プラットフォーム
プロダクト・マネジメント
8つの要諦

AmazonやGoogle、Alibabaなど、世界で大きな成功を収めて
いる大手テクノロジー企業は、プラットフォームをベースとし
たビジネスモデルを活用することで、マクロ経済にグローバル
規模の変革をもたらしてきました。とはいえ、こうした現象は

テクノロジー業界特有のものではありません。今やあらゆる
市場の業界リーダーがプラットフォームの構築を推し進めてお
り、自社のビジネスの成長や資本拡大に向けて新たなチャンス
を手に入れようとしています。実際、アクセンチュアの調査で

も、経営幹部の81％が今後3年間でプラットフォームベースの
ビジネスモデルが自社の成長戦略の中核を成すようになるだろ
うと回答しています 。
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ただし、プラットフォーム管理とアプリケーション管理は全く
別物であり、両者の管理に求められる手法やスキルは大きく異
なります。
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プラットフォームビジネスの主目的は、自社ビジネスの
加速と、価値の拡大が挙げられます。企業が自社のプラ
ットフォームを使いこれらの目的を達成する為には、プ
ロダクトマネジメントにおける現状とのギャップと求め
られるケイパビリティを理解する必要があります。

さらに、プラットフォーム戦略で成功を収めるために
は、従来の「製品ファースト」のDNAを「プラット

フォームファースト」のDNAへとシフトさせる、プロダ

クトマネージャーの存在が必要不可欠です。

アクセンチュアではこのたび、社内のプラットフォー
ム企画開発チームと伴に、Adobe、Dropbox、
Salesforce、PayPalといったプラットフォームベー

スのビジネスモデルで成功を収めている企業のプロダ
クトマネージャーにインタビューを行いました。そし
て、昨今のプラットフォームと従来のアプリケーショ
ンマネジメントにおける、重要な差異についての理解
を深めました。その結果、「プラットフォームファー

プラットフォームは常に未来を見据えるだけでな
く、スピードも兼備しなければならない。

Ashley Still, Vice President/General Manager,
Adobe Document Cloud and Adobe Creative
Cloud Enterprise, Adobe
成熟度の異なる多種多様なポイント製品やクラウ
ドベースのソリューションを扱う複雑な市場にお
いて、プラットフォーム製品の担当マネージャー
である私たちは「プラットフォーム・ファース

ト」もしくは「APIファースト」なDNAを全社レ
ベルで育みたいと考えている。

Vijay Vachani, Director, Partner Platform &
Ecosystem, Adobe Creative Cloud, Adobe

スト」へシフトする為に求められる8つのポイントが明
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らかになりました。

エコシステムを構成する多様な
人々に対するエンパワーメント

アプリケーション製品の担当マネージャーは、常にエン
ドユーザーのニーズを満たす製品の開発を心がけていま
す。それが消費者であれ、企業内ユーザーまたは管理者
であれ、さまざまなニーズを踏まえて、エンドユーザー
にもたらされる価値の最大化が彼らのミッションです。

一方、プラットフォームはエンドユーザーや開発者、プ

プラットフォームの 製 品管 理 では 、顧 客に注 視
し、常に共感することが不可欠だ。プラットフォー

ムは単なるトレンドとして開発するべきものでは
ない。プラットフォームを提供するにあたり、プロ
ダクトマネージャーは開発者やパートナーが抱え
る課題の解決に焦点を当てる必要がある。
Priya Lakshminarayanan Sr. Dir, Head of
Product, PayPal Platform Services

ロデューサー、パートナーといった多様な人々によって

私たちはエコシステムの開発者やパートナー、管

め、ユーザーのニーズを全て明確に把握することは困難

力している。プラットフォーム製品の担当マネー

構成されるエコシステムの中で利用されます。そのた
といえます。そのため、プラットフォーム製品の担当マ
ネージャーはプラットフォーム・エコシステムを構成す
る開発者、プロデューサーおよびパートナーに焦点を当
て、彼らがエンドユーザーに最大限の価値や充実した体
験を提供できることを目標に設定します。こうして、プ
ラットフォームを中心としたエコシステムが大きな力を
持つ事により、相乗効果の獲得が期待できます。
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理者などの中間層に対するエンパワーメントに注
ジャーが注力すべきなのは、彼らが最大限の力を
発揮できるようにすることだ。

