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概要 
　流通業界ではGCIジャパンが目標としたライジングサン2007と経済産業省流通システム標準化事業によって

XML-EDI のインフラが整い、インターネットを介したXML-EDIがスタートした。本稿ではXMLという技術が広く導入

されるという視点から将来的なアプリケーションプログラミングへのXML適用の可能性について論ずる。 

　XMLとオブジェクト指向技術との親和性によるIT環境の効果的活用の可能性、さらにXMLスキーマの一意性に

より標準化されたデータ型を末端まで拡張することによる効果としてデータの流通性の向上が期待できる点などを

述べる。 

　次にXML-EDI が期待するサプライチェーン/デマンドチェーンの実現手段として、XMLベースのビジネスプロセ

ス記述言語であるWS-BPELによるXMLメッセージを介した柔軟なシステム連携と企業間コラボレーションの実現

について考察する。 

　これらに共通するのは、グローバルに流通可能なXMLスキーマとそれを利用したメッセージ標準の効果である。 

1. はじめに 

● ネットワークサービス事業本部 
　  B2B-ix事業部 

竹田　浩徳 
TAKEDA Hironori

　最初にXML-EDI(1)が現在どのような状況であるかを説明す

る。詳細は文献[1], [２] を参照していただきたい。 

　１９９０年代より、インターネットを介した次世代の企業間

データ交換の新しい枠組みについて検討され、ロゼッタネット

という最初の国際的な実用化がなされた前後より、様々な業

界でXML-EDI 標準を策定したが、実用化の拡大には至ってい

なかった。 

　しかし国内では流通業界で新たな動きが起きている。 

(1) XML-EDI：次世代型の企業間データ交換仕様であり、メッセージ形式にXMLを採用。 
(2) GDS (Global Data Synchronization)：国際的な商品マスタデータの即時同期化。 

　流通業界では、マイルストーンを置き、数年をかけ、XML-EDI

の実用化に向けて活動してきた。今年度は業種の拡大など、さら

なる普及に向けた取り組みが予定されている。 

 

1.2 XML-EDI標準 
　ここで今回策定された流通ビジネスメッセージ標準を含む

XML-EDIの標準について簡単にまとめる（文献[３]）。 

　基本的に既存の IT標準を活用し、その利用を定めるという構造

であり、技術仕様の細部は IETF(3)、W3C(4)、OASIS(5)などが管理

する技術標準を参照している。その時に利用できる技術を使うと

いうアプローチは昨今の ITの変化に対応するためには、現実的で

柔軟性があり、かつ経済的である。 

　流通SCM事業でサプライチェーンを実現するためのビジネス

プロセスを標準化しており、流通システム標準化事業では主に

XMLメッセージ標準と通信プロトコル等の利用ガイドラインを定

めている。 

(3) IETF (Internet Engineering Task Force)：HTTP等、インターネットで利用される技術標準を策定する組織。 
(4) W3C (WWW Consortium)：XML等、WWWで利用される技術標準を策定する組織。 
(5) OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards)：ebXML等、ビジネスにおける情報交換等で利用される技術標準を策定する組織。 

1.1 流通業界におけるXML-EDIの動向 
　経済産業省は平成１８年度より３カ年の予定でXML-EDI の

実用化に向け、流通システム標準化事業を実施している (文献

[３])。この事業は、平成１５年度から１７年度までの３カ年に

実施された流通サプライチェーン全体最適化促進事業（流通

SCM事業）の成果（文献[４]）の実運用と利用企業の普及拡

大を図るためのものである。 

　初年度である平成18年度流通システム標準化事業の内容は

以下のとおりであった。 

　(１) 次世代標準EDI メッセージの検討と共同実証 

　(２) 取扱い業種の拡大 

　(３) 商品マスタデータ同期化システム(GDS)(2)の開発 

　(４) 共通インフラの検討 

　(５) 広報・普及活動 

　この事業ではXMLメッセージを標準化し、業務活用を前提

に参加するユーザ企業が共同実証を行い、検証結果を反映する

プロセスで行われた。その成果として「流通ビジネスメッセー

ジ標準バージョン1.０」と様々な実装のためのガイドライン

が公開されている。 

　また国際的には消費財流通の標準化推進団体であるGCI（グ

ローバル・コマース・イニシアティブ）がXML-EDI を推進し

ており、国内では日本GCI 推進協議会（GCI ジャパン）が消費

財の小売業、卸売業、製造業が一体となって推進しており、先

に述べた経済産業省の流通システム標準化事業とも連携して

いる。 

GCIジャパンでは、平成１６年度の活動の成果として、ライジン

グサン２００７ (図1) という活動目標を掲げ、XML-EDI を推進

してきた。正に平成１８年度流通システム標準化事業の成果を

含め、これらの活動目標が実現されようとしている。 

1.2.1 通信プロトコル 
　インターネットEDIのための通信プロトコルは、３種類のプ

ロトコルを推奨している。 

　流通SCM事業の成果である「流通XML-EDI標準利用概説書」

（文献[６]）のメッセージ交換ガイドラインには、OASISの

ebXMLメッセージサービスと国内標準である“クライアン

ト・サーバ型メッセージ交換モデル”が示されていたが、こ

れに海外の消費財流通で多くの実績を持つ、IETFが策定した

EDIプロトコルであるEDIINT-AS2が加っている。 

　これらに共通するのは、現在最も普及している通信プロトコ

ルであるHTTP/HTTPSやセキュアに通信するための公開鍵

基盤技術 (PKI) を採用している点などがある。 

 

1.2.2 XML標準 
　XMLメッセージについては、日本チェーンストア協会、日

本スーパーマーケット協会合同の「次世代EDI標準化ワーキン

ググループ」でのメッセージフォーマットの検討を経て、

XMLスキーマを開発している。 

　固定長EDIメッセージと大きく異なるのは、XMLスキーマ

(文献[７])の採用による効果である。 

　固定長EDIメッセージ標準は主にレコードフォーマットを記

述した印刷された標準書という形式で配布された。各利用企業

は標準書を読み、メッセージ中の項目をレコード中の開始位置

と長さによって取得するプログラムをCOBOL等のプログラ

ミング言語で記述しなくてはならなかった。 

　それに対しXMLスキーマはプログラミング言語非依存であ

り、型定義そのものを電子的に配布可能である。またXMLス

キーマはモジュール化が可能である。各メッセージで共通の項

目をモジュール化して定義をすればよい。配布される標準メッ

セージ仕様ファイルは図2のような構造を持っており、設計ド

キュメントなどと共に配布される。 

　XMLはその前身と言えるSGML (Standard Generalized 

Mark-up Language) から、データ定義言語として期待され

てきた。 

　これまでASN.1、PostScript、TeXのようなテキストによ

る特定用途向けの標準記述言語があった。XMLはWebページ

記述、SOAP (Simple Object Access Protocol) における

リモートオブジェクトアクセス、ワードプロセッサやスプレッドシー

トなどのオフィスアプリケーションのファイル定義、本稿で

扱っている企業間データ通信標準のメッセージ記法等、広く

用いられている。 

　こういった動向の中で、標準的なプログラミング言語や開

発環境がXMLをサポートし、ストレスなく開発者がXMLを扱

えるようになっている。 

　しかし流通ビジネスメッセージ標準の初版がリリースされ、これ

から普及しようという現時点では、まずは業務の継続性を重

視しEDIサーバなどのフロントエンドでXMLメッセージを既

存システムのフォーマットへマッピング（変換）することに

よって基幹系システムへの影響を最小限に抑える方向で導入

が進むものと思われる。 

　低速のモデムの製造中止・サポート停止問題、増大する情

報に対応する転送能力への期待を抱え、早急にインターネッ

トEDI への切り替えが求められる中での選択である。 

　ここではEDIのメッセージ定義言語として導入されたXML

は次に何をもたらすのか、その可能性について考察する。 

 

2.1 オブジェクト指向システム基盤との親和性 
　まず、XMLとシステム開発の現状について考える。現在主

流であるプログラミング言語の多くはXMLをオブジェクトと

して扱うことが可能である。DOMやSAXなどのXMLパーサ

があり、XMLのモデルをオブジェクトにマッピングするデー

タバインディングツールもある。これらを活用することで

XML文書を容易に操作するアプリケーションプログラムを記

述することができる。 

　ここで仮にJavaで開発した業務システムとXML-EDIシス

テムとの機能と連携をイメージしてみる（図３）。この例で

は様々な型定義が存在している。 

　しかし、XML標準が存在すると図4のように標準XMLス

キーマからプログラムが処理をするための型を生成すること

が可能となり、型の開発や変換が減り、かつ豊富なXMLツール

を活用できる。 

　多くのリレーショナルDBエンジンがXML型データの格納機能

を有している。このようなDBであれば、XML型データを直接格

納することも可能である。一般的な業務システム開発に付随して

いるOR (Object Relational) マッピングも必須ではない。 

　またシステム間の連携で注目されているWebサービスはXML-

EDIプロトコルと同様にHTTP/HTTPSを用いてXMLメッセージ

を送受信しリモートのオブジェクトにアクセスする規格である。

XML標準は分散システムの設計/実装にも効果が期待できる。 

　このようにXMLとオブジェクト指向技術との高い親和性に

注目することで、次世代のシステムは高い柔軟性と効率性を

持つ可能性がある。 

2.2 XMLスキーマと情報の流通性 
　ロゼッタネットは当初DTD (Document Type Definition) 

で標準メッセージを定義していたが、現在はXMLスキーマ化を推

進している。流通ビジネスメッセージ標準もXMLスキーマである。 

　XMLスキーマはDTDと異なり、Javaのようなデータ型を

持っている。XMLスキーマのシンプル型はデータ型に相当し、

シンプル型から構成された型であるコンプレックス型はシンプ

ル型をメンバに持つクラスに相当する。 

　ここで前述の技術を活用して、データの発生時点からXML

化されている状況を想定する。図５では、発注業務端末から入

力した1つの発注明細によって1つのXMLインスタンスデータ

が生成されている。これを集めたものはXSLTなどを使って、

XML-EDIの標準メッセージに統合することができる。構造と

してはJavaのコレクション（集合）と同様である。 

　XMLスキーマはモジュール化（分割）が可能であり、標準

のXMLスキーマが分割されていれば、XMLインスタンスの分

割/統合は容易である。 

(6) WS-BPEL (Business Process Execution Language for Web Service)：XMLによってWebサービスを組み合わせたビジネスプロセスを記述し、実行するための標準。 

2. XMLの可能性 

3. インテックのソリューション 

　Webサービスは図６に示すように、SOAPを用いてXML

メッセージを受け渡すことにより、リモートのオブジェクトに

アクセスする技術である。サービス提供側（Webサービスサー

バ）がサービスの型をWSDL（Web Service Description 

Language）というXMLベースの言語で定義し、サービス利

用側（Webサービスクライアント）がその型に合わせてアク

セスすることで、サーバ-クライアント間は疎結合になる。 

　実際に交換するXMLメッセージの構造定義は「メッセージ

定義」部にXMLスキーマを用いて記述する。ここに業界標準

XMLスキーマの型を用いると取引先との接続のためのプロセ

ス記述が容易になる。前述のように企業情報システムに業界標

準のXML型が導入されれば、システム間の差異が減り、連携

のための変換が少なくなる分、柔軟性が生まれるであろう。 

　またWS-BPELはWSDLで定義された複数のサービスを組

み合わせたプロセスを記述するための言語であり、図７のよう

な条件分岐や繰り返し、例外などのプログラミング言語的な

制御構文を持つ。 

　構文はXMLで記述するが、グラフィカルな開発ツールも多

く製品化されており、XMLを直接書かずにプロセスを構築/変

更することもできる。単一のサービス呼び出しであったWeb

サービスを用いて、より複合的なプロセスを記述できるため、

SOA（Service Oriented Architecture）を推進する材料と

して期待されている規格でもある。 

　現在、多くのシステム稼働環境がプログラムをWebサービ

スとして公開する機能を持っている。これを活用したWebサー

ビス化とWS-BPELの活用した柔軟性のあるシステム統合は業

界標準XMLスキーマを社内システムまで広く適用することで

実現が容易になる。　 
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図１　ライジングサン2007の活動目標（文献[５]） 
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図２　発注メッセージ仕様ファイルの構造 

図３　業務システムとXML-EDIシステム連携の例 
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図４　標準XMLスキーマの活用 
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図８　B-ixServ Enterprise Editionのイメージ 

 

 

