
ビジネスに必要不可欠となったAPI
IT領域からビジネス領域へ

これまでの産業革命で、常に競争優位をもたら
してきたのは、相互運用性とモジュール性で
ある。Eli Whitneyが開発した互換性のある

ライフルの部品は、大量生産の時代を迎えたフォード
社の組立ラインへヒントを与えた。セーバーは予約と
発券プロセスを標準化することにより、前例のないコ

ラボレーションを実現し、航空業界を一変した。SWIFT
とFIXはグローバルの決済ネットワークを単純化し、金
融取引と商取引の劇的な成長を促した。

同様のコンセプトは、デジタル時代においては 
 「プラットフォーム」という形で現れる。それは喫緊の
ビジネス課題を解決するだけでなく、将来の成長の

起爆剤としての有効性が備わったソリューションで
ある。Alibaba社、Alphabet社、Apple社、Amazon
社、Facebook社、Microsoft社、Tencent社、Baidu社
など、世界の名だたるデジタル企業が提供しているソ
リューションをみれば明白であるが、相互運用性とモ
ジュール性の原則に基づいて設計されたプラットフォーム
を利用して、エンドユーザや第三者のエコシステムへと
サービスを拡大している。

ITの領域において、APIは、相互運用性とモジュール
性をサポートする重要な構成要素の一つとなっている。
コンピュータサイエンスと同じく長い歴史を持つAPIは、
システムやソリューションにおける情報交換方法の改

　これまで、アプリケーションプログラミングインターフェース（API）は、システムとソリ
ューションの橋渡しを実現してきた。しかし近年、各企業はAPIに新たな可能性を見出
し始めている。つまり、APIを企業全体で再利用可能な技術資産としてとらえ始めたの
である。APIの利用によって、IT投資のROIが向上するだけでなく、その利用者に対して
一連のデータ、トランザクション、および製品を利用するための構成要素を提供するこ
とが可能となっている。API利用の高まりに伴い、各企業は、APIを公開、管理、制御す
るための新たな方法を模索するようになってきた。近い将来、このトレンドが加速する
につれて、APIは、契約、価格設定、サービス、およびマーケティングといった分野におけ
るデジタル革新の重要な柱となり得る。
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善を支援し、ビジネスロジックを呼び出してトランザク
ションを実行する。「Tech Trends 2017」では、APIの
成長性、システムアーキテクチャの革新においてます
ます高まるAPIの重要性、および「APIエコノミー」の急
速な拡大について論じた1。こうしたAPIの成長は絶え
間なく続いており、2017年初頭において利用可能なパ

ブリックAPIの数は18,000を突破し、前年比で、およそ
2,000の新しいAPIが登場している2。世界規模の大企
業においては、プライベートAPIが数百万にもなってい
る可能性がある。

このような著しい成長は、企業にとってAPIが以前
にも増して戦略上不可欠なものとなっている証しとい
える。テクノロジー企業であれば、技術資産は再利用
できるように構築すべきである、という考え方は、直感
的に理解できるだろう。再利用は、IT部門が数多くのレ
ガシーシステムを開発していた時代には想像できなか

った方法で、技術資本へ還元される。
再利用は、カプセル化された技術資産の交換を管

理するための新しい機能を必要とする。この新しい機
能により、組織横断的な情報連携、業務のサポート、新
たなAPIの発見、利用、管理が可能となる。APIの戦略
的意図とそれを根底で支える機能の出現により、API
が企業にとって必要不可欠となってきている。

APIの新たな一面

以前からAPIが存在することを踏まえると、これまで
のAPIと昨今のAPIのトレンドは分けて考える必要があ
る。大規模かつ複雑なプロジェクトでは、システム間で
情報をやりとりするインターフェースに特徴がある。こ
れらインターフェースの多くは完全にオーダーメイドで
あり、特定のプロジェクトの要件を満たすように設計さ
れていた。ポイントツーポイントのインターフェースが
増えるたびに、システム間の複雑な相互依存性は増し、
その結果、あまりにも多くのスパゲッティ状態に陥った、
現在のIT構造を生むこととなった。

特定の要件に縛られた脆弱なインターフェースに
おいては、多くの場合、顧客、注文、製品、および販売情
報が重複している。変更を試みても往々にして失敗す
るか、余計に混乱を招く結果となる。一方で後続のプ
ロジェクトでは、新しいインターフェースが必要となり、
より一層複雑な構成を招くこととなる。

APIは、コアとなるデータエンティティ（顧客、製品な
ど）やトランザクション（「注文をする」、「価格決定する」
など）のような論理的なビジネス概念をカプセル化す
ることで、複雑さを抑えようとする試みであった。APIは、
広く柔軟に利用することができる。さらに、優れたAPI

ではAPI自体のライフサイクルを管理するために次の
ようなコントロール機能も設計されている。

• バージョン管理：旧バージョンのAPIを利用不可に
することなく更新する機能。

• 標準化：COM、CORBAオブジェクトから、近年の
RESTfulなWebサービスに至るまで統一的に利用

できる機能。
• API情報制御：APIにより取得した情報を制御し、

処理するための機能。情報には、メタデータ、大量
のレコードのバッチを処理する仕組み、ミドルウエ
アプラットフォーム、メッセージブローカー、サービ
スバス用のフックが含まれる。また、APIの通信方
法、情報のルーティング方法、情報の処理方法を
定義する。

現状、企業の多くは、まだ完全にはAPIの恩恵を享
受していない。共有APIの開発が進んでいる一方で、従
来のプロジェクトベースの縦割りアプローチは例外と
してではなく、今なお原則として残ってしまっている。IT
コストと労力の多くは、技術的負債を抱えたままであり、
データやビジネスロジックを適切に公開するようには
設計されていない旧資産を維持するために費やされ

てしまっている。既存のIT資産をAPIに親和性の高いも
のへ改善することは、人に例えると、まるで心臓手術を
行うがごとく、困難が伴う。

同様に、プロジェクト計画に対してコスト、時間、複
雑さを増加させる可能性のあるソリューションを使用

して基盤を再構築することは困難である。また、ビジョ
ンの策定と実現には、異なるスキルが必要となる。多く
の企業にとって、すでに確立されたコントロール、予算、
プロセス、人材を混乱させるような取組みは非常に困
難だと映る。特にITシステムの戦術的決定として「だ
から何なのか。どうする。」と判断を要する場合はなお
さらである。

こうした懸念はもっともである。技術革新が新たな
機会をもたらし、市場を再編成し、競争を過熱させる
につれて、敏捷性や拡張性、スピードは差し迫って必
要となる。今後1年半～2年の間に、これまで慎重であ
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エンタープライズシステム

APIレイヤ

図1：APIの論理アーキテクチャ
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った多くの企業が、社内外のサービスのセルフサービ
ス化とその利用を促進するAPIの採用を見込んでいる。

 「なぜAPIを？」から「どのAPIを？」
への変化

APIを利用するにあたり、企業は戦略的な選択を行
う。つまり、再利用可能な技術への投資とともに、再利

用を促進していく企業文化の構築に対してコミットす
るのである。戦略的および企業文化的に、APIを開発し
利用する準備を進めることは、ビジネスの俊敏性を高
め、既存の資産から新しい価値を引き出し、新しいアイ
デアを市場に提供するプロセスを加速させるために
重要である。

APIは、企業の戦略上、さまざまな利点を提供してく
れる。例えば、最新のAPIを利用してレガシーシステム
を再活性化すると、そのシステムに含まれる技術資産
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とデータがカプセル化され、技術資産とデータの利用
方法を知らない新参の開発者や若い開発者でも再利
用ができるようになる。同様に、APIを既存システムに
組み込むことで、既存のIT資産からより多くの価値を
引き出し、貴重な既存データを使用してイノベーション
を推進することが可能になる。さらに、新たなビジネス
モデルやパートナーエコシステムの構築を可能にする
ため、新しいアプリケーションにAPIを組み込み、APIを
外部に公開することはもちろんのこと、新たなWebシ
ステム、モバイル端末、IoT機器でのAPIの利用および
再利用が容易となる。

