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Yoshin-Kanri NEWS
一般社団法人与信管理協会　会報

第12回クレジット・カンファレンスが、2018年5月22日
に日本プレスセンタービル10階で開催されました。

まず奥島孝康代表理事より開催のご挨拶をいただき、
第1部では、「ブロックチェーンと与信管理の交差点」を
テーマとし、一般社団法人ブロックチェーン推進協会代
表理事・インフォテリア株式会社　代表取締役社長であ
る平野洋一郎氏に『ブロックチェーンの最新動向』という
タイトルで基調講演を行っていただきました。続いて第2
部では平野氏を交えて、BEAT Man cube株式会社　代

表取締役の江角朋之氏、株式会社エスクロー・エージェ
ント・ジャパン　経営企画室マネージャーの金井敬太氏、
当協会理事で堂島法律事務所弁護士の大川治、中部関
西支部事務局長で司法書士法人F&Partners司法書士
の北詰健太郎をパネリストに、当協会専務理事の菅野健
一をモデレーターにパネルディスカッションが行われまし
た。その後、参加者からの質疑応答による積極的な意
見交換が行われ、カンファレンス後の懇親会も盛会裏に
終了いたしました。

第12回クレジット・カンファレンス開催

皆さん、こんにちは。
お時間を頂きまして、誠にありがとうございます。本日

はブロックチェーンの話をさせて頂きます。
題して「ブロックチェーンの最新動向」ですが、最新の

ところだけを切り取っても、なかなかお判り頂けることが
少ないと思いますので、根本のところから、さらに「これ
から」についてもお話をさせて頂きたいと思います。ブロッ

クチェーンが今どういう形で活用されているのか、それか
ら未来のお話をさせて頂きます。

まず「ブロックチェーンとは」ですが、だいたいどんなも
のか分かっているという方、挙手をお願いします。ブロッ
クチェーンと言った時に、最近だとやはり仮想通貨です。
去年の後半から非常に話題になっていますので、ここか
ら思い浮かぶ、という方がいらっしゃると思います。仮想
通貨の中でも一番メジャーなものは何でしょうか。思い浮
かびますか？ 答えはビットコインです。ビットコインという
ものが、現在の仮想通貨の中では世界で一番通用してい
るものです。

ではここで問題なのですが、ビットコインというものが、
本日の演題にありますブロックチェーン技術に支えられて
いるかどうかです。日本人の方は先ほどのように少ししか
手が挙がりませんので、どちらか必ず挙げてください。イ
エスだと思う方は右手を、ノーだと思う方は左手を挙げて
ください。いかがでしょうか。両手を挙げていらっしゃる
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方もいらっしゃいますね（笑）。ありがとうございます。多
くの方が右手でしたが、その通り正解です。ビットコイン
はブロックチェーンという技術に支えられています。それ
でビットコインというものが非常にメジャーになり、そして
普及するということは、世の中でブロックチェーンが使わ
れている、役に立っているということも言えます。

そして昨年、このビットコインをはじめ仮想通貨という
ものが非常に話題になった。なぜ話題になったかという
と、とても値段が上がったからです。それ以前は仮想通
貨について「そんなに儲からない」「仮想でしょ？」「そん
なのお遊びじゃないの？」と多くの方が斜に構えて見てい
る状況だったのですが、なんと昨年は1ビットコイン200
万円を超え、一年間の値上がり率が20倍を超えるという
状況になりました。これが非常に話題になり、しかも日
本の場合はメディアの方々がどんどん取り上げる。特に秋
以降、ブロックチェーンは知らなくても普通の方でも仮想
通貨やビットコインは知っている、というような状況になり
ました。非常に盛り上がりましたが、現在は少し落ち着い
ているような状況です。

このビットコイン全体が、世の中でどれくらいの価値を
持つのでしょうか。時価総額ですが、これはピーク時で
28兆円です。それなりに大きな数字です。これはすべて
インターネット、クラウド上にあるデジタルデータでしかな
く、「金」のように実際に存在するものではありません。そ
のデジタルデータのイチゼロの並びに対して、人類が28
兆円も乗せたのです。これがビットコインです。それ以外
にもいろいろな仮想通貨がありますが、いま取引されてい
るだけでも500以上の仮想通貨があり、世の中には2,000
とも3,000ともあると言われています。人類が仮想通貨に
信用を乗せて、その価値がどんどん大きくなっている。小
さな国家予算を超えるぐらいの価値をこの上に乗せてい
るという状況があります。だから非常に注目されています。
そして今日の問題は仮想通貨ではなく、それを支えている
ブロックチェーンです。これは技術のことです。先ほどの
問いに対してほとんどの方が正解でしたが、もう少し具
体的に言うとこういうことです。

まずビットコインの論文です。この論文というのはサト
シ・ナカモトさんという人が2008年にネット上に投稿した
ものです。これ自身は総ページ数9ページというそんなに
ページ数のある論文ではありませんが、ある部分が実は
ビットコインのブロックチェーンを示しています。このサト
シ・ナカモトさん、実は日本人かどうか、どこの誰かもい
まだに分からない方ですが、これを書いてしかも2009年
にビットコインが実装されて以来、もう10年近くずっと動

いている。それを支えている仕組みがブロックチェーンで
す。ビットコインの仕組みというのは2009年の運用開始
から一度もダウンしていませんというと、ちょっと不思議
に思う方もいらっしゃるかもしれません。仮想通貨にはい
ろいろ問題が起こっている。つい最近のコインチェック、
その前のマウントゴックスなど大きな事件が起こっている
のにダウンしていないとはどういうことなのでしょうか。こ
れはビットコインという仮想通貨のシステムと、その上で
動いているシステムの違いです。

例えばATMが止まっても「日本円の信用が揺らいだ」
ということにはならない。日本円はそのまま普通に流通し
ますし、信用が揺らいだわけでもない。同じように交換
所が破産したり、交換所で盗難があったりというのは、
銀行強盗があっても円の信頼が揺らぐわけじゃないとい
うことと同じです。どうしてもこの辺を混同しがちです。
仮想通貨というのはまだまだ新しいものですから、皆さ
んの理解が一緒になってしまっているところがあるのです
が、ここは非常に重要です。ものごとは違うものは違うと
切り分けて考えなければならない。仮想通貨の取引所の
責任問題なのか、仮想通貨の仕組みの問題なのか、そ
れともそのベースになる技術の問題なのか、ということ
です。

コインチェックの話をもう一度おさらいをしておきます
と、一部、「流出」と言っていますが、実際は580 億円の
盗難事件です。この仮想通貨は盗まれたからといって、
ブロックチェーンに何か欠陥があったとか、問題があっ
たということではありません。この交換所のセキュリティ
に問題があったということです。この事件があったからと
いって、ブロックチェーンの将来が危ないとか、ブロック
チェーンが怪しいだとか、今後大丈夫か、そういう話とは
全然違うということをまず強調しておきます。このブロック
チェーンですが、将来非常に有望視されています。

経済産業省の数字があります。有名な数字なのですが、
国内市場として67兆円の極めて大きな市場になると。こ
の中では、仮想通貨、プラットフォームなんてその一部の
1兆円です。それ以外にサプライチェーン、取引管理、シェ
アリングエコノミー、ドキュメント管理などを合わせて67
兆円の市場になります。さらに世界市場は大きく、こちら
はなんと3.1兆ドルです。

注目が高いもう一つの特徴に入りましょう。
今日は与信管理協会との連携により、ブロックチェーン

推進協会の代表理事として伺っています。ブロックチェー
ン推進協会というのは、2年前の2016年4月にスタートし
た協会です。そして現在ではあっという間に社数が増え
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て、3月には200 社を突破しました。現時点ではまだ正式
に発表していませんが、毎週のように新しい企業が加入
されていますので、すでに220 社を超えました。このよう
に非常に注目が高い。ではどういったところがこのブロッ
クチェーン推進協会に加盟されているのでしょうか。実
はブロックチェーンの技術企業がどんどん増えているとい
うことではありません。どういう企業が増えているかいう
と、実はブロックチェーンのユーザー企業です。ブロック
チェーンを使う、使いたい、検討したい、こういう企業に
多く入って頂いています。

まずは金融系の証券会社とか保険会社、銀行、こう
いったところも加盟が増えています。それから金融系の
ためのSI（システムインテグレーター）の方々です。さらに
はリクルートなどの人材会社はやはりブロックチェーンを
使いたい。例えば人材で改竄といえば、実は有名人だけ
が話題になりますが、よくあるのは経歴詐称で、普通に
人材の紹介をしても途中の経歴が抜けていたり、年数が
違っていたり、そういったことも含めて検討される。次に
エンタメ業界でエイベックス、こちらは著作権管理などで
す。さらには帝国データバンク、電力会社、ぐるなびはウェ
ブサービスです。そして貿易会社、ガス会社、監査法人、
様々なところがブロックチェーンを使いたいということで
入って頂いているのが状況です。

