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概要

保険会社の多くが、APIエコノミーへの旅に飛び立とうと
しています。この旅を始めようとする企業から、その業
界で潜在的にどのような使用事例があるかという質問を
よく受けます。このホワイト・ペーパーでは以下の目的
に焦点を当てます。
•
•
•
•
•

APIイニシアチブのための共通のビジネス推進力の特定
APIの特定方法の説明
方法論を使用した保険固有例の提供
規制要件と業界標準の現状についての議論
APIイニシアチブを開始するための推奨事項の提供

APIエコノミー戦略を決定し、ロードマップを計画するこ
とにより、次のような大きな利点があります。
•

•

•

組織内の共通API（あるいは単にビジネスサービス）の
統合と標準化
中央レポジトリとエンタープライズ・ビジネスサービ
スのインデックス（「クレーム履歴のレビュー」な
ど）を持つことで、運用コストを削減
社内または社外のビジネス・サービスへの安全かつ迅
速なアクセスにより、デジタル・プロジェクトの迅速
化と市場投入までの時間の短縮

•

•

より競争力のある新しい付加価値製品やサービスを策
定するための、パートナーシップ・エコシステムを特
定する（特に所属する業界の外部）
パートナーのビジネス機能と統合された自社のビジネ
ス機能を調整して、さまざまな関連サービスまたは補
完的なサービスを提供するモバイル市場など、収益化
のための新しいビジネスモデルを定義する

この文書は、業界での使用事例を学ぶことにより、APIイ
ニシアチブの立ち上げに関心を持つ保険業界におけるビジ
ネスとITのリーダーシップの向上を目的としています。
この文書は損害保険に焦点を当てています。生命保険に関
しては、別の文書の発行が後日予定されています。

ビジネスAPIとは何でしょうか？

アプリケーション・プログラミング・インタ
フェース（API）は、あるソフトウェアプロ
グラムがAPIを介して別のソフトウェアプロ
グラムを呼び出すソフトウェアプログラムの
インタフェースを説明するために使用されてきた非常に
古い用語です。これらのAPIは非常に複雑であり、その知
識が幅広い範囲で知れ渡るというものではありませんでし
た。企業内にある他のソフトウェアプログラムは、APIを
使用してプログラムを呼び出すことができます。社外の
パートナーもそれを使うことができます。しかし非常な困
難を伴います。

API
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この長年に渡って浸透してきた定義は、現在APIエコノ
ミーに関して企業が興味を示している理由とは異なりま
す。むしろ ビジネスAPIあるいはWeb API (他にも修飾の
仕方はありますが）と呼ばれるものの方に関心が寄せら
れています。これらのビジネスAPIまたはWeb APIは、顧
客記録、アカウント、製品カタログ、価格、注文など、
認識可能なビジネス資産に対応したわかりやすいインター
フェースです。
ビジネスAPIは、組織の内部または外部の特定の開発者が
使用するために定義された資産、データ、またはサービ
スを公開する、企業のいわば公的な人格とも言えます。
ビジネスAPIは、アプリケーション開発者が容易に使用、
アクセス、理解し、呼び出すことができます。ビジネス
APIはエンタープライズを拡張し、新しい市場を開拓する
ため、アプリケーション開発者は企業の資産を広範な消
費のために容易に活用し、公開し、また集約することが
できます。

APIイニシアチブの共通のビジネス推進力

成功したAPIイニシアティブを実行している企業は、ス
ピード、リーチ、IoT(モノのインターネット)、ドメイン
の4つの重要なドライバーの1つまたは複数に焦点を当て
ています。

