エンドユーザーにかかわるデ

これを実現するためのオープン

権の付与︶が重要となっていく︒

ＰＩアクセスの許可︵アクセス

そのユーザーの同意に基づくＡ

供する﹁オープンＡＰＩ﹂では︑

利用されている︒

の﹁ＯＡｕｔｈ２・０﹂が広く

策定された︒現在は︑その後継

９９７年にバージョン１・０が

ービス事業者が中心となり︑１

ＯＡｕｔｈは当初︑ＷＥＢサ

った領域での活用が進んだ︒現

けサービスや公共サービスとい

中心だったが︑次第に従業員向

的﹁軽い﹂サービスでの利用が

ャルネットワークのような比較

年に策定された当初は︑ソーシ

工藤 達雄

オースリート
ソリューション戦略担当ＶＰ

邦銀は英国を参考に
ＡＰＩセキュリティーの共通化を急げ
国際的な技術仕様﹁ＦＡＰＩ︵ファピ︶
﹂の
標準化でコスト低減を
エンドユーザーについてのデータや機能をサードパーティーに提供するオープ
ンＡＰＩにおける大きな論点は︑﹁共通の標準の採用﹂である︒オープンＡＰ
Ｉの成否はネットワーク外部性に強く影響され︑銀行は︑さまざまなサードパ
ーティーにＡＰＩを利用してもらわない限り︑利用者数・取引数は伸び悩む︒
その点︑﹁ＦＡＰＩ︵ファピ︶﹂という国際的な技術仕様を金融業界として共通
に採用し︑相互接続のハードルを下げれば︑コスト低減が期待できる︒

ータ︵例えば︑口座情報・取引

標準が﹁ＯＡｕｔｈ︵オーオー

セキュリティー標準の
理想と現実

履歴︶や機能︵例えば︑送金・

在では金融サービス分野でもＯ
ス︶
﹂である︒

ＯＡｕｔｈ２・０が２０１２
決済︶をサードパーティーに提
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﹁認可プロトコル﹂としてＯＡ

