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Azure BaaS 
(Blockchain as a Service)で分散台帳
Cordaを始めよう





経済産業省 商務情報政策局 情報経済課



ブロックチェーン技術の展開が見込まれる市場の規
模は67兆円？

出典：経済産業省 商務情報政策局 情報
経済課 平成28年4月28日発行

平成２７年度我が国経済社会の情報化・
サービス化に係る基盤整備（ブロック
チェーン技術を利⽤したサービスに関す
る国内外動向調査）



ブロックチェーンとは？についての評価軸の発表

出典：経済産業省 商務情報政策局
情報経済課 平成29年3月29日発行

平成28年度 ブロックチェーン技術
を活⽤した システムの評価軸 ver. 
1.0 

http://www.meti.go.jp/press/2
016/03/20170329004/2017032
9004.html



ISOによる標準化ワーキンググループが開始
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電子署名
公開鍵と秘密鍵技術を⽤いています。
ブロックチェーンはこの技術を使っ
て、データを作成する事で不正を防
止し信頼あるデータを確立します。

データの共有
ブロックチェーンの値は、参加する
組織や企業の間で直接共有すること
ができます。競合他社の枠も超えて
相互に共有する事で、莫大な価値を
生み出すでしょう。

分散

ブロックチェーンは、データ
ベースの複製をネットワークの
他のシステムへ作成し、データ
の喪失から保護します。

台帳

ブロックチェーンに書き込まれ
たデータはその後に更新、改変
できず読み取りのみができます。
すべてのデータが不変に記録さ
れます。

ブロックチェーンとは？



ブロックチェーンの進化・応⽤

Blockchain1.0

Blockchain2.0



スマートコントラクト＋ブロックチェーン



スマートコントラクト

• 利⽤者が必要な金額を投入する
• 特定のドリンクのボタンを押す

２つの契約条件が満たされた場合
ドリンクを手に入れることができる



スマートコントラクトで実現できそうな事

ID

ブロックチェーンの仕組みでは、そのネットワーク空間において唯一となる
アドレスと印鑑に相当する秘密鍵を発行します。これはIDとなり、証明書や
紙の発行を無くす仕組みの土台となりえます。

通貨、ポイント、クーポン、バウチャー、オークション、購入の履歴の表現

履歴により予約購入の証明をしたり、この履歴価値そのものをオークション
に出品するなどが考えられます。



スマートコントラクトで実現できそうな事

登記、遺言、出生、婚姻、転居、コンテンツ権利、賃貸借、投票権利など

耐改ざんとユーザ署名の特徴を生かし、その記録を本人が発行し、改ざんされ
ていない事を証明するものです。本人による能動的記録です。

医療記録、診療録、処方箋、鉄道の遅延証明書など

耐改ざんとユーザ署名の特徴を生かし、その記録を第三者が発行し、改ざんさ
れていない事を証明するものです。



スマートコントラクトで実現できそうな事

製造記録、流通過程、真正性認証、貴金属の証明

記録が巻き戻る事ができない特徴を生かし、IDを製造製品に割り当て、過程を
記録する事によってトレーサビリティを追跡できます。



契約、購買、証明などの行為の自動化

賃貸借契約書の送付

Blockchain 

Ledger

契約書にサインして返送
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Azure Blockchain as a Serviceとは?



Azure | BaaS Tech Partners
Microsoft BaaS は、業界40以上のパートナーとブロックチェーンエコシステムを進めています

Azure BaaS | Select 
Tech Partners



ブロックチェーン技術への
期待とエンタープライズ利⽤へ向けたチャレンジ



Blockchain 1.0
Simple State 

Machine

Blockchain 2.0
State Machine + 

Code

Blockchain 3.0
State Machine + Code

0x1117292138928
edc23dc21323c

属性情報

値
0x893423022ef8s92d

1223412dds321ac

0x1117292138928
edc23dc21323c

属性情報

値
0x893423022ef8s92d1

223412dds321ac

プログラムコード
contract accountRegistry{mapping 
(string => address) accountMap; 

function accountRegistry(){….

0x1117292138928
edc23dc21323c

属性情報

値
0x893423022ef8s92d1

223412dds321ac

プログラムコード
contract accountRegistry{mapping 
(string => address) accountMap; 

function accountRegistry(){….

Cryptlets

Blockchain | 現在のエコシステムとこれからの革新



21



R3 is an enterprise blockchain company backed by a consortium

We are using our blockchain (Corda) to build the next generation of financial 

services infrastructure
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R3 has a global network of financial service 
members
To share development, platform and network costs across a 100+ member global ecosystem





Cordaとは？概要ビデオ https://vimeo.com/205410473



Corda



各ブロックチェーン・DLTとの比較 1/2
Item Bitcoin Ethereum Fabric Corda

目的 非中央集権型
デジタル通貨

分散ネットワークで
の
スマートコントラク
ト実行

様々なビジネス向
け
ユースケースへの
対応

金融取引に特化
したプラット
フォーム

データ共有モデル ブロードキャ
スト

ブロードキャスト ブロードキャスト
(暗号化)

知る必要のある
範囲のみ

トランザクション
の検証

PoW PoW PBFT 取引毎に当事者
間で

コンセンサス PoW PoW PBFT Uniqueness 

service provided

トランザクション
スタイル

UXTO アカウントベース PBFT UXTO

当局対応 なし なし なし 当局向けノード
を想定

日本銀行 第3回 FinTechフォーラム分散型台帳技術Corda 資料より



各ブロックチェーン・DLTとの比較 2/2
Item Bitcoin Ethereum Fabric Corda

拡張言語 Python/LLL Solidity Go Kotlin/Java

仮想通貨 あり あり なし なし

ネットワークへの
参加

誰でも参加可能 誰でも参加可能 許可制ネットワーク 許可制ネットワー
ク

スマートコントラ
クト

限定型 チューリング完
全

チューリング完全 チューリング完全

実行環境 ネイティブ EVM ネイティブ JVM

法的文書との紐づ
け

Code is Law Code is Law 法律文書を参照可能 法律文書を参照可
能

ファイナリティ なし なし あり あり

日本銀行 第3回 FinTechフォーラム分散型台帳技術Corda 資料より



Azure で検証できます



Azure で検証できます



Azure で検証できます



Azure で検証できます



開発環境の作成について



分散台帳アプリの構成構造

CordaApp

Website

(WebApp)

JS

Smart 

Contract

REST API

Distributed 

Node1

Distributed 

Node2

Distributed 

Node3

Distributed 

Node…


