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第3章わが国の電子商取引

1. EDIとCALS

( 1) CALSとは

商取引の電子化といえば，アメリカ，ヨーロッパをはじめとして

様々な国で，これまで様々な試みが行われてきた。 SIS(S甘ategic

Information System ：戦略情報システム）, EI (Enterprise Integra-

ti on：企業統合）, VC (Virtual Corporation ：仮想企業体）， EDI 

(Elec甘onicData Inte~change ：電子データ交換）そして， CALSで

ある。ーいったい，何を導入することが，企業の国際戦略として最良の

選択なのか？そして，何が，情報システムとして改革にメリットがあ

るのかが問題となってきた。 CALSの定義などは，

① Computer Aided Logistic Support ：戦略支援情報システム

② Computer-aided Acquisition and Logistic Support：戦略支

援情報システム

③ Continuous Acquisition and Lifecycle Support ：生産・調

達・運用支援情報システム

④ Commerce At Light Speed ：光速商取引

と2転3転してきた則。④の光速商取引ということになると， EDIと

の区別は，まった〈分からなくなる。

いわゆる ECにおける
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総省（DOD: Department of Defense）における後方支援（Logistic
へいたん

Support ：兵姑）の高度化とコスト削減を実現するための手段のひと

つとして生まれた。 198~年の“Computer Aided Logistic Support" 

構想が起源にあたる叱いわば，戦略的，戦術的なシステムや兵器シ

ステムの運用・後方支援に必要となる文書作成にかかわるリードタイ

ム（LeadTime）の短縮，コスト低減，またミス・リーディングや

伝達のミスといった問題を解決するための方策として導入された。さ

らには，それらの関わる技術文書の電子化によるペーパーレスを狙い

としていた。 1987年には，兵器の調達段階から電子化を考慮した取組

が必要だという認識から，“Computer-aidedAcquisition and Logis-

tic Support，，と改称された。

1993年には，関連する技術情報を電子化し兵器システムのライフサ

イクル全体にわたって管理・運用するという観点から “Continuous 

Acquisition and Lifecycle Support，，と改称され現在に至っている。

このような歴史的経緯から，かつてアメリカおよびヨーロッパにおい

ては，“CALS”という言葉は，軍事調達に限定されている意味合い

が強かった。

1998年3月， NCALS(Nippon CALS Research P.artnership ：生

産・調達・運用支援統合情報システム技術研究組合）の実証プロジェ

クトが終了した。わが国においては， CALSの歴史が比較的新しい

ためCALS'の意味に対する一致した認識が定まらず，用語を使う人

によって意味合いが異なる場合が少なくない。 NCALSの実証事業に

おいては， CALSは広〈産業界全体に適用し得る概念であることを

踏まえ，

「CALSとは，ある製品のライフサイクルに関わる全ての人が，ラ

イフサイクルにわたって発生する全ての情報を電子化し，それぞれ
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図2 CALSの概要

①，②CALS 

メーカー

③，④CALS 

が必要な情報を共有することにより，業務，製品の品質および生産

性を向上させ，ライフサイクル全体でのコスト低減および市場競争

力の強化を図るというコンセプトであるJ凶
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と定義している。 3年間にわたる実証実験は通産省の高度情報化施策

のひとつとして， GALSの実フィールド（商取引の場）における適

用性を実証した。最終的な成果として， 1998年 3月に「GALS実施

ガイド」「CALS構築ガイドjを発行して， 3年間の実証結果，評価

した結果を発表した制。 NCALS実証システムの目標は，

①ペーパーレス…紙のないビジネス環境を実現する。

② データの共有化…データは一度作り，幾度も使う。

③ データの単一性…データは一元管理する。という 3点である。

生産・調達・運用支援統合情報システム（CALS）の研究開発は，

世界共通の新しいビジネスシステムを確立するために不可欠な，企業

問でのデータ共有化技術，業務プロセス統合技術をわが国における実

用レベルでの互換性を確保する形で実証することを目的としており，

表のとおりの開発を行った。特に，インターネット EDIにも取り組

表1 CALSの実証実験

自動車産業における CALS実用化研究事業

宇宙産業（衛星製造産業）における CALS・の適用

鉄鋼設備CALS実用化研究

建設全ライフサイクルにわたる CADデータ交換

航空機の設計・生産・運用支援システムの開発と実証実験

電子機器・部品CALS実証実験

電力向けパイロットモデルによる CALSの研究開発および実証

プロセスプラントのCALSの研究開発および実証

ソフトウェアCALS環境構築用のソフトウェア開発および実証

造船における技術情報の電子的交換に関する実証実験

電子商取引推進委員会（ECOM）ホームページ

http: //www. ecom. or. jp/project2. h凶11引用。
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表2 NCALS研究開発年度別計画

