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今日、海運業界は世界貿易額の約
90％を占めています。 出荷は世界
経済の生命の血です。輸送がなけ
れば、大陸間貿易、原材料の大量
輸送、手頃な価格の食料品や工業
製品の輸出入は不可能です。この
大変貴重な産業は、過剰生産、変
動性の高い貨物運賃、セキュリテ
ィ 脅威と増加する規制。
他方、途上国から運営されている
地元の生産者、傭船者、荷送人、特
に仲介業者の数が多い、運賃が高
価である、透明性が欠如している、
限られた数の 海上線の不足、小
規模貨物輸送の困難さなどが挙げ
られます。
世界の船舶は、効率を高め、プロセ
スを改善し、基本的なデジタル変
換を行い、船主の将来の収益を確
保し、世界中の傭船者や生産者に
もっと多くの機会を提供しなけれ
ばならないことは、
業界の重大な問題を解決するため
に、Ethereum Blockchainをベ
ースにした配送プラットフォームで
あるBitNauticを、業界のすべての

利害関係者、すなわち生産者、船
主、傭船者、仲買人、輸入業者、 輸
出業者。
海運産業のデジタル化と地方分権
化への我々のビジョンBitNautic
の貢献では、オープンマーケットと
自由貿易における途上国の発展に
貢献し、国際貿易と協力の強化、
業界内の官民パートナーシップ、
知識共有、政府規制当局と海運業
界との間のギャップの橋渡し. 
BitNauticは、アフリカ大陸の新興
国を中心に事業を開始しました。
BitNauticの開発と拡張は、Bit-
Nauticプラットフォームにアクセ
スするために使用されるBitNau-
tic Token BTNTのCrowdsale
で資金提供されます。

抽象
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海運業はグローバリゼーションと
国際貿易の基盤です。
シーボーンの輸送は、世界の産業
および社会において重要な役割を
果たし、食料、水および技術製品だ
けでなく、大量の原材料および加
工品の輸送を可能にします。
シーボーン貿易は拡大し続けてお
り、競争力のある運賃を通じ、世
界中の消費者に利益をもたらして
います。輸送手段としての輸送効
率の向上と経済自由化の進展によ
り、業界の更なる成長の見通しは
引き続き堅調に推移しています。

あらゆる種類の貨物を輸送してい
る国際的に取引される5万社以上
の商船があります。 世界艦隊は
150カ国以上に登録されており、
ほぼすべての国籍の船員が100万
人以上も乗っています.

船舶は技術的に洗練された高価
値の資産であり、商船の運営によ

り、年間貨物収入は米ドルで50億
ドル以上になります。
過去1世紀を通じて、船舶業界は
総貿易量の増加という一般的な傾
向を見てきました。工業化の拡大
と国家経済の自由化は、自由貿易
と消費者製品に対する需要の増
大を促した。しかし、すべての産業
部門と同様に、船舶は景気後退の
影響を受けやすい。事実、数年に
わたる信じられないほど浮遊して
いる海運市場の後、多くの貿易に
とって生きている記憶が最高です
が、国際海運業界の多くは、2008
年の世界的な景気後退の犠牲に
なり、輸送需要が劇的かつ急激に
減少しています。

配送と世界貿易
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今日では、長期的な歴史的平均と
比較して若干遅い成長率を経験し
ていますが、2035年に世界の水
上貿易は倍増すると予測されてい
ます。
アフリカ、アジア、南アメリカでの人
口の継続的な増加と都市化の進
展は、今後10年間で水需要の増
大する需要の最大の要因の1つに
なるでしょう。
成長する国境を越えた電子商取引

と第4の産業革命（産業4.0）はま
た、成長を維持し、さらに海洋貿易
パターンを再形成する可能性を秘
めています。
しかし、その成長を維持し、同時
に、船主の将来的な収益性を確保
し、開発途上国の傭船者や生産者
に対する船舶サービスへの容易な
アクセスを確保するためには、世
界の海運業界は効率を高め、プロ
セスを改善し、 変換。

配送と世界貿易
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海運に直面する課題

世界の製造された製品や製品のほ
とんどはコンテナ船で輸送されて
いますが、業界は厳しい予期せぬ
未来に直面しています。
人的ミス、紛失、不正確な文書、さ
らには標準以下の商品でさえ過ぎ
た過剰能力、信頼問題、時代遅れ
のシステムは、業界の見通しに根
本的な影響を与えます。これらの
課題は、透明性、説明責任、ロジス
ティクス・チェーンにおける責任に
対する社会の要求の高まりととも
に、業界が新しいソリューションを
模索する方向に向かいます。

海運業界は、署名を何度も必要と
する多くの書類を扱ってクレーム
を管理し、書き込むという行政上
の負担に直面しています。このよう
なストレスにもかかわらず、ネット
ワーク内の小さなサービスの中断
や容量不足は、出荷の遅れ、コスト

の増加、または誤った配送につな
がる可能性があります。さらに、貨
物に衝突する危険は泥棒であり、
武装強盗であるだけでなく、海事
産業に対する最新の安全保障上
の脅威はハッカーによるものです。

それが戻ってくる限り、出荷コミュ
ニティ全体は決済や取引に関連す
る問題のために同じプラットフォ
ーム上にいたことはありません。船
舶の種類とコスト、輸送費に関し
ては、輸入者と輸出業者の間に情
報の不足がある。海運業界が直面
している課題には、多くのものがあ
ります。
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キャリアの課題。

