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昨今、商取引でのインターネットの活用として、B２Bi

（Business To Business Integration）といわれる企業間

情報システム連携が注目されている。この分野はED I

（Electronic Data Interchange）と呼ばれている企業間

データ交換と同じ領域の情報システムである。

EDI 推進協議会の定義によればEDI は、「異なる企業間で、

商取引のためのデータを、通信回線を介して標準的な規約（可

能な限り広く合意された各種規約）を用いて、コンピュータ

（端末を含む）間で交換すること。」（１）である。B２Bi におい

ても従来、電話回線や専用線を用いていたものがインターネッ

トを利用する点や規約内にデータを交換するためのプロセスを

含んでいる点が特徴であることには変わりはない。

本稿では、企業間データ交換システムが一般の企業内のシス

テムと大きく異なるのは「標準的な規約」が必要となる点に着

目する。ネットワークからメッセージまで様々な標準を定め、

各企業がそれを実装することで、企業間システム連携を実現し

てきた。データ交換の歴史は標準化の歴史でもある。

1. はじめに

概要
B2B-ix事業の背景として、B2Bi、EDI に関わる標準化動向とその実用化状況を整理する。

企業間のデータ交換には標準化は必須の条件である。まずEDI 標準の普及の過程と現状を整理し、次

にインターネット活用型のB2Bi 標準との相違を明らかにする。その後に、EDIINT、ebXML、ロゼッタ

ネットという代表的なB2Bi 標準の特徴と実装状況を解説する。

最後に流通業界と電子部品業界の事例をあげ、標準と普及へのアプローチを示すことで、現在の状況

をまとめる。

EDIINT、ebXML、RNIF、PIPなどのB2Bi プロトコルには、同じインターネット活用型であるため共

通点も多い。しかし、その成り立ちによって、定められている標準の内容が大きく異なる。これは、標

準実装製品の開発やお客様への適用に際しても重要なポイントになる。

企業間情報交換の現状と
標準化動向について

Status of Business to Business Data Exchange and Trend of Standardization

栗田　和則
KURITA Kazunori

1.1 これまでのEDI 標準と現状
現在のEDI はメインフレーム全盛の１９８０年代に普及し、現

在も広く利用されている。当時中心的だったネットワークは電

話回線であり、現在も電話回線をベースとしたBSC（Binary

Synchronous Communication）系の二つの通信手順が広

く用いられている。一つは１９８０年に日本チェーンストア協会

（JCA）が定めたJCA手順であり、もう一つは１９８３年に全国

銀行協会連合会が定めた全銀協手順である。

この二つの標準は様々な業界標準における通信手順として採

用されている。ともに電話回線/アナログ専用線とモデムの利

用が前提となっており、電話さえもがIP化される昨今では、

データ量の増大と回線コスト、ADSL全盛の現在において旧世

代といえるモデムの継続的な供給といった面での懸念がある。

メッセージ標準は、各業界個別に定めており、金融業では全

銀協が定めた全銀フォーマット、流通業では流通システム開発

センターのJEDICOS、製造業では電子商取引推進センター

（旧CII）のCII 標準がある。また、国際的には国連が定めた

EDIFACTがある。このように標準化とは業界団体や特定企業

グループ等が、商習慣に則って策定するのが一般的である。

特集1 B2Bインテグレーションサービス
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されているSMTPやHTTPを用いるケースが多い。これは

