：
FinTech時代、銀行系システムはどうあるべきか（3）

FinTech時代の銀行に求められる
SoE/SoRアーキテクチャとAPI管理とは
本連載では、銀行系システムについて、その要件や歴史を整理しつつ、スマートフォンを使う銀行取引やブロック
チェーンなど、新しい技術が及ぼす影響を考察していきます。今回は、FinTech 時代に求められる銀行業務のシ
ステム要件として、Systems of Engagement と Systems of Record、API 連携基盤（API 管理）に必要な
機能や課題、OpenAPI の在り方などについて考察します。［鎌田美樹夫（日本アイ・ビー・エム株式会社）, 秋
元毅彦（日本アイビーエム・ソリューション・サービス株式会社）］
本連載「FinTech 時代、銀行系システムはどうあるべき
か」では、銀行系システムについて、その要件や歴史を整理
しつつ、スマートフォンを使う銀行取引やブロックチェーンな
ど、新しい技術が及ぼす影響を考察していきます。
前回の「FinTech 時代の今、COBOL や PL/I、メインフ
レームが勘定系システムで必要な理由」までは、銀行オンラ
インシステム発展の歴史や伝統的なアプローチについて述
べてきました。
その内容を踏まえて、FinTech 時代に向けて、銀行シス
テムアーキテクチャに求められる要件について整理します。

FinTech時代に求められる銀行業務のシステム要件
連載第 1 回の「若手が知らないメインフレームと銀行系シ
ステムの歴史＆基礎知識」でも述べたように、第 3 次オンラ
イン以降の勘定系システムのアーキテクチャに関しては大き
な変化はありません。2000 年以降の傾向としてはインター
ネットが普及したことが大きな変化です。銀行の顧客接点

●今回の主な内容
・ FinTech 時代に求められる銀行業務のシステム要件
・クラウド、データ分析、モバイル、API、ブロックチェーン、
人工知能
・「SoE（Systems of Engagement）」と「SoR（Systems

of Record）」
・ FinTech 時代における銀行システムアーキテクチャ
・ FinTech 時代に求められる銀行システムのインタフェース
（API 連携基盤）とは
・ API 連携基盤（API 管理）に必要な機能や課題
・ API のアクセス制御
・マルチテナント管理の必要性
・ API のバージョン管理
・アクセス履歴管理
・ 流量管理
・ 課金管理
・ FinTech 時代に向けた OpenAPI の検討ポイント
・ API 仕様に関する標準化
・セキュリティ

