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エグゼクティブ・サマリー
多くの銀行や金融機関がAPIエコノミーへの参画を計画し

ています。取り組みを始めようとしている企業で一番よ

くある質問は、自社の業界での潜在的なユースケースに

ついてのものですこのホワイトペーパーは以下を目的と

しています。 

• APIイニシアチブに共通した事業の推進力の明確化  

• API明確化方法論の説明

• この方法論を利用した銀行固有の事例の紹介

• 法令要件と業界標準の現状に対する議論

• APIイニシアチブ開始に関する推奨の提示 

APIエコノミー戦略を決定し、ロードマップを計画するこ

とは、以下のような利点があります::

• 組織内の共通API（業務サービス）を統合し、標準化 

する 

• セントラル・リポジトリとクレジット・スコア検索機

能などの全社業務サービスを索引化することで、運用

コストを削減する

• 社内、社外の関係者が安全にすばやく業務サービスに

アクセスすることで、デジタル・プロジェクトを加速

し、サービス提供までの時間を短縮する

• 新たな付加価値製品やサービスを考案して競争力を高

めるために—特に業界外の—パートナーシップ・エコシ

ステムを明確化する

• モバイル・マーケットプレイスなど収益化を目的とす

る新たなビジネス・モデルを定義する。つまり、自社

の業務機能を評価してパートナーの業務機能と合わせ

て、さまざまな関連する、ないしは補完するサービス

を提供する 

このホワイトペーパーは、業界ユースケースを学ぶこと

でAPIイニシアチブを開始したい銀行業界の業務担当者と

IT担当者に向けたものです。

ビジネスAPIとは?
アプリケーション・プログラミング・インターフェイス

(API)は昔からある言葉で、あるソフトウェア・プログラ

ムがAPI経由で別のプログラムを呼び出すときの技術的

インターフェイスを説明するのに用いられてきました。

これらのAPIはきわめて複雑なものが多くて、

広範な利用を意図したものではありませんで

した。APIを利用してプログラムを起動する社

内ソフトウェア・プログラムもあったでしょ

う。社外のパートナーも APIを利用できたかもしれませ

んが、きわめて困難でした。

この長年使われてきたAPIの定義は、現在、企業が注目し

ているAPIエコノミーとは関係がありません。注目の的に

なっているのはビジネスAPIないしはWeb APIと呼ばれて

いるもの(ただし、このような修飾語句が省略されている

ことがよくあります) です。これらのビジネスAPI、Web 
APIは業務のアセットに対する理解しやすいインターフェ

イスとなります。たとえばお客様の記録、口座、商品カ

タログ、価格、注文などです。

ビジネスAPIは企業の公開ペルソナで、社内外の一部の開

発者を対象として定義済の資産、データ、サービスを利

用させます。ビジネスAPIはアプリケーション開発者が簡

単に利用、アクセス、理解、起動できます。ビジネスAPI
は企業を拡張して、新規マーケットを開拓するものなの

で、アプリケーション開発者は広範な利用を目的として

企業のアセットを容易に活用し、公開し、統合 

できます。

API
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• IoTないしはデバイス:多くの業界で、デバイスをAPIと

ともに用いて、新規の革新的なソリュー

ションが提供されています。  

このトレンドは以下の3つの方法で生じ

ています: 

