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エグゼクティブ・サマリー

多くの自動車会社がAPIエコノミーへの参加を計画して
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の目的はい
くつかあります：
•
•
•
•
•

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自動車産業固有の事例の提供
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改善する
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自動車業界の業務担当者
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利用できたかもしれませ
んが、きわめて困難でした。

API

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 とと呼ば
れているものです(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)。これらのビジネスAPI、
Web APIは業務アセットに対する理解しやすいインター
フェイス̶たとえば、お客様の記録、アカウント、製品
カタログ、価格、注文などです。
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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イニシアチブに共通した事業の推進力
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。基幹システム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。

•
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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、自社の売り上げを増加し、新規
顧客を獲得することが可能です。たとえ
ば自動車ディーラーはAutotrader.com、Carmax.com、
Cars.comなどの独立自動車販売アプリケーションを
通じて新規顧客にリーチできます。ディーラーは直接
の接点がなかったかもしれない見込客群に接触できる
のです。
• I o T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APIコールでデータを送ります。た
とえば常時インターネットにつながった自動車
はドライバーの行動に関するデータを保険会社
に送ります。
2. デバイスはAPI経由でコマンドを送ります。た
とえば車内支援サービスはGPSテクノロジやマッ
プを更新します。
3. デバイスがデータをMQTT（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
トランスポート）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できて、特定の状況、イ
ベントを探したり、それに反応したりすること
ができます。たとえば車両モニタリング・セン
サーは常にデータを送信して、分析することで
潜在的な問題を突き止めます。問題がみつかれ
ば、モニタリング企業がAPIを利用して故障が
起きる前にドライバーとサービス部門に警告し
ます。
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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、APIを拠点間のデータ・フローをセキュアに管理す
る手段に利用していることがあります。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。

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)
統合、
API開発者
(技術部門)

運用部門

システム
連携の
アーキテクト

社内アプリ
開発者
サービス・
オーナー

図 1。API開発チームの高レベル開発構造。

IBMクラウド

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

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
ニーズに集中した単純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？
どんな条件で資産を利用させたいと思っていますか？

「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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どの質問も最終的にAPI要求に応答する基幹システムにつ
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
るのは基幹システム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の基幹システムのインター
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。既存の基幹システムの前面
のマイクロサービス層に新規の業務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、
既存環境に業務ロジックを追加しなければならないかも
しれません。
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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・アプリはどんなデータ、どんな
トランザクションを必要としますか？
– 業務拠点、料率など、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？
– サービス予定時期や修理状態の確認などアプリ経
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長く、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？

•

•

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？ひとつの例は、子供を
学校へ送る家族を狙っている企業にAPIを提供す
ることです。そうすれば自動車の新規購入の可能
性も出てきます。進学準備サイトやアプリがAPI
を利用して、自動車をそのターゲット顧客に販売
できます。
– 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
する洞察を得られますか？
– 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？
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•

•

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んなシナリオを適用できます
か？たとえば修理/備品が必要である、ステータス
情報をおくる必要がある、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、都市の特定の地域で高額な車が大量に売
れていることや、ファミリー向けの車が別の地域
で売れていることが判明したら？
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自動車業界でのAPIユースケースの明確化

自動車業界に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。一般情報には、自動車メー
カーとその製品に関する情報があり、それには製品カタロ
グ、アクセサリー、インセンティブ、オーナーズ・マニュ
アル情報、修理拠点、製品価格と入手性、評価やレビュー
などが含まれます。ディーラーの場合、API例には拠点の場
所、営業時間、在庫商品、価格などが含まれます。