チャネルが、店舗や ATM の他、インターネットバンキング、
モバイルバンキングのように広がり、ダイレクト化が進んでき
ました。

「IT リソースを必要なときに短時間で調達できる」
クラウドに
よって、ビジネスアイデアが具体化され、顧客にサービス提

クラウド、データ分析、モバイル、API、ブロックチェーン、 供されるまでに必要なコストや時間を削減できることが期
人工知能

待されています。

また近年では、クラウドやアナリティクス、モバイルに関す

銀行におけるデータ分析は、
取引処理から大量に生み出さ

るテクノロジーが急速な進化を遂げ、かつては「装置産業」

れる情報を効果的に活用する上で重要となる技術革新です。

ともいわれていた銀行も「IT 活用産業」へと変貌してきてい

2000 年以降は、EBM（Event Based Marketing）で活

ます。これらの要素技術について簡単に触れます。

用されています。EBM を活用すると、トランザクションデー

クラウドは当初、セキュリティに関する不安から銀行による

タを分析して顧客に起きる重要なイベントを推察し、それに

利用は進みませんでした。しかし、近年はセキュリティ技術

見合った商品やサービスを最適なタイミングで提供して収

も向上し、銀行でもシステム構築手段の 1 つとなっています。 益向上につなげることができます。最近では、技術の進展に

より「非構造化データ」（音声、画像、動画など）の活用も
試みられてきています。

なった概念として「SoE（Systems of Engagement）」と
「SoR（Systems of Record）」があります。

さらに最近は、
モバイルも核心的な技術となっています。タ

SoE とは、顧客体験の向上や新たな協業を実現します。

ブレット端末やスマートフォンなどは携帯や移動が可能な端

モバイル、Web などアプリケーションの頻繁な更新が必要

末なので、場所や時間の制約にとらわれることなく、通信

であり、開発やシステムライフのサイクルスピードが速い領域

ネットワークを介して情報の交換や取引を実現できるように

です。FinTech アプリケーションやモバイル／スマートフォン

なってきました。またモバイルが生み出す情報は、新たなビ

アプリケーションが、これに該当します。

ジネスを創造する宝の山となる可能性を秘めています。
GPS
（Global Positioning System） を 活 用 し た 位 置 情 報、

SoR とは、高い品質と安定稼働が前提の従来型の基幹業
務システム全般のことを示します。前回までに説明していた

Facebook や Twitter などの SNS の情報を活用すれば、新

銀行勘定系システムが、このカテゴリーに属します。今後は、

たなレンディングやマーケティングの手法を実現できる可能

よりスピーディに情報や機能を提供することが求められます。

性を秘めています。

FinTech 時代においては、SoE と SoR を密接に連携さ

クラウドやアナリティクス、モバイルといった、これらの技

せる必要があります。その上で、SoR で得られる膨大なデー

術が成熟しつつあるのに加えて、ここ 1 〜 2 年で、API

タを SoE に生かしたり、SoE から得られた非構造型データ

（Application Programming Interface）やブロックチェー

（音声、画像など）を SoR で活用したりする仕組みを導入

ン、AI（Artiﬁcial Intelligence：人工知能）が急速に台頭

すれ ば、 その 適 用 領 域 がマー ケティング や UX（User

してきています。これらの技術要素は銀行業務に大きなパラ

eXperience：ユーザーエクスペリエンス）など、一層広が

ダイムシフトを起こす可能性があります。

ります。それが分析と洞察の技術によって形成される「SoI
（Systems of Insight）」です。データを価値のある情報に

「SoE（Systems of Engagement）」と

変換し活用する技術や仕組みを導入することにより、SoI が

「SoR（Systems of Record）」

実現します。

これら新たな技術を最大限に活用するために、これからの
銀行システムにはどのような要件、アーキテクチャが必要と

FinTech時代における銀行システムアーキテクチャ
FinTech 時代における銀行システムアーキテクチャは具

なるのでしょうか。

2011 年に米国で出版されたホワイトペーパーが発祥と
図1

体的にどうあるべきなのでしょうか。

SoE、SoI、SoR の概念

図2

FinTech 時代の銀行システムのアーキテクチャ概要

勘定系を継続活用することは、安定稼働や投資保護の観
点から有効な手段です。FinTech 時代においては、勘定系

チャネル側アプリケーションが勘定系のサービスと連携する
形式へ徐々に移行しています。

システムを「柔軟にチャネルや業務の追加ができるような再

従来、銀行システムはクローズドなインタフェースでシステ

利用性の高いサービス」へと進化させる必要があるのではな

ム間連携を行っていましたが、FinTech をはじめとした新た

いでしょうか。そのため、階層構造の定義と機能配置を見直

な外部システムとの連携は、オープンな API を使用した連携

すとともに、各階層間連携の標準化を図ることで、疎結合型

基盤を介して実現します。今回は、この API 連携基盤に

のアーキテクチャが望ましいと考えられます。図 2 に概念図

フォーカスして解説します。

を示します。
先に述べた SoI を実現するには、
「銀行が過去から保有す
るデータと日々生み出されるさまざまなデータを分析して、
将来のビジネス拡大に活用したい」という要求に応えるた
め、分析層も必要とされます。
さらに多くの可能性を秘め、今後の銀行の戦略領域を支

