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貿易情報連携プラットフォーム



ブロックチェーン技術が変える世界

NTT データのケーパビリティ

ブロックチェーン技術／分散台帳技術は新たな社会インフラを生み出す力を持っています。
各システムの間で等しく原本を共有し、互いに検証しあう仕組みを備えているため、企業や国家といった特定の
組織に占有されない、極めて高い「耐改ざん性」と「透明性」を備えた情報共有のプラットフォームの構築が可能
となります。
複数の利用者が同時に原本を利用できる、「ユビキタスな原本」を前提とした社会インフラの実装が期待されて
います。

Blockchain CoE(Center of Excellence)
NTTデータでは世界各国のグループ会社が進めているユースケー

スやビジネス検討を集約し、グループ全体で活用できる枠組みとし
て Blockchain CoE を 2017年に発足しました。現在は約 20の
国や地域のメンバーと共に検討を進め、公共、金融、製造など幅広い
分野に対してブロックチェーン技術の応用に取り組んでいます。

社会インフラにおける私たちの実績
NTT データは長年にわたり、貿易をはじめとする公共分野のシス

テムや、銀行や保険といった金融分野のシステムなど、数多くの社会
インフラの構築・運用を担ってきた実績を持ちます。ブロックチェー
ン技術の知見と、これまでの社会インフラ構築のノウハウを活用し
て、新しい社会の仕組みを生み出していきます。

グローバルで広く認められた高い評価
市場調査会社のエベレスト・グループが発行したレポート「Blockchain 

Services PEAK Matrix Assessment 2019」において、NTT デー
タはブロックチェーン活動におけるリーダー企業として下記のように
高く評価されました。

“Leaders have invested ahead of the blockchain adoption curve. They 
demonstrate the blockchain vision of not just cost savings and process 
optimization, but also making real the top-line impact of blockchain by 
showcasting thought leadership on new business and revenue models. ” 

（リーダー企業は、ブロックチェーンの普及に先んじて投資を行い、 コス
ト削減とプロセスの最適化だけでなく、新規ビジネスや収益モデルに対
する先駆的なリーダーシップを取り、最大のインパクトを実現するための
ブロックチェーンに関するビジョンを示しています。）

More than 200 members

from 20 countries

participating in the Blockchain CoE 

( As of May 2018)

NTT データは多くの業界のリーダーであるお客様と強固な関係を築いており、
様々なブロックチェーン技術にも精通しています。



貿易業務のデジタルトランスフォーメーション
貿易業務のデジタル化はそのプレーヤーの多さ、仕組みの複雑さゆえに、従来の技術では実現不可能と言われ
てきました。ブロックチェーン技術によりこの課題を解決し、ユーザーへ新たな価値を提供します。

貿易業務における情報連携は、荷主、船会社、物流会社、銀行、保険
会社、税関や輸出入監督官庁など、多種多様な組織、プレーヤーが国
をまたいで絡み合う壮大な " 情報の伝言ゲーム " です。各システムに
分散している情報、恒常的なデータ転記による事務効率の煩雑さ、書
類改ざんリスクなど貿易業務は数多くの課題を抱えています。
ブロックチェーン技術を活用することで、貿易に関わるプレーヤーの

間で一気通貫の情報共有ができる貿易プラットフォームを構築し、こ
の大がかりで複雑な事務手続きの抜本的効率化と利便性向上、安全・
安心な貿易取引の場の提供を目指します。トレーサビリティの向上、
情報の共有・管理、書類改ざんリスクの低減など、貿易業務へ大きな
変革をもたらします。

Solutions 1

データの透明性
トレーサビリティ

貿易業務に付随する証憑書類が分散台帳
に電子保管されることにより、デジタル書
類としての真正性が担保されます。また、
取引に関わるプレーヤーが必要に応じて
お互いの情報をトレースすることができる
ため、円滑に取引を行うことができます。

Solutions 2

関係者間の直接的な
情報の共有・管理

シングル入力による省力化やデータ転記
などのミスの削減、書類の相互間チェッ
ク稼働低減など、貿易業務の情報を共
有・管理することにより事務手続きの効
率化や利便性向上が最大限に発揮され
ます。

Solutions 3

改ざんが困難な仕組み
記録の不可逆性

貿易業務に付随する証憑書類の偽造や
改ざんが防止されるため、紛争や犯罪に
巻き込まれるリスクが低減され、安全・
安心な貿易取引を行うことができます。

信用状 船荷証券 保険証券 船積指示書送り状

ブロックチェーン
分散型台帳

貨物
貨物

税関
輸出入監督官庁

運輸・物流企業

保険会社

税関
輸出入監督官庁

発行銀行買取銀行

輸出者 輸入者

従来の貿易業務が抱える課題 ●各システムに情報が分散しているため、取引全体の状況把握が困難
 ●データ転記や書類間の相互チェックなどの事務作業が非常に手間
 ●書類の改ざんによる、トラブルに巻き込まれるリスクChallenges



