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１９７１年を起点とした回線開放により、B２B （Business

to Business：企業間） 型EC （Electronic Commerce：

電子商取引） 分野のネットワークサービスにおいては、業界

EDI /VAN （Electronic Data Interchange：電子データ交

換/Value Added Network：付加価値通信網） が中心的役割

を果たしてきた。

その役割とは、専用ネットワークと業界や企業独自の通信プ

ロトコルで実現してきたデータ交換システムを仲介するための

標準の策定や変換、共同利用型ネットワークの提供による通信

コストの低廉化などであった。さらに今後の標準として普及が

拡大しているインターネットプロトコル（TCP/ IP）の導入に

際しても、従来のプロトコルとの相互変換機能を業界VANが

提供するため、ネットワーク全体の移行を伴わず新しい IT基

盤を活用することができる。

昨今のインターネットの普及によって、B２B商取引分野に

おいてもWebブラウザを使用して受発注等の企業間のやり取

りを実現するWeb-EDI が多く利用され始めた。既存のEDI に

比べてコスト的にも敷居が低く導入が容易なため、これまで参

加メリットを見出せなかった小取引量企業も取り組みを開始し

ている。

概要
1980年代を中心とした3度にわたる回線開放により、業界EDI /VANが普及してきた。VANは、競争相

手との差別化や優位性の確保、顧客の囲い込みといった企業競争力の強化を目的として、資本関係を前

提とした企業系列や特定の企業グループ・業界毎に独自のデータフォーマット/規格/プロトコルを用い

た閉鎖的な形で構築されてきたが、1990年代後半のインターネットの浸透に伴ってよりオープンな環境

への融合化が進みつつある。

本稿では、まず、EDI を取り巻く状況を中心に概観した上で、当社がお客さまのEDI を支援してきた

VANサービスの現状を整理する。次に、次世代VANに求められるものをまとめ、現行VANサービスと連

携しビジネス的にシームレスなサービスを提供する次世代VANサービスの方向性について考察する。

1. はじめに

守田　洋一
MORITA Hirokazu

次世代VANの方向性に関する一考察
A Study on The Direction of Next-Generation VAN

しかしながら、Web-EDI は各企業独自仕様であり、個別シ

ステムの乱立といった状況になりつつあることも事実である企

業間データ交換をスムーズに発展拡大させていくためには、

インターネットを介したB２B取引においても標準化は不可欠

であり、現在、国内外において標準化に向けたさまざまな取り

組みがなされている。

このように社会基盤であるネットワークと企業間データ交換

の関わりは深い。インターネット時代のVANサービスの方向

性について以下に考察する。

2.1 EDI 発展の経緯
（業界統一伝票とビジネスプロトコル）

表1にEDI の発展経緯と当社のVANサービスの一覧を示す。

企業間で情報の交換をするためには、メッセージフォーマッ

トなどの通信手順を取り決める必要がある。日本国内では、

データ交換に先んじて１９７０年代に百貨店、チェーンストア、

問屋などの業界別に統一伝票が作成されていた。これを元に、

１９８０年代に通信手順が作成されることになった。

まず、１９８０年にJCA（Japan Chain Store Association：

日本チェーンストア協会）手順が制定され、１９８３年には全国
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2.2 VAN
EDI の発展に貢献したVAN について、当社が１９８６年より

