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LayerX 取締役 CTO  榎本 悠介 Yusuke Enomoto｜@mosa_siru

東京大学工学部卒。株式会社ディー・エヌ・エーに新卒入社、2015年に
株式会社Gunosyに入社。両社にて複数の新規事業立ち上げをアーキ
テクトやリードエンジニアとして牽引。2017年よりブロックチェーンの研究
開発チームをオーナーとして立ち上げ、後のLayerXの礎とする。現在は
CTO兼DX事業部長。

1. 自己紹介

1. LayerXについて
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すべての経済活動を、デジタル化する。

ブロックチェーン技術をもとに、「新たな経済基盤」をつくりだす。

それは、信用や評価のあり方を変え、

業務や生産をはじめとした経済活動の摩擦を解消し、

この国の課題である生産性向上を実現する。

私たちは、そう信じて行動し続けます。

ブロックチェーンが実装された社会、

そこには、これまでの延⻑にはないまったく新しい可能性が広がっている。

LayerXは、デジタル社会への発展を後押しすることで、

経済史に新たな1ページを刻んでいきます。

1.1. 弊社のミッション

1. 会社概要
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1.2. 会社概要

会社名 株式会社LayerX

代表取締役
福島 良典
(Gunosy創業者)

創立 2018年8月1日

資本金及び
資本準備金

31億円

事業内容
・経済活動をデジタル化する支援全般（DX事業）
・ブロックチェーン技術を活用した事業開発、ソフトウェ
ア開発、R&D

従業員数 31名（2020年3月末現在）

本社所在地
〒103-0004 
東京都中央区東日本橋２丁目７−１
Frontier東日本橋7階

1. 会社概要
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1.3. 沿革

10月 　  ニュースアプリ大手、株式会社Gunosy（東証1部）内にて
LayerXの前進となるブロックチェーン新規事業開発室を設立

Blockchain Blogやエンジニア向けイベントblockchain.tokyoを開始
blockchain.tokyoは毎月開催、2020年6月に28回目を迎える

8月       Gunosyの子会社としてLayerXを設立
福島がGunosy代表を退任、LayerX代表に就任

11月       日本マイクロソフトと協業を発表

4月       LayerX Newsletterの配信を開始
毎週2本の執筆を継続、2020年6月にはのべ124本を配信

6月       福島が日本ブロックチェーン協会（JBA）理事に就任

7月       日本初、研究がWeb3 Foundationの公式支援プログラムに選出

8月       福島によるMBOが成立、独立

10月       新経営体制の発表
日本初、研究がEthereum Foundationの公式支援プログラムに選出

11月       MUFGとの次世代金融取引サービス提供に向けた協業を発表

3月       ミッションを再策定「すべての経済活動を、デジタル化する」
三井物産、SMBC日興証券、三井住友信託銀行と合同で新会社を設立
次世代アセットマネジメント事業で協業

4月       エンタープライズチェーン「Corda」を開発するR3社の
公式ソリューションパートナーに認定

5月       弁護士ドットコム、GMOあおぞらネット銀行、マネーフォワードと業務提携
約30億円の資金調達完了を発表

6月       日本IBMとパートナー契約を締結

2017

2018

2019

2020

1. 会社概要

https://blockchain-tokyo.connpass.com/
https://news.microsoft.com/ja-jp/2018/11/30/181130-layerx-microsoft-azure/
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各業界でトップクラスのパートナー様と豊富な取組実績

他多数

お取り組み先一覧（一部抜粋）
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2.1. 事業の全体像：事業領域

2. 事業概要

DX事業

ブロックチェーン事業

2つの事業を主軸に展開しております
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DX事業 事例: 三井物産様とアセットマネジメント協業

「出島」としてのアセットマネジメント会社を作ることで根本的にデジタルな業務フローの実現を目指す。

LayerXとしては単に開発会社としての収益モデルだけでなく、アセマネ会社としての収益モデルも取り込む。

三井物産

LayerX

金融機関

三井物産デジタルアセットマネジメント㈱
2020年4月設立

不動産・
インフラ等

機関投資家
個人投資家

投資

運用

資金
調達

54%以上

CXO派遣

36%以上

Tech/BizDev
派遣

10%

CO派遣

協業の座組：JVを通じた価値共創

▼ 事業内容：
①実物資産のAM事業(商品開発・ファンド運営)
②ST活用の資金調達サービス開発・運営
③AM/Fund業務の効率化推進/開発

▼ 登録免許(予定)：
投資運用業(+1種金融商品取引業)