Heather Conklin, VP Product Management–
AppExchange, Salesforce
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コア・インタラクションの理解

プラットフォームのエコシステムについて考えるとき、最も重要なのは「多くのプラットフォーム機能のうち、ユーザーは

どの機能を定期的に利用し、価値としているのか？」という問いへの答えを見つけることです。それらの機能がプラット
フォームの「コア・インタラクション」であり、企業の主な差別化要因でもあるため、適切に理解していかなければなりま
せん。

例えば、Dropboxの差別化要因は、高性能かつ偏在性の高いコラボレーションです。Dropboxは多様なAPIを提供し、

Microsoft OutlookやAutodesk、Google、Salesforce、AtlassianのJIRAソフトウェアといった人気ツールとの統合を通じ
てエコシステムを強化しています 。現在、Dropboxの有料ビジネスユーザーは、30万を超え 、そのうち75％以上は1つ以
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上のサードパーティのアプリケーションを連動して利用しています 。
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ここからわかるのは、まず企業は優れたコア・インタラ
クションをベースとしたビジネスモデルの完成に注力す
ることが重要で、エコシステムの開発者とパートナーに
よるコア・インタラクション上の経験は、その次の段階

Dropboxへのアクセスを高めると同時に、ユー
ザーのコンテンツをDropboxに保管することが
私たちの重要なミッションだ。

だということです。プラットフォームのアプローチは、

Doug Summe, Platform Technologist, Dropbox

ラットフォームのコア・インタラクションと、それを支

プラットフォーム製品戦略は、「プラットフォー
ム・ファースト」のアプローチを組み込み、コ
ア・インタラクションAPIや補完要素と適切に統
合されなければ、異なる顧客セグメントを横断し
た規模拡大へつなげていくことは極めて困難にな
るだろう。

まさに規模拡大のための手法であり、規模の拡大はプ
える他の要素を明確に区別することでしか実現できない
のです。

つまり、プラットフォーム製品の担当マネージャーは、
何をコア・インタラクションとして捉えていくかを考え
る必要があります。ここでの判断ミスは致命的な結果に
つながることもあり、コア・インタラクションの理解を
怠った場合にはライバルを生み出すことになります。

コア・インタラクションの
理解を怠れば新たなライバ
ルを生むことになる。
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Ramadurai Ramalingam, Managing Director,
Platform Engineering, Accenture
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パブリックAPIで規模拡大を図り
プライベートAPIでプレミアムかつ安全なアクセスを提供

通常、エコシステムとの間には開発者がおり、開発者はAPIを利用して体験を生み出しています。プラットフォーム製品の
担当マネージャーの大きなジレンマは、ここにあります。彼らはAPIをパブリック化（あらゆるサードパーティの開発者と

共有）すべきか、プライベート（社内でのみ、または一部のパートナーとのみ共有）とすべきか、あるいはコードをオープ
ンソース化すべきか、という判断に迫られます。

APIを社外に公開することには、大きな責任が伴うため、慎重に扱わなければいけません。
プラットフォーム製品の担当マネージャーはこの判断を下す際、図1のようなフローチャートを意思決定の枠組みとして利

用するのがよいでしょう。この意思決定プロセスでは、プライベートな範囲に限定すべきデータ、パートナーに公開する
データ、あるいはさらに幅広くパブリックな開発者に公開するデータの扱いを適宜判断することが重要です。最近の統計

