
4. 企業間BPF構想の実現に向けた取り組み
4.1  プラットフォームプロトタイプの構築
　我々は、企業間BPF構想の実現に向けて、構想のIT基盤（以

下、プラットフォーム）に、シングルインスタンスマルチテナントの

SaaS(Software as a Service)システムにSOA(Service 

Oriented Architecture)の概念を取り入れたアーキテクチャ

を採用することを検討している。シングルインスタンスマル

チテナントとは、サーバ内に一つだけアプリケーションを立

ち上げ（シングルインスタンス）、そこで複数のユーザ企業（マ

ルチテナント）を管理するアーキテクチャであり、複数のユー

ザ企業でシステムやリソースを共有することができる。また、

SOAの概念を取り入れてシステム構築することで、SaaSシ

ステムを柔軟に拡張することができるようにしている。

　現在はプラットフォームのプロトタイプ（以下、プロトタ

イプ）を開発してその有効性を評価している。開発したプロ

トタイプのアーキテクチャを図３と表１に示す。
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1.  はじめに 2.  流通業界を取り巻く状況と課題

概要
　我が国の流通業界の効率化と高度化、すなわちサプライチェーン全体最適化の実現の為に経済産業省、流通

業界を中心に標準化事業が行われている。標準化の検討も踏まえ、当社の考える企業間ビジネスにおけるサプラ

イチェーン全体最適化のひとつの解決策をここに提示する。

　現在の流通業界の課題を述べ、解決に向けてのソリューションである流通業界向け企業間ビジネスプラットフォーム

構想とそれに向けた取り組みについて考察する。

特
集
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集
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（1）EDI (Electronic Data Interchange)：企業間の電子データ交換
（2）XML (eXtensible Markup Language)：拡張可能なマーク付け言語、タグと呼ばれるマークを使用して文書構造を記述
（3）EOS (Electronic Ordering System)：オンライン発注システム

3. 流通業界向け企業間ビジネス
　 プラットフォーム構想

　流通業界全体の今後の情報システム施策として、メーカー

から最終消費者に至るプロセス全体を通じた商品供給の情報

を管理し、企業間の情報を相互に共有・管理することで、需

要の変化を早く受け取り、必要な数だけ必要な場所に配置す

る商品供給連鎖の管理を向上させる必要がある。すなわちサ

プライチェーンマネジメントである。サプライチェーンの全

体最適化には、企業間の情報連携・情報共有が必要となる。

　本稿では、流通業界の状況から今後の流通業界全体のコス

ト削減、業務効率化を支援する為の、ひとつの答えを提示する。

目指すべき仕組みは壮大なものであるが、そこに向けた最初

の一歩としたい。

千手ログ

2.1  流通業界の構造
　海外とくらべると、日本の流通業界の構造は商品をメーカー

が製造し、複数の卸を介し、小売を経て消費者に提供される多

重構造になっている。多重構造により、非効率性の要因になっ

ていると考えられる。一方で日本の多様なニーズに対応する為

に、配送リードタイム、品揃えの幅や、カタログの作成・販売

方法の提案など、きめ細かいサービスを提供できる機能を持っ

ている。

2.2  流通業界の課題
　小売業では、品質・価格に対しても高い要求が求められ、消

費者ニーズが多様化し、購買動向も変化していくので、システ

ムも柔軟な対応が求められる。安さを追求するだけではなく、

個々の顧客や店舗のある地域の購買特性にマッチした品揃えと

価格設定が求められ、企業間の競争が激しくなっている。その

ため、業務効率化など、コスト削減要因への対処を行い、収益

力を高めることが求められている。

　卸売業では、巨大化する小売の購買能力が強くなっており、

卸売企業も合併、業務提携により、豊富な品揃えや、より優れ

たITシステム・物流機能を持ち、メーカーから低コストで調達

できる購買能力を持つ必要性に迫られている。

　メーカーでは、国民生活が豊かになり、購買動向が多様でモ

ノが売れなくなり、売れ筋や消費者の好みに関する情報を直に

得るなど、良い売り場を確保する為に小売業者、卸売業者との

連携をより深め、様々な情報を集める必要がある。

　業界全体では、消費者に対して安全な食品を提供する為に、

産地情報、生産者情報、トレーサビリティなどの情報提供が求

められており、こうした社会的要求にはサプライチェーン全体

で対応する必要がある。このような状況において、「製（メー

カー）・配（卸売）・販（小売）の流通三層」（以下、流通三層）

は各企業で業務効率化、企業間の情報共有化の課題を解決しよ

うと努力してきた。しかし、企業内や、直接の取引先の部分最

適が先行し、流通三層間全体のサプライチェーンの最適化を阻

害していた。もはや個別企業の努力による更なる効率化、高度

化は困難なのである。

2.3  流通BMSの登場
　サプライチェーン全体最適化の為に、流通ビジネスメッセージ

標準（以下、流通BMS（Business Message Standards））

が平成１８年度から３カ年で経済産業省の流通システム標準化

事業の中で検討・策定された。流通BMSは、消費財流通業界

で唯一の標準と流通三層のビジネスプロセスをシームレスに接

続することによる業務の効率化を目標にしている［１］［２］。

流通BMSは、メッセージ（電子取引文書）と通信プロトコル/

セキュリティに関する次世代のEDI（1）の標準仕様である。通信

基盤はインターネット、データ表現形式は柔軟性・拡張性に優

れているXML（2）を採用し、データフォーマットや業務プロセ

スについても標準化され、今後サプライチェーン全体で業務の

効率化が図れると期待されている。メッセージは、受発注だけ

でなく、請求、支払まで対応している。流通業界の複数の業界

でも対応され始めている。大手企業を中心に採用が進みつつあ

り、流通BMSに対応する為に、システム改修コストもかかる

ことなど障壁もありながら、徐々に普及していくものと考えら

れる。

図２  流通業界向け企業間BPF構想

図１　従来の企業間のデータ連携構造

図３  プロトタイプのアーキテクチャ

図４  シームレスな企業間連携 図６  動的な呼び出し先業務プロセスの切り替え

図５  内部連携と外部連携

表2　プラットフォーム要件と解決策
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5. おわりに
　当社は、日用品・化粧品業界の共通インフラを提供してい

る企業をITシステムの面から支援を行うなど、アウトソーシン

グサービス、ネットワークサービスを、長年に渡り提供して

いる。１９８５年に日本初の業界VAN（8）を開始し、以降その運営

ノウハウを蓄積、２００５年よりB2B-ix事業を推進 [３]、B2B=企

業間、ix=Internet eXchange（インターネットによる相互

接続）、つまり「企業と企業をインターネットによってつなぐ」

ことを実現、実用化へと踏み出してきた。

　今後は、企業間連携のステージを上げるべく、EDIのデータ

交換から、流通BMSによる標準化されたフォーマットやプロ

セスを用いた業務プロセスの連携へ推し進めていき、企業間

BPFのITと人のアウトソーシングにより、サプライチェーン

の全体最適化に寄与するIT活用を推進していく。

　本稿で紹介した内容は、まだ取り組み過程であるが、今後

さらなるブラッシュアップを行い、よりよいサービスを提供

していく予定である。

HASHIMOTO Yoshifumi

橋本　好史 

● 株式会社インテックシステム研究所
● SOA、SaaS関係の研究開発に従事

MACHIDA Hiroshi

町田　寛

● 株式会社インテックシステム研究所
● SOA、SaaS関係の研究開発に従事

KOMATSU Toshikazu

小松　寿和

● 流通ＢＭＳ事業推進室
● 流通業務系サービスの企画に従事

NISHIKAWA Miki

西川　美紀 

● 株式会社インテックシステム研究所
● SOA、SaaS関係の研究開発に従事

MATSUMIYA Hiroaki

松宮　宏明

● 流通ＢＭＳ事業推進室
● 流通業務系サービスの企画に従事

参考文献

[1] 経済産業省：流通システム標準化事業

　 http://www.dsri.jp/scmpjt/index.html

[2] 財団法人 流通システム開発センター：「概説 流通SCM」（2007）

　 http://www.dsri.jp/scmpjt/public_info/scm.html

[3] 石井 貞行：B2B-ix事業と技術概観，INTEC Technical Journal 

　  第5号，pp.4-9（2005）

商品マスタ 商品マスタ 商品マスタ

在庫管理 在庫管理 在庫管理

発注

入荷

支払

発注

入荷

支払

発注

入荷

支払

受注

出荷

請求

受注

出荷

請求

電話 FAX 電話 FAX

卸 メーカー小売
EOS

EDI

EDI

EDI

EDI

EDI

小売 卸 メーカー/原材料メーカー

運用センター 商品マスタ登録代行　  仕入伝票発送代行　     請求書発送代行　          電子帳票化　               　…

　      サプライチェーングループ…

　 サプライチェーングループB

サプライチェーングループA

その他サービス

EDIサービス

電子データ保存　　電子データ照会　　トレーサビリティ　　　　  …

インターネット
サービスプラットフォーム

個別
機能

個別
機能

個別
機能

3.1  従来の流通業界のシステム構造
　従来の流通三層の企業間のデータ連携(図1)は、小売の

EOS（3）/ EDI /電話やFAXが中心である。業務メッセージの連

携は、一定期間、一定量のデータを集め、まとめて一括処理を

行う方式である。流通業界は、小売からメーカーまで多重構造

を持つ仕組みの為、企業間をまたがるデータ連携に要する時間

が多くかかっている。また卸や小売は、メーカーが新商品を発

売するたびに、自社の情報システムに合わせた独自の商品マス

タを登録するなど非効率な業務対応が発生している。

3.2  企業間ビジネスプラットフォーム構想
　流通BMSやその他の標準化事業で流通業界の業務プロセス

が標準化・均一化されることにより、従来の企業間のデータ連

携・情報連携の非効率が解消される。またプロセス標準化によ

り、システムを所有することからシステムをサービス利用する

ことや、アウトソーシングを利用する流れが加速する。それに

対する当社のひとつの答えとして、サプライチェーン全体最適

化の為に、流通BMSを採用した流通業界向け企業間BPFを提

供する。

　企業間ビジネスプラットフォーム（以下、企業間BPF）構

想は、ITの基盤となる企業間BPFと、人による業務運用支援

を行う。図２に流通業界向け企業間BPF構想を示す。

 3.3  企業間BPFの特徴
　企業間BPFは、複数の企業間で利用するシステムであり、

サプライチェーンの企業間をまたがったビジネスプロセスを連

携する機能を有する。各サプライチェーングループ単位に、標

準化された技術を利用し、販売管理などの基幹業務サービス、

商品マスタの同期化サービス、トレーサビリティサービスなど

の流通業界のビジネスを包括的にカバーするサービスである。

サプライチェーングループとは、商社を中心としたグループや、

プライベートブランドを供給するグループなど、流通三層の連

携が非常に強い企業グループを想定している。

　企業間のデータ連携フォーマットには、XML構造である流

通BMSを採用し、企業間のビジネスプロセス連携をシームレ

スかつリアルタイムで実現する。リアルタイムで連携すること

により、リードタイムの短縮化を図ることができる。

　販売管理などの基幹業務サービスには、共通性の高い業務モ

ジュールをサービス化して提供することにより、業務処理、サー

ビスの重複を排除して集約し、標準化することによるサプライ

チェーン全体コストの低減、業務の効率化を進め、さらに資源

の集中化、サービスの専門化によるサービスレベルの向上を行

うことができる。

　サプライチェーングループ内では業務プロセスが連動するこ

とにより、データの二重入力等の業務重複を無くすことができ

る。流通三層で商品マスタを同期させる商品マスタ同期サービ

スや、基幹業務サービスの企業間取引のプロセス連携がまさに

それである。しかし、すべてのシステムや機能が企業間BPF

側に移行するのではなく、各企業の個別ノウハウや企業競争力

となる機能（例：卸売業の物流機能）については、流通三層の

ユーザ企業側に残り、企業間BPF側の各種サービスと連携する。

　その他のサービスとして、サプライチェーングループ内を通

るトランザクションデータを元にトレーサビリティや、電子デー

タ保存などの運用負荷の高い煩雑な業務を付加価値の高いサー

ビスとして提供する。

　サプライチェーングループで共通化できる業務運用は運用セン

ターにて集中管理する。サプライチェーン全体を管理すること

により、共通のデータを用いて業務処理を進めることができ、

商品マスタ登録代行、請求書発行代行、受注代行等の人的リソー

スのアウトソーシングを行う。つまりBPO（Business Pro-

cess Outsourcing）である。お客さまは高度な運用ノウハ

ウや既存設備を持つ外部に委託することにより、運用コストの

削減と質の高いサービスを享受でき、本来行うべき中核業務へ

リソースを集中することが可能となる。

　流通BMSをはじめとする標準化は、システム改修コストを

負担できる大手企業だけが対応するのではなく、中小企業にも

低価格で容易に対応できるサービス・基盤が必要である。その

ため、企業間BPFは安価なサービス型での提供とし、ユーザ

企業は必要なサービスを選択して利用できるようにする。
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表1　各レイヤの概要

レイヤ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　概要

Client層

Web Front層

Integration層

Service層

Data層
・マルチテナントの業務データ、システムデータを管理するレイヤ
・XMLDB（7）とRDBをハイブリットに使えるデータベースを使用
・流通BMSやメタデータをXMLDBで、その他の業務データはRDBで管理 

・ユーザ企業がプラットフォームを活用するレイヤ
・クライアントはインターネットブラウザと、ユーザ企業が保有するシステム（以下、外部システム）

・業務プロセスにユーザインターフェースを組み合わせた機能をClient層に提供するレイヤ
・Webアプリケーション画面とSOAPによるWeb API（4）を提供

・業務プロセスを組み合わせたビジネスフローの実行制御を行うレイヤ
・対象の業務プロセスはService層のWebサービスと外部システム
・ビジネスフローの実行制御にはWS-BPEL（5）を使用
・Webサービスや外部システムとの接続やメッセージ変換などのメディエーション処理はESB（6）で実行

・業務プロセスをWebサービス化して提供するレイヤ
・インターフェースにはSOAPを使用

4.2  プラットフォームプロトタイプの特徴
　開発したプラットフォームの特徴は以下の３点である。

(１)シームレスに連携できる

　　　流通三層全ての企業を1つのプラットフォームで管理す

　　ることで、流通三層間の業務プロセス連携がシームレス

　　に行える（図４）。これは、提供するWebサービス化した

　　業務プロセスをビジネスフローで柔軟に組み合わせて、

　　企業間の業務プロセス間連携を実行させることで実現し

　　ている。また、この業務プロセス間連携はプラットフォー

　　ム内部間（内部連携）だけではなく、外部システムの業

　　務プロセスとの相互連携（外部連携）も行えるインターフェー

　　スを提供している（図５）。

　　　業務プロセス連携がシームレスになることで以下のよ

　　うなメリットがある。

　　● 企業間の情報連携や業務連携がリアルタイムにスムーズ

　　　に行えるようになる。

　　● ユーザ企業内の業務システム全体が相互に連携できるよ

　　　うになる。

　　● 流通三層を横断したビジネスフローが可視化され、ビジ

　　　ネスフローのモニタリングやトランザクションの追跡が 

　　　可能になり、サプライチェーンマネジメントによる全体

　　　最適化が実現できる。

(２)柔軟にビジネスフローを拡張できる

　　　変化に強いシステムを構築できるSOAの開発手法を採

　　用し、ユーザ企業や社会に発生する様々な変化に柔軟に

　　対応できるようしている。SOAは、アプリケーションを

　　　業務の粒度に分解しそれを組み合わせることで変化に強

　　　いトータルシステムを構成するものであり、SaaSシス

　　　テムであっても拡張性や柔軟性のメリットをもたらすこ

　　　とができる。プロトタイプでは２つのタイプの業務

　　　プロセス（Service層提供の業務プロセスと外部システム）

　　　を提供し、業務プロセスを組み合わせたビジネスフローを

　　　 Integration層において実行制御させている。また、ビジ

　　　ネスフローが呼び出す業務プロセスを動的に切り替えら

　　　れるようにしており（図６）、共通のビジネスフローを

　　複数ユーザ企業で共有しながら以下のようなことが実現で

　　きる。

　　● SaaSの特徴の一つであるユーザ企業毎のカスタマイズ

　　　を業務プロセスの組み替えレベルまで拡張できる。

　　● ビジネスフロー内の処理でテナント毎に別の業務プロセス

　　　を呼び出すことができる。

　　● システムを停止することなく新しく追加した業務プロセス

　　　をビジネスフローから呼び出したり、呼び出す業務プロ

　　　セスを変更することができる。

(３)データの拡張に迅速に対応できる

　　　各レイヤのメッセージ交換を流通BMSなどのXML形式

　　で行い、データ管理もXML形式でXMLDBに格納している。

　　XMLは「階層構造を持ったデータ」「データ項目の数や

　　型不確定なデータ」などの複雑なデータを表現することが

　　できるという特性によって、メッセージの項目の追加や、

　　データ構造の変更に柔軟に対応することができる。しかし、

　　メッセージ交換で変化に柔軟なXMLを利用してもそれを

　　RDBに格納した場合には、メッセージ構造に変化が発生

　　する場合にスキーマの再設計が必要になるなど、XMLを

　　利用するメリットが半減してしまう。XMLDBはメッセー

　　ジ構造の異なるXMLをスキーマの変更なしに格納するこ

　　とができる為に、メッセージの変化にも柔軟に対応できる。

　　これにより、ユーザ企業のビジネスや業界標準仕様の変

　　化に伴うビジネスデータの変化や、ユーザ企業毎に入る

　　データ項目のカスタマイズにも素早く対応することがで

　　きる。

4.3  プラットフォーム要件とその解決策
　企業間ビジネスプラットフォームサービス構想のビジネス

モデルを実現に向けて、我々は、プラットフォームに必要な

要件に「業務効率化」「コスト削減」「変化への柔軟な対応」

「セキュリティの確保」「システム連携」「カスタマイズ」の

６つを設定している。今回開発したプロトタイプでは、それ

ぞれの要件を表2に示すような形で実現している。

要件      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　解決策

業務効率化

コスト削減

変化への柔軟な対応

セキュリティの確保

システム連携

カスタマイズ

・流通三層全ての企業の業務を1つのプラットフォームで管理して、業務プロセス連携をシームレスに行う。
・流通三層で共通に使用する商品マスタを、プラットフォームで一元管理して、リアルタイムなデータ同期を可能
にする。

・シングルインスタンスマルチテナントのアーキテクチャにして、ユーザ企業個別に必要だったリソースの初期投
資や、運用管理の人件費を削減する。
・低額な月額利用料によりSaaSサービスを提供する。

・Webサービス化した業務プロセスをWS-BPELで柔軟に組み合わせてビジネスフローを処理する。
・呼び出し先業務プロセスの動的切り替えをして、システムを停止することなくビジネスフローの拡張を可能に
する。
・メッセージ交換を変化に柔軟なXML形式にし、XMLDBに格納管理する。