•

•
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スピード（2スピードIT、バイモーダルITまたはマルチス
ピードITとも呼ばれます）：この推進力
は、ビジネスとITの組織が異なる速度で動
作できるようにすることに重点を置いていま
す。従来、記録のコアシステムのIT管理
は、一定の速度で変更することができます。企業のコアシ
ステムに急激な変更を強制しようとすると、停止やセキュ
リティエクスポージャーが発生する場合があります。しか
し、ビジネスは新しい機会と競争上の脅威に非常に迅速に
対応する必要があります。そのため、記録システムに要求
される制御された変化によってもたらされるよりも高い変
化率を必要とします。APIを使用すると、企業が使用する
ためのコアシステム資産を事前にパッケージングして、新
規に革新的なエンゲージメントシステムを作成できます。
これは、企業でのAP使用の最初の推進力となる傾向があ
ります。
リーチ：新規市場への参入と新規顧客の獲得を実現する
ために、企業にさらなる収益と新規顧客を
生み出すパートナーなど、他の企業がAPIを
活用できます。例えば、保険会社は、地元
の不動産業者ネットワークと提携して、モ
バイルの「近所の物件を探す」アプリで住宅所有者に保
険計算サービスを提供することができます。保険会社
は、新しい保険の顧客になる可能性がある潜在的な住宅
購入者へのアクセスが得られます。
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モノのまたはデバイスのインターネット：多くの産業
において、デバイスがAPIと共に使用さ
れ、新しく革新的なソリューションを提供
しています。これは以下の3つの方法のい
ずれかで実現する傾向があります。
1. デバイスが運転習慣を監視し、結果を保険会社に返
信するデバイスなど、APIコールを介してデータを
送信します。
2. デバイスには、スマートフォン機能を使用する住宅
所有者などのAPIコールを介して、ホームセキュリ
ティシステムプロバイダーにセキュアAPIを呼び出
すコマンドが送信されます。すると、プロバイダー
はホームセキュリティシステムにデバイスAPIコ
マンドを送信してオンまたはオフにします。
3. すべてのデータ・コールでアクションが必要なわけ
ではないため、MQTTなどの他のテクノロジー（大
量メッセージング・プロトコルおよびテレメト
リ ー ・ デバイス用のトランスポート）を使用し
て、デバイスは、非APIコールを介してデータを送
信します。しかし、APIは企業内のデータにアクセ
スして、特定の状況や事象を探すか、反応しま
す。例えば、スマートセンサー対応車からのワイ
パーデータをクラウドソース化して、大雨がどこ
で起きているかについての洞察を提供することが
できるようになります。この情報により、保険会
社はモバイルまたはナビゲーション画面に警告を
発し、保険契約者および非顧客に気象状態と代替
経路を通知することが可能になります。このアク
ションは運転手に価値をもたらしますが、既存の
保険契約者の顧客満足度を高めるだけでなく非顧
客からの好感度を高め、潜在的に新しい顧客へと
変えるのに役立ちます。このシナリオおよびその
他の結果のデータパターンから、事故の発生を回
避し、保険会社がマーケティングの機会を特定す
るのを助けたり、追加の収益源として第三者に売
却したりするのに役立ちます。

•

ドメイン：通常、ドメインとは、複数のビジネスライン
にわたる相互作用を指します。これらは主
に独立して作用しますが、データを共有す
ることで利益を得ることができます。API
を使用すると、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し
て認識することもできます。クラウドおよびオンプレミ
ス・データセンターなど複数の場所を持つ企業で
は、APIを場所間のデータフローを保護し制御する方法
として使用することがあります。この際、各地域および
各国の仕様に基づく規制やコンプライアンスの制約につ
いて考慮しなければなりません。

ビジネスは、スピードの要件に焦点を当てて開始するこ
とがよくあります。この領域でまず成功したら、他の推
進力に焦点を当てて対処します。企業が4つのすべての推
進力でAPIにより利益を得ることは、珍しいことではあり
ません。

APIの特定方法

誰がビジネスAPIを特定すべきですか？図1は、上位レ
ベルの組織構造におけるいくつかのロールを示していま
す。各ロールには複数のユーザーが存在し、複数のロー
ルに1人のユーザーが割り当てられることがあります。

「APIのビジネス：ベストプラクティス」ホワイ
ト・ペーパーは、組織構造やその他の重要なト
ピックに関する追加情報を提供します。ここか
らダウンロードしてください。
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この構造での重要なロールは、APIプロダクトマネー
ジャーです。このロールに割り当てられた担当者
は、APIおよびAPIイニシアチブの成功を支えていま
す。APIプロダクトマネージャーのロールに関連するタ
スクには次が含まれます。

コアAPIチーム
•

APIプロダクト
マネジャー
（ビジネス）

•
•
•

統合と
API開発者
（技術）

運用

•

内部
アプリの
開発者

統合
アーキテクト
サービス
オーナー

ドメインオーナーと協力して、市場に出すために必要
なビジネスAPIを特定する
API開発者と協力してAPIの作成を推進する
メトリクスに関する役員への報告
APIの製品特性を定義する（収益化、レート制限、
オーディエンスなど）
コミュニケーション