FinTech時代に求められる

銀行システムのインタフェース
（API連携基盤）
とは
FinTech 時代になり、オープンなインタフェースを使用し

て銀行システムが持つ資源に直接アクセスする要求が高まっ
ています。この章では、以下の観点で FinTech 時代に求め

えるテクノロジーであるブロックチェーンと既存の銀行シス

られる銀行システムのインタフェースについて説明します。

テム間の連携も必要となるでしょう。

・シ
 ステム間インタフェースのデファクトスタンダード Web API とは

既にハブや ESB などを介した疎結合型アーキテクチャへ

・銀
 行システム資源の外部公開におけるアーキテクチャの概要

変えていく取り組みが行われていることは第 1 回の連載で紹

・銀
 行システム資源を外部公開するための 2 つの実装方法

介した通りです。営業店端末、ATM など既存チャネルは、

システム間インタフェースのデファクトスタンダード Web

API とは

図 3 の例では、
「/accounts/｛口座の識別子｝/balance」
という URI で銀行口座残高という資源を一意に識別し、

システム間連携を行うためのインタフェースでデファクト
スタンダードとなったのは、Web 技術を用いた API である

HTTP メソッド GET を使用して照会しています。応答形式
は JSON です。

Web API です（以降、この記事では「API」と記述した場

また、API の要求と応答の仕様記述の方法は、OpenAPI

合は Web API を指します）。API で一般的な形式は、アク

Speciﬁcation（旧 Swagger）で標準化が図られています。

セス対象の資源を URI（Uniform Resource Identiﬁer）で

このようなオープンな標準に基づくインタフェースを銀行

表現し、資源に対する操作を HTTP のメソッドで要求する

システムが持つことによって、多様なシステムとの連携が容

と、資源の状態を応答するものです。このアーキテクチャス

易になり、今後、新たなサービスの創出が期待されます。

タイルは、
「REST（Representational State Transfer）」
と呼ばれます。応答形式は、JSON（JavaScript Object

Notation）が一般的に利用されています。

銀行システム資源の外部公開におけるアーキテクチャの概要

FinTech アプリケーションは、利用者のニーズにタイムリー

例えば、銀行口座の残高照会の API は、図 3 のような形
式です。

に対応し続けることを重視しています。そのため仮説検証型
のアプローチである、スクラムなどアジャイル開発のメソッド
を用いられ、短期間に何度も本番リリースが行われます。

図3

残高照会 API の例

一方、勘定系に代表される既存の銀行システムは、安定

要求
GET
https://api.samplebank.com/accounts/｛ 口
座の識別子｝/balance
応答
{
"currencyCode": "JPY",
"availableAmount": 100000,
"currentAmount": 100000,
"recordDate": "2016-11-21"
}
項目の説明
currencyCode: 通貨コード
availableAmount: 支払可能残高
currentAmount: 現在残高
recordDate: 基準日

図4

稼働を継続することを重視するため、ウォーターフォール型
の開発メソッドを用いて、明確化された要件に基づいて開発
され、最短でも月 1 回程度の間隔で本番にリリースされます。
このように、両者には開発スピードに大きな違いがありま
す。このため、このギャップを吸収し、既存の銀行システム
が保有する資源を、セキュリティを担保した上で外部に公開
するオープンなインタフェースが必要になりました。そこで
「API による銀行システム資源へのアクセス」を可能にする、

API 連携基盤構築の取り組みが行われています。銀行システ
ム資源の外部公開アーキテクチャの概要を図 4 に示します。

API 連携基盤には、どのような機能が必要なのでしょうか。
まず、銀行システムが持つ既存のインタフェースを API に
変換する API アダプタを加えます。API アダプタが提供する