アセットマネジメントの領域にBC活用。発行プロセスや期中管理を一気通貫で DX を目指す
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concept paperより抜粋

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000036528.html

ブロックチェーン技術を活用した「次世代金融取引サービス」の提供に向け協業

DX事業 事例: MUFG様との証券決済プロジェクト

https://www.tr.mufg.jp/ippan/pdf/progmat_concept.pdf
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000036528.html
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ブロックチェーン技術を活用した物流情報の一元化サービス

https://www.coindeskjapan.com/38412/
https://crypto.watch.impress.co.jp/docs/event/1234393.html

DX事業 事例: ニトリ様との物流プロジェクト

https://www.coindeskjapan.com/38412/
https://crypto.watch.impress.co.jp/docs/event/1234393.html
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LayerXのR&Dプロジェクトについて
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プライバシー確保などのテーマで推進中のコア技術R＆Dについて、
クライアント企業さまとの共同R＆Dとして推進

- LayerXでは、ブロックチェーン技術の適用においてコアとなるチャレンジングな技術のR＆Dを推進
（例：プライバシーの秘匿化、インプットデータの信頼性保証など）

- クライアント企業さまとの共同で、「研究成果のユースケース開発」や「実装を通じた適用にむけた課題の
具体化」および「解決へのロードマップ検討」などといった共同R＆Dにも取組中

秘匿データ共有コンソーシアム

企業間連携における秘匿化

インプットデータの信頼性保証

2. 事業概要

2.3. ブロックチェーン事業: R&Dを中心とした共同研究の推進



#14

2. 事業概要

2.3. ブロックチェーン事業: LayerX Labs開設 (7/29リリース)

LayerX、行政・中央銀行等・学術機関・民間企業との共同研究を手掛ける  「LayerX Labs」を開設 

–デジタル通貨とスマートシティ等の研究開発に注力 –

株式会社LayerXは、「すべての経済活動を、デジタル化する」というミッションのもと、昨今国内でも急速な盛り上がりを見せている「デジタル通貨」と「スマートシ

ティ」、そして「パブリックブロックチェーン」の3つを研究開発の柱に据えた、「LayerX Labs(レイヤーエックス・ラボ)」を開設します。

今後、ブロックチェーンの社会実装を推進すべく研究開発を一層発展させる上では、長期的な研究開発領域の柱を明確に据えることに加えて、外部知見を積極的

に取り入れることが必要不可欠です。行政・中央銀行等・学術機関および民間企業との共同研究をさらに進めることを通じて、更なる社会への適用を加速すべく、

2020年8月より「LayerX Labs」を開設することとしました。 
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2.3. ブロックチェーン事業：LayerXの研究開発

1. 研究開発概観

ブロックチェーンの本質的技術を基礎・実践の両面から研究開発

パブリック
ブロックチェーン

● Ethereumコミュニティで提案されている合意形成アルゴリズム、
CBC Casperの研究開発・論文発表

○ 日本初、Ethereum Foundationの公式支援プログラムに選出
● 2019年度は2本の論文を査読付き国際学会で発表

セキュリティ問題

● ソフトウェア的アプローチ
○ 世界初のアカウント型秘匿送金チェーン Zerochainを開発
○ 日本初、Web3 Foundationの公式支援プログラムに選出

● ハードウェアを組み合わせたアプローチ
○ TEE（Trusted Execution Environment）ベースの汎用プライバシー保護モジュール 

Anonifyを開発（特許出願中）

ブロックチェーン
活用における課題・トピック

研究内容・実績

実
践
的
研
究

基
礎
的
研
究

プライバシー問題

スケーラビリティ問題
（大量取引時の拡張性）

インターオペラビリティ問題
（チェーン間の相互運用性）

● 負荷分散可能なシャーディング技術の開発

エンタープライズ
ブロックチェーン

● Ethereum 2.0 プロトコルの脆弱性を発見、改善案が公式仕様に採択

● R3 CordaとEnterprise Ethereumを接続するインターオペラビリティモジュール
Cordageを開発、オープンソースソフトウェアとして公開