APIの潜在的な可能性は、業界および導入企業の
基本戦略によって異なる。デロイトのファイナンシャル
セクターとシンガポールの銀行協会が実施したAPI利
用についての最近の詳細な調査によれば、金融企業
に共通する5,636のシステムおよびビジネスプロセス
が特定され、管理可能な411のAPIにマッピングされて
いることがわかった3。これらのビルディングブロックが
構築されると、ブロックチェーンの金融からバーチャル

リアリティの小売業に至るまで、新しいソリューション
とサービス構築において大幅な時間削減が可能にな
る。

経営層からのサポート

企業が従来のプロジェクトベースの開発からAPIに
重点をおいた開発に移っていくためには、次に述べる
ような管理プログラムを設計する必要がある。

• 予算とスポンサーシップの調整：共有APIを管理
する機能を構築しつつ、APIの課題に対処するため
のプロジェクトとプログラムの優先順位づけを行う。

• 再利用するサービスの決定：重要なAPIを見極め、
どの粒度で定義するべきかを判断する。つまり、今
後の展望と、喫緊のプロジェクトニーズとを勘案し、
適切にトレードオフを決定する。

• 事業計画と市場ニーズのバランス：スピード重視
の精神を持ち、APIと既存インターフェースを徹底
的にマッピングするような衝動は避けなければな

らない。価値の高いデータやビジネスプロセスを
特定し、ビジネスの最優先課題にマッピングするこ
とで、計画が麻痺することを防ぎ、APIプロジェクト
を動かすことができる。

• 再利用の動機づけ：社内外の資産とともに既存の

APIを活用する従業員を評価し、その従業員に報
酬を与える。そのためには、新たなアイデアの発見
とコラボレーションを促進できるように、社内外の
開発フォーラムを立ち上げることを検討する。

• APIビジョン実現のための組織作り：企業のIT部
門が中心となって、効果的なAPI管理プログラムを
開発できるように努力すべきだが、IT部門単独の
責任にすべきではない。また、APIの開発とデプロ
イのすべてをIT部門に期待すべきでもない。目指す
べきは、さまざまな業種に関与するセンターオブエ
クセレンス（COE）の変革である。あらゆる共有サービ
スを集中管理することを重視した従来のCOEの考
え方から、組織全体のステークホルダーと開発リ
ソースを紐づけるセンターフォーイネーブルメント

（C4E）アプローチであるフェデレーションセンタ
への移行という新たな考え方は、組織がAPIプログ
ラムのスケーラビリティと管理の効率を向上させる
のに役立つ。

エンタープライズAPI管理

APIのデプロイおよびスケーリングには、これまで
に確立された統合基盤レイヤおよびメッセージングレ
イヤで通常使用されるものとは異なる機能が必要と
なる。APIを内部的に利用して新しいビジネスプロセス
を編成するか、新製品の一部として外部的に利用する
かに拘らず、ライフサイクル全体に亘ってAPIを意図的
に管理することで、よりAPIを知りやすく、利用しやすく、
保守しやすくなる。企業の展望が大きくなるにつれ、よ
り戦略的にAPIを管理するためには、次のようなテクノ
ロジーレイヤが役に立つだろう。
• APIポータル：	開発者がAPIを開発し、共同作業

し、利用し、公開するための仕組み。セルフサービス
の全体目標をサポートするように、ポータルはAPI
の機能、コンテキスト、非機能要件（スケーラビリテ
ィ、セキュリティ、応答時間、ボリューム制限、および
復元性）、バージョン情報、使用状況、パフォーマン
スの指標を提供する。成熟したマスタデータやアーキ
テクチャ標準がない企業であっても、APIポータル
によって、既存APIを可視化することができ、また、
サービスの特徴、機能、技術詳細を知っている従業
員とコンタクトをとることも可能となる。

• APIゲートウェイ：利用者を認証し、取引を可能に
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する仕組み。API仕様とポリシーはAPI自体に組み
込まれている。ゲートウェイは、APIが実装されてい
る基盤となるアプリケーションから、「APIプロキシ

（利用者が論理的にサービスと対話するノード）」を
切り離すことができる。ゲートウェイ層は、API使用
の負荷を分散し、使用率を調整する手段を提供す
る。

• APIブローカー：API上の情報を操作するための拡
張、変換、検証サービス。基盤となるAPIにビジネス
ルールエンジン、ワークフロー、およびビジネスプ
ロセスオーケストレーションを実装するツールでも
ある。

• APIの管理と監視：監視、サービスレベル管理、SDLC
プロセス統合、およびテクノロジーレイヤに対して
ロールベースのアクセス管理を提供する集中管理
された機能。システム全体でAPI使用量を計測し測

定する機能であり、社内外の関係者に対して、API
使用量に基づいて請求する機能などが含まれる。

これからの展望

APIがビジネスにとって必要不可欠になるというト
レンドは、本レポートの前段で述べたリエンジニアリン
グ技術の戦略的な柱となる。リエンジニアリング技術
と同様に、APIは、最新アーキテクチャの開発を促進す
るだけでなく、技術の潜在的なROIを向上させる。つま
り、APIは、ビジネスの俊敏性を実現し、技術資産の再
利用を促し、技術資産を公開できる管理システムと技
術アーキテクチャの導入を可能にし、広範囲なデジタ
ル領域で企業の展望を実践できる方法を提供する。
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よくある誤解と真実
仮にデジタルプラットフォームの事例が増え、再利用性についての盛り上がりが増してきた時、ベテランのCIO
がAPIの進むべき方向性について幾らかの懸念を抱いていたとしても、誰がそれを非難できようか。新しいイノ
ベーションはすべて「非現実的である」と報じるメディアの風潮の中、事実とフィクションの区別が難しいことが
ある。

それでは、APIとそのポテンシャルに対し誤解されがちな点について、正しく理解していこう。

誤解：APIは昔から存在するため、目新しいものは何もない。

真実：その通り。IT組織は何年ものあいだAPIをさまざまな方法で導入してきた。標準化がなされず、基盤技
術も未成熟だったため、APIのポテンシャルが限られていたとしても、背後にあるビジョンは今日でも残ってお
り、根付いている。これまで多くの人が、APIが果たすべき役割は、SOAPベースのWebサービスを利用したサービ
ス指向のアーキテクチャイニシアティブで提供されると誤解していた。しかし、基盤となるプロトコルとスタック
構造が複雑で、拡張性に制限があったことが問題となっていた。UDDPなどのリポジトリは決して成熟しておら
ず、クラウドのプラットフォームやサービスが不足していたため、拡張性に制約があった。しかし現在、開発者は
コアシステムをマイクロサービスとして再構築し、最新のRESTfulなアーキテクチャを利用してAPIを構築し、
堅牢なAPI管理プラットフォームを活用することで、現在のIT業界を牽引し続けている。

システムを分割しビジネスルールの自己完結型の実行手段として再構築するためのマイクロサービスアプ
ローチを展開する組織は増えている。より複雑なコード内に、特定機能の固まりを組み込んでいく従来のアプ
ローチは、トランザクション、またはデータをインターフェース、あるいはAPIとして公開することに成功した。しか
し、個々のAPIが全体的に独立して拡張、または発展することは許されなかった。マイクロサービスは、より大
規模なアプリケーションを独立させ、展開可能な小規模なモジュールのサービスに分割する。このアプローチ
によってSOAのレトリックは、最新化されたアプリケーションアーキテクチャに移管され、APIの影響を拡大する
ことが可能となった。

RESTは「representational state transfer」を意味する。RESTアーキテクチャ標準にしたがって構築された
APIはステートレスであり、より単純な手段を提供する。例えばRESTでは、複雑なWSDLプロトコルを使用する

