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NTTデータ カード＆ペイメント事業部の取り組み

3 デジタルペイメント開発室の取り組み

CAFIS 自身の能力変革をはかり
ペイメントエコシステムの実現・発展
すべてのお客様に貢献することを目指す
Digital CAFIS とは、既存組織とは切り離されたデジタル特区による取り組みである。これまでとは異なる次元・スピー
ドで事業環境が変化する中で自律的に組織力を高め、新たな価値創造を実現する事で社会の変化をリードし、すべてのお
客様の事業パートナーとして貢献していく事を目指している。

CAFIS を結節点とした
ペイメントエコシステムの構築
CAFIS は、決済インフラとして

ジリティ高く提供する事が望まれ始
めてきたのである。
そこで、カード＆ペイメント事業
部では、過去からの課題を洗い出し

時代に応じてその能力を変革させて

CAFIS の目指すべき姿を検討した。

きたが、2018 年頃から社会全体の

その結果として、これまでのやり方・

デジタライゼーションにより社会の

考え方ではお客様の事業創造・事業

構造変化が加速し、これまでのやり

変革に貢献する事業パートナーとは

方ではお客様に十分な価値を提供す

なりえない、CAFIS 自身の能力を

るのが難しくなってきていた。それ

改革していくことで、社会全体の ペ

まではお客様に求められるシステム

イメントエコシステム

を納期や品質を守って着実に作って

指していくべきであるという結論に

いく事を第一義としてきた。しかし、

達した。

株式会社 NTT データ
カード＆ペイメント事業部
デジタルペイメント開発室

の発展を目

室長

神保 良弘氏

様々な結節点を持つ CAFIS が変革

昨今では新たなデジタルテクノロ

加盟店のお客様、カード会社・銀

することで、社会全体のペイメント

ジーを活用した新たなサービスをア

行、さらには新興の決済事業者など、

システムの発展につながっていくと

図１
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考えたのである。

れる。しかし、実際にビジネスモデ

ビジネスプロセスを統合し、
事業活動と成果データを一元化

そして、その実現にはこれまでの

ルを実現するためのビジネスプロセ

資産や組織を前提とするのではな

スとしての能力が組織に備わってい

く、組織、人材、ビジネスプロセス、

ない場合には折角の優れたビジネス

システムすべてにおいて変革が必要

モデルも絵に描いた餅になってしま

サービス提供するために必要な環境

であると考え、既存組織とは切り離

う。新しいサービスを継続的に市場

と事業運営を、デジタルテクノロ

した

に提供し、サービスを安定的に提供

ジーで変革するためのものだ。

デジタル特区

と し て、

Digital Platform は、商品を開発、

Digital CAFIS に 取 り 組 む こ と と

し続けるためにはビジネスモデル、

なった。

ビジネスプロセスの双方をバランス

保守販売、調達購買などビジネスプ

よく構築していく事が重要である。

ロセスごとの機能が、それぞれの組

そのため Digital CAFIS では、ビ

織、それぞれのプロセス・システム

ジネスモデルとビジネスプロセス双

で行われており、社員の情報も顧客

方を変革すべく、 Digital Platform

に関わる情報も、それぞれの組織が

は「価値創造主体の商品開発力」
「安

と

保持し共有する事が難しかった。

定的なサービス提供力」
「人材育成」

のプラットフォームの開発を進めて

というビジネスコンピテンシーを獲

いる。

3 つのビジネスコンピテンシーの
獲得に向けて
Digital CAFIS が目的としているの

得しながら社会全体のペイメントエ

Omni Platform

という 2 種類

これまでの事業運営は、企画開発、

そこで、 各業務をデジタル化して
その活動と成果をデジタルデータによ

サービスの企画から開発・保守、

り一気通貫で見える形を目指してい

コシステムを形成し、お客様の事業

人材育成、事業管理等のビジネスプ

る。さらに、そのデータを分析・検

パートナーとしてサービス提供の場

ロセス全般を前例にとらわれず価値

証して活用していくことで、作業の効

を提供し続けることにある。
（図１）

創造主体のビジネスプロセスに変革

率化を図ることができ、事業成果の

ビジネスの視点で業務をモデル化

するためのプラットフォームとして

精度と質を継続して高めることでビジ

した時、儲け方としてのビジネスモ

開発しているのが Digital Platform

ネスモデルの変革につなげていく。

デルと、ビジネスモデルを実現する

である。Digital Platform 上にてお

加えて働き方改革にも取り組んで

ためのビジネスプロセスという二つ

客様に対して新しいサービス創出の

いる。我々が扱っている情報はクレ

に分類される。短期的な売上と言う

場を継続的に提供し続けるためのプ

ジットカード情報など機密性が高い

視点に立った時、ビジネスモデルの

ラ ッ ト フ ォ ー ム と し て Omni

情報を取り扱うケースが多く、どう

実現が重視されるケースが多くみら

Platform

を開発している。

図２
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しても従来のセキュリティ思想であ

Digital Platform
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るとアジリティの高い開 発やサービ