優れたAPIの特定は、APIイニシアチブ（および関連す
るビジネス）の成功を達成する上で最も重要な要素の
1つです。APIは、消費者のニーズに焦点を当て、そし
てシンプルである必要があります。次の3つの質問を問
うことが良いAPIにつながります：
•
•
•

図 1。API開発チームのための高度な組織構造。
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オーディエンスは誰か？
彼らは何を求めているのか？
資産を利用できるようにするための条件は何か？
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これらの質問はいずれも最終的にAPIリクエストに応
答を返す記録システムを尋ねたり参照したりしていな
いことに注意してください多くの企業では、記録シス
テムが何をしているのかを見て、そこにAPIを追加する
ことで、APIを誤って定義しています。このアプローチ
は、APIプロバイダーにプロセスの簡略化という利点を与
えますが、使用者のニーズを満たしません。
候補となるAPIを特定する際に、APIプロダクトマネー
ジャーはターゲットとなるAPIユーザーを理解する必要が
あります（質問1）。二番目の質問はこの３つの質問の中
で最も重要なものと言えます。オーディエンスが達成し
ようとしていることを理解することで、最高のAPIが得ら
れます。定義が使用者のニーズに重点を置いたものであ
れば、インターフェースはそのオーディエンスにとって
有用であり、変更にも対応できる（バージョン管理）可
能性が高くなります。3番目の質問は、APIに関するポリ
シーに関連しています。APIを正しく使用するにはどのよ
うなセキュリティ対策が必要となりますか？強制される
レート制限はありますか？
これらの3つの質問に答えた後、APIプロダクトマネー
ジャーとAPI開発者は協力して、APIの定義を繰り返し行
う必要があります。API開発者は、APIの提案されたコン
シューマインターフェイスを、レコードインターフェイ
スのバックエンドシステムに（場合によっては他の多く
のシステムに）マッピングして、望ましい結果のみをコン
シューマに返す必要があります。新しいビジネスロジッ
クは、既存の記録システムの前にあるマイクロサービス

層に追加する必要があります。既存のシステムが要件を
完全には解決していない場合、API開発者はビジネスロ
ジックを既存の環境に追加するための追加コードを記述
する必要があります。
次に、APIがよく使用される6つのカテゴリと、各分野で
潜在的に有用なAPIを特定するのに役立つ上の質問を検討
します。
•

•

内部開発者（モバイル）
– モバイルアプリで必要なデータとトランザクション
は何か？
– ビジネスの場所や料金など、すべてのアプリユー
ザーに共通の汎用データは存在するか？
– ポリシーの額や保険料支払いスケジュールなど、
アプリを通じてアクセスできる既存の顧客固有の
データは存在するか？
– モバイルデバイスのどの機能（GPSやカメラな
ど）がAPIと併用すると便利か？
パートナー
– 現在のパートナー間でどのようなデータとトラン
ザクションを共有するか？一般的な既存のパート
ナータイプには、銀行、証券会社、政府機関など
があります。
– パートナーまたはブローカー・オンボーディング
は長く困難なプロセスであるか？
– パートナーの自己登録は価値が高いものである
か？例えば、パートナーの数が増え、地理的範囲
が拡大するか？
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•

•

パブリック
– 自社のデータとトランザクションを使うことがで
きるどんなアプリを他社は記述するか？
– 現在、自社のウェブサイトではどのような情報を
提供しているか？
– 競合他社との比較アプリがある場合、オプション
としてリストされることを希望するか？アプリに
はどんなデータを必要とするか？
– どの他業界やプロセスが貴社の製品を使用するの
か？例としては、不動産業者ネットワーク、自動
車ディーラー、保険事業を持たない銀行、保険集
約見積もりウェブサイト、旅行商取引サイトなど
があります。
– マッシュアップを考えてみてください：自社にとっ
て他のどんなAPIが意味があるのか？マッピン
グ？ソーシャル？
ソーシャル
– 貴社のシステムはどのようにソーシャルメディア
と相互作用するか？ソーシャルメディアの動向を
把握し、アラートを発っしたり、またはアクション
を取れるか？
– 貴社のブランドと競争についての洞察を得るため
にソーシャルメディアを使用できるか？
– 現在の顧客の状況、行動、履歴を社会交流と結び
つけるリアルタイム分析を行うことができるか？