ソマリアの海岸やアデン湾の船舶
に対する海賊および武装強盗事
件の数が多いことは、世界中が認
識していることであり、これらの事
件の影響を強く受けている海洋産
業の関心が高まっています。海賊
行為はある程度管理されています
が、船主は西アフリカの危険な海
賊行地帯を通勤している間も船舶
には私的武装警備員を使用してい
ます。
武装強盗だけでなく、海事業界に
対する最新のセキュリティの脅威
はハッカーからもたらされます。 自
動化され、技術的に先進的な船舶
は、ハッカーがGPS、AIS海洋自動
識別システム、ECDIS電子海図表
示システム（デジタル海図を表示す
るシステム）にアクセスするのに成
功したサイバー攻撃に対して脆弱
になっています。

海上輸送は年間1000百万トンの
CO2を放出し、地球温暖化ガス
排出量の約2.5％を占めています。
これらの排出量は、より新しい省
エネルギー技術の導入がない場
合、2050年までに250％まで増
加すると予測されている。温室効
果と水生生物への危険性など、地
球規模の海運活動が環境に与え

る影響について懸念が高まってい
ます。
業界は、海上輸送からのCO2排出
量のモニタリング、報告、検証のた
めの枠組みを完成させることに取
り組んでいます。しかし、普遍的に
承認された規制と十分に信頼でき
る技術がないと、業界には不確実
性があります。

セキュリティ上の脅威。

環境規制
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UNCTAD（海上輸送2017）の
最新報告によると、海上貿易は
2016年に2.6％増加して103億
トンに達したとされています。これ
は2015年の2.1％増に歓迎すべ
き改善であったが、需要の増加は、
今年初めに18億8,000万トンに
達した業界の運搬能力の3.2％の
増加によって相殺された。

したがって、需給バランスの不均
衡は、コンテナ運送市場が最大の
価値を持ち、総営業損失35億米ド
ルを計上して、業界利益を押し下
げた。 

しかし、世界の海上貿易が盛んに
なるにつれて、2017年から2022
年にかけて年率3.2％の成長が予
測されています。
これは、少数の船を建てることによ
って、より多くを廃棄することによ
って、または「能力共有」を増やす
ことによって行うことができます。

過剰容量

不正な追跡は、同様に有害な透明
性の差によって引き起こされます。
追跡の問題は商品を移動するとい
う課題に全身的かつ本質的なもの
ですが、透明性の欠如は主に不正
なデータ処理の慣行によるもので
す（正確なデータを共有しないよ
う奨励されているためです）。仲介
業者は、細分化、不確実性、または
契約の排他性を保護するために、
しばしば運送業者と運送業者が
貨物を運んでいることを発送者に
伝えることができない、またはしな
いことがあります。

Throughout

Capacity 透明性の欠如
2015年2月に運航業界のビジ
ネスを停滞させた1カ月間のウェ
スト・コースト船員の減速を忘れ
ることができるのは誰ですか？ま
た、2015年12月に、オーストラ
リア海洋連合（MUA）が2ヶ月間
人質を抱える世界的な鉱業大手
Alcoaの船を保有し、ポートランド
港の運営を混乱させる事件が起こ
った。反復的に、労使紛争やストラ
イキは海運業界を混乱させ、収益
性と製品の導入に大きなギャップ
を生じました。出荷レートが上昇
し、サプライチェーンが過負荷にな
ります。

労働争議と雇用削減
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荷送人の課題

貨物は、さまざまな方法でポイント
からポイントへ移動できます。オプ
ションがあるのが便利ですが、多く
の荷送人は圧倒されています。配
送環境を理解することで、1日の終
わりに時間とお金を節約できます。

最良の貨物輸送料金を探すには、
適切なツールやプロセスが装備さ
れていないと時間がかかることが
あります。ほとんどの場合、荷送人
は契約を締結している（柔軟性を
妨げる）か、複数の電話をかけて1
つの荷物に最適な料金を見つけな
ければなりません。交通管理シス
テムを整備すれば、この問題を解
決することができます。

輸出業者と輸入業者は、彼らが最
も必要とするときに、コンテナやバ
ルク輸送能力が不足することがよ
くあります。これにより、遅延、追加
コスト、潜在的な罰則、顧客および
パートナーとの緊張関係が生じま
す。また、貨物を定期的または順次
発送する荷送人は、遅延、業績上
の罰則、紛失した業務を時間通り
に納品できない場合に流通させ、
航空貨物または他の選択肢を奨
励して罰金を防止しますが、罰則. 
一般的に、年間サービス契約と現
物市場との間の適切なバランスを
見つけることは困難であり、財務
上の影響があります。 

荷送人はいつかプロセスを進める
準備ができていません。 船荷証券
を記入することから貨物クラスを
特定することに至るまで、国際的
な船積みの際には1つのミスステ
ップが発生し、課徴金、遅延、習慣
が発生する可能性があります。 荷
送人は、仕事を完了させるために
必要な知識を事前に準備しておく
必要があります。

最適なオプションを見つける

最高のレートを見つける.. 出荷需要が予測を上回る

準備と文書化
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BitNauticの
紹介
アンケートと報告で確認された創
業者の経験から、我々は海運業界
が直面した重要な課題を知ってい
ます。
BitNauticは、輸入業者、輸出業
者、荷送人、船主、運送業者、代理
店などのすべての利害関係者が同
じページに来て、独自の条件を交
渉することができるオープン分散
型プラットフォームでこれらの課題
に取り組むことで、 複数の関係者
の関与。これらのすべては、ブロッ
クチェーンのセキュリティと透過性
で実現します。

送料、それがある
べき方法

 世界中の船主は、船舶のリストとそ
の位置を更新することができます。 
貨物所有者は、同様の方法で、詳細
な要件で貨物を列挙することができ
ます。 すべてのユーザーは、世界中の
あらゆる港でリアルタイムのポジショ
ンを持つ世界の貨物市場の実際の状
況に従うことができます。.