ら、 現状分析を行いそこから未来を

フォールの開発・運用を行ってきた。

ス提供ができない状況となっていた。

予測し、その未来のために必要なシ

Digital CAFIS は、コンサル・営業を

そこでゼロ・トラストセキュリティの

ステム要件を定義し、それを着実に

サービスデザインとして統合すると

思想を元にアーキテクチャを変更し、

作ることで継続的な成長を図ってき

ともに、企画から運用までを一気通

高セキュリティ・高アジリティのある

た。 必要とされたのは、未来予測の

貫のプロダクトデリバリーチームと

コミュニケーション基 盤や開 発 基 盤

精度を高めることと、そこに向けたス

しアジャイル開発を行っている。

を開発している。 3 年ほど前から取

コープを確定し段階的に詳細化して

安定的なサービス提供力

り組んでいたため昨年来のコロナ禍

いくこと、さらにリスク管理を行い定

においてもスムーズにリモートワーク

義された要件に沿ったシステム・商

フラットで自立した構造となってい

に移行する事が出来ている。

品を確実に完成させることであった。

る。プロダクトデリバリーを担うス

事業データの蓄積も徐々に進展し

Digital CAFIS が目指すのは、事業

クラムチームは、当初数名から開始

ている。事業運営に関わる様々なデ

創造ステージに必要なアジリティの

したが、既に 300 名のメンバーで

ジタルデータをデータレイクとして

高い商品開発能力の獲得だ。未来は

20 以上のチームが構成され、協力

一カ所に集約し、AI も活用して分

予測不能であるという前提に立ち、

会社・パートナー会社のスタッフも

析・検証することで、例えば商品の

コンセプトベースでできることから

含め、階層のないフルフラットの

需要・販売予測や、社員の行動情報

始め、試行錯誤によって継続的な改

チーム体制となっている。

分析による問題プロジェクトの予兆

善をはかり、自分たちで未来を創っ

検知、社員のエンゲージメント分析

ていく。そのために必要な組織開発、

欠かせないインフラ・クラウドの高

による満足度の向上などが可能に

プロセスの再構築を進めるべく、グ

度な技術を持つ技術者による SRE

なっていく。既に、社員の行動情報

ローバルでも多く利用されているビ

（Site Reliability Engineering）チー

のダッシュボードによる見える化な

ジネスアジリティ実現フレームワー

ムと、品質保持のための QA（Quality

どが実現でき始めている。

ク SAFe （Scaled Agile Framework）

Assurance）チームを配置している。

Digital CAFIS が目指す
ビジネスコンピテンシー
価値創造主体の商品開発力
これまでは、お客様と議論しなが

を利用している。
従来の組織は、戦略立案から保守

さらに、安定的なサービス提供に

サービスの安定供給とデリバリー
の品質保証を、スクラムチーム横断

運用まで、ビジネスプロセスに沿っ

で実施していく、という体制だ。

た機能分担型の組織であり、ロジカ

人材育成

ル思考でプロセスを進め、
ウォーター

図３
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は、多様性に富み、それぞれが自立

機関は、デジタル化の進展で事業構

なったり、DX が様々な場面で加速

し、能動的に動き、価値を共有でき

造 の 大 き な 転 換 を 迫 ら れ て お り、

していたりと、デジタル化が加速し

るような人財だ。そのため、これま

我々がその変革に後れを取るわけに

ており、我々の取り組みもさらに深

での NTT データの人材育成・組織

はいかない。

化していくと考えている。

運 営 方 法 に と ら わ れ な い、 ベ ン

さ ら に、CAFIS 自 体 が、 イ ン フ

チャー企業的な育成方法や採用活

ラとしての重要性は続くものの中継

動、組織設計を行っている。

ビジネスとしては先細りになってい

ペイメントエコシステムの
実現に向けて

例えば、一般的に新入社員は育成