API を、「銀行内で使用可能な API」という意味で「内部
API」と呼びます。
銀行システム資源の外部公開アーキテクチャ概要

次に FinTech アプリケーションなど「銀行外部から、API

金明細照会、振込などの取引を行うために銀行が提供してい

ゲートウェイ経由で内部 API を使用するための手段」として

るサービスです。従来、
インターネットバンキングはインター

使用可能な API を「外部 API」と呼びます。API ゲートウェ

ネット経由で銀行システムにアクセスできる唯一の手段でし

イは「外部 API によるアクセスに対応した内部 API」を呼

た。FinTech アプリケーションの代表例である個人資産管理

び出す機能を持ちます。加えて、アクセス制御、アプリケー

（Personal Financial Management：PFM）でも、イン

ション認証や流量管理など、安全に外部 API を公開するた

ターネットバンキングを利用して残高や入出金明細を取得し

めの機能を持ちます。

ています。

このように、既存インタフェースを内部 API に変換する

ただ現状は、API による情報取得ではなく、Web スクレ

「API アダプタ」と、銀行外部からの API アクセスを可能に

イピング（Web ページの HTML を解析して、データを抽出

する「API ゲートウェイ」を API 連携基盤の機能とすること
で、銀行システム資源の外部公開が可能になります。

する技術）による情報取得が一般的です。
インターネット経由でアクセスできるインターネットバン
キングに API アダプタを構築することについては、既存の

銀行システム資源を外部公開するための 2 つの実装方法

ユーザー認証基盤を再利用可能であることなどから、短期間

銀行システム資源に API でアクセス可能とする方法には 2

で行えると考えられます。しかし、インターネットバンキング

つあります。1 つは、インターネットバンキングに API アダ

でサービス可能な取引でしか API 公開はできません。また

プタを構築する方法です。もう 1 つは、勘定系をはじめとし

現実には、銀行の口座保有者全てがインターネットバンキン

た銀行システム全体を対象に API アダプタを構築する方法

グの会員というわけではなく、口座保有者の 10％に満たな

です。2 つの方法の特徴を図 5 に示します。

い銀行もあるようです。
このように、インターネットバンキングに API でアクセス

1. インターネットバンキングに API アダプタを構築する
インターネットバンキングは、ご存じの通りインターネット
に接続できる PC やスマートフォンなどから残高照会、入出

図5

可能にする方法は開発規模を抑えて早期に実現可能ですが、
サービス可能な API や利用者が限られてしまう課題があり
ます。

銀行システム API 化の 2 つの方法

2. 銀行システム全体を対象に API アダプタを構築する
新たなアプローチとして、
インターネットバンキングに限ら
ず、銀行システム全体を対象に API でアクセス可能にするこ
とが考えられます。これにより、勘定系取引全般を API で
公 開 で き る だ け で は なく、 情 報 系 シ ス テム や CRM
（Customer Relationship Management）／ SFA（Sales

Force Automation）なども API で連携可能になります。こ
のことは、銀行システムの開発の効率化につながり、API 使
用の効果がより大きくなるといえるでしょう。
しかし、口座保有者全てを対象とした新たなユーザー認証
基盤の構築に加えて、
「本人以外の口座を API のパラメータ
に指定していないか」などのチェック機能が必要になるなど、
開発規模が大きくなります。
以上のように利用者や機能が限定されていても、早期に

API によるアクセスを可能にするのであれば、インターネット
バンキングに API アダプタを構築する方法を採用し、銀行シ
ステム全体を API で連携機能の強化を図るなら、銀行システ
ム全体を対象とした API アダプタの構築となるでしょう。
中長期的に考えれば API 連携基盤が銀行チャネルの 1 つ
となる可能性があり、銀行システム全体を対象とした API ア
ダプタを構築する流れとなるでしょう。

（API管理）
に必要な機能や課題
API連携基盤
API のアクセス制御
顧客保護やセキュリティの観点からいうと、銀行が外部に
開放する API を誰でも自由に使用できることはあり得ませ
ん。未知の多様なスマートフォンアプリケーションが API を
使用して直接銀行システムに自由にアクセスすることは大き
なセキュリティのリスクになります。銀行との契約に基づいて

API の使用を許可されたアプリケーションサーバが、利用者
に許可された資源に対してのみアクセスできるようにする必
要があります。
ここでは、API のアクセス制御について以下の観点で説明
します。
・アプリケーションの登録
・ 取引の許可
・アクセストークンの管理
アプリケーションの登録

API を発行するアプリケーションは、事前に銀行システム
の API ゲートウェイに登録します。登録時に、アプリケー
ションに対して Client ID と Client Secret を発行します。こ
れは、API を発行するアプリケーションに対するユーザー ID
とパスワードのようなものです。