 荷送人と運送業者は、効果的なデジ
タル契約に基づく信頼性の高い予約
システムから利益を得ています。 ユ
ーザーは契約を締結し、スペース、機
器、料金を最大6ヶ月前にロックしま
す。 運送業者のオファーはオールイ
ンで、料金は固定されています。 荷送
人は決して驚くべきアクセサリーを持
っておらず、料金は決して変更されま
せん。 請求書は常に契約を100％の
精度で一致させます。

 連絡先情報、船名、および資産に関
する個人データは、それぞれの所有
者のみが利用できます。 BitNauticユ
ーザーは、貴重な情報をいつ、誰と共
有するかを決定します。. 

グローバル

信頼性のある

安全な
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 資産と契約を表す公開データはブロ
ックチェーンに格納され、必要な特権
を持っていればすべての当事者にア
クセスして監査することができます。 
各契約の交渉の歴史は、ブロックチ
ェーンでいつでも入手でき、簡単に輸
出可能です。 これは間違いを避け、当
事者間の誠実さを保証するのに役立
ちます。

 荷主は、貨物の出発地と目的地、船
舶の日付と機器のタイプを入力して
から、サービスの実績と情報に基づく
決定を下すために必要なすべての詳
細とともに、陸送業者から直接拘束
力のある提供を即座に受け取ります。
船主は船の位置と日付を入力し、 一
致する貨物でリード線を受け取る。.

貨物と船舶に最適な船舶を見つけ、
海上資産の使用を最適化するため
に、BitNauticは船舶業界向けに設
計された高度なAIエンジンを開発し
ています。 AIの最適化は、荷送人と船
主が船積みの最適化と船積み能力の
共有によって、船積み資源のより良い
利用、費用の削減を行うのに役立ち
ます。

 BitNauticからのマークアップはあり
ません。 仲買人はいません。 船主/運
送業者が支払った透明なプラットフ
ォーム料のみで契約を結び、契約を
管理する.

 船舶に設備とスペースを保持するた
めに、荷主は貨物が積み込まれる前
の天びんに貸方記入された名目預金
を提出します。 あらゆる貨物、チャー
ター、販売およびその他のサービス
は、暗号化またはBitNauticトークン

（BTNT). 

トランスペアレント
使いやすい

インテリジェントな

Inexpensive

複数通貨
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BitNauticソ
リューション
荷送人の課題、当社のソリューション

あなたのチャレンジ 私たちのソリューション

私は海上輸送の予期せぬニーズがあります。
キャリアの空き状況を表示したり、オファーを見つけることができます。 2週間
から6ヶ月間の契約を購入することができ、船舶スペースとコンテナの可用性
は100％信頼性があります。

5分であなたはオファーを比較し、信頼できる拘束力のある契約を購入するこ
とができますtract

あなたの貨物をリストするだけで、私たちのシステムは統合の機会を見つける
のに役立ちます

心配ない。 BitNauticに登録されたエージェントは、固定価格で手頃な料金
でお手伝いします。

複数のプロバイダからのオファーを見つけることは難しく、時間がかかる

私は少量を出荷しなければならず、手頃な価格の配送ソリューションを見
つけることができません

私は、船荷証券とその他の出荷書類を準備する方法を知らない
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キャリアの課題、当社のソリューション

あなたのチャレンジ 私たちのソリューション

私の船は多くの非生産的な日々を雇っています あなたの船をリストし、その場所を更新してください。 SubNauticaはあなた
に最適な貨物を見つけます。

あなたの船をリストし、その場所を更新してください。 SubNauticaはあなた
に最適な貨物を見つけます。

あなたの船をリストし、その場所を更新してください。 SubNauticaはあなた
に最適な貨物を見つけます。

あなたの船をリストし、その場所を更新してください。 SubNauticaはあなた
に最適な貨物を見つけます。

私の船の利用率は低いです、私はそれを改善する必要があります。

私は新しい顧客を見つけるのに苦労します

私の利益率はマイナスですが、私はブローカーを通じてビジネスを行い、彼ら
はすべてのマージンを取っています（> 10％）

BitNauticソ
リューション



15

BitNautic
分散アプリケーション
BitNautic分散アプリケーションには、次の機能があります。

BitNauticCargoBookingSystem
は、今日の輸入業者と輸出業者のニ
ーズを満たすために作られています。
荷受人は、いずれの国からでも、貨物
の場所に基づいて貨物を運ぶことが
でき、目的地と交差している船を見る
ことができます。最高の一致最低価
格は、重量、時間枠、宛先アドレス、送
信元アドレスなどの仕様に基づいて、
異なるサービスプロバイダの複数の
パッケージから選択するオプション
を使用して、明確かつ魅力的なオフ
ァーでユーザーに提供されます。ま
た、BitNautic予約システムでは、すべ
ての出荷作業の代理人を任命するこ
とができます。

BitNauticは、リアルタイムの船舶仲
介システムであり、運送業者と船主が
船舶の一覧を表示し、場所を更新し、
海運のリードを獲得して新しい顧客
を見つけることができます。SubNau-
ticaでは、簡単に聞こえるように、船
主は最高のマッチング・シッピング・リ
ードを受け取り、荷主と明確かつ信頼
できる契約を結ぶことができます。
プラットフォーム上のエージェント
は、運送業者と船主をサポートし、す
べての出荷伝票を適切に実行します。
どんな商品が出荷されなければなら
ないにしても、BitNauticの代理店は
ステップバイステップで助けてくれる
でしょう。

荷送人と船主（運送業者）は、船積み
の統合のための特定の機会を列挙す
ることができます。彼らは、コンテナの
空きスペースまたはバルク出荷のた
めの船倉の空きスペースの観点から、
積載場所、排出場所、および空き状況
の詳細を提供します。