•

•
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デバイス
– 車、電化製品、センサー、メーターなどのデバイ
スを取り扱っているか？
– どのようなシナリオがデバイスに適用できる？例
えば、修理/補給品が必要である、ステータス情報
を送信する、デバイスの動作を制御する、デバイ
スとエンタープライズシステム間の相互作用を可
能にするなど。
– スマートクロージングや拡張現実グラスのような
ウェアラブルなど、次のUI技術をどのように統合
することができるか？
データと分析
– クライアントについてどのようなデータを収集す
るか？このデータは企業内の多くのオーディエン
スに価値があるか？
例えば、不動産保険会社は有料のデジタルボール
トサービスを提供することができます。保険契約
者は保証したい商品の写真をアップロードし、
ヴォールトはオブジェクト評価機能（ウェブまた
はモバイルデバイスを通じて）を使用して保険の
見積もりを提供します。このプロセスは、収益の
流れを高め、顧客満足度を高め、さらにサービス
を向上させることができます。また、ジュエリー
の評価など書類検証の対象となる品目の保険料見
積もりプロセスを迅速に行うことができます。別
の例では、自動車保険会社はWeather.com®から
リアルタイムデータを取得し、自然災害が発生し
た場合に避難または退出ルートを提供することが
できます。さらに、リアルタイムで気象データや
交通データに基づいて運転手の経路を変更し、顧
客体験を向上させ、競争力のある差別化要因を提
供することができます。
– 関連性のない業界が興味を持つような市場セグメン
トをデータで特定できるか？例えば、電化製品、
家具、家の修理、電気通信製品などの市場を利用
する可能性のある新しい住宅所有者を特定するこ
とはできるか？
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損害保険業界におけるAPI使用事例の特定

それではここで、API識別方法を損害保険業
界に適用するいくつかの例を見ていきます。

社内開発者（モバイルアプリの開発）
一般情報

一般情報とは、アプリを使用する特定の顧客のニーズに
合わせていない情報です。これには以下のような保険会
社の提供物が含まれる場合があります。
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

自動車および家のカバレッジタイプと詳細
利用可能な割引
計算機と金融ツール
教育
新しい家や新車を選ぶ際のFAQや役立つアドバイス
不動産物件情報
新車と中古車の比較
オフィスとエージェントの所在地と時間
オンラインフォーム
価格設定

カスタム情報とトランザクション

この例では、アプリを使用し、顧客の仕様に合わせてカ
スタマイズした情報とトランザクションを提供していま
す。これらのAPIは、適切なアクセスを確保するために追
加のセキュリティを必要とします。このカテゴリに該当
するAPIは次のとおりです。
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

事故または損失クレームの文書化および情報の収集
代理店連絡先情報
予約のスケジューリング
クレームのステータスの確認
比較レポート
電子明細書
保険IDカード
アラート管理
メッセージのアクセス
保険料の支払い
最近のトランザクション
アシスタンスまたはロードサイドサービスのリクエスト
カバレッジと割引のレビュー
サービスまたはポリシーについての質問の送信
クレームの提出
プロフィールの表示と更新
受益者情報の表示と更新
ポリシーの表示
ウォッチリスト
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モバイルの利点

モバイルデバイスでこのアプリを使用している顧客は、保
険会社が提供するAPIを使用して電話機能やタブレット機
能を活用することにより利益を得ることができます。例：
•

•

•

カメラ：カメラを使用して損害賠償請求文書作成のため
に事故現場や損害箇所の写真を撮ったり、事故に関与し
た他の車両の運転手に関する情報を取得したりすること
ができます。住宅所有者または賃貸人の保険の場合、所
有物の写真を撮り、アイテムをカタログにすることがで
きます。
GPSサービス：これらのサービスをAPIとともに使用し
て、保険事務所または代理店への道案内を得たり、事
故の場所を特定したり、日時を記録してクレーム情報
を自動的にタイムスタンプしたり、最寄りの保険会社
が推奨する修理工場、牽引サービスまたはレンタカー
の場所を見つけることができます。
マイク：デバイスのマイクを使用して事故の目撃者か
ら情報を取得できます。

部として旅行の中断や医療保険を提供することができま
す。自動車ディーラーは、顧客に優先自動車保険を提供
することができます。不動産業者は、タイトルとローン
保険を提供することができます。
保険会社はAPIを使用して、自動車や家屋の修理のための
認定修理工場にクライアントをつなげることもできま
す。APIは、パートナーとして修理工場を紹介し、完了し
た作業の直接入力を収集し、払い戻しの請求を行うのに
利用できます。

