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NTTデータは 2020年 10月 7日、
「金融 ITオープン戦略」として、わ
が国の金融 IT のオープン化を推
進し、オープンイノベーションを促
進するための取組みとその標準アーキ
テ ク チ ャ と な る「Open Service 

Architecture®」を発表した。
「Open Service Architecture®」のコ
ンセプトはずばり「Open」。「“Open 

Platform”上に取り揃える“Open 

API”を活用して、“Open Innovation”
を実現していく」ことをゴールとし
た取り組みである（図１）。
「Open Platform」には 2つの含意
がある。一つは、メインフレームで
構築した銀行基幹システムの基盤を
クラウド等のオープン基盤に載せ替

ポストコロナの新しい金融 IT
像を見据えて

えることで、ハードウェアのコスト
を低減する取り組みである。
もう一つは、新たな金融サービス
の戦略的な展開領域で IT基盤のク
ラウド化を進めていくことである。
自由度の高いクラウドと金融シス
テムに当然求められるセキュリ
ティ・信頼性の確保に当たり、NTT

データは安心安全なクラウド活用の
ためのソリューションを整備するこ
とで、クラウド化を推進していく。
“Open API”は、金融システムを
構成する様々なプレイヤー（銀行、
Fintechベンチャー、ITベンダー等）
が相互連携していくための APIの展
開である。NTTデータはセキュアに
利用できるOpen APIを多数取り揃え
た最大のAPIマーケットプレイスである
「API galleryTM」を提供し、多様なプ
レイヤーの参画を促すことで、新たな

サービス創出の
活性化を狙って
いる。
最終的なゴー

ルである「Open 

Innovation」の
実 現 は、NTT

データが提供す
る上述の「場」
において、多様

なプレイヤーが織りなす連携の中か
ら新たな価値が生み出されることを
促進したいという考え方である。金
融機関×行政等、クロスインダスト
リーの業際ビジネスが今後の肝であ
り、NTTデータはその媒介役を担う。

これらの新しい金融 IT像の実現に
向けて 2021年 7月 1日に OSA推
進室を設立した。OSA推進室は「Open 

Service Architecture®」実現に向けた
金融分野横断の全体推進を担うOSA

推進担当と金融機関店舗における
OMO（Online Merges with Offline）
や金融機関店舗のスマート化を推進
するチャネル企画担当の 2つから構
成される。ここでは「Open Service 

Architecture®」の全体像の解説と共

OSA推進室の新設

2021年7月1日、株式会社NTTデータ(以下、NTTデータ)は、バンキング統括本部内に「OSA推進室」を新設した。本稿では、
その基本戦略となる「Open Service Architecture®」の解説と、OSA推進室のミッションや構想等について紹介する。
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図 1　「Open Service Architecture®」コンセプト
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に、それを実現する為のOSA推進担
当のミッションを紹介する。

「Open Service Architecture®」では
金融機関の標準的なアーキテクチャ
を定めている。現時点では、特に銀
行業界の標準的なアーキテクチャを
6領域に分類して定めており、他業
界についても今後策定予定である。
1）ユーザフロントエリア
エンドユーザである法人・個人に

とって、金融サービスの入り口（タッ
チポイント）となる迅速なサービス
提供が求められるエリアである。イ
ンターネット・スマホの普及を経て、
タッチポイントは多様化し、その重
要性が増している。
2）ブッキングエリア
金融サービスの根幹となる勘定の
記帳を行う確実性と安全性が求めら
れるエリアである。このエリアでは
NTTデータは勘定系アプリケーショ
ンの BeSTAを提供しており、システ
ム共同利用のスキームを通じて、幅
広い銀行に利用していただいている。
このエリアの今後の主たる課題
は、一層のコスト低減である。NTT

データでは新たに提供する『PITON』
フレームワークによりメインフレー
ムだけでなくオープン基盤を選択肢
の一つとして加えていくことで、こ
れらの課題解決を図っていく。
3）コネクションエリア
ユーザフロントエリアと、ブッキ
ングエリアの間で両者を接続する接
続容易性とセキュリティの両立が求
められるエリアである。

NTTデータの ANSERサービスは
全国の金融機関の 99%が接続してお

「Open Service 
Architecture®」の 6領域

とレジリエンスを必要とするエリアであ
る。NTTデータは金融サービスに求
められる高い信頼性・透明性を確保し
たクラウドサービスOpenCanvasを提
供している。また、AWS・Azure・
GCP等のパブリッククラウドを利用す
る場合、A-gateにより金融システムに
求められる高いセキュリティを実現する
ことが可能である。

NTTデータの金融分野では既にこ
の「Open Service Architecture®」の
6領域のオファリング展開が進みつ
つある（図２）。
新村氏は次のように抱負を語る。

「ポストコロナで、今後金融機関にお
いてもデジタルシフトへの対応が強く
求められています。デジタルへの適応
性と機動性をもち、安心・信頼を両立
した金融 IT実現のためにNTTデー
タは新しいサービスやオファリングを
『Open Service Architecture®』のアー
キテクチャに沿った形で提供予定で
す。『API galleryTM』等を活用した新
しい金融エコシステムの発展によ
り、新しい金融 ITの姿を創ってい
くことに貢献していきます」。

標準アーキテクチャに沿った
オファリング推進

り圧倒的な実績がある。ユーザ認証
等のセキュリティ機能は、日進月歩の
セキュリティ脅威に対して、金融機関
がそれぞれに対策を打つのは事実上
不可能であり、ANSERがその対策を
一手に引き受けて進化を続けている。
4）サービスラインアップエリア
コネクションエリアの上で、様々
なプレイヤーが提供するマイクロ
サービスを APIという形でライン
アップし多様なサービスを他システ
ムに大きな影響を与えず提供するた
めのエリアである。金融機関やサー
ドベンダーにとっては、このエリア
が魅力的であることが、新たなコラ
ボレーションや新しいビジネス創出
の鍵となる。
5）データアナリティクスエリア
金融システムあるいはその外部で
流通するデータを蓄積・分析する、ビ
ジネスの差別化や競争優位を実現す
るために不可欠のエリアである。様々
なプレイヤーの連携が加速する中、
金融機関がユーザ像を的確に認識し、
ニーズをつかむのは容易ではないが、
このエリアにより勘定取引のデータだ
けでなく様々なデータを収集し、多角
的に分析することを可能にする。
6）コンピューティングエリア
システムの基盤を提供する堅牢性
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図 2　「Open Service Architecture®」領域毎のオファリング展開