貨物予約システム 貨物連結船舶仲介システム
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BitNauticは、ユーザーに、卸売商品
を宣伝し取引する可能性を提供しま
す。
プロデューサーは、特定のローディン
グ場所に関連して、自社製品を直接
販売する機会を得ることができます。 
したがって、いくつかの仲買人を切り
出し、収入を増やし、国際商人にビジ
ネスチャンスを提供する。
Wholesale E-Commerceプラット
フォームでは、ユーザーが集まって貿
易取引を行って、自分の条件を交渉し
ます。支払いシステムはcryptocur-
renciesに基づいていて、エスクロー
サービスによって、速く、簡単で、安全
です。

BitNauticは、特定のエスクローサー
ビスを提供します。買い手がエスクロ
ー取引を初期化すると、BTNTトー
クンはスマート契約でロックされま
す。 買い手が売り手の義務が履行さ
れたことを確認すると、彼は売り手に
資金を解放することができます。 エ
スクローエージェントとして機能する
BitNauticは、トランザクションを監
督します。 紛争が発生した場合、エス
クローエージェントは、買い手に介入
し払い戻しを行うか、売り手に資金を
解放することができます。

卸売電子商取引

エスクローサービス

BitNautic は、お客様の最先端の船
舶および貨物追跡システムを提供し
ます。主な機能は次のとおりです。

船の追跡
この機能は、貨物の予約のために船
主と顧客のために特別に設計されて
います。顧客は自分の船のステータ
スと位置をリアルタイムで見ること
ができます。さらに、モバイルアプリ
ケーションは、船舶所有者に、総コン
テナ数および貨物タイプを含む船の
状態に関する特定の詳細を許可す
る。BitNauticは、追跡システムを使
用して、あらゆる船舶を追跡すること
により、物品を迅速かつ効率的に輸
送します。

貨物追跡
同じ追跡機能が、貨物の所有者にもリア
ルタイムで貨物の位置を見せるように拡
張されます。この機能は、紛失した貨物の
重大な問題、配送の遅れを解決し、お客
様の安心と信頼を向上させます。

Tracking system
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高額/マークアップ元
ブローカー5％～15％

ミドルマン

遅延支払い

複雑/紛らわしい契約

不透明な運賃

複雑な断片化
ドキュメンテーション

フラット料金：2％

分散型の直接の連絡先

即時支払い

透明、固定、オールイン契約

オンラインオファー、直接契約交渉。

独立系エージェントのサポート、
すべての文書と証明書がアーカイブ
されます。

荷送人と運送業者

荷送人と運送業者

キャリア

荷送人

荷送人と運送業者

荷送人と運送業者

伝統的な船積み 利点BITNAUTIC

BitNauticの利点の比較表
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BitNautic
アーキテクチャ
ブロックチェーンは、分散された分散
型で不変なデータベースで、さまざま
なレコードが格納される方法に革命
を起こす可能性があります。Block-
chainは、主要な機能が透過的で不
変で信頼できるリアルタイムデータソ
ースを可能にするため、ペットレコー
ドストレージの完璧なソリューション
です。

Ethereumのブロックチェーンを取り
巻く開発者の機能、機能、そして巨大
なコミュニティは、これをBitNautic
に最適なオプションとして提案してい
ます。Ethereumは、Bitcoinなどの
Bitcoinプロトコルブロックチェーン
にはない新しい機会をもたらしまし
た。Ethereumを使用すると、分散し
た方法でコードを実行できます。これ
は、ブロックチェイン技術を利用する
ことにより、価値を交換するだけでな
く、価値を蓄えること以上のことが可

能であることを意味します。また、その
値を移動したり、特定のデータを変更
したりするための規則を実装すること
もできます。Ethereumユーザは、中
央サーバを信頼する必要はなく、単に
ブロックチェーンコンセンサスアルゴ
リズムとシステムの出力を信頼するこ
とができます。

スマートコントラクトは、ブロックチェ
ーンネットワーク（ネットワーク上の
各フルノードのデータベース内）に格
納されたコードです。契約を使用する
すべての当事者が同意する条件を定
義し、必要条件が満たされた場合に
契約に記載された特定のアクション
を実行することができます。スマート
契約はネットワーク内のすべてのコン
ピュータに保存されているため、すべ
てのコンピュータはそれを実行して同
じ結果を得る必要があります。 このよ
うにして、ユーザーは結果が正しいこ

とを確認できます。
スマートな契約の助けを借りて、セン
トラルサーバーと権限を削除するか、
その影響（たとえばシングルポイント
障害）を最小限に抑えることができま
す。
海運業界では、ブロックチェーンは、
世界貿易の透明性と効率性を約束し
ます。

ケニアのモンバサからアムステルダム
のロッテルダム港まで海上でコンテナ
を輸送するには、約30の異なる関係
者が関わる約200の異なる通信手順
が必要です。これらの重要なステップ
には時間がかかり、さらにそのような
システムは詐欺や偶発的な誤った通
信をしがちです。
単一の当事者が、ネットワーク内の他
の人の同意なしにレコードを変更、削
除、または追加することはできないた
め、不正防止が行われます。

ブロックチェーン、エテリアム、スマート契約。
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BitNautic
レイヤー
BitNautic Platformは、次の4つのレイヤーに基づいています。
 