1. デバイスはデータをAPIコールで送信します。た

とえばスマートウォッチがファストフードの支払

いに用いられた場合、銀行のシステムと口座を自

動的に更新します。

2. デバイスはAPIコールでコマンドを送ります。た

とえばデジタル・ロボット・コンシェルジェは支

店内でのロケーション・ベース・サービスを希望

した銀行顧客のモバイル・デバイスに仮想支店の

受付チケットを送信します。

3. デバイスがデータを（テレメトリー・デバイス用

の大量メッセージング・プロトコルと転送）など

のテクノロジーを利用した非APIコールで送信し

ます。これはすべてのデータ・コールがアクショ

ンを必要とするわけではないためです。しかしな

がら、APIは企業内のデータにアクセスし、特定

の状況やイベントを探したり、反応したりするこ

とができます。たとえば商業銀行は地方自治体と

協業し、補助金の支給されたエコ対応の農機具に

融資して、農業コミュニティの顧客の灌漑を支援

できます。センサー付きの器具のデータを天候 

データと組み合わせると、農場のどこに水が必要

か、パターンが判明します。そうすれば収穫の確

率や年間の作物売上を上げられます。APIは異常

データに反応することもできるため、たとえば、

いつ機器の整備が必要になるかを示すパターンを

把握することもできます。

APIイニシアチブに共通したビジネスの 

推進力
APIイニシアチブ実施に成功している企業はスピード、チ

ャネル拡大、モノのインターネット（IoT）、ドメイン 

の4つの重要な推進力の1つまたは複数に焦点を絞 

っています。

• スピード(2スピードIT、バイモーダル

IT、マルチスピードITとも呼ばれます):

この推進力は業務部門とIT部門が異なる

スピードで活動できるようにするもので

す。基幹システムとなるSoR (Systems of Record、定型

業務処理システム)に対する従来のIT管理は、一定速度

でしか変更できません。企業内の基幹システムを無理

にすばやく変更しようとすると、システム停止やセキ

ュリティ上の問題を招く可能性があります。しかしビ

ジネスの面では新たなチャンスや競合の脅威にすばや

く対応する必要があります。SoRに要求される変更管理

では不可能なほどにスピードを上げなければなりませ

ん。APIを利用することで、基幹システムのアセットを

ビジネスで利用できるように事前にパッケージ化し

て、新たなSoE (Systems of Engagement、協働のため

の情報活用システム) を作り出せます。 

スピードに対する課題が、企業内でAPI利用を促進する

一番の推進力になる傾向があります。

• チャネル拡大:新しい市場に進出し、新規顧客を獲得す

るためにAPIを他社、たとえば顧客と接点

のあるパートナーが利用できるようにし

て、自社の売上を増加し、新規顧客を獲得

することが可能です。たとえば、リテール

バンクは地元の不動産ネットワークと協力してモバイ

ルの「最寄りの家を検索」アプリで付加価値住宅ロー

ン・サービスを提供できます。銀行はまだ顧客にはな

っていないけれど、家を探している消費者に接触する

ことができるのです。
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• ドメイン:一般的には、ドメインとは複数事業部にまたがる
活動のことです。それぞれはほとんどの場合独立
して仕事をしていますが、データ共有には利点 
があります。APIによって制御された、セキュア
な方法でデータを共有できます。ドメインは物理
的な場所と考えられる場合もあります。複数の拠

点がある企業は、クラウド、オンプレミスのデータ・セン
ターもその拠点かもしれませんが、拠点間のデータのやり
とりをセキュアに管理する手段としてAPIを利用する場合
もあります。地理的に異なる、またはある国に固有の法令
やコンプライアンスの制約の考慮事項が明らかになります。

 

企業の多くはスピードの要件に焦点を絞って開始します。 

この分野で成功した後で、他の推進力に取り組むのです。 

4つすべての推進力でAPIから利益を得られる企業は珍 

しくありません。

API明確化方法論
ビジネスAPIを明確化しなければならないのは誰でしょうか?

図1に高レベルの組織構造の役割をいくつか示します。いくつ

かの役割では複数の人が割り当てられているかもしれません

し、複数の役割に割り当てられている人がいるかもしれない

点に注意してください。

この構造で重要な役割はAPI製品マネージャーです。 

APIとAPIイニシアチブの成功はこの役割を担う人次第で

す。API製品マネージャーの役割に伴うタスクは以下の通 

りです:

• ドメイン所有者と協力して、市場に出すための望ましいビ

ジネスAPIを明確化する

• API開発者と協力してAPI作成を推進する

• 数値をエグゼクティブに報告する

• APIの製品特性 (収益化、レート制限、利用者など)  

を定義する

• 対話  

サービス・
オーナー

社内
アプリ
開発者

システム
連携の

アーキテクト

ビジネス・
ドメイン・
オーナー

執行委員会

コアAPIチーム

API製品
マネージャー
(業務部門)

Operations
統合、

API開発者
(技術部門)

図 1。API開発チームの高レベル開発構造。
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良いAPIの明確化がAPIイニシアチブ (と関連ビジネス) 

を成功させるために最も重要な要素です。APIは利用者の

ニーズにフォーカスしたシンプルなものでなければなり

ません。以下の3つの問いが良いAPIにつながります:

• 利用者は誰でしょうか? 