・共通のデータベース内でユーザ企業毎にスキーマを定義するセパレートスキーマ方式を採用し、各ユーザ企
業のデータをデータレベルで完全に分離した形で管理する。

・プラットフォームと外部システム間の相互連携を可能にするインターフェースを提供する。
・外部システムからの業務プロセスやビジネスフローの呼び出しには認証を行う。

・ユーザ企業が必要な機能を選択して利用できるように、機能にアクセス権限を設定してアクセス制御を行う。
・ユーザ企業毎のデータ項目をカスタマイズする。

ミドルウェア

DBスキーマ

（4）API (Application Programming Interface)：アプリケーションを利用するための手続きを定めた規約
（5）WS-BPEL (Web Services Business Process Execution Language)：複数のWebサービスを組み合わせたビジネスプロセスを定義するためのXMLベースの言語
（6）ESB (Enterprise Service Bus)：Webサービスなどとのやり取りを仲介し、プロトコル変換やメッセージ変換の機能を提供するバス
（7）XMLDB (XML Database)：XMLを扱うための機能を持つデータベース

（8）VAN（Value Added Network）：付加価値通信網

基幹業務

（販売管理）

サービス

商品マスタ

同期サービス
商品マスタ 商品マスタ 商品マスタ

在庫管理 在庫管理 在庫管理

発注

入荷

支払

発注

入荷

支払

発注

入荷

支払

受注

出荷

請求

受注

出荷

請求

卸テナント メーカーテナント小売テナント

Web Front 層　　   Integration 層            Service 層                   Data 層

マスタ系
商品マスタ



4. 企業間BPF構想の実現に向けた取り組み
4.1  プラットフォームプロトタイプの構築
　我々は、企業間BPF構想の実現に向けて、構想のIT基盤（以

下、プラットフォーム）に、シングルインスタンスマルチテナントの

SaaS(Software as a Service)システムにSOA(Service 

Oriented Architecture)の概念を取り入れたアーキテクチャ

を採用することを検討している。シングルインスタンスマル

チテナントとは、サーバ内に一つだけアプリケーションを立

ち上げ（シングルインスタンス）、そこで複数のユーザ企業（マ

ルチテナント）を管理するアーキテクチャであり、複数のユー

ザ企業でシステムやリソースを共有することができる。また、

SOAの概念を取り入れてシステム構築することで、SaaSシ

ステムを柔軟に拡張することができるようにしている。

　現在はプラットフォームのプロトタイプ（以下、プロトタ

イプ）を開発してその有効性を評価している。開発したプロ

トタイプのアーキテクチャを図３と表１に示す。
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1.  はじめに 2.  流通業界を取り巻く状況と課題

概要
　我が国の流通業界の効率化と高度化、すなわちサプライチェーン全体最適化の実現の為に経済産業省、流通

業界を中心に標準化事業が行われている。標準化の検討も踏まえ、当社の考える企業間ビジネスにおけるサプラ

イチェーン全体最適化のひとつの解決策をここに提示する。

　現在の流通業界の課題を述べ、解決に向けてのソリューションである流通業界向け企業間ビジネスプラットフォーム

構想とそれに向けた取り組みについて考察する。

特
集

特
集

特
集

（1）EDI (Electronic Data Interchange)：企業間の電子データ交換
（2）XML (eXtensible Markup Language)：拡張可能なマーク付け言語、タグと呼ばれるマークを使用して文書構造を記述
（3）EOS (Electronic Ordering System)：オンライン発注システム

3. 流通業界向け企業間ビジネス
　 プラットフォーム構想

　流通業界全体の今後の情報システム施策として、メーカー

から最終消費者に至るプロセス全体を通じた商品供給の情報

を管理し、企業間の情報を相互に共有・管理することで、需

要の変化を早く受け取り、必要な数だけ必要な場所に配置す

る商品供給連鎖の管理を向上させる必要がある。すなわちサ

プライチェーンマネジメントである。サプライチェーンの全

体最適化には、企業間の情報連携・情報共有が必要となる。

　本稿では、流通業界の状況から今後の流通業界全体のコス

ト削減、業務効率化を支援する為の、ひとつの答えを提示する。

目指すべき仕組みは壮大なものであるが、そこに向けた最初

の一歩としたい。

千手ログ

2.1  流通業界の構造
　海外とくらべると、日本の流通業界の構造は商品をメーカー

が製造し、複数の卸を介し、小売を経て消費者に提供される多

重構造になっている。多重構造により、非効率性の要因になっ

ていると考えられる。一方で日本の多様なニーズに対応する為

に、配送リードタイム、品揃えの幅や、カタログの作成・販売

方法の提案など、きめ細かいサービスを提供できる機能を持っ

ている。

2.2  流通業界の課題
　小売業では、品質・価格に対しても高い要求が求められ、消

費者ニーズが多様化し、購買動向も変化していくので、システ

ムも柔軟な対応が求められる。安さを追求するだけではなく、

個々の顧客や店舗のある地域の購買特性にマッチした品揃えと

価格設定が求められ、企業間の競争が激しくなっている。その

ため、業務効率化など、コスト削減要因への対処を行い、収益

力を高めることが求められている。

　卸売業では、巨大化する小売の購買能力が強くなっており、

卸売企業も合併、業務提携により、豊富な品揃えや、より優れ

たITシステム・物流機能を持ち、メーカーから低コストで調達

できる購買能力を持つ必要性に迫られている。

　メーカーでは、国民生活が豊かになり、購買動向が多様でモ

ノが売れなくなり、売れ筋や消費者の好みに関する情報を直に

得るなど、良い売り場を確保する為に小売業者、卸売業者との

連携をより深め、様々な情報を集める必要がある。

　業界全体では、消費者に対して安全な食品を提供する為に、

産地情報、生産者情報、トレーサビリティなどの情報提供が求

められており、こうした社会的要求にはサプライチェーン全体

で対応する必要がある。このような状況において、「製（メー

カー）・配（卸売）・販（小売）の流通三層」（以下、流通三層）

は各企業で業務効率化、企業間の情報共有化の課題を解決しよ

うと努力してきた。しかし、企業内や、直接の取引先の部分最

適が先行し、流通三層間全体のサプライチェーンの最適化を阻

害していた。もはや個別企業の努力による更なる効率化、高度

化は困難なのである。

2.3  流通BMSの登場
　サプライチェーン全体最適化の為に、流通ビジネスメッセージ

標準（以下、流通BMS（Business Message Standards））

が平成１８年度から３カ年で経済産業省の流通システム標準化

事業の中で検討・策定された。流通BMSは、消費財流通業界

で唯一の標準と流通三層のビジネスプロセスをシームレスに接

続することによる業務の効率化を目標にしている［１］［２］。

流通BMSは、メッセージ（電子取引文書）と通信プロトコル/

セキュリティに関する次世代のEDI（1）の標準仕様である。通信

基盤はインターネット、データ表現形式は柔軟性・拡張性に優

れているXML（2）を採用し、データフォーマットや業務プロセ

スについても標準化され、今後サプライチェーン全体で業務の

効率化が図れると期待されている。メッセージは、受発注だけ

でなく、請求、支払まで対応している。流通業界の複数の業界

でも対応され始めている。大手企業を中心に採用が進みつつあ

り、流通BMSに対応する為に、システム改修コストもかかる

ことなど障壁もありながら、徐々に普及していくものと考えら

れる。

図２  流通業界向け企業間BPF構想

図１　従来の企業間のデータ連携構造

図３  プロトタイプのアーキテクチャ

図４  シームレスな企業間連携 図６  動的な呼び出し先業務プロセスの切り替え

図５  内部連携と外部連携

表2　プラットフォーム要件と解決策

16 17

特
集

5. おわりに
　当社は、日用品・化粧品業界の共通インフラを提供してい

る企業をITシステムの面から支援を行うなど、アウトソーシン

グサービス、ネットワークサービスを、長年に渡り提供して

いる。１９８５年に日本初の業界VAN（8）を開始し、以降その運営

ノウハウを蓄積、２００５年よりB2B-ix事業を推進 [３]、B2B=企

業間、ix=Internet eXchange（インターネットによる相互

接続）、つまり「企業と企業をインターネットによってつなぐ」

ことを実現、実用化へと踏み出してきた。

　今後は、企業間連携のステージを上げるべく、EDIのデータ

交換から、流通BMSによる標準化されたフォーマットやプロ

セスを用いた業務プロセスの連携へ推し進めていき、企業間

BPFのITと人のアウトソーシングにより、サプライチェーン

の全体最適化に寄与するIT活用を推進していく。

　本稿で紹介した内容は、まだ取り組み過程であるが、今後

さらなるブラッシュアップを行い、よりよいサービスを提供

していく予定である。
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橋本　好史 
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3.1  従来の流通業界のシステム構造
　従来の流通三層の企業間のデータ連携(図1)は、小売の

EOS（3）/ EDI /電話やFAXが中心である。業務メッセージの連

携は、一定期間、一定量のデータを集め、まとめて一括処理を

行う方式である。流通業界は、小売からメーカーまで多重構造

を持つ仕組みの為、企業間をまたがるデータ連携に要する時間

が多くかかっている。また卸や小売は、メーカーが新商品を発

売するたびに、自社の情報システムに合わせた独自の商品マス

タを登録するなど非効率な業務対応が発生している。

3.2  企業間ビジネスプラットフォーム構想
　流通BMSやその他の標準化事業で流通業界の業務プロセス

が標準化・均一化されることにより、従来の企業間のデータ連

携・情報連携の非効率が解消される。またプロセス標準化によ

り、システムを所有することからシステムをサービス利用する

ことや、アウトソーシングを利用する流れが加速する。それに

対する当社のひとつの答えとして、サプライチェーン全体最適

化の為に、流通BMSを採用した流通業界向け企業間BPFを提

供する。

　企業間ビジネスプラットフォーム（以下、企業間BPF）構

想は、ITの基盤となる企業間BPFと、人による業務運用支援

を行う。図２に流通業界向け企業間BPF構想を示す。

 3.3  企業間BPFの特徴
　企業間BPFは、複数の企業間で利用するシステムであり、

サプライチェーンの企業間をまたがったビジネスプロセスを連

携する機能を有する。各サプライチェーングループ単位に、標

準化された技術を利用し、販売管理などの基幹業務サービス、

商品マスタの同期化サービス、トレーサビリティサービスなど

の流通業界のビジネスを包括的にカバーするサービスである。

サプライチェーングループとは、商社を中心としたグループや、

プライベートブランドを供給するグループなど、流通三層の連

携が非常に強い企業グループを想定している。

　企業間のデータ連携フォーマットには、XML構造である流

通BMSを採用し、企業間のビジネスプロセス連携をシームレ

スかつリアルタイムで実現する。リアルタイムで連携すること

により、リードタイムの短縮化を図ることができる。

　販売管理などの基幹業務サービスには、共通性の高い業務モ

ジュールをサービス化して提供することにより、業務処理、サー

ビスの重複を排除して集約し、標準化することによるサプライ

チェーン全体コストの低減、業務の効率化を進め、さらに資源

の集中化、サービスの専門化によるサービスレベルの向上を行

うことができる。

　サプライチェーングループ内では業務プロセスが連動するこ

とにより、データの二重入力等の業務重複を無くすことができ

る。流通三層で商品マスタを同期させる商品マスタ同期サービ

スや、基幹業務サービスの企業間取引のプロセス連携がまさに

それである。しかし、すべてのシステムや機能が企業間BPF

側に移行するのではなく、各企業の個別ノウハウや企業競争力

となる機能（例：卸売業の物流機能）については、流通三層の

ユーザ企業側に残り、企業間BPF側の各種サービスと連携する。

　その他のサービスとして、サプライチェーングループ内を通

るトランザクションデータを元にトレーサビリティや、電子デー

タ保存などの運用負荷の高い煩雑な業務を付加価値の高いサー

ビスとして提供する。

　サプライチェーングループで共通化できる業務運用は運用セン

ターにて集中管理する。サプライチェーン全体を管理すること

により、共通のデータを用いて業務処理を進めることができ、

商品マスタ登録代行、請求書発行代行、受注代行等の人的リソー

スのアウトソーシングを行う。つまりBPO（Business Pro-

cess Outsourcing）である。お客さまは高度な運用ノウハ

ウや既存設備を持つ外部に委託することにより、運用コストの

削減と質の高いサービスを享受でき、本来行うべき中核業務へ

リソースを集中することが可能となる。

　流通BMSをはじめとする標準化は、システム改修コストを

負担できる大手企業だけが対応するのではなく、中小企業にも

低価格で容易に対応できるサービス・基盤が必要である。その

ため、企業間BPFは安価なサービス型での提供とし、ユーザ

企業は必要なサービスを選択して利用できるようにする。
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表1　各レイヤの概要

レイヤ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　概要

Client層

Web Front層

Integration層

Service層

Data層
・マルチテナントの業務データ、システムデータを管理するレイヤ
・XMLDB（7）とRDBをハイブリットに使えるデータベースを使用
・流通BMSやメタデータをXMLDBで、その他の業務データはRDBで管理 

・ユーザ企業がプラットフォームを活用するレイヤ
・クライアントはインターネットブラウザと、ユーザ企業が保有するシステム（以下、外部システム）

・業務プロセスにユーザインターフェースを組み合わせた機能をClient層に提供するレイヤ
・Webアプリケーション画面とSOAPによるWeb API（4）を提供

・業務プロセスを組み合わせたビジネスフローの実行制御を行うレイヤ
・対象の業務プロセスはService層のWebサービスと外部システム
・ビジネスフローの実行制御にはWS-BPEL（5）を使用
・Webサービスや外部システムとの接続やメッセージ変換などのメディエーション処理はESB（6）で実行

・業務プロセスをWebサービス化して提供するレイヤ
・インターフェースにはSOAPを使用

4.2  プラットフォームプロトタイプの特徴
　開発したプラットフォームの特徴は以下の３点である。

(１)シームレスに連携できる

　　　流通三層全ての企業を1つのプラットフォームで管理す

　　ることで、流通三層間の業務プロセス連携がシームレス

　　に行える（図４）。これは、提供するWebサービス化した

　　業務プロセスをビジネスフローで柔軟に組み合わせて、

　　企業間の業務プロセス間連携を実行させることで実現し

　　ている。また、この業務プロセス間連携はプラットフォー

　　ム内部間（内部連携）だけではなく、外部システムの業

　　務プロセスとの相互連携（外部連携）も行えるインターフェー

　　スを提供している（図５）。

　　　業務プロセス連携がシームレスになることで以下のよ

　　うなメリットがある。

　　● 企業間の情報連携や業務連携がリアルタイムにスムーズ

　　　に行えるようになる。

　　● ユーザ企業内の業務システム全体が相互に連携できるよ

　　　うになる。

　　● 流通三層を横断したビジネスフローが可視化され、ビジ

　　　ネスフローのモニタリングやトランザクションの追跡が 

　　　可能になり、サプライチェーンマネジメントによる全体

　　　最適化が実現できる。

(２)柔軟にビジネスフローを拡張できる

　　　変化に強いシステムを構築できるSOAの開発手法を採

　　用し、ユーザ企業や社会に発生する様々な変化に柔軟に

　　対応できるようしている。SOAは、アプリケーションを

　　　業務の粒度に分解しそれを組み合わせることで変化に強

　　　いトータルシステムを構成するものであり、SaaSシス

　　　テムであっても拡張性や柔軟性のメリットをもたらすこ

　　　とができる。プロトタイプでは２つのタイプの業務

　　　プロセス（Service層提供の業務プロセスと外部システム）

　　　を提供し、業務プロセスを組み合わせたビジネスフローを

　　　 Integration層において実行制御させている。また、ビジ

　　　ネスフローが呼び出す業務プロセスを動的に切り替えら

　　　れるようにしており（図６）、共通のビジネスフローを

　　複数ユーザ企業で共有しながら以下のようなことが実現で

　　きる。

　　● SaaSの特徴の一つであるユーザ企業毎のカスタマイズ

　　　を業務プロセスの組み替えレベルまで拡張できる。

　　● ビジネスフロー内の処理でテナント毎に別の業務プロセス

　　　を呼び出すことができる。

　　● システムを停止することなく新しく追加した業務プロセス

　　　をビジネスフローから呼び出したり、呼び出す業務プロ

　　　セスを変更することができる。

(３)データの拡張に迅速に対応できる

　　　各レイヤのメッセージ交換を流通BMSなどのXML形式

　　で行い、データ管理もXML形式でXMLDBに格納している。

　　XMLは「階層構造を持ったデータ」「データ項目の数や

　　型不確定なデータ」などの複雑なデータを表現することが

　　できるという特性によって、メッセージの項目の追加や、

　　データ構造の変更に柔軟に対応することができる。しかし、

　　メッセージ交換で変化に柔軟なXMLを利用してもそれを

　　RDBに格納した場合には、メッセージ構造に変化が発生

　　する場合にスキーマの再設計が必要になるなど、XMLを

　　利用するメリットが半減してしまう。XMLDBはメッセー

　　ジ構造の異なるXMLをスキーマの変更なしに格納するこ

　　とができる為に、メッセージの変化にも柔軟に対応できる。

　　これにより、ユーザ企業のビジネスや業界標準仕様の変

　　化に伴うビジネスデータの変化や、ユーザ企業毎に入る

　　データ項目のカスタマイズにも素早く対応することがで

　　きる。

4.3  プラットフォーム要件とその解決策
　企業間ビジネスプラットフォームサービス構想のビジネス

モデルを実現に向けて、我々は、プラットフォームに必要な

要件に「業務効率化」「コスト削減」「変化への柔軟な対応」

「セキュリティの確保」「システム連携」「カスタマイズ」の

６つを設定している。今回開発したプロトタイプでは、それ

ぞれの要件を表2に示すような形で実現している。

要件      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　解決策

業務効率化

コスト削減

変化への柔軟な対応

セキュリティの確保

システム連携

カスタマイズ

・流通三層全ての企業の業務を1つのプラットフォームで管理して、業務プロセス連携をシームレスに行う。
・流通三層で共通に使用する商品マスタを、プラットフォームで一元管理して、リアルタイムなデータ同期を可能
にする。

・シングルインスタンスマルチテナントのアーキテクチャにして、ユーザ企業個別に必要だったリソースの初期投
資や、運用管理の人件費を削減する。
・低額な月額利用料によりSaaSサービスを提供する。

・Webサービス化した業務プロセスをWS-BPELで柔軟に組み合わせてビジネスフローを処理する。
・呼び出し先業務プロセスの動的切り替えをして、システムを停止することなくビジネスフローの拡張を可能に
する。
・メッセージ交換を変化に柔軟なXML形式にし、XMLDBに格納管理する。