適例：自動車保険および不動産保険におけるAPIの役割
保険業界のさまざまな側面において、APIエコシステム
パートナーシップを特徴とするビジネス使用事例からの
2つの例を以下に示します。
•

パートナーシップ
APIは、パートナーが貴社とのビジネスを容易
にするのに役立ちます。自動車ディーラー、
銀行、ブローカー、信用組合、雇用主、弁護
士、不動産代理店、サービスと修理店、旅行
会社などのパートナーにAPIを提供することで、顧客に商
品やサービスを提供したり、クライアントに保険の情報を
与えることができます。
このアプローチは、紹介料や収益のシェアから新しい収
益源を生み出すのに適しています。サンプルのAPIシナリ
オには、顧客に自動車保険または住宅保険を提供する銀
行や信用組合が含まれます。旅行会社は旅行の購入の一
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•

中古車のシナリオ：自動車販売アプリなどのメディア
パブリケーションを通じて中古車を購入する消費者は、
保険APIからの恩恵を受けることができます。APIによっ
て提供される情報を使用して、さまざまな車両モデル
および年型の安全評価をチェックし、特定の車両識別
番号を追跡して、過去に発生した事故および修理の履
歴を見つけることができます。または、クイック見積
サービスを使用して料金を比較し、保険ニーズを見積
もることができます。
不動産のシナリオ：不動産分野では、家屋調査士は、
地元の気象データとクレーム履歴を集計するAPIを通じ
て、洪水やその他の自然の原因による家屋被害を事前に
判断できます。家のセキュリティプロバイダーは、盗
難請求報告書を通じて危険度の高い地域を特定するこ
とができます。
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パブリックAPI

•

保険会社は、社内で使用される同じAPIの多
くをパブリックAPIとして展開して、ビジネ
スをさらに推進するのに役立てることができ
ます。例えば、潜在的な顧客が最良の保険料
を探して検討しているかもしれません。比較アプリでAPI
を利用できるようにすることで、この新しいビジネスを
競う機会が手に入ります。
APIエコノミーの最もエキサイティングな側面の1つは、
旅行を計画する過程で旅行保険情報を提供したり、購入
の際にジュエリーやその他の貴重品を保証するなど、ビ
ジネスを自社に与えてくれる他の業界への到達範囲を広
げることです。これら他の業界にAPIを提供することによ
り、保険会社は、購入に関連する保険について検討して
いなかった新規顧客にアプローチする機会を得ることが
できます。多くの企業がパブリックAPIを利用していま
す。ProgrammableWebのWebサイトからの例を以下に示
します：1

APIのニーズについては、IBM Bluemixをご参照くだ
さい。
APIエコノミーを検討中で、パブリックAPIにご関心があ
るお客様に、IBMはIBM ® Bluemix ®プラットフォームを
サービス（PaaS）として提供しています。IBMは、
IBM Bluemixクラウド・プラットフォームでホストされ
ているブランドのモバイル市場にAPIを配置する金融機関
のセキュリティ、管理、運用、スケーラビリティ、およ
びパフォーマンスを扱います。

•

•

Agencyport Turnstile：このAPIは、保険業界でXMLとして

シリアライズのために使用されるACORD（Cooperative
Operations Research and Development）に準拠したフォー
ムからのデータの抽出を提供します。フォームデータと
フォームベースのプロセスを効率的なXMLベースのワー
クフローに統合して、POS（point-of-sale）、顧客関係管
理（CRM）およびその他のバックオフィスシステムに
データを転送することを目的とします。このプロセスは
電子メールで送信されるACORDフォーム、PDFファイ
ルおよび他のアクセス不可フォーマットのデータの手動
による再キー入力および隔離を置き換えるものです。
CGI保険情報サービス：CGIは、さまざまなビジネスITサー
ビスを提供する会社です。そのサービスの1つに、Web
ベースのInsurance Information Services APIがあり、クラ
イアントが運転手のクレーム履歴とそのポリシーをすべ
て表示できるようにします。情報は運転免許証に基づい
て検索されます。
ベンチマーク自動車データAPI： ベンチマーク自動車は自
動車データとインテリジェンスを提供します。このデー
タに基づいてアプリケーションを構築し、クライアント
が自社のWebサイトやアプリケーションに自動車データ
を統合できるように、APIを使用してクライアントにデー
タフィードを提供します。利用可能なデータには、車両
識別データ、車両仕様データ、車両技術データ、保険グ
ループ評価データ、車両履歴データ、車両金融データ、
車両評価データおよび車両統計データが含まれます。

