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概要
B２B（Business To Business）というキーワードはインターネットの普及期の中で電子商取引が消

費者を対象としたものが注目されていた頃に、B２C（Business to Consumer）との対比において企業

間取引を指すものとして登場した。昨今では企業間のサプライチェーン管理や電子調達システムが注目

を集めるように、電子データ交換という枠組みを超え、企業間連携を密にしたコラボレーションを指す

ようになってきている。

B２B-ix事業は、インテックが長年取り組んできたVAN（付加価値ネットワーク）の事業基盤を継承

し、今日的B２B環境を提供する事業である。

本稿では、B２B-ix事業とその環境を整理することで、今日的な企業間システム連携の現状とそれを

支える要素技術を概観する。

B2B-ix事業と技術概観
Overview of B2B-ix Business Plan and Technologies

石井　貞行
ISHII Sadayuki 

リティやベストエフォートであるインターネットの信頼性に対

する懸念から企業間商取引への適用例は多くはなかったが、セ

キュリティ技術やインターネット機器の高信頼化に向けた取組

みがあり、将来の通信インフラとしての期待が高まっていた。

インターネットが生む新しい事業環境が「ビジネスモデル」と

１９９０年代のインターネットの普及期に電子商取引

（EC:Electric Commerce）として注目されたのは、書籍のオ

ンライン販売などの消費者向けの事業であった。当時はセキュ

特集 1 B2Bインテグレーションサービス
インテックが取り組むB２B-ix事業とは、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」事業である。
インターネットは、オープンなデータ通信網であり、N:Nの企業間のデータ交換に適しており、１０年

来事業利用が求められてきた。特に企業間ではセキュリティに関する懸念や IT不況による投資抑制など
から実用が遅れている。しかし電子メールによる取引先との情報交換は既に電話、FAXを超えビジネス
の中心的コミュニケーション手段であるのは周知の事実であろう。
コンピュータ間の相互接続だけが、電子コミュニケーションではない。インテックはこれまでもパケッ

ト交換、電話サービス、VANサービスから IP-VPNまで様々なコミュニケーション手段を提供してきた。
インテックのB２B-ix事業は、インターネットの特性を活かし、人と人、コンピュータとコンピュータを
つなぐ事業である。
現在はセキュリティ技術、XML技術、Webサービスやオブジェクト指向技術の開発が進み、標準化が

進められるなど ITの基盤は整備されて来た。今回の特集では、B２B-ix事業の概要を通して、これらの技
術の動向と現状を示す。お客さまが今後ビジネスパートナとの更なる連携を検討する上でお役に立てれば
幸いである。

1. はじめに
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いう言葉を普及させ、消費者向け事業を「B２C（Business