平成7年度 平成8~皮 平成9年度

銭湯分析手法の野鏑，

I E確立，笑体データの入．
発電プラント向けパl業務分析に基づく笑証｜ ｜実証システムの総合評

！ ｜乎・作成｛追加分）， ｜ 
イロットモデルの分｜システムの鮫計要求定｜ ｜価｛業湾箇および情報

｜ ｜およびCALS実施方 l
析.81¥・価，検陛技術 Il襲と検証~単の策定， I l；技術面）， CALS笑施

I . lイドの作成（会体練想 l
の研究開発 l実体プータの提供 I l；ガイドの作成

－ Eおよび目次｝．実証シ．

ステムの第1次評価

CIT IS織飽の開発と

実用性の総会際価，

I I STEP AP208$誕の
．基本陸計（実証モデル｜実証システム股針．開｜

ンタープライズ・ l. I lライフサイクル管理の
lの CITIS, STEP l発，野価（運用図Sとl

インテグレーション！ I l開発阿面と，ISOへの
I AP208単拠のライフ｜般傍情報の構成管理． ｜ 

(El)モデルの情報｜ ｜ ｜改善提案．企業関統合
lサイクル管理．企業問lCITIS，ライフサイク l

モデル構築技術の研l ｜ ｜プロジェクト管理の
lの統合的なプロジェク｜ル管理．ープロジェクト l

究開発 I I I CITISとのシステム
’ト管理） l管理等） ｜ 

－ E連携機能に関する開発

実凪システム構築ガ

イドの作成

ワ ー プ ロ 文 書 の

SGML化．印刷文書．
I 派生DTDの研究．選

EのSGML化（構造＇ I 
文書交換のための規約l l合試験系の開発，

ィ llf 式）の実施• I 
技術ドキュメントの｜類（NCALS共通文書｜ ISGML文書処理環境

I ISGML文書のレピュ｜
電子出版技術の研究｜規約）の制定と評価検｜ ｜の整備， SGMLデー

｜ ｜一機能の実包文書変i
開発 ｜証， IETM要求仕滋l l；タベース連携技術の検

I l換のための封入／開封｜

』ーーーーーーーーー

の策定 I lliE. IETM対話機能
．機能の開発， IETMI 

｜と総集ツールの実証
基本機能の実証と機能 B

強化の研究

CITIS. STEP対応に l
, I CORBA, STEP対応

プロセス製品データ管lよる PPDM聞のデー｜
I ｜による敵針製造データ

理（PPDM）システ｜タ共有化システム｛分｜
｜ lの企業間共有システム

，ムのNCALS標単線｜様方式｝の構築とその l
製品に関する段針製｜ I I ＜非分縫方式｝の構築

｜約の作成．非STEPl実証野価， STEP I 
造データの尖有化技｜ I ！と STEPAP203単拠i

lデータ交換システムの lAP203~隣拠の 3 次元｜
術の研究開発 I I ｜の3次元CADデータl構築，. STEP ICADデータ共有化シ｜

I I 1尖有化システムの栂祭
AP201/202/203利｜ステムの縛築（部品レ l

｜ ｜ ｜嗣 ド製品川山｜周基数の定義 ｜ベル｝．これらの実証｜
I I lこれらの実証評価

http: /www. ncals. cif. or. jp/ncals/main/xcals. h凶引用。
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んでおり， EDIシズテみを WWW.・(World Wide Web）の連携，電

子メール上でのEDI伝送，セキュリティ機能の強化に着目して実証

システムを作成している封。

前述のNCALSによる CALSの定義は， ContinuousAcquisition 

and Lifecycle Supportといフコンセプトによって研究開発が行われ

ている旨であったが，表のような目的，開発・実証項目からも明らかな

とおり， EDIを取り込んだEC化への試みであることは間違いない。

NCALSは，当初の目的を達成し解散したが，現在に至るまで様々な

業界でCALSに関するプロジェクトが推進されている。

(2) EDIとは

NCALSでも行われた EDI実証実験だけではなく EDIは，現在の

ECを知る上で，欠くことの出来ないコンセプトである。 EDIは，商

取引のためのデータを通信回線を介してコンビュータ聞で企業内・聞

で交換することである。

EDIとは「異なる組織の間で，取引に関する情報を，広〈合意さ

れた標準的な規約を使用し，通信回線を利用して，相互のコンビュー

タの問でデータを交換することJと定義されている凶。

すな．わち，以下の要件が必要であるべ

① 異なる組織の間であること……他の企業との聞のデータのやり

とりであって社内システムではない

②取引に関する情報であること……一般的な情報交換でなく商取

引に関わる情報交換

③通信回線を利用して，相互のコンビュータの問でデータを交換

すること……フロッピーの交換等ではなく，通信回線を利用した

データのやりとり
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＠広〈合意された標準的な規約を使用すること……独自の規約で