• 彼らが求めているものは?

• どんな条件でアセットを利用させたいと思 

っていますか? 

どの質問も最終的にAPI要求に応答するSoRについては尋

ねてもいなければ、言及もしていないことに注意してく

ださい。多くの企業がAPIを間違って定義しているのは

SoRが実現しているものを見て、その前にAPIを追加して

いるためです。このやり方ではAPI提供側のプロセスは単

純化されるかもしれませんが、利用者のニーズには合い

ません。 

API候補を明確にするときには、API製品マネージャーは

対象としているAPIユーザーを理解する必要があります(

質問1)。2つ目の質問は3つの中でおそらくはもっとも重

要なものでしょう。利用者が達成したいことを理解でき

れば、最高のAPIにつながります。API定義が利用者の 

ニーズにフォーカスしていれば、インターフェイスはそ

の利用者にとって有用なものになる可能性が高くなりま

すし、変化に耐えられる可能性も高まります(バージョニ

ング)。3つ目の質問はAPI周辺に配置したいポリシーに関

するものです。APIを正しく利用させるためにどんなセキ

ュリティ手段が必要でしょうか?強制すべきレート上限が

ありますか?

この3つの質問に答が出たら、API製品マネージャーと

API開発者は協力して、場合によってはAPI定義を繰り

返さなければなりません。API開発者は、API用に提案

された利用者インターフェイスを利用者が望んだ結果

を提供するためだけにバックエンドSoRのインターフェ

イスに、そしておそらく他の多くのシステムにもマッ

ピングする必要があります。既存のSoRの前面にあるマ

イクロサービス層に新規のビジネス・ロジックを追加

する必要があるかもしれません。既存システムが要求

に完全に対応できなければ、API開発者は追加コードを

書いて、既存環境にビジネス・ロジックを追加しなけ

ればならないかもしれません。

次に、最初の3つの質問に加えて、APIが利用されるこ

との多い6つのカテゴリーについて検討します。これが

それぞれのカテゴリーで有効なAPIの明確化につながり

ます。 

• 社内開発者(モバイル)

 – 自社のモバイル・アプリはどのようなデータや

トランザクションを必要としますか? 

 – ビジネス拠点、利率など、すべてのアプリ・ 

ユーザーにとって同一の、一般的データは存在

しますか?

 – 口座残高や開いている口座の状態などアプリ経

由でアクセスできるようにしなければならない

既存顧客特有のデータはありますか?

 – どんなモバイル・デバイスの機能（例、GPSや
カメラ）がAPIで利用できそうですか?

• パートナー

 – 現在のパートナーとどんなデータ、トランザク

ションが共有できますか?

 – パートナーの参入は時間のかかる、困難なプロ

セスですか? 

 – パートナーがセルフで登録できたらそこに価値

はありますか？たとえばパートナー数の増加、

地理的な範囲の拡大などにつながりますか?

「APIビジネス:ベストプラクティス」ホワイトペー

パーは組織構造やその他いくつかの重要なトピッ

クに関する追加情報を提供します。 

ダウンロードはここから。
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• 公開

 – 他人が自社のデータ、トランザクションを利用で

きるどんなアプリを書いてくれそうでしょうか? 

 – Webサイトにはどんな情報を公開していますか?

 – 自社と競合他社を比較するアプリがあったら、そ

こに選択肢として表示されることを望みますか?そ

のアプリはどんなデータを必要とするでしょうか?

 – 自社製品を用いる可能性があるのは他のどんな業

界、プロセスでしょうか?銀行ローンが必要な自動

車購入が一例でしょう。

 – マッシュアップの考察:自社のAPIとどのAPIが適合

するでしょうか?マッピングは?ソーシャルは?

• ソーシャル

 – 自社のシステムはソーシャル・メディアとどう連

携していますか?  

ソーシャル・メディアでのトレンドを観測して、

警告、ないしは行動できますか? 

