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B2B2Xビ ジ ネ ス モ デ ル と
API

NTTが策定した将来の通信ネット
ワークの技術開発に関するコンセプト

「NetroSphere構想」では，ネットワー
クを利用するサービス提供パートナに，
多様なサービスを，迅速かつ高信頼，
低コストに提供していくことを目指し，
サービスを構成する機能をできる限り小
さい粒度の部品に分離 ・ 素材化し，そ
れを自由に組み合わせることによって必
要な機能やリソース（クラウドやネット
ワーク等）を柔軟，かつ，経済的に提
供することを目指しています．部品化さ
れた機能をサービス提供パートナに提供
するにあたり，HTTPベースのWeb API
＊ 1（API）の活用が有益であると考え
ています．

ここではAPIを介して機能やリソース
をサービス提供パートナに提供する際の
アーキテクチャやAPI記述ルールの検討
状況について報告します．

コラボレーションを目指した
API活用動向
■サービスプロバイダおよび海外テレ
コムオペレータの動向
TwitterやFacebook，Amazon Web 

ServiceなどではAPIを介して自社の機
能や情報を外部に積極的に公開してい
ます．また，AT&TやOrangeなどをは
じめとした国外のテレコムオペレータ
は呼制御や課金機能などをAPIを介し
て公開する取り組みを始めるとともに，
アイデアソンやハッカソンなどのイベン
トを実施し，ビジネスアイデアのパート
ナとともに具現化する営みを行っていま
す（1），（2）．

機能や情報をAPIとして外部に提供
する際に得られる効果は以下の 2 つに
大別できると考えています．

① 　増収を目指したリソース ・ サービ
ス機能提供：自社が有する機能や
情報を提供し，コラボレーションに
よる新サービス創造を可能とし，
APIを介して提供したサービスの利
用料金による増収を目指す．

② 　コスト削減を目指したオペレー
ション機能提供：オペレーション機
能を公開することで，コラボレー
ション時のオペレーション連携がし
やすくなるとともに，自動化を図る
ことによるOPEX（Operation Ex
pense）削減を目指す．

■標準化動向
モバイルオペレータはサービス提供

パートナに対して契約者の認証機能など

の機能をAPIとして公開していますが，
APIはオペレータ独自仕様であり，サー
ビス提供パートナはオペレータごとの機
能開発が強いられ，開発量増加が課題
でした．そこで，GSMA（GSM As so
sic a tion）＊ 2 のOneAPIで はSMS/MMS，
端末情報や課金情報等の公開に関する
API仕様を定めており（3），前述のAT&T
の取り組みの一部ではOneAPIの仕様に
従ったAPIの公開も行われています．

また，TM Forum＊ 3ではテレコムオペ
レータの業務プロセス自動化を目指し，
プロセス間インタフェースをAPI化する
ことも検討しており，サービスオーダや
トラブルチケットなどオペレーションに
関する機能のAPI仕様の規定を始めて
います．さらに，TM Forumの戦略的プ
ロジェクトの 1 つであるOpen Digital 
ProjectではB2B2X想定で複数のデジタ
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NTTが策定した将来の通信ネットワークの技術開発に関するコンセプト
「NetroSphere構想」では，サービスを構成する機能をできる限り小さい粒度の部
品に分離 ・素材化し，それを自由に組み合わせることによって必要な機能やリソー
スを柔軟，迅速，かつ経済的に提供することを目指しています．ここではAPIを介し
て機能やリソースをサービス提供パートナに提供する際のアーキテクチャやAPI記述
ルールの検討状況について紹介します．

R&D

API コラボレーション NetroSphere

＊1	 Web	API：APIはソフトウェアコンポーネン
ト間で情報等を交換するためのインタ
フェース．Web	APIはその １種で，アプリ
ケーション開発者等が他のソフトウェアの
機能を外部から呼び出して利用するための
手法の１つ．