to Consumer）」、企業間取引を「B２B（Business to

Business）」と呼び出したのもこの頃である。

同時期に企業情報システムにおいても新たなる変革が生じて

いた。ネットワークとクライアントサーバシステムによるオー

プン化、ダウンサイジング化、そして企業情報システムパッ

ケージの台頭である。それまで企業情報システムはコアコンピ

タンスを効率化するための手段であったが、企業活動のある側

面と捉え経営ツールとも言えるERP （企業資源計画）、SCM

（供給連鎖管理）、CRM （顧客関係管理） などの特徴的な

パッケージが登場した。これらを有効に活用し経営効率、収益

率を向上させている事例が出ている。

企業内の業務プロセスが密に連携していくに従い、受発注や

販売実績といった情報を交換していた企業間データ交換システ

ムは、企業間をプロセスレベルで連携する基盤と目されるよう

になり、B２BはB２Bi（Business to Business integration）

企業間統合システムを指すようになっている。

1.1 ビジネスパートナ間連携
一般にB２Bi の世界では取引先企業をパートナと呼ぶ。パー

トナ間で標準化されたビジネスメッセージの交換によってサプ

ライチェーンなどの管理を実現する。

図１にデル・コンピュータ社と対比したロゼッタネットにお

ける例を示す（１）。

デル・コンピュータ社のモデルは１社がパートナや消費者の

プロセスを統合する垂直統合型モデルである。それに対し、ロ

ゼッタネットのモデルは複数の会社が自立的に参加するサプラ

イチェーモデルである。ロゼッタネットでは、通信手順、デー

タフォーマット、ビジネスプロセスの標準を規定している。こ

れにより半導体～電子部品～PC流通の各業界をロゼッタネッ

ト標準によって結合し、サプライチェーンの実現とオペレー

ショナルコストの削減、ビジネススピードの向上を達成するこ

とを目標としている。

ここで注目すべき点は、データ交換によるシステム連携とい

うより、企業間のプロセス連携という視点が重要とされている

ことである。

1.2 データ交換とプロセス連携
B２Bi 標準が定義する通信手順、データフォーマットなどは

EDI 標準（Electronic Data Interchange）でも定義してい

た。では従来のデータ交換とプロセス連携との相違は何か。そ

れは、EDI がデータ交換手順だけを提供していたのに対し、

B２Bi は加えて企業内のプロセス管理のためのフレームワーク

を提供している点が大きな相違である。企業間プロセス連携を

図２に示す。

B２Bi 標準はA社の情報システムのように企業内のワークフ

ローを管理するシステムの存在によって初めて意味を持つ。企

業内のワークフロー管理を実現し、効率化を果たした企業にとっ

図１　ロゼッタネットとは
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ても取引先企業のプロセスは管理不能な領域である。そこで

発注と納期によってしか管理できなかったビジネスパートナ

のアクティビティを自社の管理システムに組み込むことを可

能にするのがプロセス連携であり企業間コラボレーションと

呼ばれるものである。

従来、ビジネスプロセスとは、企業内のワークフローを指

していた。ロゼッタネットなどに見られるパブリックなビジ

ネスプロセスとは、企業間のプロセスであり、規定している

内容は、メッセージ受信確認の返信、メッセージ内にある

「発注」に対応する「納期通知」の返信を「一定期間内に行う

こと」などが定義されている。

「メッセージ受信確認の返信」の受信により企業内のワーク

フローは、発注完了というステータスに変わり、「納期通知」

によって、次工程のスケジューリングが可能となる。これら

を企業内のプライベートプロセス管理システムへの入力とする

ことで、一社のワークフロー管理によって企業間ワークフロー

管理すなわちサプライチェーンの管理が実現されることにな

る。

次に企業間連携の例として、米国の業界団体であるVICS

（米国流通標準化機構:Voluntary Interindustry Commerce

Standards Associat ion） が 推 進 している CPFR

（Collaborative Planning Forecasting and Replenishment）

について述べる。

CPFRとは、小売業と製造メーカが協業し、予測データ交換

することによる商品計画、需要計画、在庫補充を行なうプロセ

スであり、企業間のコラボレーションの一つである。

ロゼッタネットなどと同様にインターネットを介したXML

データの交換を規定している。

このようにプロセス連携は、直接的な購買やそれに付帯する

情報交換だけでなく事業計画の分野まで拡大している。

これまでは定型化されている業務のコラボレーションを見て

きた。企業間連携には非定型の連携もあり、これを含め

トータルに企業間連携を支援するインテックのB２B-ix事業に

ついて次に見ていく。

B２B-ix事業基盤を図３に示す。①非定型な商談などのプロ

セスを支援するコラボレーション基盤、②業界特有な業務プロ

2. B2B-ix基盤

図３　B２B-ix事業基盤
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図２　企業間プロセス連携
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新たな標準やビジネスモデルへの対応は事業を維持、拡大す