 – ソーシャル・メディアで自社ブランドや競合に関

するインサイトを得られますか?

 – リアルタイム分析で、現在の顧客状況、行動、履

歴とソーシャルでの対話を組み合わせられますか?

• デバイス

 – 自動車、アプライアンス、センサー、メーターな

どのデバイスを取り扱っていますか?

 – そのデバイスにはどのようなシナリオを適用でき

ますか?たとえば修理/サプライの必要がある、ス

テータス情報を送る必要がある、デバイスの振る

舞いを制御する、デバイスとエンタープライズ・

システムの対話を可能になるなど。

 – 次のUIテクノロジー、たとえばスマート衣服、拡

張現実眼鏡などのウェアラブルの統合についてど

んな姿勢をとっていますか?

• データと分析

 – 顧客に関してどんなデータを収集していますか?こ

のデータは社内の利用者の大部分にとって価値が

ありますか?

 – そのデータは、関連のない業界の興味をひきそう

なマーケット・セグメントを特定できますか?たと

えば、市内の特定地域で高価なクレジット・カー

ドでの買い物が大量に行われていることを明らか

にできますか?資産管理投資の高い割合が一年の特

定の時期に退職計画向けの低リスク・ファンドに

移動したことを明らかにできますか? 

銀行業界でのAPIユースケース 

の明確化
銀行業界にAPI明確化方法論を適用した事例

を見ていきましょう。

 
 
社内開発者(モバイル・アプリ開発) 
一般情報

一般情報とはアプリを利用する特定の顧客に合わせてカ

スタマイズしていない情報です。ここには以下のような

銀行の商品に関する情報が含まれます:

• 口座種別と詳細

• ATMの所在地、支店の位置、営業時間

• たとえばカナダのBeacon score調査など、銀行の企業与

信スコアの確認  

• 当座貸し越しなどの企業向けの銀行商品、商業銀行の

定期預金(GIC)、商業抵当

• 計算ツールやファイナンシャル・ツール

• 外国為替

• 利子、ローン、CD、抵当の利率

• クレジット・カード商品やクレジット・カード・セレ

クター、資産管理リスク種別、退職ファンドの種別と

クラス—たとえばアメリカ合衆国のROTHないしは従来

のIRA—などのサービス

• ルーティング・ナンバー(銀行コード)

• SWIFT、BICコード
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カスタム情報とトランザクション

この例はアプリを利用する顧客に合わせてカスタマイズ

されるカスタム情報とトランザクションを示します。 

これらのAPIに適切なアクセスを保証するための追加セキ

ュリティが必要なことは明白です。このカテゴリーに当

てはまるAPIは以下のようなものです:

• 口座アラート

• 口座残高

• 面会スケジュール

• 請求書支払

• クレジット・カード支払

• 与信スコア調査

• 電子明細書

• パートナー位置サービス

• プロファイル管理

• プッシュ通知と警告サービス

• 最近のトランザクション

• リモート小切手預け入れ(個人、会社)

• 資金移動

• 資産ポートフォリオ再調整

• 資産リスク評価 

モバイルの利点

モバイル・デバイスでアプリを利用する顧客は、銀行が

提供するAPIと共にスマートフォンやタブレットの機能を

利用することができます。以下はほんのいくつかの例 

です:

• カメラ:写真を撮影して、銀行アプリで送信すること

で、小切手を預け入れます。現在よく行われています

• GPSサービス:APIと一緒に利用して、最も近い銀行支

店やATMを見つけます 

• 近距離通信(NFC):ATMで他のセキュリティ機構とあ

わせて利用することで、顧客の身元を確認し、現金引

出などのトランザクションを処理します 

• デジタル財布:支払サービスを提供するさまざまなビジ

ネス・チャンスを広げます 

パートナーとの協業

APIによって、パートナーが銀行とビジネス

を行うことが容易になります。APIをパート

ナー(債権者、証券会社、手形交換所、保管

銀行、VisaとMasterCard、商業銀行の大手企

業顧客など)に提供することで、パートナー

はサービスにサインアップして、口座情報にアクセスで

きます。パートナーは彼らのお客様に銀行の機能を利用

したサービスも提供できます。

APIシナリオの例としては、ブランド・クレジット・カー

ドやギフトカード、報酬プログラム、売掛金、買掛金な

どの業務サービスがあります。APIを使って、レボート、

キャッシュフロー分析、リアルタイム情報を取得すれ

ば、有益です。多くの銀行は銀行のAPIを活用できる保険

会社やファイナンシャル・アドバイザーと提携 

しています。

公開API
銀行は社内向けやパートナー向けのAPIの多

くを、公開APIとして展開することができま

す。これにより、ビジネスを拡大し、新規

顧客獲得に役立てることができます。たと

えば潜在的な顧客は最も有利なローン利息やCD利率のも

のを探しているかもしれません。比較アプリからAPIを利

用できるようにすると、この新規ビジネスで競争に参加

することができます。
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APIエコノミーで最も刺激的な側面のひとつは、ビジネス

を回してくれる他の業界に手を伸ばせることです。銀行

は他の業界の顧客にローンを提供して、利益を得られま

す。自動車業界には自動車ローン、教育業界には学生 

ローン、不動産アプリには抵当など。退職計画、休暇計

画、大学進学、その他コストのかさむイベントは銀行 

サービスの機会を推進します。こうした他業界にAPIを 

提供することで、銀行はその分野では直接銀行のことを

考えなかった新たな顧客を獲得する機会を得られます。

多くの企業が公開APIを利用できるようにしています。以

下はProgrammableWeb1の事例です:

• Plaidは開発者がトランザクションとほとんどの金融機

関の口座データをサードパーティ・アプリケーション

に統合できるように設計されています。データには商

店名、住所、緯度経度データ、カテゴリ、その他の情

報が含まれています。

• Price My Loanは不動産賃貸業界にオンラインのサービ

スとしてローン価格・引受サービスを提供しま

す。PriceMyLoanのAPIによって、ユーザーは不動産取

引サービスをサードパーティ・アプリケーションに統

合できます。

• Tipalti APIは大規模支払サービスです。企業が自動資金

決済センター(ACH)からPayPal、電信振込までの複数

の手段で世界中のベンダー、従業員、その他に支払う

ことを可能にします。Tipalti APIによって開発者は

Tipaltiの機能に他のアプリケーションからアクセスし、

統合することができます。

• BankImport APIはユーザーの複数の銀行口座の資金を一

括で管理する場所を提供します。BankImport APIによ

って開発者はお金の出入りを自動で処理して、 

トランザクション、銀行口座、設定に直接アクセス 

できます。

適切なケース:リテールバンキング、商業銀行、
資産管理でのAPIの役割

銀行業界でのさまざまな側面でAPIエコシステム・ 

パートナーシップを特徴とした3例のビジネス・ 

ユースケースを示します。

• リテールバンキング:オンライン旅行販売シナリオ 

銀行の支払サービスにアクセスして、休暇パッケージ

を購入する消費者には、柔軟な支払オプションがあり

ます。検証されたPayPal口座を使う代わりに当座預金

から直接支払うなどです。銀行は消費者に銀行のクレ

ジットカードを利用したらロイヤリティ・ポイント2倍

というインセンティブをつけることもできます。

• 商業銀行、金融業:建設プロジェクト・シナリオ 

建設プロジェクトで働くサービス・プロバイダーは銀

行APIで複数の利点を実現できます。弁護士は新規ビジ

ネスの拡張やフランチャイズ化の契約を起案できます。

改築業者や建設会社は、スペースを増やしたい企業の

建物の改築の種類に応じてすばやく見積りができます。

地元の行政当局は、建築許認可関連の効率を向上させ

られます。

• 資産管理:遺産計画と遺言管理シナリオ 

遺産計画と遺言管理を行う団体は、銀行の資産管理API
を用いて、遺産計画に必要な資産一覧のデジタル金庫を

作成できますし、セキュアなデジタル生前遺言の作成を

支援できます。
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デバイス統合とウェアラブル・デバイス

銀行と密接に結びついているデバイスは

ATMです。ATMにはすでに述べた認証

用にNFCセンサーを内蔵できます。し

かし銀行はこれをもう一段進めるでしょ

う。銀行は地元の企業にAPIを提供して、銀行のATM
の近くにいる顧客に商品を提供できます。ATMが顧客

が近くにいることを認識すると、その地域の企業がAPI
起動に金を払って彼らを店に誘導するための商品情報

を顧客にプッシュするかもしれません。さらに、顧客

の支払った金の一部は銀行に預けられるかもしれませ

ん。これも新たな収入モデルです。

Fidelity、Westpacなどの金融機関はすでにウェアラブ

ル・デバイスや拡張現実APIに投資し、それを取り入れ

て、ファイナンシャル・マーケットや銀行のデジタ

ル・エスクペリエンスを改善しています。こうしたIoT 

APIは最高の勧誘力と最先端のデジタル・エクスペリエ

ンスに基づいた金融機関と銀行を選ぶアジア太平洋

(APAC)など人口のきわめて多いデジタル消費者マーケ

ットでの競争力になります。銀行は、人口の多い一部

セグメントの注目と生涯財布シェアを獲得しようと 

競争しています。それはY世代 (20歳から32歳までのミ

レニアル世代) とZ世代 (19歳以下のハイパーコネクテ

ッド消費者) です。ウェアラブルとIoTセンサー・エン

ゲージメントをモバイルとともに用いれば、これらの

消費者の心に食い込めるかもしれません。

APIニーズに対してIBM Cloudを検討

APIエコノミーをすでに調査しており、公開APIに関心 

をお持ちでしたら、IBMはIBM Cloudをお勧めしま

す。IBM Cloudプラットフォーム上で稼働するモバイル・ 

マーケット・プレイスを使用することで、IBMが金融機関に

代わってAPIのセキュリティ、管理、運用、スケーラビリテ

ィ、パフォーマンスに対応します。

• IBAN Calculator APIは国内の口座番号をIBANに変換した

り、IBANを検証したり、IBANの銀行情報を検索するこ

とができます。これらの機能はヨーロッパで国境をま

たいでオンライン取引をしたり、口座番号を検証した

りする場合に有効です。詐欺による送金があった場合

には、警察もIBANを利用して、関連する銀行やその所

在地を見つけられます。 

ソーシャル

Twitter、Facebookなどの企業のソーシャル

APIをすでに利用されていて、この情報を自

社のAPIとマッシュアップされているかもし

