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近年、部品や原料などの調達、人材仲介などインターネット

を介した企業間取引（B２B）は取引量が増大してきている。

企業間取引として受発注から決済までの定型的な電子データは

規格化が可能であり、従来からEDI によって電子化が促進さ

れてきた。昨今では、定型的な情報交換だけではなく、商品案

内や業者情報など企業間の非定型な情報共有を円滑に進めるこ

とも必須となってきている。

現在の情報交換の手段・コンテンツは企業毎に様々な方法で

行われている。企業間情報共有の実現手段の現状として、多く

は電子メールにワープロ、表計算ソフトウェアのファイルを添

付するか、EIP（Enterprise Information Portal）やグルー

プウェア、ドキュメント管理ソフトなどの企業内向けのシステ

ムを流用し、各企業が企業間用でないがために発生するセキュ

リティ管理などの問題を抱えながら個別の運用ルールを規定し

ながら運営しているのが実情であろう。

企業間の電子データ交換は、定型化された伝票交換をベース

として規格化して普及し、昨今では、これを新たな情報流通基

盤であるインターネット上で実現しようという動きがある。そ

れに対し、既に非定型な情報交換は電子メールによって実現さ

れているといえる。オープンで自由度の高いインターネット利

用の特徴であろう。しかし企業間で交換される情報には高いセ

キュリティが求められ、また作業の効率化も必要である。これ

らは電子メールクライアントによる手作業の情報交換の課題で

ある。本来であれば、コラボレーションを主目的とし、セキュ

アーで非定型業務の多様化に対応した専用のアプリケーション

が必要である。
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2.1 システム概要
今回開発の対象となるシステムは、企業間の情報交換をセ

キュアーに行うことが可能なB２B用非定型Webコラボレー

ションサーバーである (図1)。

例えば、このネットワークに複数の企業が参加し、サプライ

ヤーAはバイヤーXと「商品情報」「販売予測」「商品Q&A」を

共有したいと考え、バイヤーYとは「商品情報」「キャンペー

ン情報」「特売情報」を共有したいと考えた場合に、Web上で

情報共有を実現する仕組みである。「商品情報」はサプライ

ヤーA、バイヤーX、バイヤーYで共有されるが、その他の情

報はサプライヤーAとバイヤーX、またはバイヤーY間で共有

される（表１、図２）。

企業間の取引において、個別の契約に基づいて公開できる情

報を管理することが重要である。また情報は商品と共に重要な

価値を持ち、情報公開自体がビジネスである。情報をタイム

リーに的確な取引先と安全に共有できる環境が提供する機能の

意味は大きい。またWebシステムでは、プレゼンテーション

（見た目）やWebページの構造も重要である。昨今のインター

ネットに公開されている情報は様々な工夫が施されている。限

られた取引先との情報共有のためとはいえ、プレゼンテーショ

ンの工夫、情報の階層構造は、情報を最も理解している提供側

の担当者が自由に設定できる構造が好ましい。

よって情報共有のWebページは、情報提供側の担当者が

Webページのオーナーとして作成する。オーナーはWebペー

ジの構成要素となるコンテンツを選択し、コンテンツのレイア

ウト・配色などを決定するなど、Webページを自由にカスタ

マイズでき、コンテンツを開示する相手（企業、ユーザー、グ

ループ）も決定する。

2. システムの概要と課題
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表１　サプライヤーAが公開する情報

○：サプライヤーAが個別取引先に共有を求める情報。
×：サプライヤーAが個別取引先に共有を求めない情報。

※コラボレーションサーバー内で利用するWebページは、サプライヤーとバイヤー間で 
　自由に設定・拡張が可能。 
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図１　コラボレーション環境概要
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バイヤーは複数のサプライヤーと情報の共有を図り、また、