IBMクラウド

•

NAICレジストリ：このAPIを使用すると、保険会社が州

の規制に準拠するために必要となる標準的な報告書類の
自動提出が可能になります。全米保険監督協会（NAIC）
は、保険会社の一貫した規制および業務慣行を奨励す
るために州政府が維持する協力機関です。

ソーシャル
FacebookやTwitterなどで企業のソーシャル
APIを既に使用し、この情報を自社のAPIで
マッシュアップしている企業も少なくないで
しょう。自社の具体的な言及やソーシャルメ
ディアの動向に基づいて行動することで、ビジネス上の利
点が得られ、チャンスを活用したり問題を解決することが
できます。とりわけ、自社の会社名を参照するTwitter
フィードを自身の分析と組み合わせて、顧客満足について
の問題を是正したり、肯定的なコメントを促したりする必
要があるかどうかを判断するのに役立ちます。
さらに、消費者やビジネスニーズの照会により、保険ソ
リューションを積極的に提供できるようになります。例え
ば、自動車購入に関する検索やコメントがあれば、自動車
保険を消費者に宣伝するよう求めるメッセージが表示され
ます。その他の例としては、旅行関連のトピック、出産に
ついてのディスカッション、結婚式のプランニングなど、
これらのすべてが保険の機会を提供できるものです。
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保険会社はまた、顧客と積極的に契約を結ぶ方法として、
ソーシャルな交流に注目します。通常、顧客と保険会社と
の間の唯一のやりとりは、費用の支払いやクレーム請求な
ど、顧客ができるだけ関与したくない状況のみです。ソー
シャルチャネルを通じて顧客と情報を交換・提供したり、
地域の企業活動やイベントのスポンサーシップになると、
保険会社は顧客に積極的に従事することができるようにな
ります。

デバイスの統合とウェアラブルデバイス

自動車保険業界は、すでに運転士の行動や運
転習慣を監視するための装置を使用していま
す。これらのデバイスはAPIを使用してデー
タを保険会社に伝え、会社は保険料を低額に
することでより安全な運転と低燃費を報奨します。接続さ
れた車両は交通事故、滑りやすい道路、悪天候などといっ
た危険な状況を他者に伝え、事故の低減に役立ちます。貴
重なデータソースとしての車両とその可能性の詳細につい
ては、「API使用事例の特定：自動車産業」ホワイト・ペー
パーをダウンロードするか、IBM Institute for Business
Valueの「自動車 2025：境界のない産業」のレポートをお読
みください。
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サーモスタットや煙感知器など家庭用セキュリティシス
テムや家庭環境機器も、顧客サービスと価値を向上させ
るために保険会社が使える重要なデータを提供します。
例えば、家のアラームセンサーは、トリガーされたとき
に、保険会社（警察や住宅の所有者だけでなく）に警報
を送ることができます。この情報により保険会社は、盗
難された品物のクレームについてのクレーム情報を積極
的に準備することができ、住宅所有者は家を盗難された
ことを発見したら、手間を省き、時間を節約することが
できます。
現在のユーザーインターフェイス（モバイルデバイスと
タブレット）は、10年前には一般的ではありませんでし
た。ウェアラブルデバイスなどにさらに移行が進むにつ
れて、この変化の傾向は続くでしょう。APIを使用する
と、ビジネスシステムのブレークダウンを大幅に減らし
ながら、インタフェースを進化させることができます。

データと分析

保険会社は顧客に関する大量のデータを収
集し、マーケティングの機会を特定するた
めに分析を行います。通常、その活動は特
定の内部のオーディエンスを対象としてい
ます。組織はAPIを使用して、他の社内のユーザーがデー
タや分析をより簡単に利用できるようにし、既に収集さ
れたデータから付加価値を生み出すことができます。
保険業界においてデジタル化の革新への需要が高まって
いることを考慮すると、保険会社は多数のオープンな公

開データソースとAPIを調査および評価し、保険契約者に
豊富なデジタル体験を提供することが重要になります。
この付加価値の高い体験により、より高いレベルで顧客
の「固執姓」を推進することが可能になり、既存の顧客
を維持するとともに、顧客満足度レベルの高い顧客を獲
得することができます。住宅保険会社は、以下ようなパ
ブリックAPIを利用することができます。
•