・共通のデータベース内でユーザ企業毎にスキーマを定義するセパレートスキーマ方式を採用し、各ユーザ企
業のデータをデータレベルで完全に分離した形で管理する。

・プラットフォームと外部システム間の相互連携を可能にするインターフェースを提供する。
・外部システムからの業務プロセスやビジネスフローの呼び出しには認証を行う。

・ユーザ企業が必要な機能を選択して利用できるように、機能にアクセス権限を設定してアクセス制御を行う。
・ユーザ企業毎のデータ項目をカスタマイズする。

ミドルウェア

DBスキーマ

（4）API (Application Programming Interface)：アプリケーションを利用するための手続きを定めた規約
（5）WS-BPEL (Web Services Business Process Execution Language)：複数のWebサービスを組み合わせたビジネスプロセスを定義するためのXMLベースの言語
（6）ESB (Enterprise Service Bus)：Webサービスなどとのやり取りを仲介し、プロトコル変換やメッセージ変換の機能を提供するバス
（7）XMLDB (XML Database)：XMLを扱うための機能を持つデータベース

（8）VAN（Value Added Network）：付加価値通信網
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（販売管理）
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4. 企業間BPF構想の実現に向けた取り組み
4.1  プラットフォームプロトタイプの構築
　我々は、企業間BPF構想の実現に向けて、構想のIT基盤（以

下、プラットフォーム）に、シングルインスタンスマルチテナントの

SaaS(Software as a Service)システムにSOA(Service 

Oriented Architecture)の概念を取り入れたアーキテクチャ

を採用することを検討している。シングルインスタンスマル

チテナントとは、サーバ内に一つだけアプリケーションを立

ち上げ（シングルインスタンス）、そこで複数のユーザ企業（マ

ルチテナント）を管理するアーキテクチャであり、複数のユー

ザ企業でシステムやリソースを共有することができる。また、

SOAの概念を取り入れてシステム構築することで、SaaSシ

ステムを柔軟に拡張することができるようにしている。

　現在はプラットフォームのプロトタイプ（以下、プロトタ

イプ）を開発してその有効性を評価している。開発したプロ

トタイプのアーキテクチャを図３と表１に示す。
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1.  はじめに 2.  流通業界を取り巻く状況と課題

概要
　我が国の流通業界の効率化と高度化、すなわちサプライチェーン全体最適化の実現の為に経済産業省、流通

業界を中心に標準化事業が行われている。標準化の検討も踏まえ、当社の考える企業間ビジネスにおけるサプラ

イチェーン全体最適化のひとつの解決策をここに提示する。

　現在の流通業界の課題を述べ、解決に向けてのソリューションである流通業界向け企業間ビジネスプラットフォーム

構想とそれに向けた取り組みについて考察する。

特
集

特
集

特
集

（1）EDI (Electronic Data Interchange)：企業間の電子データ交換
（2）XML (eXtensible Markup Language)：拡張可能なマーク付け言語、タグと呼ばれるマークを使用して文書構造を記述
（3）EOS (Electronic Ordering System)：オンライン発注システム

3. 流通業界向け企業間ビジネス
　 プラットフォーム構想

　流通業界全体の今後の情報システム施策として、メーカー

から最終消費者に至るプロセス全体を通じた商品供給の情報

を管理し、企業間の情報を相互に共有・管理することで、需

要の変化を早く受け取り、必要な数だけ必要な場所に配置す

る商品供給連鎖の管理を向上させる必要がある。すなわちサ

プライチェーンマネジメントである。サプライチェーンの全

体最適化には、企業間の情報連携・情報共有が必要となる。

　本稿では、流通業界の状況から今後の流通業界全体のコス

ト削減、業務効率化を支援する為の、ひとつの答えを提示する。

目指すべき仕組みは壮大なものであるが、そこに向けた最初

の一歩としたい。

千手ログ

2.1  流通業界の構造
　海外とくらべると、日本の流通業界の構造は商品をメーカー

が製造し、複数の卸を介し、小売を経て消費者に提供される多

重構造になっている。多重構造により、非効率性の要因になっ

ていると考えられる。一方で日本の多様なニーズに対応する為

に、配送リードタイム、品揃えの幅や、カタログの作成・販売

方法の提案など、きめ細かいサービスを提供できる機能を持っ

ている。

2.2  流通業界の課題
　小売業では、品質・価格に対しても高い要求が求められ、消

費者ニーズが多様化し、購買動向も変化していくので、システ

ムも柔軟な対応が求められる。安さを追求するだけではなく、

個々の顧客や店舗のある地域の購買特性にマッチした品揃えと

価格設定が求められ、企業間の競争が激しくなっている。その

ため、業務効率化など、コスト削減要因への対処を行い、収益

力を高めることが求められている。

　卸売業では、巨大化する小売の購買能力が強くなっており、

卸売企業も合併、業務提携により、豊富な品揃えや、より優れ

たITシステム・物流機能を持ち、メーカーから低コストで調達

できる購買能力を持つ必要性に迫られている。

　メーカーでは、国民生活が豊かになり、購買動向が多様でモ

ノが売れなくなり、売れ筋や消費者の好みに関する情報を直に

得るなど、良い売り場を確保する為に小売業者、卸売業者との

連携をより深め、様々な情報を集める必要がある。

　業界全体では、消費者に対して安全な食品を提供する為に、

産地情報、生産者情報、トレーサビリティなどの情報提供が求

められており、こうした社会的要求にはサプライチェーン全体

で対応する必要がある。このような状況において、「製（メー

カー）・配（卸売）・販（小売）の流通三層」（以下、流通三層）

は各企業で業務効率化、企業間の情報共有化の課題を解決しよ

うと努力してきた。しかし、企業内や、直接の取引先の部分最

適が先行し、流通三層間全体のサプライチェーンの最適化を阻

害していた。もはや個別企業の努力による更なる効率化、高度

化は困難なのである。

2.3  流通BMSの登場
　サプライチェーン全体最適化の為に、流通ビジネスメッセージ

標準（以下、流通BMS（Business Message Standards））

が平成１８年度から３カ年で経済産業省の流通システム標準化

事業の中で検討・策定された。流通BMSは、消費財流通業界

で唯一の標準と流通三層のビジネスプロセスをシームレスに接

続することによる業務の効率化を目標にしている［１］［２］。

流通BMSは、メッセージ（電子取引文書）と通信プロトコル/

セキュリティに関する次世代のEDI（1）の標準仕様である。通信

基盤はインターネット、データ表現形式は柔軟性・拡張性に優

れているXML（2）を採用し、データフォーマットや業務プロセ

スについても標準化され、今後サプライチェーン全体で業務の

効率化が図れると期待されている。メッセージは、受発注だけ

でなく、請求、支払まで対応している。流通業界の複数の業界

でも対応され始めている。大手企業を中心に採用が進みつつあ

り、流通BMSに対応する為に、システム改修コストもかかる

ことなど障壁もありながら、徐々に普及していくものと考えら

れる。

図２  流通業界向け企業間BPF構想

図１　従来の企業間のデータ連携構造

図３  プロトタイプのアーキテクチャ

図４  シームレスな企業間連携 図６  動的な呼び出し先業務プロセスの切り替え

図５  内部連携と外部連携

表2　プラットフォーム要件と解決策
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5. おわりに
　当社は、日用品・化粧品業界の共通インフラを提供してい

る企業をITシステムの面から支援を行うなど、アウトソーシン

グサービス、ネットワークサービスを、長年に渡り提供して

いる。１９８５年に日本初の業界VAN（8）を開始し、以降その運営

ノウハウを蓄積、２００５年よりB2B-ix事業を推進 [３]、B2B=企

業間、ix=Internet eXchange（インターネットによる相互

接続）、つまり「企業と企業をインターネットによってつなぐ」

ことを実現、実用化へと踏み出してきた。

　今後は、企業間連携のステージを上げるべく、EDIのデータ

交換から、流通BMSによる標準化されたフォーマットやプロ

セスを用いた業務プロセスの連携へ推し進めていき、企業間

BPFのITと人のアウトソーシングにより、サプライチェーン

の全体最適化に寄与するIT活用を推進していく。

　本稿で紹介した内容は、まだ取り組み過程であるが、今後

さらなるブラッシュアップを行い、よりよいサービスを提供

していく予定である。
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3.1  従来の流通業界のシステム構造
　従来の流通三層の企業間のデータ連携(図1)は、小売の

EOS（3）/ EDI /電話やFAXが中心である。業務メッセージの連

携は、一定期間、一定量のデータを集め、まとめて一括処理を

行う方式である。流通業界は、小売からメーカーまで多重構造

を持つ仕組みの為、企業間をまたがるデータ連携に要する時間

が多くかかっている。また卸や小売は、メーカーが新商品を発

売するたびに、自社の情報システムに合わせた独自の商品マス

タを登録するなど非効率な業務対応が発生している。

3.2  企業間ビジネスプラットフォーム構想
　流通BMSやその他の標準化事業で流通業界の業務プロセス

が標準化・均一化されることにより、従来の企業間のデータ連

携・情報連携の非効率が解消される。またプロセス標準化によ

り、システムを所有することからシステムをサービス利用する

ことや、アウトソーシングを利用する流れが加速する。それに

対する当社のひとつの答えとして、サプライチェーン全体最適

化の為に、流通BMSを採用した流通業界向け企業間BPFを提

供する。

　企業間ビジネスプラットフォーム（以下、企業間BPF）構

想は、ITの基盤となる企業間BPFと、人による業務運用支援

を行う。図２に流通業界向け企業間BPF構想を示す。

 3.3  企業間BPFの特徴
　企業間BPFは、複数の企業間で利用するシステムであり、

サプライチェーンの企業間をまたがったビジネスプロセスを連

携する機能を有する。各サプライチェーングループ単位に、標

準化された技術を利用し、販売管理などの基幹業務サービス、

商品マスタの同期化サービス、トレーサビリティサービスなど

の流通業界のビジネスを包括的にカバーするサービスである。

サプライチェーングループとは、商社を中心としたグループや、

プライベートブランドを供給するグループなど、流通三層の連

携が非常に強い企業グループを想定している。

　企業間のデータ連携フォーマットには、XML構造である流

通BMSを採用し、企業間のビジネスプロセス連携をシームレ

スかつリアルタイムで実現する。リアルタイムで連携すること

により、リードタイムの短縮化を図ることができる。

　販売管理などの基幹業務サービスには、共通性の高い業務モ

ジュールをサービス化して提供することにより、業務処理、サー

ビスの重複を排除して集約し、標準化することによるサプライ

チェーン全体コストの低減、業務の効率化を進め、さらに資源

の集中化、サービスの専門化によるサービスレベルの向上を行

うことができる。

　サプライチェーングループ内では業務プロセスが連動するこ

とにより、データの二重入力等の業務重複を無くすことができ

る。流通三層で商品マスタを同期させる商品マスタ同期サービ

スや、基幹業務サービスの企業間取引のプロセス連携がまさに

それである。しかし、すべてのシステムや機能が企業間BPF

側に移行するのではなく、各企業の個別ノウハウや企業競争力

となる機能（例：卸売業の物流機能）については、流通三層の

ユーザ企業側に残り、企業間BPF側の各種サービスと連携する。

　その他のサービスとして、サプライチェーングループ内を通

るトランザクションデータを元にトレーサビリティや、電子デー

タ保存などの運用負荷の高い煩雑な業務を付加価値の高いサー

ビスとして提供する。

　サプライチェーングループで共通化できる業務運用は運用セン

ターにて集中管理する。サプライチェーン全体を管理すること

により、共通のデータを用いて業務処理を進めることができ、

商品マスタ登録代行、請求書発行代行、受注代行等の人的リソー

スのアウトソーシングを行う。つまりBPO（Business Pro-

cess Outsourcing）である。お客さまは高度な運用ノウハ

ウや既存設備を持つ外部に委託することにより、運用コストの

削減と質の高いサービスを享受でき、本来行うべき中核業務へ

リソースを集中することが可能となる。

　流通BMSをはじめとする標準化は、システム改修コストを

負担できる大手企業だけが対応するのではなく、中小企業にも

低価格で容易に対応できるサービス・基盤が必要である。その

ため、企業間BPFは安価なサービス型での提供とし、ユーザ

企業は必要なサービスを選択して利用できるようにする。
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表1　各レイヤの概要

レイヤ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　概要

Client層

Web Front層

Integration層

Service層

Data層
・マルチテナントの業務データ、システムデータを管理するレイヤ
・XMLDB（7）とRDBをハイブリットに使えるデータベースを使用
・流通BMSやメタデータをXMLDBで、その他の業務データはRDBで管理 

・ユーザ企業がプラットフォームを活用するレイヤ
・クライアントはインターネットブラウザと、ユーザ企業が保有するシステム（以下、外部システム）

・業務プロセスにユーザインターフェースを組み合わせた機能をClient層に提供するレイヤ
・Webアプリケーション画面とSOAPによるWeb API（4）を提供

・業務プロセスを組み合わせたビジネスフローの実行制御を行うレイヤ
・対象の業務プロセスはService層のWebサービスと外部システム
・ビジネスフローの実行制御にはWS-BPEL（5）を使用
・Webサービスや外部システムとの接続やメッセージ変換などのメディエーション処理はESB（6）で実行

・業務プロセスをWebサービス化して提供するレイヤ
・インターフェースにはSOAPを使用

4.2  プラットフォームプロトタイプの特徴
　開発したプラットフォームの特徴は以下の３点である。

(１)シームレスに連携できる

　　　流通三層全ての企業を1つのプラットフォームで管理す

　　ることで、流通三層間の業務プロセス連携がシームレス

　　に行える（図４）。これは、提供するWebサービス化した

　　業務プロセスをビジネスフローで柔軟に組み合わせて、

　　企業間の業務プロセス間連携を実行させることで実現し

　　ている。また、この業務プロセス間連携はプラットフォー

　　ム内部間（内部連携）だけではなく、外部システムの業

　　務プロセスとの相互連携（外部連携）も行えるインターフェー

　　スを提供している（図５）。

　　　業務プロセス連携がシームレスになることで以下のよ

　　うなメリットがある。

　　● 企業間の情報連携や業務連携がリアルタイムにスムーズ

　　　に行えるようになる。

　　● ユーザ企業内の業務システム全体が相互に連携できるよ

　　　うになる。

　　● 流通三層を横断したビジネスフローが可視化され、ビジ

　　　ネスフローのモニタリングやトランザクションの追跡が 

　　　可能になり、サプライチェーンマネジメントによる全体

　　　最適化が実現できる。

(２)柔軟にビジネスフローを拡張できる

　　　変化に強いシステムを構築できるSOAの開発手法を採

　　用し、ユーザ企業や社会に発生する様々な変化に柔軟に

　　対応できるようしている。SOAは、アプリケーションを

　　　業務の粒度に分解しそれを組み合わせることで変化に強

　　　いトータルシステムを構成するものであり、SaaSシス

　　　テムであっても拡張性や柔軟性のメリットをもたらすこ

　　　とができる。プロトタイプでは２つのタイプの業務

　　　プロセス（Service層提供の業務プロセスと外部システム）

　　　を提供し、業務プロセスを組み合わせたビジネスフローを

　　　 Integration層において実行制御させている。また、ビジ

　　　ネスフローが呼び出す業務プロセスを動的に切り替えら

　　　れるようにしており（図６）、共通のビジネスフローを

　　複数ユーザ企業で共有しながら以下のようなことが実現で

　　きる。

　　● SaaSの特徴の一つであるユーザ企業毎のカスタマイズ

　　　を業務プロセスの組み替えレベルまで拡張できる。

　　● ビジネスフロー内の処理でテナント毎に別の業務プロセス

　　　を呼び出すことができる。

　　● システムを停止することなく新しく追加した業務プロセス

　　　をビジネスフローから呼び出したり、呼び出す業務プロ

　　　セスを変更することができる。

(３)データの拡張に迅速に対応できる

　　　各レイヤのメッセージ交換を流通BMSなどのXML形式

　　で行い、データ管理もXML形式でXMLDBに格納している。

　　XMLは「階層構造を持ったデータ」「データ項目の数や

　　型不確定なデータ」などの複雑なデータを表現することが

　　できるという特性によって、メッセージの項目の追加や、

　　データ構造の変更に柔軟に対応することができる。しかし、

　　メッセージ交換で変化に柔軟なXMLを利用してもそれを

　　RDBに格納した場合には、メッセージ構造に変化が発生

　　する場合にスキーマの再設計が必要になるなど、XMLを

　　利用するメリットが半減してしまう。XMLDBはメッセー

　　ジ構造の異なるXMLをスキーマの変更なしに格納するこ

　　とができる為に、メッセージの変化にも柔軟に対応できる。

　　これにより、ユーザ企業のビジネスや業界標準仕様の変

　　化に伴うビジネスデータの変化や、ユーザ企業毎に入る

　　データ項目のカスタマイズにも素早く対応することがで

　　きる。

4.3  プラットフォーム要件とその解決策
　企業間ビジネスプラットフォームサービス構想のビジネス

モデルを実現に向けて、我々は、プラットフォームに必要な

要件に「業務効率化」「コスト削減」「変化への柔軟な対応」

「セキュリティの確保」「システム連携」「カスタマイズ」の

６つを設定している。今回開発したプロトタイプでは、それ

ぞれの要件を表2に示すような形で実現している。

要件      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　解決策

業務効率化

コスト削減

変化への柔軟な対応

セキュリティの確保

システム連携

カスタマイズ

・流通三層全ての企業の業務を1つのプラットフォームで管理して、業務プロセス連携をシームレスに行う。
・流通三層で共通に使用する商品マスタを、プラットフォームで一元管理して、リアルタイムなデータ同期を可能
にする。

・シングルインスタンスマルチテナントのアーキテクチャにして、ユーザ企業個別に必要だったリソースの初期投
資や、運用管理の人件費を削減する。
・低額な月額利用料によりSaaSサービスを提供する。

・Webサービス化した業務プロセスをWS-BPELで柔軟に組み合わせてビジネスフローを処理する。
・呼び出し先業務プロセスの動的切り替えをして、システムを停止することなくビジネスフローの拡張を可能に
する。
・メッセージ交換を変化に柔軟なXML形式にし、XMLDBに格納管理する。

・共通のデータベース内でユーザ企業毎にスキーマを定義するセパレートスキーマ方式を採用し、各ユーザ企
業のデータをデータレベルで完全に分離した形で管理する。

・プラットフォームと外部システム間の相互連携を可能にするインターフェースを提供する。
・外部システムからの業務プロセスやビジネスフローの呼び出しには認証を行う。

・ユーザ企業が必要な機能を選択して利用できるように、機能にアクセス権限を設定してアクセス制御を行う。
・ユーザ企業毎のデータ項目をカスタマイズする。

ミドルウェア

DBスキーマ

（4）API (Application Programming Interface)：アプリケーションを利用するための手続きを定めた規約
（5）WS-BPEL (Web Services Business Process Execution Language)：複数のWebサービスを組み合わせたビジネスプロセスを定義するためのXMLベースの言語
（6）ESB (Enterprise Service Bus)：Webサービスなどとのやり取りを仲介し、プロトコル変換やメッセージ変換の機能を提供するバス
（7）XMLDB (XML Database)：XMLを扱うための機能を持つデータベース