ことなくデータ資産をプレーンテキストに変換することが可能である。また、基盤となるトランスポートメカニズ
ムからセキュリティポリシーを継承することも可能である。RESTによって、高パフォーマンスが確保され、開発、
導入、およびテストのためのより迅速なアプローチが可能となる。

API管理プラットフォームは、従来の主要なメッセージング、ミドルウエア、サービスバス製品を補完できるまで
に進化した。API管理プラットフォームは、IBM社、SAP社、Oracle社、Tibco社、MuleSoft社、Dell社、Software 
AG社、CA社、Apigee社など、以前から存在するベンダに加えて新規参入のベンダも提供している。

誤解：プロジェクトベースの開発が安価で手っ取り早い。我々には時間をかけてソリューションを設計する 
余裕はない。

真実：緊急のプロジェクト、または戦術的な統合に依存するプロジェクトでは、事前に多くの設計時間を費や
すことができない場合がある。しかし、あなたが新たなプロジェクトを開始する場合、1～10まで過去のプロジ
ェクトと同じ努力を繰り返す必要があることを理解しなければいけない。プロジェクトを跨いだ要件の理解と
再利用のための設計に時間を費やすことで、時間と予算の両方のコストが有効活用され、時間の経過ととも
に、その生み出された価値はさらに増すこととなる。目標は、集中型の全社的な統制とガバナンスを構築する
ことではなく、価値を生み出す時間を短縮するためにチームに権限と責任を与えることができる技術資産を
形成することである。
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確かに、立ち上げ費用は必要となるであろう。そして、最初のプロジェクトでは、さまざまな資産のスコープ 
設定、設計、および構築が行われる。ビジネスオーナーやプロジェクトのスポンサーに負担を感じさせない 

ように、これらの投資に補助金を拠出することを検討する必要がある。また、APIを作成して利用するチーム
に報酬を与える方法も探す必要がある。

誤解：我々には、APIトランスフォーメーションを行う必要があると考えるスポンサーが経営層にいない。莫大
な予算を確保しなければ、失敗するに決まっている。

真実：すぐに本格的なAPIプロジェクトを実行する必要はない。手始めに、一般的なAPIセットの再利用に関す
る小規模で低コストのプロジェクトをいくつか成功させ、成功事例を蓄積すればよい。二つ以上のプロジェク
ト（三つ程度のプロジェクトがAPIを再利用したことによるROIを証明するために管理可能なプロジェクト数）で、
わずか三つのAPIを利用さえすれば、成功を証明することが可能である。その後、いくつかの大規模なプロジ

ェクトを成功させれば、ビジネス部門、最終的には経営層の信頼関係を構築するのに役立つ。
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AT&T社の事例

過去10年間、AT&T社はいくつかの大企業を買収し
て一連の合併を行った。その結果、IT組織は6,000を超
えるアプリケーションを管理しなければならず、それぞ
れ独自のオペレーションとソフトウエア開発ライフサイ
クルプロセスが必要となった。最終的にはこれらのア
プリケーションとプロセスをAT&T社傘下で一元管理す
るという目標を達成するため、システム統合、重複コス
トの削減、グローバル製品とネットワークケアの合理
化によってスピードを向上させるとともに、容易なカス
タマエクスペリエンスを提供するための変革を推進し
た。この変革を可能にするために、同社ではAPIプラッ

トフォームをコアとする重要な技術的要素をさまざま
な形で定義した。

最初のステップは、アプリケーションの合理化であ
り、経営層は企業全体のビジネスイニシアティブとし
て位置づけた。過去10年間で、ITチームはアプリケーショ
ンの数を6,000以上から2,500に削減し、2020年には
1,500まで削減するという目標を掲げている。2007年
に合理化プロセスを開始したチームは、ポイントツーポ
イントのインターフェースの専用アプリケーションでは
なく、再利用できるように設計された最新のプラットフ
ォームベースのアーキテクチャの必要性をすぐに認識
した。チームはその後数年間、プラットフォームアーキ
テクチャを導入し、2009年に有線ビジネスおよび無線
ビジネス全体で共通となるデータモデルを使用して
APIを導入した。

AT&T社のビジネスオペレーション事業のpresi-
dent（正式には、ネットワークとシェアードサービスの
CIO）であるSorabh Saxenaは、「我々は総所有コスト
を数十億ドル削減するとともに、統合されたケアセン
ターに巨額の利益を実現する機会を見出した。」と述
べている。「AT&T社の場合、APIを利用することで、製
品チームの敏捷性と市場投入スピードが向上した。目
標は、業務と技術チームの双方に、ソフトウエア主導の

プラットフォームベースの企業を実現するための動機
づけを行うことであった4。」

AT&T社は、APIプラットフォームが毎年3,000件以
上のビジネス要求に対応し、各ソリューションを設計す
るための青写真を提供することがソリューションアーキ
テクチャチームのミッションと定義した。Saxenaのチーム
は、開発の標準化と共通化によって、APIプラットフォーム
上で各ビジネスユニット固有の要件が満たされるよう
にした。総資産が1,600億ドル以上の大企業としては、
ビジネスナレッジを一つのチームに集中させることは
危険という懸念があったためである。チームは、プラッ

トフォームの共通化を行い、チームのビジネスナレッジ
を共有して、同一プラットフォーム上で開発を行ってい
る。また、チームは、環境構築、開発標準設計、設計とテ
スト、導入、開発サポートも担当している。

当初、特定のビジネスニーズに対応するAPIを新規
開発することで、APIプラットフォームを構築していった。

しかし、時間の経過とともに、チームはAPIを新規開発
することから既 存 A P Iの再 利 用 へと移 行していっ
た。2017年には約4,000件の再利用が行われ、長年に
亘って、Saxenaに数億ドルものコスト削減をもたらし
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た。AT&T社のAPIプラットフォーム上のトランザクショ
ン数は、2013年には100億件/月であったが、2017年9
月には240億件/月と増加した。その一方で、APIの数
が3倍以上に増加したため、処理時間が短縮され、品
質が大幅に向上した。

しかし当初、チームは、API戦略のために組織全体
を説得しなければならなかった。「共有サービスモデル
の結果が出るまでは時間がかかることが予想され、当
初、チームは消極的な姿勢であったため、まずは各部
門代表者との関係を構築し、そこで築いた良好な関係
を開発に結びつけた。」とSaxenaは述べている。

チームはまた、潜在的な懐疑論者にターゲットを絞
り、問題が表面化する前に彼らにサービスを開始、提
供することで全体の士気を高めた。さらに、チームは

「意図的にシステムに苦痛を与えるもの」と例えて語ら
れる例外処理に着手した。週2回、SaxenaはAPIプラッ

トフォーム外にアプリケーションを構築する必要のあ
る部門からのリクエストを受けて、例外処理に関する
要件を承認、または却下していった。当初、例外処理率
は20％であったが、最終的には4％～5％までに低減
した。チームは先行投資がすぐに大きな恩恵をもたら
すことに気がついた。チームは投資のリターンを再投
資して、APIをアーキテクチャの標準として構築してい

った。再利用のメリットを共有することで、コストを削減
しながら導入をスピードアップさせることに成功した。

AT&T社の次のステップはマイクロサービスに向け
た取組みである。チームは現在、高いコストで、UI/UX、
ビジネスロジック、ワークフロー、データなどすべての
レイヤでモノリシックなアプリケーションを維持管理し
ている。AT&T社では、マイクロサービスへの変革には
明確なゴールを設定している。変革自体は手段の一つ
に過ぎず、スピードを向上させ、コストを削減し、システ
ム変更によるリスクを軽減することが最終ゴールであ
る。以前のモノリシックと比べて、マイクロサービスの

「適切なサイジング」は、分散したビジネス機能をコン
ポーネント化するのに役立ち、変更を容易にする。マイ
クロサービスへの移行を容易にするため、チームはハ
イブリッドアーキテクチャを導入し、サービスをモノリシ
ックまたはマイクロサービスのいずれかに振り分ける
インテリジェントなルーティング機能を実装し、データ
共有を実現している。