○ R3社から実績が認められ公式ソリューションパートナーに

● 主要エンタープライズチェーン3種（Corda, Quorum, Hyperledger Fabric）
の技術比較研究（6月中にレポート発行予定）

● Hyperledger Fabricのユースケース研究
○ 日本IBM社から認められパートナー契約を締結

2. 事業概要
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2.3. ブロックチェーン事業：LayerXの研究開発

2. 自社独自技術・ソフトウェアの開発

2. 事業概要

● シャーディング (ブロックチェーンの並列化技術) を研
究

● 負荷分散のための自律的ロードバランシング手法を
考案

● より大規模なシミュレーターを開発中

● Zerochain: ゼロ知識証明を用いた世界初のアカウン
ト型秘匿送金チェーン。計算コスト・ストレージサイズを
削減。

● TEE (Trusted Execution Environment) を用いたプ
ライバシーモジュール

○ 現在特許出願中

プライバシー スケーラビリティ

Shard 
1

Shard 
2

Shard 
3

プライバシー・スケーラビリティ等、ブロックチェーンの本質的課題解決のための研究開発
リアルな事業で発見した技術課題に合わせて実用的な解決策を提案

https://github.com/LayerXcom/zero-chain
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● Ethereum Foundation / Web3 Foundation 
(Polkadot) のグラント・プログラムに採択

● どちらも日本拠点のチームとしては初

● PoSプロトコル Casperのセキュリティを数学的に検証
● Ethereum 2.0のプロトコルの脆弱性を発見、改善提

案が公式の仕様に採用 (v0.9.1)

● スマートコントラクト言語Vyperのコンパイラ開発に参
加

2.3. ブロックチェーン事業：LayerXの研究開発

3. パブリックチェーンへのコントリビューション

2. 事業概要

Ethereum グラント採択

傍観者ではなく自ら開発・ガバナンスに参加する
「批判より提案を」= 既存の技術の限界に文句を言うのではなく、解決策を出して説得する

https://blog.ethereum.org/2019/11/08/eth2-quick-update-no-3/
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3. Txを送信

1-2. Txを作成し署名

● Corda, Quorum, Hyperledger Fabricの比較
● 基本機能、パフォーマンス、プライバシー、インターオ

ペラビリティの4分野
● 現在論文を執筆中

● Cordage: R3 CordaとEnterprise Ethereumを接続
するモジュール

● 第三者を必要としないトラストレスな方式
● アトミック・スワップなどが実現可能

2.3. ブロックチェーン事業：LayerXの研究開発

4. エンタープライズブロックチェーンの研究開発

2. 事業概要

クロスチェーン チェーン比較

様々な事業領域でのブロックチェーンアプリケーションの開発経験を有し、
アカデミア、パブリックチェーンの最先端技術を知るLayerXの強みを活かした研究開発

https://github.com/LayerXcom/cordage
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● 国内の暗号・セキュリティ分野の学会に参加● 昨年度は二本の査読付き論文が国際学会に採択

2.3. ブロックチェーン事業：LayerXの研究開発

5. 学術論文の執筆と学会での発表

2. 事業概要

国際学会 国内学会

研究の完成度を高めるため、学術論文として発表し社外の研究者と議論
産業側とアカデミアの橋渡しに
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2.3. ブロックチェーン事業：LayerXの研究開発

6. プライバシー保護モジュール Anonifyをリリース(6/4)

1. チェーンではなくモジュール
● Zerochainは独自のブロックチェーン
● Anonifyは様々な種類のブロックチェーン（エンタープライズ

含む）に適用可能なモジュール

2. パフォーマンス（処理性能）向上
● Zerochainが採用するゼロ知識証明は計算コストがある
● 最初から秘匿化されたハードウェア空間を活用する

3. 秘匿化だけでなく匿名化もできる
● Zerochainは秘匿化のみ

4. 送金だけでなく複雑なビジネスロジックにも適用可能
● Zerochainは送金のみ

5. 外部に対する権限管理がより簡単に
設定できるようになり監査性が向上

Zerochainの上位互換版プライバシー保護モジュール

Zerochainとの違い

● 髙いプライバシー保護レベルを求められる医療データを、患者・
病院・保険会社間で保ち合う際に適用可能

● 医療データをもとにした引受審査の精度向上や給付金・保険金
支払査定の自動化を実現

● ひいては医療保険における保険金支払の自動執行を現実のも
のとする

医療保険への適用

2. 事業概要
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2. Why QLDB?
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なぜブロックチェーンの会社がQLDB？