B-ixServ Enterprise Edition

取引先企業 

インターネット 

EDIINT AS2

ebXML MS

Webサービス 

ファイル 

FTP

業務システム 

Webサービス 業務システム 

業務システム 

業務システム 

取引先企業 

　次に物理的な発注伝票は発注明細行のコレクションと捉え、

XMLスキーマがネームスペースを持つことに着目してみる。 

　ネームスペースとは、XMLのエレメント名がプログラム内

で衝突することを避けるためのプレフィックスであり、流通ビ

ジネスメッセージ標準のメッセージ定義は国際的に衝突しない

ように管理された一意性を持つネームスペースを持っている。

これにより、XMLインスタンスは入力時点から一切の加工な

しに、「鉛筆という名前の商品を１０本発注する」という国際

的に一意性を持つデータとして生成されることになる。 

　XML標準を用いなければ企業内で生成されるデータは、プ

ログラマーが作ったローカルな型でしかない。そのためアプリ

ケーションプログラムの多くが型の変換のために費やされてい

る。社内システム構築の際にもローカルな型定義を行わず、

データを集めるだけで標準ビジネスメッセージの組み立てが可

能となる点で、“One source Multi use”の概念の実現によ

り近づく。 

　またオフィスアプリケーションのXML対応が進んでいる。

業界標準のXMLスキーマとの連携が可能になれば、受信した

メッセージから抽出した情報をエンドユーザがスプレッドシー

トなどを用いてデスクトップ環境で活用することができる。従

来のシステムでは、正しくデータを解釈するためには、保管さ

れているデータ構造を理解し、抽出するためのプログラムを書

かなくてはならなかったが、プラットフォームに依存しない

XMLによる業界標準のデータ型であれば規格を理解するだけ

である。 

　変換が不要であるということで、情報の流通性の向上が期待

できる。 

 

2.3 WS-BPEL(６)によるシステム間連携 
　流通SCM事業ではビジネスプロセスを標準化した。企業活

動の効率化のためのサプライチェーン/デマンドチェーンの実

現にはデータ交換だけでなく、標準ビジネスプロセスに準拠し

たメッセージ交換が必要となる。 

　この実現には単一の業務システム間を点と点で結んでいた従

来のEDI と異なり、複数の業務システムを連携させなくてはな

らないケースが発生する。さらに標準の改訂や取引先の要件に

よってメッセージやビジネスプロセスの追加/変更も発生する。 

そのため固定的なシステム間連携には限界があり、柔軟性が求

められる。Webサービスによる疎結合とビジネスプロセス管

理を実現するWS-BPELはその解の一つであると考える。 

http://www.dsri.jp/invres/system_standard/system_ 

standard.htm

http://www.dsri.jp/invres/system_standard/supply_ 

chain.htm

http://www.gci.dsri.jp/general/activity/seminar/ 

rt060310/4_xmlwg.pdf

発注 
 
明細リスト 取引先 

　情報システムに対する要求は増え、システムのライフサイク

ルは短くなる中で、標準をいかに活用するか、という観点が重

要であると考える。 

　従来は通信やハードウェアなどのインフラストラクチャが標

準化の中心であったが、最近はXMLなどのアプリケーション

寄りの標準化が推進されている。アプリケーションプログラミ

ングにおいてはXML-EDI が規定するXMLスキーマは、多くの

企業内情報システムで共通に活用できる標準のデータ型であり、

この活用による効率化が期待できる。 

　さらにWebサービスによってシステム間を疎結合にし、

WS-BPELによってビジネスプロセスとして柔軟に組み合わせ

ることで、変革への対応が可能になる。その時、プロセスの中

を流れるのは、標準化された型を持つ情報であることが重要で

ある。 

　当社のB2B-ix事業のソリューションラインアップでは

B-ixServシリーズとしてインターネットEDIプロトコル製品を

リリースしている。これに加えインテックグループで研究開

発を担っているインテック・ウェブ・アンド・ゲノム・イン

フォマティックス社が開発したWS-BPELエンジンを搭載した

B-ixServ Enterprise Editionという製品を、次世代XML-EDI

向けのソリューションとして提供する準備を進めている。（図８） 

　これらの製品はWebサービスだけでなく、従来型の業務シ

ステムとの連携のためのファイルベースの業務システム接続

機能や固定長・CSV等とXMLメッセージとの相互変換のため

のマッピングエンジンを搭載し、段階的な移行を支援できる

ものにしている。 

　さらに本稿で述べたような業界標準XMLの利用範囲を広げ

るためのツールを含め、総合的なXML-EDI ソリューションを

展開する予定である。 
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XML-EDIがもたらすXMLの可能性 
XML-EDI Standards and Utilization of XML Capabilities

竹田　浩徳 
TAKEDA Hironori

概要 
　流通業界ではGCIジャパンが目標としたライジングサン2007と経済産業省流通システム標準化事業によって

XML-EDI のインフラが整い、インターネットを介したXML-EDIがスタートした。本稿ではXMLという技術が広く導入

されるという視点から将来的なアプリケーションプログラミングへのXML適用の可能性について論ずる。 

　XMLとオブジェクト指向技術との親和性によるIT環境の効果的活用の可能性、さらにXMLスキーマの一意性に

より標準化されたデータ型を末端まで拡張することによる効果としてデータの流通性の向上が期待できる点などを

述べる。 

　次にXML-EDI が期待するサプライチェーン/デマンドチェーンの実現手段として、XMLベースのビジネスプロセ

ス記述言語であるWS-BPELによるXMLメッセージを介した柔軟なシステム連携と企業間コラボレーションの実現

について考察する。 

　これらに共通するのは、グローバルに流通可能なXMLスキーマとそれを利用したメッセージ標準の効果である。 

1. はじめに 

● ネットワークサービス事業本部 
　  B2B-ix事業部 

竹田　浩徳 
TAKEDA Hironori

　最初にXML-EDI(1)が現在どのような状況であるかを説明す

る。詳細は文献[1], [２] を参照していただきたい。 

　１９９０年代より、インターネットを介した次世代の企業間

データ交換の新しい枠組みについて検討され、ロゼッタネット

という最初の国際的な実用化がなされた前後より、様々な業

界でXML-EDI 標準を策定したが、実用化の拡大には至ってい

なかった。 

　しかし国内では流通業界で新たな動きが起きている。 

(1) XML-EDI：次世代型の企業間データ交換仕様であり、メッセージ形式にXMLを採用。 
(2) GDS (Global Data Synchronization)：国際的な商品マスタデータの即時同期化。 

　流通業界では、マイルストーンを置き、数年をかけ、XML-EDI

の実用化に向けて活動してきた。今年度は業種の拡大など、さら

なる普及に向けた取り組みが予定されている。 

 

1.2 XML-EDI標準 
　ここで今回策定された流通ビジネスメッセージ標準を含む

XML-EDIの標準について簡単にまとめる（文献[３]）。 

　基本的に既存の IT標準を活用し、その利用を定めるという構造

であり、技術仕様の細部は IETF(3)、W3C(4)、OASIS(5)などが管理

する技術標準を参照している。その時に利用できる技術を使うと

いうアプローチは昨今の ITの変化に対応するためには、現実的で

柔軟性があり、かつ経済的である。 

　流通SCM事業でサプライチェーンを実現するためのビジネス

プロセスを標準化しており、流通システム標準化事業では主に

XMLメッセージ標準と通信プロトコル等の利用ガイドラインを定

めている。 

(3) IETF (Internet Engineering Task Force)：HTTP等、インターネットで利用される技術標準を策定する組織。 
(4) W3C (WWW Consortium)：XML等、WWWで利用される技術標準を策定する組織。 
(5) OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards)：ebXML等、ビジネスにおける情報交換等で利用される技術標準を策定する組織。 

1.1 流通業界におけるXML-EDIの動向 
　経済産業省は平成１８年度より３カ年の予定でXML-EDI の

実用化に向け、流通システム標準化事業を実施している (文献

[３])。この事業は、平成１５年度から１７年度までの３カ年に

実施された流通サプライチェーン全体最適化促進事業（流通

SCM事業）の成果（文献[４]）の実運用と利用企業の普及拡

大を図るためのものである。 

　初年度である平成18年度流通システム標準化事業の内容は

以下のとおりであった。 

　(１) 次世代標準EDI メッセージの検討と共同実証 

　(２) 取扱い業種の拡大 

　(３) 商品マスタデータ同期化システム(GDS)(2)の開発 

　(４) 共通インフラの検討 

　(５) 広報・普及活動 

　この事業ではXMLメッセージを標準化し、業務活用を前提

に参加するユーザ企業が共同実証を行い、検証結果を反映する

プロセスで行われた。その成果として「流通ビジネスメッセー

ジ標準バージョン1.０」と様々な実装のためのガイドライン

が公開されている。 

　また国際的には消費財流通の標準化推進団体であるGCI（グ

ローバル・コマース・イニシアティブ）がXML-EDI を推進し

ており、国内では日本GCI 推進協議会（GCI ジャパン）が消費

財の小売業、卸売業、製造業が一体となって推進しており、先

に述べた経済産業省の流通システム標準化事業とも連携して

いる。 

GCIジャパンでは、平成１６年度の活動の成果として、ライジン

グサン２００７ (図1) という活動目標を掲げ、XML-EDI を推進

してきた。正に平成１８年度流通システム標準化事業の成果を

含め、これらの活動目標が実現されようとしている。 

1.2.1 通信プロトコル 
　インターネットEDIのための通信プロトコルは、３種類のプ

ロトコルを推奨している。 

　流通SCM事業の成果である「流通XML-EDI標準利用概説書」

（文献[６]）のメッセージ交換ガイドラインには、OASISの

ebXMLメッセージサービスと国内標準である“クライアン

ト・サーバ型メッセージ交換モデル”が示されていたが、こ

れに海外の消費財流通で多くの実績を持つ、IETFが策定した

EDIプロトコルであるEDIINT-AS2が加っている。 

　これらに共通するのは、現在最も普及している通信プロトコ

ルであるHTTP/HTTPSやセキュアに通信するための公開鍵

基盤技術 (PKI) を採用している点などがある。 

 

1.2.2 XML標準 
　XMLメッセージについては、日本チェーンストア協会、日

本スーパーマーケット協会合同の「次世代EDI標準化ワーキン

ググループ」でのメッセージフォーマットの検討を経て、

XMLスキーマを開発している。 

　固定長EDIメッセージと大きく異なるのは、XMLスキーマ

(文献[７])の採用による効果である。 

　固定長EDIメッセージ標準は主にレコードフォーマットを記

述した印刷された標準書という形式で配布された。各利用企業

は標準書を読み、メッセージ中の項目をレコード中の開始位置

と長さによって取得するプログラムをCOBOL等のプログラ

ミング言語で記述しなくてはならなかった。 

　それに対しXMLスキーマはプログラミング言語非依存であ

り、型定義そのものを電子的に配布可能である。またXMLス

キーマはモジュール化が可能である。各メッセージで共通の項

目をモジュール化して定義をすればよい。配布される標準メッ

セージ仕様ファイルは図2のような構造を持っており、設計ド

キュメントなどと共に配布される。 

　XMLはその前身と言えるSGML (Standard Generalized 

Mark-up Language) から、データ定義言語として期待され

てきた。 

　これまでASN.1、PostScript、TeXのようなテキストによ

る特定用途向けの標準記述言語があった。XMLはWebページ

記述、SOAP (Simple Object Access Protocol) における

リモートオブジェクトアクセス、ワードプロセッサやスプレッドシー

トなどのオフィスアプリケーションのファイル定義、本稿で

扱っている企業間データ通信標準のメッセージ記法等、広く

用いられている。 

　こういった動向の中で、標準的なプログラミング言語や開

発環境がXMLをサポートし、ストレスなく開発者がXMLを扱

えるようになっている。 

　しかし流通ビジネスメッセージ標準の初版がリリースされ、これ

から普及しようという現時点では、まずは業務の継続性を重

視しEDIサーバなどのフロントエンドでXMLメッセージを既

存システムのフォーマットへマッピング（変換）することに

よって基幹系システムへの影響を最小限に抑える方向で導入

が進むものと思われる。 

　低速のモデムの製造中止・サポート停止問題、増大する情

報に対応する転送能力への期待を抱え、早急にインターネッ

トEDI への切り替えが求められる中での選択である。 

　ここではEDIのメッセージ定義言語として導入されたXML

は次に何をもたらすのか、その可能性について考察する。 

 