れません。ソーシャル・メディアでの自社

への特定の言及やトレンドにしたがって行

動することで、チャンスを活用し、問題の発生を阻止で

きます。とくに、自行に言及しているTwitterのフィード 

を自社の分析と組み合わせて、顧客満足の問題を解決

し、プラスのコメントを促進するための措置を取る必要

があるか、あるいは商品値引きを提供する必要があるか

どうかを判断できます。  

さらに消費者やビジネス・ニーズに対する言及によっ

て、銀行ソリューションが提供できるかもしれません。

たとえば自動車の購入に関する検索やコメントで 

消費者に対する自動車ローンの広告を思 

いつくかもしれません。
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データと分析

銀行は顧客の振る舞いに関するデータを収

集して、分析を行ってはマーケティング・

チャンスを突き止めようとしています。 

データと分析は通常、特定の内部利用者を

対象にしています。APIを通じて、企業がデータと分析 

を他の内部利用者に容易に利用してもらえるようにでき

れば、すでに収集したデータから付加価値が探り出 

せます。

カナダではデジタル・ネイティブ銀行のTangerineが 

IBMと協力して、モバイル・バンキング・アプリを用意

して、オプトインのシンプルな｢振ってフィードバック」

機能を提供しています。これは顧客が即座に銀行に直接

パーソナライズされたフィードバックを提供する方法を

もたらしました。この機能によって一般的なアプリ・ス

トアのコメント・エリアに投稿しても自分の意見を聞い

てもらえていないと思っている銀行の消費者に個人的な

注意を払います。より重要なこととして、Tangerineはア

プリのバグのパターンやデザイン改善のアイデアを直接

顧客から得られるようになりました。Tangerineが顧客のモ

バイル・エクスペリエンスを強化した方法の詳細について

ご覧ください。 

商業銀行の顧客は、銀行の業務モバイル・アプリがAPI対
応のロケーション・サービスに基づいてエコシステム・

パートナーに対するオプトインのプッシュ通知を提供し

ていれば、大きなビジネス上の価値を得られるかもしれ

ません。たとえばフランチャイズ企業は加盟店が商売を

始める、ないしは広げるのに必要な支援が得られそうな

新たな法律サービス、許認可当局、商用リノベーター、

建築物検査官などが近くにいたら、その通知を受け取れ

るかもしれません。

さらに、APIはサードパーティのデータ資産全体に対する

アクセスを可能にします。たとえば、資産管理の視点で

どの年齢層がどのような種類の高リスク、低リスクのフ

ァンドを購入したかを示すデータなどです。サードパー

ティのファンド・マネージャーはこのデータを用いて、

特定の年齢層に的を絞った価値の高い商品を提供できる

ので、パーソナライズされた推奨にもとづいて、銀行が

いっそう魅力的なものになります。個人情報へのアクセ

スは国や業界によって規制があるので、アクセスの提供

前に考慮してください。

業界標準と法令要件
ヨーロッパ委員会はAPIの利用を必要とする、決済サービ

ス指令2 (PSD2)と呼ばれる銀行、金融業界向けの一連の

要件を発行しました。PSD2の詳細については2つの有用

なリソースが利用できます:

• PSD2について知る必要のある5つのこと

• PSD2はTLA抜きには説明できない! 

法令要件とそれに関連する期日は、APIエコノミーに予想

よりも早く銀行が参加する要因になり得ますが、多くの

銀行はすでに法令が要求しているもの以外にAPIに大きな

ビジネス上の利点があることを突き止めています。
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APIの法令要件がまだ決まっていない国でも、将来、API
の業界標準が決まるのはまず確実です。業界ではBIAN 

(Banking Industry Architecture Network) やSwiftなどの標

準が有用であることに気づいたように、APIは規制要件を

必要とすることなく、一般的に使用されるインターフェ

イスへのアクセスを容易にすることが期待されていま

す。IBMはすでにBIANと協力して、BIAN標準のAPIイン

ターフェイスを作成しています(IBM developerWorks®ブ

ログのポスト、「銀行業界向けのOpen API」をご覧くださ

い)。現在のビジネスAPIはまだ初期の段階で標準は定義

されていませんが、時間が立てば、この業界では標準化

された共通APIが期待できます。銀行は、別々のAPIイン

ターフェイスを持つことなく、パートナー・エコシステ

ムと統合された付加価値サービス、強化されたデジタ

ル・エンゲージメント、パーソナライズされたサービス

を顧客に提供することができます。

最後の考察と推奨
銀行業界はAPIエコノミーが最も活発な業界のひとつで

す。新規参入者からの市場への圧力が、銀行業界のAPIを
中心とした驚異的な活動を推進しています。Apple 
Pay、Alipayなどの新規参入、ヨーロッパのPSD2などの法