Why QLDB?
2. 事業概要

- ブロックチェーン関連の相談を受ける中で、QLDBで十分解決できそうなキー

ワードがいくつか見られた

- ブロックチェーンは「複数主体」がテーマとなる技術だが、単一主体でも

改竄耐性を求める声があった
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Lv.1

Lv.2

Lv.3

Lv.4

ツールのデジタル化

業務のデジタル化

業務の高度化

コラボレーション
(全体最適化)

UIとしての紙・ハンコ廃止
オンプレ -> クラウド移行

デジタルに合わせた業務設計
WFとしての紙・ハンコ・Excelの廃止

管理一元化・FTE計測
基幹システムとSaaS連携

自動決済、自動受発注
設備の自律制御

自動物流、自動倉庫

企業間での受発注共有
サプライチェーンマネジメント

トレーサビリティ
ファイナンスプロセスの拡張・自動化

コア技術

RPA
SaaS, パッケージ導入

API構築

API連携
iPaaSによるSaaSとの連携

マスターデータ管理

(高度な) 機械学習
銀行API(更新系)
スマートコントラクト

ブロックチェーン

応用フェーズLevel

LV1-3
含め提供

BC

日本企業の多くは現状Lv.1。
LayerXはLv.4を見据え、Lv.1から2->3->4の移行を総合的に支援

参考：LayerXの考えるDXのフェーズ

2. 事業概要
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データアクセスの証跡を完全に残すことは難しい

Why QLDB?
2. 事業概要

「リレーショナルデータベースで監査機能を構築する場合、時間がかかり、人為的
なミスも発生しやすくなります。リレーショナルデータベースを使用する場合はカス
タム開発が必要で、リレーショナルデータベースは本来イミュータブルでないた
め、データの意図しない変更を追跡し、検証することは困難です。」

- クエリログは適切に出力されているか？
- クエリログにアクセスできるのは誰か？クエリログ自体は改竄可能か？
- DBの設定を一時的に変更することは可能か？
- IAMの管理に漏れは無いか？誰がアクセス権を一時的に変更することは可

能か？
- 上記の体制は適切に運用され、監査を受けているか？
- etc...
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データアクセスの証跡を完全に残すことは難しい

Why QLDB?
2. 事業概要

「リレーショナルデータベースで監査機能を構築する場合、時間がかかり、人為的
なミスも発生しやすくなります。リレーショナルデータベースを使用する場合はカス
タム開発が必要で、リレーショナルデータベースは本来イミュータブルでないた
め、データの意図しない変更を追跡し、検証することは困難です。」

- クエリログは適切に出力されているか？
- クエリログにアクセスできるのは誰か？クエリログ自体は改竄可能か？
- DBの設定を一時的に変更することは可能か？
- IAMの管理に漏れは無いか？誰がアクセス権を一時的に変更することは可

能か？
- 上記の体制は適切に運用され、監査を受けているか？
- etc...

QLDBなら：
データが改竄されていないことを証明可能

参照すらもログが残る！
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監査性の例

3. ユースケース

2. 事業概要

- FISC安全対策基準の中で「改ざん」という言葉が出てくるのは31ページ, 65
回にわたる

- 例

- 「データの漏えい、破壊、改ざんの防止及び暗号鍵の適切な 管理等、

データ保護に関する基準項目。」

- 「不正取引、データやソフトウェアの改ざん等の防止、アクセス 権限の確

認、利用範囲の制限等、システムの不正使用防止 に関する基準項目。」

- 「データファイルの不正使用、改ざん、紛失等を防止するために実施す

べきデータファイルの授受・保管における管理手順及び暗号鍵の管理手

順等に関する基準項目」
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参考：QLDBと他技術の比較検討（仮）