2.1 オブジェクト指向システム基盤との親和性 
　まず、XMLとシステム開発の現状について考える。現在主

流であるプログラミング言語の多くはXMLをオブジェクトと

して扱うことが可能である。DOMやSAXなどのXMLパーサ

があり、XMLのモデルをオブジェクトにマッピングするデー

タバインディングツールもある。これらを活用することで

XML文書を容易に操作するアプリケーションプログラムを記

述することができる。 

　ここで仮にJavaで開発した業務システムとXML-EDIシス

テムとの機能と連携をイメージしてみる（図３）。この例で

は様々な型定義が存在している。 

　しかし、XML標準が存在すると図4のように標準XMLス

キーマからプログラムが処理をするための型を生成すること

が可能となり、型の開発や変換が減り、かつ豊富なXMLツール

を活用できる。 

　多くのリレーショナルDBエンジンがXML型データの格納機能

を有している。このようなDBであれば、XML型データを直接格

納することも可能である。一般的な業務システム開発に付随して

いるOR (Object Relational) マッピングも必須ではない。 

　またシステム間の連携で注目されているWebサービスはXML-

EDIプロトコルと同様にHTTP/HTTPSを用いてXMLメッセージ

を送受信しリモートのオブジェクトにアクセスする規格である。

XML標準は分散システムの設計/実装にも効果が期待できる。 

　このようにXMLとオブジェクト指向技術との高い親和性に

注目することで、次世代のシステムは高い柔軟性と効率性を

持つ可能性がある。 

2.2 XMLスキーマと情報の流通性 
　ロゼッタネットは当初DTD (Document Type Definition) 

で標準メッセージを定義していたが、現在はXMLスキーマ化を推

進している。流通ビジネスメッセージ標準もXMLスキーマである。 

　XMLスキーマはDTDと異なり、Javaのようなデータ型を

持っている。XMLスキーマのシンプル型はデータ型に相当し、

シンプル型から構成された型であるコンプレックス型はシンプ

ル型をメンバに持つクラスに相当する。 

　ここで前述の技術を活用して、データの発生時点からXML

化されている状況を想定する。図５では、発注業務端末から入

力した1つの発注明細によって1つのXMLインスタンスデータ

が生成されている。これを集めたものはXSLTなどを使って、

XML-EDIの標準メッセージに統合することができる。構造と

してはJavaのコレクション（集合）と同様である。 

　XMLスキーマはモジュール化（分割）が可能であり、標準

のXMLスキーマが分割されていれば、XMLインスタンスの分

割/統合は容易である。 

(6) WS-BPEL (Business Process Execution Language for Web Service)：XMLによってWebサービスを組み合わせたビジネスプロセスを記述し、実行するための標準。 

2. XMLの可能性 

3. インテックのソリューション 

　Webサービスは図６に示すように、SOAPを用いてXML

メッセージを受け渡すことにより、リモートのオブジェクトに

アクセスする技術である。サービス提供側（Webサービスサー

バ）がサービスの型をWSDL（Web Service Description 

Language）というXMLベースの言語で定義し、サービス利

用側（Webサービスクライアント）がその型に合わせてアク

セスすることで、サーバ-クライアント間は疎結合になる。 

　実際に交換するXMLメッセージの構造定義は「メッセージ

定義」部にXMLスキーマを用いて記述する。ここに業界標準

XMLスキーマの型を用いると取引先との接続のためのプロセ

ス記述が容易になる。前述のように企業情報システムに業界標

準のXML型が導入されれば、システム間の差異が減り、連携

のための変換が少なくなる分、柔軟性が生まれるであろう。 

　またWS-BPELはWSDLで定義された複数のサービスを組

み合わせたプロセスを記述するための言語であり、図７のよう

な条件分岐や繰り返し、例外などのプログラミング言語的な

制御構文を持つ。 

　構文はXMLで記述するが、グラフィカルな開発ツールも多

く製品化されており、XMLを直接書かずにプロセスを構築/変

更することもできる。単一のサービス呼び出しであったWeb

サービスを用いて、より複合的なプロセスを記述できるため、

SOA（Service Oriented Architecture）を推進する材料と

して期待されている規格でもある。 

　現在、多くのシステム稼働環境がプログラムをWebサービ

スとして公開する機能を持っている。これを活用したWebサー

ビス化とWS-BPELの活用した柔軟性のあるシステム統合は業

界標準XMLスキーマを社内システムまで広く適用することで

実現が容易になる。　 

4. おわりに 

フォーマット 

通信手順 

インフラ 

業務の効率化 

BMS(Simple-eb)とJEDICOS-XMLをベースに国内で 
利用可能な「統一フォーマット」が存在している 

ebXML-MS およびAS2でインターネットEDIが始めら 
れており、かつ、両プロトコルが相互に利用可能な技 
術が確立している 

GTIN/GLNの運用が開始されGDSで商品マスタの同 
期化も併せて開始されている 

伝票レスが開始されている 
電話・FAX発注がなくなっている 
標準がなく非効率なWeb-EDIがなくなっている 

図１　ライジングサン2007の活動目標（文献[５]） 
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図２　発注メッセージ仕様ファイルの構造 

図３　業務システムとXML-EDIシステム連携の例 
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図４　標準XMLスキーマの活用 
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図８　B-ixServ Enterprise Editionのイメージ 
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　次に物理的な発注伝票は発注明細行のコレクションと捉え、

XMLスキーマがネームスペースを持つことに着目してみる。 

　ネームスペースとは、XMLのエレメント名がプログラム内

で衝突することを避けるためのプレフィックスであり、流通ビ

ジネスメッセージ標準のメッセージ定義は国際的に衝突しない

ように管理された一意性を持つネームスペースを持っている。

これにより、XMLインスタンスは入力時点から一切の加工な

しに、「鉛筆という名前の商品を１０本発注する」という国際

的に一意性を持つデータとして生成されることになる。 

　XML標準を用いなければ企業内で生成されるデータは、プ

ログラマーが作ったローカルな型でしかない。そのためアプリ

ケーションプログラムの多くが型の変換のために費やされてい

る。社内システム構築の際にもローカルな型定義を行わず、

データを集めるだけで標準ビジネスメッセージの組み立てが可

能となる点で、“One source Multi use”の概念の実現によ

り近づく。 

　またオフィスアプリケーションのXML対応が進んでいる。

業界標準のXMLスキーマとの連携が可能になれば、受信した

メッセージから抽出した情報をエンドユーザがスプレッドシー

トなどを用いてデスクトップ環境で活用することができる。従

来のシステムでは、正しくデータを解釈するためには、保管さ

れているデータ構造を理解し、抽出するためのプログラムを書

かなくてはならなかったが、プラットフォームに依存しない

XMLによる業界標準のデータ型であれば規格を理解するだけ

である。 

　変換が不要であるということで、情報の流通性の向上が期待

できる。 

 

2.3 WS-BPEL(６)によるシステム間連携 
　流通SCM事業ではビジネスプロセスを標準化した。企業活

動の効率化のためのサプライチェーン/デマンドチェーンの実

現にはデータ交換だけでなく、標準ビジネスプロセスに準拠し

たメッセージ交換が必要となる。 

　この実現には単一の業務システム間を点と点で結んでいた従

来のEDI と異なり、複数の業務システムを連携させなくてはな

らないケースが発生する。さらに標準の改訂や取引先の要件に

よってメッセージやビジネスプロセスの追加/変更も発生する。 

そのため固定的なシステム間連携には限界があり、柔軟性が求

められる。Webサービスによる疎結合とビジネスプロセス管

理を実現するWS-BPELはその解の一つであると考える。 

http://www.dsri.jp/invres/system_standard/system_ 

standard.htm

http://www.dsri.jp/invres/system_standard/supply_ 

chain.htm

http://www.gci.dsri.jp/general/activity/seminar/ 

rt060310/4_xmlwg.pdf

発注 
 
明細リスト 取引先 

　情報システムに対する要求は増え、システムのライフサイク

ルは短くなる中で、標準をいかに活用するか、という観点が重

要であると考える。 

　従来は通信やハードウェアなどのインフラストラクチャが標

準化の中心であったが、最近はXMLなどのアプリケーション

寄りの標準化が推進されている。アプリケーションプログラミ

ングにおいてはXML-EDI が規定するXMLスキーマは、多くの

企業内情報システムで共通に活用できる標準のデータ型であり、

この活用による効率化が期待できる。 

　さらにWebサービスによってシステム間を疎結合にし、

WS-BPELによってビジネスプロセスとして柔軟に組み合わせ

ることで、変革への対応が可能になる。その時、プロセスの中

を流れるのは、標準化された型を持つ情報であることが重要で

ある。 

　当社のB2B-ix事業のソリューションラインアップでは

B-ixServシリーズとしてインターネットEDIプロトコル製品を

リリースしている。これに加えインテックグループで研究開

発を担っているインテック・ウェブ・アンド・ゲノム・イン

フォマティックス社が開発したWS-BPELエンジンを搭載した

B-ixServ Enterprise Editionという製品を、次世代XML-EDI

向けのソリューションとして提供する準備を進めている。（図８） 

　これらの製品はWebサービスだけでなく、従来型の業務シ

ステムとの連携のためのファイルベースの業務システム接続

機能や固定長・CSV等とXMLメッセージとの相互変換のため

のマッピングエンジンを搭載し、段階的な移行を支援できる

ものにしている。 

　さらに本稿で述べたような業界標準XMLの利用範囲を広げ

るためのツールを含め、総合的なXML-EDI ソリューションを

展開する予定である。 
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XML-EDIがもたらすXMLの可能性 
XML-EDI Standards and Utilization of XML Capabilities

竹田　浩徳 
TAKEDA Hironori

概要 
　流通業界ではGCIジャパンが目標としたライジングサン2007と経済産業省流通システム標準化事業によって

XML-EDI のインフラが整い、インターネットを介したXML-EDIがスタートした。本稿ではXMLという技術が広く導入

されるという視点から将来的なアプリケーションプログラミングへのXML適用の可能性について論ずる。 

　XMLとオブジェクト指向技術との親和性によるIT環境の効果的活用の可能性、さらにXMLスキーマの一意性に

より標準化されたデータ型を末端まで拡張することによる効果としてデータの流通性の向上が期待できる点などを

述べる。 

　次にXML-EDI が期待するサプライチェーン/デマンドチェーンの実現手段として、XMLベースのビジネスプロセ

ス記述言語であるWS-BPELによるXMLメッセージを介した柔軟なシステム連携と企業間コラボレーションの実現

について考察する。 

　これらに共通するのは、グローバルに流通可能なXMLスキーマとそれを利用したメッセージ標準の効果である。 

1. はじめに 

● ネットワークサービス事業本部 
　  B2B-ix事業部 

竹田　浩徳 
TAKEDA Hironori

　最初にXML-EDI(1)が現在どのような状況であるかを説明す

る。詳細は文献[1], [２] を参照していただきたい。 

　１９９０年代より、インターネットを介した次世代の企業間

データ交換の新しい枠組みについて検討され、ロゼッタネット

という最初の国際的な実用化がなされた前後より、様々な業

界でXML-EDI 標準を策定したが、実用化の拡大には至ってい

なかった。 

　しかし国内では流通業界で新たな動きが起きている。 

(1) XML-EDI：次世代型の企業間データ交換仕様であり、メッセージ形式にXMLを採用。 
(2) GDS (Global Data Synchronization)：国際的な商品マスタデータの即時同期化。 

　流通業界では、マイルストーンを置き、数年をかけ、XML-EDI

の実用化に向けて活動してきた。今年度は業種の拡大など、さら

なる普及に向けた取り組みが予定されている。 

 

1.2 XML-EDI標準 
　ここで今回策定された流通ビジネスメッセージ標準を含む

XML-EDIの標準について簡単にまとめる（文献[３]）。 

　基本的に既存の IT標準を活用し、その利用を定めるという構造

であり、技術仕様の細部は IETF(3)、W3C(4)、OASIS(5)などが管理

する技術標準を参照している。その時に利用できる技術を使うと

いうアプローチは昨今の ITの変化に対応するためには、現実的で

柔軟性があり、かつ経済的である。 

　流通SCM事業でサプライチェーンを実現するためのビジネス

プロセスを標準化しており、流通システム標準化事業では主に

XMLメッセージ標準と通信プロトコル等の利用ガイドラインを定

めている。 

(3) IETF (Internet Engineering Task Force)：HTTP等、インターネットで利用される技術標準を策定する組織。 
(4) W3C (WWW Consortium)：XML等、WWWで利用される技術標準を策定する組織。 
(5) OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards)：ebXML等、ビジネスにおける情報交換等で利用される技術標準を策定する組織。 

1.1 流通業界におけるXML-EDIの動向 
　経済産業省は平成１８年度より３カ年の予定でXML-EDI の

実用化に向け、流通システム標準化事業を実施している (文献

[３])。この事業は、平成１５年度から１７年度までの３カ年に

実施された流通サプライチェーン全体最適化促進事業（流通

SCM事業）の成果（文献[４]）の実運用と利用企業の普及拡

大を図るためのものである。 

　初年度である平成18年度流通システム標準化事業の内容は

以下のとおりであった。 

　(１) 次世代標準EDI メッセージの検討と共同実証 

　(２) 取扱い業種の拡大 

　(３) 商品マスタデータ同期化システム(GDS)(2)の開発 

　(４) 共通インフラの検討 

　(５) 広報・普及活動 

　この事業ではXMLメッセージを標準化し、業務活用を前提

に参加するユーザ企業が共同実証を行い、検証結果を反映する

プロセスで行われた。その成果として「流通ビジネスメッセー

ジ標準バージョン1.０」と様々な実装のためのガイドライン

が公開されている。 

　また国際的には消費財流通の標準化推進団体であるGCI（グ

ローバル・コマース・イニシアティブ）がXML-EDI を推進し

ており、国内では日本GCI 推進協議会（GCI ジャパン）が消費

財の小売業、卸売業、製造業が一体となって推進しており、先

に述べた経済産業省の流通システム標準化事業とも連携して

いる。 

GCIジャパンでは、平成１６年度の活動の成果として、ライジン

グサン２００７ (図1) という活動目標を掲げ、XML-EDI を推進

してきた。正に平成１８年度流通システム標準化事業の成果を

含め、これらの活動目標が実現されようとしている。 

1.2.1 通信プロトコル 
　インターネットEDIのための通信プロトコルは、３種類のプ

ロトコルを推奨している。 

　流通SCM事業の成果である「流通XML-EDI標準利用概説書」

（文献[６]）のメッセージ交換ガイドラインには、OASISの

ebXMLメッセージサービスと国内標準である“クライアン

ト・サーバ型メッセージ交換モデル”が示されていたが、こ

れに海外の消費財流通で多くの実績を持つ、IETFが策定した

EDIプロトコルであるEDIINT-AS2が加っている。 

　これらに共通するのは、現在最も普及している通信プロトコ

ルであるHTTP/HTTPSやセキュアに通信するための公開鍵

基盤技術 (PKI) を採用している点などがある。 

 