データにもあるように、APIのパブリック化は企業にとって重大な決断であり、プライバシーポリシーに従いながら厳格な
テスティングを経て決めるべき事柄なのです。
図1：API戦略策定のためのフローチャート
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オープンソース
UberはOhanaやHorovodといったオー
プンソース・プロジェクトを展開し、自社

の開発ツールへのコントリビューション
を促進している
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パブリックAPIの多くは、第一段階ではプライベートAPIとして導入され、徹底的なテストを経た二次段階でより広い範囲

に公開する方法が多く取り入れられています。まずは社内チーム向けに「プライベート・インターナルAPI」としてリリー
スし、サードパーティ・アプリのコネクタ開発を実施します。これにより機能やパフォーマンス、セキュリティ等をテスト

し、社内のテストに合格したAPIは「プライベートAPI」または「ベータAPI」として一部のエコシステムパートナーに公開
します。さらに外部パートナー側でもパフォーマンスに問題がなかった場合、「パブリックAPI」として公開します。

企業によっては、オープンソースのインターナル・プラットフォームという形で社内の興味深い取り組みを外部に紹介し
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て、人材採用の機会を生み出している事例もあります。

マイクロサービス・アーキテクチャへの影響

モノリシックであれ、マイクロサービスであれ、アプリケーションの仕様は社内のエンジニアリングチームによって100％
設計／管理されています。一方、プラットフォームはマイクロサービス・アーキテクチャを用いて構築されており、APIに

より各種ビジネス・ケイパビリティが外部に公開され、プラットフォーム上でアプリケーションが開発されます。このプロ
セスにプラットフォーム製品の担当マネージャーが介在していない場合、マイクロサービス・アーキテクチャの規模拡大は
しにくいでしょう。

プラットフォーム製品担当マネージャーはスキルを十
分に養い、プラットフォーム・アーキテクチャをマイ
クロサービス・アーキテクチャとして取り扱わなけれ
ばなりません。また、データや相互依存性に対する理
解を深め、ビジネス・ケイパビリティに応じてマイク
ロサービスを策定する必要があります。さらに、個々
のユーザーが複数のサービスを利用することを踏まえ、

マイクロサービス同士の依存性を慎重にマッピングす
ることも大切です。

プラットフォーム製品の担当マネージャーは、
個々のマイクロサービスのサポート体制を確認す
る必要がある。システム・アーキテクチャの細部
に至るまで正確に理解し、データベースやサービ
スとして何が公開されているのかを把握しなけれ
ばならない。
Doug Summe, Platform Technologist,
Dropbox
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個々のマイクロサービスは専用のテクニカルス

タックで構築できるため、データベースへのロッ
クインを回避することができます。とはいえ、現
実には複数のテクニカルスタックやデータベース
維持には手間もコストもかかります。従って、プ
ラットフォーム製品の担当マネージャーは、す

べてのマイクロサービスにASP.NETとOracleDB

バックエンドを導入するなど、手を加えなければ
なりません。

また、プラットフォーム製品の成功度合いは、マイクロサービスと同

アプリケーション製品の担当マネージャー

の主なメトリクスには、以下のようなものがあります：

数）やMAU（月間アクティブ・ユーザー数）

様のメトリクスを使って測定することができます。プラットフォーム
・ プラットフォームの可用性SLA（99.95%、99.99%、99.999%…）
・ 使用量（APIの1日当たりのコール数）

・ パフォーマンス（マイクロ秒／ミリ秒単位の読み込み／書き込み／
クエリ待ち時間）

・ スケール（1日当たりの生成イベント数、1秒当たりのクエリ数、1日
当たりの送信通知数など）

は、DAU（デイリー・アクティブ・ユーザー
といったカスタマーエンゲージメント／顧客

維持率に関するメトリクスを用いて、製品の
成功度合いを測る。プラットフォーム製品
の成功に関しても、また、APIの1日当たりの

コール数や生成イベント数といったメトリク
スを独自に選択し、測定するべきだ。

Priya Lakshminarayanan Sr. Dir, Head
of Product, PayPal Platform Services

プラットフォーム製品の担当マネージャーは、製品の成功度を測定するメトリクスを慎重に選択し、マイクロサービス・ア
ーキテクチャがそれらのメトリクスに及ぼす影響を正しく理解する必要があります。
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長期的な持続可能性と短期的なトレードオフ