APIとマイクロサービスプラットフォームは、スピード
とスケーラビリティをサポートし、コストを削減し、品
質を向上させる本当の意味でのDevOpsエクスペリ
エンス（自動化された継続的インテグレーション/連

続デリバリパイプラインの形成）を提供する。このプラ
ットフォームは、AI、機械学習、クラウド開発、自動化な
ど、AT&T社の戦略的イニシアティブをサポートしてい
る。

「我々はAPIの取組みを、技術的な取組みではなく、
ビジネスイニシアティブとして位置づけた。」とSaxena
は述べる。「製品パートナーと協力して、テクノロジーの
変化が、プロセス、トレーニングプログラム、労働力の
配置の柔軟性を高め、全国的な製品立ち上げを合理
化することを全社的に認めさせた。我々はAPIの必要
性を認識し、社内外からのサポートを確保した。テクノ
ロジーで何か新しい取組みをするときは、まずビジネ
スから考えるべきである。」

コカ・コーラ社の事例

131年間、業界リーダーであり続ける秘訣とは何か。
コカ・コーラ社にとっては、顧客のニーズと要望に適応
することである。それは、原材料をクラウドソーシングす
ることから、商品出荷をドローンで行うことまでに至る。
さらに重要なことは、新CEOであるJames Quincyに
よって設定された目標であるが、デジタルを採用するこ
とである。エンタープライズアーキテクチャチームは、す
でに積極的にAPIの構築を行っており、ITの最新化をさ
らに推進するための基盤はできている。

「すべてのAPIが同等に作成されているとは限らな
い。」と、コカ・コーラ社のchief enterprise architect
であるMichelle Routhは述べている。「単にAPIを利用
しているという場合もあり、一方で効果が出ているAPI
を利用している場合もある。」

コカ・コーラ社のAPIの取組みは数年前から始まっ
た。当時Routhは北アメリカのCIOであり、彼女とチーム
は現在のマーケティング領域のテクノロジープラットフ

ォームを導入した。チームは、すべてのアプリケーショ
ンをパブリッククラウドに移行し、プラットフォームを
SaaSソリューションとした。チームは、マーケティング
領域にかかわるテクノロジー全体にAPIを構築し、モノ

リシックなシステムから最新のプラットフォームへの移
行を容易にした。また、プラットフォームを分割してマイ
クロサービスのセットにすることで、何千ものマーケテ
ィング部門が容易にサービスを利用できるようになっ
た。

チームはSplunkソフトウエアを利用してAPIのパフ
ォーマンスを監視した。パフォーマンスレベルを監視す
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ることで、パフォーマンスの劣化または停電が発生する
前に対処することができるため、リアクティブからプロ

アクティブへの移行が可能となった。最高のパフォーマ
ンスを発揮するAPIを提供するチームとビジネス部門
間で友好的な競争が繰り広げられ、時間の経過ととも
に効率はさらに向上した。マーケティング部門は迅速
かつ容易にサービスにアクセスできるようになり、コ
カ・コーラ社は俊敏性と市場投入時間短縮のための
投資を拡大し、業界最高のデジタルマーケティングを
実現した。

現在、エンタープライズアーキテクチャチームは、コ
カ・コーラ社のビジネスを変革するため、Chief digital of-
ficerと協力してこれまでの経験を活用してITの最新
化に取組んでいる。組織は、データ、デジタル人材、オート
メーションイノベーション、クラウド、サイバーの五つの
領域の準備状況を測定するために、システム全体の評
価を実施している。エンタープライズアーキテクチャ
チームは、五つの領域それぞれに合わせた参照アーキ
テクチャを開発し、特定のビジネス課題の解決策から、
その成果に至るまでをマッピングしている。Routhは、
さらにデジタル化を進めるために、企業は規模を拡大
し成長を促進させる必要があることを認識した。「真の
デジタル企業にとっては、迅速な市場参入をサポート
するための容易に利用できるAPIが必要である。」

APIの取組みは、コカ・コーラ社の最古事業の一つ
であるフードサービスのレガシーシステムも対象として
いた。そこでの課題は、昔からの顧客（100年も前に契
約を締結した顧客も存在している）を説得することで
あった。紙ベースのデータ受け渡しをやめることで、ビ
ジネスをより簡単に行うことが可能となる。標準APIを
開発、公開する機能は、プロセスを容易にし、顧客との
関与を高めた。

「我々は事業領域ごとに、これまでの経験をすぐに
活用することができる一連のサービスを提供したいと
考えている。」と、コカ・コーラ社のイノベーションおよ
びエンタープライズアーキテクチャのsenior director
であるBill Maynardは述べている。「我々は、もはや
APIの必要性については議論していない。実行するの
みである。」

実際、APIはすでにデジタルコカ・コーラ社にとって
必要不可欠なものとなっている。「ビジネスケースを部
分的に分解することはない。」と、Routhは述べる。「パ

ブリッククラウドに移行し、アジャイル手法とDevOpsを
取入れて、APIを構築することは、現代の最高クラスの
テクノロジーに移行するための全体的な取組みのす

べてである。この取組みによって、我々の成長は可能と
なり、デジタルコカ・コーラ社を実現できる5。」

ミシガン州の事例

ミシガン州のテクノロジー行政予算管理局（DTMB）
は、州政府の行政機関に対して、管理サービスやテクノ
ロジーサービス、各種情報を提供している。同州の保
険福祉局(MDHHS)が医療保険制度改革法（Afford-
able Care Act）による法改正に対応するため各行政
機関と医療保険関連情報をやりとりする必要が生じ
た際に、DTMBはエンタープライズサービスバスを実
装し、再利用可能な統合基盤を確立した。

その後MDHHSは、統合サービスプログラムを通じ
て住民の個々のニーズに応じた行政サービスを提供
できるようにするための改革に乗り出した。より多くの
住民が行政サービスを利用していくためには、新しい
クラウドベースのプログラムの提供が必要であり、その
実現にはテクノロジーの拡張が必要であった。DTMB
は、エンタープライズサービスバスを拡張してAPIを実
装するために、アーキテクチャを最新化することにし
た。APIによって、再利用性と拡張性が確保されるだけ
でなく、サービス利用者の監視と制限を行うことにより
システム停止やパフォーマンス低下を回避して、システ
ムの安定性を実現した。

「我々の継続的なクラウドの取組みと併せて考え
ると、より効果的なアーキテクチャの実現と再利用を
目指すためには、APIは合理的なアプローチだった。」
と、DTMBのgeneral managerであるLinda Pungは
述べる。さらに「本アプローチによって、コスト削減に
役立っただけでなく、サービス開始までの時間短縮を
図ることができた。」と同氏は言及する6。

DTMBは、バックエンドシステム、データ、エンタープ
ライズシェアードサービス、インフラといった既存のIT
資産に対してAPIを活用するにあたり、多段階的なア

プローチを採用した。戦略全体を通じてデータが原動
力となる。「我々は、より良い顧客サービスとデータの
セキュリティを提供するためには、行政機関内だけで
なく複数の行政機関に跨るクラウドサービスとオンプ
レミス間でデータソースの標準化と簡素化を図り、データ
共有をサポートする必要がある。」と、DTMBのbusi-
ness relationship managerであるJudy Odettは述
べる。さらに「このソリューションは、データセットを追
加できるように、拡張性が確保されていなければなら
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ない。」と同氏は言及する。
最初のステップは、クラウドベースのポータルを有

効にし、既存のIT資産を活用するために、エンタープラ
イズサービスバスを拡張することであった。続くステッ
プは、再利用が可能なAPI管理プラットフォームを既存
のアーキテクチャ上に構築、導入することであった。
チームは、レート制限と負荷分散が可能で、かつ同州
のセキュリティポリシーを満たすことができるプラット