な〈，当該業界の標準あるいは国際的な標準等に準拠した規約で

運用きれていること。これにより取引ごとに異なる端末機への重

複入力の問題（多端末現象）も解消する。

そのため，当事者間で各種の取り決めが必要だが， EDI普及には，

その取り決めが，可能な限り広〈合意された標準的な規約であるこ

と，つまり標輩化が不可欠となる。このための取り決めは， 4種類必

要とされる。一番基礎的なレベルで必要な取り決め闘は，情報伝達規

約（いわゆる通信プロトコル）である回。自社のコンビュータや端末

を相手企業のコンビュータ・システムに接続するために，お互いに使

用する通信回線の種別や伝送制御手順，ファイルのアクセス手順など

を取り決めなければならない。

次に必要な取り決めは，情報表現の規約，いわゆるビジネス・プロ

トコルである。これは文法を定めるようなものであり，発注書などの

帳票のデータを双方のコンビュータが理解できるようにするための取

り決めである。 3番目に必要なのは， EDIシステムを円滑に運用す

るための業務用規約であり， 4番目に，以上3つの取り決めが適用さ

れる範囲，有効期間や取り決め変更の場合の手続等オンライン取引の

基本的な規約が必要となる。

2. わが国の EC化

( 1) EC化の動き

わが国のECは今に始まったことではない。 1982年の「公衆電気通

信法」改正， 19.85年の「電子通信事業法J施行により，企業聞のデー

タ通信が自由化されたのを契機に流通業界から EDIの導入という形
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ではじまった。もちろん，それ以前からも1965年の銀行業界での預金

オンラインの開始は， ECの先駆けとして考えても良いだろう。ま

た， 1970年代から各企業（特に，製造業）では，社内基幹システムの

オンライン化を開始した。最近では，海運・港湾，航空貨物，総合商

社，鉄鋼，電線，電力，石油化学，機械工具，電子機器，自動車，紙

パルプ，文具，眼鏡，日用品雑貨，食品，医薬品，金融などの業界で

様々なレベルで実施している制。。

ECの現状と動向を一言でまとめると，「予兆から奔流へjというこ

とになる刷。最近では ECで扱われる商品も，自動車などのような高

額の商品にも波及するなど，商品のバリエーションが拡大している。

他方，アメリカにおける ECの現状と動向は， ECの導入期に見る

取引規模は，企業・生活者間取引（Businessto Consumer）でいう

と， 1996年5.3億ドルであったものが2000年には66億ドルになると予

想されていた。最新の予想では97年40億ドルで2002年には80億ドルに

達すると予想されている。企業間取引（Businessto Business）で

は，同様に97年80億ドルであったものが， 2002年には3,270億ドルに

達すると予想されている剖2。

一方，わが国においては，企業・生活者間取引では95年度に売り上

げわずか 7億円だったものが， 96年度には285億円に急成長してい

る削3。インターネット上の店舗数でも， 95年度1,000店であったもの

が， 96年度には2,082店と倍増し， 97年度には， 7,000店舗を数えるま

で増えている邑14。

ECを取り巻く経済環境も大きく変化しており，金融ピックパンな

どにより，決済という機能を銀行に頼らなくても良いことになれば，

ECの普及がさらに促進していくものと期待される（第6章参照）。
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( 2) EC普及の要件