ではこのブロックチェーン推進協会はどういったことを
やっているのか。ブロックチェーン推進協会は、現在七
つの部会があります。

ブロックチェーン推進ということですので、メディアの
方 と々もリレーション及び適切な正しい情報を普及させる
というための「広報部会」があります。これが非常に重要
で二つポイントがあります。一つはブロックチェーンの技
術の進歩が速いがゆえに、ウェブなどで起きている情報
というのはあっという間に陳腐化します。一年前に掲載さ
れたような情報というのは、実はもう間違いだったという
ことが多いので、最新の正しい情報をメディアに報道して
頂くということ。もう一つはこのブロックチェーン、特に仮
想通貨まわりというものは、実は詐欺的なものが多いた
め、こういったようなことが世に広まらないように、メディ
アと連携をとって健全な業界発展をめざす。そして「金融
部界」は読んで字のごとく金融でのブロックチェーンの適
用です。「スマートシティー部会」はIoTでブロックチェー
ンを活用しようという部会です。「リスク管理部会」、ブ
ロックチェーンを活用する中にはブロックチェーン特有のリ
スクがある。ブロックチェーンに関連したリスクを共有し
ていこうという部会です。

これが初期の四つの部会で、さらに今年は三つの部会
がスタートしました。まずは「技術応用部会」です。ブロッ
クチェーンはどんどん新しいものが出てきています。ちゃ
んとハンズオンで技術者が使えて、毎回プログラミングを
するという部会です。そしてブロックチェーンの研修、「ブ
ロックチェーン大学校」というものをやっています。さら
に今年からブロックチェーンの検定というのを始めました。
これが「教育部会」です。そして、つい今月アナウンスし
たのが「トレーサビリティ部会」です。産地偽装など、サ
プライチェーンにおけるトレーサビリティのシステムとして
の研究、ノウハウを共有するといった活動をしています。
もう一つこの部会でお分かり頂けるのは、金融や仮想通
貨以外のところに活動の幅、そして皆さんの興味の幅、
適用の幅が広がっているということです。

ではこのベースのブロックチェーンとはどういうもので
しょうか。まずブロックチェーンの特長と特徴は、皆さん
使い分けてらっしゃいますか？
「特長」は三つありまして「優れていること」です。デー

タ改ざんが事実上出来ないということ、それから単一障
害点の排除が難しい。これはシステム的なことですが、
要は落ちない、止まらない。三つめがコストダウン、安く
上がるわけです。この点が優れています。

さらに「特徴」というのは、優れているいないにかかわ
らず他との違いを示すものです。ブロックチェーンの特徴
は、まずデータのかたまりを連鎖させた構造、ブロックの
チェーンがそのまま名前になっています。そしてこのチェー
ンの辺りに書き込まれる参加者に合意されたデータのみ
が有効、これが特徴です。

具体的にどういう形になっているのか。ビットコインの
ブロックチェーンの例でいいますと、一つ一つの取引と
いうのがデータになっている。これはいろんなデータベー
スでただその取引の中身を単純に書いてあるだけでなく、
まず公開鍵暗号方式の公開鍵というものをそれぞれの取
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引者が持ち、取引そのものを「ハッシュ」という電子の指
紋のようなものを作ります。それに署名をする。この全体
の取引の情報をまた次のハッシュを使って次の取引の中に
書き込む。つまりデータのこの指紋というものが、どんど
ん連鎖していき、途中で取引の内容を書き替える。実は
このハッシュという指紋が不整合になるわけです。つまり
全体の楔の中で、一部だけを書き替えることが出来ない
という構造になっており、しかもそれは公開鍵暗号方式
という極めて強い暗号によって守られています。

これが一つ一つの取引ですが、さらにこの取引をブ
ロック化し、このブロックが一つの取引の確定という役割
になります。確定したものがさらに全体のハッシュを取っ
て同じようにつながり、二重の鎖の構造になっています。
この確定をするとき、実際には数多くの計算をします。確
定を出来る人は、参加者の中である特定の値を見つける
ことが出来る人です。この特定の値を「ノンス」と言いま
すが、このハッシュとその指紋の値、特定の値、具体的
に言うと前方の0が一定数以上ある数を見つけることが出
来る人がこの取引の確定を行うことが出来る。その行為
を「採掘」、その人たちを採掘者といいます。

いま仮想通貨の「マイニング」という話がたまにニュース
でありますが、これが採掘です。採掘をやるという人が
マイナーです。これをやることによって実は報酬がもらえ
る。このブロックを一個作ると、ビットコインの場合には
その時代に応じたビットコインがもらえます。現時点では、
12.5ビットコイン1ビットコイン80万円とすると、ちょうど
1000万円相当をもらえます。このインセンティブによって、
鎖を確定させていくことをものすごい電気代を使ってやる
という人たちがいるということです。これで結果的に何が
出来るかというと、改ざんが出来ないデータができます。
一ヶ所でも改ざんをするとあっという間にこれが分かって
しまうということです。しかもそれがP2Pと呼ばれる仕組
みでインターネット上の数あるコンピュータにコピーされて
動いています。これをノードと呼びますが、ビットコイン
の場合には数千ものノードが世界中で動いています。そ
こに同じこの列があり、たくさん動いています。これが一
個ぐらい故障したり、無くなったりしても全然問題ありま
せん。

この分散という点は、一つだけ理解の落とし穴がありま
して、分散コンピューティングというのは処理を分散しま
す。Aマシン、Bマシン、Cマシン、Dマシン、皆で作業
を分散すると速くなるという分散コンピューティングがあ
りますが、このP2Pというのはそうではありません。皆が
同じものを持っていて、一個、二個壊れたところでどうっ

てことはない技術です。これでブロックチェーンは動いて
います。これがあると何が嬉しいかというと、コンピュー
タの一部が壊れても全く問題がない全世界のネットワーク
です。だからチープなコンピュータでも非常に堅牢な仕組
みが出来る。皆さんが個々で使用されているコンピュータ
で、非常に堅牢な絶対落ちないシステムが出来ます。例え
ば金融機関で絶対落ちないシステム、壊れないコンピュー
タをとことん目指した技術です。メモリーのビット落ちは
絶対しない、保守は二重かつハードディスクも絶対壊れ
ない、そういうことをやるとさらに値段が上がります。専
門の設計、専門のメンテナンスをしないと、一台一億円み
たいなものになる。P2Pの技術ではそんなことをしなくて
も、壊れる前提でネットワークを組んでいるため、世界中
で絶対落ちない構成が出来る。これが一つの特長です。

先ほど改ざんが事実上不可能といいましたが、どうい
うことかというと従来のデータベース、例えばOracleだと
かDB2だとか、もしくは皆さんの身近なところでExcelを
考えるとします。一つ一つに取引データを入れ、途中の
取引を書き替えてもほかのレコードに何も影響はありませ
ん。管理者であれば従来のデータベースでは書き替えが
可能であるため、ハッカーは管理者の権限を取りに来ま
す。しかしブロックチェーンはすべてのデータが繋がって
います。ある特定のところだけを書き替えるとそのあとの
整合性が無くなってしまいます。そのデータで作った指
紋を順番に連鎖させて書き込んでいますから、書き替え
られない。管理者であっても石に書きつけた如くデータ
を書き替えられない。このような構造になっているのがブ
ロックチェーンです。

ブロックチェーンには、パブリックなブロックチェーンと
プライベートなブロックチェーンの二つがあります。ビット
コインは元々パブリックなブロックチェーンです。このノー
ドというものが世界中のいろんなクラウドにオープンにあ
りまして、誰でも参加が出来る。これがパブリックなブ
ロックチェーンです。

ただ企業で特定の仕組みを使おうとしたときに、パブ
リックというのは誰でも参加でき誰でも見ることができる
ため、それでは都合が悪いということがあります。そこで
出来たのがプライベートブロックチェーンです。参加は特
定の人で許可制です。管理者が特定されていて取引承認
も任意というブロックチェーンです。世の中誰でも使える
のが都合悪いような仕組みにはこちらが使われるという
ことです。プライベートブロックチェーンは、現実に実用
化出来てきたのはこの三年ぐらいです。しかし企業でブ
ロックチェーンを使いたい、特定の場所で特定の人たち
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だけでブロックチェーンを使いたい、という場合にはプ
ライベートブロックチェーンが向いているということがあり
ます。

そして大事なことは取引承認つまりコンセンサスが必要
です。これは何かというと、コンセンサスの仕組みに影響
します。先ほど申し上げたマイニングというのは非常に多
くの電気と時間を必要とします。だからビットコインが完
全に一つの承認を確定するのに10分かかります。しかし
銀行の取引で確定まで10 分かかると「使えない」という
話になる。プライベートは特定の人しか入っていませんか
ら、その人たちの信用をベースに、コンセンサスを非常に
早い時間で取ることが出来ます。そうするとこの処理のス
ピードを上げることが出来、結果的に一秒に何千トランザ
クションというものが現在では可能になっています。

パブリックはその仕組みによって誰でもいつでも入るこ
とが出来ます。一方、プライベートは特定の人だけで使い
ます。ITのことを少しかじってらっしゃる方であれば、ク
ラウドも同じような形だということがお分り頂けるかと思
います。パブリックなクラウドそれからプライベートなクラ
ウドも同じように用途によって使い分けることが出来ます。
このプライベートブロックチェーンが出てきたことによって、
ブロックチェーンの用途の幅が大きく広がっています。な
ぜならば、いままでパブリックブロックチェーンの課題だ
と言われていたことが解決されるからです。どういうこと
が課題かというと、まず速度が不十分です。それからデー
タが第三者に見えてしまう。暗号化されていてもそこに見
えるだけで、気持ちが悪かったりポリシーに反したりしま
す。データ全体の管理が出来ません。誰のものでもない
ですから、こういったことが課題とされていましたが、プ
ライベートブロックチェーンよってそれらのポイントが解決
されます。