フォームを採用した。DTMBは一部の機能を実装した
初のパイロットをリリースし、近い将来、全機能を実装
したプラットフォームをロールアウトする予定である。
サービス管理ソリューションは、DTMBのエンジニアに
対して、現状は個々のシステム管理者が対応している
統合Webサービスの見直しと分析業務を行うための
ポータルを提供する。これにより、重複したWebサービ
スの数を減少させ、再利用の促進が可能となる。

個人情報管理サービスや名寄せサービスといった
既存のエンタープライズシェアードサービスを活用す
ることにより開発期間は短縮された。また、住民は第
三者機関が提供している身分証明管理サービスを利
用して個人認証ができるようになり、セキュアなデータ
交換が可能となりセキュリティが担保された。最終的
にMDHHSは、APIがサポートしているモバイルアプリ
ケーションを利用して住民が直接データにアクセスす
ることで、住民からの問合せ件数が減少することを期
待している。

パイロットに対する反応は肯定的であり、サービス
開始までの時間短縮、運用安定性の改善、データ品質
の向上は、住民に対するサービスの向上につながって
いる。

CIBC社の事例

新たなデジタル時代では、消費者の期待は急速に
進化していっている。消費者はストレスのないトランザ
クション処理と心地よいデジタルエクスペリエンスを
求めている。150年もの歴史をもつカナダ帝国商業銀
行（CIBC社）は、多くの金融機関と同様、顧客の高度化
されたニーズを満たすために、新しい機能を構築して
いる。これは、既存のインフラに新しい機能を統合する
ことを意味する。しかし、テクノロジーの統合は、それ
が既存機能の拡張にせよ新機能の導入にせよ、往々
にして多大な時間を要し、また高コストになりがちで

ある。CIBC社は、10年以上に亘りサービス指向アーキ
テクチャの道を歩んできているが、統合のコストと労力
を削減するのと同時に、顧客のエンドツーエンドのエク
スペリエンスの要求を満たすため、アーキテクチャを最
新化したいと考えている。

既存プラットフォーム全体で数千もの再利用性の
高いWebサービスを運営しているCIBC社にとっては、
統合のためのプラットフォームを構築することは新し
いことではない。しかし同行では、既存のSOAベースの
モデルは、次世代アーキテクチャ、具体的にはマイクロ
サービスアーキテクチャと組み合せたRESTfulなAPIに
置き換えられることを改めて認識した。

CIBC社は、統合アーキテクチャの最新化のために
複数のアプローチを評価し、その結果、クラウドネイテ

ィブでオープンソースのフレームワークに焦点を当てる
ことにした。CIBC社は、利用者が従来のAPIゲートウェ
イを介さずマイクロサービスにアクセスすることができ
るセルフサービス型のパブリッシングモデルに移行し
た。この簡素化されたユーザ視点のモデルは、従来の
伝統的なアプローチに共通していたボトルネックを軽
減した。

「API、クラウド、そしてLight4Jといったオープン
ソースのフレームワークの組合せは、技術的な観点から
大きな利益を創出している。」とCIBC社のvice presi-
dent兼enterprise architecture leaderのBrad Fe-
dosoffは述べる。「我々はAPIを複数の本番システム
に実装しているが、実装は当初想定していた以上に柔
軟に、より短期間に、より安価になっている。」

例えば、CIBC社はデータサービスのための新技
術を採用した。APIプラットフォームチームと協働し
た結果、1週間後にはサービスを開始した。以前なら
ば、実現に数ヶ月を要したであろう。ビジネスの観点

で、CIBC社は、新しい機能の導入と提供を迅速に実現
することができた。一例として、カナダのクライアントに
対して、手数料無料で50ヶ国以上へ送金できるグローバ
ルマネートランスファーサービスがある。送金を簡素化
し、スムーズなユーザエクスペリエンスを顧客へ提供す
るため、ITチームは行内の機能と第三者が提供する外
部の機能を速やかに統合した。

CIBC社は、カスタマエクスペリエンスを発展させ続
けながら、APIの導入を拡大する次の機会として、支払
業務と個人情報管理に注目している。

「我々は、APIおよびマイクロサービスをベースとし
たアプローチをグローバルオープンバンキング改革の
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中核ととらえている。」とFedosoffは述べる。さらに、
「金融サービス機関は、ケイパビリティの拡大に目を向

けている。そのためには、革新的な機能で手間の掛か

らないサービスを顧客へ提供することが必要とな
る。APIはそれを実現させるための賢明な方法と考え
る。」と同氏は述べる7。
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Werner Vogels, vice president and chief technology officer
AMAZON.COM

　Jeff BezosがAmazon社を創業した頃、昨今のAPIに相当する技術は意識されていなかった。我々は顧客サービス
のアプリケーションコンテンツから出荷パッケージのサプライチェーンまで、一体的なコードベースで繰り返し開発を
行っていた。Amazon社の信念は常に「顧客を喜ばせること」であり、それが我々の進化の原動力となっている。

　我々は成長の各段階で、アプローチを改良してきた。2000年頃、我々のエンジニアはバックエンドデータベースで
管理されるステートレスなアプリケーションを構築した。このデータベースは共有リソースとなっており、従業員は必
要なデータに簡単にアクセスでき、データの保存場所について懸念する必要はなかった。しかし、こうした共有リソース
は、取り扱い製品カテゴリーの追加や国際的な展開といったAmazon社の急拡大のスピードを低下させる障害と
なった。

　こうした状況を受け、Amazon社のエンジニアは新たなアーキテクチャについて検討を始めた。その一つが、各コード
が独自のデータベースを所有するもの、つまりビジネスロジックのカプセル化である。サービス指向アーキテクチャ
が普及する以前、我々はそれを「サービス」と呼んでいた。依存関係はAPIにより明確になっており、ビジネス上のニーズ
に応じて、基礎となるデータモデルとロジックに対して迅速に変更を加えることができた。これによって、進歩的なエ
ンジニアリングのアプローチが可能となり、我々はモノリスを一つずつ切り開いていくことができるようにな
り、Amazon社の急拡大のパフォーマンスは再び向上していった。

　その後2004年頃には、モノリシックで大きなサービスが複数存在していることが判明した。それは受注情報、顧客
情報、製品情報といったデータから構成されており、ビジネスが成長するにつれてそのデータは爆発的に増えていっ
た。例えば、Amazon社のグローバルの各拠点で運用されるすべてのコードが単一のサービスで管理されていたが、
その拠点は指数関数的に拡大した。各拠点にはそれぞれ異なるサービスレベルが求められたが、サービスはグループ
化されていたため、拡張性、セキュリティ、信頼性などのあらゆる指標において、最も高いレベルに合わせざるを得な
かった。こうした状況を受け、サービス機能を分解する方向にシフトしていく必要があると考えられるようになり、現
在ではマイクロサービスと呼ばれるものを構築した。その数は最終的に、600～800にも及んだ。

　こうして、数年間はパフォーマンスが向上したものの、その後再び生産性が低下していった。エンジニアはデータベース、
データセンタ、ネットワークリソース、およびロードバランシングを管理するインフラに、多くの時間を費やすようになっ
た。我々は多くの機能がシェアードサービスに適していると判断した。それにより社内の全エンジニアが、基盤となる
プラットフォームの解決に負荷をかけることなく、テクノロジーを再利用できるようになった。これは、後にアマゾンウ
ェブサービス（AWS）となる技術的コンポーネントの構築につながった。

　Amazon社はユニークな会社である。外部からは一見、小売業者のように見えるが、真のテクノロジー企業である。
社内の上級管理職は、テクノロジーイニシアティブを支援すると同時に、アーキテクチャレビューに参加するエンジニ
アでもある。テクノロジーはビジネスのためのサービスグループではなく、この二つは関連し合っている。我々は最高
のエンジニアを採用し、彼らが思うがままに任せている。例えば、あるソリューションがベストだと彼らが判断した場
合、それを自由に推進することができる。速やかに動けるように、Amazon社ではトップダウンに意思決定をすること
はなく、エンジニアがチーム、ロードマップ、アーキテクチャ、API再利用の管理を含むエンジニアリングに対して責任
を持つようにしている。他の誰かが目の前の課題の一部を解決するために、チームがいくつもの小さな発見を行うこ
とが奨励されており、我々は速やかに動ける利点と引き換えにある程度の重複が生じることを許容している。

