2 金融マーケット事業部の取り組み

ブロックチェーンによる貿易業務の効率化／
「コアに集中」：“Auth0”や“Twilio”の活用
金融マーケット事業部は第四金融事業本部のなかでも特に取引所や証券会社などをお客様としている。お客様に寄り添っ
て長期的な関係を構築し、SI を得意とするのは社内の他事業部と同様だ。本稿ではブロックチェーンを活用し貿易業務
を効率化する取り組みや、外部のサービスを活用して SI を効率化し、得意分野に集中するための取り組みを紹介する。

ブロックチェーンによる貿易情
報連携実現に向けた取り組み
対日貿易が年間約 5％ペースで
成長する一方、国内の貿易実務者
は減少傾向であり、貿易業務の効
率化が喫緊の課題となっている。

株式会社 NTT データ
第四金融事業本部 金融マーケット事業部

ところが貿易業務では紙のやりと
りが多く、メールで送られる情報

（左から）第一統括部

も紙をスキャンして作成した

部長 西川 宣人氏

課長代理 大網 恵一氏

第三統括部 統括部長 多田 淳一氏

課長 石土 誠氏

PDF ファイルということが多い。
日本ではこの傾向が特に強いことか

から、業務効率を約 40％向上可能

ら、NTT データはブロックチェー

と判断し取り組みを本格的に開始さ

ン技術を活用した貿易業務の効率化

せている。

に取り組んできた。2016 年に複数

2017 年 8 月には国内の主要な荷

の銀行や保険会社と実施した PoC
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貿易情報連携プラットフォーム
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ラットフォームの
試行運用を実施し
ている。コンソー
シアムメンバーは

2020 年 3 月時点で 18 社に増えた。
このほか国立研究開発法人新エネ
ル ギ ー・ 産 業 技 術 総 合 開 発 機 構
（NEDO）による「ブロックチェーン
を活用した貿易手続きの効率化」に
関する研究開発を受託する等、国内
外で様々な取り組みを進めてきた。
「シンガポールの貿易プラット
フォームと連携する実証実験や、日
本とタイの間の貿易手続きデジタル
化に関する実証実験に参加しました。
また、ダボス会議 2020 で併催され
た貿易デジタル化推進フォーラムに
おいて、
『貿易のデジタル化推進に関
する覚書』に日本からは商社や銀行、
保険会社等当社を含め 10 社の企業
が署名しています。
」
（大網氏）
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NTTデータ
第四金融事業本部のデジタルオファリング拡大の取り組み