提供しているAIRS（Advanced Integrated Relaying

System）を例に整理する。AIRSのコンセプトを表２に示す。

当社はVANサービスに先んじて、距離に依存しない従量課

金制のパケット交換ネットワーク （AceTelenet:X.２５ネット

ワーク） を全国に構築していた。このネットワーク上にAIRS

を構築した。

VAN は、パケット通信等のネットワーク技術を用いて、

「プロトコル変換」「フォーマット変換」「速度変換」を施し、

異機種間接続を可能とするネットワークである（２）。

加えてAIRSではミッションクリティカルな取引業務を支援

するために、フォールトトレラント機を使用し、当社データセ

ンター内で２４時間３６５日の運用監視を行っている。VANとは

ネットワークのアウトソーシングであり、安全・安価であるこ

とではじめて企業間商取引の重要なデータを預かることができ

る。このようなVAN によって、１９８０年代には極めて高価で

あったネットワークと設備を共同利用することによってEDI

銀行協会連合会が「全銀協手順」を制定した。これらの２つの

手順は現在も広く利用されている通信手順である。

１９８２年に第２次回線開放が実施され、企業間相互のデータ

交換が中小企業に限って暫定的に認められた。これをきっかけ

として大手の消費財メーカーや中小卸売業や小売業によって構

成される業界VAN等の構築が始まった。

３年後の１９８５年の第３次回線開放により、広範で大規模な

VANサービスや国際VANサービスが認められ、本格的な普及

段階へと進行した。

このようにして国内に根付き始めたEDI は、それ以降のネッ

トワークの進化に伴い様々なVANが構築・利用されることに

なり、そのことでEOS （Electronic Ordering System：電

子発注システム） やPOS （Point of Sales：販売時点情報

管理） システムの普及にも大きく寄与することとなった。

データ伝送サービス開始 
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＊Internetの市場浸透開始　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  AIRS-FTPリリース 
全国銀行協会「全銀TCP/IP」制定　　　　 AIRS全銀TCP/IPリリース 
JEDICOS                                        　 EDIServリリース 
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　＊IDC、マーケットプレース市場浸透開始 IFDSリリース 
EDIServエンタープライズ版リリース 
EDI-Hubサービス開始 
Web-EDIサービス開始 
AS2通信パッケージリリース 
Web状況照会機能リリース 
 

P社EDIServ稼働開始 
A社国際EDI　稼働開始 
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通信業界の動き インテックのVANサービス 

JCA「JCA（J）手順」制定 
第2次回線開放 
（データ通信自由化） 
（暫定措置としての中小企業VAN制定） 
全国銀行協会「全銀協手順」制定　　　　    AceTelenetサービス開始 
通産省「ビジネスプロトコル標準化」提言 
業界VANの構築開始→JCA手順の普及 
第3次回線開放 
（電気通信事業法制定） 
（通信回線の完全開放） 
「電子計算機の連携利用に関する指針」制度創設 
（財）日本情報処理開発協会（JIPDEC）内に 
       産業情報化推進センター（CII）設置 
8業分野の連携指針告示　　　　　　　　   AIRSサービス開始 
＊国連「UN/EDIFACT」開発開始 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  FDSサービス開始 
「EIAJ取引情報化対応標準1A」発表 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  AIRS外販開始 

第1次回線開放 
（データ通信制定、共同/他人使用解禁） 
日本チェーンストア協会(JCA) 
「チェーンストア統一伝票」制定 

通信料金遠近格差の削減（AceTelenet 利用） 
TANDEM社製完全二重化高速フォールトトレラントサーバ 
（現hp NonStop Server）利用による24/365無停止業務
提供 
1200/2400bps 主体低速端末をアクセスポイントで集線す
ることによるネットワーク設備コスト低減 
JCA/全銀手順標準サポート 
お客さまの高度化する通信ニーズに柔軟に対応（固有プロ
トコルカスタマイズ、業務毎の固有アプリケーション）  
メインフレーム資産（アプリケーションデータ）との連携 
FAX連携機能（データ to FAX） 