従来のアプリケーションの製品管理の場合、機能開発の優先度はビジネス価値と工数で決定され、通常では、クイックウィ
ンの機能が優先されます。しかし、プラットフォームには複数の企業が独自のアプリケーションを開発し、ビジネスモデル
を維持するための「基盤」として活用される特性があるため、機能開発の優先度は長期的な計画に則り、持続可能性、性能
影響度、スケーラビリティの担保も踏まえた決定が必要となります。

プラットフォーム製品の担当マネージャーは、長期的な戦略ビジョンを十分に理解した上で、短期的／長期的トレードオフ
を見極めなければなりません。目先の成果だけでは、大規模なパフォーマンスやさまざまな市場セグメントにAPIを公開す

るといったゴールも達成できなくなり、これではパートナーにとっても、プラットフォームの成長にとっても、良い結果を
招くことはできません。そのため、短期的な視点での成果と、長期的な投資のバランスを常に最適化することが重要となり
ます。短期的には著しい成果をもたらさないような決定が、長期的にはプラットフォームの発展を大きく後押しするケース
も少なくはないのです。

例えば、Adobeでは、平均でプラットフォーム戦略は10年以上にわ

プラットフォーム製品の担当マネー

略からサブスクリプションベースのクラウドサービス戦略へのシフト

達成感がなかなか得られないことも多

たって展開されています。同社において、パッケージソフトウェア戦

は2013年に開始されました。さらに1年半前には、人工知能サポート
サービスへの投資をスタートし、現在では、AIや音声、拡張現実／仮
想現実テクノロジーを統合した次世代プラットフォーム開発に向けた
長期計画を推進中です。こうしたアプローチの実践は容易ではありま

せんが、AdobeのCTOを務めるAbhay Parasnis氏は、次のように述
べています。「次世代プラットフォームの検討を進める際、まず目的
を明確にする必要があった。これは極めてスケールの大きい計画であ

り、少なくとも10年間は持続可能なプラットフォームを構築しなけれ

ばならない」
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ジャーの業務は一筋縄ではいかない。
いため、忍耐力のいるものだ。長期的
なニーズを追求するのは困難であり、

TAM（対象の市場で実現可能な最大
の規模）の拡大や製品ラインの拡張と
いったさまざまな目的によってニーズ
が変化することもある。

Doug Summe, Platform Technologist,
Dropbox
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プラットフォーム更新時は
長期的な展望を重視

従来のパッケージソフトウェアは更新が極めてシンプルであり、この業務

プラットフォーム製品担当マネー

利用方法という観点から、エンドユーザーのみに影響を与えます。これに

的に活用される為に必要な持続可能性

はエンジニアリング／サポートチームが管理しています。新しいリリースは

対して、プラットフォーム製品の担当マネージャーはアップグレード戦略

の段階から参画しなければ、プラットフォームの長期的なパフォーマンス
向上を図ることはできません。

プラットフォーム製品の担当マネージャーは十分な技術知識をもとに、
綿密にアップグレード戦略を策定する必要があります。なぜなら、エコシ
ステム内で開発者やパートナーが利用するプラットフォームは、それぞれ

ジャーには、プラットフォームが長期
やスケーラビリティ、パフォーマンス
を担保する能力が求められる。

Heather Conklin, VP Product
Management – AppExchange,
Salesforce

バージョンが異なるからです。また、バージョンの更新時には旧バージョ

ンのアプリケーションサポート体制に加え、古いAPIを継続利用する方

法を検討し、エコシステム内の開発者がプラットフォームのコードや設

古いテクノロジーも継続して利用

Salesforceでは、プラットフォームで開発されたアプリケーションが更新

フォームは設計段階で相互互換性を

計の変更により影響を受けないように配慮することも重要です。例えば

時に時代に取り残されることがないよう、長期的な展望を策定していま
す。Salesforce ClassicからSalesforce1 Lightningへの更新を行った