会﹂が取りまとめた報告書で︑

になっている︒日本においても︑

Ａｕｔｈ２・０の採用が一般的

﹁フレームワーク﹂であること

た最適な手順を定めるための

トコル﹂ではなく︑要件に応じ

厳密な接続手順を定めた﹁プロ

特に定まった値はない︒

Ｉ提供側の裁量に任されており︑

有効期限や更新期間などはＡＰ

値や任意値などの細かな点に至

順のパラメーターにおける必須

方はもとより︑トークン授受手

したスコープやトークンの扱い

定義していることである︒前述

ＯＡｕｔｈ２・０の詳細仕様を

それぞれが独自の判断に基づき

する各銀行の足並みがそろわず︑

考えるべきである︵図表１︶
︒

は︑機能的には３層に分割して

そもそも﹁オープンＡＰＩ﹂

必要が生じている︒

ストを費やして検討・実装する

を適合させるために︑一定のコ

プンＡＰＩにＯＡｕｔｈ２・０

れにもかかわらず︑自行のオー

が定義されているが︑そのスコ

ための﹁スコープ﹂という項目

セス権の範囲・種別を表現する

例えば︑仕様には︑ＡＰＩアク

らない項目が多いことに気付く︒

ＡＰＩ提供側が決めなくてはな

技術仕様を実際に読んでみると︑

しかし︑ＯＡｕｔｈ２・０の

る︒

２・０を採用しているとみられ

の銀行は︑基本的にＯＡｕｔｈ

の進展に少なからず影響を及ぼ

ったが︑他方︑オープンＡＰＩ

用途に活用される技術仕様とな

ＯＡｕｔｈ２・０はさまざまな

だ︒この自由度の高さによって

利用側に提示する必要があるの

決項目を埋めたうえで︑ＡＰＩ

のではなく︑ＡＰＩ提供側が未

がそれぞれ独立に実装可能なも

ー︶と利用側︵クライアント︶

・０はＡＰＩ提供側︵サーバ

に起因している︒ＯＡｕｔｈ２

ている︒

・実装にコスト負担を強いられ

ｈ２・０詳細仕様の差異の把握

各銀行から提示されたＯＡｕｔ

業が多いフィンテック事業者は︑

ー︑とりわけスタートアップ企

Ｉ利用側であるサードパーティ

しまっている︒その結果︑ＡＰ

が銀行ごとにバラバラになって

２・０詳細仕様のさまざまな点

るまで︑大小含め︑ＯＡｕｔｈ

ＰＩ﹂だ︒このうち土台となる

供する︑いわば﹁プレミアムＡ

高付加価値サービスを独自に提

が︑例えばｅ ＫＹＣのような

Ｉ﹂
︒これらの層の上に各銀行

送金などを担う﹁ビジネスＡＰ

顧客情報や取引履歴︑基本的な

リティーＡＰＩ﹂
︒中間層に︑

２・０をはじめとする﹁セキュ

扱うために必須の︑ＯＡｕｔｈ

最下層は︑金融サービスを取り

ンＡＰＩのあり方に関する検討

年に全国銀行協会の﹁オープ

ｕｔｈ２・０を推奨した︒現在

ープの値をどのように設計する

している︒

は︑ＡＰＩアクセス権はアクセ
ストークンという文字列として
表現され︑ＡＰＩ提供側からＡ
ＰＩ利用側に付与されることに
なっているが︑そのトークンの

第一に︑オープンＡＰＩを提供

具体的には二つの問題がある︒

独自仕様で
コスト負担増

かは記述されていない︒あるい

これは︑ＯＡｕｔｈ２・０が︑

オープンＡＰＩに対応した国内

17

益をもたらすものではない︒そ

リティー対策自体は直接的な収

保は当然欠かせないが︑セキュ

の高いセキュリティー水準の担

オープンＡＰＩ提供にあたって

する銀行にとっての負担である︒

第二の問題は︑ＡＰＩを提供

つながるのだ︒

上位２層のＡＰＩの利用促進に

コスト低減と︑収益に直結する

を活用することこそが︑全体の

のではない︒共通化された仕様

っして競争優位の源泉となるも

セキュリティーＡＰＩ層は︑け

−
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ＡＰＩ

•e－KYC、与信など
プレミアム

ＡＰＩとして提供
ビジネス

•残高照会、取引参照、送金、決済など
ＡＰＩ

として提供
セキュリティー

•ＡＰＩ認 可（OAuth 2.0）、ＩＤ連 携（OpenID
ＡＰＩ

﹁ＦＡＰＩ﹂で
セキュリティーを共通化
米国ＯｐｅｎＩＤ財団は 年︑

︵ＯＩＤＣ︶
﹂を積極的に取り

込み︑ＯＡｕｔｈ２・０だけで

は対応できなかった範囲を含め

たセキュリティー対策の標準化

を図っている︒

プロファイル︶を定義し︑その

０の詳細仕様︵セキュリティー

ティーに適したＯＡｕｔｈ２・

金融サービスＡＰＩのセキュリ

設置した︒ＦＡＰＩ ＷＧでは︑

は
︶ワーキング