るために必要であるが、そのための情報システムや業務プロセ

スの変更は容易ではない。B２B基盤によって従来の情報シス

テムと新たな技術標準の連携を支援し、業種、業務毎のプロセ

スの展開をお客様とともに築くのがアプリケーションサービス

基盤ソリューションである。

2.3 B2B基盤ソリューション
B２B基盤ソリューションは、前述のB２Bi と呼ばれる企業情

報システム間を標準ならびに特定企業間の取り決めによるビジ

ネスメッセージとビジネスプロセスの仲介機能を提供する。主

として、ロゼッタネット、ebXML、EDIINT AS２といった標

準プロトコルおよび、HTTP/HTTPS上で企業間が独自に定

義したビジネスメッセージの交換を可能とするソリューション

である。

昨今の時流に応じ、XMLメッセージの処理、セキュリティ

管理といった機能に加え、企業情報システムとの連携のための

フォーマット変換やコード変換、またFTPやデータベース連

携機能により企業情報システムを直接的にビジネスパートナと

接続するシステム基盤である。

このB２B基盤を用いて異なるグローバル標準の相互変換や

レガシーシステムと接続する既存VANとの連携が実現される。

従来のEDI 標準で規定されていなかったパブリックなビジネ

スプロセスに関わる情報の交換、運営を代行するB２Bサービ

スによって相互変換する。

セスを実装するアプリケーションサービス基盤、③標準化され

たビジネスメッセージとパブリックプロセスを実行する

B２B基盤の３つのインフラストラクチャによって構成されてい

る。

これらの基盤を活用し、お客さま、業界が望む機能を時流に

沿ってシステムを構築していく。多面的なソリューションによ

り、技術標準導入にありがちな技術格差による障壁を緩和し、

企業間を「つなぐ」のがB２B-ixのテーマである。

2.1 コラボレーション基盤ソリューション
コラボレーション基盤は、インターネットを介した「人と人」

とのWebコミュニケーション基盤である。商談、提案の

フェーズは非常に動的であり定型化されていない情報の交換が

頻繁に行われている。情報が定型化されていないため、受発注

システムのような標準化を導入することは容易ではない。しか

しビジネスツールはPCであり、インターネットであり、実際

に情報の電子化は行われている。電話や会議と同じように電子

データをメールに添付しているのが現状である。

電子的コラボレーションを阻害している要因の一つはイン

ターネット上に自由度が高く、安心感のあるコミュニケーショ

ン手段が電子メールしか存在しないことである。コラボレー

ション基盤は、イントラネットシステムのように自由度が高く、

セキュリティを確保し、容易にコンテンツの管理が可能な

Webシステムによって提供される。

当社はオブジェクト指向技術により、ユーザ個別のセキュリ

ティ設定や見た目のデザインに関する設定などをコンポーネン

ト化し、それを内部的に複製、維持、管理する機構を中核に置

いたセキュアなWebコミュニケーションを提供する基盤を開

発している。

この基盤をご利用いただくことで、お客さま自らが容易な操

作で電子的コラボレーション環境を構築し、インターネット上

での非定型業務を支援する。

2.2 アプリケーションサービス基盤
ソリューション

データ交換標準のカバーする範囲は、通信プロトコル、メッ

セージフォーマットなどの共通的な要素である。個々の業界や

企業が持つ商習慣までの規格化はされない。アプリケーション

サービス基盤は、個別に商習慣をビジネスロジックとして実装

するシステムインテグレーション的なサービスである。

B社 

D社 

C社 

B2Bi 
サービス 
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図４　B２B基盤による相互変換
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2.4 運用監視基盤
運用監視基盤はB２B基盤ソリューション中に位置し、全て