ファイアウォール等のインターネット接続点において求められ

る各種のネットワーク機器が存在し、セキュリティ管理が容易

であり、システム基盤が整備されているといったことが理由と

して挙げられる。

XMLの利用も特徴的である。これまでのデータ交換標準の

多くは固定長かEDIFACT系の可変長であった。XMLは、データ

交換に閉じた規格ではなく、広く情報システムに利用されてお

り、多くのIT基盤が対応している。特にDTD（Document

Type Definition）やXSD（XML Schema Definition

Language）などデータ構造の表現が標準化されており、交

換可能であるため二次加工が容易である点や、これまでのデータ

形式に比べ可読性、表現力、拡張性が高い点が評価されている

ものと考える。

インターネット、XMLの他にパブリックビジネスプロセス

を規定している点がある。パブリックビジネスプロセスとは、

企業内の業務連携を実現するプライベートなビジネスプロセス

と異なり、主に「発注」に対する「請書」や「納期回答」など

を一定時間内に返信する取り決めである。それにより社内の次

工程への情報入力を自動化することが可能となる。これまでの

データ交換は伝票をバッチ処理でまとめたファイルを交換して

いた。各企業の情報システムは独立して稼動しており、連携は

規格化されていなかったが、パブリックプロセスの規定により

サプライチェーン管理などの企業間コラボレーションが可能と

なる。

1.3 集団単位の標準化活動
国内外を問わず、業界団体や特定サービスを提供する企業が

集団単位での標準化がある。アリバ社の電子調達サービスが、

この一例に相当する。こういった場合、SMTPによる電子

メールへの添付ファイル形式やHTTPを用いるケースが多く、

ヘッダやファイル形式を独自に決めている。標準実装より、早

期事業化を目的としたサービス事業者が、Webサーバに固有

アプリケーションを搭載することで実現している。

1.4 B２Bi 標準事例
次に現在有力なB２Bi プロトコルと目されているEDIINT、

ebXML、ロゼッタネット標準について述べる。実装が容易な

軽量の仕様により普及を促進する IETF、規格を提案するユー

ザ企業が実用化を義務付けるロゼッタネットは、従来なかった

ここで重要なのは、標準といえども業界固有の部分があり、

同一の標準をベースにしていたとしても相互運用性を保証する

ものではないという点である。また策定した標準の普及に関し

ても、新たな IT投資を伴うため、各社の取引量や ITの導入度

合いにより効果が異なり、策定イコール普及とはいかない。現

在、利用されている標準があるからこそ、新しい標準の導入は

難しく、さらにB２Bi のように適用範囲を拡大し、サプライ

チェーンを実現しようとする場合には、より大きい範囲での取

り組みが必要となる。

図１　EDI 標準と次世代XML-EDI 標準

1.2 インターネット活用型の標準化活動
インターネットが爆発的に普及した１９９０年代、その後半か

らインターネットを介したデータ交換標準が登場した。インター

ネットは従来のネットワークと異なり、データ通信網、公衆網、

広帯域という点で、次代の企業間データ交換インフラストラク

チャとして期待されていた。

しかしながら公衆網であり、セキュリティや安定性に関する

懸念から安全性、確実性が求められる企業間商取引の領域での

利用はコンシューマの利用に比べて遅れていた。昨今は、その

コンシューマ利用で培われたセキュリティ標準とHTMLから

派生したXMLの利用、膨大なトラフィックを処理するために

拡充されたネットワークにより、普及の兆しを見せている。

インターネット活用型の標準の特徴は、以下の３点である。

●インターネットで最も利用されているSMTP/HTTPの

活用

●XMLの利用

●ビジネスプロセスの定義

インターネット活用型の標準は、インターネットで最も利用
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ebXMLの特徴を以下に列挙する。

