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ブロックチェーン技術とは

金融とテクノロジーを掛け合わせた「フィンテック」が、日本でも
注目を集めている。その代表例の１つにビットコインを始めとする
「仮想通貨」がある。その「仮想
通貨」が通貨として機能し、サー
ビスが成り立つ上で非常に重要な
技術が「ブロックチェーン」。メ
ディアを通して頻繁に耳にするこ
とが増えた「ブロックチェーン」
だが、具体的にどのような技術な
のだろうか。
ブロックチェーンのイメージ

■ブロックチェーンとは

「ブロックチェーン」とは、ビットコインの中核となる「取引デー
タ」技術を指す。取引データ（履歴）を「トランザクション」と呼
び、複数をまとめたものを「ブロック」と言う。このブロックが連な
るように保存された状態が「ブロックチェーン」だ。ブロックチェー
ンは分散して管理されるのが特徴で、ビットコインを利用しているあ
らゆるユーザーのコンピューターに保存される。銀行のような特定の
管理機関がないため、権限が一箇所に集中することがない。そのため
システム障害に強く、かつ低コストで金融サービスが運用できると期
待されている。

掘）
」といい、不正が行われていないことを証明する仕組みを「proof
of work（仕事の証明）
」という。これを「成功」させた人にビットコ
インの報酬が支払われるというシステムで、このときビットコインが
「新規発行」される。

■ハッシュ関数で暗号化

取引データ（履歴）の「トランザクション」には、「何月何日にＡ
からＢへ○○ BTC を送金した」という内容のデータが記録され「ブ
ロック」になる。このデータはオープン化されているため、誰でも確
認することができる。しかし、トランザクションの「具体的な取引内
容」はハッシュ関数によって「暗号化」されている。ハッシュ関数
とは、元となるデータから一定の文字数の不規則な文字列（ハッシュ
値）を生成する関数。同一のデータであれば同じハッシュ値が生成さ
れるが、少しでも異なれば全く異なるハッシュ値が生成される。また
生成された文字列から、元のデータを読み取ることができない「不可
逆性」を持っている。

■構造の特徴

ブロックチェーンは「分散」しており、ユーザー同士が管理してい
る。この形式を「ピアツーピア方式」といい、「分散型取引台帳」と
も呼ばれる。金融機関を介さず、ユーザー同士でシステムを管理しあ
う構造になっている。ブロックチェーンは、複数のコンピューターで
分散して管理されているため、ビットコインの取引ごとのリアルタイ
ム更新には対応できないので、10分単位でまとめて承認作業が行わ
れる。ビットコインの売買など、ブロックチェーンに記録されてい
る全ての取引履歴は、だれでも「Blockchain.info」から確認できる。
10分単位で承認されたブロック内に含まれる「取引件数」
「取引され
たビットコインの量」
「ハッシュ値」
「前ブロックのハッシュ値」を時
系列に確認できる。データはハッシュ値によって暗号化されているた
め、取引の「履歴」として記録されても、「内容」の詳細は確認でき
ないので安心だ。

■ブロックチェーンのメリット

ブロックチェーンによる第一のメリットは、「中央集権化」が防げ
ること。一元管理しないことによって、システムが実質的にダウン
しない（分散することで他所で復旧できる）というメリットがある。
また、多くの利用者の間でブロックチェーンを共有しあうため、特定
の管理者による独裁的にコントロールされない。
２つ目のメリットは、特定の金融機関を介さないことによって海外
への送金コストが大幅に削減できること。ブロックチェーンによって
ユーザー 同士の直接的な送金が実現し、最小限の手数料で済むよう
になる。
３つ目のメリットは、データの改ざんが実質不可能になること。先
にも紹介したとおりブロックチェーンは暗号化され、分散して保存
されている。また、その暗号化されたデータは不可逆性があるため、
特定することはできない。意図的に改ざんすれば、分散したデータと
の整合性が取れないため、すぐに不正が明らかになる。