1.2.2 XML標準 
　XMLメッセージについては、日本チェーンストア協会、日

本スーパーマーケット協会合同の「次世代EDI標準化ワーキン

ググループ」でのメッセージフォーマットの検討を経て、

XMLスキーマを開発している。 

　固定長EDIメッセージと大きく異なるのは、XMLスキーマ

(文献[７])の採用による効果である。 

　固定長EDIメッセージ標準は主にレコードフォーマットを記

述した印刷された標準書という形式で配布された。各利用企業

は標準書を読み、メッセージ中の項目をレコード中の開始位置

と長さによって取得するプログラムをCOBOL等のプログラ

ミング言語で記述しなくてはならなかった。 

　それに対しXMLスキーマはプログラミング言語非依存であ

り、型定義そのものを電子的に配布可能である。またXMLス

キーマはモジュール化が可能である。各メッセージで共通の項

目をモジュール化して定義をすればよい。配布される標準メッ

セージ仕様ファイルは図2のような構造を持っており、設計ド

キュメントなどと共に配布される。 

　XMLはその前身と言えるSGML (Standard Generalized 

Mark-up Language) から、データ定義言語として期待され

てきた。 

　これまでASN.1、PostScript、TeXのようなテキストによ

る特定用途向けの標準記述言語があった。XMLはWebページ

記述、SOAP (Simple Object Access Protocol) における

リモートオブジェクトアクセス、ワードプロセッサやスプレッドシー

トなどのオフィスアプリケーションのファイル定義、本稿で

扱っている企業間データ通信標準のメッセージ記法等、広く

用いられている。 

　こういった動向の中で、標準的なプログラミング言語や開

発環境がXMLをサポートし、ストレスなく開発者がXMLを扱

えるようになっている。 

　しかし流通ビジネスメッセージ標準の初版がリリースされ、これ

から普及しようという現時点では、まずは業務の継続性を重

視しEDIサーバなどのフロントエンドでXMLメッセージを既

存システムのフォーマットへマッピング（変換）することに

よって基幹系システムへの影響を最小限に抑える方向で導入

が進むものと思われる。 

　低速のモデムの製造中止・サポート停止問題、増大する情

報に対応する転送能力への期待を抱え、早急にインターネッ

トEDI への切り替えが求められる中での選択である。 

　ここではEDIのメッセージ定義言語として導入されたXML

は次に何をもたらすのか、その可能性について考察する。 

 

2.1 オブジェクト指向システム基盤との親和性 
　まず、XMLとシステム開発の現状について考える。現在主

流であるプログラミング言語の多くはXMLをオブジェクトと

して扱うことが可能である。DOMやSAXなどのXMLパーサ

があり、XMLのモデルをオブジェクトにマッピングするデー

タバインディングツールもある。これらを活用することで

XML文書を容易に操作するアプリケーションプログラムを記

述することができる。 

　ここで仮にJavaで開発した業務システムとXML-EDIシス

テムとの機能と連携をイメージしてみる（図３）。この例で

は様々な型定義が存在している。 

　しかし、XML標準が存在すると図4のように標準XMLス

キーマからプログラムが処理をするための型を生成すること

が可能となり、型の開発や変換が減り、かつ豊富なXMLツール

を活用できる。 

　多くのリレーショナルDBエンジンがXML型データの格納機能

を有している。このようなDBであれば、XML型データを直接格

納することも可能である。一般的な業務システム開発に付随して

いるOR (Object Relational) マッピングも必須ではない。 

　またシステム間の連携で注目されているWebサービスはXML-

EDIプロトコルと同様にHTTP/HTTPSを用いてXMLメッセージ

を送受信しリモートのオブジェクトにアクセスする規格である。

XML標準は分散システムの設計/実装にも効果が期待できる。 

　このようにXMLとオブジェクト指向技術との高い親和性に

注目することで、次世代のシステムは高い柔軟性と効率性を

持つ可能性がある。 

2.2 XMLスキーマと情報の流通性 
　ロゼッタネットは当初DTD (Document Type Definition) 

で標準メッセージを定義していたが、現在はXMLスキーマ化を推

進している。流通ビジネスメッセージ標準もXMLスキーマである。 

　XMLスキーマはDTDと異なり、Javaのようなデータ型を

持っている。XMLスキーマのシンプル型はデータ型に相当し、

シンプル型から構成された型であるコンプレックス型はシンプ

ル型をメンバに持つクラスに相当する。 

　ここで前述の技術を活用して、データの発生時点からXML

化されている状況を想定する。図５では、発注業務端末から入

力した1つの発注明細によって1つのXMLインスタンスデータ

が生成されている。これを集めたものはXSLTなどを使って、

XML-EDIの標準メッセージに統合することができる。構造と

してはJavaのコレクション（集合）と同様である。 

　XMLスキーマはモジュール化（分割）が可能であり、標準

のXMLスキーマが分割されていれば、XMLインスタンスの分

割/統合は容易である。 

(6) WS-BPEL (Business Process Execution Language for Web Service)：XMLによってWebサービスを組み合わせたビジネスプロセスを記述し、実行するための標準。 

2. XMLの可能性 

3. インテックのソリューション 

　Webサービスは図６に示すように、SOAPを用いてXML

メッセージを受け渡すことにより、リモートのオブジェクトに

アクセスする技術である。サービス提供側（Webサービスサー

バ）がサービスの型をWSDL（Web Service Description 

Language）というXMLベースの言語で定義し、サービス利

用側（Webサービスクライアント）がその型に合わせてアク

セスすることで、サーバ-クライアント間は疎結合になる。 

　実際に交換するXMLメッセージの構造定義は「メッセージ

定義」部にXMLスキーマを用いて記述する。ここに業界標準

XMLスキーマの型を用いると取引先との接続のためのプロセ

ス記述が容易になる。前述のように企業情報システムに業界標

準のXML型が導入されれば、システム間の差異が減り、連携

のための変換が少なくなる分、柔軟性が生まれるであろう。 

　またWS-BPELはWSDLで定義された複数のサービスを組

み合わせたプロセスを記述するための言語であり、図７のよう

な条件分岐や繰り返し、例外などのプログラミング言語的な

制御構文を持つ。 

　構文はXMLで記述するが、グラフィカルな開発ツールも多

く製品化されており、XMLを直接書かずにプロセスを構築/変

更することもできる。単一のサービス呼び出しであったWeb

サービスを用いて、より複合的なプロセスを記述できるため、

SOA（Service Oriented Architecture）を推進する材料と

して期待されている規格でもある。 

　現在、多くのシステム稼働環境がプログラムをWebサービ

スとして公開する機能を持っている。これを活用したWebサー

ビス化とWS-BPELの活用した柔軟性のあるシステム統合は業

界標準XMLスキーマを社内システムまで広く適用することで

実現が容易になる。　 

4. おわりに 

フォーマット 

通信手順 

インフラ 

業務の効率化 

BMS(Simple-eb)とJEDICOS-XMLをベースに国内で 
利用可能な「統一フォーマット」が存在している 

ebXML-MS およびAS2でインターネットEDIが始めら 
れており、かつ、両プロトコルが相互に利用可能な技 
術が確立している 

GTIN/GLNの運用が開始されGDSで商品マスタの同 
期化も併せて開始されている 

伝票レスが開始されている 
電話・FAX発注がなくなっている 
標準がなく非効率なWeb-EDIがなくなっている 

図１　ライジングサン2007の活動目標（文献[５]） 
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図２　発注メッセージ仕様ファイルの構造 

図３　業務システムとXML-EDIシステム連携の例 

業務システム XML-EDIシステム 

入力フォーム 

データ入力 

バリデーション 

データ保存 

ビジネスロジック 

データ抽出 

フォーマット変換 

標準エンベロープ 

データ送信 

送信結果保存 
業務システム 

DB

HTML Java Class DBスキーマ データ抽出形式 標準XML 
メッセージ 

HTML Java Class DBスキーマ 標準XML 
データ 

標準XML 
メッセージ 

標準XML 
スキーマ 

XSLT変換 データバインディング XML型 XMLインスタンス XMLインスタンス 

図４　標準XMLスキーマの活用 
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図７ WS-BPEL文書の構造例 

図８　B-ixServ Enterprise Editionのイメージ 
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　次に物理的な発注伝票は発注明細行のコレクションと捉え、

XMLスキーマがネームスペースを持つことに着目してみる。 

　ネームスペースとは、XMLのエレメント名がプログラム内

で衝突することを避けるためのプレフィックスであり、流通ビ

ジネスメッセージ標準のメッセージ定義は国際的に衝突しない

ように管理された一意性を持つネームスペースを持っている。

これにより、XMLインスタンスは入力時点から一切の加工な

しに、「鉛筆という名前の商品を１０本発注する」という国際

的に一意性を持つデータとして生成されることになる。 

　XML標準を用いなければ企業内で生成されるデータは、プ

ログラマーが作ったローカルな型でしかない。そのためアプリ

ケーションプログラムの多くが型の変換のために費やされてい

る。社内システム構築の際にもローカルな型定義を行わず、

データを集めるだけで標準ビジネスメッセージの組み立てが可

能となる点で、“One source Multi use”の概念の実現によ

り近づく。 

　またオフィスアプリケーションのXML対応が進んでいる。

業界標準のXMLスキーマとの連携が可能になれば、受信した

メッセージから抽出した情報をエンドユーザがスプレッドシー

トなどを用いてデスクトップ環境で活用することができる。従

来のシステムでは、正しくデータを解釈するためには、保管さ

れているデータ構造を理解し、抽出するためのプログラムを書

かなくてはならなかったが、プラットフォームに依存しない

XMLによる業界標準のデータ型であれば規格を理解するだけ

である。 

　変換が不要であるということで、情報の流通性の向上が期待

できる。 

 

2.3 WS-BPEL(６)によるシステム間連携 
　流通SCM事業ではビジネスプロセスを標準化した。企業活

動の効率化のためのサプライチェーン/デマンドチェーンの実

現にはデータ交換だけでなく、標準ビジネスプロセスに準拠し

たメッセージ交換が必要となる。 

　この実現には単一の業務システム間を点と点で結んでいた従

来のEDI と異なり、複数の業務システムを連携させなくてはな

らないケースが発生する。さらに標準の改訂や取引先の要件に

よってメッセージやビジネスプロセスの追加/変更も発生する。 

そのため固定的なシステム間連携には限界があり、柔軟性が求

められる。Webサービスによる疎結合とビジネスプロセス管

理を実現するWS-BPELはその解の一つであると考える。 

http://www.dsri.jp/invres/system_standard/system_ 

standard.htm

http://www.dsri.jp/invres/system_standard/supply_ 

chain.htm

http://www.gci.dsri.jp/general/activity/seminar/ 

rt060310/4_xmlwg.pdf

発注 
 
明細リスト 取引先 

　情報システムに対する要求は増え、システムのライフサイク

ルは短くなる中で、標準をいかに活用するか、という観点が重

要であると考える。 

　従来は通信やハードウェアなどのインフラストラクチャが標

準化の中心であったが、最近はXMLなどのアプリケーション

寄りの標準化が推進されている。アプリケーションプログラミ

ングにおいてはXML-EDI が規定するXMLスキーマは、多くの

企業内情報システムで共通に活用できる標準のデータ型であり、

この活用による効率化が期待できる。 

　さらにWebサービスによってシステム間を疎結合にし、

WS-BPELによってビジネスプロセスとして柔軟に組み合わせ

ることで、変革への対応が可能になる。その時、プロセスの中

を流れるのは、標準化された型を持つ情報であることが重要で

ある。 

　当社のB2B-ix事業のソリューションラインアップでは

B-ixServシリーズとしてインターネットEDIプロトコル製品を

リリースしている。これに加えインテックグループで研究開

発を担っているインテック・ウェブ・アンド・ゲノム・イン

フォマティックス社が開発したWS-BPELエンジンを搭載した

B-ixServ Enterprise Editionという製品を、次世代XML-EDI

向けのソリューションとして提供する準備を進めている。（図８） 

　これらの製品はWebサービスだけでなく、従来型の業務シ

ステムとの連携のためのファイルベースの業務システム接続

機能や固定長・CSV等とXMLメッセージとの相互変換のため

のマッピングエンジンを搭載し、段階的な移行を支援できる

ものにしている。 

　さらに本稿で述べたような業界標準XMLの利用範囲を広げ

るためのツールを含め、総合的なXML-EDI ソリューションを

展開する予定である。 
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XML-EDIがもたらすXMLの可能性 
XML-EDI Standards and Utilization of XML Capabilities