令要件、シンガポールの情報通信開発庁 (IDA)、金融庁 

(MAS) などの行政機関が含まれます。こうした行政機関

は速度、範囲、デバイス、ドメインというAPIイニシアチ

ブの一般的な理由以外にもとくにAPIでのオープン・バン

キングを推進しています。

まだビジネスAPIの戦略化、計画を開始されていないの

であれば、今がそのときです。すべての答がわかるま

で、そして開始するためのすべてが揃うまで待ってい

てはいけません—市場は急速に動いています。稼働手順

を計画し、学んだものを構築してください。

すでにAPIイニシアチブを開始しているのならば、成功

をベースにして、誤ったものはすばやく捨ててくださ

い。追加のビジネス推進力とユースケースを調査し

て、ビジネスの付加価値を引き出しましょう。

APIエコノミーへの進出によって、新規の革新的なソリ

ューションには巨大なチャンスが存在しています。 

IBMは銀行業界とAPIエコノミーについて多大な知識を

持っており、お客様のAPIに向かう旅のパートナーであ

りたいと思っています。当社の専門知識、経験を活用

して、お客様の価値最大化をお手伝いさせてくださ

い。

APIエコノミーに関するIBMの見方をご理解いただくに

は IBM APIエコノミー、デジタル変革Webサイトをご覧

ください。IBM API Connect™はAPIを作成し、実行

し、管理し、安全を守る包括的な基盤です。API 
Connectの詳細情報はAPI Connect Webサイトをご覧く

ださい。 API Connectの評価版 をダウンロード 

できます。



© Copyright IBM Corporation 2016

日本アイ・ビー・エム株式会社 
〒103-8510 
東京都中央区日本橋箱崎町 19-21

Produced in the United States of America 
August 2016

IBM、IBM ロゴ、ibm.com、Bluemix、developerWorksおよび
IBM API Connectは、世界の多くの国で登録された International 
Business Machines Corporation の商標です。他の製品名および 
サービス名等は、それぞれ IBM または各社の商標である場合 
があります。現時点での IBM の商標リストについては、 
ibm.com/legal/copytrade.shtml をご覧ください。 

本資料の情報は最初の発行日の時点で最新であり、予告なしに変更
される場合があります。すべてのサービスが IBM の操業国すべて
において提供されるとは限りません。

記載されている性能データとお客様事例は、例として示す目的での
み提供されています。実際の結果は特定の構成や稼働条件によって
異なります。本資料の情報は「現状のまま」で提供され、明示的に
も黙示的にも、商品性の保証、特定目的への適合性の明示的保証、
違反行為がないことを含むいかなる保証を行うものでもありませ
ん。IBM 製品は、IBM 所定の契約書の条項に基づき保証されま
す。

お客様は、法律ならびに該当する規制を順守する責任を負いま
す。IBM は法的助言をすることはなく、IBM のサービスまたは製
品によって、お客様が法律または規制を確実に順守できることを表
明し保証するものではありません。

1 公開APIの例はwww.programmableweb.comでキーワード検索「銀
行」を行った結果です。この情報は特定APIを推奨するものでもな
ければ、その機能や品質に対する言明でもありませ
ん。ProgrammableWebはあらゆる企業が公開APIを販促できるリポ
ジトリの役割を果たしています。APIの機能、品質についてはお客
様自身が評価して、展開前にニーズに合っているかどうか判断して
いただかなければなりません。 
 

Please Recycle

APW12357-JPJA-00

執筆者プロフィール
Alan Glickenhouse、 
APIビジネス・ストラテジスト、IBM
Alan GlickenhouseはIBM API Connect
製品管理チームのビジネス・ストラテ

ジストです。1981年にIBMに入社し

て、営業、技術営業、マーケティン

グ、開発、技術サポートなどさまざまな職務についてき

ました。API Connectチームでは、Alanはあらゆる業界の

お客様がAPIに対するビジネス戦略、自社のビジネスの方

向性と既存環境(ビジネスと技術の両面)を理解し、自社

の環境に合ったAPI戦略を採用して成功していただくため

のお手伝いをしています。AlanはVassar Collegeでコンピ

ュータ数学の学位を取得しました。また複数のSOA認証

も取得しています。glick@us.ibm.comにご連絡いただく

か、@ARGlickをフォローしてください。

Esther Kim、グローバル・モバイル
APIエコノミー・ソリューションズ・
エグゼクティブ、ファイナンシャ
ル・サービス

Esther Kimは現在IBMワールドワイ

ド・モバイルAPIエコノミー・ソリュー

ションズ・チームのファイナンシャル・サービス分野の

リーダーです。EstherはIBMに21年前に入社しまし

た。IBMでは当初IBM PCテクニカル・サポート・ 

センターで働いてから、ファイナンシャル・バンキン

グ・ソリューションズ事業部にシステム・エンジニア 

として移動しました。その後、IBM Software Channels 
部門に移りました。Estherは、ビジネスとITのエグゼクテ

ィブ・スポンサーの両方を対象に、金融業界で過去16年
間、お客様の要件とロードマップをIBMのソフトウェ

ア・ソリューションと一致させるコンサルティング・ア

プローチを行ってきました。これらのソリューションは

競合優位、リスク緩和、運用コストの低減、新収入モデ

ルを可能にします。EstherはカナダのUniversity of 
Waterlooで数学士号を取得しています。LinkedInで 

Estherとつながってください。 