くことは近年のデジタル社会を見れ

最後に、これまでの Digital CAFIS

責任者を置いた OJT により育成さ

ば明らかで、実際この数年 CAFIS

の取り組みを通して得た DX の実現

れているが、デジタルペイメント開

の取扱金額は頭打ちとなっている。

に向けた論点を３つあげておこう。

発室では、配属直後から新入社員の

現状に甘んじるのではなく、加盟店

まず「価値観と風土」
。価値創造を

みでチームを形成し、チームでお互

のお客様に対して新しい価値を生み

主体とする組織は、既存のオペレー

いに学びながら成長するという形を

出していかなければ、ビジネスとし

ション主体の組織とは価値観や組織

取っている。教える・教わるという

て存続していかないという危機感が

風土が全く異なるため、明示的に組

やり方では、基本的に受け身であり、

非常に高かったのである。

織や組織制度を分けて、ハイブリッ

また成長スピードが育成責任者の裁

一方で、安定的な運用が続き、社

量や能力によって変わってくる部分

会インフラともなっているシステム

二つ目は「ビジネスモデルからビ

も多く、スピードが求められるデジ

を、一気に刷新したり置き換えたり

ジネスシステムの一気通貫の変革」。

タル時代に自立した動きを取ること

しようというのは危険であり、社会

システムはビジネスのひとつの手段

は難しい。チームにミッションと動

的なインパクトも大きい。そこで、

でしかなく、システムを改革すると

かすための仕組みを与え、一人ひと

Digital CAFIS のスタート時は数名

いうだけのアプローチでは、お客様

りが考えながら必要な時に必要なも

でできることから、という取り組み

に新しい体験・価値を提供すること

のを必要なだけ学んで習得し、チー

みだった。 デジタル特区

にはつながらない。価値創造のため

ムとしてのパフォーマンスを生み出

これまでのやり方を前提としなくて

には、ビジネスモデル、業務プロセ

すことを期待している。

よいことにはなったものの、長年

ス、システム、組織、人材まですべ

オフィスも従来のようなワークス

培ってきた品質に対する考え方や開

てを通した変革が必要とされる。

ペースではなくコミュニケーション

発プロセスを全く新しいものにする

さらに、「事業目的と成功の再定

ス ペ ー ス に 変 更 し、 日 常 業 務 も

というのは、想定以上に難しく、ま

義」。事業の真の目的は、価値創造

チャットやウェブベースのドキュメ

た通常のビジネスを進めながらそれ

を通したお客様の事業の変革・成功

ントツールなどを用いて行っていく

を実現していくというのは非常なプ

の実現や、社会課題の解決であろう。

こととした。2020 年春に発足した

レッシャーでもあった。

とすれば、ゴールはお客様への IT

として、

ドなマネジメントが必要とされる。

新人チームにおいては、期待以上の

手本も前例もない中で手探り状態

提供にとどまらず、お客様の先にい

成果が見られるとともに、社員のエ

ではあったが、デジタル特区として

る消費者への提供価値の向上、サプ

ンゲージメントも向上している。

トライアンドエラーが許されてきた

ライチェーンに関わるすべての協力

部分もあり、3 年目を迎えある程度

者の成功を含めた、エコシステム全

形になってきたところだ。世の中に

体の継続的発展だ。

原動力は課題感と危機感

おいても、スタート当時は金融シス

これまで日本のペイメントを支え

Digital CAFIS の原点は、先行き

テムにクラウドを利用することなど

てきた CAFIS を、ペイメントエコ

に対する課題感だ。決済ビジネスに

ありえないとされていたものが、最

システムの実現・発展につなげてい

おいて接点を持つリテーラーなどの

近ではセキュアなシステムにおいて

けるよう、Digital CAFIS の取り組

加盟店やカード会社・銀行など金融

もクラウドが前提とされるように

みをさらに進めていきたい。
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