サプライヤーも複数のバイヤーと情報の共有を図る。当システ

ムはサプライヤーとバイヤー間のN対Nの情報共有をセキュ

アーに行えるコラボレーション基盤の構築を支援するシステム

である。

2.2 システムの要件
システムに求められる機能要件は以下のとおりである。ここ

では、サプライヤー、バイヤーという関係性を包含し、すべて

の取引企業をパートナー企業と呼ぶ。

（1）パートナー企業ごとにWebサイトを構築できること

（2）掲示するコンテンツは共用できること

（3）適切なセキュリティ設定を容易にできること

（4）容易にWebサイトをメンテナンス（デザイン変更）でき

ること

また、非機能要件は以下のとおりである。

（5）システムの拡張が容易であること

（6）公共サービスとして責任を果たせる可用性が確保できる

こと

（7）特定ソフトウェアベンダーの製品戦略に影響を受けない

こと

これらの要件を満たすために、オブジェクト指向アプローチ

を採用し、Javaオープン技術、J２EEを採用した。

3.1 フレームワークとコンポーネント化
ここでは、求められる自由度の高いシステムを構築するため

に適用するオブジェクト指向技術について述べる。

図３に示すように、アプリケーションにはシステムの基盤と

して共通的に必要となる部分と、必要に応じて開発されるビジ

ネスロジック部分がある。本システムでは、前者をフレーム

ワーク、後者をコンポーネントとして開発する。

通常、フレームワークは、どのアプリケーションにも必要に

なるデータの入出力やデータチェックやエラー処理や画面遷移

などの基本的な仕組みを提供する。コンポーネントはシステム

ごとに必要とされるビジネスロジックを実現するための部品で

ある。コンポーネントはフレームワークに対して脱着可能な構

成とすることにより、必要な機能（サービス）のみを提供する

ことが可能となる。

これは昨今のWebアプリケーションシステムで多く用いら

れているシステム構造であるが、本システムではポータルエン

ジンとしてフレームワークを開発する。

3. システムの特徴と開発手法
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図３　システムの構成
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コンポーネントの特徴としては、単独でサービスを提供する

ことのできるソフトウェア部品として作り込むことにより、他

システムでも流用することが可能であり、部品として再利用す

ることが可能となる。この性質を利用し、本システムではコン

テンツ自体をコンポーネント化して、フレームワーク上に配置

することで、異なる利用者への提供毎にセキュリティやプレゼ

ンテーション等の異なる性質を持ったサービスとして提供する

ことを可能としている。

本システムは、コラボレーション基盤実現のためのフレーム

ワークと、その上で稼動するコンポーネント群でシステムを構

成している。フレームワークとしてのポータルエンジンは、コ

ンポーネント管理・ユーザー管理・セキュリティ制御などコラ

ボレーションツールとして必要となる機能を提供する。企業間

で異なる１つ１つのコンテンツをコンポーネントという単位で

捉え、非定型業務を実現するソフトウェア部品としてシステム

を構築している。

各コンポーネントは、他モジュールへの依存度を低くし、モ

ジュール間を疎結合に保つことにより部品としての再利用性を

高めている。また、フレームワークがコンポーネントに依存し

ない構造を採用することにより、フレームワーク自体の再利用

性が高まる。新たな機能を追加する時の変更点は、コンポーネ

ントの追加とコンポーネントを管理する定義ファイルの変更だ

けである。フレームワーク自体の修正は発生せず、変更箇所が

局所化されているため拡張も容易な構造となっている。

システムの拡張性を確保するために、フレームワークとコン

ポーネント間は明確にインターフェースを規定している。各コ

ンポーネントはフレームワークが要求するインターフェースを

実装することにより、このシステム内でコンポーネントとして

動作することが可能となる。これによりシステム全体として整

合性を持たせることが可能であるとともに、パーソナライゼー

ション機能によりドキュメントなどのコンポーネントとプレゼ

ンテーションを分離することで、Webページ上でも統一感を

持たせることが可能となっている。

3.2 セキュリティモデル
ここでは、本システムで最も重要な機能である、セキュリ

ティ制御機能を例として、フレームワークとコンポーネントと

の間の動作を述べる。

当システムには複数の企業が参加しているため、特定のユー

ザーとのみ情報を共有するための仕組みが必要となる。「見せ

たい相手にだけ見せる」ためのセキュリティ機能を実現するた

めに本システムでは独自のアクセス制御を実装している。その

特徴は以下のとおりである (図４)。

●利用者には、アクセス可能なコンポーネントしか見せない。

利用者ごとに表示されるコンテンツは異なる。

●ユーザーがコンテンツにアクセスする際に、必ずポータル

エンジン内のアクセス制御のフィルターをかけることに

より、全てのコンポーネントに均一なセキュリティ機能

を提供する。

●コンポーネントを開発するにあたり、ポータルエンジン内

にアクセス制御機構が標準で装備されているため、セキュ

リティに関しては「誰が」「どのリソースに」「どのよう

な権限で」アクセスするかを規定した設定ファイルを用

意するだけでよい。
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図４　セキュリティモデル
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コラボレーションサーバーを構築するにあたって、重要視さ

れる課題として拡張性とパフォーマンスの２つがある。

開発に際しては、拡張性とパフォーマンス、両者の検証を行

い、その結果を再び実装に反映させるためには反復型開発が大

きな役割を担う。これもオブジェクト指向開発の特徴の１つ

[ST１]である。

分析から実装まで一通り終えたプロトタイプを材料に、拡張

性が本当に確保されているか、非機能要件であるパフォーマン

ス性能を充分に満たしているか、などを検証することができる。

これらの結果をレビューしながら次フェーズへの分析、設計、

実装に反映させることが出来るのが反復型開発の大きなメリッ

トである。

拡張性の実現のためにモデリングを行い、パフォーマンス性

能向上を考慮しながらシステムを構築していく。この2つの課

題について反復型開発を行いながら、いかにバランス良く設計

できるかがオブジェクト指向開発を適用する当コラボレーショ

ンサーバー構築の大きな鍵となっているが、現在は順調に開発

が進行している。

今回のプロジェクトを通して、非定型業務アプリケーション

に対するオブジェクト指向の適用度合いを見極め、オブジェク

ト指向システムにおける拡張性・再利用性のメリットが有効で

あることを実証していきたい。
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