■今後の進化に期待

ブロックのイメージ

ブロックチェーンは、仮想通貨などフィンテックを語る上で欠かせ
ない技術だ。政府や銀行などが介入せず、取引に関するデータが分
散し、すべての人がデータを確認できることから改ざんが起こりにく
い。また、プライベート型のブロックチェーンは、そういったメリッ
トをいかしつつ、特定の管理者を置けることから企業での決済サービ
ス運用などの活用が期待されている。

■新たなビットコインを生成できる
新たにブロックを追加するときは、直前
のブロックのハッシュ値と今回のブロッ
クに含まれる「全取引データ（トランザ
クション）」と「ナンス値」をハッシュ
関数によって暗号化する。この整合性を
確認し「承認」するために膨大な計算を
行う。この承認作業を「マイニング（採

ハッシュ関数

分散のイメージ



https://ferret-plus.com/7706など関連 WEB から著者改編
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街からなくなるビジネスへの提言

消えゆくガソリンスタンドはどうなる
街角から消え去る全国のガソリンスタンド（給油所）。その数が約

びるのかと思いきや、思惑通りにならず自分もいつ閉鎖するか分から

20年間で半分に減った。経済産業省の調べによると、2015年度末時

ない状態にあるという。

点で前年比3.5％減の３万2333カ所と、21年連続で減少した。ピー

■電気自動車の普及が大きい

ク時の1994年度には６万421カ所だったことから、ほぼ半減してし
まったことになる。いったいこれから、ガソリンスタンドはどうなる

電気自動車のインフラはどんどん増える。テスラは北米で充電施設

のか。

というインフラ整備に余念がない。ところがガソリンスタンドはある

■実態はどうなっているのか

が資本関係を持っているとは聞いたことがない。自動車メーカーは燃

のが当然だと思っているせいか、自動車メーカーとガソリンスタンド

倒産や廃業がこのまま増加

費効率のよい車を次々開発し、今や1000キロも給油なしで走ること

していけば、一つの地域にガ

ができる。それは自動車のインフラであるガソリンスタンドをどんど

ソリンスタンドが１つもない

ん減らすという裏腹の状態になる。個人的には東京など都市部の一部

“ガソリンスタンド空白地帯”

で見られるガソリンスタンドの上に建物を建築できるような仕組みを

がさらに増えると想定されて

世界規模で広げるのは、一つのアイディアだと思う。また、ガソリン

いる。政府は、“空白地帯”

スタンド経営を支える仕組みづくりを自動車メーカーが支援するなど

予備軍を「ガソリン供給不安

の配慮が必要だ。

地域」と位置づけている。ま
た、域内にガソリンスタンド

廃業したスタンド

が３カ所以下の自治体は265/1719市町村となっている（平成26年
３月末時点、経済産業省調べ）。今後、これらの市町村を中心として
“空白地帯”が増えることが予想される。ますますドライバーが不便
な思いを強いられそうだ。人口減や車の燃費向上などでガソリン需
要が減るなか、経営難や後継者不足で廃業する給油所が増えている。
九州では過去22年間で給油所の４割超が消えた。過疎地では日々の
暮らしにも影響が出ており、自治体が独自に予算を付けて給油所再開

■田舎では給油するのにガソリンを使う

都市部はそれでも10分も走ればガソリンスタンドが見つかる。田舎

ではガソリンスタンドに行くため
にガソリンを消費するという事態
が生じている。山間部を走ってい
ると「次の給油所まで100キロ」
などという看板を見かける。か
つてはえらい田舎に来たものだ、

を後押しするなど、対策に乗り出した地域もある。

と思っていたのだが、そんな不便

■今後も廃業が増える

やってきているのかもしれない。

さの足音は我々の住む都市部にも

給油所が３カ所以下しかなかったり、最寄りの給油所まで15キロ

以上離れた居住地があり、「給油所過疎地」などと呼ばれる市町村の
給油所の１割弱が廃業を予定していることが経済産業省の調査で分
かった。２割の給油所も事業を継続するかは「未定」とし、廃業の懸
念がある。過疎地では、移動に不可欠な車のガソリンや灯油が買える
給油所の役割は大きい一方、人口減による売り上げ減少などで苦しん
でいる実態が浮き彫りとなった。