図6

OAuth 2.0 を使用した取引認可の概要

アプリケーションが API を発行するときは、Client ID（必
要に応じて Client Secret も）も併せて送信します。これに
より、銀行システムは API を発行したアプリケーションを判
別できます。さらにアプリケーションごとの API アクセス数

再取得を許可するか否かは、利便性とセキュリティ要件を勘
案して設定します。
設定には、
「参照系取引と更新系取引の違い」や「アクセス
トークンの失効管理」について考慮する必要があるでしょう。

などの統計情報の取得、アクセス数の制限、許可していない
アプリケーションのブロックが可能になります。

・ 参照系取引と更新系取引の違い
残高照会などの参照系取引は、利便性を重視してアクセス

取引の許可
インターネットバンキングでは、ユーザー ID とパスワード

トークンの有効期間を、例えば 1 時間に設定し、リフレッ
シュトークンの使用を許可します。振込など更新系取引は、

によって本人を認証して取引を行います。では、
「銀行外部

利便性よりセキュリティを重視して、
「有効期間を、例えばイ

のアプリケーション」が API を使用して、銀行システム内の

ンターネットバンキングのワンタイムパスワードと同等の 3

資源にアクセスする場合は、銀行外部のアプリケーションに

分間、リフレッシュトークンなしに設定する」といったことが

インターネットバンキングのユーザー ID とパスワードを渡し

考えられます。

て取り引きさせても、セキュリティ上問題はないのでしょうか。

さらに更新系取引では、アクセストークンの有効期間を短

この問題を解決する手段として、標準的に用いられている

縮するだけではなく、
インターネットバンキングで使用されて

方法が OAuth 2.0 です。OAuth 2.0 を使用した取引認可

いる第 2 パスワード、乱数表、ワンタイムパスワードや指紋

の概要を図 6 に示します。

などの生体認証を組み合わせることで、より厳格に本人認証

FinTech アプリケーションに対して銀行との連携を要求す

を行うことも必要になるでしょう。

ると銀行に許可をもらうように応答されます（図 6 の 1、2）
。
本人認証と取引の許可に成功する（図 6 の 3、4）と銀行シ

・アクセストークンの失効管理

ステムが銀行外部のアプリケーションに対して、アクセストー

利用者保護の観点から考えると、「アクセストークンの有

クンと呼ばれるトークンを発行します（図 6 の 5）
。銀行外部

効期限による管理」だけではなく、「銀行のお客さまの操作

のアプリケーションは、アクセストークンを保管し、API を発

や申し込みを契機に有効期間内のアクセストークンを失効

行するときにアクセストークンも併せて送信します（図 6 の

させる」機能も必要です。例えば、アクセストークンを失効

。銀行システムは、アクセストークンを確認して API で要
6）

させる対象として下記表に示すようなものが考えられます。

求された資源へのアクセスを許可します（図 6 の 7）
。
このような処理フローにすることで、銀行システムのユー
ザー ID とパスワードを銀行外部のアプリケーションに渡す
ことなく、銀行システムの資源にアクセスを許可します。