●通信方式を規定しているebMS（eb Messaging

Service）の中で、XMLベースのエンベロープを規

定している。

●ebMSが規定している下位プロトコルはSOAP。

●規定しているのはエンベロープまでであり、ビジネ

スメッセージのフォーマットの規定はない。

●BPSS（Business Process Specification

Schema）というパブリックビジネスプロセスを記

述するためのXMLが規定されている。

●自社が使用するメッセージ仕様（CPP：Collaboration

Partner Profile）や二社間のメッセージ仕様（CPA：

Collaboration Partner Profile Agreement）に関

する取り決めを規定するXML標準がある。

●CPPを登録、検索するためのレジストリに関する規

格がある。

インターネット上に設けられたeマーケットプレイス

（電子市場） で取引相手を検索し、契約を締結するための

フレームワークを標準化している点が特徴である。

ebMSの下位プロトコルがSOAPであるため、HTTP、

SMTPなどが使用できるが、一般的にはHTTPかHTTPS

を使用する。電子署名などのセキュリティオプション、

メッセージの中継、エラー情報などメッセージ転送に関

わる情報を設定するヘッダ部の規格があり、企業間連携

に十分な仕様になっている。

（3）ロゼッタネット標準

パーソナルコンピュータ業界、電子部品業界が中心と

なり、電子商取引のための標準化を行っている。ロゼッ

タネット標準の特徴を以下に示す。

●RNIF（RosettaNet Implementation Framework）

という通信方式規格がある。

●RNIFではXMLベースのエンベロープを規定してい

る。

●RNIFでは下位プロトコルにHTTPとSMTPを使用で

きる。

●PIP（Partner Interface Processes）というメッ

セージフォーマットとビジネスプロセスの規格がある。

●業界共通のビジネス辞書、技術辞書を定めている。

EDIINTやebXMLが業種に関わらない標準化を進めて

いるのに対し、ロゼッタネットは当初から特定業種内で

標準運営のあり方である。OASISのebXMLが従来の標準に最

も近い。

（1）EDIINT （Electronic Data Interchange- Internet

Integration）

HTTPやSMTPなどのインターネットプロトコルの標

準を定めている IETF（Internet Engineering Task

Force）のワーキンググループである。名称のとおり、

インターネット上でEDI を行うための規格を提案してい

る。

IETFは提案中の規格をインターネットドラフトと呼び、

その後、標準化段階に入ったものをRFC（Request For

Comment）と呼ぶ。

EDIINTで提案されている規格の特徴を以下に列挙す

る。

●下位にSMTPを使用するものをAS１（Applicability

Statement １）、HTTP/HTTPSを使用するものを

AS２、FTPを使用するものをAS３と呼ぶ。

●AS１、AS２、AS３は独立したインターネットドラフ

トとして作成された。AS１はRFC３３３５として、AS

２はRFC４１３０として公開されている。

●HTTPヘッダやS/MIMEによる署名を定義している

が、XMLによるメッセージエンベロープ（メッセージ

を入れる規格）はない。

●メッセージを処理したことを送信側に通知するため

のMDN（Message Disposition Notification）

を定義している。

EDIINTは、ビジネスメッセージもビジネスエンベロープ

も規定していないシンプルな規格である。しかし

S/MIMEによる署名、署名付MDNによる否認拒否など企

業間で求められる要件は満たしている。

（2）ebXML（Electronic Business XML）

ebXMLはeビジネス標準の開発を推進する非営利団体

であるOASIS（Organization for the Advancement

of Structured Information Standards）による電子商

取引のためのXMLのスキーマ、通信方式などを規定した

規格である。

元々UN/CEFACT（国連の電子商取引関連部門）の下

で開発が始まっており、EDIINTがデファクトスタンダード

であるのに対し、デジュールスタンダード（公的な標準）

である。
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標準化を進めている。また辞書、通信手順、メッセージ