とはいってもプライベートブロックチェーンの方が優れて
いるということではありません。プライベートの場合、自
分たちで構築しますから、ノード数を十分に確保しない
と先ほどの「落ちない」といったことが保証されなくなりま
す。「自分たちでそんなに作るのであれば、やはりコスト
かかる」ことになります。

いまやパブリックとプライベート、どちらも使い分けが
出来ます。ではブロックチェーンは素晴らしく万能かとい
うと万能ではありません。新しいデータ技術の方法で改
ざんが不可能ですが、既存のデータベースがいらなくな
るのかというと、そんなことはないです。ブロックチェー
ンに不適切な領域もあります。書き替えが不能ですから
逆を言うと、書き替えを頻繁に行いたいデータというのは

ブロックチェーンには向きません。連なったデータ量がど
んどん大きくなる一方です。書き換えが頻繁に起こるも
のは、一定のデータ量でどんどん上書きした方がいいに
決まっています。「では既存のシステムはいらなくなるの
か？」、ブロックチェーンに適したところは先ほどのように
置換可能なものもありますが、そうでないシステムも多い
です。「本当にコスト削減になるのか」、これもよく聞かれ
ますが、YES & NOです。既存サービスに加えて作るの
であれば、それは明らかにコストが高くなります。

例えば、ブロックチェーンによって非常に合っている銀
行の勘定系システムは各銀行すでにお持ちで、しかも日
本のシステムは非常にサービスレベルが高い。ちょっと落
ちるだけでニュースになります。こんなことは発展途上国、
新興国辺りでは毎日あったりするわけです。非常にサービ
スレベルが高いものを日本は持っていますから、新しい
ブロックチェーンを使えるからと言って、減価償却も減り
ませんし、置きかえると資産を一回ですぐに落とさなくて
はいけないような状況で、コスト削減になりません。それ
ともう一つに新技術の課題というのがあります。現在のブ
ロックチェーンは実はそんなに安くありません。先ほどコ
ストが安くなると言いましたが、これは十分に普及した状
況の場合です。20年前にインターネットがようやく実用化
されたころ、インターネットに繋ぐだけでお金かかりまし
た。各PCに繋ぐTCP/IPという通信モジュール、7万円
ぐらいするものを買って入れてようやくインターネットに繋
がった。社員全員をインターネットに繋ぐとなると1,000人
いれば7,000万円かかる。今では考えられません。

しかし、当時インターネットは極めて安くなると言って
いました。いまはそれが現実になっています。パソコンを
買ってくればあたり前のように、追加せずにインターネット
に繋がったりするわけですが、ブロックチェーンも同じで
す。まだ黎明期なので、これを使おうといったときにエン
ジニアもまだ少ないからコストは高い。さらにそこをメン
テナンスする技術を新しくするだけでもお金がかかる。つ
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まりコスト安というのは今日の時点ではなく、「これから安
くなっていきます」ということです。

ブロックチェーンの種類ですが、パブリックブロック
チェーン、プライベートブロックチェーン、さらに厳密にい
うとブロックチェーンではないDLT（Distributed Ledger 
Technology）と呼ばれるものがあります。これは分散台
帳技術と訳されブロックチェーンから派生していますが、
もうブロックのチェーンではない。そういった特徴を生か
してつくった新たなCordaとかRipple等というのがありま
すし、さらにはその広い枠組みではデータベースです。ブ
ロックチェーンもデータベースの一種で、データベースの
分類としては、従来のRDBなどオブジェクト指向のデー
タベース、もしくは最近のクラウドでよく使えるKey-Value 
Store、KVSなどもあります。

ブロックチェーンについて、全てを自ら理解してどれを
使うかを考えないといけないのかというとそうでもありま
せん。いまはブロックチェーンというと、いろんな方が来
て「勉強する」「理解をしたい」ということをおっしゃいま
すが、早晩意識しなくてよくなります。インターネットを
使うときに、先ほど言いました20年前のTCP/IPという
モジュールを入れなければならなかった。「TCP/IPは何
ですか？」というセミナーをすると、すごく集まっていただ
きましたが、いまはTCP/IPなどを意識してインターネッ
トを使っている人はいないと思います。よほどの技術者
じゃないと必要無い。TCP/IPが実は他のコンピュータや
他の世界に繋がっていて、そのうえでOSが動いている。
WindowsやLinuxの上でブラウザーやアプリが動いてい
て、それをもって作ったユーザーインターフェースなので
す。そこにいろんなアプリや機能がある。いま皆さんが注
目して一生懸命勉強されているブロックチェーンですが、
これは早晩意識する必要が無くなる。その上にミドルウェ
アだとか、APIだとか、ブラウザーアプリがあって、ユー
ザーインターフェースがあるという状況です。また私たち
自身、ブロックチェーン推進協会もそうしていくという使
命があります。

ではこれで何が変わるのか。本日は与信管理協会です
から、その切り口でいうとブロックチェーンはデジタル基
盤上で第三者の証明が不要ですから、その仕組みによっ
て改ざんが出来ません。存在したこと、していること、真
正性の証明が出来るということです。次にどういう事に
応用出来るのかということです。先ほどの特長と特徴の
話ですが、3つあるなかで特に注目が集まっているのは、
データ改竄の不可です。もちろん他にもメリットはありま
すが、ここが応用性の中で特にキーになります。ブロッ

クチェーンというものは、いわゆる金融業界、フィンテッ
クのコア技術として注目されている例が一番多いですが、
私たちブロックチェーン推進協会では金融以外にも着目
しています。例えば流通、そして製造、工業、医療で
す。流通であれば「トレーサビリティ」、製造であれば「検
査・検証データ」です。最近もデータ改変の事件がありま
した。治験データのねつ造、公文書改ざんなども問題に
なっています。医療の治験データ、電子カルテといったも
のが仕組み的に出来ない。わざわざ第三者がいなくても、
ブロックチェーンに入っているだけでそれが信用出来ると
いうことです。例えばトレーサビリティですが、精算から
流通の段階のすべての情報をブロックチェーンに書き込む
ことで、改ざん不可能な情報がその人たちに提供出来る
というものです。これまでの仕組みでは、産地のデータや
サプライチェーンのデータなどを、次の人そしてまた次の人
にバケツリレーします。そうすると、その時点のデータの
管理者によって書き替えることが可能です。例えば、中
国から来たものを宮崎県に書き替えるということがブロッ
クチェーンだと絶対出来ない。こういった特性を生かして、
様 な々ことへの応用が可能です。

金融だけではなく、取引、公的な記録、本人証明、各
種証明、さらにブロックチェーンそのものが鍵として使え
ます。無形資産、有形資産、こういったものに可能性が
あると言われています。

具体的な実証実験を見ていきましょう。
まず野菜のトレーサビリティです。実際に宮崎県の綾

町というところでブランド野菜が作られましたが、ブラン
ドになったがゆえに偽物が出てきて綾町という偽シールを
貼って売られていました。その対策のためそこで作られた
ものには、全部ブロックチェーン上に書き込んで、流通過
程でもスーパーでも、これが間違いなく綾町の野菜である
という事が分かるようになっています。

次に行政サービスです。こちらは国内ではなくてベル
ギーのアントワープ市ですが、生存証明、住民票、そし
て学習履歴といったものをワンストップで全て書き込まれ
ていて、真正性が保証されている。さらには公的意思決
定記録、つまり会議録です。また契約書の編集、承認
履歴の改ざん防止です。

またジャパンネット銀行と富士通、テックビューロがや
られているものですが、契約書や編集履歴、こういった
ものをちゃんと証明するということです。

それから次は当社（インフォテリア）でやったもので、
株主総会の議決権行使、いわゆる投票行為です。日本
ではこの投票行為がそんなに問題になることはありません
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が、国際的には、選挙の数え直しや不正が普通にある。
投票行為にブロックチェーンを使うことで改ざんが出来な
い、しかも透明性が高いといったことが可能です。

次は電気自動車の充電制御です。こちら中部電力の事
例ですが、いろんな電気自動車が、EV・PHVのスタンド
を増やそうとしています。例えばスマホから10コインを送
れば10 分間だけ充電ができる。つまり自律的に出来る。
こういうふうに仮想通貨や金融じゃなくても、様々な領
域でこのブロックチェーンというものを使うことが出来る。
第三者が証明をしなくても、その場でそれが信用出来て
動かすことが出来ている。このようなことが実現出来ます。