“TradeWaltzTM”として 2020 年
度内にサービス提供開始予定
2020 年度内には貿易情報連携プ

ステムの「コア」でないことが珍し

アプリケーションに認証関連の機能

くない。必ずしも全てを自社で作る

を 追 加 で き る IDaaS（Identity as a

必要はない時代になったとして、石

Service）だ。米国に本社を置き顧客

土氏は次のように語る。

数は 9,000 を超えている。現在は日

ラットフォームのサービス提供開始

「例えば認証関連の機能は当たり

を予定している。
「ワルツを踊るか

前のものであり特別な仕組みは必要

企業や省庁による利用実績もある。

のようにかろやかに貿易手続きを行

ないと誤解されることもあります。で

高セキュリティ

う」という意味を込め、サービス名

すが近 年は多 要 素 認 証やその他セ

I S O27001、I S O27018、P C I

称は

TradeWaltz とした。コロナ

キュリティ関連仕様への準拠が求め

DSS などの認証取得をはじめ、セ

禍でリモートワークを推進したくて

られるなど、開発リソースをかなり消

キュリティ対策は万全だ。認証関連

も、貿易書類を処理するために出社

費しています。 専門知識を持つ人材

のセキュリティ対策を Auth0 に任

が必要、という会社が少なくないと

を抱え最新の技術トレンドに対応する

せてしまえるメリットは大きい。

いった昨今の事情もあり、関係者か

必要もあります。しかも万が一セキュ

豊富な機能

らの期待を集めている。

リティインシデントが発生した場合に

シングルサインオン、ソーシャルロ

「当初は輸出業務のみの対応です

は致命的な影響が生じる重要な機能

グイン、パスワードレス認証、多要素

が、早期に輸入業務、さらには三国

です。そこで認証のように標準化が

認証に対応しているほか、65 種類の

間での取引にも対応します。またコ

進んでいる機能は外部に任せ、我々

SDK が提供されており開発言語やフ

ンソーシアム参加企業などの協力を

は最も得意とするコアの部分に集中

レームワークを問 わず利 用できる。

得ながら、貿易手続の 100％電子

すべきと考えるようになりました。」

IoT デバイスからの利用、不正アクセ

化やさらなる高度化にも取り組む考

認証関連の機能を“Auth0”で
素早く実装

えです。
」
（西川氏）

「コアに集中」し、強みである
SI 力をさらに高める取り組み

具体的な取り組みの 1 つが、まさ

本にもオフィスがあり、日本の大手

ス検知、GUI によるわかりやすいユー
ザー管理まで可能となっており、多様
なユースケースに対応できる。
ユーザー数に応じた月額利用料

に認証に関する課題感への対応で

ユーザー数で利用料が決まるた

NTT データはあらゆるニーズに

あった。サービスごとに認証の仕組

め、アプリケーションの数が増える

応える SI 力を強みとしている。し

みを作るのではなく、認証プラット

ほどコストメリットが高くなる。

かし同じような機能をサービスごと

フォーム Auth0（オースゼロ） を

ユースケース例：新規 BtoC 向けサ

に作ることも多く、しかもその機能

活 用 す る 取 り 組 み を 進 め て い る。

ービス展開

自体は競争力の源泉になるようなシ

Auth0 は数行のコードを書くだけで

複数の新規サービスを開発する場
合を例にとる。既存の
基幹システムと連携し
たいもののすぐには難
しいのでとりえず
Auth0 で全て実装した
い、サービスによって
はサードパーティーと
連携して認証したい、
シングルサインオンを
実現したい、といった

図2
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Auth0 主な機能

ニーズに素早く応える
ことができる。
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パートナー契約を締結
2020 年 1 月には Auth0 とパート
ナー契約を締結しリセラーとなり、
既に大手証券会社へ導入している。
今後一層 Auth0 の活用を進めてい
く方針だ。
「Auth0 を活用するメリットは大
きく、我々が手がけた案件でも 1
ヶ月以内で認証機能を実装した例が
あります。活用前の検討はしっかり
行う必要がありますが、NTT デー
タの総合力を活かし検討段階から寄
り添うことができます。その意味で

図3

も Auth0 は我々のビジネスと相性
が良いと考えています。」（石土氏）

コミュニケーションの多様化に
“Twilio”で素早く対応

Twilio 概念図

（FLEX）など、約 30 種類にも及ぶ。

え、録画した映像・音声ファイルの

これらを組み合わせることで多様な

保存まで短期間に実装可能だ。そう

ニーズに応えることが可能だ。

したデータをテキスト化して通話内

従量課金制

容をチェックするといった活用法が

初期費用や月額基本料がなく
（FLEX

音声通話、メッセージング、メー

考えられる。

ル、ビデオ通話など、企業と顧客と

除く）
、SMS の配信は $0.0075/ 通〜、

ユースケース例：コールセンターを

の間のコミュニケーションも多様化

ビデオ機能は参加者あたり $0.0015/

クラウドへ移行

が進んでいる。この分野でも SI を効

分〜、認証機能は $0.09/ 回といった

前述の FLEX を活用してオンプレ

率化したい NTT データが注目した

ように使った分だけの課金となってい

ミス型コールセンターを短期間でク

の

る。

ラウドに移行できる。Salesforce な

高セキュリティ

ど CRMとの連携、通話データの保

が CPaaS（Communications

Platform as a Service）の Twilio だ。
数行のコードで各種コミュニケー

FISC に準拠していることをはじ

存、スーパーバイザーがオペレー

ション機能を実現できる Twilio は米

め、多数の第三者機関による認証も

ターをモニタリングする仕組みま

国でデファクトスタンダードとなっ

取得している。監査ログ取得など

で、Twilioで可能だ。

ており、
IT 専門調査会社 IDC の cloud

Enterprise

communicationa platform-as-a-service

ンも用意されている。

では 2019 年まで複数年に渡りリー

サービス連携

Edition というオプショ

CRM（Salesforce、Zendesk 等 ）

ダーポジションを獲得している。

「コアに集中」しつつ早く／
安くお客様の DX 促進に貢献
NTT データは Twilio についても

や前述した Auth0 などさまざまな

リセラーとしての提供を開始した。

大きな特長の 1 つが API により

SaaS と連携しやすいことも特長の

「Twilio や Auth0 など、道具とし

利用できる機能の充実度だ。SMS、

1 つだ。Salesforce ならプラグイン

て使えるものがたくさんあります。

メール配信、音声、ビデオなどによ

を利用することで簡単にコンタクト

それらを積極的に活用することで

るコミュニケーションに対応するの

センター機能を実現できる。

我々は『コアに集中』しつつ、素早

はもちろん、新規登録時のユーザー

ユースケース例：ビデオ通話営業

く、安くシステムを構築し、お客様

約 30 種類の豊富な機能

認証、電話決済、電話で自動応答を

コロナ禍でビデオ通話による非対

のデジタルトランスフォーメーショ

行うための IVR、クラウド型コンタ

面 営 業 の ニ ー ズ が 高 ま っ て い る。

ン（DX）に貢献していきたいと考

クトセンターを実現するための機能

Twilio ならビデオ通話そのものに加

えています。」（多田氏）
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