私の見解
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　サービスやAPIの経験は、データセンタ、アウトバウンドサービス、ネットワーク、データベースなど、あらゆるものを
ソフトウエアコンポーネントに変換するAWSを構築する上で不可欠であった。我々自身がプロセスを経験していなけ
れば、顧客にとっての価値、環境の構築、実行、進化させる需要を理解することができなかっただろう。このテクノロ
ジーがインターネット企業を成功に導き、テクノロジー業界を完全に変革させた。現在、AWSの顧客の多くが、同様に
して彼らの世界を変革している。

　Amazon社のビジネスには、実行と革新のスピードが不可欠である。APIによる一連のトランスフォーメーションに
より、コストの適正化のみならず、各コンポーネントのスケーリング、パフォーマンス、および信頼性を大幅に向上させ
ることができた。これまで我々が学んできたことは、革新と成長を続けビジネスを拡大していくために不可欠なもの
となった。
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企業はこれまで、自社内に存在し四方が囲まれて
いる壁の中にあるデータを保護するために、デバイス、
システム、プラットフォームをロックダウンすることに
よって、縦割りで制御された環境を保持してきた。しか
し、現在の疎結合システムやマルチベンダプラットフ
ォーム、企業統合、オープンAPIが普及したコンピューテ
ィング環境においては、こうした戦略はもはや適切で
はない。

今日のAPIの取組みは、企業が新しい製品やオファ
リング、より効率的で新しいビジネスモデルを実現する
ために、データ抽出、サービス、トランザクションのアーキ
テクチャを公開する広範な活動の一部に過ぎない。し
かし、こうしたチャネルの拡張は、組織のネットワーク
の透過性を高めて新たな隙間を作り出し、結果的に新
たな脆弱性として悪用される危険性をはらむ。

サイバーリスクは、企業内の技術統合とAPI戦略の
最重要課題として考慮すべきである。企業は、企業間
の境界を越えて移動するデータを保護する方法を検
討する必要がある。例えば、あるAPIから別のAPIへ
データが移動する際、API固有のID、アクセス、データ
暗号化、機密性、セキュリティロギング、モニタリング制
御を管理する必要がある。

セキュリティを当初から念頭に置いて構築された
APIは、すべてのアプリケーションの強固な基盤となる。
不完全であればアプリケーションのリスクが増大する
可能性がある。言い換えれば、次に示す通りセキュリテ
ィは後から考えるのでなく、あらかじめ組み込んでおく
必要があるということである。
• 内部および第三者のAPI開発者が、強固なID認証、

オーソリゼーション、セキュリティイベントのログと
モニタリング手法を採用していることを確認する。

• リスクの高いデータセットや環境が含まれる場合、
メモリ内、転送中、保存状態のデータに対し、2段階
認証による暗号化方式で構築する。

• 利用する第三者のAPIを評価し、厳格にテストを行
う。

• パブリックAPIとプライベートAPIの分類とテクニカ
ルセキュリティ要件を明確に理解し、パブリックAPI

セットに対して強化されたセキュリティのデューデ
リジェンスと監視を適用する。

• 潜在的なセキュリティ脆弱性の検出と統合セキュ
リティテストの実施に十分な時間を割り当てる。信
頼性評価不足やデータ型チェック不足、データバ

リデーション不足、不適切なエラー処理、不十分な
メモリオーバーフロー処理と特権エスカレーション
は、ハッカーがつけ入ることができる問題のほん
の一例にすぎない。

APIは、エコシステムに新たなリスクをもたらす可
能性があるものの、企業の標準化や、進化する脅威に
対し、動的に保護策を講じるのに役立つ。

公開されたAPI転送アーキテクチャは、IT環境にお
けるコアセキュリティ、モニタリング、回復要件の標準
化に適している。標準化されたAPIセットを介して、アプ
リケーション、開発者、パートナー、および第三者が同
様のサイバーリスク機能を利用することで、セキュリテ

ィポリシーの要件、最低限のセキュリティとプライバ
シーのガイドライン、および遵守義務に対応できる。一般
的なサイバーリスクに対処できるAPIが効果的に実装
されている場合、認証管理、データ暗号化、証明書管理、
セキュリティロギングとモニタリングのようなサービス
更新、アップグレード、リエンジニアリングなどが可能
となる。また同時に、この強化された機能を、複数の企
業や外部委託業者、顧客に対し共通化することができ
る。また、APIは企業のレジリエンシーを改善する。新し
い脅威が特定された場合には、数日でなく数時間単位
での迅速な更新を可能とし、コスト、運用上のオーバーヘ
ッド、検出と応答にかかる全体的な時間を削減する。

多くのセキュリティベンダでは、ハッカーによって悪
用可能な個々のセキュリティソリューションから、複数
のプラットフォームに統合されたセキュリティエコシス
テムを形成するAPIモデルへと移行しつつある。APIが
組織内で一般的になるにつれ、柔軟性と拡張性を維
持しながら、サイバー攻撃に対してより安全、かつ慎重

で回復力のあるアプローチが可能となる。

ビジネスに必要不可欠となったAPI
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デロイトが実施した最近の調査によれば、いくつか
の要因によって、世界的にAPIがビジネス上、必要不可
欠となっていることが分かる。まず、多くの企業がITの
近代化と技術提供モデルをリエンジニアリングしてい
るため、APIはデジタル変換の課題と複雑なビジネス
モデルの中心的な存在となっている。同様に、主要なソ
フトウエアベンダはAPIとマイクロサービスをサポート
するために、自社のソリューションをアップデートして
おり、APIを利用するための構成要素を提供している。
そして、API主導のアーキテクチャとモデルを取入れた
スタートアップ企業は、自社の活動領域におけるエコ
システムに対して競争優位な立場に立っている。

アンケート調査によれば、いくつかの国でAPIの利
用が進んでいる。イギリス、アメリカ、ブラジル、カナ
ダ、アジア太平洋地域の金融サービス、ドイツ、アイル
ランド、イタリア、ラテンアメリカのメディア業界と通信
業界という特にこの二つの業界で勢いがある。大規模
なAPIトランスフォーメーションイニシアティブの準備と
実行について比較的、長い期間を設けている「open 

government」のガイドラインが存在するため、グローバ
ル市場全体で公共部門のAPIの利用は若干遅れてい
る。また、中東でAPIは比較的新しいにも拘わらず、多く
の企業で、企業をスリム化し競争力をつけるために
APIがどのように役立つかを実証している。アンケート
調査では、特にイスラエルは、全地域を通じてAPI利用
が加速していると考えられる。

世界中の企業は、APIの目指すところがより広範な
システムの近代化とデータ管理の取組みにつながって
いることを認識している。デンマークのアンケート調査
によれば、レガシーシステムは情報共有を妨げ続け
る一方で、新しいシステムはAPIを組み込んで構築され
ていることが分かる。

規制に関する最近のEUの決定事項によれば、政府
から補助金を受ける条件としてテクノロジー関連のプ
ロジェクトにはITサービスの透明性が要求される。つ
まり、資金調達を行うためには強制的にAPIが必須と
なる。

Deloitte Insights | Deloitte.com/insights

図 2. グローバルインパクト
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Source: Deloitte analysis.
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始め方

これから始めるとなると、APIトランスフォーメーショ
ンは、特にレガシーシステムと大きな技術的負債（注
釈：個別最適に構築したアーキテクチャと、余裕のない

ソフトウエア開発が引き起こした結果）を抱えるCIOに
とっては困難に思えるかもしれない。次の手順は詳細
な戦略を構成するものではないが、前進していくため
の基礎を築くのに役立つであろう。