カスタム情報とトランザクション

カスタム情報とトランザクションはアプリを利用する顧客
に合わせてカスタマイズされています。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。このカテゴリーにあてはまるAPIには修理が
必要な特定の車両をマッピングしたり、リコールを管理し
たり、下取価格を見積もったり、修理予約のスケジュール
をたてるといったものが含まれます。
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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自動車メー
カーが提供するAPIに対して電話やタブレットの機能を利
用することで、恩恵が得られます。カメラ、GPSサービ
ス、近距離無線通信(NFC)、デジタル・ウォレットなどが
デバイス機能の例です。モバイル・アプリはさまざまな機
能でAPIにアクセスします。典型的なのは車のドアの鍵を
開けたり、車を始動することです。しかしながら、これら
のAPIには車の所有者しかアクセスできず、実行できない
ためのセキュリティも必要です。モバイル・アプリから車
のAPIを直接呼び出す機能にハッキングされると、盗まれ
たり、その他の危険につながる可能性があります。結果と
して、ユーザー認証が極めて重要なのです。この話題の詳
細情報はAlan GlickenhouseのLinkedInブログへのポスト、
「Internet of Things APIs – Focus on Security」をご覧ください。

パートナーとの協業

ラジオ、ナビゲーション・システム、電話
の統合、エンターテインメント・システム
や車線はみ出し警告システム、車両接近警
報など、パートナーが多くの自動車部品を
提供しています。こうしたパートナーは、自動車の動作
との一体化を図るために自動車APIにアクセスする必要が
ありますし、パートナーの商品もハンズフリー運転向け
のAPIを提供して、安全の向上を支援します。これらすべ
ての部品が自動車に付加価値をつけ加えて、自動車メー
カー、パートナーの双方に売上を生み出します。繰り返
しになりますが、APIコールと情報を守るためには適切な
セキュリティ・ニーズを確立しなければなりません。

車内インフォテイメント・システムは、すでに単純なステ
レオ受信機をはるかに超えるものを提供しています。じき
に、運転体験のあらゆる側面を強化するのに利用できるよ
うになるでしょう。イノベーションを最大化し、提供開始
までの時間を最短にするために、自動車メーカーは外部
パートナーと開発者に車両のインフォテイメント・システ
ムで直接動作するアプリを作成するのに必要なツールを提
供すべきです。こうしたアプリはオーディオと音声対応の
コンテンツ、情報をドライバーに、そして乗客にはビデオ
と深いエンゲージメントを提供します。API手法には車両
情報へのアクセス、I/Oコマンド、通信機能、オーディオ/
ビデオ再生、ナビゲーション、電話システム、ユーザー・
インターフェイス、インフォテイメント・システムのコ
マンドとユーティリティなどが含まれます。
車内からの接続にお客様が慣れるにつれて、車内から直
接商品やサービスにアクセスして、購入できる機能が要
求されるようになるでしょう。メーカーには、保険会社
や商品やeコマース・インターフェイスを車内に持ち込み
たい広告主との協業で多くの恩恵があります。開発者が
車内eコマース・アプリを作成するので、利用者は運転時
の行動やパターン分析に基づいてパーソナライズされた
保険を購入できるようになります。小売店は、買い物客
が商品を車内から購入して、路肩ですぐに積み込めるよ
うにすることで、サービス速度を上げられます。こうし
たアプリは、すべての関係者の間のセキュアなデータ統
合を可能にして、消費者の機微データを守り、PCIデータ
セキュリティスタンダード(PCI-DSS)などの業界標準と法
令要件を満たさなければなりません。
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アプリは、ユーザーのプライバシーを守りながら、貴重
な消費者データを保険会社や小売パートナーに提供する
必要もあります。APIソリューションはセキュアにメーカー
にとって重要な支払、ドライバーのプロファイル、車の
位置などのドライバー・データを外部化するデータ・レン
ズの作成を可能にします。完全なAPIソリューションは
車、企業、パートナーの間のトランザクションを統合、
仲介するのでセキュアで信頼性の高いサービスを提供で
きます。
APIは自動車メーカー、ディーラーとして貴社が商売をしや
すくするのをお手伝いします。部品や自動車の納品用のサ
プライ・チェーンの統合、独立自動車アプリケーション向
けの再販契約、銀行、保険会社との統合で営業プロセスを
容易にする、といった方法で新たな価値を生み出せます。