の基盤に共通となる障害・性能管理などの運用機能を提供す

る。ネットワーク、システムインフラストラクチャ、アプリ

ケーションとともにトランザクションや当社が提供する既存の

データ交換サービスとの統合管理を利用することで、お客さま

はビジネスレベルのモニタリングが可能となる。

次にインテックがB２B-ix事業に適用する各種の技術につい

て触れる（図６）。詳細は併載される論文を参照いただきたい。

いずれもこれまでのインテックの事業の実績に裏打ちされた技

術である。

図６中の技術の他に前述の運用監視基盤で述べた通り、

VANサービスのノウハウに基づく運用管理技術があり、これ

らの技術を用いて事業を運営する。

次にこのうちインターネット技術、オブジェクト指向技術に

着目してまとめる。

3.1 インターネット技術
B２Bi はインターネットの通信技術とインターネット上で発

達したWebやXMLなどの関連する技術の事業利用と言える。

（1）インターネット

インターネットEDI はVANサービスと異なり、自社で

サーバさえ維持すればネットワークインフラの管理は不

要であると思われるであろう。

しかし、インターネットは同じ IP網であるイントラ

ネットと異なり、複数のプロバイダが運営するネット

ワークが結合する自律分散型ネットワークである。この

ため一定の品質を保証できない点が従来のネットワーク

と異なる。

ベストエフォートなインターネットをビジネスで円滑

に利用するためには、インターネット運用技術が必要と

なる。当社はVANサービスためのパケット交換網を提供

しているのと同様にインターネットデータセンターを持

つインターネットサービスプロバイダでもある。ビジネ

スメッセージの交換とインターネットサービスをワンス

トップで提供できる。

（2）セキュリティ

インターネットセキュリティとしては、まずウィルス

や悪意を持つ者からの攻撃からシステムを守る必要があ

る。ファイアウォールや IDS（Intrusion Detection

System：進入検知システム）によってこれらの脅威か

ら防御する。当社ではECサイトなど多くのサーバのアウ

トソースを受託しておりセキュリティポリシーのコンサ

ルティングから運用までを提供している。特に米カウン

ターペイン社との業務提携によるセキュリティ監視の

MSS（マネージド・セキュリティ・モニタリングサービ

ス）は、ファイアウォールの内側に情報収集装置を設置

し、すべてのアクセスを２４時間３６５日体制で監視する（２）。

インターネットセキュリティとして、B２Bi プロトコル

で重要なデジタル証明書も提供しており、これによって

公衆網であるインターネットを秘匿性の高いネットワー

クとすることが可能となる。

3.2 オブジェクト指向
インターネットが普及し始めた当初のシステム開発技術はオ

ブジェクト指向が中心ではなかった。しかしインターネットを

指向して１９９５年に登場したJava により、静的なコンテンツ

既存デ ータ交換サービス 

情報システム統合基盤 
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情報システム 
統合基盤 

既存データ交換サービス 

図５　運用監視基盤

3. 基盤技術

インターネット 
IPルー テ ィ ング技 術 電話網 /専用 線 

ネットワーク 
インターネ ッ トセキュリティ技 術 VANサービス 

システム 
シス テ ム 開 発 技 術 オブジ ェ クト指向技 術 

システム基盤 

従 来型開発技術 

ビジネス 
データフォーマット XML 固定長 

企業間連 携 プロ セ ス 連 携 ファ イル交換 

構成 要素 技術分類 B2Bi EDI

Webアプリケーションサーバ/ 
J2EE/.NET

メインフレーム/ 
オフコン 

図６　基盤技術
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から、動的なコンテンツ、そしてB２CからB２Bへと高度なア

プリケーション連携の実現要求に応じ、インターネットとオブ

ジェクト指向技術の関係は深まっていった。

その結果、B２Bi の要素技術として以下のようなオブジェク

ト指向との関係性が生まれている。

● ．NETやJ２EEなどのオブジェクト指向技術がXMLをネイ

ティブにサポートしている。

● 企業情報システムとの連携に利用可能なWebサービスや

SOAP（Simple Object Access Protocol）は、分散

オブジェクト技術の延長線上にある。

● B２Bi プロトコルに採用されているHTTPの処理部分の

アプリケーションを構築する基盤はサーブレットなどの

サーバサイドオブジェクト技術が主流である。

現在はインターネットアプリケーション開発技術が企業情報

システムに転用され、標準的なシステム開発技術となっており、

前述のコラボレーション基盤やB２B基盤をオブジェクト指向

技術で構築するのは言うまでもない。アプリケーションサービ

ス基盤で提供するシステムインテグレーションも同様である。

冒頭に述べた通り、B２B-ix事業は、図７に示すようにビジ

ネスパートナ同士を多層のビジネスパートナ連携ソリューショ

ンによって、つなぐサービスである。

インターネットを活用し、非定型の人と人のコラボレーショ

ンと定型のコンピュータとコンピュータのデータ交換を提供す

るのみならず、共通のアプリケーションサービスや企業内のプ

ライベートプロセスを含むインテグレーションによってお客さ

まとお客さまのパートナとをつないでいく。インテックもまた

お客さまのパートナとなることで、より良いサービスを提供し

ていく。

石井　貞行
ISHII Sadayuki 

・ネットワーク＆アウトソーシング事業部
B２B-ix事業部長
B２B-ix事業プロジェクトマネージャ

4. おわりに

ビジネスパートナ ビジネスパートナ 

B2Bｰix

業務アプリケーションサービス 

情報システム統合基盤 
・プライベートプロセス 

ビジネスパートナ 

インターネット 

コラボレーションポータル 

データ交換基盤 
・ebXML、EDIINT、RosettaNet

図７　多層ビジネスパートナ連携