QLDBについて

QLDBは改竄耐性・検知が必要なビジネスプロセスにおいて活用◯

# 観点 RDB(Aurora) Blockchain(HLF) QLDB

1 書込(write)性能 ◎ △ ◯

2 読込(read)性能 ◎ △ ◯

3 管理組織 1組織 複数の組織 1組織

4 可用性
◯

・multi-az構成可能

・冗長化構成容易

◯
・multi-az構成可能

・一定台数まで故障体制あり

◯-△
・デフォルトでmulti-AZ構成:
・故障を意識せずに利用可能

5 復旧容易性

◯
・データバックアップの設定可能

◯
ネットワーク内の他サーバからデータ復旧可能

・データバックアップの設定可能

△
(データのスナップショット/バックアップ機能に制限あ

り（S3へのexportのみをサポート）

6 ビジネスロジック
✕

共有不可

◯
共有可能

✕
共有不可

7 改ざん耐性
✕

なし

◯
あり

◯
あり

8 改ざん検知
△

困難（追加実装が必要）

◯
容易（専用API提供あり）

◯
容易（専用API提供あり）

9 検証可能性

（ログ）

△
デフォルトでは変更履歴は追跡不可

◯
変更履歴の追跡が可能

◯
変更履歴の追跡が可能

10 検索自由度
◯

（SQLでデータ取得可能）

△
（クエリに制限・SQL不可）

◯-△
（PartiSQLでデータ取得可能）

11 利用コスト

（参考値）

△ ✕
（運用が煩雑・複数台構成必須）

◯
（従量課金）
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ユースケース
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As-is：現状のバックオフィス業務は分断されており、データが一元化されていない

2. 事業概要

3. ユースケース

- 例：各種申請に稟議との紐付けがないので、確認が大変。

- 例：振込データは手で入力しており、目視チェックが必要

- 例：各所で情報を二重で入力しており、その都度目視確認をしている

- 例：取引先マスタが各サービスにあり、フォーマットもバラバラ。

- 例：組織異動があったときに、承認フローをすべて変えないといけない
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To-be: 業務フローのDXとして、分断された業務フローをつなげる構想

- 二重入力をなくし、ワークフローを一本化する

2. 事業概要

3. ユースケース
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各SaaSと連携した「ペーパーレス・ハンコレス・FAXレス」のDXを推進する構想

- 業務フローに合わせたSaaSを組み合わせてのDXパッケージを提供
- SaaSにより個別最適化されたプロセスと既存基幹システムをつなぎこみ一連の業務を自動化する

電子契約サービス 銀行API クラウド会計

各種SaaSと基幹システムを連携させたデジタルワークフロー

配当自動化 経理自動化 保険金支払自動化
商流ファイナンス

自動化

・・・

・・・

2. 事業概要

3. ユースケース
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QLDBを、各SaaSやサービスの履歴を保持する台帳として利用する

- 各サービス（稟議や送金）のログを全て改竄できない形で保持

2. 事業概要

3. ユースケース
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QLDBにより、全ワークフローを一気通貫で記録し、改竄できない形で遡ることが可能

3. ユースケース

2. 事業概要

- 例：稟議

- いつ誰が、なんの立場でどの稟議を承認したか？

- 稟議の金額は？

- 稟議のステータスはどう変わったか？（一度差し戻され、修正され、再度

◯◯によって承認され etc...）
- 例：契約システム

- いつ誰が押印したか？

- 例：会計システム

- 誰がいつ仕訳を切ったか？修正したか？

- 例：銀行システム

- 不正な送金がされていないか？

- ある時点での残高はいくらだったか？

- 上記の各システムのつなぎ込みは正常に機能しているか？受け渡される

データや紙に真正性はあるか？
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稟議から後続につなげる例

3. ユースケース

2. 事業概要
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QLDB Stream利用も可

3. ユースケース

2. 事業概要
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実際に開発したPoC構成イメージ

3. ユースケース

2. 事業概要

各種SaaS● RDSは使わず、全てQLDB
で

構成

● Secret Managerに各SaaS
のTokenを保存
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開発の所感

3. ユースケース

2. 事業概要

- 問題なく開発することができた

- 当時driverが少なく、TypeScriptでPoC開発を行った

- 現在はGoのpreview版が出ている！

- クエリが一部未対応（例：Order）で、データが増えてくると閲覧には

indexing(他DBへのsync)が必要

- 直感的なクエリで扱えるが、少し癖がある面も

- PartiQLの文字列はシングルクオートなのがややこしい。（ionはダブルク

オート）

- とはいえmanagedでとても扱いやすく、今後の進化に期待

- 学習コストが低く、サンプルがわかりやすい

- サーバーレスでI/O課金なので、極めて低コストで実験が可能
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We are Hiring!!

DXを推進するエンジニアと事業責任者を募集しております！