それでは社会を変革するということで、ここから将来の
お話を少しします。

一つ目のトピックスはICOです。Initial Coin Offering
の略ですが、非常に盛り上がっています。2016年にこの
ICOというものが始まり、46件で104億円確認されていま
すが、昨年はなんと210 件の4,260 億円も資金調達がさ
れています。この資金調達は大企業ではありません。そ
のほとんどがスタートアップ企業です。しかもこの4,260
億円というのは、同じ時期にベンチャーキャピタルから投
資をされた金額を上回っています。つまり従来型の投資の
スキームを2年で上回るスピードで成長したため注目され
ています。1件あたりの金額も大きく、第一位はFilecoin
というものです。$257,000,000で300 億円ぐらいです。ド
ルを直接集めるのではなく仮想通貨を経由しますから、
この相当のビットコインとか、イーサリアムを集めて具体
的にはそれを換金して事業投資をするというようなこと、
もしくはサービス投資をすることに使われるわけです。

では、どういった領域にこのICOというのが使われて
いるのか。対象事業分野で見ると一番大きいのは、特
にブロックチェーンが得意とする非中央集権型、つまり
decentralized型のインフラ・基盤です。それだけではな
く、貿易や投資、金融、データストレージ、決済、薬・
ヘルスケア、ゲーム・VR、ギャンブル・賭けなど多岐にわ
たっていることがお分り頂けるかと思います。特定の領域
の話だけではなくなってきているわけです。このICOは、
本当は何かやることに対してお金が集まる。

IPOの仮想通貨版みたいにイメージされる方も多いと
思いますが、実は違います。名前が似ているだけで結構
違うという話をここからしていきます。まずこのICOが行
われる前提として、デジタルトークンというものがありま
す。これが実はブロックチェーンで取引をされるそのもの
です。トークンとはなんでしょうか。例えば、ボストンの
電車に乗るときにトークンというものを買ってそれで乗りま

す。これが一個あると一回乗れますよ、というのがトーク
ンです。それから日本はあまりありませんが、カジノのチッ
プもトークンの一種です。日本によくあるゲームセンター
のコインもトークンです。ある価値とか権利を持っている
という「しるし」がこのトークンですけども、それをデジタ
ル化したものがデジタルトークンです。デジタル化したと
きに、これまでですと大きな問題があります。デジタルに
なったとたんに無制限にコピーが出来るわけです。PC上
でもネット上でもどんどんコピーが出来る。ただそれが出
来ないようにしているのがブロックチェーンです。ブロッ
クチェーンによってこの希少性を担保するから、そのコイ
ンやトークンというものが価値を代表していくこと出来る。
これがデジタルトークンです。このデジタルトークンが流
通するようになり、取引所まで取引されるようになると仮
想通貨と呼ばれます。イコールではありません。デジタル
トークンの一部が仮想通貨と一緒になる。デジタルトーク
ンはサービスや権威の「しるし」であって、それを誰がい
くつ持っているといったものをブロックチェーン上に記録
します。不動産登記などのようにブロックチェーンは台帳
としてモノやサービス、実態と結びついているというのが
このデジタルトークンです。ICOでもらえる物は、実際に
はお金ではなく仮想通貨でもない、デジタルトークンで
す。取引所に上場されて初めて流通する通貨と呼べるわ
けですが、デジタルトークンをICOで手にしただけでは
法定通貨に換金出来るとは限りません。こういう性質を
持っています。

またIPOと違いますと言ったのは、時系列的な違いも
非常に重要です。IPOというのは会社が創業したとき初
期に株式を発行します。株式を発行して創業者などがこ
れを持つ。追加の調達をするときにベンチャーキャピタ
ルなど追加発行して増資をする。そしてそれ以外で最後
に株式と一緒に上場します。これがIPO （Initial Public 
Offering）です。

ICOはこれではなく、まず作った時に仮想通貨と引き
換えにデジタルトークンを渡す。これをプレセールスと言
い、そして広く一般にトークンセールを行うことを主にICO
と言います。そして上場したときは上場であり、だから全
然フェーズが違います。

IPOというのは実は一番遠いのです。株式で提供し、
それを資本として計上します。ベンチャーキャピタルはもっ
と前の段階です。そして最近出てきたクラウドファンディ
ングが一番近いところにあります。実際にまだモノが出来
る前に調達をするため、提供物は製品であり会計上の扱
いは売上です。さらにその手前にあるのが ICOです。プ
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ロトタイプさえ無いアイディアです。ホワイトペーパーとい
う目論見書のみで会計上はデジタルトークンを提供されま
す。このように整理すると、明らかに違っていて、また得
る側だけではなくICOする側も違うということが分かるか
と思います。

このような特徴を持っているので詐欺的なICOが多く
あります。金融庁などからも注意喚起などが出ており、詐
欺的なICOの摘発もそう遠くはないだろうということを感
じるわけですが、ICOは全てが怪しいかというとそうで
はありません。八割以上が怪しいと言います。私は断言
出来ますが、未来を拓くICOというのはあります。これを
一言でいうと資金調達の電子化であり民主化と言えます。
今までのものは誰か集める人がいる。ところが ICOの場
合には、一人一人がどんどん参加して、それに対して中央
集権的な中抜きをされず直接リターンを得ることが出来
る。こういう大きな可能性を持っています。ではICOとい
う仮想通貨としての特殊な現象かと言うとそうではなく、
ブロックチェーン的な見方をしますと、実はこのICOとい
うのはトークンエコノミーというこれから来るエコノミーの
入り口に過ぎません。悪いところがあったらどんどん整理
をされて当たり前な資金調達であり、トークンエコノミー
の一部ということになります。なぜならば先ほどのデジタ
ルトークンは、サービスや実態物の代わりになるもの、結
びついているものであり、様々なものや事が個別のデジ
タルトークンを持てるのです。国でなくても、その価値を
代表するものをデジタル上に置ける。しかも第三者のお墨
付きがなくても改ざんされてなく、実在することが証明出
来る時代なのです。つまり中央集権的な仕組み無しにと
いうことです。まだまだ黎明期なので問題が多いですが、
突破口になっていくでしょう。

さて最後に、社会インフラに革新をもたらすブロック
チェーンということでお話をします。

まず20世紀型の組織というものは、階層がありそこに
規律があってそれで統制されています。20世紀型、つま
り私たちの世代。会社も社会もITの構造もヒエラルキー
になっています。ただインターネットが普及して、クラウド
が当たり前になると、それぞれの自由に繋がれるような時
代になってきています。そうなると組織というものは小さ
なチームが自立をし、それが分散していて、しかしなが
ら協調しています。必要に応じて組織の繋がりを作ること
ができます。

例えば新しい技術として「ブロックチェーンに取り組も
う」としたときに、20世紀型の組織では例えば中央研究
所があって、専門家がいようがいまいが、どんな新技術

でもここが担当者をつけてて一年間ぐらい勉強して開発す
るようなことが起こります。一方で21世紀型の組織では、
その専門家で繋がってやればもちろん早くより良いアウト
プットが出る。世界中からプロジェクトに必要な人と繋が
ることができる。しかも大事なことは、プロジェクトが終
われば切れるから組織が肥大化しない。このように非常
にフレキシブルで迅速な組織構成が出来る、これがクラ
ウドであり、データ連携であり、ソーシャルなのです。

これを現実的にビジネスを動かしていこうということを
考えると、実は足りないことがあります。仕事やプロジェ
クトには前段階と後段階があります。仕事をするための前
段階ではその中身の「約束」が必要です。現在はまだ約
束の段階は紙の契約書でやっています。仕事をするため
の後段階は支払です。現在はまだ支払いは銀行振り込み
で、月締めなどでやっています。つまりどんなに仕事が早
くても、結局プロジェクトはそのことで時間が非常にかか
り、実際には迅速感に進まない。

前段階はスマートコントラクトによって事前に決め、仕
事が終わった後段階はデジタルトークンによってリアルタ
イムに支払いを行うことが出来る。このように、仕事全体
の自律的に完結させることが出来る仕組みが、クラウド
だけでなくてブロックチェーンによって可能になります。

整理すると、ブロックチェーンの貢献は、契約履行の
自律自動化、価値移転の自律自動化、そして中央管理が
不要ということです。ここまでくると、仮想通貨や金融や
特定の用途ではなく、全ての企業や事業にブロックチェー
ンが役立つということがお分り頂けると思います。契約書
を紙で何回もやり取りして全部ロジックで書き、スマート
コントラクト、プログラムに書いてそれを完了したら、月
次締めや銀行手数料を払わずに即時に価値を移転出来
ます。これがブロックチェーンの価値です。こうなると、
20世紀型つまりヒエラルキー型の企業は大き過ぎて遅す
ぎて全然競争力を持たなくなります。かつての恐竜のよう
な存在です。フレキシブルで速い組織じゃないと競争力
を持たなくなるという時代になります。

しかしこれがブロックチェーンのための我田引水ではな
く、自然の流れとしてこういうことが起こるということで
す。インターネットによってコンピュータ間の通信が出来る
ようになり、それによって今度はクラウドというものができ
てIT資源の最適化が出来る。そうするとクラウドによっ
てAPIが生まれ、コンピュータ同士でやり取りすることが
出来、組織を超えたサービス連携が出来るようになりま
す。さらに今後ブロックチェーンによって中央を必要とし
ない決済が出来ると、ブロックチェーン上でスマートコント
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ラクトが動くことで自律的な契約の履行が出来る。
ただこうなると、一つ大きなことが起こります。それは

何万人という大企業は必要なくなります。一個の企業の中
にあるから大きいことが出来ると言うことではなく、必要
に応じて繋がり、大きい仕事・プロジェクトをやればいい
ということです。まだまだ時間はかかりますが。

