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API に関する 4 つの事実

インターネットに利用される隠れたテクノロジー

API はインターネットの目に見えない言語です。
アプリケーション間の会話を可能にし、
アプリケー
ションをウェブサイトやモバイルアプリへの重要なバックエンドサービスとして機能できるように
することで、API はさまざまな業界におけるデジタルトランスフォーメーションを推進します。API は
変化し続け、
どちらかと言えば隠れたテクノロジーとして捉えられるため、API に関する詳細情報を
見つけることは難しいかもしれません。そこで、大手テクノロジー企業 400 社のビジネスリー
ダーを対象に実施した API に関する最新の調査結果と業界データを組み合わせて、API に関して
知っておくべき 4 つの事実にまとめました。

1)

API の拡大は現実のもので、
衰退する兆しはない

データが示すもの：

エンタープライズによる API の構築は増加傾向にある。
• API トラフィックは前年比で 2.8 倍に増加

*

• API プロバイダーのうち 51.5% が過去 5 年以内に API の開発を始めたばかりで、20% のプロバイダーが
†

過去 2 年以内に開始している
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• 調査対象エンタープライズの 44% が 100 以上の API を構築し維持している

その意味：私たちはデジタル革命の真っ只中にいます。今こそ API を構築して最適化する時です。デジタル

ビジネスを成長させるために API を構築しているエンタープライズ、および、API の収益化を検討している
エンタープライズは、使いやすく、
スケーラブルで安全な API を作る必要があります。

2)

アプリは API 革命を
推進し続ける

データが示すもの：

エンタープライズが API を構築する主なユースケースはアプリである。
• エンタープライズの 35% がシングルページアプリをサポートする API を
∞

構築 （Akamai）
∞

• エンタープライズの 22% がネイティブ・モバイル・アプリをサポートする API を構築 （Akamai）
その意味：アプリ開発の増加は、API の拡大と直接関係しています。API はアプリの重要なコンポーネントで
あるため、エンタープライズはアプリのパフォーマンス、信頼性、ユーザー体験を向上させるために API の
最適化と高速化を実現する必要があります。

3)

API セキュリティは難しく、
オープン API は役に立たない

データが示すもの：

セキュリティは API にとっての技術的な最優先課題である。
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• 組織の 41% が近い将来に解決したいと考えている最優先課題としてセキュリティを挙げている

ほとんどのエンタープライズではニーズに合わせてオープン API を開発してからプライベート API を開発し、
その後で社内 API を開発している。
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• 調査対象企業の 44% がオープン API を開発している

• パブリック API プログラムを導入している企業のトラフィックは 3 倍に増加

*

その意味：API のセキュリティは重要ですが、オープン API の場合は、オーディエンスの規模が小さく、
効果的なコントロールが可能なプライベート API や社内 API よりもセキュリティの負担がさらに大きくな

ります。オープン API のセキュリティを確保するには、従来のように脅威から保護するだけでなく、消
費ベースのセキュリティ対策を講じて、API を実行時に保護する必要があります。

4)

パフォーマンスは最優先事項
と考えられているが、企業は
いまだに高速で軽量なアプリ
を構築していない

データが示すもの：

一貫性のないパフォーマンスの問題は、API の提供における最大の課題である。
†

• API パブリッシャーは、パフォーマンス／応答性が API の最も重要な特性であると考えている
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• 一貫性のないパフォーマンスの問題は、エンタープライズが API の提供で直面する最大の課題である

» API の応答サイズ、遠隔地にあるサーバーの場所、インフラストラクチャの可用性なども最大の課題と
して挙げられる
ほとんどのエンタープライズは現在 API をキャッシュしていない。
• 現在、API をキャッシュしているエンタープライズは全体のわずか 30% のみで、残りの 70% がキャッシュし
∞

ていない

» コンテンツの変化が早すぎてキャッシュできないというのがその主な理由である
その意味：開発者の多くは、拡張性やパフォーマンス向上のために構築するのではないという、
ウェブサイト

で犯したのと同じ間違いを API でも犯しています。
これは初期段階では問題にならないかもしれませんが、
API のトラフィックと応答サイズが大きくなるにつれてレイテンシーが発生し、ユーザー体験やビジネスの成
果に悪影響を及ぼすことになりかねません。開発者は、キャッシュ可能なものとそうでないものを考慮しな
がら API を構築することになるため、今後はきめ細かくキャッシュすることでパフォーマンス、規模、オフロー

ド、信頼性を最適化できるようになります。

これらのすべてが意味するところは何でしょう？API はそれ自体独特ですが、根本的にはウェブ
サイトやモバイルアプリのようなオンラインプロパティであることを忘れないでください。
したが
って、パフォーマンス、セキュリティ、信頼性の向上を目的にした構築と最適化といった、今日のウ
ェブパフォーマンスの課題を解決するために使用されているのと同じソリューションが API にも
利用されます。
このような API の課題を解決する方法の詳細については、
このフォーカスシートを
お読みになるか、
ウェブサイトをご覧ください。
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