Financial
API
グループ︵ＦＡＰＩ ＷＧ︶
﹂を

るリスクがある︒あるいはＯＡ

偽造してトークンを不正取得す

攻撃者がそのやりとりを改竄・

ーなど︶を経由する箇所があり︑

ーザーの端末︵ＷＥＢブラウザ

︵認可要求・応答︶にエンドユ

は︑トークン授受手順の一部

例えば︑ＯＡｕｔｈ２・０で

うえで︑ＡＰＩ仕様と実装ガイ

は︑基本的なセキュリティー対

ため︑なんらかの方法でトーク

このような課題に対し︑オー

ンを入手した攻撃者は︑それを

プロファイルが︑最終仕様にな

プンＡＰＩを提供する各銀行は

用いてＡＰＩへの不正アクセス

る前の﹁実装者向け草稿﹂とし

これまで︑それぞれが相応のコ

策を網羅した﹁パート１﹂と︑

て公開されている︒特に後者の

ストを費やし独自拡張を加えて

より高度な対策を含む﹁パート

﹁パート２﹂では︑ＯＡｕｔｈ

対策を行ってきた︵あるいは︑

が行えるようになる︒

２・０から派生したオープン仕

２﹂の２種類のセキュリティー

はその利用主体を限定できない

れている﹁持参型﹂のトークン

ｕｔｈ２・０で一般的に用いら
る︒

ドラインの策定を目的としてい

﹁ Financial-grade API
︵ 当初

16

本稿執筆時点︵ 年１月︶で
20

︒
様 で あ る﹁ OpenID Connect まったく対策してこなかった︶
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オープンＡＰＩの３階層
〔図表１〕

•先行する銀行やアライアンスが高付加価値サービスを独自ＡＰＩと
して提供

•銀行サービスの基本的な機能を国や地域で統一化された

•金融サービスに向けた高水準のセキュリティ

ー機能を地域・業界を横断して共通のＡＰＩ

Connect）など
（出所） 筆者作成（図表２も同じ）。

ＦＡＰＩによる不正なトークン授受・利用の防止
〔図表２〕

電子署名により真正性を担保し、
不正なトークン授受を防止

双方向ＴＬＳ（ＳＳＬ）により、
リクエスト送信者を特定し、
トークンの不正利用を防止
攻撃者

ＯＩＤＣ仕様に基づき定義して

付けによる盗用防止の仕組みを︑

ＰＩ利用側とトークンとの結び

防止や︑公開鍵暗号を用いたＡ

のメッセージの署名による改竄

﹁パート２﹂では︑認可手続き

もう一つは︑ＯＡｕｔｈ２・０

をアピールできるということ︒

Ｉ利用側に対して自社の信頼性

ログラムを通じて公表し︑ＡＰ

がＦＡＰＩ準拠であると認定プ

一つは︑自社のオープンＡＰＩ

とって二つの側面で有用だろう︒

グラムからＦＡＰＩ準拠のソフ

基盤の構築にあたり︑認定プロ

いる︵図表２︶
︒
ィープロファイルを採用した銀

トウェアを選定できるというこ

つまり︑ＦＡＰＩセキュリテ
行は︑独自仕様の設計・実装・

とである︒

結び付き︑オープンＡＰＩの利

ＰＩ利用側の対応工数の低減に

様のＦＡＰＩへの共通化は︑Ａ

らに各銀行のセキュリティー仕

た︒またそれ以外の銀行にも︑

を策定し︑上位９行に義務化し

銀行業界共通のＡＰＩ技術標準

グ﹂を旗印に︑政府主導のもと︑

英国では﹁オープンバンキン

英国から広がる
ＡＰＩ採用の動き

運用に伴うコストの増大を抑え
つつ︑高度なセキュリティー対
策を備えたＯＡｕｔｈ２・０基

用拡大にも貢献することとなる︒

自主的な採用を促している︒そ

盤の確立が可能となるのだ︒さ

なお︑ＯｐｅｎＩＤ財団では︑

の結果 年 月には︑ＡＰＩ提

しているかどうかを検証するた

ネントが適切にＦＡＰＩを実装

アベンダーの提供するコンポー

てＡＰＩ提供・利用を行う環境

社が参加し︑共通仕様に基づい

側︵サードパーティー︶１３０

供側︵銀行︶ 行︑ＡＰＩ利用

事業者のサービスやソフトウェ

めの﹁認定プログラム﹂の取組

が整備されている︒

11
みも始めている︒これは銀行に

19

68

ＡＰＩ提供側
（銀行）
ＡＰＩ利用側
（フィンテック事業者）

OAuth 2.0 アクセス認可リクエスト
認可レスポンス・トークン付与

トークン付きＡＰＩリクエスト
（参照・更新）
トークン窃取

窃取したトークンを用いた
「なりすましアクセス」を
検知し、リクエストを拒否
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バンキング﹂仕様ではＯＡｕｔ