多くの自動車会社が公開APIを利用できるようにしていま
す。以下はProgrammableWebの事例です。1
•

•

•

•

公開API

自動車会社は社内やパートナー向けのAPIの
多くと同じものを公開APIとして展開して、
付加的なビジネスを推進し、新規顧客獲得
に役立てることができます。自動車販売は
競争が激烈です。Autotrader、Cars.com、Edmunds、
Kelley Blue Book (KBB)、TrueCarその他のアプリで、購
入者は複数メーカーの自動車を比較して、購買エクスペ
リエンスを向上できます。公開APIにアクセスして、自動
車やアクセサリーの詳細、価格、レビューなどを入手で
きるので、すべての関係者が恩恵を受けられます。
他の業界に進出して、商売が可能になることがAPIエコノ
ミーに向かう動きの主要な動機です。たとえば特別なと
きにギフトをお勧めするアプリや子供を進学させようと
計画している家族を支援するよう設計されたアプリは新
車、中古車の購入を提案するかもしれません。
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•

Dash Chassis APIはインターネットにつながった車両プ

ラットフォームで燃料消費、支出、燃費データへのア
クセスを提供します。運転統計とデータ、ルート情
報、リアルタイム警告機能もあります。
Ford Developer Program APIは、車両テクノロジーに統
合できる音声起動のアプリを作成する開発者向けのプ
ログラムを提供します。
GM Developer Network APIはドアの鍵開け、警報の有効
化、加入者と車両データへのアクセスをサポートし
ます。
Kelley Blue Book InfoDriver Batch VIN APIは新車、中古車
を含む広範囲なプロバイダ・データベースから北米市
場の形式、モデルすべてにわたる車両モデル、機能、
販売価格のデータを統合しています。これによって希
望小売価格、中古車下取り価格、個人売買レベルでの
車両価値の予測を提供します。このAPIは車両識別番号
(VIN)デコーダーにアクセスして特定の車両の装備レベ
ルまで判断します。
VINデコーダーAPIはメーカー名、メーカー住所、製品種
別、型式、チェックディジット、製造年、工場コー
ド、シアリル番号、さらには警察データベースのデー
タなど、メーカーに関するデータを返します。
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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、自社に言及している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。顧客の不満に対してすばやく対応すること
で、マイナスのコメントを自社との取引を勧めるものに
変えられます。
ソーシャル活動は車に乗っても止まりません。なので、
ソーシャル活動をできる安全な環境を提供することは自
動車業界ではきわめて重要な点です。メーカーや機能サ
プライヤーは、APIで音声コマンドを使って車のさまざま
なものにアクセスし、テキスト対応、電話、その他の機
能を制御できないかと努力しています。ソーシャル・メ
ディア自体が、自動車メーカーにとって貴重なリソース
です。「家を離れて大学に進学」「もうすぐ16歳の誕生
日」といったソーシャル・メディアのコメントは、マー
ケティング・チャンスのきっかけになります。

Cox Automotiveに依頼されてIHS Automotiveが行い、Car
Buyer Journey創刊号に発表された研究によると、インター
ネットで車を買う人の78パーセントがサードパーティの
サイトまたはアプリを自動車購入時に利用しています。 2
自動化された車の中で自由時間が増えると、的を絞った
車内広告、CRMデータの販売、新しい「ドライブ中の
ボーナス」ビジネス・モデルがさらに増えます。
自動車会社は、自社製品を直接見込客や顧客の関心を引
き付け、押しつけがましくない方法で販売できるダイナ
ミックなモバイル・アプリを開発する必要があります。
可能な限りスムーズなアプリにするために、開発者はソー
シャル・メディアAPIを統合する、とくにソーシャルの
IDとシームレスなログインを活用する必要があります。
Facebook、LinkedInなど普及しているネットワークのソー
シャルIDとの統合を可能にするソリューションは、どち
らのチャネルでも便利なアクセス手段であり続けられま
す。企業は自社のCRMシステム、モバイル・アプリをモ
バイル・マーケティングAPIと統合して、真に最適化され
たモバイル・マーケティング・プラットフォームを生み
出せます。
APIソリューションはWebとモバイルでの統合アクセスを
可能にするので、消費者は選択したチャネルのどれでも
パーソナライズされた体験を得られます。その一方、モ
バイル・マーケティング自動化によって、モバイル・マー
ケティング・プログラムの業務ルールを構成、確立でき
ます。たとえばモバイル・データベースに掲載されてい
るすべての顧客に購入日と走行距離に応じて自動車整備
のリマインダーを送りたいとしましょう。全社の業務ルー
ルを構築して、最適な整備スケジュールや車の診断APIと
相関させるだけで、手元に顧客リストが届きます。