竹田　浩徳 
TAKEDA Hironori

概要 
　流通業界ではGCIジャパンが目標としたライジングサン2007と経済産業省流通システム標準化事業によって

XML-EDI のインフラが整い、インターネットを介したXML-EDIがスタートした。本稿ではXMLという技術が広く導入

されるという視点から将来的なアプリケーションプログラミングへのXML適用の可能性について論ずる。 

　XMLとオブジェクト指向技術との親和性によるIT環境の効果的活用の可能性、さらにXMLスキーマの一意性に

より標準化されたデータ型を末端まで拡張することによる効果としてデータの流通性の向上が期待できる点などを

述べる。 

　次にXML-EDI が期待するサプライチェーン/デマンドチェーンの実現手段として、XMLベースのビジネスプロセ

ス記述言語であるWS-BPELによるXMLメッセージを介した柔軟なシステム連携と企業間コラボレーションの実現

について考察する。 

　これらに共通するのは、グローバルに流通可能なXMLスキーマとそれを利用したメッセージ標準の効果である。 

1. はじめに 

● ネットワークサービス事業本部 
　  B2B-ix事業部 

竹田　浩徳 
TAKEDA Hironori

　最初にXML-EDI(1)が現在どのような状況であるかを説明す

る。詳細は文献[1], [２] を参照していただきたい。 

　１９９０年代より、インターネットを介した次世代の企業間

データ交換の新しい枠組みについて検討され、ロゼッタネット

という最初の国際的な実用化がなされた前後より、様々な業

界でXML-EDI 標準を策定したが、実用化の拡大には至ってい

なかった。 

　しかし国内では流通業界で新たな動きが起きている。 

(1) XML-EDI：次世代型の企業間データ交換仕様であり、メッセージ形式にXMLを採用。 
(2) GDS (Global Data Synchronization)：国際的な商品マスタデータの即時同期化。 

　流通業界では、マイルストーンを置き、数年をかけ、XML-EDI

の実用化に向けて活動してきた。今年度は業種の拡大など、さら

なる普及に向けた取り組みが予定されている。 

 

1.2 XML-EDI標準 
　ここで今回策定された流通ビジネスメッセージ標準を含む

XML-EDIの標準について簡単にまとめる（文献[３]）。 

　基本的に既存の IT標準を活用し、その利用を定めるという構造

であり、技術仕様の細部は IETF(3)、W3C(4)、OASIS(5)などが管理

する技術標準を参照している。その時に利用できる技術を使うと

いうアプローチは昨今の ITの変化に対応するためには、現実的で

柔軟性があり、かつ経済的である。 

　流通SCM事業でサプライチェーンを実現するためのビジネス

プロセスを標準化しており、流通システム標準化事業では主に

XMLメッセージ標準と通信プロトコル等の利用ガイドラインを定

めている。 

(3) IETF (Internet Engineering Task Force)：HTTP等、インターネットで利用される技術標準を策定する組織。 
(4) W3C (WWW Consortium)：XML等、WWWで利用される技術標準を策定する組織。 
(5) OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards)：ebXML等、ビジネスにおける情報交換等で利用される技術標準を策定する組織。 

1.1 流通業界におけるXML-EDIの動向 
　経済産業省は平成１８年度より３カ年の予定でXML-EDI の

実用化に向け、流通システム標準化事業を実施している (文献

[３])。この事業は、平成１５年度から１７年度までの３カ年に

実施された流通サプライチェーン全体最適化促進事業（流通

SCM事業）の成果（文献[４]）の実運用と利用企業の普及拡

大を図るためのものである。 

　初年度である平成18年度流通システム標準化事業の内容は

以下のとおりであった。 

　(１) 次世代標準EDI メッセージの検討と共同実証 

　(２) 取扱い業種の拡大 

　(３) 商品マスタデータ同期化システム(GDS)(2)の開発 

　(４) 共通インフラの検討 

　(５) 広報・普及活動 

　この事業ではXMLメッセージを標準化し、業務活用を前提

に参加するユーザ企業が共同実証を行い、検証結果を反映する

プロセスで行われた。その成果として「流通ビジネスメッセー

ジ標準バージョン1.０」と様々な実装のためのガイドライン

が公開されている。 

　また国際的には消費財流通の標準化推進団体であるGCI（グ

ローバル・コマース・イニシアティブ）がXML-EDI を推進し

ており、国内では日本GCI 推進協議会（GCI ジャパン）が消費

財の小売業、卸売業、製造業が一体となって推進しており、先

に述べた経済産業省の流通システム標準化事業とも連携して

いる。 

GCIジャパンでは、平成１６年度の活動の成果として、ライジン

グサン２００７ (図1) という活動目標を掲げ、XML-EDI を推進

してきた。正に平成１８年度流通システム標準化事業の成果を

含め、これらの活動目標が実現されようとしている。 

1.2.1 通信プロトコル 
　インターネットEDIのための通信プロトコルは、３種類のプ

ロトコルを推奨している。 

　流通SCM事業の成果である「流通XML-EDI標準利用概説書」

（文献[６]）のメッセージ交換ガイドラインには、OASISの

ebXMLメッセージサービスと国内標準である“クライアン

ト・サーバ型メッセージ交換モデル”が示されていたが、こ

れに海外の消費財流通で多くの実績を持つ、IETFが策定した

EDIプロトコルであるEDIINT-AS2が加っている。 

　これらに共通するのは、現在最も普及している通信プロトコ

ルであるHTTP/HTTPSやセキュアに通信するための公開鍵

基盤技術 (PKI) を採用している点などがある。 

 

1.2.2 XML標準 
　XMLメッセージについては、日本チェーンストア協会、日

本スーパーマーケット協会合同の「次世代EDI標準化ワーキン

ググループ」でのメッセージフォーマットの検討を経て、

XMLスキーマを開発している。 

　固定長EDIメッセージと大きく異なるのは、XMLスキーマ

(文献[７])の採用による効果である。 

　固定長EDIメッセージ標準は主にレコードフォーマットを記

述した印刷された標準書という形式で配布された。各利用企業

は標準書を読み、メッセージ中の項目をレコード中の開始位置

と長さによって取得するプログラムをCOBOL等のプログラ

ミング言語で記述しなくてはならなかった。 

　それに対しXMLスキーマはプログラミング言語非依存であ

り、型定義そのものを電子的に配布可能である。またXMLス

キーマはモジュール化が可能である。各メッセージで共通の項

目をモジュール化して定義をすればよい。配布される標準メッ

セージ仕様ファイルは図2のような構造を持っており、設計ド

キュメントなどと共に配布される。 

　XMLはその前身と言えるSGML (Standard Generalized 

Mark-up Language) から、データ定義言語として期待され

てきた。 

　これまでASN.1、PostScript、TeXのようなテキストによ

る特定用途向けの標準記述言語があった。XMLはWebページ

記述、SOAP (Simple Object Access Protocol) における

リモートオブジェクトアクセス、ワードプロセッサやスプレッドシー

トなどのオフィスアプリケーションのファイル定義、本稿で

扱っている企業間データ通信標準のメッセージ記法等、広く

用いられている。 

　こういった動向の中で、標準的なプログラミング言語や開

発環境がXMLをサポートし、ストレスなく開発者がXMLを扱

えるようになっている。 

　しかし流通ビジネスメッセージ標準の初版がリリースされ、これ

から普及しようという現時点では、まずは業務の継続性を重

視しEDIサーバなどのフロントエンドでXMLメッセージを既

存システムのフォーマットへマッピング（変換）することに

よって基幹系システムへの影響を最小限に抑える方向で導入

が進むものと思われる。 

　低速のモデムの製造中止・サポート停止問題、増大する情

報に対応する転送能力への期待を抱え、早急にインターネッ

トEDI への切り替えが求められる中での選択である。 

　ここではEDIのメッセージ定義言語として導入されたXML

は次に何をもたらすのか、その可能性について考察する。 

 

2.1 オブジェクト指向システム基盤との親和性 
　まず、XMLとシステム開発の現状について考える。現在主

流であるプログラミング言語の多くはXMLをオブジェクトと

して扱うことが可能である。DOMやSAXなどのXMLパーサ

があり、XMLのモデルをオブジェクトにマッピングするデー

タバインディングツールもある。これらを活用することで

XML文書を容易に操作するアプリケーションプログラムを記

述することができる。 

　ここで仮にJavaで開発した業務システムとXML-EDIシス

テムとの機能と連携をイメージしてみる（図３）。この例で

は様々な型定義が存在している。 

　しかし、XML標準が存在すると図4のように標準XMLス

キーマからプログラムが処理をするための型を生成すること

が可能となり、型の開発や変換が減り、かつ豊富なXMLツール

を活用できる。 

　多くのリレーショナルDBエンジンがXML型データの格納機能

を有している。このようなDBであれば、XML型データを直接格

納することも可能である。一般的な業務システム開発に付随して

いるOR (Object Relational) マッピングも必須ではない。 

　またシステム間の連携で注目されているWebサービスはXML-

EDIプロトコルと同様にHTTP/HTTPSを用いてXMLメッセージ

を送受信しリモートのオブジェクトにアクセスする規格である。

XML標準は分散システムの設計/実装にも効果が期待できる。 

　このようにXMLとオブジェクト指向技術との高い親和性に

注目することで、次世代のシステムは高い柔軟性と効率性を

持つ可能性がある。 

2.2 XMLスキーマと情報の流通性 
　ロゼッタネットは当初DTD (Document Type Definition) 

で標準メッセージを定義していたが、現在はXMLスキーマ化を推

進している。流通ビジネスメッセージ標準もXMLスキーマである。 

　XMLスキーマはDTDと異なり、Javaのようなデータ型を

持っている。XMLスキーマのシンプル型はデータ型に相当し、

シンプル型から構成された型であるコンプレックス型はシンプ

ル型をメンバに持つクラスに相当する。 

　ここで前述の技術を活用して、データの発生時点からXML

化されている状況を想定する。図５では、発注業務端末から入

力した1つの発注明細によって1つのXMLインスタンスデータ

が生成されている。これを集めたものはXSLTなどを使って、

XML-EDIの標準メッセージに統合することができる。構造と

してはJavaのコレクション（集合）と同様である。 

　XMLスキーマはモジュール化（分割）が可能であり、標準

のXMLスキーマが分割されていれば、XMLインスタンスの分

割/統合は容易である。 

(6) WS-BPEL (Business Process Execution Language for Web Service)：XMLによってWebサービスを組み合わせたビジネスプロセスを記述し、実行するための標準。 

2. XMLの可能性 

3. インテックのソリューション 

　Webサービスは図６に示すように、SOAPを用いてXML

メッセージを受け渡すことにより、リモートのオブジェクトに

アクセスする技術である。サービス提供側（Webサービスサー

バ）がサービスの型をWSDL（Web Service Description 

Language）というXMLベースの言語で定義し、サービス利

用側（Webサービスクライアント）がその型に合わせてアク

セスすることで、サーバ-クライアント間は疎結合になる。 

　実際に交換するXMLメッセージの構造定義は「メッセージ

定義」部にXMLスキーマを用いて記述する。ここに業界標準

XMLスキーマの型を用いると取引先との接続のためのプロセ

ス記述が容易になる。前述のように企業情報システムに業界標

準のXML型が導入されれば、システム間の差異が減り、連携

のための変換が少なくなる分、柔軟性が生まれるであろう。 

　またWS-BPELはWSDLで定義された複数のサービスを組

み合わせたプロセスを記述するための言語であり、図７のよう

な条件分岐や繰り返し、例外などのプログラミング言語的な

制御構文を持つ。 

　構文はXMLで記述するが、グラフィカルな開発ツールも多

く製品化されており、XMLを直接書かずにプロセスを構築/変

更することもできる。単一のサービス呼び出しであったWeb

サービスを用いて、より複合的なプロセスを記述できるため、

SOA（Service Oriented Architecture）を推進する材料と

して期待されている規格でもある。 

　現在、多くのシステム稼働環境がプログラムをWebサービ

スとして公開する機能を持っている。これを活用したWebサー

ビス化とWS-BPELの活用した柔軟性のあるシステム統合は業

界標準XMLスキーマを社内システムまで広く適用することで

実現が容易になる。　 

4. おわりに 

フォーマット 

通信手順 

インフラ 

業務の効率化 

BMS(Simple-eb)とJEDICOS-XMLをベースに国内で 
利用可能な「統一フォーマット」が存在している 

ebXML-MS およびAS2でインターネットEDIが始めら 
れており、かつ、両プロトコルが相互に利用可能な技 
術が確立している 

GTIN/GLNの運用が開始されGDSで商品マスタの同 
期化も併せて開始されている 

伝票レスが開始されている 
電話・FAX発注がなくなっている 
標準がなく非効率なWeb-EDIがなくなっている 

図１　ライジングサン2007の活動目標（文献[５]） 
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図２　発注メッセージ仕様ファイルの構造 