当然のように英国﹁オープン
比較・乗り換えの容易化︑事業

トロールを可能とし︑サービス

者追記︶と言及されている︒

ことが望ましい﹂
︵括弧内は筆

った︒

標準を採用することの重要性だ

オープンＡＰＩの成否はネッ

者間の競争促進︑ひいてはサー

最近では 年 月にふくおか

ｈ２・０を採用している︒ただ

実際の適用は業界単位で進め

リートのソリューションの導入

を実装し認定を取得したオース

︵仮称︶
﹂において︑ＦＡＰＩ

きない限り︑利用者数・取引数

ーティーも多数の銀行と連携で

らわない限り︑一方のサードパ

ーティーにＡＰＩを利用しても

る︒銀行はさまざまなサードパ

トワーク外部性に強く影響され

られており︑当初は銀行分野︑

検討を表明するなど︑ＦＡＰＩ

フィナンシャルグループが 年

ースに取捨選択を行った独自仕
続いてエネルギー分野︑その後

ビスの料金適正化と価値向上に

様だった︒しかし︑ＦＡＰＩ仕
電気通信分野に広げられる予定

採用に向けた動きがある︒

し︑その詳細仕様については当

様の策定が進み︑同時に英国か

である︒実施にあたり︑オース

度に設立予定の﹁みんなの銀行

らのフィードバックが取り込ま

ての事業者︵ＡＰＩ提供側・利

て採用している︒結果的にすべ

せず︑そのまま自国の標準とし

銀行分野のみならず︑将来的に

・コストの短縮を図っている︒

み︑共通仕様策定に要する期間

ングの仕様群を積極的に取り込

ファイナンス﹂をテーマに世界

した︒この会議は︑
﹁オープン

Ａグローバルの国際会議に参加

ンバラにて開催されたＦＤＡＴ

意味でも合理的な施策といえる

コスト低減が期待できるという

接続のハードルを下げることは︑

業界として共通に採用し︑相互

ＰＩという国際的な技術仕様を

を望めなくなってしまう︒ＦＡ

は伸び悩み︑ひいては収益拡大

れたこともあり︑現在では独自

トラリアは英国オープンバンキ

用側の双方︶が︑グローバルに

各国の関係者が一堂に会し︑現

庁や日本銀行︑筆者が所属する

は他の業界にも波及する技術仕

国内では︑前述の﹁オープン

民間企業などから︑十数名が参

入手可能な実装とノウハウ蓄積

ＡＰＩのあり方に関する検討

加していた︒あるパネルディス

くどう たつお
サン・マイクロシステムズ︑野
村総合研究所︑ＮＲＩセキュア
を経て 年からＡｕｔｈｌｅｔ
ｅ︵オースリート︶にて現職︒
デジタル・アイデンティティー

のではないか︒

する動きが他国でも現われてい

会﹂報告書にて︑
﹁同団体︵Ｏ

カッションでは︑オープンＡＰ

状の共有と今後の方向を議論す

る︒その筆頭であるオーストラ

ｐｅｎＩＤ財団︶でＯＡｕｔｈ

Ｉにおけるアーキテクチャー︑

様の中核として︑ＦＡＰＩの役

リアでは 年に︑いわゆる﹁消

２・０適用の詳細仕様が発行さ

システム設計︑セキュリティー︑

の恩恵を受けられる段階に達し

費者データ権法﹂が施行された︒

れた際には︑各銀行において同

そして標準について討議された

るものである︒日本からも金融

同法の目的は︑サービス事業者

仕様︵ＦＡＰＩ︶への準拠や準

が︑その大きな論点は︑共通の

先行する英国の事例を参考に

が保有する消費者データについ

拠に向けた方針等が検討される

割はより重要となるだろう︒

12

ている︒

筆者は 年 月︑英国エディ

仕様を廃止し︑ＦＡＰＩを改変

ある︒

11

初︑ＦＡＰＩ仕様の初期案をベ

20

19

19

て︑その消費者自身によるコン

業界において 年以上にわたり︑
プリセールスやコンサルティン
グ︑事業開発︑エバンジェリズ

18

ムを手掛けている︒
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