 1. エテリアムブロックチェイン層
 
 2. BitNauticビジネスロジックレイヤー（スマートコントラクト）
 
 3. BitNauticサービス層（アプリケーション）
 
 4. BitNauticエコシステム層（第三者アプリケーション）

BitNautic Ecosystem

BitNautic Services

BitNautic Protocol

Ethereum Blockchain



20

BitNauticユーザー
BaltNautic Shippersは、出荷サー
ビスを必要とするユーザーです。
それらは次のようになります。

o 輸出業者
o 輸入業者
o プロデューサー

BitNauticは荷送人に船を予約し、
輸入または輸出の記録を保管する
ための簡単な方法を提供します。 
BitNauticにより、荷送人はニーズに
応じて最高のサービスを比較し、最高
の貨物を予約し、リラックスすること
ができます。 BitNauticは、すべての
出荷サービスとニーズに最適な媒体
として機能します。
BitNauticプラットフォームでは、彼ら
は簡単に貨物を追跡し、船主と直接
通信することができます。

o 各種キャリアの価格比較
o 予約貨物
o 追跡貨物
o チャーター船。

船舶および船主船舶の仕様を完全に
記載し、船舶の可用性を維持すること
ができます。このプラットフォームは、
船主と代理店との直接の通信を提供
します。 したがって、船主は、輸入者、
輸出業者、代理店から直接注文を得
ることができます。 出荷サービスを提
供するだけでなく、船主は付加価値
サービスを見つけることもできます。
船主は以下のサービスから利益を得
ます：
プラットホーム上のリストの発送
  o コンテナ
  o バルクまたはブレークバルク船（
ド ライバルク）
  o タンカー船（液体
o 船舶の傭船
o 荷送人や代理店から貨物の見積依
頼を受け取ります。
o 貨物整理のための自由空間を提供
する

海運業界の様々なステークホルダー
を視野に入れて、BitNauticはプラッ
トフォームを洗練し、海運業界の皆様
に恩恵を受けるようにしました。Bit-
Nauticプラットフォームでは、運送業
者と運送業者だけでなく、海運業界
の代理店も新しい顧客を探してサー
ビスを増やすことができます。私たち
のプラットフォームでは、船主、輸入
業者、輸出業者、生産者と通信するこ
とができます。

荷送人 キャリア エージェント
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BitNautic ビジネスロ
ジックスキーマ

Request 
for order

Order
Details

Ship holder

Offer

Cargo Details

Order Details

Book 
a Cargo

Cargo 
Tracking

Request 
to buy

Seller

Request 
for listing

Shipment 
Details

QR Code

PaymentBlockchain

Product
listed

Product
Details

E-Commerce
Platform

Product Received

Payment

Payment

Payment 
Received

Payment 
Received

Offer accepted

Ship Details
Request for
Ship Linkage

Importer/Exporter

Platform

Buyer
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o LCL（コンテナの積み込み量がより
少ない）：1m3から15m3までの集合
貨物の納入。過剰納入しないように
他の荷送人と共通のコンテナで輸送
される。 これは、少量の商品を配達す
る最も経済的な方法と考えられてい
ます。

o FCL。 （フルコンテナ積載量）：コン
テナ全体を1人の荷送人が対象とす
る海上コンテナ（FCL - フルコンテナ
積載量）での貨物の引き渡し

oバルクまたはブレークバルク：バル
ク、ブレークバルク、プロジェクトおよ
び重貨物、軍事用機器およびコンテ
ナ（NCL - 非コンテナロード）には大
きすぎるか重すぎる他の非標準貨物
の輸送。 船舶は、貨物のロットを貸し
出し、運送する。

BitNautic
プロセスフロー

荷送人（生産者、輸入者、輸出業者）
は、貨物の予約や貨物の見積もりの
ための特定の要求をシステムに入力
することができます。

このアプリケーションは、荷送人が必
要とする特定の配送方法を説明する
過程で段階的にガイドします。 荷送
人は次の情報を提供するよう求めら
れます。

- 貨物のカテゴリと説明
- 出荷モード（貨物タイプによって影
響を受け、制限される）

貨物の予約

動作原理

- ローディングの場所

- 排出場所

- 出荷日
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プラットフォームで取引が利用できない
場合、プラットフォームとシステムは自動
的に統合され、利用可能な最良の取引を
提供します。 他のユーザーと一緒に、オ
ンデマンドで雇用される可能性のあるエ
ージェントには、プラットフォームにサイ
ンアップされます。

Specifications

1_ Weight

2_ Time frame

3_ Destination address

4_ Source address

Offer multiple options 
based on Specifications

Importer/Exporter

Insert cargo details

Ships/Platform

Insert cargo details

Insert cargo 
details

Connect to the ship

Connect to the ship

Delegated 
cargo handeling

Courier
services provider User

Agents/Broker

システムは、プラットフォーム上で利
用可能なバルク船とコンテナを使用
して貨物を予約するための最良の取
引を検索します。
その時点で利用可能なオプションが
ない場合、貨物見積依頼はプラットフ
ォームに登録され、船主、宅配業者、
代理店で利用可能になります。
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荷主は、プラットフォームに記載されてい
るすべてのバルクおよびブレークバルク
の船舶を、サイズ、カテゴリ、および特定
の機能によってブラウズおよび検索する
ことができます。

BitNauticアプリケーションに登録され
ている船舶所有者は、船をBitNauticプ
ラットフォームに掲載することができま
す。 プラットホームが受け取る注文の仕
様に基づいて、それは利用可能な上場船
舶の要件に合致し、対応する船主にオフ
ァーを与える。 オーナーがオファーを受
け入れると、注文は処理され、処理され
ます。両当事者間のすべての支払いと取
引は、プロセスを自動化する合意された
T＆Cに基づいてブロックチェーンに展開
されます。

荷送人は、BitNauticプラットフォームで
キャリアによって入力された利用可能な
すべての連結機会を閲覧して検索するこ
とができます。
荷送人は運送業者に連絡して貨物を既
存の運送品に統合することができます。 
コンバージョンサービスは、無料立方メ
ートルのコンテナと空きスペースのある
バルクの両方で利用できます。

船の検索

船のリスト

出荷統合の機会を探す

Importer/ExporterBlockchain

Ship Holder

Ship Details

Request for
Ship Linkage

Offer

Offer accepted

Payment Received

Payment

Order Details

Request for
order

Platform
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キャリアは、コンテナ容量をプラットフォ
ームにリストすることができます。

運送業者は、プラットフォームで利用可
能なすべての貨物見積もり依頼を検索し
閲覧することができ、また、特定の契約お
よび出荷明細を交渉するために荷送人
に連絡することができま