IBMクラウド
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デバイス統合とウェアラブル・デバイス

レベルと距離で車両のオーナーは燃料やバッテリーのレ
ベルを調べて、空になるまでに走れる距離を見積もれま
す。この機能によってオーナーは旅行計画をうまく立て
て、バッテリーの充電や燃料補給が途中で必要かどうか
判断できます。電気自動車やハイブリッド車が増えてき
たので、ドライバーは入念に旅行を計画する必要があり
ます。充電ステーションはガソリンスタンドのようにど
こにでもあるわけではないのです。現在の充電状態と残
りの時間、ないしは距離がわかることが重要なのです。

つながる車のユースケースが増えるにつれてリモート・
サービス、リモート車両機能、位置情報サービス、コン
シェルジェ・サービス、そして付加価値サービスなど複
数のカテゴリーに集まっていくことでしょう。これらす
べてを可能にするのがAPIです。

走行距離計と旅行情報は車両の現在の走行距離計の数値
にアクセスします。これは燃料カードの利用時に現在の
走行距離を計算する場合などで役に立ちます。もうひと
つ走行距離計が役にたつ状況は、整備の予約や支出の記
録です。さらに、このオプションでは車を配車係に渡す
場合も安心できます。

ガートナーの見積りでは、2020年までに世
界の自動車の5台に1台には何らかの無線が
搭載されます。つまり、ネットワークにつ
ながった車両は2億5千万台になります。こ
れは遠距離通信、自動運転、インフォテイメント、モバ
イル・サービスという主要な機能分野に大きな影響を与
えます。3 こうしたトレンドが自動車のオーナーとメーカー
の関係を単なる運転から真のつながりへと変革します。

リモート・サービス

リモート・サービスのユースケースでは、車両にリモー
トにアクセスして、状態を確認したり、車両の利用準備
を整えたりします。
盗難、衝撃警告は、無断侵入や衝撃が検出されると自動
車のオーナーに警告します。多くの車両には今ではパー
キング・カメラやダッシュボード・カメラが搭載されて
いますから、写真を撮って、警告に添付して送れます。
この機能でオーナーは近くにいたら車に戻れますし、警
察や保険会社と情報を共有することもできます。

タイヤ空気圧維持はドライバーと車両の安全に極めて重
要です。現在のタイヤ空気圧を見ることで、長距離移動
の最中に停車して空気をタイヤに入れるべきかどうかを
確認できますし、パンクしている場合には修理できる場
所の提案が表示されます。
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オイル寿命は整備状態のいい指標になります。多くの整
備間隔は時間や距離で測りますが、運転スタイルと気候
は整備サイクルに大きな影響を与えます。さまざまな現
地の要因に基づいたオイル寿命を知ることでドライバー
は故障のリスクを最小化し、車両のピーク動作条件を維
持できます。

リモート車両機能

車両機能へのリモート・アクセスはドライバーと乗客に
きわめて便利なものです。
リモート始動はしっかりロックされたままの車両をリモー
トから始動する機能を提供します。これによってドライバー
は出かける前に車内を冷やしたり、温めたりできます。
リモート・ロック/アンロックでドライバーはリモートか
らセキュアに車両の鍵の開け閉めができますし、ロック
状態を確認できます。これによって安全が強化されるだ
けでなく、ドライバーが車をロックしたかどうか確かで
ない時の不安感も和らげられます。
リモート・ホーン/ライトは混雑した駐車場で車を見つけ
るときに役立ちますし、車両の近くをうろついている怪
しい人物を追い払うことにも使えます。

位置サービス

この便利なサービスは車両の位置、旅行先に特有の機能
を提供します。
車両ファインダーを使うとドライバーは自分の車の場所
を突き止められます。大きな、なじみのない駐車場に止
めてある場合や、盗まれた場合、または、路肩に止めて
あったり救急が必要といった場合に便利です。
行き先、ルートの送信はあらかじめルートを計画して、
それを車内の衛星ナビゲーション・ユニットに送る機能
を提供します。