地方での配送

■新しい試みも

厳しい経営環境を踏まえ、コンビニエンスストアを併設するなど

サービス拡充を目指す動きもみられる。地方では、高齢者の安否確認
と灯油の配送を組み合わせて、生活支援の役割を担わせるなどして給
油所を継続させる試みも出ている。災害時に営業を継続するため自家
発電機やタンクを増強した「中核サービスステーション（SS）
」と呼
ばれる給油所の整備も進んでいる。

■跡地に新しいビジネスが誕生

クルマの美容室として愛媛県でカーディテイリングサービスを展開

する「車楽」の新店舗、新居浜店がオープンした。同店舗は新居浜
市の国道に面したガソリンスタンドの跡地を利用している。土地面積
190坪のガソリンスタンドのキャノピーを上手く利用しながら、通行
量の多い国道11号線からの視認性も意識した、シャッター付きの利
便性の高いシースルーの作業ピットを設けており、洗車・コーティン
グ・ラッピングを効率よく施工することができる。

調査結果

■経営は苦しい

ガソリンスタンドがどれぐらい儲からないか。日本のケースで見る

とリッター当たりの仕入原価と売値の差は５−10円程度とされてい
るので、乗用車に70リットル入れて500円しか差額利益が出ない。そ
こから人件費等のコストを差し引けばおのずと経営の苦しさは想像が
つく。都市部より地方のガソリンスタンド経営がもっと苦しいともい
える。日経新聞の記事に「消える給油所、ＥＶ普及の好機

20年で

半減、燃料は自宅で 地方でじわり、税収減も」とあった。地方都市

新しいガソリンスタンド「車楽」

のまたその地方で、知り合いがガソリンスタンド経営をしているが、
周りのガソリンスタンドがどんどんなくなっていったので、売上が伸



※関連の WEB サイトの記事を著者編纂
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注目
企業
のご 紹 介

株式会社木村桜士堂 様
【商

号】株式会社木村桜士堂（きむらおうしどう）

【代表取締役社長】木村安輝氏
【本社所在地】〒605−0846

京都市東山区五条橋東６丁目538

【事業内容】京人形・京陶人形・趣味工芸品・観光土産品・キャラクター商品の卸売販売と小売販売
【Ｔ Ｅ Ｌ】075−541−7321
【Ｆ Ａ Ｘ】075−561−6687
【E-mail】info@kimura-ohshido.co.jp
http://www.kimura-ohshido.co.jp/
【店舗】木村桜士堂

清水店

【店舗所在地】〒605−0862

京都市東山区清水１丁目263

【Ｔ Ｅ Ｌ】075−541−7326
【Ｆ Ａ Ｘ】075−561−6687
【営業時間】午前９時〜午後６時（年中無休）
木村桜士堂は、明治20年の創業から現在まで120年余、京都・
清水寺の門前に店舗を構え、京都らしいはんなり和雑貨から伝統
ある京人形まで、多彩な京都土産を揃えている。創業以来、居住
空間を彩る様々な人形や置物を提供してきた。京人形や京陶人形
はじめ、こけし人形・和紙人形など全国の人形職人さんと連携し、
いかなるものがお客様の生活空間を豊かに文化的にするのかを共
に考え、日本国内問わず広く世界へ提供することに尽力している。
時代をいろいろな角度から見つめ、ニーズに沿った商品を長い経
験によって培われた感性で選び、構成を絶えず意識している。ま
た、年齢、性別、国籍を問わない商品構成も強みである。

