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NTTデータの金融×DXに向けた取り組み

5 インターオペラビリティ / 自律分散社会

“トラストアンカー”としてブロックチェーンの
次のフェーズに向けた取り組みを推進
株式会社 NTT データ（以下、NTT データ）金融事業推進部は、金融領域を始めとするさまざまな領域でブロックチェー
ン技術を提供してきた。ブロックチェーンが新しいフェーズに入った今、さまざまなサービスが出現しようとしている。
新しい社会インフラが求められる将来に向けた NTT データの取り組みを紹介する。
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共有する仕組み、コンセンサスアル
ゴリズムなど分散型のシステムアーキ
テクチャのため相互の連携を行いや
すい特性をもっており、この特性を最
大限に発揮することができれば、 異
なるブロックチェーン間をシームレス
につなぐことが可能になる。それこそ
がインターオペラビリティである。
インターオペラビリティが 成 熟し
異なるブロックチェーン間をシームレ
スにつなぐことができるようになる
と、デジタルアート作 品やゲームア
イテムなど N F T を購入するときに、
ビットコインやステーブルコインで直
接 代 金が支 払うことを可 能になり、
ブロックチェーン上で実 現されるあ
らゆるデジタル資産（A s s e t）の購
入を、 様々な 暗 号 資 産（T o k e n）
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交換を実現する新しい分散技術のオ
ファリング整備を行っていく。
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ブロックチェーンは分散技術として
は未だ発展途上であるとしたうえで
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クチェーンが出現した背景には、 多
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モノの移転と資産の移転を連携させるインターオペラビリティ

る という前提がありました。しかし、
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ステムの形態は、コンピュータやネッ
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遂げてきた。 今後、更なる情報通信

NTT データは、自律分散型社会

「私たちは、ブロックチェーン活動

技術の性能向上に伴い、データの保

の実現に必要な分散技術と信頼を保

を通して世の中の動向が変化してい

管と処理がスマホ等の個人デバイス

証する

ることを実感しています。新しく提

で処理が可能な「分散」 で行える時

今後もさまざまな角度から取り組み

供される暗号資産（Token）とデジ

代が再度到来すると予想される。 最

を推進していく。

タル資産（Asset）をつなげることで

終的にはセンター型のクラウドやサー

更なる可能性を広げるブロック

バといった中央集権的な役割のシス

チェーンのインターオペラビリティ

テムは消滅はしないものの、データ

技術は、私たちの考える 新しい社
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会インフラ

スが IoT デバイス間において分散型

を作り上げるための重

要な技術の一つです」
（世取山氏）。
NTT データは今後、インターオ

で提供される自律分散型社会の時代
が到来するだろう（図２）。

ペラビリティを活用して異なるブ

NTT データは自律分散型社会を

トラストアンカー

につい

として

※ 1：
「日本における未来志向型インフラ・テ
クノロジのハイプ・サイクル：2020年」
https://www.gartner.com/jp/newsroom/
press-releases/pr-20200910
※2：Non-Fungible Tokenの略。
資産のコピー
が可能であるデジタル空間においても、ブロ
ックチェーンにより唯一無二のデジタルアイ
テム（品物）を担保することができ、希少性
による価値を保つことができる。デジタルア
ート作品、ゲームアイテムなどが代表例。

ロックチェーン基盤での同時交換の
技術検証を行い、貿易領域を始め不
動産、医療、シェアリングなどさま
ざまなモノの移転と暗号資産やデジ
タル通貨の移転の同時実行実現に貢
献する予定だ。
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クラウド ：データ保管・分析、アプリケーション（非リアルタ
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今後のインターネットの変化として
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自律分散型社会実現への貢献

ブロックチェーンの経験を活かし、Web 3.0の実現に向けて求められる技術オファリング整備を行っていく
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