表１　EDI の軌跡とVANサービス概要

表２　AIRSシステムコンセプト

Ⅰ  マルチプロトコル対応 
　■FTP 
　■全銀・JCA 
　■全銀TCP/IP

Ⅲ  運用管理機能 
　■オートスケジューリング 
　■イベントログ管理 

■ユーザ個別業務アプリケーション 
■ユーザ個別マスタ管理システム 

Ⅱ  標準データ交換機能 
　■振分・統合機能 
　■同報機能 
　■パススルー 
　■文字コード変換 

基本EDI機能 

AIRS

お取引先 基幹業務システム 

情報系システム 

お客さま 

店　舗 

他VAN

図１　AIRSサービス概要
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が普及していった。

さらに当社では２００１年にEDI-HubというトータルEDI

サービスをメニューに追加した。EDI-Hubサービスにおいて

はWeb-EDI やSMTP （メール）といったインターネットイ

ンタフェースや可変長対応、漢字コード変換、トランスレータ

機能（CII、EDIFACT、固定長、XML）等の機能を付加した。

現状での当社のVANサービス基盤を図３にまとめる。VAN

のサービス基盤とは、運用基盤と多彩なネットワーク基盤上に

構築されたメッセージ交換メッセージ変換システムと付加価値

サービスアプリケーション群である。

3.1 インターネットEDI の現状
飯塚氏の調査（３）によると、２００３年のB２B EC市場規模は

７７兆４,３２０億円となり、２００２年の４６兆３,０７０億円に対し

６７.２%拡大した。１９９８年の第１回調査時点の８兆６,２００億円

に比較するとおよそ９倍に拡大し、「約７０兆円を大幅に上回る

こと」としたe-Japan重点計画の目標を達成している。また、

インターネット技術以外のVAN/専用線などによる従来型EDI

などを含めた「広義のEC」市場規模は、確認されただけで

１５７兆１,０３０億円となった。

これらの結果からB２B商取引市場は大きく拡大しているの

が見て取れる。

さらにJIPDEC/ECPCとEDI 推進協議会（JEDIC）が２００３

年末から２００４年初めにかけて国内企業（調査票発送数２,８９０

社/回答数４６３社）を対象に実施したEDI 実態調査（４）によれば、

EDI 利用回線に関しては、インターネット（８１.７%）、VAN

（６４.０%）、公衆回線（６１.２%）、専用線（２６.９%）であり、

インターネットEDI の類型としてはWeb型（７２.３%）、

E-mail型（３０.５%）、ファイル転送型（４０.２%）である。

Web-EDI はVAN事業者だけでなく多くの企業が企業間取引

に活用している。インターネットEDI の大半はシステム間連

携でなく、Web-EDI が主流であるのが現状である。Web-EDI

の長所としては、通信コストの低減とソフトウェア開発コスト

の圧縮があげられる。短所としてはセキュリティが脆弱、多端

末現象への回帰、社内システムとの自動的な連携がない点があ

げられる。

3. 次世代VAN

HEWLETT
PACKARD

接続先 接続先 接続先 FAX機 

全銀TCP/IP、FTP

全銀BSC、JCA、X-MODEM
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接続先 

接続先 

接続先 

接続先 

AceTelenet

IFDSサービス 
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図３　VANサービス構成
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情報系システム 

Web Browser

Ⅰ  マルチプロトコル 
　  対応 
　■FTP 
　■全銀・JCA 
　■全銀TCP/IP 
　■SMTP 
Ⅱ  標準データ交換機能 
　■振分・統合機能 
　■同報機能 
　■パススルー 
　■文字コード変換 
Ⅲ  運用管理機能 
　■オート 
　　スケジューリング 
　■イベントログ管理 

■可変長対応 
■固定長トランスレータ 
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図２　EDI-HUB概要
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出典：JEDIC，文献（４）より作成 

図４　EDI 利用通信回線種別推移
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多端末現象とは１９８０年代に進められた企業システムのオン