＊2	 GSMA：移動体通信事業者や関連企業で構
成される業界団体．標準化や技術開発の支
援等を実施．

＊3	 TM	Forum：相互運用可能な情報通信システ
ムネットワーク管理を達成するため，業務プ
ロセスの参照モデルやプロセス間のインタ
フェースおよびデータモデル等を規定して
いる団体．
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ルサービスをコラボレーションしてアプ
リケーション等を提供することを想定
し，連携を実現する際の参照アーキテ
クチャDigital Service Reference Ar chi
tecture (DSRA)の検討も始まっていま
す（4）．

前述のように標準化団体でのAPI仕
様規定は行われているものの，既定範
囲がオペレーションや呼制御，課金と
いった一部にとどまるため，現状ではオ
ペレータ各社が独自の仕様で公開して
いるケースがほとんどの状況です．

API公開に向けた技術検討 
状況

前述のような外部動向をかんがみ，
NetroSphere構想においてもAPIを介し
てサービス系の機能やオペレーション機
能を外部に公開することを検討してい
ます．
■API公開アーキテクチャの検討

検討中のAPI公開時のアーキテクチャ
の概要を図 １ に示します．本アーキテク
チャは，Webサービスとして機能公開し
ていない既存システムをAPI化するため
のインタフェース変換機能等を提供する
メディエータ機能部，業務フローに従っ
たAPIの順次呼び出しや，複数のAPIを

連携させて 1 つの機能として提供（マッ
シュアップ）するオーケストレータ機能
部，API公開時に必要な認証やトラ
フィック制御等の共通的な機能を提供
するAPIGW（ゲートウェイ）機能部の

3 階層で構成されます．検討中の機能
配備案を図 ２ に示します．

（1）　メディエータ機能部
既存システムの中には（REST API

ではない）独自のインタフェース仕様で

図 1 　API公開アーキテクチャの概要
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図 2 　機能配備案

API-GW機能部
インタフェース変換・制御 認証・認可 セキュリティ 保守運用機能トラフィック

制御
開発者

ポータル機能

機能間での重複機能

1-1
データ形式
変換

1-5
エラー情報
変換

1-7
情報

マスキング

1-1
～1-10

1-13
複合化

（複雑シナリオ）

1-14

シナリオ制御

1-1
～1-9

1-15
プロトコル変換

（SOAP以外→REST）

2-3
利用ユーザ
認可

2-2

アプリ認可

2-1

アプリ認証
アプリ開発支援
（ドキュメント）
（開発環境）

API利用者
ポータル

3-2

優先制御
3-3

流量制御
（Outboud）

3-1
流量制御
（Inbound）

暗号化

脅威検出・対処
（メッセージ解析）

2-4
利用ユーザ
認証

1-10
プロトコル変換
（SOAP→REST）

1-2
ヘッダ情報
変換

1-6
ステータス
コード変換

1-8
ルーティング
（宛先解決）

1-11
キャッシュ
（APIリターン値）

1-3
パラメータ
変換

1-9

抽象化

1-12
複合化

（リクエストレスポンス）

1-4
メソッド
変換

API管理

イネーブラ
管理

トラフィック
ログ

イネーブラ
ポータル

アプリ管理

イネーブラ
状態監視

CDR

APIオーケストレータ機能部

メディエータ機能部



NTT技術ジャーナル　2015.1058

システム間連携を実現しているケースも
ありますが，サービス提供パートナに対
してはREST APIに統一して提供する
ことが望ましいと考えています．そこで，
独自インタフェースをREST APIに変換
する機能部として，メディエータ機能部
の配備を検討しています．メディエータ
機能部が実装する機能は，収容する提
供機能側に依存します．

（2）　オーケストレータ機能部
顧客管理システムや課金システムな

どのように，サービス提供パートナに対
して途中の処理プロセスを見せたくない
ケースや，サービスオーダのように複数
のシステムをまたがった複雑な処理が
必要となるケースでは，サービス提供
パートナの利便性も踏まえ，ある程度の
粒度に処理をまとめたうえでAPIとして
公開することが望ましいと考えていま
す．そこで，オーケストレータ機能部を
設け，APIの複合化や業務プロセスとし
て複数の処理を実行します．