このように非常にポテンシャル高いブロックチェーンで
すが、気を付ける事があります。新技術というのは波が
あります。ガートナーという米国野調査会社が毎年発表し
ている新技術のハイプサイクルというのがありますが、最
新のものではブロックチェーンが頂点あたりに描いてあり
ます。山を上がった後に必ず谷に落ちる、つまり幻滅期
が来るというのが、このハイプサイクルが言っていること
です。

今日この話を聞いて、ブロックチェーンで社内のチャン
ピオンとして、リーダーとして活躍されるようなとき、「ブ
ロックチェーンはこれからすごい！」と言っても必ず幻滅期
が来ますから、それを心してブロックチェーンにかかった
方がいいです。来年あたりから減滅期になります。マスコ
ミも花盛りでいい記事ばかり書いていますが、「そんなこ
と無い」「こんな問題がある」「全然万能じゃない」である

とか、「こんな事件もある」といったことが起こるのがこの
減滅期です。

最後に、今日の話をまとめます。最初に話したことです
が、ブロックチェーンには複数の種類もありますし、タイ
プもあります。特にパブリック型のみの前提で書かれる
ことが多い。これは特に古い記事に多いのですが、こう
いったところぜひ気を付けて頂ければと思います。それ
からブロックチェーンは、まだまだ進化中です。今日話し
たような未来になるためには今のブロックチェーンに足り
ない部分がまだまだありますが、さらに進化をしていきま
す。そしてブロックチェーンは、フィンテックだけのもので
はないということです。改ざんの許されないデータはあら
ゆるところに存在します。そしてブロックチェーンは組織
と社会の有り様を変えていきます。現在ではまだまだフィ
ンテックのコア技術という認識をされていまして、今後は
自律、分散、協調型の新しい21世紀型の社会を作るイ
ンフラ技術になっていくということです。まさしくブロック
チェーン推進協会はその技術の普及、そしてそれがイン
フラになっていくということを目指して活動をしています。
これからもどうぞよろしくお願い致します。

ありがとうございました。

ブロックチェーンと与信管理

パネルディスカッション

左から
与信管理協会理事、堂島法律事務所　弁護士　大川　　治
与信管理協会専務理事　菅野　健一

左から
BEAT Man cube株式会社　代表取締役 江角　朋之 氏
中部関西支部事務局長、司法書士法人F&Partners　司法書士

 北詰　健太郎　
株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン
経営企画室マネージャー 金井　敬太 氏

基調講演の後、前述のメンバー 6名で「①与信管理とブロックチェーンの接点、②不動産取引とブロックチェーン、
③登記とブロックチェーン、④トランザクション・レンディング、⑤ブロックチェーンと法律」の5つのテーマについて、ディ
スカッションが行われました。
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与信管理協会中部関西支部は2017年9月8日、大阪
市の同志社大学大阪サテライトオフィス（北区梅田1-12-17　
梅田スクエアビルディング17階）で「第11回クレジット・
カンファレンス」を開催した。関西地区での開催は、昨年
9月の第8回に次ぐ3回目で、当日は企業の与信管理業務
の担当者ら約30人が集まった。

冒頭、同協会中部関西支部の事務局長を務める北詰
が開会を宣言。同志社大学や千葉商科大学、山形大学
で学生を対象とした与信管理講座を実施したことに触れ、
企業に集積しがちな与信管理に関する知識の体系化・学
術化に向けた取り組みを紹介。また、与信管理の職業専
門家としての技能を認定する与信管理士認定試験（主催：
リスク管理情報研究所）など与信管理に関する資格試験
の後援・普及活動にも言及した。

講演は全2部構成で、今回のテーマは「債権回収の極
意」。第1部は講師にTMI総合法律事務所・神戸オフィ
スの大島正照弁護士を招聘、第2部のパネルディスカッ
ションには大島弁護士の他に、堂島法律事務所の奥津周
弁護士、太陽鉱工株式会社の嘉納潤一顧問、貝塚司法
書士事務所の植木克明司法書士、株式会社信用交換所
大阪本社の崎久保英則執行役員情報部長の5人がパネリ
ストとして参加した。

第 1 部のテーマは「債権保全・回収のための基本マイ
ンドと緊急時のアクション」。講師の大島弁護士は、コン
プライアンスやリスクマネジメントなどの企業法務を主な
取扱分野としており、大手生命保険会社など企業の法務

部に駐在した経験を活かして、企業が必要とする事務的
な対応方法を分かりやすく提示。債権債務残高や期日な
どの与信情報を日頃から適切に収集・管理する体制を整
備しておくことが有事の際の迅速な行動につながることを
説明した。
「債権回収は他の債権者らとの競争であることを認識

する」ことの重要性を説くとともに、信用不安時の対応に
ついての社内トレーニングの実施などを訴えた。合わせ
て、実際に信用不安情報を入手した際の行動も具体的に
紹介。取引額の縮小や支払期間の短縮など「債権を減ら
すための努力を行うこと」をポイントに上げるとともに、最
も簡便な回収策として相殺を取り上げ、取引先との間で
直接相殺に供する債権負担の有無の確認や取引先に対

中部関西支部事務局長／司法書士　北詰健太郎

第11回クレジット・カンファレンス開催報告
　　　　　　　　　＆中部関西支部メンバー紹介

基調講演　「債権回収の極意」を紐解く
TMI総合法律事務所・神戸オフィス　弁護士　大島　正照 氏
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する債権を転売先に譲渡し、転売先による相殺を行う手
法などを法律上の留意点とともに分かりやすく解説した。
また、今年5月に成立した改正民法により、時効制度が
改定される点を今後債権管理する上での注意点として上
げた。

続く、第2部は「実務家が解説‼ 債権回収の極意‼」
と題して、パネリスト5人がパネルディスカッション形式で
討論。債権者の立場からリスケを見抜く具体的な方法を
はじめ、国外の債権回収の取り組み方法や不動産担保を
取得する際のポイントなど参加者から事前受付した質問
にそれぞれの専門家が持論を展開した。

■中部関西支部は定例勉強会も開催

与信管理協会は、与信管理の知識の体系化・学術化
を目的に2013年に設立（10年設立のACM-J日本与信管
理協会を改組）。14年には関西支部（2018年4月1日に中
部関西支部に改称）を立ち上げ、現在は九州支部を加え
た1本部2支部体制で運営している。中部関西支部では
クレジット・カンファレンスとは別に毎月1回のペースで定
例勉強会を開催。企業の与信管理担当者を中心に、弁
護士や司法書士をはじめとした専門家が事例を発表し、
情報共有を図るとともに実務で抱える課題の解決に向け
た積極的な議論を行っており、新たなメンバーも随時募
集している。参加希望は、一般社団法人与信管理協会
中部関西支部事務局（TEL：075-256-4548　司法書士法
人F＆Partners内）まで。

【経歴】
1979 年（昭和 54 年）生　岡山県出身　京都大学　

法学部卒
2004 年（平成 16 年）弁護士登録（修習 57 期）堂

島法律事務所入所
【主な取扱分野】

債権保全・回収、倒産処理、不動産取引、会社法務、
一般民事、刑事弁護

【資格・役職・弁護士会・その他の活動】
『The Best Lawyers in Japan（ベスト・ロイヤーズ・イ

ン・ジャパン）』2014 ～ 2017（刑事弁護分野）に選定
国立大学法人大阪大学大学院高等司法研究科非常勤

講師（債権保全・回収の実務、裁判実務基礎刑事）
大阪弁護士会民法改正問題特別委員会

一般社団法人与信管理協会中部関西支部事務局長の
北詰が、インタビュー形式で支部の活動とメンバーを紹介
します（敬称略）。

北詰：改めまして奥津先生、本日はよろしくお願いします。
奥津：よろしくお願いします。
北詰：中部関西支部も活動開始から丸3年が経過し、よ

うやく軌道に乗り始めたかなというところです。これ

堂島法律事務所　パートナー弁護士　奥
お く つ

津　　周
しゅう

　氏

■中部関西支部メンバー紹介　NO. 1

堂島法律事務所
　大阪事務所

　〒541-0041 大阪市中央区北浜 2-3-9　入商八木ビル
　TEL：06-6201-4456　FAX：06-6201-0363

　東京事務所
　　〒101-0051   東京都千代田区神田神保町三丁目 2

番地　高橋ビル 8 階
　TEL：03-6272-6847　FAX：03-6272-6848
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も当初から会場の提供等でご協力してくださった、
堂島法律事務所さんのおかげと本当に感謝してい
ます。

奥津：丸3年間やってこられて本当によかったです。色ん
な企業さんのお話をお伺いして、私自身も勉強になる
ことが多かった3年間だったと思います。

北詰：ありがとうございます。何度か奥津先生にはお伝
えしているのですが、私が司法書士になって債権回
収の業務を始めたとき、勉強のために最初に買った
本が堂島法律事務所の弁護士の先生方が執筆され
た、「実践！ 債権保全・回収の実務対応―担保の
取得と実行のポイント」（商事法務）でした。なので、
私の債権回収の師匠とも勝手に呼んでいるのです
が、ご縁を感じています。