図３　業務システムとXML-EDIシステム連携の例 
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図４　標準XMLスキーマの活用 
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　　</order:発注明細> 
　</発注入力> 
</入力データ> 
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図５ XMLインスタンスとコレクションとしてのXMLメッセージ 
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図７ WS-BPEL文書の構造例 

図８　B-ixServ Enterprise Editionのイメージ 
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　次に物理的な発注伝票は発注明細行のコレクションと捉え、

XMLスキーマがネームスペースを持つことに着目してみる。 

　ネームスペースとは、XMLのエレメント名がプログラム内

で衝突することを避けるためのプレフィックスであり、流通ビ

ジネスメッセージ標準のメッセージ定義は国際的に衝突しない

ように管理された一意性を持つネームスペースを持っている。

これにより、XMLインスタンスは入力時点から一切の加工な

しに、「鉛筆という名前の商品を１０本発注する」という国際

的に一意性を持つデータとして生成されることになる。 

　XML標準を用いなければ企業内で生成されるデータは、プ

ログラマーが作ったローカルな型でしかない。そのためアプリ

ケーションプログラムの多くが型の変換のために費やされてい

る。社内システム構築の際にもローカルな型定義を行わず、

データを集めるだけで標準ビジネスメッセージの組み立てが可

能となる点で、“One source Multi use”の概念の実現によ

り近づく。 

　またオフィスアプリケーションのXML対応が進んでいる。

業界標準のXMLスキーマとの連携が可能になれば、受信した

メッセージから抽出した情報をエンドユーザがスプレッドシー

トなどを用いてデスクトップ環境で活用することができる。従

来のシステムでは、正しくデータを解釈するためには、保管さ

れているデータ構造を理解し、抽出するためのプログラムを書

かなくてはならなかったが、プラットフォームに依存しない

XMLによる業界標準のデータ型であれば規格を理解するだけ

である。 

　変換が不要であるということで、情報の流通性の向上が期待

できる。 

 

2.3 WS-BPEL(６)によるシステム間連携 
　流通SCM事業ではビジネスプロセスを標準化した。企業活

動の効率化のためのサプライチェーン/デマンドチェーンの実

現にはデータ交換だけでなく、標準ビジネスプロセスに準拠し

たメッセージ交換が必要となる。 

　この実現には単一の業務システム間を点と点で結んでいた従

来のEDI と異なり、複数の業務システムを連携させなくてはな

らないケースが発生する。さらに標準の改訂や取引先の要件に

よってメッセージやビジネスプロセスの追加/変更も発生する。 

そのため固定的なシステム間連携には限界があり、柔軟性が求

められる。Webサービスによる疎結合とビジネスプロセス管

理を実現するWS-BPELはその解の一つであると考える。 

http://www.dsri.jp/invres/system_standard/system_ 

standard.htm

http://www.dsri.jp/invres/system_standard/supply_ 

chain.htm

http://www.gci.dsri.jp/general/activity/seminar/ 

rt060310/4_xmlwg.pdf

発注 
 
明細リスト 取引先 

　情報システムに対する要求は増え、システムのライフサイク

ルは短くなる中で、標準をいかに活用するか、という観点が重

要であると考える。 

　従来は通信やハードウェアなどのインフラストラクチャが標

準化の中心であったが、最近はXMLなどのアプリケーション

寄りの標準化が推進されている。アプリケーションプログラミ

ングにおいてはXML-EDI が規定するXMLスキーマは、多くの

企業内情報システムで共通に活用できる標準のデータ型であり、

この活用による効率化が期待できる。 

　さらにWebサービスによってシステム間を疎結合にし、

WS-BPELによってビジネスプロセスとして柔軟に組み合わせ

ることで、変革への対応が可能になる。その時、プロセスの中

を流れるのは、標準化された型を持つ情報であることが重要で

ある。 

　当社のB2B-ix事業のソリューションラインアップでは

B-ixServシリーズとしてインターネットEDIプロトコル製品を

リリースしている。これに加えインテックグループで研究開

発を担っているインテック・ウェブ・アンド・ゲノム・イン

フォマティックス社が開発したWS-BPELエンジンを搭載した

B-ixServ Enterprise Editionという製品を、次世代XML-EDI

向けのソリューションとして提供する準備を進めている。（図８） 

　これらの製品はWebサービスだけでなく、従来型の業務シ

ステムとの連携のためのファイルベースの業務システム接続

機能や固定長・CSV等とXMLメッセージとの相互変換のため

のマッピングエンジンを搭載し、段階的な移行を支援できる

ものにしている。 

　さらに本稿で述べたような業界標準XMLの利用範囲を広げ

るためのツールを含め、総合的なXML-EDI ソリューションを

展開する予定である。 
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XML-EDIがもたらすXMLの可能性 
XML-EDI Standards and Utilization of XML Capabilities

竹田　浩徳 
TAKEDA Hironori

概要 
　流通業界ではGCIジャパンが目標としたライジングサン2007と経済産業省流通システム標準化事業によって

XML-EDI のインフラが整い、インターネットを介したXML-EDIがスタートした。本稿ではXMLという技術が広く導入

されるという視点から将来的なアプリケーションプログラミングへのXML適用の可能性について論ずる。 

　XMLとオブジェクト指向技術との親和性によるIT環境の効果的活用の可能性、さらにXMLスキーマの一意性に

より標準化されたデータ型を末端まで拡張することによる効果としてデータの流通性の向上が期待できる点などを

述べる。 

　次にXML-EDI が期待するサプライチェーン/デマンドチェーンの実現手段として、XMLベースのビジネスプロセ

ス記述言語であるWS-BPELによるXMLメッセージを介した柔軟なシステム連携と企業間コラボレーションの実現

について考察する。 

　これらに共通するのは、グローバルに流通可能なXMLスキーマとそれを利用したメッセージ標準の効果である。 

1. はじめに 

● ネットワークサービス事業本部 
　  B2B-ix事業部 

竹田　浩徳 
TAKEDA Hironori

　最初にXML-EDI(1)が現在どのような状況であるかを説明す

る。詳細は文献[1], [２] を参照していただきたい。 

　１９９０年代より、インターネットを介した次世代の企業間

データ交換の新しい枠組みについて検討され、ロゼッタネット

という最初の国際的な実用化がなされた前後より、様々な業

界でXML-EDI 標準を策定したが、実用化の拡大には至ってい

なかった。 

　しかし国内では流通業界で新たな動きが起きている。 

(1) XML-EDI：次世代型の企業間データ交換仕様であり、メッセージ形式にXMLを採用。 
(2) GDS (Global Data Synchronization)：国際的な商品マスタデータの即時同期化。 

　流通業界では、マイルストーンを置き、数年をかけ、XML-EDI

の実用化に向けて活動してきた。今年度は業種の拡大など、さら

なる普及に向けた取り組みが予定されている。 

 

1.2 XML-EDI標準 
　ここで今回策定された流通ビジネスメッセージ標準を含む

XML-EDIの標準について簡単にまとめる（文献[３]）。 

　基本的に既存の IT標準を活用し、その利用を定めるという構造

であり、技術仕様の細部は IETF(3)、W3C(4)、OASIS(5)などが管理

する技術標準を参照している。その時に利用できる技術を使うと

いうアプローチは昨今の ITの変化に対応するためには、現実的で

柔軟性があり、かつ経済的である。 

　流通SCM事業でサプライチェーンを実現するためのビジネス

プロセスを標準化しており、流通システム標準化事業では主に

XMLメッセージ標準と通信プロトコル等の利用ガイドラインを定

めている。 

(3) IETF (Internet Engineering Task Force)：HTTP等、インターネットで利用される技術標準を策定する組織。 
(4) W3C (WWW Consortium)：XML等、WWWで利用される技術標準を策定する組織。 
(5) OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards)：ebXML等、ビジネスにおける情報交換等で利用される技術標準を策定する組織。 

1.1 流通業界におけるXML-EDIの動向 
　経済産業省は平成１８年度より３カ年の予定でXML-EDI の

実用化に向け、流通システム標準化事業を実施している (文献

[３])。この事業は、平成１５年度から１７年度までの３カ年に

実施された流通サプライチェーン全体最適化促進事業（流通

SCM事業）の成果（文献[４]）の実運用と利用企業の普及拡

大を図るためのものである。 

　初年度である平成18年度流通システム標準化事業の内容は

以下のとおりであった。 

　(１) 次世代標準EDI メッセージの検討と共同実証 

　(２) 取扱い業種の拡大 

　(３) 商品マスタデータ同期化システム(GDS)(2)の開発 

　(４) 共通インフラの検討 

　(５) 広報・普及活動 

　この事業ではXMLメッセージを標準化し、業務活用を前提

に参加するユーザ企業が共同実証を行い、検証結果を反映する

プロセスで行われた。その成果として「流通ビジネスメッセー

ジ標準バージョン1.０」と様々な実装のためのガイドライン

が公開されている。 

　また国際的には消費財流通の標準化推進団体であるGCI（グ

ローバル・コマース・イニシアティブ）がXML-EDI を推進し

ており、国内では日本GCI 推進協議会（GCI ジャパン）が消費

財の小売業、卸売業、製造業が一体となって推進しており、先

に述べた経済産業省の流通システム標準化事業とも連携して

いる。 

GCIジャパンでは、平成１６年度の活動の成果として、ライジン

グサン２００７ (図1) という活動目標を掲げ、XML-EDI を推進

してきた。正に平成１８年度流通システム標準化事業の成果を

含め、これらの活動目標が実現されようとしている。 

1.2.1 通信プロトコル 
　インターネットEDIのための通信プロトコルは、３種類のプ

ロトコルを推奨している。 

　流通SCM事業の成果である「流通XML-EDI標準利用概説書」

（文献[６]）のメッセージ交換ガイドラインには、OASISの

ebXMLメッセージサービスと国内標準である“クライアン

ト・サーバ型メッセージ交換モデル”が示されていたが、こ

れに海外の消費財流通で多くの実績を持つ、IETFが策定した

EDIプロトコルであるEDIINT-AS2が加っている。 

　これらに共通するのは、現在最も普及している通信プロトコ

ルであるHTTP/HTTPSやセキュアに通信するための公開鍵

基盤技術 (PKI) を採用している点などがある。 

 

1.2.2 XML標準 
　XMLメッセージについては、日本チェーンストア協会、日

本スーパーマーケット協会合同の「次世代EDI標準化ワーキン

ググループ」でのメッセージフォーマットの検討を経て、

XMLスキーマを開発している。 

　固定長EDIメッセージと大きく異なるのは、XMLスキーマ

(文献[７])の採用による効果である。 

　固定長EDIメッセージ標準は主にレコードフォーマットを記

述した印刷された標準書という形式で配布された。各利用企業

は標準書を読み、メッセージ中の項目をレコード中の開始位置

と長さによって取得するプログラムをCOBOL等のプログラ

ミング言語で記述しなくてはならなかった。 

　それに対しXMLスキーマはプログラミング言語非依存であ

り、型定義そのものを電子的に配布可能である。またXMLス

キーマはモジュール化が可能である。各メッセージで共通の項

目をモジュール化して定義をすればよい。配布される標準メッ

セージ仕様ファイルは図2のような構造を持っており、設計ド

キュメントなどと共に配布される。 

　XMLはその前身と言えるSGML (Standard Generalized 

Mark-up Language) から、データ定義言語として期待され

てきた。 

　これまでASN.1、PostScript、TeXのようなテキストによ

る特定用途向けの標準記述言語があった。XMLはWebページ

記述、SOAP (Simple Object Access Protocol) における

リモートオブジェクトアクセス、ワードプロセッサやスプレッドシー

トなどのオフィスアプリケーションのファイル定義、本稿で

扱っている企業間データ通信標準のメッセージ記法等、広く

用いられている。 

　こういった動向の中で、標準的なプログラミング言語や開

発環境がXMLをサポートし、ストレスなく開発者がXMLを扱

えるようになっている。 

　しかし流通ビジネスメッセージ標準の初版がリリースされ、これ

から普及しようという現時点では、まずは業務の継続性を重

視しEDIサーバなどのフロントエンドでXMLメッセージを既

存システムのフォーマットへマッピング（変換）することに

よって基幹系システムへの影響を最小限に抑える方向で導入

が進むものと思われる。 

　低速のモデムの製造中止・サポート停止問題、増大する情

報に対応する転送能力への期待を抱え、早急にインターネッ

トEDI への切り替えが求められる中での選択である。 

　ここではEDIのメッセージ定義言語として導入されたXML

は次に何をもたらすのか、その可能性について考察する。 

 