ライン化によりあらわれた現象である。企業システムのオンラ

イン化により、複数の取引先を持つ企業が取引先毎に端末を設

置していたために１社に数多くの端末が並んでしまった現象で

ある。Web-EDI では取引先ごとにページが定義され入力デー

タや操作手順が異なるため、データ送信側の企業では取引先ご

とに異なる操作が必要となり、システム化が困難になる。

１９８０年代に発生した現象は、VANがメッセージの標準化

や変換によって単一のインターフェイスを提供することによっ

て解決がはかられた。これと同じように、インターネットEDI

でもシステム間を連携させる標準B２Bi（Business To

Business Integration）プロトコルによる連携が必要である

のは間違いない。

またインターネットEDI のネットワーク基盤として利用さ

れるインターネットは、個人利用で広がり始めたものであり、

利便性の一方で、品質の保証のない「ベストエフォート型」で

あること、セキュリティ等の解決すべき課題も多いことを認識

しておく必要がある。

3.2 B２Bi とEDI
B２Bi はインターネットを活用した規格というだけではな

く、これまでのEDI とはさまざまな違いがある。次世代の

VANサービスを検討する上でこれらについて整理する。

（1）ネットワークトポロジー

これまでのEDI の利用形態は基本的にVANホストを中

心としたスター型の構造を取る。例えば、多数のPOS端

末のデータをホストにまとめて伝送するような利用形態

（N対１）や、逆にホストからPOS端末等にデータを配付

する形態（１対N）がある。あるいはもっと小規模な１対

１に近いような形態まで様々に存在する。

しかしながらインターネットを介する場合、回線が常

時接続であり、TCP/ IPで接続するだけでインターネッ

ト上の複数の企業との接続が可能となる。そのため

ebXML やロゼッタネット のようなB２Bi では、各企業

が直接通信するピアツーピア型のネットワーク構造が一

般的である。

（2）ビジネスプロセス

インターネットを活用した新しい規格では、より企業

間の連携を密にし、インターネット上でサプライチェー

ンを実行すべく、パブリックビジネスプロセスが規定さ

れている。パブリックビジネスプロセスはメッセージを

受信した後、何時間/何日以内に返事を返すといったもの

で、従来企業間では文書上に記されているか、口頭で依

頼していたものである。

この規格により、取引先企業で行われる業務の結果を

システムとして取り込む事が可能となり、サプライチェー

ンの自動管理の実現へと発展させることができる。

ebXMLでは、仕様上ピアツーピアだけでなく、メッ

セージを中継できるようになっているなどVAN事業者が

仲介することを可能としており、VAN事業者がプロセス

に介在することができる。

次世代のVAN においてはVAN事業者が、こういった

ビジネスプロセスに関わるアプリケーションサービスの

提供によってサプライチェーン、パートナー連携を支援

することが可能となる。当社はサービス事業者であると

同時にシステム開発事業者であり、個別業種別に共通の

アプリケーションを開発し、それをASPとして提供する

ことができる。

3.3 次世代VANに求められるもの
ビジネスを止めないために、より複雑になるであろうピア

【システム環境面】 
・XML利用の普及＝アプリケーション間のデータ交換形式として一般化 
・ユビキタス環境の利用拡大＝あらゆる物が情報を発信する媒体（Mobile・
RFID） 
・ブロードバンド（常時接続）の普及と活用＝大容量あるいは多頻度の高速情
報交換 
・セキュリティ技術の普及と活用＝インターネットのビジネス利用の拡大 
 
【標準化動向】 
・データフォーマットの標準化→XMLデータ処理機能（変換等） 
・通信方式の標準化→ebXML MS V２、EDIINT（HTTP、SMTPベース） 
・ビジネスプロセス定義の標準化→ビジネスプロセス実行環境（J２EEベース） 
 

【企業取組：企業内利用】 
・多くの情報ソースからの多頻度発生情報の利用→リアルタイム性・システム連携 
・スループット/レスポンス向上実現→ビジネスロジックによる企業内システム連
携（EAI　的利用） 
・適用領域の柔軟性→多様な利用パターンに対応できるパーツ的製品 
・P２Pモデルの普及による影響→対外FEPとしての利用 
 

【企業取組：企業間利用】 
・接続ポイント増による複雑性の回避→一括送信後、中継サービスでの振分等 
・企業毎のシステム対応時間差の吸収→レガシーと新技術のゲートウェイ機能等 
企業側システム（EIS:Enterprise Information System)の再構築も必要と
なってくる。 
企業毎の取り組み速度は異なるため、それを吸収する仕組みが必要となっ
てくる。 

・サプライチェーンの全体最適化に貢献→個別企業毎では実現できないレベル
での最適化 

表３　次世代VANに求められるもの
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ツーピア取引の運用管理、ベストエフォートネットワークを安