コンシェルジェ・サービス

ドライブの目的は仕事、娯楽、社交イベントなどです。
多くの場合、ドライバーはなじみのない場所にでかけま
す。コンシェルジェ・サービスは地元の知識を提供し
て、旅の要素を単純化します。
レストラン予約は、計画した道順と到着予想時刻に基づ
いてレストランの席を予約するときに便利です。たとえ
ばAPIは、交通渋滞などで予約に変更が生じるとレスト
ランに自動的に通知を送ります。地元のレストランと提
携して値引きをしたり、その他のロイヤリティ・インセン
ティブを提供することも可能です。

IBMクラウド

劇場予約は旅行者の興味、判明している旅程に基づいて近
くの音楽、演劇や映画の開始時刻を提案してくれます。
マルチモーダル輸送はドライバーの旅の始めから終わり
までの計画をお手伝いします。通常は、自動車での移動
は旅のいくつかの部分のひとつにすぎません。通勤など
の移動では近くの駅まで車で行って、通勤電車に乗り、
そこからバスやタクシーなどの公共交通機関で最終目的
地に着きます。エンド・ツー・エンドの計画、発券、予
約などの支援によってドライバーの移動が単純化される
ので、移動手段自体ではなく、移動の目的に集中するこ
とができます。

付加価値サービス

運転に関連する、ないしは関連しないサービス、データ
で強化された運転サービスは付加価値サービスを構成し
ます。運転関連の付加価値サービスにはネットワークで
つながったナビゲーションやネットワーク・パーキング
があります。運転に関連のない付加価値サービスには、
電話や電子メール・アクセス、Webブラウジングがあり
ます。データで強化された運転機能サービスには自動運
転や自動衝突回避などがあります。
交通管理や車両対インフラストラクチャー(V2I)通信を使っ
て、利用ベースの通行料金、課税システムを提供すると
ともに、渋滞しないように別の道に自動車を振り向けて
交通を最適化する適応型の交通管理も提供します。
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たとえばMarkets and Markets社の報告によると、2018年
までに車両群管理マーケットは304.5億米ドルになりそ
うです。4 ネットワークにつながった車は企業と消費者
が経路を最適化し、燃費を追跡し、距離と移動時間を
記録するのに役立ちます。スマート・メーカーはこの
チャンスを生かして、交通管理システム、部品業者、
燃料業者などバリュー・チェーン全体のデータ共有を
進められます。漏洩させずにデータを共有するには、
車両群、遠距離通信システム、バックエンドのデー
タ・レポジトリ、パートナー・システムの間でセキュ
アな接続が必要です。
ネットワークでつながった車のAPIの別の例は道路状況
認識と空き駐車場に関するものです。IBMはすでに
Car2Goとの協力で運転1回単位のレンタルを提供してい
ます。大手フランス自動車メーカーとの協力で保険会
社向けにデータの収益化にも対応しています。

データと分析

自動車メーカーとディーラーは、顧客の行
動データを収集して、それを分析してマー
ケティング・チャンスを突き止められま
す。この戦術は従来の情報収集でも実行可
能ですし、ネットワークにつながった自動車テクノロ
ジーでも可能です。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、すでに収集
したデータから付加価値が探り出せるのであれば、企
業は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ます。
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自動車は他の業界のマーケティングや販売機会にとって
貴重なデータを提供できます。たとえば自動車データで
移動ルートがわかるので、その道沿いやそばに広告を出
す企業にとっては価値があるかもしれません。近くのレ
ストランや娯楽を探しているドライバーに商品を販促す
るAPIを企業は収益化できます。保険会社はきわめて高い
価値があると考えている運転時の行動情報を収益化でき
ます。

