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EUでは 2018年 1月に PSD2（第
2次決済サービス指令）の運用が開
始された。これにより金融機関等が
保有する個人の口座情報や取引情報
などのデータの開放が進み、多くの
プレイヤーの参入が進んだ。また、
イギリスでは 2018年 1月に大手銀
行に APIを第三者開放して、顧客
の口座情報等のデータを、認定を受
けた他の企業等に提供する「オープ
ン API」が義務づけられた。
これらの潮流を踏まえて、日本で
も Open APIの議論が進み、2017
年に銀行法が改正され、2020年に
その猶予期間が終了し、本格展開時
期を迎えた。
しかし、日本に置けるオープン

APIの取組は広がりを見せていると
は言い難い。その理由として API接
続に関する API提供者、API利用者
の手続きが非常に煩雑であるという
ことが挙げられる。API提供者と
API利用者は N：Nの構造になって
おり、双方がどの様な APIがあるか
を理解し、それを利用することでど
の様なサービスが実現され、どの様
なメリットが生じるかを理解するス

テップに進むまで、非常に時間が
かかっているのが実情である。

海外ではこれらを解消する手段
としてAPIの市場であるAPIマー
ケットプレイスが幅広く活用され
ている。様々なAPIが一覧化され、
自由に検索可能である。また、その
サイト上で仕様を確認するだけでな
く、その場で APIの動作をサンド
ボックス的に試してみることも可能
であり、APIを活用したより柔軟な
ビジネス創発を可能としている。
我が国においては特定企業やプ

ラットフォーマの提供する APIを活用
する為の APIマーケットプレイスは存
在するものの、特定の企業によらな

い幅広い APIが提供されるパブリッ
クな APIマーケットプレイスが存在せ
ず、その登場が待たれる所であった。

NTT デ ー タ は「Open Service 

Architecture®」を 2020年 10月に
発表し、その最終的なゴールである
金融における Open Innovation実現

株式会社NTTデータ(以下、NTTデータ)は、2021年10月に国内最大級の金融APIエコシステムである「API gallery」を開設す
る。本稿では「API gallery」の概要に加え、それを支える「Open Canvas Atelier®」の取り組みや今後の構想等について紹介する。
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図 1　「API galleryTM」概要
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に向けて、APIマーケットプレイス
も整備することを表明していた。
2021年 10月に開設される「API 

gallery」はこれらのコンセプトに基
づいた日本で初めて特定の企業 /団
体の APIではなく、パブリックな
立場で APIの提供 /利用を促進す
る APIマーケットプレイスとなる。
「API galleryTM」の特徴は以下の通
りである。まず、中立的な金融 API

マーケットプレイスであるという点
だ。NTTデータの ANSERサービス
を利用する銀行 APIだけでなく、そ
れ以外の銀行 APIや FinTech、マイ
ナンバー連携等の行政 API等、幅広
い APIが掲載される予定である。そ
れらの APIを容易に検索出来、仕様
やユースケースの確認、APIテスト
の申込等が可能である。
その上、APIという単位だけでな
く、それらを包含したソリューショ
ンとしても掲載可能であり、より利
用者がビジネスシーンを想像しやす
い工夫がなされている。
また、単なる API利用だけでなく、
共創の場としての利用が可能であ
る。APIの提供者と APIの利用者が
Slack等のツールで直接繋がること
が出来、既存の APIに関する問い合
わせだけでなく、新しい API等に関
するアイデアを出し合い、新ビジネ
ス創発に繋げることも可能である。

非常に移り変わりの激しい API

利用の現状に追随する為に、NTT

データでは従来の開発手法では無
く、大規模アジャイル開発手法であ
る SAFeを採用して「API gallery」

NTTデータの金融分野では「Open 

Service Architecture®」のコンセプト
に基づいて、金融エコシステムを一
層強力に推進していく予定である。
特に最近急速に日本国内でも進展
しつつある組込型金融 (Embedded 

Finance)等への対応について、青
柳氏は次のように抱負を語る。
「APIというと銀行側が口座ホル
ダーの情報を一方的に開放するイメー
ジがありますが、それは APIのごく一
面でしかないと言えます。FinTechの
APIを銀行サービスの中に上手く組み
込んでデジタルケイパビリティを向上
させた上で、複合的なサービスとして
事業会社へ金融機能を提供していく
Embedded Financeという形が急速に
進展していくと想定しています。これ
らの双方向での API活用について、
『API gallery』が上手く共創の場とし
て利用され、日本の金融機関におけ
るデジタルシフトや金融×行政、一般
企業等の業際ビジネスを一層発展さ
せる後押しが出来ればと思っていま
す。これらの活動を通じて、ポストコ
ロナの新しい金融 IT像を創っていくこ
とに貢献したいと思っています」。

の構築・運用を行っている。この為、
金融における SAFe専門組織である
「Open Canvas Atelier®」をフル活
用してことも特色として挙げられる。
島村氏は「Open Canvas Atelier®」

の特徴を以下の様に述べている。「こ
れまでの金融システムは信頼性と堅
確性が求められる一方でアジリティは
犠牲になっていました。しかし、金融
機関にとってもVUCAな事業環境へ
の適応が求められる様になってきまし
た。そこで我々はそのトレンドを先取り
し、金融機関向けシステムで実績の
ある ANSERの開発部隊の中に、ア
ジリティを追求した『Open Canvas 

Atelier®』を設置し、信頼性とアジリ
ティを両立することを目指しました」。
「Open Canvas Atelier®」は 3つの
特徴を持っている。1つはNTTデー
タイタリアと連携した UX/UIのケ
イパビリティ。2つ目は SAFeによ
る大規模アジャイル開発。3つ目が
既存 ANSERとのシナジーである。
これらの既存インフラを活用し、
UI/UX、アジャイルプロセスを活用
することで、金融機関にとって真に
必要なサービスを柔軟かつアジリ
ティ高く創出することを可能にして
いる。

VUCAな事業環境に適応する
SAFe/Scrumを前提としたプロフェッショナル組織
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図 2　「OpenCanvas Atelier®」
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