配送業者に提供される優れたオプション
は、代理店を雇って配送関連の活動をす
べて行うことです。 これらのエージェント
はすでにプラットフォーム上にサインアッ
プでき、プラットフォームは複数のプロフ
ァイルから最適なものを選択します。

運送業者は、輸送の統合のための特定の
機会を列挙することができます。 積み込
み場所、排出場所、空き状況の詳細（コン
テナの空きスペース、船の空きスペース）
を提供するよう求められます。

リストコンテナ 貨物見積依頼の閲覧 す。エージェントを雇う配送の機会をリストする

Ship Owner/
Importer/Exporter

Agent/Broker

Register

Platform
check

viability

Request
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売り手は、会社のウェブサイトまたはモバイルアプリケーションを訪問して、その製品
をプラットフォーム上にリストすることができる。 すべての詳細と価格が追加される
と、プラットフォームは購入者の利益を保護するために売り手と製品の信頼性をチェ
ックします。 すべての詳細が確認されると、製品はプラットフォームにリストされます。

卸売電子商取引の商品を掲
載する

Seller

Request for 
listing

Payment Recieved

Decentralized Shipping & Cargo Marketplace (DSCM)

Request to
buy

Buyer

Bockchain

Product Recieved

Product
Listed

Product Details

Payment
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• 単一の統一的な決済方法を保持しな
がら、任意の数の管轄区域にわたって使
用することができます。

• ブロックチェーンベースのトークンを使
用することで、スマートコントラクト内で
自動的かつ不当に決済を行うことができ
ます。

• トークンタイプ

BitNauticトークン（BTNT）
ERC20トークンであるBTNTトークンが
発行され、Ethereumブロックチェインと
貿易商品やサービスのためのスマートな
契約に基づいて、Ethereumブロックチ
ェーンと卸売Eコマースプラットフォーム
の上に構築された分散型の配送と貨物
プラットフォームが作成されます。

ERC20プロトコルはテクニカルおよびマ
ーケット標準であるEthereumに基づい
ており、トークンの排出を実行する必要
があるスマートコントラクトのインターフ
ェイスを定義します。

BTNTトークンの最も重要な技術コン
ポーネントは、トークンの配布、取引、お
よび報酬を安全かつ透過的に規制する
Ethereum Virtual Machineスマート
契約です。

BTNTは、ユーティリティの性質と支払い
トークンの性質を持つハイブリッドトー
クンです。 BTNTはBitNauticエコシステ
ム（貨物予約、仲介システム、追跡システ

BTNTは、BitNauticプラットフォーム上
での幅広いサービスの効率的な取引を
容易にするとともに、ユーザーの増加や
プラットフォームの使用増加に応じて価
値のある価値の交換や媒体の媒体として
も機能するように設計されています。

BitNauticプロジェクトの目的に応じ
て、BTNTトークンは次の目的で使用さ
れます。

1. BitNauticプラットフォームのプロフ
ェッショナルな使用のためのサブスクリ
プション。
a。 価格 - 年間ユーザーあたり。
b。 最初の1’000ユーザーのAirdropに
よる報酬

2.貨物予約の手数料。
a。 手数料2％配送業者が支払った合計
料金

3.船舶仲介システムの手数料。
a。 手数料1％船主が支払う合計金額に
船主が支払う

4.トラッキングシステムへの加入
a。 価格 - ユーザーあたり、年間

5. 2.エスクローサービスの手数料
a.コミッション1％買手または売り手が

技術

トークンタイプ

トークンの有用性
BaltNautic（BTN）エコシステムでトラン
ザクションを円滑に進めるために専用ト
ークン（BTN）を使用することには、以下
のような多くの利点があります。

ム、卸売Eコマースプラットフォーム）で使
用される最後のトークンです。

総取引金額を支払う  

6. 2.卸売電子商取引プラットフォームの
料金。
a。 手数料2％バイヤーによって支払われ
た合計価格に売り手によって支払われる

上記のサービスを利用する場合、サービ
ス料金はBTNTトークンに直接徴収され
ます。 これらのサービス料金は、基礎と
なるブロックチェーンで必要とされるネッ
トワーク取引手数料とは分離され、Bit-
Nauticビジネスモデルを実施するため
に公に監査可能なスマート契約アドレス
に送信されます。

BitNautic Platformサービスの最終ユ
ーザーの価格は、購入時に金額通貨で
表示され、BTNT価格に固定されます。
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ICO - トークン生成イベント

BitNautic Token Saleは、BTNTと指
定されたERC20（Ethereumスマート
コントラクト）準拠のトークンを使用しま
す。
BitNauticトークンの販売中に発生した
収入は、BitNauticプロジェクトのマー
ケティング、ビジネス開発、運用、および
研究開発をサポートするために使用され
ます。

BTNTトークンは、BitNauticプラットフ
ォーム（貨物予約 - 貨幣システム - 追跡
システム - ホールセール電子商取引）で
使用するように設計されています。

売却中の売却されていないトークンは燃
やされます。

BitNautic BTNTトークンは、ユーザー
間で取引、交換、購入、販売することがで
きますが、BitNautic Saglはそれらを交
換する義務はありません。

BitNauticは、ICOで5万ETHを調達す
るために35,000,000 BTNTを販売す
る予定です。 ICOは、期限が過ぎた後、ま
たは目標が早く達成された場合に終了す
る。 ソフトゴールに達していない場合、資
金は参加者に払い戻されます。

トークンの配布

トークン記号

トークンタイプ

合計トークンの供給

初期分布

受け入れられる通貨：

為替レート

ハードキャップ

ソフトキャップ

ICO開始前の日付

主なICOの開始日

BTNT

ERC20

50’000’000 (50 万) BTNT

35’000’000 (35 万) 総供給量の70％

ETH

1 ETH = 500 BTNT

   5’000 ETH (approx. U.S. $2 million)