（8）VAN（Value Added Network）：付加価値通信網

基幹業務

（販売管理）

サービス

商品マスタ

同期サービス
商品マスタ 商品マスタ 商品マスタ
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出荷
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4. 企業間BPF構想の実現に向けた取り組み
4.1  プラットフォームプロトタイプの構築
　我々は、企業間BPF構想の実現に向けて、構想のIT基盤（以

下、プラットフォーム）に、シングルインスタンスマルチテナントの

SaaS(Software as a Service)システムにSOA(Service 

Oriented Architecture)の概念を取り入れたアーキテクチャ

を採用することを検討している。シングルインスタンスマル

チテナントとは、サーバ内に一つだけアプリケーションを立

ち上げ（シングルインスタンス）、そこで複数のユーザ企業（マ

ルチテナント）を管理するアーキテクチャであり、複数のユー

ザ企業でシステムやリソースを共有することができる。また、

SOAの概念を取り入れてシステム構築することで、SaaSシ

ステムを柔軟に拡張することができるようにしている。

　現在はプラットフォームのプロトタイプ（以下、プロトタ

イプ）を開発してその有効性を評価している。開発したプロ

トタイプのアーキテクチャを図３と表１に示す。
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1.  はじめに 2.  流通業界を取り巻く状況と課題

概要
　我が国の流通業界の効率化と高度化、すなわちサプライチェーン全体最適化の実現の為に経済産業省、流通

業界を中心に標準化事業が行われている。標準化の検討も踏まえ、当社の考える企業間ビジネスにおけるサプラ

イチェーン全体最適化のひとつの解決策をここに提示する。

　現在の流通業界の課題を述べ、解決に向けてのソリューションである流通業界向け企業間ビジネスプラットフォーム

構想とそれに向けた取り組みについて考察する。

特
集

特
集

特
集

（1）EDI (Electronic Data Interchange)：企業間の電子データ交換
（2）XML (eXtensible Markup Language)：拡張可能なマーク付け言語、タグと呼ばれるマークを使用して文書構造を記述
（3）EOS (Electronic Ordering System)：オンライン発注システム

3. 流通業界向け企業間ビジネス
　 プラットフォーム構想

　流通業界全体の今後の情報システム施策として、メーカー

から最終消費者に至るプロセス全体を通じた商品供給の情報

を管理し、企業間の情報を相互に共有・管理することで、需

要の変化を早く受け取り、必要な数だけ必要な場所に配置す

る商品供給連鎖の管理を向上させる必要がある。すなわちサ

プライチェーンマネジメントである。サプライチェーンの全

体最適化には、企業間の情報連携・情報共有が必要となる。

　本稿では、流通業界の状況から今後の流通業界全体のコス

ト削減、業務効率化を支援する為の、ひとつの答えを提示する。

目指すべき仕組みは壮大なものであるが、そこに向けた最初

の一歩としたい。

千手ログ

2.1  流通業界の構造
　海外とくらべると、日本の流通業界の構造は商品をメーカー

が製造し、複数の卸を介し、小売を経て消費者に提供される多

重構造になっている。多重構造により、非効率性の要因になっ

ていると考えられる。一方で日本の多様なニーズに対応する為

に、配送リードタイム、品揃えの幅や、カタログの作成・販売

方法の提案など、きめ細かいサービスを提供できる機能を持っ

ている。

2.2  流通業界の課題
　小売業では、品質・価格に対しても高い要求が求められ、消

費者ニーズが多様化し、購買動向も変化していくので、システ

ムも柔軟な対応が求められる。安さを追求するだけではなく、

個々の顧客や店舗のある地域の購買特性にマッチした品揃えと

価格設定が求められ、企業間の競争が激しくなっている。その

ため、業務効率化など、コスト削減要因への対処を行い、収益

力を高めることが求められている。

　卸売業では、巨大化する小売の購買能力が強くなっており、

卸売企業も合併、業務提携により、豊富な品揃えや、より優れ

たITシステム・物流機能を持ち、メーカーから低コストで調達

できる購買能力を持つ必要性に迫られている。

　メーカーでは、国民生活が豊かになり、購買動向が多様でモ

ノが売れなくなり、売れ筋や消費者の好みに関する情報を直に

得るなど、良い売り場を確保する為に小売業者、卸売業者との

連携をより深め、様々な情報を集める必要がある。

　業界全体では、消費者に対して安全な食品を提供する為に、

産地情報、生産者情報、トレーサビリティなどの情報提供が求

められており、こうした社会的要求にはサプライチェーン全体

で対応する必要がある。このような状況において、「製（メー

カー）・配（卸売）・販（小売）の流通三層」（以下、流通三層）

は各企業で業務効率化、企業間の情報共有化の課題を解決しよ

うと努力してきた。しかし、企業内や、直接の取引先の部分最

適が先行し、流通三層間全体のサプライチェーンの最適化を阻

害していた。もはや個別企業の努力による更なる効率化、高度

化は困難なのである。

2.3  流通BMSの登場
　サプライチェーン全体最適化の為に、流通ビジネスメッセージ

標準（以下、流通BMS（Business Message Standards））

が平成１８年度から３カ年で経済産業省の流通システム標準化

事業の中で検討・策定された。流通BMSは、消費財流通業界

で唯一の標準と流通三層のビジネスプロセスをシームレスに接

続することによる業務の効率化を目標にしている［１］［２］。

流通BMSは、メッセージ（電子取引文書）と通信プロトコル/

セキュリティに関する次世代のEDI（1）の標準仕様である。通信

基盤はインターネット、データ表現形式は柔軟性・拡張性に優

れているXML（2）を採用し、データフォーマットや業務プロセ

スについても標準化され、今後サプライチェーン全体で業務の

効率化が図れると期待されている。メッセージは、受発注だけ

でなく、請求、支払まで対応している。流通業界の複数の業界

でも対応され始めている。大手企業を中心に採用が進みつつあ

り、流通BMSに対応する為に、システム改修コストもかかる

ことなど障壁もありながら、徐々に普及していくものと考えら

れる。

図２  流通業界向け企業間BPF構想

図１　従来の企業間のデータ連携構造

図３  プロトタイプのアーキテクチャ

図４  シームレスな企業間連携 図６  動的な呼び出し先業務プロセスの切り替え

図５  内部連携と外部連携

表2　プラットフォーム要件と解決策
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5. おわりに
　当社は、日用品・化粧品業界の共通インフラを提供してい

る企業をITシステムの面から支援を行うなど、アウトソーシン

グサービス、ネットワークサービスを、長年に渡り提供して

いる。１９８５年に日本初の業界VAN（8）を開始し、以降その運営

ノウハウを蓄積、２００５年よりB2B-ix事業を推進 [３]、B2B=企

業間、ix=Internet eXchange（インターネットによる相互

接続）、つまり「企業と企業をインターネットによってつなぐ」

ことを実現、実用化へと踏み出してきた。

　今後は、企業間連携のステージを上げるべく、EDIのデータ

交換から、流通BMSによる標準化されたフォーマットやプロ

セスを用いた業務プロセスの連携へ推し進めていき、企業間

BPFのITと人のアウトソーシングにより、サプライチェーン

の全体最適化に寄与するIT活用を推進していく。

　本稿で紹介した内容は、まだ取り組み過程であるが、今後

さらなるブラッシュアップを行い、よりよいサービスを提供

していく予定である。
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3.1  従来の流通業界のシステム構造
　従来の流通三層の企業間のデータ連携(図1)は、小売の

EOS（3）/ EDI /電話やFAXが中心である。業務メッセージの連

携は、一定期間、一定量のデータを集め、まとめて一括処理を

行う方式である。流通業界は、小売からメーカーまで多重構造

を持つ仕組みの為、企業間をまたがるデータ連携に要する時間

が多くかかっている。また卸や小売は、メーカーが新商品を発

売するたびに、自社の情報システムに合わせた独自の商品マス

タを登録するなど非効率な業務対応が発生している。

3.2  企業間ビジネスプラットフォーム構想
　流通BMSやその他の標準化事業で流通業界の業務プロセス

が標準化・均一化されることにより、従来の企業間のデータ連

携・情報連携の非効率が解消される。またプロセス標準化によ

り、システムを所有することからシステムをサービス利用する

ことや、アウトソーシングを利用する流れが加速する。それに

対する当社のひとつの答えとして、サプライチェーン全体最適

化の為に、流通BMSを採用した流通業界向け企業間BPFを提

供する。

　企業間ビジネスプラットフォーム（以下、企業間BPF）構

想は、ITの基盤となる企業間BPFと、人による業務運用支援

を行う。図２に流通業界向け企業間BPF構想を示す。

 3.3  企業間BPFの特徴
　企業間BPFは、複数の企業間で利用するシステムであり、

サプライチェーンの企業間をまたがったビジネスプロセスを連

携する機能を有する。各サプライチェーングループ単位に、標

準化された技術を利用し、販売管理などの基幹業務サービス、

商品マスタの同期化サービス、トレーサビリティサービスなど

の流通業界のビジネスを包括的にカバーするサービスである。

サプライチェーングループとは、商社を中心としたグループや、

プライベートブランドを供給するグループなど、流通三層の連

携が非常に強い企業グループを想定している。

　企業間のデータ連携フォーマットには、XML構造である流

通BMSを採用し、企業間のビジネスプロセス連携をシームレ

スかつリアルタイムで実現する。リアルタイムで連携すること

により、リードタイムの短縮化を図ることができる。

　販売管理などの基幹業務サービスには、共通性の高い業務モ

ジュールをサービス化して提供することにより、業務処理、サー

ビスの重複を排除して集約し、標準化することによるサプライ

チェーン全体コストの低減、業務の効率化を進め、さらに資源

の集中化、サービスの専門化によるサービスレベルの向上を行

うことができる。

　サプライチェーングループ内では業務プロセスが連動するこ

とにより、データの二重入力等の業務重複を無くすことができ

る。流通三層で商品マスタを同期させる商品マスタ同期サービ

スや、基幹業務サービスの企業間取引のプロセス連携がまさに

それである。しかし、すべてのシステムや機能が企業間BPF

側に移行するのではなく、各企業の個別ノウハウや企業競争力

となる機能（例：卸売業の物流機能）については、流通三層の

ユーザ企業側に残り、企業間BPF側の各種サービスと連携する。

　その他のサービスとして、サプライチェーングループ内を通

るトランザクションデータを元にトレーサビリティや、電子デー

タ保存などの運用負荷の高い煩雑な業務を付加価値の高いサー

ビスとして提供する。

　サプライチェーングループで共通化できる業務運用は運用セン

ターにて集中管理する。サプライチェーン全体を管理すること

により、共通のデータを用いて業務処理を進めることができ、

商品マスタ登録代行、請求書発行代行、受注代行等の人的リソー

スのアウトソーシングを行う。つまりBPO（Business Pro-

cess Outsourcing）である。お客さまは高度な運用ノウハ

ウや既存設備を持つ外部に委託することにより、運用コストの

削減と質の高いサービスを享受でき、本来行うべき中核業務へ

リソースを集中することが可能となる。

　流通BMSをはじめとする標準化は、システム改修コストを

負担できる大手企業だけが対応するのではなく、中小企業にも

低価格で容易に対応できるサービス・基盤が必要である。その

ため、企業間BPFは安価なサービス型での提供とし、ユーザ

企業は必要なサービスを選択して利用できるようにする。
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SOAP/HTTP（S）
JDBCストアなど

凡例
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表1　各レイヤの概要

レイヤ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　概要

Client層

Web Front層

Integration層

Service層

Data層
・マルチテナントの業務データ、システムデータを管理するレイヤ
・XMLDB（7）とRDBをハイブリットに使えるデータベースを使用
・流通BMSやメタデータをXMLDBで、その他の業務データはRDBで管理 

・ユーザ企業がプラットフォームを活用するレイヤ
・クライアントはインターネットブラウザと、ユーザ企業が保有するシステム（以下、外部システム）

・業務プロセスにユーザインターフェースを組み合わせた機能をClient層に提供するレイヤ
・Webアプリケーション画面とSOAPによるWeb API（4）を提供

・業務プロセスを組み合わせたビジネスフローの実行制御を行うレイヤ
・対象の業務プロセスはService層のWebサービスと外部システム
・ビジネスフローの実行制御にはWS-BPEL（5）を使用
・Webサービスや外部システムとの接続やメッセージ変換などのメディエーション処理はESB（6）で実行

・業務プロセスをWebサービス化して提供するレイヤ
・インターフェースにはSOAPを使用

4.2  プラットフォームプロトタイプの特徴
　開発したプラットフォームの特徴は以下の３点である。

(１)シームレスに連携できる

　　　流通三層全ての企業を1つのプラットフォームで管理す

　　ることで、流通三層間の業務プロセス連携がシームレス

　　に行える（図４）。これは、提供するWebサービス化した

　　業務プロセスをビジネスフローで柔軟に組み合わせて、

　　企業間の業務プロセス間連携を実行させることで実現し

　　ている。また、この業務プロセス間連携はプラットフォー

　　ム内部間（内部連携）だけではなく、外部システムの業

　　務プロセスとの相互連携（外部連携）も行えるインターフェー

　　スを提供している（図５）。

　　　業務プロセス連携がシームレスになることで以下のよ

　　うなメリットがある。

　　● 企業間の情報連携や業務連携がリアルタイムにスムーズ

　　　に行えるようになる。

　　● ユーザ企業内の業務システム全体が相互に連携できるよ

　　　うになる。

　　● 流通三層を横断したビジネスフローが可視化され、ビジ

　　　ネスフローのモニタリングやトランザクションの追跡が 

　　　可能になり、サプライチェーンマネジメントによる全体

　　　最適化が実現できる。

(２)柔軟にビジネスフローを拡張できる

　　　変化に強いシステムを構築できるSOAの開発手法を採

　　用し、ユーザ企業や社会に発生する様々な変化に柔軟に

　　対応できるようしている。SOAは、アプリケーションを

　　　業務の粒度に分解しそれを組み合わせることで変化に強

　　　いトータルシステムを構成するものであり、SaaSシス

　　　テムであっても拡張性や柔軟性のメリットをもたらすこ

　　　とができる。プロトタイプでは２つのタイプの業務

　　　プロセス（Service層提供の業務プロセスと外部システム）

　　　を提供し、業務プロセスを組み合わせたビジネスフローを

　　　 Integration層において実行制御させている。また、ビジ

　　　ネスフローが呼び出す業務プロセスを動的に切り替えら

　　　れるようにしており（図６）、共通のビジネスフローを

　　複数ユーザ企業で共有しながら以下のようなことが実現で

　　きる。

　　● SaaSの特徴の一つであるユーザ企業毎のカスタマイズ

　　　を業務プロセスの組み替えレベルまで拡張できる。

　　● ビジネスフロー内の処理でテナント毎に別の業務プロセス

　　　を呼び出すことができる。

　　● システムを停止することなく新しく追加した業務プロセス

　　　をビジネスフローから呼び出したり、呼び出す業務プロ

　　　セスを変更することができる。

(３)データの拡張に迅速に対応できる

　　　各レイヤのメッセージ交換を流通BMSなどのXML形式

　　で行い、データ管理もXML形式でXMLDBに格納している。

　　XMLは「階層構造を持ったデータ」「データ項目の数や

　　型不確定なデータ」などの複雑なデータを表現することが

　　できるという特性によって、メッセージの項目の追加や、

　　データ構造の変更に柔軟に対応することができる。しかし、

　　メッセージ交換で変化に柔軟なXMLを利用してもそれを

　　RDBに格納した場合には、メッセージ構造に変化が発生

　　する場合にスキーマの再設計が必要になるなど、XMLを

　　利用するメリットが半減してしまう。XMLDBはメッセー

　　ジ構造の異なるXMLをスキーマの変更なしに格納するこ

　　とができる為に、メッセージの変化にも柔軟に対応できる。

　　これにより、ユーザ企業のビジネスや業界標準仕様の変

　　化に伴うビジネスデータの変化や、ユーザ企業毎に入る

　　データ項目のカスタマイズにも素早く対応することがで

　　きる。

4.3  プラットフォーム要件とその解決策
　企業間ビジネスプラットフォームサービス構想のビジネス

モデルを実現に向けて、我々は、プラットフォームに必要な

要件に「業務効率化」「コスト削減」「変化への柔軟な対応」

「セキュリティの確保」「システム連携」「カスタマイズ」の

６つを設定している。今回開発したプロトタイプでは、それ

ぞれの要件を表2に示すような形で実現している。

要件      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　解決策

業務効率化

コスト削減

変化への柔軟な対応

セキュリティの確保

システム連携

カスタマイズ

・流通三層全ての企業の業務を1つのプラットフォームで管理して、業務プロセス連携をシームレスに行う。
・流通三層で共通に使用する商品マスタを、プラットフォームで一元管理して、リアルタイムなデータ同期を可能
にする。

・シングルインスタンスマルチテナントのアーキテクチャにして、ユーザ企業個別に必要だったリソースの初期投
資や、運用管理の人件費を削減する。
・低額な月額利用料によりSaaSサービスを提供する。

・Webサービス化した業務プロセスをWS-BPELで柔軟に組み合わせてビジネスフローを処理する。
・呼び出し先業務プロセスの動的切り替えをして、システムを停止することなくビジネスフローの拡張を可能に
する。
・メッセージ交換を変化に柔軟なXML形式にし、XMLDBに格納管理する。

・共通のデータベース内でユーザ企業毎にスキーマを定義するセパレートスキーマ方式を採用し、各ユーザ企
業のデータをデータレベルで完全に分離した形で管理する。

・プラットフォームと外部システム間の相互連携を可能にするインターフェースを提供する。
・外部システムからの業務プロセスやビジネスフローの呼び出しには認証を行う。

・ユーザ企業が必要な機能を選択して利用できるように、機能にアクセス権限を設定してアクセス制御を行う。
・ユーザ企業毎のデータ項目をカスタマイズする。

ミドルウェア

DBスキーマ

（4）API (Application Programming Interface)：アプリケーションを利用するための手続きを定めた規約
（5）WS-BPEL (Web Services Business Process Execution Language)：複数のWebサービスを組み合わせたビジネスプロセスを定義するためのXMLベースの言語
（6）ESB (Enterprise Service Bus)：Webサービスなどとのやり取りを仲介し、プロトコル変換やメッセージ変換の機能を提供するバス
（7）XMLDB (XML Database)：XMLを扱うための機能を持つデータベース