 　平成29年度は、半年間「民事再生申立の実務」と
いうテーマで、堂島法律事務所さんにロングラン公
演をいただきました。皆さんからの評判もよかった
です。

奥津：そういっていただければ幸いです。大川弁護士や、
柴野弁護士にも参加してもらって寸劇もやりました。

北詰：寸劇は大変好評でした。関西にゆかりのある先
生方という感じで、親近感がわきましたよ（笑）ただ、
親しみやすいというだけでなく、堂島法律事務所の
先生方は実力もピカイチですね。

 　実は、先日、私自身が奥津先生と大川先生にか
なり複雑な法律的問題について、ご意見をいただけ
るようにお願いしたのですが、論理的かつ明快にご
意見を提示していただきました。しかも尋常じゃない
スピードで……。あのときは「堂島法律事務所って、
やっぱりすごいんだなー。」と、ただただ感動しまし
たよ。ちなみにお値段もリーゾナブルでした（笑）。

奥津：当事務所は、依頼者の皆様のために、「それぞれ
が得意分野で腕を磨き、知識や経験を事務所で共
有、承継しよう」「各自の力を結集し、迅速かつ機
動的に、より適切な法的サービスを提供しよう」とい
う想いをもとに日々業務にあたっています。複雑な問
題や法律改正への対応は、得意とするところです。

北詰：法律改正といえば、先生は債権法改正にも積極的
に取り組んでおられますね。1896年（明治29年）に
民法が制定された後，約120年間ほとんど改正がさ
れていなかった法律分野が、改正されることになり
ました。2020年の施行が決まりましたが、いったい
どれくらいの影響があるのか、まだ十分にみえない
ところはあります。

奥津：当事務所では、中井康之弁護士が民法改正に関
する法制審議会の委員をしていたこともあって、債権
法改正に積極的に取り組んできました。今までは専
門誌への寄稿やセミナー等で情報をお伝えすること
が中心でしたが、いよいよ改正法が成立し、施行の
時期も決まりましたので、今後は社内で使う契約書
の整備などが必要な企業からの相談が増えるのでは
ないかと考えています。

北詰：先生のセミナーは受講させていただいたことがあ
ります。とても明確で分かりやすかったです。

 　企業の担当者の方としては、契約書の整備だけで
も膨大な作業量になるでしょうから今から取り組んで
も早くはないですね。そのほか各部門から寄せられ
る相談に対しても、改正法を理解して対応する必要
がありますね。

 　そうしたなか、中部関西支部定例会では奥津先生
に債権法改正の講演をお願いしています。

奥津：来年度以降の中部関西支部定例会では、何回か
にわけて債権法改正についてお話ししたいと考えて
います。時間はありますので、各論点につき、みなさ
んとじっくりディスカッションをしていければと考えて
います。

北詰：定例会のいいところは、双方向のコミュニケーショ
ンが図りやすいところですからね。セミナー形式とは
また違った深い議論ができます。債権法改正のよう
に、深い議論が必要なテーマにはピッタリの形式で
すね。今から楽しみです。

奥津：はい。そうですね。会員の皆さんと一緒に楽しく
も、タメになる議論をしていきたいです。

北詰：私もそう思います。来年度の準備もしっかりして参
りますので、引き続きよろしくお願いします。本日は
ありがとうございました。
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【略歴】
1979年生まれ
1998年 3月 淳心学院高等学校卒業
2003年 3月 中央大学法学部法律学科卒業
2003年 4月 最高裁判所司法研修所入所
2004年 10月   東京弁護士会登録　TMI総合法律事

務所勤務
2013年 5月 ボストン大学ロースクール卒業（LL.M.）
2013年 8月   ワシントンD.C.のモルガン・ルイス&

バッキアス法律事務所勤務
2014年 6月 TMI総合法律事務所復帰
2014年 9月   兵庫県弁護士会登録
    TMI総合法律事務所　神戸オフィス

勤務
  ニューヨーク州弁護士資格取得
2016年 1月 パートナー就任

TMI 総合法律事務所　神戸オフィス
〒 651-0088   兵庫県神戸市中央区小野柄通 7-1-1　 

日本生命三宮駅前ビル 12 階
TEL：078-291-5151　FAX：078-291-5153
E-Mail：mohshima@tmi.gr.jp

一般社団法人与信管理協会中部関西支部事務局長の
北詰が、インタビュー形式で支部の活動とメンバーを紹介
します（敬称略）。

北詰：大島先生、今回はよろしくお願いします。
大島：よろしくお願いします。
北詰：まずご存知の方も多いと思いますが、簡単に貴事

務所と先生の自己紹介をお願いしてよろしいでしょ
うか。

大島：わかりました。
 　まず当事務所は、TMI総合法律事務所と申しま

す。総合的なプロフェッショナルサービスへの需要に
応えることを目的として、1990年10月1日に設立され
ました。

 　「国際化そしてさらにボーダーレスな世界に進もうと
している新しい時代への対応」「専門性の確立」「専
門領域の総合化」といった設立時の基本コンセプト

のもと、積極的な体制作りと挑戦を繰り返してまいり
ました。

 　現在では、様 な々専門分野を持った専門家を多数
抱え、海外の法律事務所とのネットワークも強固なも
のとなっています。2017年12月1日現在で、弁護士
364名、弁理士78名、外国弁護士24名のほか、パ
ラリーガル（法律事務スタッフ）等を含めて800名ほ
どの陣容で活動しています。

北詰：すごい陣容ですね。
 　なんだかどんな問題でも完璧に解決してもらえそう

です。
大島：ありがとうございます。クライアントの多種多様な

ニーズにお応えしていくことを目指した結果、このよ
うな陣容となっております。その一環として、関西エ
リアにおける総合的なリーガルサービスの需要にお
応えするため、2014年9月に新しい拠点として、神戸
オフィスを開設しました。

北詰：覚えています。支店を出されるというのは、当時
ニュースにもなりましたね。

 　東京の法律事務所が関西に展開する場合、多くは
大阪に支店を置かれることが多いように思いますが、
神戸（三宮）を選択されたのはどのような理由なので
すか。

大島：まず神戸は日本有数の国際都市であり、様 な々規
模・業種に亘る企業が存在し、これらの企業が連綿
と確固たる産業を築いてきた歴史もございます。この
ような企業の様 な々ニーズ、グローバルな展開に当事
務所のノウハウやネットワークはきっとお役に立てる
と考えたからです。

TMI総合法律事務所　パートナー弁護士　大
おおしま

島　正
まさてる

照　氏

■中部関西支部メンバー紹介　NO. 2
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北詰：分かります。関西人の感覚としては、神戸といえば
連想するのはまず港、歴史に裏打ちされた異国情緒
漂う街並み。ちょっとした憧れです。また企業も国
際的な展開をされる企業が多いです。

大島：また、神戸市は日本最大級のバイオメディカルクラ
スター「神戸医療産業都市」構想を掲げ、多数の医
療関連企業・団体が進出しています。当事務所では、
事務所創設以来、主要業務の一つとして多くの弁護
士と弁理士との協働により築き上げてきた科学技術
やITを含む知的財産権に関する豊富な実績とリソー
スがありますので、神戸においても、これらの実績
とリソースに基づいたきめ細かなサービスを提供でき
るということも理由の一つです。

 　さらに、実は神戸にはそれ以外にもご縁がありま
して、当事務所代表の田中克郎弁護士は、兵庫県に
深い縁があるのです。

北詰：えっ。そうなんですか？
大島：はい。当事務所のウェブサイトの田中弁護士のプ

ロフィールにも載っていますが、田中弁護士は神戸
高校を卒業していることから、神戸を中心とした関
西圏の方 と々学生時代より交流が続いており、その
交流の輪は、時を経て当事務所全体に広がっており
ます。神戸オフィス設立からは、3年余りの期間しか
経過していませんが、実は神戸ないし関西圏と当事
務所とはかなり縁が深いのです。

北詰：そうでしたか。関西の企業は、人とのつながりを
重視されるところが多いので、それは皆さんも依頼
しやすいでしょうね。大島先生も兵庫県のご出身で
すね。

大島：そうです。高校生まで姫路市内の学校に通ってい
ましたので、今も県内をはじめ関西には当時の友人
が多数います。当事務所に入所後は、主に東京やア

メリカで活動してきましたが、やはり弁護士として故
郷に貢献したいという気持ちもあり、神戸に帰って参
りました。

北詰：素晴らしいですね。先生はニューヨーク州弁護士
の資格もお持ちですね。

大島：はい。アメリカのロースクールを卒業し、ワシント
ンDCの法律事務所でも勤務していました。

北詰：正直、経歴を拝見すると『超エリート』という感じ
で、最初クレジットカンファレンスの打ち合わせで
初めてお会いするときは、ちょっと緊張していました

（笑）。でもすごく気さくなお人柄であることは、すぐ
に分かりました。

大島：ありがとうございます（笑）。今回のインタビューも、
関西弁でお話しした方が私の普段の姿をよりお伝え
できたかもしれません（笑）。当事務所は、いわゆる
大手事務所と言われているため、どうしても敷居を
高くお感じになられる方も多いのですが、当事務所
にはすごく気さくなメンバーが集まっているんですよ。