弁護士のデスクから

本社事務所

第４回

交通事故「交通事故における『過失』について」

清水店

加福雅和 弁護士
〒604-8187 京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町436番地

永和御池ビル３階 302号
加福法律事務所
TEL：075-251-7222  FAX：075-251-7272
Email：mkafuku@kafuku-law.jp

車同士の事故の場合では、一方の当事者のみに相手方の損害（修

れるのか」という点、歩行者側の立場としては「自分は歩行者な

理代、治療費・慰謝料など）の全額について支払い義務が生じる

のに、なぜ多くの責任を問われるのか」という点で不満が残るこ

ようなケースは限られます。一般的には、追突、駐車車両への接

とになるのではないかと思います。この責任割合から言えること

触、信号無視を一方が認めている場合等を除いては、事故態様に

は、車を運転する者はどのような状況でも十分注意し運転する義

応じた責任割合（過失割合）に基づいて賠償義務が課されます。

務が課せられており、一方、歩行者（や自転車側）であっても交

実務上は、東京地裁民事交通訴訟研究会編「民事交通訴訟におけ

通ルールを順守する義務があり、相応の責任が生じうるというこ

る過失相殺率の認定基準」
（順次改訂）をもとに議論されることが

とです。責任割合の議論では事故状況に関する事実関係が重要に

多いです。例えば、赤信号で歩行者が横断を開始し、車側が青信

なるのですが、当事者間で前提となる事実関係に大きな食い違い

号で交差点に直進して事故が起こった場合は、歩行者側が70％の

がある場合は、話し合いでの解決が困難となります。そのような

責任割合（その他修正要素があり、該当する場合は責任割合が少

ケースでは、事故直前の状況や現場の状況なども含めて事実関係

なくなります）を問われる可能性があります。車側の立場として

を精査していく必要がありますので、早めに弁護士にご相談いた

は、「なぜ歩行者が信号を無視しているのに自分にも責任を問わ

だくことをお勧めいたします。
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勉強会のご案内

2月度

N M O 勉 強 会 京都例会

http://www.nmo.ne.jp/business/it-kyt.html
第194回

日 時：02/22（木）19時〜21時
				
…公務都合により第４木曜日の開催です
会

場：COCON 烏丸４階シティラボセミナールーム

講

師：成岡

秀夫（NMO 勉強会主宰者）

テーマ：わが社の事業承継計画
				 〜人生100年時代に向けて〜

今月の
推薦図書

あの同族企業はなぜすごい
著 者：中沢 康彦
発 行：日経新聞出版社
発行日：2017年11月09日
定 価：850円＋税
ページ数：252ページ
版 型：新書版
事業を長期的な視点から見ることのできるメリットがある反面、
親族の不仲から泥沼のお家騒動が起こることもある「同族経営」
。
経営者や後継者をめぐるリアルな取材事実と、最新の研究成果か
ら「同族経営」の本当の強さと課題を明らかにした。親族の中で
承継問題で事件が起こるケースと、承継が円滑に進み老舗として
の立派な経営が賞賛されるケースの両方がある。事件になるよう
なケースは実は稀で、大半は子息や親族への承継となるが、この
どちらにもあてはらないケースが大半だ。100年200年続く目立
たない企業が多くある日本での、本当の同族経営の本質とは何か
に迫る好著。

株式会社成岡マネジメントオフィス

【目 次】

少し早いですが 創業15周年記念

感謝の集い

～おかげさまで15周年／次の20周年目指して～

2月3日（土）

2018年

14:30開場 15:00開演 17:00終了予定
会場

どなたでも
ご参加いただけます！
お誘い合わせのうえ、ぜひご来場ください。

からすま京都ホテル ３階

15:00～16:00

人生は「面白そう」を追求する旅

「日本一 安全・定時運航・低欠航率・快適」スカイマークの軌跡

佐山 展生 氏

インテグラル（株） 代表取締役パートナー
スカイマーク（株） 代表取締役会長
一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授