（8）VAN（Value Added Network）：付加価値通信網

基幹業務

（販売管理）

サービス

商品マスタ

同期サービス
商品マスタ 商品マスタ 商品マスタ

在庫管理 在庫管理 在庫管理

発注

入荷

支払

発注

入荷

支払

発注

入荷

支払

受注

出荷

請求

受注

出荷

請求

卸テナント メーカーテナント小売テナント

Web Front 層　　   Integration 層            Service 層                   Data 層

マスタ系
商品マスタ



4. 企業間BPF構想の実現に向けた取り組み
4.1  プラットフォームプロトタイプの構築
　我々は、企業間BPF構想の実現に向けて、構想のIT基盤（以

下、プラットフォーム）に、シングルインスタンスマルチテナントの

SaaS(Software as a Service)システムにSOA(Service 

Oriented Architecture)の概念を取り入れたアーキテクチャ

を採用することを検討している。シングルインスタンスマル

チテナントとは、サーバ内に一つだけアプリケーションを立

ち上げ（シングルインスタンス）、そこで複数のユーザ企業（マ

ルチテナント）を管理するアーキテクチャであり、複数のユー

ザ企業でシステムやリソースを共有することができる。また、

SOAの概念を取り入れてシステム構築することで、SaaSシ

ステムを柔軟に拡張することができるようにしている。

　現在はプラットフォームのプロトタイプ（以下、プロトタ

イプ）を開発してその有効性を評価している。開発したプロ

トタイプのアーキテクチャを図３と表１に示す。
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1.  はじめに 2.  流通業界を取り巻く状況と課題

概要
　我が国の流通業界の効率化と高度化、すなわちサプライチェーン全体最適化の実現の為に経済産業省、流通

業界を中心に標準化事業が行われている。標準化の検討も踏まえ、当社の考える企業間ビジネスにおけるサプラ

イチェーン全体最適化のひとつの解決策をここに提示する。

　現在の流通業界の課題を述べ、解決に向けてのソリューションである流通業界向け企業間ビジネスプラットフォーム

構想とそれに向けた取り組みについて考察する。

特
集

特
集

特
集

（1）EDI (Electronic Data Interchange)：企業間の電子データ交換
（2）XML (eXtensible Markup Language)：拡張可能なマーク付け言語、タグと呼ばれるマークを使用して文書構造を記述
（3）EOS (Electronic Ordering System)：オンライン発注システム

3. 流通業界向け企業間ビジネス
　 プラットフォーム構想

　流通業界全体の今後の情報システム施策として、メーカー

から最終消費者に至るプロセス全体を通じた商品供給の情報

を管理し、企業間の情報を相互に共有・管理することで、需

要の変化を早く受け取り、必要な数だけ必要な場所に配置す

る商品供給連鎖の管理を向上させる必要がある。すなわちサ

プライチェーンマネジメントである。サプライチェーンの全

体最適化には、企業間の情報連携・情報共有が必要となる。

　本稿では、流通業界の状況から今後の流通業界全体のコス

ト削減、業務効率化を支援する為の、ひとつの答えを提示する。

目指すべき仕組みは壮大なものであるが、そこに向けた最初

の一歩としたい。

千手ログ

2.1  流通業界の構造
　海外とくらべると、日本の流通業界の構造は商品をメーカー

が製造し、複数の卸を介し、小売を経て消費者に提供される多

重構造になっている。多重構造により、非効率性の要因になっ

ていると考えられる。一方で日本の多様なニーズに対応する為

に、配送リードタイム、品揃えの幅や、カタログの作成・販売

方法の提案など、きめ細かいサービスを提供できる機能を持っ

ている。

2.2  流通業界の課題
　小売業では、品質・価格に対しても高い要求が求められ、消

費者ニーズが多様化し、購買動向も変化していくので、システ

ムも柔軟な対応が求められる。安さを追求するだけではなく、

個々の顧客や店舗のある地域の購買特性にマッチした品揃えと

価格設定が求められ、企業間の競争が激しくなっている。その

ため、業務効率化など、コスト削減要因への対処を行い、収益

力を高めることが求められている。

　卸売業では、巨大化する小売の購買能力が強くなっており、

卸売企業も合併、業務提携により、豊富な品揃えや、より優れ

たITシステム・物流機能を持ち、メーカーから低コストで調達

できる購買能力を持つ必要性に迫られている。

　メーカーでは、国民生活が豊かになり、購買動向が多様でモ

ノが売れなくなり、売れ筋や消費者の好みに関する情報を直に

得るなど、良い売り場を確保する為に小売業者、卸売業者との

連携をより深め、様々な情報を集める必要がある。

　業界全体では、消費者に対して安全な食品を提供する為に、

産地情報、生産者情報、トレーサビリティなどの情報提供が求

められており、こうした社会的要求にはサプライチェーン全体

で対応する必要がある。このような状況において、「製（メー

カー）・配（卸売）・販（小売）の流通三層」（以下、流通三層）

は各企業で業務効率化、企業間の情報共有化の課題を解決しよ

うと努力してきた。しかし、企業内や、直接の取引先の部分最

適が先行し、流通三層間全体のサプライチェーンの最適化を阻

害していた。もはや個別企業の努力による更なる効率化、高度

化は困難なのである。

2.3  流通BMSの登場
　サプライチェーン全体最適化の為に、流通ビジネスメッセージ

標準（以下、流通BMS（Business Message Standards））

が平成１８年度から３カ年で経済産業省の流通システム標準化

事業の中で検討・策定された。流通BMSは、消費財流通業界

で唯一の標準と流通三層のビジネスプロセスをシームレスに接

続することによる業務の効率化を目標にしている［１］［２］。

流通BMSは、メッセージ（電子取引文書）と通信プロトコル/

セキュリティに関する次世代のEDI（1）の標準仕様である。通信

基盤はインターネット、データ表現形式は柔軟性・拡張性に優

れているXML（2）を採用し、データフォーマットや業務プロセ

スについても標準化され、今後サプライチェーン全体で業務の

効率化が図れると期待されている。メッセージは、受発注だけ

でなく、請求、支払まで対応している。流通業界の複数の業界

でも対応され始めている。大手企業を中心に採用が進みつつあ

り、流通BMSに対応する為に、システム改修コストもかかる

ことなど障壁もありながら、徐々に普及していくものと考えら

れる。

図２  流通業界向け企業間BPF構想

図１　従来の企業間のデータ連携構造

図３  プロトタイプのアーキテクチャ

図４  シームレスな企業間連携 図６  動的な呼び出し先業務プロセスの切り替え

図５  内部連携と外部連携

表2　プラットフォーム要件と解決策
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5. おわりに
　当社は、日用品・化粧品業界の共通インフラを提供してい

る企業をITシステムの面から支援を行うなど、アウトソーシン

グサービス、ネットワークサービスを、長年に渡り提供して

いる。１９８５年に日本初の業界VAN（8）を開始し、以降その運営

ノウハウを蓄積、２００５年よりB2B-ix事業を推進 [３]、B2B=企

業間、ix=Internet eXchange（インターネットによる相互

接続）、つまり「企業と企業をインターネットによってつなぐ」

ことを実現、実用化へと踏み出してきた。

　今後は、企業間連携のステージを上げるべく、EDIのデータ

交換から、流通BMSによる標準化されたフォーマットやプロ

セスを用いた業務プロセスの連携へ推し進めていき、企業間

BPFのITと人のアウトソーシングにより、サプライチェーン

の全体最適化に寄与するIT活用を推進していく。

　本稿で紹介した内容は、まだ取り組み過程であるが、今後

さらなるブラッシュアップを行い、よりよいサービスを提供

していく予定である。
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3.1  従来の流通業界のシステム構造
　従来の流通三層の企業間のデータ連携(図1)は、小売の

EOS（3）/ EDI /電話やFAXが中心である。業務メッセージの連

携は、一定期間、一定量のデータを集め、まとめて一括処理を

行う方式である。流通業界は、小売からメーカーまで多重構造

を持つ仕組みの為、企業間をまたがるデータ連携に要する時間

が多くかかっている。また卸や小売は、メーカーが新商品を発

売するたびに、自社の情報システムに合わせた独自の商品マス

タを登録するなど非効率な業務対応が発生している。

3.2  企業間ビジネスプラットフォーム構想
　流通BMSやその他の標準化事業で流通業界の業務プロセス

が標準化・均一化されることにより、従来の企業間のデータ連

携・情報連携の非効率が解消される。またプロセス標準化によ

り、システムを所有することからシステムをサービス利用する

ことや、アウトソーシングを利用する流れが加速する。それに

対する当社のひとつの答えとして、サプライチェーン全体最適

化の為に、流通BMSを採用した流通業界向け企業間BPFを提

供する。

　企業間ビジネスプラットフォーム（以下、企業間BPF）構

想は、ITの基盤となる企業間BPFと、人による業務運用支援

を行う。図２に流通業界向け企業間BPF構想を示す。

 3.3  企業間BPFの特徴
　企業間BPFは、複数の企業間で利用するシステムであり、

サプライチェーンの企業間をまたがったビジネスプロセスを連

携する機能を有する。各サプライチェーングループ単位に、標

準化された技術を利用し、販売管理などの基幹業務サービス、

商品マスタの同期化サービス、トレーサビリティサービスなど

の流通業界のビジネスを包括的にカバーするサービスである。

サプライチェーングループとは、商社を中心としたグループや、

プライベートブランドを供給するグループなど、流通三層の連

携が非常に強い企業グループを想定している。

　企業間のデータ連携フォーマットには、XML構造である流

通BMSを採用し、企業間のビジネスプロセス連携をシームレ

スかつリアルタイムで実現する。リアルタイムで連携すること

により、リードタイムの短縮化を図ることができる。

　販売管理などの基幹業務サービスには、共通性の高い業務モ

ジュールをサービス化して提供することにより、業務処理、サー

ビスの重複を排除して集約し、標準化することによるサプライ

チェーン全体コストの低減、業務の効率化を進め、さらに資源

の集中化、サービスの専門化によるサービスレベルの向上を行

うことができる。

　サプライチェーングループ内では業務プロセスが連動するこ

とにより、データの二重入力等の業務重複を無くすことができ

る。流通三層で商品マスタを同期させる商品マスタ同期サービ

スや、基幹業務サービスの企業間取引のプロセス連携がまさに

それである。しかし、すべてのシステムや機能が企業間BPF

側に移行するのではなく、各企業の個別ノウハウや企業競争力

となる機能（例：卸売業の物流機能）については、流通三層の

ユーザ企業側に残り、企業間BPF側の各種サービスと連携する。

　その他のサービスとして、サプライチェーングループ内を通

るトランザクションデータを元にトレーサビリティや、電子デー

タ保存などの運用負荷の高い煩雑な業務を付加価値の高いサー

ビスとして提供する。

　サプライチェーングループで共通化できる業務運用は運用セン

ターにて集中管理する。サプライチェーン全体を管理すること

により、共通のデータを用いて業務処理を進めることができ、

商品マスタ登録代行、請求書発行代行、受注代行等の人的リソー

スのアウトソーシングを行う。つまりBPO（Business Pro-

cess Outsourcing）である。お客さまは高度な運用ノウハ

ウや既存設備を持つ外部に委託することにより、運用コストの

削減と質の高いサービスを享受でき、本来行うべき中核業務へ

リソースを集中することが可能となる。

　流通BMSをはじめとする標準化は、システム改修コストを

負担できる大手企業だけが対応するのではなく、中小企業にも

低価格で容易に対応できるサービス・基盤が必要である。その

ため、企業間BPFは安価なサービス型での提供とし、ユーザ

企業は必要なサービスを選択して利用できるようにする。
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表1　各レイヤの概要

レイヤ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　概要

Client層

Web Front層

Integration層

Service層

Data層
・マルチテナントの業務データ、システムデータを管理するレイヤ
・XMLDB（7）とRDBをハイブリットに使えるデータベースを使用
・流通BMSやメタデータをXMLDBで、その他の業務データはRDBで管理 

・ユーザ企業がプラットフォームを活用するレイヤ
・クライアントはインターネットブラウザと、ユーザ企業が保有するシステム（以下、外部システム）

・業務プロセスにユーザインターフェースを組み合わせた機能をClient層に提供するレイヤ
・Webアプリケーション画面とSOAPによるWeb API（4）を提供

・業務プロセスを組み合わせたビジネスフローの実行制御を行うレイヤ
・対象の業務プロセスはService層のWebサービスと外部システム
・ビジネスフローの実行制御にはWS-BPEL（5）を使用
・Webサービスや外部システムとの接続やメッセージ変換などのメディエーション処理はESB（6）で実行

・業務プロセスをWebサービス化して提供するレイヤ
・インターフェースにはSOAPを使用

4.2  プラットフォームプロトタイプの特徴
　開発したプラットフォームの特徴は以下の３点である。

(１)シームレスに連携できる

　　　流通三層全ての企業を1つのプラットフォームで管理す

　　ることで、流通三層間の業務プロセス連携がシームレス

　　に行える（図４）。これは、提供するWebサービス化した

　　業務プロセスをビジネスフローで柔軟に組み合わせて、

　　企業間の業務プロセス間連携を実行させることで実現し

　　ている。また、この業務プロセス間連携はプラットフォー

　　ム内部間（内部連携）だけではなく、外部システムの業

　　務プロセスとの相互連携（外部連携）も行えるインターフェー

　　スを提供している（図５）。

　　　業務プロセス連携がシームレスになることで以下のよ

　　うなメリットがある。

　　● 企業間の情報連携や業務連携がリアルタイムにスムーズ

　　　に行えるようになる。

　　● ユーザ企業内の業務システム全体が相互に連携できるよ

　　　うになる。

　　● 流通三層を横断したビジネスフローが可視化され、ビジ

　　　ネスフローのモニタリングやトランザクションの追跡が 

　　　可能になり、サプライチェーンマネジメントによる全体

　　　最適化が実現できる。

(２)柔軟にビジネスフローを拡張できる

　　　変化に強いシステムを構築できるSOAの開発手法を採

　　用し、ユーザ企業や社会に発生する様々な変化に柔軟に

　　対応できるようしている。SOAは、アプリケーションを

　　　業務の粒度に分解しそれを組み合わせることで変化に強

　　　いトータルシステムを構成するものであり、SaaSシス

　　　テムであっても拡張性や柔軟性のメリットをもたらすこ

　　　とができる。プロトタイプでは２つのタイプの業務

　　　プロセス（Service層提供の業務プロセスと外部システム）

　　　を提供し、業務プロセスを組み合わせたビジネスフローを

　　　 Integration層において実行制御させている。また、ビジ

　　　ネスフローが呼び出す業務プロセスを動的に切り替えら

　　　れるようにしており（図６）、共通のビジネスフローを

　　複数ユーザ企業で共有しながら以下のようなことが実現で

　　きる。

　　● SaaSの特徴の一つであるユーザ企業毎のカスタマイズ

　　　を業務プロセスの組み替えレベルまで拡張できる。

　　● ビジネスフロー内の処理でテナント毎に別の業務プロセス

　　　を呼び出すことができる。

　　● システムを停止することなく新しく追加した業務プロセス

　　　をビジネスフローから呼び出したり、呼び出す業務プロ

　　　セスを変更することができる。

(３)データの拡張に迅速に対応できる

　　　各レイヤのメッセージ交換を流通BMSなどのXML形式

　　で行い、データ管理もXML形式でXMLDBに格納している。

　　XMLは「階層構造を持ったデータ」「データ項目の数や

　　型不確定なデータ」などの複雑なデータを表現することが

　　できるという特性によって、メッセージの項目の追加や、

　　データ構造の変更に柔軟に対応することができる。しかし、

　　メッセージ交換で変化に柔軟なXMLを利用してもそれを

　　RDBに格納した場合には、メッセージ構造に変化が発生

　　する場合にスキーマの再設計が必要になるなど、XMLを

　　利用するメリットが半減してしまう。XMLDBはメッセー

　　ジ構造の異なるXMLをスキーマの変更なしに格納するこ

　　とができる為に、メッセージの変化にも柔軟に対応できる。

　　これにより、ユーザ企業のビジネスや業界標準仕様の変

　　化に伴うビジネスデータの変化や、ユーザ企業毎に入る

　　データ項目のカスタマイズにも素早く対応することがで

　　きる。

4.3  プラットフォーム要件とその解決策
　企業間ビジネスプラットフォームサービス構想のビジネス

モデルを実現に向けて、我々は、プラットフォームに必要な

要件に「業務効率化」「コスト削減」「変化への柔軟な対応」

「セキュリティの確保」「システム連携」「カスタマイズ」の

６つを設定している。今回開発したプロトタイプでは、それ

ぞれの要件を表2に示すような形で実現している。

要件      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　解決策

業務効率化

コスト削減

変化への柔軟な対応

セキュリティの確保

システム連携

カスタマイズ

・流通三層全ての企業の業務を1つのプラットフォームで管理して、業務プロセス連携をシームレスに行う。
・流通三層で共通に使用する商品マスタを、プラットフォームで一元管理して、リアルタイムなデータ同期を可能
にする。

・シングルインスタンスマルチテナントのアーキテクチャにして、ユーザ企業個別に必要だったリソースの初期投
資や、運用管理の人件費を削減する。
・低額な月額利用料によりSaaSサービスを提供する。

・Webサービス化した業務プロセスをWS-BPELで柔軟に組み合わせてビジネスフローを処理する。
・呼び出し先業務プロセスの動的切り替えをして、システムを停止することなくビジネスフローの拡張を可能に
する。
・メッセージ交換を変化に柔軟なXML形式にし、XMLDBに格納管理する。

・共通のデータベース内でユーザ企業毎にスキーマを定義するセパレートスキーマ方式を採用し、各ユーザ企
業のデータをデータレベルで完全に分離した形で管理する。

・プラットフォームと外部システム間の相互連携を可能にするインターフェースを提供する。
・外部システムからの業務プロセスやビジネスフローの呼び出しには認証を行う。

・ユーザ企業が必要な機能を選択して利用できるように、機能にアクセス権限を設定してアクセス制御を行う。
・ユーザ企業毎のデータ項目をカスタマイズする。

ミドルウェア

DBスキーマ

（4）API (Application Programming Interface)：アプリケーションを利用するための手続きを定めた規約
（5）WS-BPEL (Web Services Business Process Execution Language)：複数のWebサービスを組み合わせたビジネスプロセスを定義するためのXMLベースの言語
（6）ESB (Enterprise Service Bus)：Webサービスなどとのやり取りを仲介し、プロトコル変換やメッセージ変換の機能を提供するバス
（7）XMLDB (XML Database)：XMLを扱うための機能を持つデータベース

（8）VAN（Value Added Network）：付加価値通信網

基幹業務

（販売管理）

サービス

商品マスタ

同期サービス
商品マスタ 商品マスタ 商品マスタ
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入荷

支払
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出荷

請求
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4. 企業間BPF構想の実現に向けた取り組み
4.1  プラットフォームプロトタイプの構築
　我々は、企業間BPF構想の実現に向けて、構想のIT基盤（以