北詰：先生には、私の顧客の債権回収の相談にのってい
ただいたり、国際的な法律手続についての質問をさ
せていただいたりしたのですが、嫌な顔ひとつせず、
しかも迅速・丁寧にお答えいただきました。

 　実は、私のお客さんは中小企業やベンチャー企業
が多いのですが、そうした企業でも、例えば仮想通
貨に関連した事業や、知的財産権、国際的な法律問
題を抱える企業が増えてきています。今までは、東
京に行かないとなかなかそうした分野に関するリー
ガルサービスを受けることはできなかったのですが、
大島先生にお願いすれば解決できますね。それに感
動しました。

大島：ありがとうございます。神戸オフィスには、いずれ
も十数年以上のキャリアを持つ弁護士が在籍してい
ますので、幅広い分野のご相談についての対応が可
能な体制です。また、昨今話題のAIやIoT等の専
門性・新規性の高い分野に関するご相談等について
も、当該分野を専門とする他の弁護士とチームを構
成して対応しているほか、神戸オフィスと東京オフィ
スその他国内・海外の当事務所ブランチオフィスと
は、テレビ会議等を実施することができますので、
神戸オフィスにおいて、お客様のニーズに応じたワン
ストップでのリーガルサービスをご提供することが可
能です。

北詰：神戸やその周辺地域の企業にとって、頼もしい法
的サービスが受けられる環境ですね。
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 　来年度は、こちらの事務所をお借りして、中部関
西支部三宮部会を立ち上げます。

大島：はい。三宮部会では、多くの地元企業さんに来て
いただき、神戸ならではの与信管理、法務の学びの
場にしていきたいと考えています。また、私自身、こ
れまでに債権回収案件、債権回収に関する文献の執
筆に関与する機会も多く、最近では、金融機関向け
に債権法改正が与える影響についての文献の執筆に

も関与いたしましたので、三宮部会では、近時の案
件の特殊性や法改正等の動向を踏まえた与信管理
等についてのタイムリーな情報を提供できるものと自
負しております。

北詰：楽しみです。ぜひ、私も事務局長として大島先生と
しっかり手を組んで、神戸を盛り上げていきたいと思
います。本日はありがとうございました。

【学歴・職歴】
平成15年 3月 同志社高等学校卒業
平成19年 3月 同志社大学法学部卒業
平成19年 4月 慶応義塾大学法科大学院入学
平成19年 11月 司法試験（旧）合格
平成21年 9月   司法修習終了（旧62期）弁護士登

録（大阪）
平成22年 10月   同志社大学法科大学院アカデミッ

クアドバイザー（～平成25年2月）
平成25年 2月   北京語言大学に留学（～平成25年

7月）
平成25年 8月   君合律師事務所（北京）にて勤務

（～平成26年1月）
平成26年 2月   盛唐律師事務所（深セン）にて勤

務（～平成26年3月）
平成26年 4月 延世大学（ソウル）に留学
平成26年 10月   ソウルの法務法人廣場（Lee&Ko）

にて勤務（～平成27年3月）
平成27年 3月   ソウルの法務法人律村（Yulchon）

にて勤務
平成27年 5月 当事務所復帰（大阪事務所）
平成29年 4月 当事務所パートナー就任

【主な所属団体】
・大阪弁護士会倒産法実務研究会
・  大阪弁護士会司法委員会（倒産法部会、民・商法

部会）
・全国倒産処理ネットワーク
・  一般社団法人日本ターンアラウンド・マネジメン

ト協会
・在日コリアン弁護士協会（LAZAK）

・大阪弁護士会刑事弁護委員会
・一般社団法人与信管理協会

弁護士法人 淀屋橋・山上合同
　大阪事務所（大阪弁護士会所属）
　　〒 541-0041   大阪市中央区北浜 3 丁目 6 番 13 号 

日土地淀屋橋ビル（受付 6 階）
　　TEL：（代）06-6202-3355
　　E-mail：info-yglpc@yglpc.com
　東京事務所（第一東京弁護士会所属）
　　〒 100-0005   東京都千代田区丸の内 2-3-2　 

郵船ビルディング 4 階
　　TEL：  ㈹ 03-6267-1200（ダイヤルイン）06-6202-7718
　　FAX：㈹ 03-6267-1210
　　E-mail：d-kin@yglpc.com

一般社団法人与信管理協会中部関西支部事務局長の
北詰が、インタビュー形式で支部の活動とメンバーを紹介

弁護士法人 淀屋橋・山上合同　パートナー弁護士　金
きん

　　大
だいよう

燁　氏

■中部関西支部メンバー紹介　NO. 3
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します（敬称略）。

北詰：金先生、本日はよろしくお願いします。
金：よろしくお願いします。
北詰：よろしくお願いしますといっても、実は私たちは大

学の同級生です。
金：そうですね。確か最初は英語の授業が一緒でした。
北詰：そうでしたね。まあ、私はどちらかというと劣等

生グループでしたが、金先生は当時から大変優秀な
学生さんでした。

金：いえいえ、そんなことはないですよ（笑）。
北詰：司法試験もバシッと短期で合格されて、私も同時

期にいろいろあって司法書士の試験勉強もしていた
のですが、刺激を受けました。

 　ご存知の方も多いかもしれませんが、貴事務所の
御紹介をお願いしてもいいですか。

金：当事務所は、「弁護士法人淀屋橋・山上合同」とい
います。昭和34 年（1959年）4月に開設された米田
実法律事務所を源流とし、平成15年（2003年） 4月
に山上法律事務所と合併し、現在の形となりました。
大阪と東京に事務所を持ち、世界中の人々のあらゆ
る法的ニーズに応えることを目指しています。

北詰：ありがとうございます。金先生はパートナーとなら
れましたが、弁護士登録されてからは、海外留学も
されましたね。

金：北京とソウルに留学しました。
北詰：弁護士さんの留学というと、アメリカやヨーロッパ

が多いように思いますが、北京とソウルに留学された
のはどうしてですか。

金：アジアは目覚ましく経済発展を遂げており、歴史的
にみても深いつながりがあります。今後ますます経
済交流や人的交流は活発になっていきますし、当然
それに比例して法的サポートのニーズが増えていきま
す。そうした企業や個人のニーズに応えていきたいと
考え、留学先に選びました。

北詰：まさにおっしゃるとおりですね。大企業だけでは
なく、中小、中堅企業の方でも中国や韓国に進出し
ているのはよくお聞きします。司法書士の仕事をして
いても、アジアの方が日本の不動産を購入するという
事例が増えている印象です。

 　なかなか中国や韓国の法律に精通した方というの
は少ないので、私もよく金先生には質問をさせていた
だいております。

 　2016年には第8回クレジットカンファレンス「アジ

ア法務最前線！」でご登壇いただきました。
金：私のほか、当事務所の仲井晃弁護士、大林良寛弁

護士と一緒に担当させていただきました。仲井弁護
士は中国、台湾、香港での研修経験があり、大林
弁護士はシンガポールの司法試験に合格し、シンガ
ポール、タイ、インドネシアの現地法律事務所での
勤務経験があります。

北詰：アジアであればお任せという印象です。
 　クレジットカンファレンス自体もかなり珍しい内容

で、参加者も多かったですし、開催後の反響も強い
ものがありました。

金：そうですね。私もあれをきっかけに別のところでセミ
ナー依頼を受けたりと、アジアの法務サポートの需
要の高さを認識した次第です。

北詰：それはよかったです。そんななかで今年からはこ
ちらの事務所をお借りして、「アジア法務部会」を立
ち上げますね。

金：はい。関西を中心とした企業や個人の方々の少しで
もお役に立つことができればと思います。

北詰：どのような内容になるのでしょうか。
金：初年度については、私や仲井弁護士、大林弁護士が

中心となって法制度解説を行っていきたいと考えてお
ります。

 　中部関西支部で大事にしている双方向のコミュニ
ケーションと、ざっくばらんな雰囲気を大切にしてい
きます。

北詰：いいですね。なかなかアジアの法務についてまと
めて学べる場所というのも少ないですから、皆さん
に喜んでもらえる気がしています。

 　私もお手伝いしますので、よろしくお願いします。
本日はありがとうございました。
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「オレも若い頃は結構モテたんだ