•

Weather.comのデータとAPIを統合して、現地における
竜巻、異常豪雨、ハリケーンなどを家の所有者に警告
し、予防措置のリストを提供して、不必要な損害賠償の
クレームを回避できます。
トランジットスコアデータとAPIを統合して、どの家が
公共交通機関に最も近いかを把握することができます。
これは、車を所有しない者にとって貴重なデータとな
り、家の購入や賃貸の決定がしやすくなります。

自動車保険プロバイダーは、次のようなパブリックAPIを
利用することができます。
•

•

外国為替（FX）レートのデータとAPIを統合すると、
ある国から別の国に移動する自動車所有者のために、
複数の通貨で保険証を提供することができます。
Weather.comのデータ、API、ハイウェイカメラのデー
タを統合し、深刻な天気や自然災害の際にアラートや
推奨事項を再ルーティングします。地方都市は、政府
機関や保険会社と協力して、自然災害や悪天候時の事
故を防ぐことができます。

IBMクラウド

さらに、保険会社はAPIを使用して、第三者に集約した
データ資産へのアクセスを可能にすることができます。
たとえば、頻繁に事故が発生する場所を交通安全監視の
政府機関に報告することができます。住宅建設や改造プ
ロジェクトが多い地域で働く請負業者は、保険会社のデー
タが有用であることがわかるでしょう。例えば改築にとも
なう保険の変更を顧客に通知し、更新された見積もりを保
険会社に指示することができます。これらのプロセスで
は、個人情報へのアクセスを慎重に管理、保護し、クライ
アントとのオプトイン/オプトアウト契約に厳密に従わな
ければなりません。

業界標準および規制要件
ACORDとNAICの両方には、保険業界全体で広く使用さ
れているXMLベースのインターフェイスがありま
す。NAICインターフェイスはパブリックAPIとしてリス
トされており、このホワイト・ペーパーの前半で参照され
ています。
NAICレジストリAPIサービスは、電子的に処理するオン
ライン保険料税（OPTin）の申告と支払い、および電子
的料率と様式届出システム（SERFF）保険商品の登録申
請を含み、サポートします。また、オンライン詐欺報告
システム（OFRS）とのやりとりをサポートします。これ
は、集中型レポートをダウンロードし、OFRSにレポート
を提出することによって実現されます。
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この技術は重要な要素ではありませんが、インターフェ
イスの使用がいかに簡単であるかが焦点になります。
ACORDは、ユーザビリティを向上させるためにJavaScript
Object Notation（JSON）を使用するよう現在の標準インタ
フェース（XML）をやり直す必要があるかどうかについて

議論を行っていることにご注意ください。

保険を含む多くの産業は、API基準の必要性と価値を認識
しています。似てはいても一貫性のないAPIを他の企業か
ら取得して共同で開発したい会社などありません。これ
らの会社は複数のパートナーのAPIを簡単に使用できるよ
うに、標準インターフェースを求めています。
APIプロバイダーはこれに同意しています。APIプロバイ
ダーは、APIインターフェースに基づいて自社を差別化す
るのではなく、APIインターフェースの背後にある製品や
サービスの品質に基づいて自社を差別化しなければなら
ないということを理解しています。例えば、保険会社は
パートナーのエコシステムと統合された付加価値サービ
ス、デジタルエンゲージメントの強化、個別化した顧客
へのサービスの提供で競い合うことができます。
お客様の地域でAPIの規制要件がまだ確立していない場合
でも、APIの業界標準は近い将来その地域でも制定される
ことになるでしょう。業界で、ACORDやNAICなどの標
準規格が有用であると認識されているように、APIは規制
要件を必要とせずに、一般的に使用されるインタフェー
スへのアクセスを容易にすることが期待されています。
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最後の言葉と推奨事項

APIエコノミーへのIBMのアプローチを理解するには、
IBM APIエコノミーのWebサイトをご覧ください。
IBM API Connect™は、APIの作成、実行、管理、およびセ
キュリティ保護のための包括的な基盤を提供します。API
Connectについてお知りになりたい方は、API Connect Web
サイトから試用版をダウンロードしてください。

貴社がビジネスAPIの戦略化と計画をまだ始めていないの
であれば、今がそのチャンスです。すべての答えを熟知
し、すべてが準備されるまで待つことはありません。な
ぜなら、市場はあまりにも速く動いているからです。展
開の段階を計画し、次に、これまで学んだことに基づい
て構築することが大事です。