2019 START!

デジタル技術

貿易文書をスマートデータに
貿易に伴う膨大な紙書類。これはそのまま業務量の膨大さを物語っ
ています。書類の郵送・保管、社内システムへの入力とチェック、行
政機関への申告や調査対応など、たとえ PDF 化しても結局人が再
入力するのであれば紙と同じです。私たちは貿易書類を単なる電子
化ではなく、人の介在無しにシステムが理解できる『スマートデータ』
とすることで企業システム間のスムーズな連携、AML 対応などデー
タの高度利用を可能にしていきます。

グローバル

即応性を支えるインタラクティブな場
世界を結ぶ物流網は、その巨大さの一方で刻 と々変化する状況に即
応できる俊敏さと繊細さが求められる過酷なフィールドです。直前
まで不確定さが残る状況で関連する書類や情報の収集・整理を正
確に行い、正しく書類化することは容易なことではありません。
私たちが提供する世界のどこから誰が見ても正しいデータが同じよ
うに見えることが保証されたプラットフォームは、こうした作業を支
え、物流をインタラクティブなものに変えていきます。

トラストチェーン

紙に代わる原本性
貿易の歴史は紙を媒体とする信頼の連鎖に支えられてきたと言って
も過言ではありません。近年グローバルに IT 環境が整い、紙を電子
データに置き換える試みが積み重ねられてきましたが、紙の持つ「原
本性」を置き換えるには様々な制約がありました。分散台帳技術は、
改ざんできないただ一つの原本の電子データをグローバルに共有す
ることを可能にします。私たちは技術的にも法律的にも安心して使
える電子原本のプラットフォームを目指します。

エコシステム

新しいビジネスの可能性
私たちのプラットフォームによって貿易書類がスマートデータ化さ
れ、プロセスが可視化されるようになると、より正確でリアルタイムな
情報に基づくトレードファイナンスや AML 対応、トレーサビリティな
ど、これまで考えられなかった新しいビジネスを作り出すことが可能
になります。私たちのプラットフォームは様々な機能を備えるだけで
なく、そうした挑戦者を迎え入れ、ともに豊かな貿易エコシステムを
作り上げていきます。

私たちはオープンでグローバルな貿易エコシステムを提供します。

インターネットが世界をつなぎ、人々の暮らしを大きく変えたように、長い歴史の中で培われてきた貿易の仕
組みも、分散型台帳技術をはじめ様々なデジタル技術によって新たなフェーズへとシフトしつつあります。
私たちは皆様と一緒にオープンでグローバルな新たな貿易エコシステムを作り上げていきます。



貿易エコシステムのメリット

行政機関

各種貿易書類を電子化し、原本性・真正性
を担保することによる取引透明性の向上。
精度の高いデータによる各種申請の実現に
よる行政機関側審査業務の負荷低減。

銀  行

信用状発行、荷為替手形買取時のチェック
稼働低減、正確性向上。信用状や船積書類
の電子化による各種リードタイム短縮化、
書類紛失・盗難・偽造リスクの低減、郵送
コストの低減。貿易プラットフォームを利用
したファイナンスサービスの実現など。

保険会社

保険証券申し込みを輸出者より受け付ける
ことによる書類作成稼働の低減、正確性向
上。保険証券の電子化による各種リードタ
イム短縮化、書類紛失・盗難・偽造リスク
の低減、郵送コストの低減。様々な書類の
データの整合性が担保されることによる、
二重支払いリスクの低減。

輸 入 者

信用状発行依頼書の作成稼働低減、正確
性向上。貿易業務のリードタイム短縮化や
書類紛失・盗難・偽造リスク低減。B/L（船
荷証券）クライシスの回避。デマレージ（貨
物の保管超過料金）負担の軽減。貨物受取
時期の予測、トレーサビリティの実現など。

物  流

船荷証券、海上貨物運送状のドラフトを輸
出者が確認することによる作成稼働の低
減、正確性向上、およびそれら書類の電子
化による各種リードタイム短縮化、書類紛
失・盗難・偽造リスクの低減、郵送コスト
の低減など。

輸 出 者

送り状や梱包明細書などの作成稼働や荷
為替手形買取依頼時のチェック稼働低減、
正確性向上。貿易業務のリードタイム短縮
化や書類紛失・盗難・偽造リスク低減、郵
送コストの低減。B/L（船荷証券）クライシ
スの回避。デマレージ（貨物の保管超過料
金）負担の軽減。貨物受取時期の予測、ト
レーサビリティの実現など。



貿易コンソーシアムの成果

最適化・高度化された貿易業務のエコシステムを実現するため、貿
易業務に携わる日本の各業界のリーディングカンパニーが集まり、
2017年 8月にブロックチェーン技術を活用した貿易情報連携プラッ
トフォームの実現に向けたコンソーシアムを発足しました。

貿易情報連携プラットフォームを社会実装するためには、貿易業務
に関わる多くのステークスホルダーの間にまたがるビジネス上の課
題を解決し、社会インフラとして求められる技術として信頼性の確
立、法律や規制などへの対応が必要となります。
コンソーシアムでは業務フロー、テクノロジー、法律、規制といった