1
2
3

アクセストークンの管理

失効対象

失効後の対応

ID またはパスワード変更

アクセストークンの再取得

パスワード無効化
（リボーク）
解約

パスワード再設定後、アク
セストークンを再取得
アクセストークン取得不可

表 アクセストークン失効対象（例）

アクセストークンは、銀行外部のアプリケーションサーバ
で保管されます。情報漏えいなど万一の事態に備えて、アク

「アクセストークン失効事象が起きていないか」
を確認する

セストークンには通常、有効期間を設定します。有効期間を

ため、銀行外部から API が呼び出される都度、API ゲート

越えた場合は、
再度ユーザー認証と取引許可のプロセスを行

ウェイは「アクセストークンが有効であるか」をアクセストー

うか、リフレッシュトークンを使用して再度アクセストークン

クン失効管理コンポーネントに問い合わせます。アクセス

を取得します。

トークン失効管理コンポーネントは、「銀行システム側で失

リフレッシュトークンは、ユーザー認証と取引許可のプロ

効対象となる操作が行われていないか」を問い合わせます。

セスなしにアクセストークンを再取得できます。有効期間の

パスワード変更などアクセストークンの失効対象となる操作

長さ、およびリフレッシュトークンによるアクセストークンの

が行われていた場合は、アクセストークンが失効しているこ

図 7 アクセストークン失効管理の概要

とを API ゲートウェイに応答します。

FinTech アプリケーション側から、銀行ごとに利用したい
API が異なる場合もあります。
さらに、同じ FinTech アプリケーションでも、参照系サー

マルチテナント管理の必要性
現在の金融機関と FinTech アプリケーションとの接続形

ビスのみ提供する場合と、参照＋更新系サービスを提供する

態で実績があるのは、「単独金融機関が単一数の FinTech

場合が想定されます。この場合は、サービス内容によって

アプリケーションと接続する」「数種類の FinTech アプリ

ユーザーに課金することも考えられます。一方、金融機関に

ケーションと接続する」の 2 種類で、かつおおむね Web ス

よっては参照系サービスのみ API を提供する場合や参照＋

クレイピングが使用されているのが一般的です。今後 API 連

更新系サービス双方提供する場合があります。

携が普及して API エコノミーが発展し始めると、複数の

このため API 管理層には、FinTech 企業ごと、金融機関

FinTech 企業と複数の金融機関が接続する「N：N 接続」

ごとに、サービスに応じて利用可能となる API のみを連携

が実現され、図 8 のようにマルチテナント管理が必要となっ

させる機能が必要となります。API 開示の運用についても、

てきます。

多くの考慮が必要です。図 8 では、API 提供企業が FinTech

この場合、多くの考慮事項があります。例えば、ある金融

企業に対し、用途や課金単位で API をパッケージングして、

機関が、複数の API を準備し、FinTech アプリケーション

プランとして提供する運用を例示しています。プランに自由

ごとに開示する API が異なる場合が想定されます。また

度を持たせ過ぎて種類が増えてくると、運用面に大きな負担

図8

API マルチテナント管理のイメージ

が生じる可能性が大きくなります。

課金管理

API でマネタイズする場合もあり得ます。使用量に応じて
API のバージョン管理
外部に API を開放していくとなると、API は容易にはバー
ジョンアップできません。なぜなら、API 接続先にもバージョ

課金できれば大きなビジネスとなる可能性があるため、課金
管理を実現する仕掛け作りも考慮しておく必要があります。

ンアップ対応が必要となり、複数の FinTech 企業と接続して

FinTech時代に向けたOpenAPIの検討ポイント

いる場合、FinTech 企業ごとに対応スピードが異なることが

2016 年 7 月 28 日、金融庁で FinTech の法整備へ向け

想定されるからです。

た金融審議会「金融制度ワーキング・グループ」（第 1 回）

加えて、全ての FinTech 企業が新バージョンに移行する

が開催されました。「FinTech を進める上で、これまで想定

まで、現バージョンと新バージョンを並行稼働させる必要が

されていなかった金融サービスの出現に機動的に対応して

あり、相応にシステム運用負担が継続することになります。例

いく」ことを趣旨とした、新たな法整備を目指すことが主な

えば、
さまざまな API を開放している Google や Facebook

目的です。現状では、金融機関ではない IT 企業などの事業

でも、バージョンアップする際は相当期間、現バージョンと

者も、銀行と個人の仲介者として、資金管理や送金などの

新バージョンの並行稼働を行って新バージョンに移行してい

サービスに参入しやすくすることが狙いです。

くのが普通です。

FISC（Center for Financial Industry Information
Systems：金融情報システムセンター）でも、『FinTech を