際、同社はSalesforce ClassicコンソールAPIのメソッドをSalesforce1

LightningコンソールAPIでもサポートすることで、顧客がスムーズに移行

できるよう支援しました 。また、POP3やIMAP、SMTPといった単純な電
9

子メールプロトコルでも、同様の動きがみられます。これらのプロトコルは

数十年にわたり変更されておらず、そのおかげもあり電子メールの世界で

はアクセス方法やアプリ、ツール、サービスによるエコシステムが構築さ

できなければならない。プラット

徹底的に追求しておかなければ、開
発者のエコシステムはいずれ機能し
なくなるだろう。

Robert Hiss, Managing Director
Products & Platform, Accenture

れています。

7

独自のプラットフォーム収益化
モデルを探求し最適化を図る

パッケージソフトウェアの場合、通常収益化フローは一方向で、エン
ドユーザーは製品を利用する際の料金を直接、あるいは広告を通じて

支払います。これに対してプラットフォームの場合、開発者やパート
ナー、エンドユーザーで構成されるエコシステムを横断した複雑な収
益化フローが形成されます。

現在、AdobeやNetflixといった企業は
プラットフォームの直接的な収益化は
行っていない。プラットフォームはあ
くまで体験をサポートするものといっ
た立ち位置で、各種機能はいずれも体
験の提供を目的に開発されている。つ
まり、アプリケーションによる収益化
のみ行っているのだ。

Ashley Still, Vice President/
General Manager, Adobe Document
Cloud and Adobe Creative Cloud
Enterprise, Adobe
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現在、AdobeやNetflixといった企業はプラッ

トフォームの収益化は行っていない。プラット

フォームはあくまでも自社のアプリケーショ

ンの体験を拡張するものであり、これにより

顧客ロイヤルティの改善や新規顧客の獲得を
実現するものと位置付けている。

時には、間接的にパートナーや開発者への投資を行い、プラットフォームの利用を促し、ネットワーク効果を生み出しなが
ら開発者エコシステムの拡大を図り、プラットフォームを成長させるケースもあります。例えばSlackでは、Slackプラット

フォームの開発を促すために8,000万ドル規模のファンドを設立しました 。他にも、企業が扱う中核製品の普及を指標と
10

して、プラットフォームの成功度を測定するケースもあります。（図2を参照）プラットフォーム製品の担当マネージャー
と企業は、適切な収益化モデルを慎重に検討し、投資利益率の最大化を図らなければなりません。
図2：プラットフォーム収益化モデルの例
Salesforceプラットフォームで開発された製品は、売上の約15～25％がロイ

API利用に対するロイヤリティ

ヤリティとしてSalesforceに入ります 。API利用に対するロイヤリティは現
11

在、同社の売上の50％を占めます 。
12

電子署名プラットフォーム業界のリーディングカンパニーであるDocuSignは、
APIのサブスクリプション

月間サブスクリプション契約と取り扱い文書件数に基づく区分をベースに、API

の価格を決定しています。新規株式公開時に発表された同社の今年度の売上高
は5億1,800万ドルで、トランザクションの約60％はAPI利用によるものです 。
13

APIのコール数

リアルタイム通信プラットフォームのTwilioは、APIのコール数またはユー

ザー数で課金しています 。同社の売上高は4億ドル規模で、対前年比の成長
14

率は平均50％です 。
15

プレミアムAPIアクセス

戦略的APIパートナーシップ

データの収益化

Twitterは現在、アクセス権を拡張したプレミアムAPIを提供しています16。
SalesforceはISVパートナー向けのAppExchangeパートナープログラム