May 1st 2018 – May 31st  2018

50’000 ETH (approx. U.S. $20 million)

June 1st 2018 – July 30th  2018
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ICOボーナスレート

トークンロック方式

BitNautic ICOは、以下のボーナス構造を持ちます

資本構成
そして、
パーセンテージ

Pre-ICO 
& Main-ICO

最初の週 二週間目 第3週 第4週 残り時間

Pre-ICO & Main-ICO

創業者

チーム

顧問

バウンティ

リザーブファンド

6%

5%

5%

4%
10%

70%
(20% + 50%)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

BTNTトークンはFounders、Team、Advisorsに割り当てられ、12ヶ月間ロックさ
れ、比例して利用可能になります。 トークンは、金額の1/12の間、毎月利用可能にな
ります。
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ICO参加セキュリティ ICO /トークン生成イベント
への参加に関するベストプラ
クティス

ICO参加チャンネル

BitNautic ICOスマート契約は、ERC20
準拠のトークンを使用して外部監査さ
れ、スイスの規制に準拠しています。これ
は世界で最も厳しいものです。

BitNautic ICOに参加するすべての参加
者は、KYC（Know Your Customers）
のIDスクリーニングに合格する必要があ
ります。このスクリーニングは、ICO登録
プロセスに統合され、スイスのAML（An-
ti Money Laundering）対応の検証会
社によって監査されます。

 https：//bitnautic.ioドメインのみを
信頼して、ミラーサイトの詐欺を避ける
ようにしてください。 ミラーサイトの詐
欺を避けるためのベストプラクティス
は、https://bitnautic.ioドメインをブラ
ウザに手動で入力し、トークンの販売当
日にサイトに戻ってくるときにページをブ
ックマークすることです。 これにより、あ
なたを悪意のあるフィッシング詐欺サイ
トに誘導する可能性のある見た目のリン
クをクリックしないようにします。
- bitnautic.ioウェブサイトに記載され
ているウォレットアドレスにETHを送信
するだけです。 - bitnautic.ioウェブサイ
トに記載されているウォレットアドレスに
ETHを送信するだけです。
- ETHを交換機から送信しないでくださ
い。次のようなイーサネットウォレットか
らのみ送信してください。
   o Ethereum Wallet（Ethereumプ
ロジェクトから - thereum.org）
   o MetaMask（Chromeブラウザのア
ドオン）; または
   o MyEtherWallet（ブラウザ内のバー
ジョンが利用可能、ダウンロードが推奨
されています）
セキュリティを強化するには、Eth Ad-
dress Lookupのようなツールを使用し
てETHを送信する前に、スマート契約の
ウォレットアドレスが正しいことを再度確
認します
- BitNauticトークン販売に参加するた
めの詳細なガイドは、販売開始日より前
に提供されます。

貢献者は、以下のチャネルを使用し
て、BitNautic ICOに参加できます。
- BitNautic ICOウェブサイト

（www.bitnautic.io）に直接登録
- BitNautic ICOパートナーズへの登
録： o Citowise Wallet
(https://citowise.com）
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BTNT ICOトークン生成イベントの収
入は、BitNautic Saglの単独の裁量
により利用されます。BitNautic Sagl 
is committed to spend the funds 
responsibly.
BitNautic Saglは、市場にサービスを提
供するために、BitNauticプラットフォー
ムの開発とマーケティングおよびビジネ
ス開発のために、研究開発用に調達され
た資金を使用する予定です。資金の一部
はまた、国際的な拡大を支援するととも
に、一般的な運営および管理の支出にも
役立つ。
ICOの収入は、将来のプラットフォームの
アップデートやリリースの開発、将来のビ
ジネスベンチャーや買収のための資金調
達にも使用される可能性があります。

資金の使用

研究開発

 管理者と運用

 マーケティングおよび
販売

国際展開

パートナーシップと買収

10%
3%

17%

20%

20%

30%

 法定手数料
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ロードマップ
BitNauticほど巨大なプロジェクトは、徹
底した戦略計画と広範なビジョンなしに
は成功しません。 したがって、私たちはあ
らゆるマイルストーンを書くことに非常に
重点を置いており、それに達してから、す
でに計画されている次のものに進む。 ロ
ードマップを持っていることはBitNautic
にとって非常に重要です。なぜなら、私た
ちは現在の瞬間に焦点を当て続けること
ができ、目標マイルストーンに達すると将
来を拡大することができます。