テーマごとにワーキンググループを設置し、検討を重ねた結果、右記
の成果を得ました。

● 業界をまたいだ業務フローの策定

● 貿易書類の統一されたデータフォーマットの策定

● ブロックチェーン基盤上への貿易書類の登録と共有、アク
セス制御などの技術的な検証

● 貿易情報連携プラットフォームを介した貿易実務の実証実
験を実施し、各業態のプロセスにおいてオペレーションコス
ト削減効果を確認（最大 60％程度の削減効果）

● ブロックチェーン基盤に貿易書類を登録し、共有するため
の API 仕様を策定

● 国連国際商取引法委員会（UNCITRAL）が策定している電
子的移転可能記録のモデル法（MLETR）への対応検討

● 貿易書類の電子化に向けた法律上の論点整理と海外動向
調査・連携

ブロックチェーン技術を活用した
貿易手続円滑化の研究開発の実施
2018年 7月に NEDO※ 1が実施する「IoT を活用した新産業モデ

ル創出基盤整備事業」の委託先の一つに NTT データが選定されま
した。

本研究開発用に貿易手続データ連携システムを構築し、アジア向
けコンテナ輸出を対象とした東京（大井）、清水、博多の港湾で実証
実験を行うことで、電子化されていない事業者を含む貿易手続きに
関わる事業者の生産性向上と輸出リードタイムの短縮や、システム
連携を容易にする API や簡易なインターフェースを検証しました。
今後、本研究開発の成果を活用し、官民連携でのグローバルサプラ
イチェーンにおける貿易手続きの効率化に向けて、貿易手続データ
連携システムの社会実装を目指します。

※ 1　国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

貿易業務のエコシステム実現に向けて
私たちは貿易エコシステム実現のため、業界横断のコンソーシアムを発足し、社会実装に向けた活動を継続し
ています。これまでに、業務、テクノロジー、規制といった様々な切り口で成果を積み上げてきました。

TOKYO

SHIMIZU

HAKATA

Scope of the 
Trial Project



シンガポールでの実証実験

2017年度に、NTT データはシンガポールの貿易プラット
フォームである NTP(Networked Trade Platform) との接
続に向けた実証実験を実施しました。
シンガポールは Smart Nationというデジタルエコノミーを

推進する計画を掲げており、国を挙げて NTP の普及を進めて
います。

本実証実験では、私たちの貿易情報連携プラットフォームと
NTP の API による接続実験を行い、クロスボーダー取引にお
ける安全性、効率性、透明性向上といった効果を確認しました。

現在、両国間での商用でのサービス開始に向けて取組みを加
速させています。

タイでの実証実験

2018年度に、NTT データはタイのサービスプロバイダや日
泰の企業・銀行と共に、日本－タイ間の貿易手続きの電子化
に向けた実証実験を実施しました。
タイは日系企業の進出も多く、対日の貿易取扱量も多いた

め、End to End での貿易手続きの電子化による大きな効果
が見込まれます。

本実証実験では、タイの貿易手続きサービスと私たちの貿易
情報連携プラットフォームをシームレスに連携させることで、
利用者へのベネフィットの確認やシステム的な課題の洗い出
しを行いました。

貿易分野における貢献と実績
日本における国際物流分野の BtoG の基幹システムとして、重

要な役割を果たしているのが、通関システム「NACCS」です。全
国の主要な空港や港湾で利用されており、通関手続きだけでな
く、貿易にかかわる関係省庁の手続きも含め、24時間 365日ワ
ンストップで処理する世界的にも極めて優れた ITシステムとなっ
ています。

NTT データは、NACCS のサービス開始以降 40年、唯一のプ
ライムコントラクターとして、システム構築やサポートを提供して
います。私たちはこの経験を活かし、新興国の経済発展や国際競
争力の強化につながる通関手続きの IT 化をサポートしています。

2014年4月にはベトナムでVNACCS、2016年11月にはミャ
ンマーで MACCS の運用を始動させました。通関時間の短縮
や書類の電子化などで大きな効果をもたらしています。

グローバルプラットフォームを目指して
長年にわたる税関・貿易システム構築の経験を活かし、NTT データは日本や東アジア諸国の経済発展に貢献
してきました。貿易情報連携プラットフォームの海外展開に向けて既に各国での実証実験を積み重ねています。

ミャンマー
税関システムの構築

現地ステークホルダーとの
実証実験

タ イ

シンガポール
政府との実証実験

ベトナム
税関システムの構築



株式会社 NTT データ
〒135-6026 東京都江東区豊洲 3-3-3 豊洲センタービル
Tel : 050-5546-8263 
www.nttdata.com/jp/ja/
nd-trade-cons-pr@kits.nttdata.co.jp

商品名、会社名、団体名は、各社の商標または登録商標です。

（五十音順・2019年3月時点の情報に基づき作成しています）

貿易情報連携の効率化に向けたコンソーシアム参加企業