アクセス履歴管理

テーマとした有識者検討会』を 2016 年 10 月から開催する

API 接続を行えば、FinTech アプリケーション／エンド

ことを 2016 年 7 月に発表しました。これは「FinTech」に

ユーザーごとのアクセス履歴の取得が容易になります。Web

総称される「高度 IT を活用した金融サービス」の利用要請

スクレイピングの場合は不正アクセスとの区別が付きにくい

が高まっていることを受けたものです。日本の金融機関が顧

ですが、API 接続だと「どの FinTech アプリケーションか

客のニーズに適応しイノベーションの成果を最大限享受する

らのアクセスか」を判別でき、不正アクセスの防止やセキュ

ことを目指して、その安全対策の在り方について検討を行う

リティの向上にも寄与します。

予定です。

ただし、不正アクセスの可能性はゼロではなく、そのような

2016 年 10 月 21 日には、全銀協で「オープン API のあ

事象が発生した場合の金融機関および FinTech 企業間での

り方に関する検討会」の立ち上げが発表されました。「（セ

取り決めや連絡体制も十分に考慮しておく必要があります。

キュリティを考慮した）API 仕様の標準化に関する検討」
「API の活用を促進していく上での課題への対応」「利用者

流量管理
流 量 管 理も大きな課 題になると考えられます。 人 気

保護を図りつつ、オープン API を推進していくために必要な
法整備」などについて検討していくことになります。

FinTech アプリケーションが大幅にユーザー数を増やし、銀

このように、 行 政 機 関や金 融 機 関 全 般が FinTech や

行システムへの想定外のアクセスがあった場合の制御も考

OpenAPI の活性化に向けて動き始めており、具体的にいろ

慮する必要があります。

いろなことが定められてくると思われます。法制度面は別の

また、アクセス想定数も FinTech 企業と調整しておくこと
が必要です。先ほど「プランを作成して FinTech サービス

機会に譲るとして、
「技術的には、どのようなことが検討ポイ
ントになるのか」を簡単に整理します。

ごとに API 管理をする」例を提示しましたが、そのプランに
は、月間アクセス数の取り決めを行い、「アクセス数をオー
バーした場合は、システムリソースを考慮して流量制限、あ

API 仕様に関する標準化
技術的な検討ポイントの 1 つ目は、API 仕様に関する標

るいは流量操作を行う」などの対応を含める必要があります。 準化です。

API 仕様については対象取引の選定も難しいところです
が、個々のフィールドの名称や型などのレベルまで具体的に

定義していくと時間がかかり過ぎます。そこで、誰もが使う

ノベーションを阻害しないことを考えると、API に関わるセ

口座情報取得や残高照会、入出金明細照会といった取引は、 キュリティの原則を定めるには、金融機関の保守的なセキュ
どの金融機関からも共通的に取得できる項目を網羅してお

リティ実装をベースにしない方がいいでしょう。

き、それ以外の取引は、設計ルールやエラーコードなどの

金融機関と FinTech 企業が協調して「利用者保護」を大

コード体系やネーミングルールなどを定める程度でもよいか

原則にした具体的な取り決めを行う必要があります。FISC

もしれません。

のプレスリリースでも説明されていましたが、API の機能や

詳細に検討し過ぎると、時間と労力だけを要して FinTech
本来の良いところである革新性やスピードが削がれかねませ
ん。まずは、
プロトタイプでもいいので一度採用してみて、改
善や発展を繰り返せばよいのではないでしょうか。
一方、セキュリティや認証については具体的な仕様が必要

取得する情報の重要度などに応じた、リスクベースのアプ
ローチによる検討が望ましいと考えられます。

次回は、
FinTechを実現するデータ分析について
今回は、ポスト第 3 次オンライン以降の銀行を取り巻く顧

と考えられます。IPSec、256 ビット以上の HTTPS、前述

客接点の変遷や IT 技術の動向について触れるとともに、

した OAuth 2.0 の採用が必要です。また、API を利用しや

API および「銀行システムと外部システムの連携方法」や、

すくするためには REST ／ JSON 方式の採用は必須と考え

その課題、今後の方向性について説明しました。次回以降

られます。

は FinTech を実現するデータ分析やブロックチェーンにつ
いて触れていく予定です。
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