「ISVforce」を展開しており、パートナーは開発したアプリをsalesforce.com
の顧客に限り15％割引で販売することができます 。
17

Twitterは現在、データインサイトを直接提供するAPIのアクセス権を企業向
けに販売しています 。データライセンス契約は現在、同社の売上の15％を
18

占めます 。
19

9
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プラットフォーム・ファーストな
開発文化を醸成

プラットフォーム戦略を推し進めている企業は、アーキテクチャに関

開発者と望ましい協業関係を築き、

をもって臨むことが大切です。また、その意思決定がプラットフォー

深めることが、プラットフォーム製

する意思決定とプラットフォームの開発順序の決定の際、明確な意図
ムのDNAあるいはプラットフォーム文化の核となる「柔軟性」の確立
を意図したものである必要があります。

これまで製品担当マネージャーは、監督者としてのリーダーシップを
発揮しながら各チームの開発する機能を厳格に管理してきました。こ
のアプローチはモノリシック・アーキテクチャや社内開発者が対象で
あれば、現在でも通用します。しかしながら、プラットフォーム製品
は複数のマイクロサービスで構成されており、各マイクロサービスの

エンジニアリングチームは個別に業務に当たっています。マイクロ

ビジネス全体と顧客に対する理解を
品の担当マネージャーにとって極め
て重要だ。

Ashley Still, Vice President/
General Manager, Adobe Document
Cloud and Adobe Creative Cloud
Enterprise, Adobe

サービス設計ならではの分散型のリリースアプローチで成功を収める

プラットフォーム・エンジニアリング

が重要となってきます。

許容しており、開発サイクルに入る前

には、自律性をもった複数のチームが密に連携して業務に当たること
プラットフォーム製品の担当マネージャーは、内外の開発者と協働し
ながらプラットフォームのエコシステムを構築する必要があります。
アプリケーション製品管理の場合、製品担当マネージャーはバックロ
グや製品の承認／リリースの管理を担当しますが、プラットフォーム
では自律した複数のチームが相互依存性や意思決定を管理しなければ
なりません。そのため、プラットフォーム製品の担当マネージャーは

協働と確固たるビジネスケースをもとに、目標達成を支援しながら
チームを統率する役割を担います。彼らはリリースの順序やスピード
を決定する重要なインフルエンサーとして、プラットフォームの土台
を堅持することが求められます。

企業によってはスプリント開発の開始前に「スパイク」のプロセスを
設けアーキテクチャに関する調査と検討を行うこともあります。この
手法は、プラットフォーム製品開発では一般的といえるでしょう。

10

において、私たちはスパイクの期間を
にアーキテクチャのオプションを分析
／検討している。

Heather Conklin, VP Product
Management – AppExchange,
Salesforce

また、プラットフォームのプロダクト・マネジメント業務には、一般的なプロダクト・マネジメン
トにおける継続的改善(CI)とアジャイル開発の原則も適用されます。（図3を参照）

図3：成功するプラットフォーム・エンジニアリングチームにはどのような開発文化があるか
スパイク

サーバント・リーダーシップ

継続的な改善

自律性と自己管理能力を備えたチーム

イテレーション／アジャイル開発

エンパワーメントと信頼

コラボレーションフォーカス

高度な連携体制

プラットフォーム・ファーストなDNA

企業が製品アプローチからプラットフォーム・アプローチへのシフト
を実現するためには、製品管理業務を含めた組織全体としての変革が
必要となります。このプラットフォーム製品の管理能力を自社に組み
込んでいない企業は、プラットフォームの発展プロセスにおいて正し
い決定が下せず、その結果誤った経営判断につながってしまいます。

本稿でご紹介した8つのポイントを理
解することで、企業は自社のプラット
フォーム・マネジメント力を高めるこ
とが可能になります。これにより投資
を収益化し、プラットフォームを基盤
として、ビジネス拡大という相乗効果
が得られるようになります。
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