下、プラットフォーム）に、シングルインスタンスマルチテナントの

SaaS(Software as a Service)システムにSOA(Service 

Oriented Architecture)の概念を取り入れたアーキテクチャ

を採用することを検討している。シングルインスタンスマル

チテナントとは、サーバ内に一つだけアプリケーションを立

ち上げ（シングルインスタンス）、そこで複数のユーザ企業（マ

ルチテナント）を管理するアーキテクチャであり、複数のユー

ザ企業でシステムやリソースを共有することができる。また、

SOAの概念を取り入れてシステム構築することで、SaaSシ

ステムを柔軟に拡張することができるようにしている。

　現在はプラットフォームのプロトタイプ（以下、プロトタ

イプ）を開発してその有効性を評価している。開発したプロ

トタイプのアーキテクチャを図３と表１に示す。
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1.  はじめに 2.  流通業界を取り巻く状況と課題

概要
　我が国の流通業界の効率化と高度化、すなわちサプライチェーン全体最適化の実現の為に経済産業省、流通

業界を中心に標準化事業が行われている。標準化の検討も踏まえ、当社の考える企業間ビジネスにおけるサプラ

イチェーン全体最適化のひとつの解決策をここに提示する。

　現在の流通業界の課題を述べ、解決に向けてのソリューションである流通業界向け企業間ビジネスプラットフォーム

構想とそれに向けた取り組みについて考察する。

特
集

特
集

特
集

（1）EDI (Electronic Data Interchange)：企業間の電子データ交換
（2）XML (eXtensible Markup Language)：拡張可能なマーク付け言語、タグと呼ばれるマークを使用して文書構造を記述
（3）EOS (Electronic Ordering System)：オンライン発注システム

3. 流通業界向け企業間ビジネス
　 プラットフォーム構想

　流通業界全体の今後の情報システム施策として、メーカー

から最終消費者に至るプロセス全体を通じた商品供給の情報

を管理し、企業間の情報を相互に共有・管理することで、需

要の変化を早く受け取り、必要な数だけ必要な場所に配置す

る商品供給連鎖の管理を向上させる必要がある。すなわちサ

プライチェーンマネジメントである。サプライチェーンの全

体最適化には、企業間の情報連携・情報共有が必要となる。

　本稿では、流通業界の状況から今後の流通業界全体のコス

ト削減、業務効率化を支援する為の、ひとつの答えを提示する。

目指すべき仕組みは壮大なものであるが、そこに向けた最初

の一歩としたい。

千手ログ

2.1  流通業界の構造
　海外とくらべると、日本の流通業界の構造は商品をメーカー

が製造し、複数の卸を介し、小売を経て消費者に提供される多

重構造になっている。多重構造により、非効率性の要因になっ

ていると考えられる。一方で日本の多様なニーズに対応する為

に、配送リードタイム、品揃えの幅や、カタログの作成・販売

方法の提案など、きめ細かいサービスを提供できる機能を持っ

ている。

2.2  流通業界の課題
　小売業では、品質・価格に対しても高い要求が求められ、消

費者ニーズが多様化し、購買動向も変化していくので、システ

ムも柔軟な対応が求められる。安さを追求するだけではなく、

個々の顧客や店舗のある地域の購買特性にマッチした品揃えと

価格設定が求められ、企業間の競争が激しくなっている。その

ため、業務効率化など、コスト削減要因への対処を行い、収益

力を高めることが求められている。

　卸売業では、巨大化する小売の購買能力が強くなっており、

卸売企業も合併、業務提携により、豊富な品揃えや、より優れ

たITシステム・物流機能を持ち、メーカーから低コストで調達

できる購買能力を持つ必要性に迫られている。

　メーカーでは、国民生活が豊かになり、購買動向が多様でモ

ノが売れなくなり、売れ筋や消費者の好みに関する情報を直に

得るなど、良い売り場を確保する為に小売業者、卸売業者との

連携をより深め、様々な情報を集める必要がある。

　業界全体では、消費者に対して安全な食品を提供する為に、

産地情報、生産者情報、トレーサビリティなどの情報提供が求

められており、こうした社会的要求にはサプライチェーン全体

で対応する必要がある。このような状況において、「製（メー

カー）・配（卸売）・販（小売）の流通三層」（以下、流通三層）

は各企業で業務効率化、企業間の情報共有化の課題を解決しよ

うと努力してきた。しかし、企業内や、直接の取引先の部分最

適が先行し、流通三層間全体のサプライチェーンの最適化を阻

害していた。もはや個別企業の努力による更なる効率化、高度

化は困難なのである。

2.3  流通BMSの登場
　サプライチェーン全体最適化の為に、流通ビジネスメッセージ

標準（以下、流通BMS（Business Message Standards））

が平成１８年度から３カ年で経済産業省の流通システム標準化

事業の中で検討・策定された。流通BMSは、消費財流通業界

で唯一の標準と流通三層のビジネスプロセスをシームレスに接

続することによる業務の効率化を目標にしている［１］［２］。

流通BMSは、メッセージ（電子取引文書）と通信プロトコル/

セキュリティに関する次世代のEDI（1）の標準仕様である。通信

基盤はインターネット、データ表現形式は柔軟性・拡張性に優

れているXML（2）を採用し、データフォーマットや業務プロセ

スについても標準化され、今後サプライチェーン全体で業務の

効率化が図れると期待されている。メッセージは、受発注だけ

でなく、請求、支払まで対応している。流通業界の複数の業界

でも対応され始めている。大手企業を中心に採用が進みつつあ

り、流通BMSに対応する為に、システム改修コストもかかる

ことなど障壁もありながら、徐々に普及していくものと考えら

れる。

図２  流通業界向け企業間BPF構想

図１　従来の企業間のデータ連携構造

図３  プロトタイプのアーキテクチャ

図４  シームレスな企業間連携 図６  動的な呼び出し先業務プロセスの切り替え

図５  内部連携と外部連携

表2　プラットフォーム要件と解決策
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5. おわりに
　当社は、日用品・化粧品業界の共通インフラを提供してい

る企業をITシステムの面から支援を行うなど、アウトソーシン

グサービス、ネットワークサービスを、長年に渡り提供して

いる。１９８５年に日本初の業界VAN（8）を開始し、以降その運営

ノウハウを蓄積、２００５年よりB2B-ix事業を推進 [３]、B2B=企

業間、ix=Internet eXchange（インターネットによる相互

接続）、つまり「企業と企業をインターネットによってつなぐ」

ことを実現、実用化へと踏み出してきた。

　今後は、企業間連携のステージを上げるべく、EDIのデータ

交換から、流通BMSによる標準化されたフォーマットやプロ

セスを用いた業務プロセスの連携へ推し進めていき、企業間

BPFのITと人のアウトソーシングにより、サプライチェーン

の全体最適化に寄与するIT活用を推進していく。

　本稿で紹介した内容は、まだ取り組み過程であるが、今後

さらなるブラッシュアップを行い、よりよいサービスを提供

していく予定である。
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橋本　好史 

● 株式会社インテックシステム研究所
● SOA、SaaS関係の研究開発に従事
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3.1  従来の流通業界のシステム構造
　従来の流通三層の企業間のデータ連携(図1)は、小売の

EOS（3）/ EDI /電話やFAXが中心である。業務メッセージの連

携は、一定期間、一定量のデータを集め、まとめて一括処理を

行う方式である。流通業界は、小売からメーカーまで多重構造

を持つ仕組みの為、企業間をまたがるデータ連携に要する時間

が多くかかっている。また卸や小売は、メーカーが新商品を発

売するたびに、自社の情報システムに合わせた独自の商品マス

タを登録するなど非効率な業務対応が発生している。

3.2  企業間ビジネスプラットフォーム構想
　流通BMSやその他の標準化事業で流通業界の業務プロセス

が標準化・均一化されることにより、従来の企業間のデータ連

携・情報連携の非効率が解消される。またプロセス標準化によ

り、システムを所有することからシステムをサービス利用する

ことや、アウトソーシングを利用する流れが加速する。それに

対する当社のひとつの答えとして、サプライチェーン全体最適

化の為に、流通BMSを採用した流通業界向け企業間BPFを提

供する。

　企業間ビジネスプラットフォーム（以下、企業間BPF）構

想は、ITの基盤となる企業間BPFと、人による業務運用支援

を行う。図２に流通業界向け企業間BPF構想を示す。

 3.3  企業間BPFの特徴
　企業間BPFは、複数の企業間で利用するシステムであり、

サプライチェーンの企業間をまたがったビジネスプロセスを連

携する機能を有する。各サプライチェーングループ単位に、標

準化された技術を利用し、販売管理などの基幹業務サービス、

商品マスタの同期化サービス、トレーサビリティサービスなど

の流通業界のビジネスを包括的にカバーするサービスである。

サプライチェーングループとは、商社を中心としたグループや、

プライベートブランドを供給するグループなど、流通三層の連

携が非常に強い企業グループを想定している。

　企業間のデータ連携フォーマットには、XML構造である流

通BMSを採用し、企業間のビジネスプロセス連携をシームレ

スかつリアルタイムで実現する。リアルタイムで連携すること

により、リードタイムの短縮化を図ることができる。

　販売管理などの基幹業務サービスには、共通性の高い業務モ

ジュールをサービス化して提供することにより、業務処理、サー

ビスの重複を排除して集約し、標準化することによるサプライ

チェーン全体コストの低減、業務の効率化を進め、さらに資源

の集中化、サービスの専門化によるサービスレベルの向上を行

うことができる。

　サプライチェーングループ内では業務プロセスが連動するこ

とにより、データの二重入力等の業務重複を無くすことができ

る。流通三層で商品マスタを同期させる商品マスタ同期サービ

スや、基幹業務サービスの企業間取引のプロセス連携がまさに

それである。しかし、すべてのシステムや機能が企業間BPF

側に移行するのではなく、各企業の個別ノウハウや企業競争力

となる機能（例：卸売業の物流機能）については、流通三層の

ユーザ企業側に残り、企業間BPF側の各種サービスと連携する。

　その他のサービスとして、サプライチェーングループ内を通

るトランザクションデータを元にトレーサビリティや、電子デー

タ保存などの運用負荷の高い煩雑な業務を付加価値の高いサー

ビスとして提供する。

　サプライチェーングループで共通化できる業務運用は運用セン

ターにて集中管理する。サプライチェーン全体を管理すること

により、共通のデータを用いて業務処理を進めることができ、

商品マスタ登録代行、請求書発行代行、受注代行等の人的リソー

スのアウトソーシングを行う。つまりBPO（Business Pro-

cess Outsourcing）である。お客さまは高度な運用ノウハ

ウや既存設備を持つ外部に委託することにより、運用コストの

削減と質の高いサービスを享受でき、本来行うべき中核業務へ

リソースを集中することが可能となる。

　流通BMSをはじめとする標準化は、システム改修コストを

負担できる大手企業だけが対応するのではなく、中小企業にも

低価格で容易に対応できるサービス・基盤が必要である。その

ため、企業間BPFは安価なサービス型での提供とし、ユーザ

企業は必要なサービスを選択して利用できるようにする。
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表1　各レイヤの概要

レイヤ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　概要

Client層

Web Front層

Integration層

Service層

Data層
・マルチテナントの業務データ、システムデータを管理するレイヤ
・XMLDB（7）とRDBをハイブリットに使えるデータベースを使用
・流通BMSやメタデータをXMLDBで、その他の業務データはRDBで管理 

・ユーザ企業がプラットフォームを活用するレイヤ
・クライアントはインターネットブラウザと、ユーザ企業が保有するシステム（以下、外部システム）

・業務プロセスにユーザインターフェースを組み合わせた機能をClient層に提供するレイヤ
・Webアプリケーション画面とSOAPによるWeb API（4）を提供

・業務プロセスを組み合わせたビジネスフローの実行制御を行うレイヤ
・対象の業務プロセスはService層のWebサービスと外部システム
・ビジネスフローの実行制御にはWS-BPEL（5）を使用
・Webサービスや外部システムとの接続やメッセージ変換などのメディエーション処理はESB（6）で実行

・業務プロセスをWebサービス化して提供するレイヤ
・インターフェースにはSOAPを使用

4.2  プラットフォームプロトタイプの特徴
　開発したプラットフォームの特徴は以下の３点である。

(１)シームレスに連携できる

　　　流通三層全ての企業を1つのプラットフォームで管理す

　　ることで、流通三層間の業務プロセス連携がシームレス

　　に行える（図４）。これは、提供するWebサービス化した

　　業務プロセスをビジネスフローで柔軟に組み合わせて、

　　企業間の業務プロセス間連携を実行させることで実現し

　　ている。また、この業務プロセス間連携はプラットフォー

　　ム内部間（内部連携）だけではなく、外部システムの業

　　務プロセスとの相互連携（外部連携）も行えるインターフェー

　　スを提供している（図５）。

　　　業務プロセス連携がシームレスになることで以下のよ

　　うなメリットがある。

　　● 企業間の情報連携や業務連携がリアルタイムにスムーズ

　　　に行えるようになる。

　　● ユーザ企業内の業務システム全体が相互に連携できるよ

　　　うになる。

　　● 流通三層を横断したビジネスフローが可視化され、ビジ

　　　ネスフローのモニタリングやトランザクションの追跡が 

　　　可能になり、サプライチェーンマネジメントによる全体

　　　最適化が実現できる。

(２)柔軟にビジネスフローを拡張できる

　　　変化に強いシステムを構築できるSOAの開発手法を採

　　用し、ユーザ企業や社会に発生する様々な変化に柔軟に

　　対応できるようしている。SOAは、アプリケーションを

　　　業務の粒度に分解しそれを組み合わせることで変化に強

　　　いトータルシステムを構成するものであり、SaaSシス

　　　テムであっても拡張性や柔軟性のメリットをもたらすこ

　　　とができる。プロトタイプでは２つのタイプの業務

　　　プロセス（Service層提供の業務プロセスと外部システム）

　　　を提供し、業務プロセスを組み合わせたビジネスフローを

　　　 Integration層において実行制御させている。また、ビジ

　　　ネスフローが呼び出す業務プロセスを動的に切り替えら

　　　れるようにしており（図６）、共通のビジネスフローを

　　複数ユーザ企業で共有しながら以下のようなことが実現で

　　きる。

　　● SaaSの特徴の一つであるユーザ企業毎のカスタマイズ

　　　を業務プロセスの組み替えレベルまで拡張できる。

　　● ビジネスフロー内の処理でテナント毎に別の業務プロセス

　　　を呼び出すことができる。

　　● システムを停止することなく新しく追加した業務プロセス

　　　をビジネスフローから呼び出したり、呼び出す業務プロ

　　　セスを変更することができる。

(３)データの拡張に迅速に対応できる

　　　各レイヤのメッセージ交換を流通BMSなどのXML形式

　　で行い、データ管理もXML形式でXMLDBに格納している。

　　XMLは「階層構造を持ったデータ」「データ項目の数や

　　型不確定なデータ」などの複雑なデータを表現することが

　　できるという特性によって、メッセージの項目の追加や、

　　データ構造の変更に柔軟に対応することができる。しかし、

　　メッセージ交換で変化に柔軟なXMLを利用してもそれを

　　RDBに格納した場合には、メッセージ構造に変化が発生

　　する場合にスキーマの再設計が必要になるなど、XMLを

　　利用するメリットが半減してしまう。XMLDBはメッセー

　　ジ構造の異なるXMLをスキーマの変更なしに格納するこ

　　とができる為に、メッセージの変化にも柔軟に対応できる。

　　これにより、ユーザ企業のビジネスや業界標準仕様の変

　　化に伴うビジネスデータの変化や、ユーザ企業毎に入る

　　データ項目のカスタマイズにも素早く対応することがで

　　きる。

4.3  プラットフォーム要件とその解決策
　企業間ビジネスプラットフォームサービス構想のビジネス

モデルを実現に向けて、我々は、プラットフォームに必要な

要件に「業務効率化」「コスト削減」「変化への柔軟な対応」

「セキュリティの確保」「システム連携」「カスタマイズ」の

６つを設定している。今回開発したプロトタイプでは、それ

ぞれの要件を表2に示すような形で実現している。

要件      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　解決策

業務効率化

コスト削減

変化への柔軟な対応

セキュリティの確保

システム連携

カスタマイズ

・流通三層全ての企業の業務を1つのプラットフォームで管理して、業務プロセス連携をシームレスに行う。
・流通三層で共通に使用する商品マスタを、プラットフォームで一元管理して、リアルタイムなデータ同期を可能
にする。

・シングルインスタンスマルチテナントのアーキテクチャにして、ユーザ企業個別に必要だったリソースの初期投
資や、運用管理の人件費を削減する。
・低額な月額利用料によりSaaSサービスを提供する。

・Webサービス化した業務プロセスをWS-BPELで柔軟に組み合わせてビジネスフローを処理する。
・呼び出し先業務プロセスの動的切り替えをして、システムを停止することなくビジネスフローの拡張を可能に
する。
・メッセージ交換を変化に柔軟なXML形式にし、XMLDBに格納管理する。

・共通のデータベース内でユーザ企業毎にスキーマを定義するセパレートスキーマ方式を採用し、各ユーザ企
業のデータをデータレベルで完全に分離した形で管理する。

・プラットフォームと外部システム間の相互連携を可能にするインターフェースを提供する。
・外部システムからの業務プロセスやビジネスフローの呼び出しには認証を行う。

・ユーザ企業が必要な機能を選択して利用できるように、機能にアクセス権限を設定してアクセス制御を行う。
・ユーザ企業毎のデータ項目をカスタマイズする。

ミドルウェア

DBスキーマ

（4）API (Application Programming Interface)：アプリケーションを利用するための手続きを定めた規約
（5）WS-BPEL (Web Services Business Process Execution Language)：複数のWebサービスを組み合わせたビジネスプロセスを定義するためのXMLベースの言語
（6）ESB (Enterprise Service Bus)：Webサービスなどとのやり取りを仲介し、プロトコル変換やメッセージ変換の機能を提供するバス
（7）XMLDB (XML Database)：XMLを扱うための機能を持つデータベース

（8）VAN（Value Added Network）：付加価値通信網

基幹業務

（販売管理）

サービス

商品マスタ

同期サービス
商品マスタ 商品マスタ 商品マスタ

在庫管理 在庫管理 在庫管理

発注

入荷

支払

発注

入荷

支払

発注

入荷

支払

受注

出荷

請求

受注

出荷

請求

卸テナント メーカーテナント小売テナント

Web Front 層　　   Integration 層            Service 層                   Data 層

マスタ系
商品マスタ



4. 企業間BPF構想の実現に向けた取り組み
4.1  プラットフォームプロトタイプの構築
　我々は、企業間BPF構想の実現に向けて、構想のIT基盤（以

下、プラットフォーム）に、シングルインスタンスマルチテナントの

SaaS(Software as a Service)システムにSOA(Service 

Oriented Architecture)の概念を取り入れたアーキテクチャ

を採用することを検討している。シングルインスタンスマル

チテナントとは、サーバ内に一つだけアプリケーションを立

ち上げ（シングルインスタンス）、そこで複数のユーザ企業（マ

ルチテナント）を管理するアーキテクチャであり、複数のユー

ザ企業でシステムやリソースを共有することができる。また、

SOAの概念を取り入れてシステム構築することで、SaaSシ

ステムを柔軟に拡張することができるようにしている。

　現在はプラットフォームのプロトタイプ（以下、プロトタ

イプ）を開発してその有効性を評価している。開発したプロ

トタイプのアーキテクチャを図３と表１に示す。
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1.  はじめに 2.  流通業界を取り巻く状況と課題