よね」などと女房に話しても、私が

拾ってやったんじゃない「有難く思

いなさい」とばかりに言われるのが

落ちですけれども、いったい「モ

テる」って何が持てるのかご存知で

しょうか。

「モテる」は江戸時代の吉原で使わ

れた言葉だと言われています。吉原

は遊女が接待をする男の社交場（遊

郭）が集まった男子憧れの場所でし

た。お気に入りの花魁（おいらん）

を指名して待っていると、何時まで

たっても花魁はやって来ない。実

はご指名が重なり花魁は他の客の所

に行ってしまった。そこで「ああ、

持って行かれた……」となる訳です。

そこから花魁を持って行くほどの好

い男、即ちモテる男という言葉が拡

がりました。

吉原は浅草の近くですが、この辺

りには紙を抄き返す業者がたくさん

集まっていました。紙の抄き返しと

は、使った紙を再生する事です。集

めた古紙を煮てドロドロにしてから

次の作業に入り再生紙を作ります。

煮たものを冷やかす暫くの間、職人

達が暇つぶしに吉原に行き、花魁を

見るだけで買わずに戻って来るの

で、ここから「冷やかし」という言

葉が生まれました。

ところで紙は2千年程前、中国の

蔡倫と言う人物によってその作り方

が完成したと言われています。製紙

法が日本に伝わったのは7世紀初め、

中国の西の外へ伝わったのが8世紀

半ば、その後エジプトには10世紀、

スペインには12世紀、そこからゆっ

くりピレネー山脈を越えヨーロッパ

に拡がりました。

紙が無かった時代、人々は何を利

用していたかと言うと、エジプトに

はパピルスがあり輸出も盛んに行わ

れていました。そして紀元前2世紀

ごろパーチメント（羊皮紙）が地中

海を挟んでエジプトの向こう側の地

域で本格的な生産が始まったとされ

ています。日本語では羊皮紙とあた

かも紙のように言いますが皮そのも

のです。

本当かどうかわかりませんが、今

のトルコの辺りにあったペルガモン

王国のエウメネスと言う王様が、当

時世界一の規模を誇るアレクサンド

リアの大図書館に負けないくらいの

図書館建設を思い立ち、エジプトと

張り合ったところ、エジプトが経済

制裁をしたかのようにパピルスの輸

出を止めてしまいました。困ったエ

ウメネス王は「何か作れ」と命じて

出来たものがパーチメント。現代で

も通用する程優れた書写材です。ペ

ルガモンで作られたところからその

名前となりました。

パーチメントのおかげもあって図

書館は蔵書20万という大規模なも

のになりましたが、ローマが台頭し

その地域を占領、そして後にクレオ

パトラの恋人となるアントニウスが

治めるようになると、彼はクレオパ

トラの気を引くため、つまりモテた

くて20万の本をプレゼントしてし

まいました。

パピルスもパーチメントも今では

ごく一部でしか作られていません。

紙は安くて便利だったので圧倒して

しまったからです。

偉大な発明品と言っても良い紙で

すが、その開発を行った蔡倫は宦官

でした。宦官とは宮廷に勤める去勢

した人の事を言います。現代のよう

に美しさをアピールするような事は

無く、モテるとかモテないとかは関

係のない存在です。専ら皇帝とその

家族、そして後宮の美女の日常のお

世話をするのが仕事でした。だから

極めて権力に近い存在なのです。

モテなくても歴史に名を残す仕

事をするか、名前など残らなくても

モテる人生を送るか、どちらを貴方

は選びますか？ 私は勿論後者です、

当り前です。

　「モテる」って何が持てるの？

COLUMN

加藤　比良夫
株式会社シオザワ 

与信管理士
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協賛
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与信管理協会分科会 

事業投資リスクマネジメント研究会 
 与信管理に際しては、対象となる事業の特徴を適切に理解することが求められます。その結果とし
て、投融資の限度額を適切に検討し、管理することが可能になります。 
 このような業務が行われているのは、社外の取引先との関係においてだけではなく、実は、多くの
企業で社内的にも行われています。それが、設備投資・研究開発投資や新事業・M&A等の事業投資
業務です。 
 事業投資においては、対象となる事業の特徴を詳細に理解し、適切な投資額を判断すると共に、長
期間にわたり投融資のリスクを管理する業務が欠かせません。例えば、事業投資の意思決定や、減
損防止を目的としたモニタリング（実行管理）は、与信管理業務と本質的に共通する点が多いリスク
マネジメント技術と言えます。 
 事業投資のリスクマネジメントにおいては、企業全体よりも、より具体的な事業に焦点を当てること
から、事業のリスク要因の把握と対策立案など、与信管理業務に応用可能な、様々な具体的知見が
整理・共有されることが期待できます。 
 本研究会は、事業投資の成功に必要なリスクマネジメント手法を研究することによって、与信管理
技術の向上と、協会会員の幅広い活躍に貢献することを目指します。与信管理業務の可能性・広が
りを一緒に考えましょう。 

開催日時 平成30年4月～平成31年3月（隔月1回開催中） 
18：30～20：00 （受付18：00）（研究会後、懇親会を実施致します） 

開催場所 インテグラート株式会社内 会議室 
東京都中央区日本橋小舟町3-2 リブラビル5F 

日程 内容 
2018年4月20日（金）実施済 
2018年6月15日（金）実施済 
2018年8月9日（木）実施済 
2018年10月4日（木） 
2018年12月14日（金） 
2019年2月14日（木） 

【実施テーマ例】 
• 事業投資のビジネスプランニング、意思
決定、業務プロセス 

• 与信管理業務の俯瞰（事業投資リスク
マネジメントとの繋がり） 

• M&Aにおける税務申告書の活用 
• リスク管理と審査部門 
• 事業推進する視点からのジョイント・ベ
ンチャー設立 

• M&Aの課題 
• 企業内部におけるリスク情報伝達・共有 
• 各種フォーラム・イベント参加報告 など 

研究会参加申込受付 
『事業投資リスクマネジメント研究会』事務局 松下宛 

TEL：03-5577-4154    MAIL：pirm_office@integratto.co.jp 

開催概要 参加メンバー発表/インテグラート講義の後、ディスカッション 
という形式で実施しております 
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株式会社 商 事 法 務 電話 03（5614）5643
FAX 03（3664）8844

東京都中央区日本橋茅場町 3－9－10
http://www.shojihomu.co.jp/

平成28年版 特定商取引に関する法律の解説
消費者庁取引対策課＝経済産業省商務・サービスグループ消費経済企画室  編

B5判並／888頁　定価（本体3,700円＋税）　ISBN978-4-7857-2647-8　18.6刊

立案担当者による逐条解説とともに関係法令・通達等も1冊に収載。平成28年改正特
商法による規制内容を詳細に解説する関係者必読の一冊。

逐条解説 2017年銀行法等改正
井上俊剛  監修

Ａ5判並／164頁　定価（本体3,400円＋税）　ISBN978-4-7857-2644-7　18.6刊

立案担当者が金融機関とフィンテック企業との連携・協働等に係る2017年銀行法等
改正を詳説する。金融機関の担当部門、法律実務家等の必携の書。

一問一答 平成28年刑事訴訟法等改正
吉田雅之  著

Ａ5判並／464頁　定価（本体4,500円＋税）　ISBN978-4-7857-2639-3　18.6刊

合意制度等の導入（いわゆる日本版司法取引）をはじめとする改正法の全体像を立
案担当者が解説する。法曹実務家、企業法務担当者必携の一冊。

逐条解説 消費者契約法〔第３版〕
消費者庁消費者制度課  編

Ａ5判並／760頁　定価（本体4,200円＋税）　ISBN978-4-7857-2635-5　18.5刊

立案担当者による、平成28年改正及び平成29年改正等をアップデートした消費者取
引関係者待望の最新版。

逐条解説 2017年金融商品取引法改正
齋藤  馨・田原泰雅  監修

Ａ5判並／212頁　定価（本体3,400円＋税）　ISBN978-4-7857-2609-6　18.3刊

金融庁の立案担当者が2017年改正法の内容を詳解する。フェアディスクロージャー
ルールガイドライン等の内容も織り込んで解説。

一問一答 民法（債権関係）改正
筒井健夫・村松秀樹  編著

Ａ5判並／416頁　定価（本体3,600円＋税）　ISBN978-4-7857-2601-0　18.3刊

法務省の立案担当者が一問一答形式で今回の改正の経緯・趣旨・実務への影響を示す。
すべての実務家必携の一冊。
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本部　〒101-0032　東京都千代田区岩本町1-3-2
　　　日伸ビル2階
　　　TEL:03-5829-4389　FAX:03-5829-4235
中部関西支部
　〒604-8162　京都市中京区七観音町623　第11長谷ビル5階
　司法書士法人F & Partners 京都事務所
　TEL:075-256-4548　FAX:075-255-6328
九州支部
　〒810-0001　福岡市中央区天神1丁目1番1号　アクロス福岡5階
　エスペランサ税理士法人
　TEL:092-741-6316／FAX:092-741-6326

一般社団法人 与信管理協会
URL : http://www.yoshin-kanri.com/

編集後記
▶今回は第12回・11回のカンファレンスと中部関西支部

メンバー紹介を特集し、充実した内容となりました。次
回のカンファレンスもご期待ください。（内田）

▶インフォテリアCEO平野氏の基調講演は、大変興味深
く勉強になりました。その後のパネルディスカッション
で与信管理とブロックチェーンの深い関係も確認するこ
とができました。参加できなかった方は、本会報でしっ
かり内容をおさえておいて下さい。近く与信管理業務で
も無視できないテクノロジーになると確信していますの
で！！（菅野）

▶写真撮影：山本会里
　【撮影依頼・お問い合わせ】amulita0316@gmail.com

〒101-0032
東京都千代田区岩本町 1-3-2 日伸ビル 2F
TEL：03-5829-4369
FAX：03-5829-4235
Mobile: 090-7733-2405
E-mail:    k.hayashida@ssh-parners.jp 

hayashidacpa@gmail.com

所長／公認会計士／税理士

林田 和久
Kazuhisa Hayashida

株式会社SSHパートナーズ
SSH PARTNERS Co., Ltd.

林田和久 公認会計士事務所
KAZUHISA HAYASHIDA CPA OFFICE