2.1 オブジェクト指向システム基盤との親和性 
　まず、XMLとシステム開発の現状について考える。現在主

流であるプログラミング言語の多くはXMLをオブジェクトと

して扱うことが可能である。DOMやSAXなどのXMLパーサ

があり、XMLのモデルをオブジェクトにマッピングするデー

タバインディングツールもある。これらを活用することで

XML文書を容易に操作するアプリケーションプログラムを記

述することができる。 

　ここで仮にJavaで開発した業務システムとXML-EDIシス

テムとの機能と連携をイメージしてみる（図３）。この例で

は様々な型定義が存在している。 

　しかし、XML標準が存在すると図4のように標準XMLス

キーマからプログラムが処理をするための型を生成すること

が可能となり、型の開発や変換が減り、かつ豊富なXMLツール

を活用できる。 

　多くのリレーショナルDBエンジンがXML型データの格納機能

を有している。このようなDBであれば、XML型データを直接格

納することも可能である。一般的な業務システム開発に付随して

いるOR (Object Relational) マッピングも必須ではない。 

　またシステム間の連携で注目されているWebサービスはXML-

EDIプロトコルと同様にHTTP/HTTPSを用いてXMLメッセージ

を送受信しリモートのオブジェクトにアクセスする規格である。

XML標準は分散システムの設計/実装にも効果が期待できる。 

　このようにXMLとオブジェクト指向技術との高い親和性に

注目することで、次世代のシステムは高い柔軟性と効率性を

持つ可能性がある。 

2.2 XMLスキーマと情報の流通性 
　ロゼッタネットは当初DTD (Document Type Definition) 

で標準メッセージを定義していたが、現在はXMLスキーマ化を推

進している。流通ビジネスメッセージ標準もXMLスキーマである。 

　XMLスキーマはDTDと異なり、Javaのようなデータ型を

持っている。XMLスキーマのシンプル型はデータ型に相当し、

シンプル型から構成された型であるコンプレックス型はシンプ

ル型をメンバに持つクラスに相当する。 

　ここで前述の技術を活用して、データの発生時点からXML

化されている状況を想定する。図５では、発注業務端末から入

力した1つの発注明細によって1つのXMLインスタンスデータ

が生成されている。これを集めたものはXSLTなどを使って、

XML-EDIの標準メッセージに統合することができる。構造と

してはJavaのコレクション（集合）と同様である。 

　XMLスキーマはモジュール化（分割）が可能であり、標準

のXMLスキーマが分割されていれば、XMLインスタンスの分

割/統合は容易である。 

(6) WS-BPEL (Business Process Execution Language for Web Service)：XMLによってWebサービスを組み合わせたビジネスプロセスを記述し、実行するための標準。 

2. XMLの可能性 

3. インテックのソリューション 

　Webサービスは図６に示すように、SOAPを用いてXML

メッセージを受け渡すことにより、リモートのオブジェクトに

アクセスする技術である。サービス提供側（Webサービスサー

バ）がサービスの型をWSDL（Web Service Description 

Language）というXMLベースの言語で定義し、サービス利

用側（Webサービスクライアント）がその型に合わせてアク

セスすることで、サーバ-クライアント間は疎結合になる。 

　実際に交換するXMLメッセージの構造定義は「メッセージ

定義」部にXMLスキーマを用いて記述する。ここに業界標準

XMLスキーマの型を用いると取引先との接続のためのプロセ

ス記述が容易になる。前述のように企業情報システムに業界標

準のXML型が導入されれば、システム間の差異が減り、連携

のための変換が少なくなる分、柔軟性が生まれるであろう。 

　またWS-BPELはWSDLで定義された複数のサービスを組

み合わせたプロセスを記述するための言語であり、図７のよう

な条件分岐や繰り返し、例外などのプログラミング言語的な

制御構文を持つ。 

　構文はXMLで記述するが、グラフィカルな開発ツールも多

く製品化されており、XMLを直接書かずにプロセスを構築/変

更することもできる。単一のサービス呼び出しであったWeb

サービスを用いて、より複合的なプロセスを記述できるため、

SOA（Service Oriented Architecture）を推進する材料と

して期待されている規格でもある。 

　現在、多くのシステム稼働環境がプログラムをWebサービ

スとして公開する機能を持っている。これを活用したWebサー

ビス化とWS-BPELの活用した柔軟性のあるシステム統合は業

界標準XMLスキーマを社内システムまで広く適用することで

実現が容易になる。　 

4. おわりに 

フォーマット 

通信手順 

インフラ 

業務の効率化 

BMS(Simple-eb)とJEDICOS-XMLをベースに国内で 
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術が確立している 
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図１　ライジングサン2007の活動目標（文献[５]） 
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図２　発注メッセージ仕様ファイルの構造 

図３　業務システムとXML-EDIシステム連携の例 
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図４　標準XMLスキーマの活用 
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図７ WS-BPEL文書の構造例 

図８　B-ixServ Enterprise Editionのイメージ 
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　次に物理的な発注伝票は発注明細行のコレクションと捉え、

XMLスキーマがネームスペースを持つことに着目してみる。 

　ネームスペースとは、XMLのエレメント名がプログラム内

で衝突することを避けるためのプレフィックスであり、流通ビ

ジネスメッセージ標準のメッセージ定義は国際的に衝突しない

ように管理された一意性を持つネームスペースを持っている。

これにより、XMLインスタンスは入力時点から一切の加工な

しに、「鉛筆という名前の商品を１０本発注する」という国際

的に一意性を持つデータとして生成されることになる。 

　XML標準を用いなければ企業内で生成されるデータは、プ

ログラマーが作ったローカルな型でしかない。そのためアプリ

ケーションプログラムの多くが型の変換のために費やされてい

る。社内システム構築の際にもローカルな型定義を行わず、

データを集めるだけで標準ビジネスメッセージの組み立てが可

能となる点で、“One source Multi use”の概念の実現によ

り近づく。 

　またオフィスアプリケーションのXML対応が進んでいる。

業界標準のXMLスキーマとの連携が可能になれば、受信した

メッセージから抽出した情報をエンドユーザがスプレッドシー

トなどを用いてデスクトップ環境で活用することができる。従

来のシステムでは、正しくデータを解釈するためには、保管さ

れているデータ構造を理解し、抽出するためのプログラムを書

かなくてはならなかったが、プラットフォームに依存しない

XMLによる業界標準のデータ型であれば規格を理解するだけ

である。 

　変換が不要であるということで、情報の流通性の向上が期待

できる。 

 

2.3 WS-BPEL(６)によるシステム間連携 
　流通SCM事業ではビジネスプロセスを標準化した。企業活

動の効率化のためのサプライチェーン/デマンドチェーンの実

現にはデータ交換だけでなく、標準ビジネスプロセスに準拠し

たメッセージ交換が必要となる。 

　この実現には単一の業務システム間を点と点で結んでいた従

来のEDI と異なり、複数の業務システムを連携させなくてはな

らないケースが発生する。さらに標準の改訂や取引先の要件に

よってメッセージやビジネスプロセスの追加/変更も発生する。 

そのため固定的なシステム間連携には限界があり、柔軟性が求

められる。Webサービスによる疎結合とビジネスプロセス管

理を実現するWS-BPELはその解の一つであると考える。 

http://www.dsri.jp/invres/system_standard/system_ 

standard.htm

http://www.dsri.jp/invres/system_standard/supply_ 

chain.htm

http://www.gci.dsri.jp/general/activity/seminar/ 

rt060310/4_xmlwg.pdf

発注 
 
明細リスト 取引先 

　情報システムに対する要求は増え、システムのライフサイク

ルは短くなる中で、標準をいかに活用するか、という観点が重

要であると考える。 

　従来は通信やハードウェアなどのインフラストラクチャが標

準化の中心であったが、最近はXMLなどのアプリケーション

寄りの標準化が推進されている。アプリケーションプログラミ

ングにおいてはXML-EDI が規定するXMLスキーマは、多くの

企業内情報システムで共通に活用できる標準のデータ型であり、

この活用による効率化が期待できる。 

　さらにWebサービスによってシステム間を疎結合にし、

WS-BPELによってビジネスプロセスとして柔軟に組み合わせ

ることで、変革への対応が可能になる。その時、プロセスの中

を流れるのは、標準化された型を持つ情報であることが重要で

ある。 

　当社のB2B-ix事業のソリューションラインアップでは

B-ixServシリーズとしてインターネットEDIプロトコル製品を

リリースしている。これに加えインテックグループで研究開

発を担っているインテック・ウェブ・アンド・ゲノム・イン

フォマティックス社が開発したWS-BPELエンジンを搭載した

B-ixServ Enterprise Editionという製品を、次世代XML-EDI

向けのソリューションとして提供する準備を進めている。（図８） 

　これらの製品はWebサービスだけでなく、従来型の業務シ

ステムとの連携のためのファイルベースの業務システム接続

機能や固定長・CSV等とXMLメッセージとの相互変換のため

のマッピングエンジンを搭載し、段階的な移行を支援できる

ものにしている。 

　さらに本稿で述べたような業界標準XMLの利用範囲を広げ

るためのツールを含め、総合的なXML-EDI ソリューションを

展開する予定である。 
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XML-EDIがもたらすXMLの可能性 
XML-EDI Standards and Utilization of XML Capabilities

竹田　浩徳 
TAKEDA Hironori

概要 
　流通業界ではGCIジャパンが目標としたライジングサン2007と経済産業省流通システム標準化事業によって

XML-EDI のインフラが整い、インターネットを介したXML-EDIがスタートした。本稿ではXMLという技術が広く導入

されるという視点から将来的なアプリケーションプログラミングへのXML適用の可能性について論ずる。 

　XMLとオブジェクト指向技術との親和性によるIT環境の効果的活用の可能性、さらにXMLスキーマの一意性に

より標準化されたデータ型を末端まで拡張することによる効果としてデータの流通性の向上が期待できる点などを

述べる。 

　次にXML-EDI が期待するサプライチェーン/デマンドチェーンの実現手段として、XMLベースのビジネスプロセ

ス記述言語であるWS-BPELによるXMLメッセージを介した柔軟なシステム連携と企業間コラボレーションの実現

について考察する。 

　これらに共通するのは、グローバルに流通可能なXMLスキーマとそれを利用したメッセージ標準の効果である。 

1. はじめに 

● ネットワークサービス事業本部 
　  B2B-ix事業部 

竹田　浩徳 
TAKEDA Hironori

　最初にXML-EDI(1)が現在どのような状況であるかを説明す

る。詳細は文献[1], [２] を参照していただきたい。 

　１９９０年代より、インターネットを介した次世代の企業間

データ交換の新しい枠組みについて検討され、ロゼッタネット

という最初の国際的な実用化がなされた前後より、様々な業

界でXML-EDI 標準を策定したが、実用化の拡大には至ってい

なかった。 

　しかし国内では流通業界で新たな動きが起きている。 

(1) XML-EDI：次世代型の企業間データ交換仕様であり、メッセージ形式にXMLを採用。 
(2) GDS (Global Data Synchronization)：国際的な商品マスタデータの即時同期化。 

　流通業界では、マイルストーンを置き、数年をかけ、XML-EDI

の実用化に向けて活動してきた。今年度は業種の拡大など、さら

なる普及に向けた取り組みが予定されている。 

 

1.2 XML-EDI標準 
　ここで今回策定された流通ビジネスメッセージ標準を含む

XML-EDIの標準について簡単にまとめる（文献[３]）。 

　基本的に既存の IT標準を活用し、その利用を定めるという構造

であり、技術仕様の細部は IETF(3)、W3C(4)、OASIS(5)などが管理

する技術標準を参照している。その時に利用できる技術を使うと

いうアプローチは昨今の ITの変化に対応するためには、現実的で

柔軟性があり、かつ経済的である。 

　流通SCM事業でサプライチェーンを実現するためのビジネス

プロセスを標準化しており、流通システム標準化事業では主に

XMLメッセージ標準と通信プロトコル等の利用ガイドラインを定

めている。 

(3) IETF (Internet Engineering Task Force)：HTTP等、インターネットで利用される技術標準を策定する組織。 
(4) W3C (WWW Consortium)：XML等、WWWで利用される技術標準を策定する組織。 
(5) OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards)：ebXML等、ビジネスにおける情報交換等で利用される技術標準を策定する組織。 

1.1 流通業界におけるXML-EDIの動向 
　経済産業省は平成１８年度より３カ年の予定でXML-EDI の

実用化に向け、流通システム標準化事業を実施している (文献

[３])。この事業は、平成１５年度から１７年度までの３カ年に

実施された流通サプライチェーン全体最適化促進事業（流通

SCM事業）の成果（文献[４]）の実運用と利用企業の普及拡

大を図るためのものである。 

　初年度である平成18年度流通システム標準化事業の内容は

以下のとおりであった。 

　(１) 次世代標準EDI メッセージの検討と共同実証 

　(２) 取扱い業種の拡大 

　(３) 商品マスタデータ同期化システム(GDS)(2)の開発 

　(４) 共通インフラの検討 

　(５) 広報・普及活動 

　この事業ではXMLメッセージを標準化し、業務活用を前提

に参加するユーザ企業が共同実証を行い、検証結果を反映する

プロセスで行われた。その成果として「流通ビジネスメッセー

ジ標準バージョン1.０」と様々な実装のためのガイドライン

が公開されている。 

　また国際的には消費財流通の標準化推進団体であるGCI（グ

ローバル・コマース・イニシアティブ）がXML-EDI を推進し

ており、国内では日本GCI 推進協議会（GCI ジャパン）が消費

財の小売業、卸売業、製造業が一体となって推進しており、先

に述べた経済産業省の流通システム標準化事業とも連携して

いる。 

GCIジャパンでは、平成１６年度の活動の成果として、ライジン

グサン２００７ (図1) という活動目標を掲げ、XML-EDI を推進

してきた。正に平成１８年度流通システム標準化事業の成果を

含め、これらの活動目標が実現されようとしている。 

1.2.1 通信プロトコル 
　インターネットEDIのための通信プロトコルは、３種類のプ

ロトコルを推奨している。 

　流通SCM事業の成果である「流通XML-EDI標準利用概説書」

（文献[６]）のメッセージ交換ガイドラインには、OASISの

ebXMLメッセージサービスと国内標準である“クライアン

ト・サーバ型メッセージ交換モデル”が示されていたが、こ

れに海外の消費財流通で多くの実績を持つ、IETFが策定した

EDIプロトコルであるEDIINT-AS2が加っている。 

　これらに共通するのは、現在最も普及している通信プロトコ

ルであるHTTP/HTTPSやセキュアに通信するための公開鍵

基盤技術 (PKI) を採用している点などがある。 

 