概要
　我が国の流通業界の効率化と高度化、すなわちサプライチェーン全体最適化の実現の為に経済産業省、流通

業界を中心に標準化事業が行われている。標準化の検討も踏まえ、当社の考える企業間ビジネスにおけるサプラ

イチェーン全体最適化のひとつの解決策をここに提示する。

　現在の流通業界の課題を述べ、解決に向けてのソリューションである流通業界向け企業間ビジネスプラットフォーム

構想とそれに向けた取り組みについて考察する。

特
集

特
集

特
集

（1）EDI (Electronic Data Interchange)：企業間の電子データ交換
（2）XML (eXtensible Markup Language)：拡張可能なマーク付け言語、タグと呼ばれるマークを使用して文書構造を記述
（3）EOS (Electronic Ordering System)：オンライン発注システム

3. 流通業界向け企業間ビジネス
　 プラットフォーム構想

　流通業界全体の今後の情報システム施策として、メーカー

から最終消費者に至るプロセス全体を通じた商品供給の情報

を管理し、企業間の情報を相互に共有・管理することで、需

要の変化を早く受け取り、必要な数だけ必要な場所に配置す

る商品供給連鎖の管理を向上させる必要がある。すなわちサ

プライチェーンマネジメントである。サプライチェーンの全

体最適化には、企業間の情報連携・情報共有が必要となる。

　本稿では、流通業界の状況から今後の流通業界全体のコス

ト削減、業務効率化を支援する為の、ひとつの答えを提示する。

目指すべき仕組みは壮大なものであるが、そこに向けた最初

の一歩としたい。

千手ログ

2.1  流通業界の構造
　海外とくらべると、日本の流通業界の構造は商品をメーカー

が製造し、複数の卸を介し、小売を経て消費者に提供される多

重構造になっている。多重構造により、非効率性の要因になっ

ていると考えられる。一方で日本の多様なニーズに対応する為

に、配送リードタイム、品揃えの幅や、カタログの作成・販売

方法の提案など、きめ細かいサービスを提供できる機能を持っ

ている。

2.2  流通業界の課題
　小売業では、品質・価格に対しても高い要求が求められ、消

費者ニーズが多様化し、購買動向も変化していくので、システ

ムも柔軟な対応が求められる。安さを追求するだけではなく、

個々の顧客や店舗のある地域の購買特性にマッチした品揃えと

価格設定が求められ、企業間の競争が激しくなっている。その

ため、業務効率化など、コスト削減要因への対処を行い、収益

力を高めることが求められている。

　卸売業では、巨大化する小売の購買能力が強くなっており、

卸売企業も合併、業務提携により、豊富な品揃えや、より優れ

たITシステム・物流機能を持ち、メーカーから低コストで調達

できる購買能力を持つ必要性に迫られている。

　メーカーでは、国民生活が豊かになり、購買動向が多様でモ

ノが売れなくなり、売れ筋や消費者の好みに関する情報を直に

得るなど、良い売り場を確保する為に小売業者、卸売業者との

連携をより深め、様々な情報を集める必要がある。

　業界全体では、消費者に対して安全な食品を提供する為に、

産地情報、生産者情報、トレーサビリティなどの情報提供が求

められており、こうした社会的要求にはサプライチェーン全体

で対応する必要がある。このような状況において、「製（メー

カー）・配（卸売）・販（小売）の流通三層」（以下、流通三層）

は各企業で業務効率化、企業間の情報共有化の課題を解決しよ

うと努力してきた。しかし、企業内や、直接の取引先の部分最

適が先行し、流通三層間全体のサプライチェーンの最適化を阻

害していた。もはや個別企業の努力による更なる効率化、高度

化は困難なのである。

2.3  流通BMSの登場
　サプライチェーン全体最適化の為に、流通ビジネスメッセージ

標準（以下、流通BMS（Business Message Standards））

が平成１８年度から３カ年で経済産業省の流通システム標準化

事業の中で検討・策定された。流通BMSは、消費財流通業界

で唯一の標準と流通三層のビジネスプロセスをシームレスに接

続することによる業務の効率化を目標にしている［１］［２］。

流通BMSは、メッセージ（電子取引文書）と通信プロトコル/

セキュリティに関する次世代のEDI（1）の標準仕様である。通信

基盤はインターネット、データ表現形式は柔軟性・拡張性に優

れているXML（2）を採用し、データフォーマットや業務プロセ

スについても標準化され、今後サプライチェーン全体で業務の

効率化が図れると期待されている。メッセージは、受発注だけ

でなく、請求、支払まで対応している。流通業界の複数の業界

でも対応され始めている。大手企業を中心に採用が進みつつあ

り、流通BMSに対応する為に、システム改修コストもかかる

ことなど障壁もありながら、徐々に普及していくものと考えら

れる。

図２  流通業界向け企業間BPF構想

図１　従来の企業間のデータ連携構造

図３  プロトタイプのアーキテクチャ

図４  シームレスな企業間連携 図６  動的な呼び出し先業務プロセスの切り替え

図５  内部連携と外部連携

表2　プラットフォーム要件と解決策
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5. おわりに
　当社は、日用品・化粧品業界の共通インフラを提供してい

る企業をITシステムの面から支援を行うなど、アウトソーシン

グサービス、ネットワークサービスを、長年に渡り提供して

いる。１９８５年に日本初の業界VAN（8）を開始し、以降その運営

ノウハウを蓄積、２００５年よりB2B-ix事業を推進 [３]、B2B=企

業間、ix=Internet eXchange（インターネットによる相互

接続）、つまり「企業と企業をインターネットによってつなぐ」

ことを実現、実用化へと踏み出してきた。

　今後は、企業間連携のステージを上げるべく、EDIのデータ

交換から、流通BMSによる標準化されたフォーマットやプロ

セスを用いた業務プロセスの連携へ推し進めていき、企業間

BPFのITと人のアウトソーシングにより、サプライチェーン

の全体最適化に寄与するIT活用を推進していく。

　本稿で紹介した内容は、まだ取り組み過程であるが、今後

さらなるブラッシュアップを行い、よりよいサービスを提供

していく予定である。
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3.1  従来の流通業界のシステム構造
　従来の流通三層の企業間のデータ連携(図1)は、小売の

EOS（3）/ EDI /電話やFAXが中心である。業務メッセージの連

携は、一定期間、一定量のデータを集め、まとめて一括処理を

行う方式である。流通業界は、小売からメーカーまで多重構造

を持つ仕組みの為、企業間をまたがるデータ連携に要する時間

が多くかかっている。また卸や小売は、メーカーが新商品を発

売するたびに、自社の情報システムに合わせた独自の商品マス

タを登録するなど非効率な業務対応が発生している。

3.2  企業間ビジネスプラットフォーム構想
　流通BMSやその他の標準化事業で流通業界の業務プロセス

が標準化・均一化されることにより、従来の企業間のデータ連

携・情報連携の非効率が解消される。またプロセス標準化によ

り、システムを所有することからシステムをサービス利用する

ことや、アウトソーシングを利用する流れが加速する。それに

対する当社のひとつの答えとして、サプライチェーン全体最適

化の為に、流通BMSを採用した流通業界向け企業間BPFを提

供する。

　企業間ビジネスプラットフォーム（以下、企業間BPF）構

想は、ITの基盤となる企業間BPFと、人による業務運用支援

を行う。図２に流通業界向け企業間BPF構想を示す。

 3.3  企業間BPFの特徴
　企業間BPFは、複数の企業間で利用するシステムであり、

サプライチェーンの企業間をまたがったビジネスプロセスを連

携する機能を有する。各サプライチェーングループ単位に、標

準化された技術を利用し、販売管理などの基幹業務サービス、

商品マスタの同期化サービス、トレーサビリティサービスなど

の流通業界のビジネスを包括的にカバーするサービスである。

サプライチェーングループとは、商社を中心としたグループや、

プライベートブランドを供給するグループなど、流通三層の連

携が非常に強い企業グループを想定している。

　企業間のデータ連携フォーマットには、XML構造である流

通BMSを採用し、企業間のビジネスプロセス連携をシームレ

スかつリアルタイムで実現する。リアルタイムで連携すること

により、リードタイムの短縮化を図ることができる。

　販売管理などの基幹業務サービスには、共通性の高い業務モ

ジュールをサービス化して提供することにより、業務処理、サー

ビスの重複を排除して集約し、標準化することによるサプライ

チェーン全体コストの低減、業務の効率化を進め、さらに資源

の集中化、サービスの専門化によるサービスレベルの向上を行

うことができる。

　サプライチェーングループ内では業務プロセスが連動するこ

とにより、データの二重入力等の業務重複を無くすことができ

る。流通三層で商品マスタを同期させる商品マスタ同期サービ

スや、基幹業務サービスの企業間取引のプロセス連携がまさに

それである。しかし、すべてのシステムや機能が企業間BPF

側に移行するのではなく、各企業の個別ノウハウや企業競争力

となる機能（例：卸売業の物流機能）については、流通三層の

ユーザ企業側に残り、企業間BPF側の各種サービスと連携する。

　その他のサービスとして、サプライチェーングループ内を通

るトランザクションデータを元にトレーサビリティや、電子デー

タ保存などの運用負荷の高い煩雑な業務を付加価値の高いサー

ビスとして提供する。

　サプライチェーングループで共通化できる業務運用は運用セン

ターにて集中管理する。サプライチェーン全体を管理すること

により、共通のデータを用いて業務処理を進めることができ、

商品マスタ登録代行、請求書発行代行、受注代行等の人的リソー

スのアウトソーシングを行う。つまりBPO（Business Pro-

cess Outsourcing）である。お客さまは高度な運用ノウハ

ウや既存設備を持つ外部に委託することにより、運用コストの

削減と質の高いサービスを享受でき、本来行うべき中核業務へ

リソースを集中することが可能となる。

　流通BMSをはじめとする標準化は、システム改修コストを

負担できる大手企業だけが対応するのではなく、中小企業にも

低価格で容易に対応できるサービス・基盤が必要である。その

ため、企業間BPFは安価なサービス型での提供とし、ユーザ

企業は必要なサービスを選択して利用できるようにする。
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表1　各レイヤの概要

レイヤ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　概要

Client層

Web Front層

Integration層

Service層

Data層
・マルチテナントの業務データ、システムデータを管理するレイヤ
・XMLDB（7）とRDBをハイブリットに使えるデータベースを使用
・流通BMSやメタデータをXMLDBで、その他の業務データはRDBで管理 

・ユーザ企業がプラットフォームを活用するレイヤ
・クライアントはインターネットブラウザと、ユーザ企業が保有するシステム（以下、外部システム）

・業務プロセスにユーザインターフェースを組み合わせた機能をClient層に提供するレイヤ
・Webアプリケーション画面とSOAPによるWeb API（4）を提供

・業務プロセスを組み合わせたビジネスフローの実行制御を行うレイヤ
・対象の業務プロセスはService層のWebサービスと外部システム
・ビジネスフローの実行制御にはWS-BPEL（5）を使用
・Webサービスや外部システムとの接続やメッセージ変換などのメディエーション処理はESB（6）で実行

・業務プロセスをWebサービス化して提供するレイヤ
・インターフェースにはSOAPを使用

4.2  プラットフォームプロトタイプの特徴
　開発したプラットフォームの特徴は以下の３点である。

(１)シームレスに連携できる

　　　流通三層全ての企業を1つのプラットフォームで管理す

　　ることで、流通三層間の業務プロセス連携がシームレス

　　に行える（図４）。これは、提供するWebサービス化した

　　業務プロセスをビジネスフローで柔軟に組み合わせて、

　　企業間の業務プロセス間連携を実行させることで実現し

　　ている。また、この業務プロセス間連携はプラットフォー

　　ム内部間（内部連携）だけではなく、外部システムの業

　　務プロセスとの相互連携（外部連携）も行えるインターフェー

　　スを提供している（図５）。

　　　業務プロセス連携がシームレスになることで以下のよ

　　うなメリットがある。

　　● 企業間の情報連携や業務連携がリアルタイムにスムーズ

　　　に行えるようになる。

　　● ユーザ企業内の業務システム全体が相互に連携できるよ

　　　うになる。

　　● 流通三層を横断したビジネスフローが可視化され、ビジ

　　　ネスフローのモニタリングやトランザクションの追跡が 

　　　可能になり、サプライチェーンマネジメントによる全体

　　　最適化が実現できる。

(２)柔軟にビジネスフローを拡張できる

　　　変化に強いシステムを構築できるSOAの開発手法を採

　　用し、ユーザ企業や社会に発生する様々な変化に柔軟に

　　対応できるようしている。SOAは、アプリケーションを

　　　業務の粒度に分解しそれを組み合わせることで変化に強

　　　いトータルシステムを構成するものであり、SaaSシス

　　　テムであっても拡張性や柔軟性のメリットをもたらすこ

　　　とができる。プロトタイプでは２つのタイプの業務

　　　プロセス（Service層提供の業務プロセスと外部システム）

　　　を提供し、業務プロセスを組み合わせたビジネスフローを

　　　 Integration層において実行制御させている。また、ビジ

　　　ネスフローが呼び出す業務プロセスを動的に切り替えら

　　　れるようにしており（図６）、共通のビジネスフローを

　　複数ユーザ企業で共有しながら以下のようなことが実現で

　　きる。

　　● SaaSの特徴の一つであるユーザ企業毎のカスタマイズ

　　　を業務プロセスの組み替えレベルまで拡張できる。

　　● ビジネスフロー内の処理でテナント毎に別の業務プロセス

　　　を呼び出すことができる。

　　● システムを停止することなく新しく追加した業務プロセス

　　　をビジネスフローから呼び出したり、呼び出す業務プロ

　　　セスを変更することができる。

(３)データの拡張に迅速に対応できる

　　　各レイヤのメッセージ交換を流通BMSなどのXML形式

　　で行い、データ管理もXML形式でXMLDBに格納している。

　　XMLは「階層構造を持ったデータ」「データ項目の数や

　　型不確定なデータ」などの複雑なデータを表現することが

　　できるという特性によって、メッセージの項目の追加や、

　　データ構造の変更に柔軟に対応することができる。しかし、

　　メッセージ交換で変化に柔軟なXMLを利用してもそれを

　　RDBに格納した場合には、メッセージ構造に変化が発生

　　する場合にスキーマの再設計が必要になるなど、XMLを

　　利用するメリットが半減してしまう。XMLDBはメッセー

　　ジ構造の異なるXMLをスキーマの変更なしに格納するこ

　　とができる為に、メッセージの変化にも柔軟に対応できる。

　　これにより、ユーザ企業のビジネスや業界標準仕様の変

　　化に伴うビジネスデータの変化や、ユーザ企業毎に入る

　　データ項目のカスタマイズにも素早く対応することがで

　　きる。

4.3  プラットフォーム要件とその解決策
　企業間ビジネスプラットフォームサービス構想のビジネス

モデルを実現に向けて、我々は、プラットフォームに必要な

要件に「業務効率化」「コスト削減」「変化への柔軟な対応」

「セキュリティの確保」「システム連携」「カスタマイズ」の

６つを設定している。今回開発したプロトタイプでは、それ

ぞれの要件を表2に示すような形で実現している。

要件      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　解決策

業務効率化

コスト削減

変化への柔軟な対応

セキュリティの確保

システム連携

カスタマイズ

・流通三層全ての企業の業務を1つのプラットフォームで管理して、業務プロセス連携をシームレスに行う。
・流通三層で共通に使用する商品マスタを、プラットフォームで一元管理して、リアルタイムなデータ同期を可能
にする。

・シングルインスタンスマルチテナントのアーキテクチャにして、ユーザ企業個別に必要だったリソースの初期投
資や、運用管理の人件費を削減する。
・低額な月額利用料によりSaaSサービスを提供する。

・Webサービス化した業務プロセスをWS-BPELで柔軟に組み合わせてビジネスフローを処理する。
・呼び出し先業務プロセスの動的切り替えをして、システムを停止することなくビジネスフローの拡張を可能に
する。
・メッセージ交換を変化に柔軟なXML形式にし、XMLDBに格納管理する。

・共通のデータベース内でユーザ企業毎にスキーマを定義するセパレートスキーマ方式を採用し、各ユーザ企
業のデータをデータレベルで完全に分離した形で管理する。

・プラットフォームと外部システム間の相互連携を可能にするインターフェースを提供する。
・外部システムからの業務プロセスやビジネスフローの呼び出しには認証を行う。

・ユーザ企業が必要な機能を選択して利用できるように、機能にアクセス権限を設定してアクセス制御を行う。
・ユーザ企業毎のデータ項目をカスタマイズする。

ミドルウェア

DBスキーマ

（4）API (Application Programming Interface)：アプリケーションを利用するための手続きを定めた規約
（5）WS-BPEL (Web Services Business Process Execution Language)：複数のWebサービスを組み合わせたビジネスプロセスを定義するためのXMLベースの言語
（6）ESB (Enterprise Service Bus)：Webサービスなどとのやり取りを仲介し、プロトコル変換やメッセージ変換の機能を提供するバス
（7）XMLDB (XML Database)：XMLを扱うための機能を持つデータベース

（8）VAN（Value Added Network）：付加価値通信網
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（販売管理）
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4. 企業間BPF構想の実現に向けた取り組み
4.1  プラットフォームプロトタイプの構築
　我々は、企業間BPF構想の実現に向けて、構想のIT基盤（以

下、プラットフォーム）に、シングルインスタンスマルチテナントの

SaaS(Software as a Service)システムにSOA(Service 

Oriented Architecture)の概念を取り入れたアーキテクチャ

を採用することを検討している。シングルインスタンスマル

チテナントとは、サーバ内に一つだけアプリケーションを立

ち上げ（シングルインスタンス）、そこで複数のユーザ企業（マ

ルチテナント）を管理するアーキテクチャであり、複数のユー

ザ企業でシステムやリソースを共有することができる。また、

SOAの概念を取り入れてシステム構築することで、SaaSシ

ステムを柔軟に拡張することができるようにしている。

　現在はプラットフォームのプロトタイプ（以下、プロトタ

イプ）を開発してその有効性を評価している。開発したプロ

トタイプのアーキテクチャを図３と表１に示す。
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1.  はじめに 2.  流通業界を取り巻く状況と課題

