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NTTデータの金融×DXに向けた取り組み

7 TradeWaltzⓇ

ブロックチェーン技術を活用した貿易プラット
フォーム「TradeWaltz」が実現する未来の貿易
株式会社 NTT データ ( 以下、NTT データ ) のブロックチェーン技術が事業化に至った一例に貿易プラットフォーム ( 以下、
PF)「TradeWaltz」がある。NTT データは 2020 年 4 月に運営事業体となる準備会社を設立。同年 10 月に 7 社共同出資の下、
株式会社トレードワルツ ( 以下、トレードワルツ社 ) が誕生した。本稿では、
「TradeWaltz」の概要等について紹介する。
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の担保に貢献している。
また、円滑な取引実現のために国
内外で多くの実証実験も重ねている。

ビジネスコミュニケーション

2021 Vol.58 No.10

の累計調達額は 30 億円に到達した。
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が、トレードワルツアドバイザリー
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輸出者
（売主）
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ボードに着任することが決定した。
東大 IPCは出資に際し、TradeWaltz
への期待を次のように述べている※ 2。
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DX 化を実現すべく、同社への出資を
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アジア太平洋地域の貿易 PF の
インターオペラビリティ実現に
向けて
貿易業務の効率化を強化するため
には国家間の貿易 PF を連携し、「イ
ンターオペラビリティ」 ( 本特集⑤参
照）を創出する必要がある。トレード
ワ ル ツ 社 は、2021 年 5 月 11 日
APEC が主催する「コロナ禍を乗り越
図3

えるデジタル技術を活用した貿易円滑

IoT × TradeWaltz

化施策ワークショップ̶ 第１回貿易 PF

格的に商用展開するにあたり、貿易

証実験の準備に着手している。 実証

の活用」 に登壇し、過去に連携実証

コンソーシアム参加企業に出資を募

実験は、京セラコミュニケーションシ

を行い、貿易 PF 間連携を計画してい

り、ジョイントベンチャーとして事

ステム株 式 会 社 ( 以 下、KCCS) と

たシンガポールの貿易 PF 「NTP」と

業を行うことにしました」

共同で、KCCS の位置情報 PF 「IoT

タイの貿易 PF「NDTP」にニュージー

TradeWaltz を成功させるには、貿

トラッカー」と TradeWaltz をつなげ

ランドとオ ー ストラリア の 貿 易 PF

易実務を担っている各ステークホル

て実施する。モノの移動と倉庫への

「TradeWindow」を加え 2022 年度

ダーの知 見が必 要になる。しかし、

搬入・出庫の日時をコンテナに取り

末までに 5 か国の PF 連携を目指した

NTT データが IT サプライヤーの立場

付けた 「IoTトラッカー」 でとらえ、

具体的検討に入ることを提案した。同

に徹して、サービス対価を受け取るだ

対応するドキュメントと照合し、契約

席した台湾の貿易 PF 「TradeVAN」

けの形であれば、みんな納得しなかっ

の履行状況を確認したうえで最終的

からも参画意思表明があり今後具体

ただろう。自社のメリットだけを優先し

には決済まで行うという想定だ ( 図

的な連携を検討していく予定である。

て考えると真の共創は実現しない。こ

３）。この実証実験が評価され、 実

れからは業種を跨いだ変革が社会的

現することにより、 運送業者、 倉庫

に求められる時代。 重要なことはス

業者、港湾業者、船会社までをも取

テークホルダーを一つに束ねるビジョ

り入れたさらに広い枠組みでの貿易

ンの高さと一緒にリスクテイクする姿

の業務効率が可能となる。

※1ブロックチェーンサービスを提供するベン
ダーのケイパビリティを総合的に評価する
Everest Group の調査レポート「Enterprise
Blockchain Services PEAK Matrix ™
Assessment 2020」において、
2 年連続で「リ
ーダー」評価を獲得
※ 2 https://www.tradewaltz.com/news/600/

勢だと河村氏は強調する。貿易実務
の変革がやがて社会の変革につなが
ることが期待される。

IoT × TradeWaltz で
貿易の効率化の範囲を拡大
トレードワルツ社は、貿易の電子化
をさらに物流や決済領域に広げるこ
とを検討している。 具体的には IoT
を活用してモノの流れを TradeWaltz
にリンクさせ、モノの受け渡しを契機
に決済も行うというものだ。トレード
ワルツ社はこの実現に向けて既に実
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APEC 5か国プラットフォーム連携を提案
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