（3）　APIGW機能部
複数のシステムからそれぞれの機

能 ・ サービスがAPIとして提供される
ケースでは，システムごとにAPIのアク
セス先やAPI仕様（データ形式等）が異
なることが考えられ，利便性が悪くなり
ます．そのため，サービス提供パートナ
向けにAPIのアクセス先を一元化し，
API間の仕様差分を軽減する機能を提
供するのがAPIGW機能部です．また
APIGW機能部では，トラフィック制御
やAPIレベルでの認証など，公開する機
能とは独立した，共通的な処理機能も
提供します．

APIGW機能部は，さらに下記の 3
つの機能に分けられます．

① 　API処理機能：API実行により生
じる可能性のある脆弱性への対策

（セキュリティ），不正なAPI利用防
止のためAPIキーやOAuthによる認
証認可を実施（認証 ・ 認可），契約
条件やシステム状態に応じたトラ
フィック制御，後述の記述ポリシー
にしたがってAPIへの仕様変換（イ
ンタフェース変換 ・ 制御）等を提供

する機能です．
② 　開発者ポータル機能：サービス提

供パートナ管理，APIを利用するた
めに必要な認 証 情報の登録等，
API利用時に参照するマニュアル
やサンプルコード等を提供する機
能です．

③ 　保守運用機能：APIGW機能部
の保守者向けにイネーブラやAPI，
アプリの管理機能，APIGW機能
部の監視等を提供する機能です．

■API公開時の各種ルールの定義
APIは記述の自由度が高く，現状でも

提供しているオペレータによって異なっ
ている状況です．さらに，類似の提供
機能でも記述が統一されていないため
製品依存の状態であり，機能を提供す
るシステムを更改することで提供する
APIの形式が全く異なってしまう危険性
が高くなります．サービス開発者の利便
性を考慮すると，少なくとも 1 つのオペ
レータが公開するAPIの記述ルールは統
一されていたほうが良いと考えていま
す．APIの記述ルールは以下の 2 つに
大別できます．

① 　提供機能非依存部分：URLの命
名規則やデータ形式，APIの認証
方式など，提供機能に依存しない
共通的なルールに関する規定

② 　提供機能依存部分：呼制御（発
呼指示，着呼通知等）やサービス
オーダや故障通知のように提供す
る機能に依存する部分の規定

私たちの取り組みでは，まずは「①
提供機能非依存部分」についてTM 
ForumのAPI仕様検討状況等を考察し
て，ルールの定義を進めています．

今後の展開
ここでは，海外テレコムオペレータの

API活用施策や標準化団体での検討状
況を紹介するとともに，私たちが取り組
んでいるAPI公開アーキテクチャの検討
状況を紹介しました．アーキテクチャお
よび機能配備案，API記述ルールはTM 
Forumにアップストリームし，標準化を
目指します．また，API公開アーキテク

チャの機能詳細化を進め，サービス提供
パートナが複数の機能をコラボレーショ
ンして利用するために必要な機能の検
討を進める予定です．

さらに，技術検討と並行し，API普及
活動も重要と考え，NTT研究所では，
APIテストベッド「アトリエN」の公開
を開始しました（5）．コラボレーションプ
ログラムとしての位置付けと考えてお
り，サービス提供パートナや機能提供
パートナとともに試作するサービスや提
供機能について議論を重ねながら進め
ています．本取り組みの中ではAPI記述
ルールや開発者ポータルの利便性，提
供する機能やAPIの粒度などについても
参加者と議論し，妥当性を評価してい
く予定です．

■参考文献
（1） http://developer.att.com/
（2） https://www.orangepartner.com/
（3） http://www.gsma.com/oneapi/
（4） https://www.tmforum.org/
（5） http://www.ntt.co.jp/topics/atelier_n/index.

html

APIの活用にご興味にある方は下記のサ
イトをご覧ください．
アトリエN　開発者ポータルサイト
https://developer.api-trial.jp/ja

髙橋  真由美

　APIは機能を一方的に公開するだけでは普
及は進まないと考え，試験公開しているAPI
を使ってサービス開発できるAPIテストベッ
ド「アトリエN」を提供開始し，広く外部か
らサービス提供パートナや機能提供パート
ナを募集しています．

◆問い合わせ先
NTTネットワークサービスシステム研究所
	 ネットワークサービス基盤プロジェクト
E-mail　atelier-support lab.ntt.co.jp