フォーマット、ビジネスプロセス全ての規格が揃ってい

て、PIPを提案した企業は利用の義務を負うなど、実用性

を重視している。

なおロゼッタネットは２００２年にUCC（Uniform Code

Council）と合併し、２００３年にはOASISとの連携も発表

している。実装、実用化を優先し、独自に標準化を進め

てきたロゼッタネットであるが、かねてより通信手順と

して、将来のebMS採用を表明していた。また、最近の

標準ではビジネスプロセスの表記法としてebXMLの

BPSSを採用したものもあり、二つの標準は統合へと向

かっている。

2.1 流通業界動向
流通業界では、特に欧米の大手小売業が中心となり、イン

ターネットを介したコラボレーションを実現しようとしてい

る。国内でもそれに追随する動きがあり、次にそれらについて

述べる。

（1）GCI（Global Commerce Initiative）

GCI は１９９９年にグローバルな消費財製造業と小売業が

設立したユーザ団体であり、消費財流通の効率化に関す

る標準化を推進している。GCI は標準化組織であるGS１

に対してユーザニーズの提言を行い、GS１で策定した標

準は、GCI で検証・普及するという形でGS１と両輪で標

準化を推進している。

GCI では、流通全体の最適化を実現し、最終消費者の

利益に結びつける活動として、ECR（Ef f i c i en t

Consumer Response）を念頭に置いている。カテゴリー

マネジメント、品揃え、販促活動、新商品導入を含んだ

①「需要動向管理（ディマンドマネジメント）」、補充や

ロジスティクスなどを含んだ②「供給管理（サプライマ

ネジメント）」、さらにコード化やEDIなど情報技術を中心

とした③「実現可能技術」、そして、企業間の共同取組状

況を内容とした④「統合手段・方法」の４つを対象分野と

している。

現在は上記４つの分野のうち、ITに関わる③では、電子

タグや国際的な商品マスターデータベースの同期化

（GDS：Global Data Synchronization）、XML標準な

どが推進されている。なおGDSでは通信プロトコルに

EDIINT AS２が採用されている。

GCI の支援組織であるFMI（北米の食品小売業の協会）

とGMA（北米の消費財メーカの協会）がコンサルタント

のATカーニーと調査、分析した結果として提唱したコラ

ボレーティブコマースへ道筋がある。これに準じてGCI

は活動を進めている。

図２　コラボレーティブコマースへの７ステップ（２）

この７つのステップは、次のように整理されている。第

１のステップはGTIN（グローバルな商品コード）、GLN（グ

ローバルな事業所コード）の整備である。第２を経て第３

のステップでGDS（グローバルな商品マスター同期）を

実現する。第４のステップがXML-EDI によるトランザク

ション管理に当り、CPFRを含むサプライチェーンの管理は

第５ステップ以上になる。

（2）GCI ジャパン

GCI の活動を受け、酒・加工食品・日用雑貨・化粧品

業界の製造・配送・販売の企業が自主的に集まり、GCI

研究会が２００２年４月に設立された。国際標準についての

研究を行う組織として活動していたが、２００５年より日本

GCI 推進協議会（GCI ジャパン）として「研究から普及・

啓蒙へ」の転換を図っている。

製造・配送・販売の企業に加えて、データ交換をサポー

トする ITベンダーが参加している。現在、XML‐EDI、

マスタデータ同期化（GDS）、電子タグ、スコアカード

の４つのワーキング･グループが活動している。

GCI 標準は欧米で生まれたものである。しかし、国内

では商習慣が異なるため、GCI 標準と商習慣の差を克服

2. 実装動向

E-コラボレーティブ・コマースへの道筋 

ATカーニーによるE-コラボレーション・モデル 

コラボレーティブ製品開発 

コラボレーティブ販売・販促計画 

コラボレーティブ・サプライチェーン・マネジメント 

コラボレーティブ・トランザクション・マネジメント 

アイテム同期 

シングル・アイテム・レジストリー 

共通データ標準 

出典：ATカーニー　GMA/FMI　会議 

7

6

5

4

3

2

1 信頼／複雑さの度合／時間 

効
果 
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すべく、GCI ジャパンでは日本に併せたモデルを構築し

た上で、GCI 標準の適用を目指している。その中で、２００７

年までに実用ベースで利用可能な標準や実装検証などの

環境整備を目標とする動きがある。

2.2 電子部品業界
最もB２Bi の実用化が進んでいるのは、ロゼッタネット標準

を実装している電子部品業界である。国内でも牽引する企業

の存在により、多くの企業が導入しているだけでなく、海外

の企業へ部品を供給している企業は活用している。

最近（２００３年）では、欧州連合（EU）の有害物質制限規

則RoHS指令によって、２００６年７月以降は製品に使われる全

ての部品の材質情報をサプライチェーン全体に周知すること

が義務付けられることになっている。これに対応するために

部品情報の電子交換を迫られており、新たに定義された部品

情報交換用のPIPの導入が急務になっている。

企業間の電子的な情報交換基盤が整備されていることに

よって、初めて実現できることである。

データ交換標準はEDI の場合においても複数の通信手順上

に業種別のビジネスメッセージを策定していた。商習慣や標

準化の時期により、様々な仕様が適用されてしまうものであ

る。背景となる技術の成熟度合いも要因としてあるであろう。

B２Bi プロトコルにおいても、例示したEDIINT、ebXML、

ロゼッタネット標準は全く異なった目標が存在していたため、

同じインターネットという基盤を利用しているが、共通点が

あっても、対象とする範囲が大きく異なっていることが見て

取れる。共通点として挙げられるのは、やはりインターネット

技術である。HTTPプロトコルの採用や電子署名、暗号化な

どインターネットで培われた技術は同じように採用されてい

る。

実績面では、かねてより、国内においてもXMLベースの

データ交換規格を定めている、もしくは検討している業界は

数多くあった。しかしながら大半は実験ベースで止まってい

るのが現状であったが、最近では、一歩先んじた電子部品業

界に続く動きが現れるなど、実用に進める動きが目立ってき

ている。特に国内において、実績を伴う動きが出ることによ

り、IT技術の進展、ベストプラクティスの確立がなされ、更

に他の業界でも展開が期待される。

当社は所有するインターネットに関連する技術を、お客さ

まの状況や採用する標準に合わせてソリューションを提供し、

コラボレーティブコマースの階段を上がって行くことを支援

して、ベストプラクティスへの貢献を進めて行きたい。
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