概要
　我が国の流通業界の効率化と高度化、すなわちサプライチェーン全体最適化の実現の為に経済産業省、流通

業界を中心に標準化事業が行われている。標準化の検討も踏まえ、当社の考える企業間ビジネスにおけるサプラ

イチェーン全体最適化のひとつの解決策をここに提示する。

　現在の流通業界の課題を述べ、解決に向けてのソリューションである流通業界向け企業間ビジネスプラットフォーム

構想とそれに向けた取り組みについて考察する。

特
集

特
集

特
集

（1）EDI (Electronic Data Interchange)：企業間の電子データ交換
（2）XML (eXtensible Markup Language)：拡張可能なマーク付け言語、タグと呼ばれるマークを使用して文書構造を記述
（3）EOS (Electronic Ordering System)：オンライン発注システム

3. 流通業界向け企業間ビジネス
　 プラットフォーム構想

　流通業界全体の今後の情報システム施策として、メーカー

から最終消費者に至るプロセス全体を通じた商品供給の情報

を管理し、企業間の情報を相互に共有・管理することで、需

要の変化を早く受け取り、必要な数だけ必要な場所に配置す

る商品供給連鎖の管理を向上させる必要がある。すなわちサ

プライチェーンマネジメントである。サプライチェーンの全

体最適化には、企業間の情報連携・情報共有が必要となる。

　本稿では、流通業界の状況から今後の流通業界全体のコス

ト削減、業務効率化を支援する為の、ひとつの答えを提示する。

目指すべき仕組みは壮大なものであるが、そこに向けた最初

の一歩としたい。

千手ログ

2.1  流通業界の構造
　海外とくらべると、日本の流通業界の構造は商品をメーカー

が製造し、複数の卸を介し、小売を経て消費者に提供される多

重構造になっている。多重構造により、非効率性の要因になっ

ていると考えられる。一方で日本の多様なニーズに対応する為

に、配送リードタイム、品揃えの幅や、カタログの作成・販売

方法の提案など、きめ細かいサービスを提供できる機能を持っ

ている。

2.2  流通業界の課題
　小売業では、品質・価格に対しても高い要求が求められ、消

費者ニーズが多様化し、購買動向も変化していくので、システ

ムも柔軟な対応が求められる。安さを追求するだけではなく、

個々の顧客や店舗のある地域の購買特性にマッチした品揃えと

価格設定が求められ、企業間の競争が激しくなっている。その

ため、業務効率化など、コスト削減要因への対処を行い、収益

力を高めることが求められている。

　卸売業では、巨大化する小売の購買能力が強くなっており、

卸売企業も合併、業務提携により、豊富な品揃えや、より優れ

たITシステム・物流機能を持ち、メーカーから低コストで調達

できる購買能力を持つ必要性に迫られている。

　メーカーでは、国民生活が豊かになり、購買動向が多様でモ

ノが売れなくなり、売れ筋や消費者の好みに関する情報を直に

得るなど、良い売り場を確保する為に小売業者、卸売業者との

連携をより深め、様々な情報を集める必要がある。

　業界全体では、消費者に対して安全な食品を提供する為に、

産地情報、生産者情報、トレーサビリティなどの情報提供が求

められており、こうした社会的要求にはサプライチェーン全体

で対応する必要がある。このような状況において、「製（メー

カー）・配（卸売）・販（小売）の流通三層」（以下、流通三層）

は各企業で業務効率化、企業間の情報共有化の課題を解決しよ

うと努力してきた。しかし、企業内や、直接の取引先の部分最

適が先行し、流通三層間全体のサプライチェーンの最適化を阻

害していた。もはや個別企業の努力による更なる効率化、高度

化は困難なのである。

2.3  流通BMSの登場
　サプライチェーン全体最適化の為に、流通ビジネスメッセージ

標準（以下、流通BMS（Business Message Standards））

が平成１８年度から３カ年で経済産業省の流通システム標準化

事業の中で検討・策定された。流通BMSは、消費財流通業界

で唯一の標準と流通三層のビジネスプロセスをシームレスに接

続することによる業務の効率化を目標にしている［１］［２］。

流通BMSは、メッセージ（電子取引文書）と通信プロトコル/

セキュリティに関する次世代のEDI（1）の標準仕様である。通信

基盤はインターネット、データ表現形式は柔軟性・拡張性に優

れているXML（2）を採用し、データフォーマットや業務プロセ

スについても標準化され、今後サプライチェーン全体で業務の

効率化が図れると期待されている。メッセージは、受発注だけ

でなく、請求、支払まで対応している。流通業界の複数の業界

でも対応され始めている。大手企業を中心に採用が進みつつあ

り、流通BMSに対応する為に、システム改修コストもかかる

ことなど障壁もありながら、徐々に普及していくものと考えら

れる。

図２  流通業界向け企業間BPF構想

図１　従来の企業間のデータ連携構造

図３  プロトタイプのアーキテクチャ

図４  シームレスな企業間連携 図６  動的な呼び出し先業務プロセスの切り替え

図５  内部連携と外部連携

表2　プラットフォーム要件と解決策
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5. おわりに
　当社は、日用品・化粧品業界の共通インフラを提供してい

る企業をITシステムの面から支援を行うなど、アウトソーシン

グサービス、ネットワークサービスを、長年に渡り提供して

いる。１９８５年に日本初の業界VAN（8）を開始し、以降その運営

ノウハウを蓄積、２００５年よりB2B-ix事業を推進 [３]、B2B=企

業間、ix=Internet eXchange（インターネットによる相互

接続）、つまり「企業と企業をインターネットによってつなぐ」

ことを実現、実用化へと踏み出してきた。

　今後は、企業間連携のステージを上げるべく、EDIのデータ

交換から、流通BMSによる標準化されたフォーマットやプロ

セスを用いた業務プロセスの連携へ推し進めていき、企業間

BPFのITと人のアウトソーシングにより、サプライチェーン

の全体最適化に寄与するIT活用を推進していく。

　本稿で紹介した内容は、まだ取り組み過程であるが、今後

さらなるブラッシュアップを行い、よりよいサービスを提供

していく予定である。

HASHIMOTO Yoshifumi

橋本　好史 

● 株式会社インテックシステム研究所
● SOA、SaaS関係の研究開発に従事
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3.1  従来の流通業界のシステム構造
　従来の流通三層の企業間のデータ連携(図1)は、小売の

EOS（3）/ EDI /電話やFAXが中心である。業務メッセージの連

携は、一定期間、一定量のデータを集め、まとめて一括処理を

行う方式である。流通業界は、小売からメーカーまで多重構造

を持つ仕組みの為、企業間をまたがるデータ連携に要する時間

が多くかかっている。また卸や小売は、メーカーが新商品を発

売するたびに、自社の情報システムに合わせた独自の商品マス

タを登録するなど非効率な業務対応が発生している。

3.2  企業間ビジネスプラットフォーム構想
　流通BMSやその他の標準化事業で流通業界の業務プロセス

が標準化・均一化されることにより、従来の企業間のデータ連

携・情報連携の非効率が解消される。またプロセス標準化によ

り、システムを所有することからシステムをサービス利用する

ことや、アウトソーシングを利用する流れが加速する。それに

対する当社のひとつの答えとして、サプライチェーン全体最適

化の為に、流通BMSを採用した流通業界向け企業間BPFを提

供する。

　企業間ビジネスプラットフォーム（以下、企業間BPF）構

想は、ITの基盤となる企業間BPFと、人による業務運用支援

を行う。図２に流通業界向け企業間BPF構想を示す。

 3.3  企業間BPFの特徴
　企業間BPFは、複数の企業間で利用するシステムであり、

サプライチェーンの企業間をまたがったビジネスプロセスを連

携する機能を有する。各サプライチェーングループ単位に、標

準化された技術を利用し、販売管理などの基幹業務サービス、

商品マスタの同期化サービス、トレーサビリティサービスなど

の流通業界のビジネスを包括的にカバーするサービスである。

サプライチェーングループとは、商社を中心としたグループや、

プライベートブランドを供給するグループなど、流通三層の連

携が非常に強い企業グループを想定している。

　企業間のデータ連携フォーマットには、XML構造である流

通BMSを採用し、企業間のビジネスプロセス連携をシームレ

スかつリアルタイムで実現する。リアルタイムで連携すること

により、リードタイムの短縮化を図ることができる。

　販売管理などの基幹業務サービスには、共通性の高い業務モ

ジュールをサービス化して提供することにより、業務処理、サー

ビスの重複を排除して集約し、標準化することによるサプライ

チェーン全体コストの低減、業務の効率化を進め、さらに資源

の集中化、サービスの専門化によるサービスレベルの向上を行

うことができる。

　サプライチェーングループ内では業務プロセスが連動するこ

とにより、データの二重入力等の業務重複を無くすことができ

る。流通三層で商品マスタを同期させる商品マスタ同期サービ

スや、基幹業務サービスの企業間取引のプロセス連携がまさに

それである。しかし、すべてのシステムや機能が企業間BPF

側に移行するのではなく、各企業の個別ノウハウや企業競争力

となる機能（例：卸売業の物流機能）については、流通三層の

ユーザ企業側に残り、企業間BPF側の各種サービスと連携する。

　その他のサービスとして、サプライチェーングループ内を通

るトランザクションデータを元にトレーサビリティや、電子デー

タ保存などの運用負荷の高い煩雑な業務を付加価値の高いサー

ビスとして提供する。

　サプライチェーングループで共通化できる業務運用は運用セン

ターにて集中管理する。サプライチェーン全体を管理すること

により、共通のデータを用いて業務処理を進めることができ、

商品マスタ登録代行、請求書発行代行、受注代行等の人的リソー

スのアウトソーシングを行う。つまりBPO（Business Pro-

cess Outsourcing）である。お客さまは高度な運用ノウハ

ウや既存設備を持つ外部に委託することにより、運用コストの

削減と質の高いサービスを享受でき、本来行うべき中核業務へ

リソースを集中することが可能となる。

　流通BMSをはじめとする標準化は、システム改修コストを

負担できる大手企業だけが対応するのではなく、中小企業にも

低価格で容易に対応できるサービス・基盤が必要である。その

ため、企業間BPFは安価なサービス型での提供とし、ユーザ

企業は必要なサービスを選択して利用できるようにする。
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ロール
リソース

組織
カスタマイズ

外部サービス呼出

商品マスタ 商品マスタ 商品マスタ

在庫管理 在庫管理 在庫管理

発注

入荷

支払

発注

入荷

支払

発注

入荷

支払

受注

出荷

請求

受注

出荷

請求

卸テナント メーカーテナント小売テナント

発注システム
（外部システム）

在庫管理システム
（外部システム）

呼び出し

呼び出し

外部連携
（認証で利用可能になるWeb API）

呼び出し

呼び出し

外部連携
（ビジネスフローからの呼び出し）

ビジネスフローの処理

業務プロセス

ビジネスフローA

ビジネスフローB

受注受付

在庫確認

受注登録

出荷依頼

内部連携

内部連携

出荷受付

…

…

受注登録

業務プロセス

プラットフォーム

ビジネスフローの処理

業務プロセス

業務メッセージ

受注受付

在庫確認

…

ビジネスフロー

受注受付

在庫確認

…

呼び出し

呼び出し

B

ビジネスフロー

A企業用在庫確認 A企業用在庫確認

B企業用在庫確認

メッセージのメタデータから呼び出す
業務プロセスを動的に切り替える

業務プロセスの新規追加は
Webサービスリポジトリに登録

Webサービス
リポジトリ

Webサービス
リポジトリ

新規追加

A

表1　各レイヤの概要

レイヤ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　概要

Client層

Web Front層

Integration層

Service層

Data層
・マルチテナントの業務データ、システムデータを管理するレイヤ
・XMLDB（7）とRDBをハイブリットに使えるデータベースを使用
・流通BMSやメタデータをXMLDBで、その他の業務データはRDBで管理 

・ユーザ企業がプラットフォームを活用するレイヤ
・クライアントはインターネットブラウザと、ユーザ企業が保有するシステム（以下、外部システム）

・業務プロセスにユーザインターフェースを組み合わせた機能をClient層に提供するレイヤ
・Webアプリケーション画面とSOAPによるWeb API（4）を提供

・業務プロセスを組み合わせたビジネスフローの実行制御を行うレイヤ
・対象の業務プロセスはService層のWebサービスと外部システム
・ビジネスフローの実行制御にはWS-BPEL（5）を使用
・Webサービスや外部システムとの接続やメッセージ変換などのメディエーション処理はESB（6）で実行

・業務プロセスをWebサービス化して提供するレイヤ
・インターフェースにはSOAPを使用

4.2  プラットフォームプロトタイプの特徴
　開発したプラットフォームの特徴は以下の３点である。

(１)シームレスに連携できる

　　　流通三層全ての企業を1つのプラットフォームで管理す

　　ることで、流通三層間の業務プロセス連携がシームレス

　　に行える（図４）。これは、提供するWebサービス化した

　　業務プロセスをビジネスフローで柔軟に組み合わせて、

　　企業間の業務プロセス間連携を実行させることで実現し

　　ている。また、この業務プロセス間連携はプラットフォー

　　ム内部間（内部連携）だけではなく、外部システムの業

　　務プロセスとの相互連携（外部連携）も行えるインターフェー

　　スを提供している（図５）。

　　　業務プロセス連携がシームレスになることで以下のよ

　　うなメリットがある。

　　● 企業間の情報連携や業務連携がリアルタイムにスムーズ

　　　に行えるようになる。

　　● ユーザ企業内の業務システム全体が相互に連携できるよ

　　　うになる。

　　● 流通三層を横断したビジネスフローが可視化され、ビジ

　　　ネスフローのモニタリングやトランザクションの追跡が 

　　　可能になり、サプライチェーンマネジメントによる全体

　　　最適化が実現できる。

(２)柔軟にビジネスフローを拡張できる

　　　変化に強いシステムを構築できるSOAの開発手法を採

　　用し、ユーザ企業や社会に発生する様々な変化に柔軟に

　　対応できるようしている。SOAは、アプリケーションを

　　　業務の粒度に分解しそれを組み合わせることで変化に強

　　　いトータルシステムを構成するものであり、SaaSシス

　　　テムであっても拡張性や柔軟性のメリットをもたらすこ

　　　とができる。プロトタイプでは２つのタイプの業務

　　　プロセス（Service層提供の業務プロセスと外部システム）

　　　を提供し、業務プロセスを組み合わせたビジネスフローを

　　　 Integration層において実行制御させている。また、ビジ

　　　ネスフローが呼び出す業務プロセスを動的に切り替えら

　　　れるようにしており（図６）、共通のビジネスフローを

　　複数ユーザ企業で共有しながら以下のようなことが実現で

　　きる。

　　● SaaSの特徴の一つであるユーザ企業毎のカスタマイズ

　　　を業務プロセスの組み替えレベルまで拡張できる。

　　● ビジネスフロー内の処理でテナント毎に別の業務プロセス

　　　を呼び出すことができる。

　　● システムを停止することなく新しく追加した業務プロセス

　　　をビジネスフローから呼び出したり、呼び出す業務プロ

　　　セスを変更することができる。

(３)データの拡張に迅速に対応できる

　　　各レイヤのメッセージ交換を流通BMSなどのXML形式

　　で行い、データ管理もXML形式でXMLDBに格納している。

　　XMLは「階層構造を持ったデータ」「データ項目の数や

　　型不確定なデータ」などの複雑なデータを表現することが

　　できるという特性によって、メッセージの項目の追加や、

　　データ構造の変更に柔軟に対応することができる。しかし、

　　メッセージ交換で変化に柔軟なXMLを利用してもそれを

　　RDBに格納した場合には、メッセージ構造に変化が発生

　　する場合にスキーマの再設計が必要になるなど、XMLを

　　利用するメリットが半減してしまう。XMLDBはメッセー

　　ジ構造の異なるXMLをスキーマの変更なしに格納するこ

　　とができる為に、メッセージの変化にも柔軟に対応できる。

　　これにより、ユーザ企業のビジネスや業界標準仕様の変

　　化に伴うビジネスデータの変化や、ユーザ企業毎に入る

　　データ項目のカスタマイズにも素早く対応することがで

　　きる。

4.3  プラットフォーム要件とその解決策
　企業間ビジネスプラットフォームサービス構想のビジネス

モデルを実現に向けて、我々は、プラットフォームに必要な

要件に「業務効率化」「コスト削減」「変化への柔軟な対応」

「セキュリティの確保」「システム連携」「カスタマイズ」の

６つを設定している。今回開発したプロトタイプでは、それ

ぞれの要件を表2に示すような形で実現している。

要件      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　解決策

業務効率化

コスト削減

変化への柔軟な対応

セキュリティの確保

システム連携

カスタマイズ

・流通三層全ての企業の業務を1つのプラットフォームで管理して、業務プロセス連携をシームレスに行う。
・流通三層で共通に使用する商品マスタを、プラットフォームで一元管理して、リアルタイムなデータ同期を可能
にする。

・シングルインスタンスマルチテナントのアーキテクチャにして、ユーザ企業個別に必要だったリソースの初期投
資や、運用管理の人件費を削減する。
・低額な月額利用料によりSaaSサービスを提供する。

・Webサービス化した業務プロセスをWS-BPELで柔軟に組み合わせてビジネスフローを処理する。
・呼び出し先業務プロセスの動的切り替えをして、システムを停止することなくビジネスフローの拡張を可能に
する。
・メッセージ交換を変化に柔軟なXML形式にし、XMLDBに格納管理する。

・共通のデータベース内でユーザ企業毎にスキーマを定義するセパレートスキーマ方式を採用し、各ユーザ企
業のデータをデータレベルで完全に分離した形で管理する。

・プラットフォームと外部システム間の相互連携を可能にするインターフェースを提供する。
・外部システムからの業務プロセスやビジネスフローの呼び出しには認証を行う。

・ユーザ企業が必要な機能を選択して利用できるように、機能にアクセス権限を設定してアクセス制御を行う。
・ユーザ企業毎のデータ項目をカスタマイズする。

ミドルウェア

DBスキーマ

（4）API (Application Programming Interface)：アプリケーションを利用するための手続きを定めた規約
（5）WS-BPEL (Web Services Business Process Execution Language)：複数のWebサービスを組み合わせたビジネスプロセスを定義するためのXMLベースの言語
（6）ESB (Enterprise Service Bus)：Webサービスなどとのやり取りを仲介し、プロトコル変換やメッセージ変換の機能を提供するバス
（7）XMLDB (XML Database)：XMLを扱うための機能を持つデータベース

（8）VAN（Value Added Network）：付加価値通信網

基幹業務

（販売管理）

サービス

商品マスタ

同期サービス
商品マスタ 商品マスタ 商品マスタ

在庫管理 在庫管理 在庫管理

発注

入荷

支払

発注

入荷

支払

発注

入荷

支払

受注

出荷

請求

受注

出荷

請求

卸テナント メーカーテナント小売テナント

Web Front 層　　   Integration 層            Service 層                   Data 層

マスタ系
商品マスタ