著者について

保険業界ではAPIエコノミーがますます普及しつつありま
す。保険はデータ集約型ビジネスであることから、企業
全体で迅速にデータにアクセスし、新しい方法でデータ
を使用し、パートナーと迅速に連携することによって、
競争上の差別化が図れます。

APIイニシアチブをすでに開始している場合は、成功を見
定め、誤った点があればすばやく特定してください。さ
らにビジネス推進力に焦点を当て、事例を使用してビジ
ネスの価値を高めていきます。APIエコノミーに移行する
にあたり、新しく革新的なソリューションに出会う大き
な機会があります。保険業界とAPIエコノミーについての
重要な知識を持つIBMは、皆さまのAPIの旅のパートナー
になりたいと考えています。当社の専門知識と経験を利
用して、貴社の企業価値を最大限に高めましょう。

Alan Glickenhouse
（アラン・グリークハウス）
APIビジネス・ストラテジスト、IBM
Alan Glickenhouseは、IBM API Connect
提供管理チームのビジネス・ストラテ
ジストです。Alanは、1981年にIBMに
入社して以来、セールス、テクニカルセールス、マーケ
ティング、開発、テクニカルサポートに携わっていま
す。API Connectチームでは、すべての業界のクライアン
トのビジネスの方向性と既存の環境（ビジネスと技術の両
方）を理解し、APIのビジネス戦略の推進を支援し、企業
が自社の環境に合ったAPI戦略をうまく採用できるようサ
ポートしています。氏はVassar Collegeからコンピュータ
数学のABを取得しており、複数のSOA認証を取得してい
ます。送信先メールアドレスはglick@us.ibm.comです。あ
るいは@ARGlickをフォローしてください。

IBMクラウド

Carolyn Martin（キャロリン・
マーティン,）
IBMファイナンシャル・サービス・
マーケティング・プログラムディレ
クター、IBM Cloud
Carolyn Martinは、金融サービスおよび
テクノロジー業界で20年以上の経験を持っています。
Carolynは現在、ハイブリッドクラウド統合マーケティン
グのIBMワールドワイドプログラムディレクターを務めて
おり、特にAPIエコノミーに焦点を当てた銀行業界や保険
業界を担当しています。Carolynは、大規模なデータ分
析、M＆A、グローバル金融サービスなど、IBMのさまざ
まなシニア・マーケティング・マネジメントおよび戦略の
上級職を歴任しています。IBMに入社する前は、CIBC、
ロンドン生命保険、バンク・オブ・モントリオールで仲
介、クレジット・カード、生命保険、リテール・バンキン
グの営業およびマーケティング管理職を務めました。キャ
ロラインはウェスタン大学のIvey School of Businessから経
営学修士号を取得しています。cmartin@ca.ibm.comまたは
LinkedInからご連絡ください。
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Esther Kim（エスター・キム）
グローバル・ハイブリッド・クラウ
ド・ソリューション・エグゼクティ
ブ、金融サービスセクターリーダー
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
ションチームの金融サービス部門のリーダーです。
Estherは21年前にIBMに入社しました。Estherは初期の
頃、IBM PCのテクニカル・サポート・センターで働き、
その後システム・エンジニアとして金融バンキング・ソ
リューション部門に移動しました。その後、IBMソフト
ウェア・チャネルとIBM WebSphere®部門に移動しまし
た。Estherは金融業界で過去16年間、ビジネスとITのエ
グゼクティブ・スポンサーの両者と協力して、IBMのソ
フトウェア・ソリューションと要件およびロードマップ
を整合させました。これらのソリューションは、競争上
の優位性、リスクの軽減、運用コストの削減、新しい収
益モデルを実現させます。Estherはカナダのワーテル
ロー大学で数学の学士号を取得しています。Estherとは
LinkedInで連絡がとれます。
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記載されている性能データと顧客事例は、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

パブリックAPIの例は、www.programmableweb.comの「保険」の
キーワード検索から得られたものです。この情報は、これらの特定
のAPIを推奨するものではなく、機能や品質に関する記述でもあり
ません。ProgrammableWebは、企業がパブリックAPIを促進できる
リポジトリとして機能します。使用者は、APIの機能と品質を評価
し、導入前にニーズを満たしているかどうかを判断する必要があり
ます。
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