全に安定的に運営するためのネットワーク運用、データセンタ

ー運用ノウハウによるシステム運用などのサービスの提供は必

須の基盤となるであろう。

そのうえで、システム環境や標準化動向、企業の取り組み動

向から、次世代サービスの提供形態を考察する。

（1）レガシーゲートウェイ（図５）

B２Bi 型システムを構築する場合は、企業側システム

（EIS：Enterprise Information System）のマイグレー

ション（再構築）も必要となる。単一企業のマイグレー

ションとは異なり、個々の企業は、その取り組み速度が

異なるため、その差異を吸収し、既存システムとB２Bi 型

モデルをシームレスに提供し、時間をかけて順次移行で

きる仕組みが必須となってくるであろう。

レガシーゲートウェイは、当社のVAN基盤と新たに構

築するB２Bi 基盤とを相互接続し、ビジネスを停止するこ

となく、レガシーな環境から新しい環境へのマイグレー

ションパスを提供するものである。

（2）Hub型モデル（シングルポイントコンタクト）（図６）

各企業がB２Bi を採用する場合、一般的にはすべての企

業がメッシュ状に接続されるP２P形態となる。業界全体

がP２P通信を行うと、例えば１社のシステム障害を回復

するために連絡が複数発生し、問題が局所化できず混乱

を招く恐れがある。

運用管理をシングルポイントにすることで、業界内の

企業間取引全体を安定的に運営できる。また、次世代の

VAN事業者が各企業を仲介することによって、接続性確

認の一元化や通信手順の取り決め（ebXML における

CPPA）の代行といった運用上の支援も可能である。

（3）統計情報ASP（図７）

ここでは、データを中継することで、共通的に取得可

能な月別、時間別集計など、各種の統計情報を提供する

ASPモデルを例示する。同じ形式のデータ加工であるた

め、各社の内部リソースを使用するより経済的な情報提

供が可能となる。

4.1 スポーク側システムの開発
ビジネス変化への対応力を強化するために、注目されている

のがSOA （Service Oriented Architecture；サービス指向

アーキテクチャ） である（５）。企業情報システム間を連携する

B２Bi では、重要なシステムアーキテクチャである。
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図５　B２Biモデルと既存モデルのレガシーゲートウェイ

図６　Hub型モデル（シングルポイントコンタクト）

図７　統計情報ASP

4. おわりに
（次世代VANサービスに向けて）
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当社では、企業情報システムや既存EDI システムと連携可

能な、インターネットEDI に特化した通信パッケージを現在

開発中である。従来のVANに接続するためのモデムの位置付

けとしてインターネット接続機能とB２Bi メッセージ転送機能

を提供する。

当該製品は、前述のHUBモデルに接続するためのスポーク

側システムであり、VANサービスとの連携で共通化されたア

プリケーションを活用するためのゲートウェイでもある。

4.2 VANサービス
これまで述べたとおり、インターネットを活用することは確

実と思われ、ここ数年内に急激に拡大する可能性がある。次世

代のVANサービスは、個々のお客さまの状況合わせB２Bi へ

の段階的移行環境を提供していくために、当社では以下のよう

なマイルストーンで展開する予定である。

（1）実験接続＆移行期（２００６～２００７年）

次世代サービスシステムと既存サービス用システムを

相互接続し、現行のBSC系手順（全銀ベーシック、JCA）

や IP系ファイル転送手順（ftp、全銀TCP/ IP）等と

XML/EDI 系の手順の相互運用を提供する。運用基盤は

既存システムを最大限活用し、次世代サーバのシステム

運用機能を併用する。

また、お客さまと共に、新たなアプリケーションサー

ビスの開発に着手する。

（2）本格サービス期（２００８年～）

次世代サービス統合運用機能や各種のASP機能を提供

するESB（Enterprise Service Bus）となる。

単なる現行VANサービスと次世代サービス間のデータ

連携に留まることなく、現行VANサービスと次世代サー

ビスを意識しない統合運用基盤（図８）を構築し、シー

ムレスなサービスを提供する。

これらは、標準プロトコルによるデータ交換の延長と

してのVANであるが、この他にもインターネットを安全

に使うためのデジタル証明書サービスや非定型のB２Bを

支援する情報交換の場を提供するといった新しいネット

ワークサービスをあわせてメニュー化し、オールラウン

ドにインターネットを介した企業間のビジネスを支援す

るサービスを提供していく。
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