1.2.2 XML標準 
　XMLメッセージについては、日本チェーンストア協会、日

本スーパーマーケット協会合同の「次世代EDI標準化ワーキン

ググループ」でのメッセージフォーマットの検討を経て、

XMLスキーマを開発している。 

　固定長EDIメッセージと大きく異なるのは、XMLスキーマ

(文献[７])の採用による効果である。 

　固定長EDIメッセージ標準は主にレコードフォーマットを記

述した印刷された標準書という形式で配布された。各利用企業

は標準書を読み、メッセージ中の項目をレコード中の開始位置

と長さによって取得するプログラムをCOBOL等のプログラ

ミング言語で記述しなくてはならなかった。 

　それに対しXMLスキーマはプログラミング言語非依存であ

り、型定義そのものを電子的に配布可能である。またXMLス

キーマはモジュール化が可能である。各メッセージで共通の項

目をモジュール化して定義をすればよい。配布される標準メッ

セージ仕様ファイルは図2のような構造を持っており、設計ド

キュメントなどと共に配布される。 

　XMLはその前身と言えるSGML (Standard Generalized 

Mark-up Language) から、データ定義言語として期待され

てきた。 

　これまでASN.1、PostScript、TeXのようなテキストによ

る特定用途向けの標準記述言語があった。XMLはWebページ

記述、SOAP (Simple Object Access Protocol) における

リモートオブジェクトアクセス、ワードプロセッサやスプレッドシー

トなどのオフィスアプリケーションのファイル定義、本稿で

扱っている企業間データ通信標準のメッセージ記法等、広く

用いられている。 

　こういった動向の中で、標準的なプログラミング言語や開

発環境がXMLをサポートし、ストレスなく開発者がXMLを扱

えるようになっている。 

　しかし流通ビジネスメッセージ標準の初版がリリースされ、これ

から普及しようという現時点では、まずは業務の継続性を重

視しEDIサーバなどのフロントエンドでXMLメッセージを既

存システムのフォーマットへマッピング（変換）することに

よって基幹系システムへの影響を最小限に抑える方向で導入

が進むものと思われる。 

　低速のモデムの製造中止・サポート停止問題、増大する情

報に対応する転送能力への期待を抱え、早急にインターネッ

トEDI への切り替えが求められる中での選択である。 

　ここではEDIのメッセージ定義言語として導入されたXML

は次に何をもたらすのか、その可能性について考察する。 

 

2.1 オブジェクト指向システム基盤との親和性 
　まず、XMLとシステム開発の現状について考える。現在主

流であるプログラミング言語の多くはXMLをオブジェクトと

して扱うことが可能である。DOMやSAXなどのXMLパーサ

があり、XMLのモデルをオブジェクトにマッピングするデー

タバインディングツールもある。これらを活用することで

XML文書を容易に操作するアプリケーションプログラムを記

述することができる。 

　ここで仮にJavaで開発した業務システムとXML-EDIシス

テムとの機能と連携をイメージしてみる（図３）。この例で

は様々な型定義が存在している。 

　しかし、XML標準が存在すると図4のように標準XMLス

キーマからプログラムが処理をするための型を生成すること

が可能となり、型の開発や変換が減り、かつ豊富なXMLツール

を活用できる。 

　多くのリレーショナルDBエンジンがXML型データの格納機能

を有している。このようなDBであれば、XML型データを直接格

納することも可能である。一般的な業務システム開発に付随して

いるOR (Object Relational) マッピングも必須ではない。 

　またシステム間の連携で注目されているWebサービスはXML-

EDIプロトコルと同様にHTTP/HTTPSを用いてXMLメッセージ

を送受信しリモートのオブジェクトにアクセスする規格である。

XML標準は分散システムの設計/実装にも効果が期待できる。 

　このようにXMLとオブジェクト指向技術との高い親和性に

注目することで、次世代のシステムは高い柔軟性と効率性を

持つ可能性がある。 

2.2 XMLスキーマと情報の流通性 
　ロゼッタネットは当初DTD (Document Type Definition) 

で標準メッセージを定義していたが、現在はXMLスキーマ化を推

進している。流通ビジネスメッセージ標準もXMLスキーマである。 

　XMLスキーマはDTDと異なり、Javaのようなデータ型を

持っている。XMLスキーマのシンプル型はデータ型に相当し、

シンプル型から構成された型であるコンプレックス型はシンプ

ル型をメンバに持つクラスに相当する。 

　ここで前述の技術を活用して、データの発生時点からXML

化されている状況を想定する。図５では、発注業務端末から入

力した1つの発注明細によって1つのXMLインスタンスデータ

が生成されている。これを集めたものはXSLTなどを使って、

XML-EDIの標準メッセージに統合することができる。構造と

してはJavaのコレクション（集合）と同様である。 

　XMLスキーマはモジュール化（分割）が可能であり、標準

のXMLスキーマが分割されていれば、XMLインスタンスの分

割/統合は容易である。 

(6) WS-BPEL (Business Process Execution Language for Web Service)：XMLによってWebサービスを組み合わせたビジネスプロセスを記述し、実行するための標準。 

2. XMLの可能性 

3. インテックのソリューション 

　Webサービスは図６に示すように、SOAPを用いてXML

メッセージを受け渡すことにより、リモートのオブジェクトに

アクセスする技術である。サービス提供側（Webサービスサー

バ）がサービスの型をWSDL（Web Service Description 

Language）というXMLベースの言語で定義し、サービス利

用側（Webサービスクライアント）がその型に合わせてアク

セスすることで、サーバ-クライアント間は疎結合になる。 

　実際に交換するXMLメッセージの構造定義は「メッセージ

定義」部にXMLスキーマを用いて記述する。ここに業界標準

XMLスキーマの型を用いると取引先との接続のためのプロセ

ス記述が容易になる。前述のように企業情報システムに業界標

準のXML型が導入されれば、システム間の差異が減り、連携

のための変換が少なくなる分、柔軟性が生まれるであろう。 

　またWS-BPELはWSDLで定義された複数のサービスを組

み合わせたプロセスを記述するための言語であり、図７のよう

な条件分岐や繰り返し、例外などのプログラミング言語的な

制御構文を持つ。 

　構文はXMLで記述するが、グラフィカルな開発ツールも多

く製品化されており、XMLを直接書かずにプロセスを構築/変

更することもできる。単一のサービス呼び出しであったWeb

サービスを用いて、より複合的なプロセスを記述できるため、

SOA（Service Oriented Architecture）を推進する材料と

して期待されている規格でもある。 

　現在、多くのシステム稼働環境がプログラムをWebサービ

スとして公開する機能を持っている。これを活用したWebサー

ビス化とWS-BPELの活用した柔軟性のあるシステム統合は業

界標準XMLスキーマを社内システムまで広く適用することで

実現が容易になる。　 

4. おわりに 

フォーマット 

通信手順 

インフラ 

業務の効率化 

BMS(Simple-eb)とJEDICOS-XMLをベースに国内で 
利用可能な「統一フォーマット」が存在している 

ebXML-MS およびAS2でインターネットEDIが始めら 
れており、かつ、両プロトコルが相互に利用可能な技 
術が確立している 

GTIN/GLNの運用が開始されGDSで商品マスタの同 
期化も併せて開始されている 

伝票レスが開始されている 
電話・FAX発注がなくなっている 
標準がなく非効率なWeb-EDIがなくなっている 

図１　ライジングサン2007の活動目標（文献[５]） 
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図２　発注メッセージ仕様ファイルの構造 

図３　業務システムとXML-EDIシステム連携の例 
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図４　標準XMLスキーマの活用 
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　　　 .. 
　    </switch> 
　　<reply .. > 
　　  .. 
　　</reply> 
　</sequence> 
</process>
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メッセージ返信 
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処理A
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条件分岐 

図７ WS-BPEL文書の構造例 

図８　B-ixServ Enterprise Editionのイメージ 
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　次に物理的な発注伝票は発注明細行のコレクションと捉え、

XMLスキーマがネームスペースを持つことに着目してみる。 

　ネームスペースとは、XMLのエレメント名がプログラム内

で衝突することを避けるためのプレフィックスであり、流通ビ

ジネスメッセージ標準のメッセージ定義は国際的に衝突しない

ように管理された一意性を持つネームスペースを持っている。

これにより、XMLインスタンスは入力時点から一切の加工な

しに、「鉛筆という名前の商品を１０本発注する」という国際

的に一意性を持つデータとして生成されることになる。 

　XML標準を用いなければ企業内で生成されるデータは、プ

ログラマーが作ったローカルな型でしかない。そのためアプリ

ケーションプログラムの多くが型の変換のために費やされてい

る。社内システム構築の際にもローカルな型定義を行わず、

データを集めるだけで標準ビジネスメッセージの組み立てが可

能となる点で、“One source Multi use”の概念の実現によ

り近づく。 

　またオフィスアプリケーションのXML対応が進んでいる。

業界標準のXMLスキーマとの連携が可能になれば、受信した

メッセージから抽出した情報をエンドユーザがスプレッドシー

トなどを用いてデスクトップ環境で活用することができる。従

来のシステムでは、正しくデータを解釈するためには、保管さ

れているデータ構造を理解し、抽出するためのプログラムを書

かなくてはならなかったが、プラットフォームに依存しない

XMLによる業界標準のデータ型であれば規格を理解するだけ

である。 

　変換が不要であるということで、情報の流通性の向上が期待

できる。 

 

2.3 WS-BPEL(６)によるシステム間連携 
　流通SCM事業ではビジネスプロセスを標準化した。企業活

動の効率化のためのサプライチェーン/デマンドチェーンの実

現にはデータ交換だけでなく、標準ビジネスプロセスに準拠し

たメッセージ交換が必要となる。 

　この実現には単一の業務システム間を点と点で結んでいた従

来のEDI と異なり、複数の業務システムを連携させなくてはな

らないケースが発生する。さらに標準の改訂や取引先の要件に

よってメッセージやビジネスプロセスの追加/変更も発生する。 

そのため固定的なシステム間連携には限界があり、柔軟性が求

められる。Webサービスによる疎結合とビジネスプロセス管

理を実現するWS-BPELはその解の一つであると考える。 

http://www.dsri.jp/invres/system_standard/system_ 

standard.htm

http://www.dsri.jp/invres/system_standard/supply_ 

chain.htm

http://www.gci.dsri.jp/general/activity/seminar/ 

rt060310/4_xmlwg.pdf

発注 
 
明細リスト 取引先 

　情報システムに対する要求は増え、システムのライフサイク

ルは短くなる中で、標準をいかに活用するか、という観点が重

要であると考える。 

　従来は通信やハードウェアなどのインフラストラクチャが標

準化の中心であったが、最近はXMLなどのアプリケーション

寄りの標準化が推進されている。アプリケーションプログラミ

ングにおいてはXML-EDI が規定するXMLスキーマは、多くの

企業内情報システムで共通に活用できる標準のデータ型であり、

この活用による効率化が期待できる。 

　さらにWebサービスによってシステム間を疎結合にし、

WS-BPELによってビジネスプロセスとして柔軟に組み合わせ

ることで、変革への対応が可能になる。その時、プロセスの中

を流れるのは、標準化された型を持つ情報であることが重要で

ある。 

　当社のB2B-ix事業のソリューションラインアップでは

B-ixServシリーズとしてインターネットEDIプロトコル製品を

リリースしている。これに加えインテックグループで研究開

発を担っているインテック・ウェブ・アンド・ゲノム・イン

フォマティックス社が開発したWS-BPELエンジンを搭載した

B-ixServ Enterprise Editionという製品を、次世代XML-EDI

向けのソリューションとして提供する準備を進めている。（図８） 

　これらの製品はWebサービスだけでなく、従来型の業務シ

ステムとの連携のためのファイルベースの業務システム接続

機能や固定長・CSV等とXMLメッセージとの相互変換のため

のマッピングエンジンを搭載し、段階的な移行を支援できる

ものにしている。 

　さらに本稿で述べたような業界標準XMLの利用範囲を広げ

るためのツールを含め、総合的なXML-EDI ソリューションを

展開する予定である。 
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