揚策とし

て全額国費補助で発行された地域振興券に端を発し、現在、

国内には 600超の地域通貨があるといわれる。 使用可能エ

リアの狭さ、使用可能店舗の少なさ、といった利用者の不便さ

ブロックチェーン 10周年

2008 年 11 月 末、Satoshi Nakamoto を 名 乗 る 人 物 が

「Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System」 と題する

論文を公開。翌１月、最初のブロックが生成され、暗号通貨ビッ

トコイン及びそのブロックチェーンの運用が始まった。

そして、ブロックチェーン運用開始10周年の2019年、米フェ

イスブックは暗号通貨 「Libra （リブラ）」 を発表した。 「シンプ

ルで国境のないグローバルな通貨と金融インフラ」 を理念に

掲げ、2020年半ばの運用開始を目指している。

金融から非金融への拡大

ブロックチェーンを非金融分野に適用する動き （「ブロック

チェーン 3. 0」） も加速している。 製品の製造 ・ 流通 ・ 販売

過程の追跡や、シェアリング事業における提供者 ・ 利用者の

評価情報の記録、著作権や資産の管理など、その適用領域

は多岐にわたる。 ブロックチェーンの国内潜在市場規模は

67兆円との試算もある。

とはいえ、「ブロックチェーン 3. 0」 は未だ本格運用に至っ
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に加え、偽造リスクや管理コストの高さといった発行体の悩み

もあり、2000年代後半以降、ブームは下火であったが、近年、

ブロックチェーンの耐改ざん性や管理コストの低さに活路を見

出し、仮想通貨として再脚光を浴びている。 積極的な加盟店

開拓、住民税や固定資産税の納付手段化などにより、利便性

も向上しつつある。

それでも、地域仮想通貨は視界不良が続く。 「発行体の論

理」先行の印象がぬぐえないからだ。 地域外への通貨流出を

防ぎたいという想いは理解できるが、利用者が当該地域通貨

を利用しなければならない道理はない。 観光目的の訪日外

国人にとってみれば、尚更だ。 利用促進のため、地域通貨で

しか購入できない商品開発に力を入れる向きもあるが、地域を

振興したいのか、地域通貨を振興したいのか。 本末転倒と言

わざるを得ない。

決済手段戦国時代

令和に入り、決済手段は戦国時代の様相を呈している。 強

制通用力を持つ 「法定通貨」 に加え、キャッシュレス決済を

促す 「クレジットカード」 「電子マネー」 「QRコード」 が乱立。

POS連携強化などを通じ、「個」 の大量購買データ獲得競争

を繰り広げ、企業の販促手段に端を発する 「企業通貨 （ポイ

ントやマイレージ）」 との間でも戦線を拡大しつつある。 ブロッ

クチェーン陣営からは、ビットコインに代表される暗号通貨、

投機性を極力抑えて法的通貨に挑戦状を突き付けた 「Libra
（リブラ）」 の登場。

翻って、地域仮想通貨は汎用性、投資効果、販促効果の

全てで劣後するうえ、その多くは自治体予算頼み。 事業経済

性を無視した取り組みに持続性はない。 今こそ、改めて問い

直そう。なぜ地域なのか。なぜ仮想なのか。なぜ通貨なのか。

思い切った発想転換が必要だ。

法定通貨で測れない「価値」を測る

世の中は、貨幣価値社会とパラレルに、無数のコミュニティ

が存在する。金銭で測れない価値で溢れている。SNSの「Like!
（いいね）」 もそのひとつ。 決済手段には「売り手」 と「買い手」

しか介在しないが、価値観を共有するコミュニティには、「賛同

者」 「評価者」 「共有者」 など多様な当事者が存在する。 社

会的欲求、承認欲求、自己実現欲求に駆り立てられた百人

百様の個性が共存する。

仮想通貨 （トークン）は、そんな非貨幣価値社会における尺

度に最適だ。 熱量の高いコミュニティでは独自トークンが高密

度に飛び交い、強い個性には様々なコミュニティトークンが通

過する。 貨幣価値社会で認知されづらかった価値が可視化さ

れ、埋もれた個性の発掘が容易になる。 スマートコントラクト（ブ

ロックチェーン上で契約を自動実行するしくみ）を実装するイー

サリアムのカスタムトークン（ERC20トークン）などを活用すれば、

保有者ごとに使用目的を限定するなど、設計の自由度も高い。

ブロックチェーンは、貨幣価値社会と非貨幣価値社会の並

立する未来にこそ、より一層輝くに違いない。 A 2
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