• Open APIモデルを採用する。APIの取組みのあら
ゆる側面を検討しようとして、時間を無駄にする必
要はない。必要な範囲でプロジェクトを推進すれ
ばよい。そして、プロジェクトチームと開発者が労
力を惜しまずに作成したAPIの価値を見極める。こ
れは決して、完全に放任主義的なアプローチを受
入れるという意味ではない。APIの価値の見極めで
は、再利用しない場合の判断基準を作成する必要
がある。加えて、再利用のガイドラインを無視した
チームの例を列挙する必要があるかもしれない。と
はいうものの、チーム内の自律的なマインドを維持
するためにあらゆる努力をして、最適なAPIを作成
すればよい。

• API情報基盤を設計する。基本となるAPI情報基盤
は、API戦略の実行、高価値を提供するためのAPI
の設計とデプロイ、そしてガバナンスと規約の青写
真を提供する。しかし、どこから手をつければよい
のか。過剰性能のAPIアーキテクチャのよくある落
とし穴を回避するためには、例えば、営業やマーケ
ティング、財務や人事などの既存の基幹業務に基
づいて設計を行い、その上で、各事業が潜在的に
公開する可能性のあるサービスにAPIをマッピング
することを検討する。このようなアーキテクチャを
設計するアプローチは、冗長性の回避に役立つ可
能性がある。そして、価値を促進して事業戦略を支
えるAPIの効果をより可視化して提供していくこと
になる。

• API利用を促進する。APIはビジネスにとって必要
不可欠であるというトレンドを受け入れる場合、新
規にAPIを作成するより、既存のAPIの利用を促進

する方がより重要である。APIの利用を重視する組織
文化を構築するためには、各事業部門のリーダーと

その上位者に対して、API利用の戦略的重要性を
説明して、彼らに支援を求めることから始める。同
様に、API利用の測定と再利用の原則を採用した
チームに報酬を与える仕組みを作る。そしてチーム
がどのようにして既存のサービスから成果を勝ち
得たのか、どのようにして既存のAPIを利用し、迅
速に新しいサービスを開発したのかという成功事
例を共有する。

• マイクロサービスへ移行する。APIトランスフォーメーシ
ョンを始める場合、複数のサービスがマイクロサービ
スに分割されていれば、より効果的に管理または
配信できる可能性がある。同様に、すでにAPIアーキ
テクチャを使用している場合は、特定のプラットフ
ォームをマイクロサービスに細分化することで、効
率性と拡張性を得ることがある。このアプローチ
が貴社に合っているかどうかを判断するためには、
次のような質問に答えてみるとよい。現在、再利用
できない大規模で複雑なコードベース（注釈：単一の
リポジトリまたはルートコミットを共有する複数の
リポジトリ）が存在するか。大規模なチームはアプ
リケーションの開発やサポートを必要としているか。
アプリケーションの機能を維持または強化するた
めには、通常の本番リリースが必要か。上記のいず
れかに「はい」と答えた場合は、マイクロサービス
への移行を開始する必要がある。

• KPIを定義する。APIをデプロイするとサービスが
再利用可能になる。しかし、そのサービスは、サービ
スを公開し続けるためのメンテナンスを継続する
に値するほど十分に再利用されているのか。各
サービスのKPIを定義することで、APIがどの程度
効果的なものなのかが判断できる。結果が「あまり
効果的ではない」場合、KPIはAPIをどのように改
善すべきなのかを特定するのに役立つ場合もある。

• 外部のパートナーと協業する。APIは利用者、パート
ナー、および社内の各事業部門のために構築する
必要がある。開発者コミュニティを含む外部パート
ナーのためにドキュメンテーション、コードサンプル、
テストおよび認証ツールに関して必要なサポート
を開発し提供することが重要である。こうした循環
がなければ、協業による革新が起こることはほと
んどないだろう。

ビジネスに必要不可欠となったAPI
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要点
　APIはビジネスにとって必要不可欠であるというトレンドを先進企業が示したため、各企業はIT資産を管理
するよりも、IT資産を共有することでより多くの収益を上げることができると認識し始めた。このトレンドを完全
に受け入れるためには、開発、統合、ガバナンスに対する長期的なアプローチを再考する必要がある。これま
での方法に固執することはもはや選択肢ではない。個々に独立したシステムからAPI プラットフォームへのトラ
ンスフォーメーションはすでに進行中である。あなたは、このトレンドから取り残されてはならない。
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APIとは
　APIという言葉は、テクノロジー活用における時代
の流れや環境による技術の違いにより、微妙に異なっ
た意味を持って使われてきている。このため、「API」と
いう言葉を使う時に想像される機能や活用場面のイ
メージは、経験や立場などにより、若干の差があると
感じる。

　最近のテクノロジーに関する書籍や雑誌などで
は、多くのクラウドサービスで利用されている「API」が
話題として取り上げられている。AIサービスや携帯写
真をクラウドストレージに自動的に格納するサービス、
住所を入れて検索すると地図上にポイントを表示する
クラウドマップサービスが代表的なものである。ここで
いう「API」は、ソフトウエアの詳細を知らなくてもサービ
ス機能を使うことができる「Web API」を指しており、ク
ラウドコンピューティングを実現する上で欠かせない
技術要素となっている。

クラウドコンピューティングを 
支えるAPI
　クラウドコンピューティングにおいて、リソースの
取得や環境の設定、インスタンスの操作、状態の監
視をいつでも自 由に行えることは、システムの開
発や運用においては、なくてはならない仕組みであ
る。IaaS（Infrastructure as a Service）では、すでに標
準的な仕組みとしてWeb APIを使ってサービス機能を
実行することが可能となっており、インスタンスの設定、

リソースの効率性確保、高稼働率を維持するための可
用性確保、障害時に迅速に対応するための保守性確
保、ネットワーク設定、状態監視に至るまでの機能が
網羅されている。

　Web APIのメッセージ交換方式には大きく二
つ、SOAP(Simple Object Access Protocol)と 
REST（Representational State Transfer）があ

る。SOAPは業界団体で仕様が設計され、複雑なビジ
ネスロジックもWebサービスとして制御できる仕組み
になっており、実行はXML形式のデータで行われる。一方
RESTは、HTTPメソッドの仕様に沿って考えられたシン

プルな制御が特徴であり、実行に必要な情報のやりと
りは、JSONやXML形式のデータで行われる。最近はク

ラウドの標準的なAPI設計手法としてRESTが多く利用
されている。

　このような技術要素や考え方を組合わせて、イン
ターネット上でURIをベースにHTTPメソッド（GET、 
POST、DELETE、PUT、PATCHなど）を使ったWebサービ

ス、他のアプリケーションやWebサービスから利用する
ための仕様や規格としてWeb APIは整備されてき
た。APIリファレンスを基にサービスコンポーネントプ
ログラムにサービスAPIを組み込むことで、既存の開
発ソフトウエアに、他のWebサービスで提供されてい
る高度なサービス機能、コントロールおよびデータを
最小コストで簡単に取り込むことができる。また、無
償・有償による機能の違いは存在するが、Web APIに
よってもたらされる高度な機能を利用することで、ユーザ
は既存の開発ソフトウエアに付加価値をつけることが
可能となり、新しいサービスコンポーネントや新しい
サービスアプリケーションの開発ができるようになる。
今後、APIを他社に公開することで、他社のサービスと
組合わせた業種横断の新規ビジネスの創造が図られ、