Q1-2017
プロジェクトコンセプト

Q2-2017
プロジェクト開発

Q4-2017
BitNautic Platform MVP - 
開発を開始

Q3-2019
卸売eコマースプラットフォームの公
式リリース

Q1 2018
プロジェクトはスイスに移転し、BitNautic 

Sagl incorporated
BTNTトークンのプライベートな事前販売

Q2-2018 
BTNTトークンのICO

（Crowdsale）

Q3-2018
- BitNauticプラットフォーム - 公開テスト（パブリックベータ）

- 選ばれたキャリアとのパートナーシップの確立
- 交換機に記載されているBTNTトークン

Q4 2018
BitNautic Platformの公式リリース

Q1 2019
ブロックチェーンと一体化した

出荷プラットフォーム

Q2 2019
公的テストのための卸売業電子

商取引（パブリックベータ版）
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チーム

Gianfranco Pierini
Chief Executive 

Officer, Co-Founder

Francesco Oliverio
Project Manager

Ashton Addison
Chief Marketing 

Strategist

Paolo Angelini
Lead Back-end 

Engineer

Ciro Borrelli
Community Manager

Saverio Salaris
Head of Marketing

Carlo Vespa
Lead Front-end 

Engineer

Nicolai Zaccariello
Community Manager

Richard Zoni
Chief Technology 

Officer

Muhammad 
Salman Anjum

Chief Relationship Officer

Anmol Bajwa
Co-Founder

Garry Singh
Chief Information 

Officer
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法的放棄声明

利用規約
BitNautic Token Saleに参加するため
の全利用規約は、BitNautic Webサイト

（https://bitnautic.io）に掲載されて
おり、BitNautic Token Saleに関連す
る一般的な法的文書です。

一般情報
BTNTトークンは、配当や利益のための
権利を与えないため、証券の法的資格
を有していません。 BTNTトークンの販
売は最終的で払い戻しはできません。 
BTNTトークンは株式ではなく、BitNau-
tic Saglの総会に参加する権利はありま
せん。
BTNTトークンは、BitNauticプラットフ
ォーム以外のパフォーマンスや特定の価
値を持つことはできません。 したがって
BTNTトークンは、投機目的または投資
目的のために使用または購入されないも
のとします。 BTNTトークンの購入者は、
すべての適切な開示を含み、投資家の保
護のために規制当局による監視の対象と
なる投資家が売却されることを確実にす
る国家証券法は適用されないことを認識
しています。
BTNTトークンを購入する人は誰でも、
このホワイトペーパーを慎重に検討
し、BTNTトークンの購入に伴うリスク、

コスト、利益を十分に理解していることを
明示的に認め、表明しています。

必要な知識
BTNTトークンの購買者は、暗号化通
信、ブロックチェーンシステム、サービス
を理解しており、BTNTトークンセールに
関連するリスクと、暗号化通信の使用に
関連するメカニズムを完全に理解してい
ることを保証します ストレージを含む）
。BitNautic Saglは、BTNTトークンの
紛失やBTNTトークンへのアクセスが不
可能な状況について責任を負わないもの
とします。これは、ユーザーまたはBTNT
トークンを取得しようとする者の行動や
省略、ハッカーの攻撃 。

リスク
BTNTトークンを取得して保存するには、
さまざまなリスク、特にBitNautic Sagl
がオペレーションを開始し、ブロックチェ
ーンを開発し、約束されたサービスを提
供できないリスクがあります。
したがって、BTNTトークンを取得する
前に、BTNTトークンセールのコンテキ
ストでBTNTトークンを取得するリスク、
コスト、メリットを慎重に検討し、ifこの

点に関して、必要な場合は、独立した助
言を得る。 （BTNTプラットフォームの非
開発に関連するリスクを含む）活動に関
連するリスクを受け入れるか、または理
解する立場にない関心のある人、または
BTNTの契約条件に示されているその他
のリスク トークンセールはBTNTトーク
ンを取得すべきではありません。    
  

重要な免責条項
このホワイトペーパーは、投資を行うた
めの招待状ではないと見なすことはでき
ません。 それはいかなる形でも関連する
ものではなく、いかなる管轄においても
有価証券の提供とみなされるべきではあ
りません。 このホワイトペーパーには、勧
告とみなされる可能性のある情報や兆
候が含まれていないか、または投資判断
の基礎として使用される可能性のある兆
候は含まれていません。
BTNTトークンは、FINMA（Swiss 
Financial Market Supervisory 
Authority）の定義によると、ユーザーが
BTNTプラットフォームによって提供され
るサービスに関連して使用できるユーテ
ィリティトークンの性質を持つため、ハイ
ブリッドトークンです。 ホワイトペーパー
に記載されている仕様に従って、支払い
トークンを発行します。
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いずれの場合でも、BTNTトークンは投
資として使用することを意図してはなら
ない。

取引プラットフォーム上でのBTNTトー
クンの提供は、投機目的ではなくBTNT
プラットフォームの使用を許可するた
めに行われます。 取引プラットフォーム
上でのBTNTトークンの提供は、トー
クンの法的資格を変更するものではな
く、BTNTプラットフォームの使用のため
の簡単な手段であり、セキュリティでもあ
りません。
BitNautic Saglは、法律上、税務上、財
務上の問題のアドバイザーとはみなされ
ません。 ホワイトペーパーに記載されて
いる情報は一般的な情報提供のみを目
的としており、BitNautic Saglはこの情
報の正確性および完全性についていか
なる保証も行いませんn.

BitNautic Saglはスイスの法律に基づ
く金融仲介機関ではないため、アンチマ
ネーロンダリング目的のための承認を得
る必要はありません。

TNTトークンの購入は、SubNautica 
Sagalの組織とガバナンスに対する購入
者への権利や影響を与えるものではあり
ません。

規制当局は、世界の暗号化通信に関連
する企業や事業を慎重に検討していま
す。SSその点で、規制上の措置、捜査ま
たは訴訟は、BitNautic Saglの事業に
影響を及ぼし、今後の事業展開を制限ま
たは防止する可能性もあります。 BTNT
トークンを取得しようとする者は、Bit-
Nautic Saglビジネスモデルを認識して
いる必要があります。ホワイトペーパーま
たは利用規約は、法域によっては規制や
コンプライアンスの要件が変更される可
能性があります。 そのような場合、購入
者およびBTNTトークンを取得しようと
する者は、BitNautic Saglおよびその関
連会社のいずれも、かかる変更に起因す
る直接的または間接的な損失または損
害に対して責任を負いません。
BitNautic SaglはBTNTプラットフォ
ームを開発し、その運用を開始するため
に最大限の努力をします。 BTNTトーク
ンを取得しようとする者は誰でも、Bit-
Nautic Saglがそれを達成することがで
きないという保証はないことを認識し、
理解しています。 したがって、BitNautic 
Sagl（その身体および従業員を含む）は、
意図的な不正行為または重大な過失の
場合を除き、BTNTトークンの使用不能
に起因するかまたはそれに関連する損失
または損害に対して一切の責任を負い
ません。
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