業界標準

自動車業界はW3C標準化機構と協力して、業界のAPI標
準を定義しています(「自動車業界、Webを自動車に搭載す
るためのW3Cグループに着手 」をご覧ください)。ネット
ワークにつながった車両は情報を提供する消費者との相
互運用が可能な標準を必要としています。自動車、エン
ターテインメント・システム、携帯電話、その他のすべ
てのベンダーは、製造チェーン全体で協力して、インター
フェイス実装の非互換を避けなければなりません。プロ
バイダーはパートナー・エコシステムに統合されてい
て、デジタル・エンゲージメントを強化し、顧客への商
品をパーソナライズできる付加価値サービスでの競争を
期待されています。別々のAPIインターフェイスは求めら
れていません。

最後の考察と推奨

自動車業界はAPIエコノミーが最も活発な業界のひとつで
す。自動車購入アプリは大流行で、必要な情報を提供し
て顧客ビジネスで競争するAPIが一般的になってきまし

ネットワークでつながった自動車と
ProgrammableWebのAPI
ProgrammableWebのJanet Wagnerは2013年にAPIの利
用とネットワークでつながった車のAPI標準について3部
からなる記事を書いています。この記事の話題は、ネッ
トワークでつながった車両の開発者プログラム、関連の
標準化機構とその努力、インフォテイメント、ナビゲー
ション、遠距離通信で、結論として自動車を次のテクノ
ロジー「プラットフォーム」として探っています。
記事全文はこちら：「Automobile:The Next Major
Technology Platform, Part 1 – Connected Vehicle
Developer Programs and Standards Groups。」
た。ネットワークでつながった車のシナリオ、つまりAPI
によるサポートも市場を活性化しています。
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、誤ったたものはすばやく捨ててくださ
い。追加の業務推進力とユースケースを調査して、業務
からより大きな価値を引き出しましょう。

IBMクラウド

APIエコノミーへの進出によって、新規の、革新的なソ
リューションにとって巨大なチャンスが存在していま
す。IBMは自動車業界とAPIエコノミーにさまざまなノウ
ハウを持っています。みなさんのAPIジャーニーに協力し
て、専門知識と経験を共有して、みなさんの価値最大化
をお手伝いします。
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、実行、管理、保護す
るための包括的な基盤です。API Connectの詳細情報と評
価版のダウンロードはAPI Connect Webサイトへどうぞ。

著者について
Alan Glickenhouse、
APIビジネス・ストラテジスト
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。
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Dean Murphy、
産業分野リーダー、
Mobile API Economy Solutions
Dean Murphyは全世界の産業分野に集
中したIBM Mobile and API Economy
ソリューション・チームのビジネス･
リーダーです。DeanはIBMに2014年に入社しました。IT
管理からモバイル・コンサルティングまでさまざまな地
位についてきました。彼はテクノロジーではなく、成果
を重視していて、コンサルタント的な手法を用いていま
す。 deanmurphy@uk.ibm.com にご連絡いただくか、
https://uk.linkedin.com/in/deanmobileでつながってください。

Joel Pinto、
小売・通信マーケティング・
マネージャー、IBM Hybrid Cloud
Integration
Joel PintoはIBM API Connectチーム
の小売・通信業界のマーケティン
グ・マネージャーです。2011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。マーケティン
グ・マネージャーとして、業界のコンテンツ・マーケ
ティングの専門家たちが行う小売・通信ドメイン統合
の調整を支援しています。JoelはJBIMS (ムンバイ)で
MBAを取得し、ムンバイ大学で化学工学の学位を取得
しています。joelpinto@in.ibm.comにご連絡いただくか、
@joel1879をフォローしてください。
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公開APIの例は www.programmableweb.com でキーワード検索
「auto」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。
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“2016 Car Buyer Journey Study,” by IHS and commissioned by Cox
Automotive, March 21, 2015, www.dealerlearningcenter.com/insights/
view/2016-car-buyer-journey-study
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“Gartner Says By 2020, a Quarter Billion Connected Vehicles Will
Enable New In-Vehicle Services and Automated Driving Capabilities,”
January 26, 2015, www.gartner.com/newsroom/id/2970017
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“Fleet Management Market by Deployment Type, Solution̶
Operation, Asset, Driver Management, Vehicle Maintenance and
Leasing, and Driver Information System; Connectivity Technology;
Industry; Service; and Region, Global Forecast to 2021,” Markets &
Markets, September 2016.
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