こうした新規ビジネスを中心とするエコシステム（生
態系）が形成されることが期待される。

APIの普及
　Web APIの価値が高まってきた2006年、Twitter社
がAPIを使った新しい操作性のクライアント、投稿の
分析機能、ボットを使った機械的な処理によるメッ
セージ投稿機能など便利な機能を開発したことで利
用者を増大させ、ネット市場の中核となるソーシャルメ
ディアクラウドサービスとして位置づけられるようにな
った。これによりTwitter社には人と情報が集まり、同
社を中心とする巨大なエコシステムが形成され、クラ
ウドサービスに付加価値が与えられることになった。
現在でもTwitter社では、無償の標準APIや有償のエン
タープライズAPI、プレミアムAPIの提供を続けている。
この他にも、AWSのProduct Advertising API、Google 
DevelopersのAdWords API、IBM社のWatson APIな
ど、多くのAPIが必要とされる仕様に基づき自由に利
用できる形態で提供されている。これらAPIの普及に
よって、Twitter社の成功のようにAPIの公開が企業や
サービスの価値に直接的に影響をおよぼす結果につ
ながることとなり、企業の収益を大きく左右する重要
な戦略として位置づけられるまでになった。

日本のコンサルタントの見解
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　また、APIを前提としたサービスも多くなってきてい
る。iPhone、android携帯電話端末やiPadに代表され
るタブレット端末のアプリケーションもWeb APIを使っ
たサービスである。これらのサービスは、すべてが公開
APIではないものの、アプリケーションとWeb APIが疎
結合されたWebシステムとして構成されており、携帯
電話端末やタブレット端末などのデバイスをサービス
展開の中核としてとらえているクラウドサービス事業
者は、それぞれのデバイスに合わせたAPIを提供して
いる。

日本におけるAPIの動向
　日本国内においては、ここ3年の金融庁の動きに後
押しされて、APIを使った戦略が推し進められてい

る。2015年にFinTechに関する一元的な情報の窓口と
して「FinTechサポートデスク」が設置され、2016
年、2017年と2年続けて銀行法の改正が行われた。
オープンイノベーションを支える中核としてオープン
APIの導入が強く推進され、政府の未来投資会議にお
いて2017年6月に発表された「未来投資戦略2017」で
は、2020年6月までにメガバンクや地銀など80行以上
の銀行でオープンAPIの導入を目指すというKPIが設
定された。この会議において、FinTechは、次のように
定義された。

　「日本の目指すべき社会像は、利用者の安全・安心
が確保されることを前提として、ブロックチェーンなど
の先進技術を活用するFinTech企業や金融機関など
が、オープン API などを通じて連携・協働しつつ、利用
者のために次々と競争的にサービスを提供、キャッシ
ュレス決済を広く浸透することである。」

　実運用の段階では、金融業界を中心とするエコシス
テムを形成するためには、スタートアップ企業の取り
扱いやシステムのセキュリティ、法制度などの運用上
の課題解決が必要となる。多くの銀行のオープンAPI
を早期に提供する環境が整備できれば、他の諸外国よ
りも先んじてFinTechを推進できる社会インフラの構
築ができると期待される。

　金融以外の業界でも、さまざまなAPIを使った新し
いビジネスへの取組みが提案されている。トヨタ自動
車のオープンインベーションプロジェクト「TOYOTA 
NEXT」では、革新的なテクノロジーやサービスを持つ
企業、ベンチャーおよび研究機関と共同で、トヨタ社
が持つ資産とAPIを組合わせることによって実現する
未来のモビリティ社会の創造が検討されている。これ
は、クルマに乗っている時以外でもトヨタ社と人がつ
ながる 「人を中心とした」さまざまなサービスを実現す

るための取組みでもある。その他、ヤフー社の商用サービ
スのAPIを利用したIoTプロダクト、Webサービスをつ
なげるプラットフォームサービスである「my Things」
の取組み、天気や公共機関サービスのAPI、情報提供
サービスのAPIとアプリケーション提供など、すでに多
くのAPIが公開され、規模の大小を問わず、エコシステ
ムの形成が進んでいる。

APIによる新たなビジネスの創造
　従来、APIは社内システムにおけるデータ連携ツール
として使われてきた。クラウドビジネスの発展に伴
い、クラウド事業会社がサービスとして外部に公開し
てAPIの持つサービス機能をユーザが自由に使えるよ
うにすることで、改革を導き出す起爆剤となった。業
種・業界の障壁を越えて新たな経済圏を構築するビジ
ネス連携ハブ機能として、各企業はAPIに大きな期待
を寄せている。さまざまな企業がAPIを公開することで、
他企業のサービスやデータを組み込んだ新たなサービ
ス構築や業務提携によるビジネスの促進を図ることが
可能となり、自社の事業領域以外でのビジネスの立ち
上げや協業によるクライアント獲得につなげることが
できると考えられる。

　企業は、自社のビジネスの戦略に基づくさまざまな
動機でAPIの公開に取組み、ビジネスの成長や現行の
パートナーおよび新たなパートナーを含めたビジネス
連携体制を構築しようとしている。

　しかし、APIの公開には、システム要件の対応だけ
でなく、何を、誰に、どのような目的で、といった要因に
応じた公開範囲の設定やセキュリティ方式の検討、ま
た、法的要件への対応も必要となる。戦略に基づいた
公開条件や公開範囲ごとに期待できる効果と収益、実
際に取り組む場合に顕在化する課題についても整
理・検討した上で、APIの利用方法ならびに公開方法
を決定していく必要がある。

デジタルビジネスに必要不可欠な
API
　モバイル、IoT、FinTechなどの新しいテクノロジーの
活用により、人・デバイス・企業を結び付けたビジネス
の価値創造が図られ、デジタルビジネスの取組みが進
んでいる。APIの利用に大きな変化をもたらした要因
の一つが新しいテクノロジーの活用による環境の広が
りであり、今やデジタルビジネスに不可欠な技術として
APIは位置づけられている。テクニカル面だけを考え
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れば、APIを使わずに、バックエンドのシステムにアク
セスし、必要なデータの連携や外部へ公開することは
可能である。しかし、エンタープライズレベルのシステ
ム活用においては、誰が、どのデータに、どのような経
路からアクセスしたのかをしっかりと把握するための、

アクセスコントロールができなければセキュリティの
確保ができない。このようなアクセス制御やセキュリテ

ィの観点からは、APIを利用せずにエンタープライズシ
ステムを運用することは実質不可能である。API技術を
利用することで、企業のデータガバナンスを十分に保
ちながらアクセスコントロールやセキュリティを確保し、
必要なデータを適切な相手に適切なタイミングで提
供することが可能となる。

最後に
　APIの公開を行うことで、企業は自社のサービスを
多くのユーザに展開することができる。APIの公開
は、一見すると、自社のサービスの競争の源泉となる
情報や仕組みを他社に公開してしまう結果につながる
と危惧されるが、見方を変えれば、他社の情報や仕組
みを活用することで、自社だけでは想像もつかないよ

うな付加価値を生み出し、自社のサービスの価値や質
を上げてくれる可能性がある。重要なことは、APIをた
だ単に公開するのではなく、公開するAPIの機能を多く
のユーザが、さまざまな形で活用できる環境を整備す
ることである。そのためには、機能の独自性、簡易的な
活用、活用上のリスク低減などに配慮してAPIを公開
することが必要であり、さまざまなサービス機能を安
全に提供することで、ビジネスの拡大や新しいビジネ
スモデルの構築を図ることができ、ビジネス戦略の成
功と企業の競争力を強く後押しすることになるだろう。

　日本国内においては、独自性の高いクラウドサービ
スや世界中からアクセスされるクラウドサービスが少
ないこともあり、現時点ではマーケットを牽引できる
APIが少ない。しかし、行政も含め国内におけるAPIに
対する期待は大きくなりつつあり、コネクテッドカーと
いった自動車業界の新しい取組みやIoTにおけるデバ
イスコントロールといった業 界を超えた取 組みな
ど、APIの活用は水面下では活発に動き始めている。今
後、国内においてもAPIの活用が促進され、企業間に
おける付加価値の高い情報の発信やサービスの活用
により、新たなビジネスの創出が実現されるであろう。
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