■株式会社成岡マネジメントオフィスの今までとこれから

16:00～16:45

創業15年を振り返り今後の5年ビジョン

～これからの5年でしたいことやりたいこと～
成岡 秀夫

（株）成岡マネジメントオフィス 代表取締役

創業からの15年を振り返り、会社の事業承継を含めた5年先のビジョンをご披露したいと思います

■記念演舞
定

会

懇親会

員 （先着順で締め切ります）

セミナー
懇親会
費

100 名
80 名

（当日受付にてお支払いください）

セミナー 2,000 円

当日発売予定の新刊書籍代金 1,000 円
＋
関西盲導犬協会への寄附金 1,000 円

■日時：同日 17：15 開始
19：00 終了予定
■会場：からすま京都ホテル３階
＜立食形式＞
■会費：3,000 円

（写真は 10 周年記念のもの）

主催

株式会社成岡マネジメントオフィス

LIFESHIFT
100年時代の人生戦略
著

京都市下京区烏丸通四条下ル（阪急・烏丸駅西出口 23 ／地下鉄・四条駅南出口 6）
http://www.kyotohotel.co.jp/karasuma/

■特別講演

第１章：同族経営は激しい〜家族対立も企業成長の原動力
第２章：世代交代はもろ刃の剣〜次の成長の好機か消滅への道か
第３章：後継者難の時代、家業を継ぐ哲学〜個人の夢と家業への
思い
第４章：これからの老舗マネジメント〜続いてきた、だけでは続
かない時代
第５章：脱同族という選択〜「その先」にあるものを求めて
第６章：知られざる「もう一つの主役」〜日本経営に深く根を張
る同族経営
第７章：ビッグデータで初検証「同族経営のメカニズム」
第８章：同族だから起きる課題をアカデミズムで斬る
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多くの人が100年ライフを生きる時代になってきた。どのよう
な変化が起きるかは正確に推測することは難しいが、最も切実な
のはおカネの問題だ。しかし、金額に換算できない無形の資産に
注目すれば、長寿化時代には人生の設計を根本から見直す必要が
ある。そうすることで、長寿を厄災ではなく恩恵にできる。個人
や家庭も変わるべきだし、企業や社会の仕組みも変わる必要があ
る。いま、変化を感じて変わろうとしないといけない。長寿化は
ゆっくりと進んでいるので、あまり切迫感がない。そのため重い
腰が上がらないことが一番の懸念材料だ。
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念感謝の集いの開催を準備中だ。５年後の事業承継に向けた計画をみなさんに
発表し、今後のご支援とご協力をお願いすることになる。70歳からはまた少し
違う事業を始めて、一生現役で京都の中小企業振興のお役に立てればいいかな
と思っている。（な）
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編集後記
2018年になって、はやもう１か月が経とうとしている。２月３日に15周年記

序 章：100年ライフ
第１章：長い生涯〜長寿という贈り物
第２章：過去の資金計画〜教育・仕事・引退モデルの崩壊
第３章：雇用の未来〜機械化・AI 後の働きかた
第４章：見えない「資産」〜お金に換算できないもの
第５章：新しいシナリオ〜可能性を広げる
第６章：新しいステージ〜選択肢の多様化
第７章：新しいお金の考え方〜必要な資金をどう得るか
第８章：新しい時間の使い方〜自分のリ・クリエーションへ
第９章：未来の人間関係〜私生活はこう変わる
終 章：変革への課題

成岡マネジメントオフィス事務所通信
BUSINESS MANAGEMENT & COORDINATION

株式会社 成岡マネジメントオフィス

発行人：成岡秀夫

〒603-8377 京都市北区衣笠西御所ノ内町26番地
TEL：075-366-6611 FAX：075-366-6100
E-mail：info@nmo.ne.jp

送付先の変更は、上記へＥメールまたはFAXでお知らせください。

ＮＭＯホームページ

http://www.nmo.ne.jp

勉強会の様子や講演活動の記録など掲載しています。
メールマガジンのお申し込みもこちらからどうぞ。

成岡マネジメント

検索