次に， EC普及の展望として，企業関取引の構成と ECによるメリ

ットを考えてみる。 ECによるメリットは，大きく分けてソーシング

(Sourcing：探索，入札），オーダー（Ordering：発注），決済（Pay-

ment/Settlement）があるが，現在の EDIはオーダーに留まってい

るのが実情と言えよれこれは，将来的にはソーシングと決済に広が

っていくと考えられ，ソーシングではワン・トゥ・ワン・マーケティ

ング（第5章参照），電子入札などが，決済ではネッティングやロジ

ステイクスとの連動による適正在庫などのメリットが，それぞれ考え

られている剖S。このように，従来， EDIはコスト・リダクション

（コストの削減）の面から捉えられることが多かったが，将来は，一

層のコスト・リダクションに加えプロフィット・メーキング（利益の

創造）にも積極的に用いられるものと期待される。

また， EDIは発展段階でみると 4つに分類することが考えられる。

一番初歩的なのは企業内あるいは系列グループ内で行う EDIである。

自動車メーカー，チェーン・ストア，総合商社，石油化学メーカーな

どが，独自のプロトコルにより多店舗化した自社内，系列の礎品メー

カーや卸問屋等とのオンライン取引を行っている。この段階では，ひ

とつの企業が自分の系列との問の，いわば一社対複数社のEDI化だ

れこれが業界全体で，複数社対複数社がEDI化されれば第 2段階

に入ったといえる。

わが国でこの段階に到達した例としては，日本電子機械工業会

(EIAJ : Electronic Industries Association of Japan）のケースがあ

る。同会では1989年に，現在日AJ基準と呼ばれている業界標準のプ

回トコルを決め，企業閥系列を越えた EDI取引を推進している。当

初の参加企業の 8社から，現在では， 3,160社を超える企業がEIAJ
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を導入している修160

第3段階としては， EDIの業際関への拡大が考えられる。製造業

界の聞で取引を行えば，組立メーカーと部品・資材メーカーとの問だ

けでなく，製品や部品，資材を運ぶ物流業界との間でもデータのやり

とりが必要になる。製造業界と物流業界という異なった業界同士の閑

をも EDIによる結び付けをした方がより有効である。現在，電子機

械工業会は物流業界との閑でも EDIを実現しており（第4章参照），

また電気事業連合会， 日本電線工業会， 日本電子機械工業会， 日本電

気工業会の電気4団体は，通産省などが告示した連携指針凶7に基づ

き業際を越えたネットワークの実現を画策している。

最後の第4段階は国際化である。国際間のEDIは自動車メーカー，

総合商社などの大手が本支店聞や親子会社関で実施しており，わが国

も国際標準（UN/EDIF ACT (UN /Electronic Data・ Interchange 

for Administration, Commerce and Transport ：国連／行政，商業

および輸送のための電子データ交換））への対応を迫られていた。わ

が国の EDIはこれまでは企業ごとあるいは業界ごとに標準を作って

実施してきたが， 1990年代に入ると業界の枠を越えた圏内向け EDI

標準を目標とした体系も完成した。日本情報処理開発協会 (JIP-

DEC）の産業情報化推進センター（Centerfor the .Jnformatization 

Industry : CII）が作成したen方式である。この方式は OSI(Open 

Systems Inter-connection）ベースの新しい通信プロトコルである F

手順と，ビジネスプロトコルの核となる CHシンタクスJlrールを組み

合わせた．もので，通産省がこのCII方式を園内向けのEDIの標準と

して推奨，普及させていく方針を決めた。 F手順は，既存の全銀協

（全国銀行協会）手順やJCA(Japan Chain Stores Association）手

順など既存手順の運用をふまえているので標準化は容易となる剖九
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CIIシンタクスルールは，ビジネス・プロトコルの圏内独自標準化

を目指しており，特定の業界や業者聞の取引にこだわらず，どのよう

な取引にも利用できる汎用性を持っている。使用可能なデータ項目は

最大60,000種類を超え，多くの業界ごとの多様なデータ項目を十分表

現できる容量を確保し，わが国のEDIに欠かせない漢字を使うこと

もできる。このような動きを受けて，前述の電気4団体，建設産業情

報ネットワーク推進協議会，住宅産業情報サービス，石油化学工業協

会その他様々な業界がCII方式による EDI推進を行っている。

3. インターネット EDI

これまでの企業内ECや業界内ECなどがさらに大きなネットとし

て様々な業種を越えた形で，広がることを考えると，企業や業界という

クローズドな環境ではなく，オープンなネットワーク上でのEDIな

どが行われる必要性が求められる。そこで，イントラネット，エクスト

ラネットさらにはインターネット EDIという考え方が生まれてくる。

イントラネットとは， LANのコンセプトと世界約150カ国をつな

いでいるインターネットの技術を社内システムに導入することといえ

よう凶。現在，インターネットでは，数億の人が，うまく情報をシ

ェアリングして，コミュニケーション・ツールとして確玄してい’る。

それに比較すればi大企業でも数10万人の世界でしかないかけである

から，まった〈問題なしスムーズに導入できるという発想から生ま

れた也20。－－

インターネット上でできることは何でもできるのは当然だが，最近

では，業務アプリケーションをどうやって中にっくり込むかという工

夫が行われている。社内の電話番号の一覧，電子メールの一覧，社内
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ニュース，業務伝達，福利厚生や研修のお知らせなどといったものは

イントラネットの中で共有されている。例えば，何かの関発プロジェ

クトに関する情報を地理的に離れた社内のチーム同士がシェアするの

にイントラネットを使ってみたり，社内の各部署で作成されたレポー

トを全部，場合によっては図面や動画像もイントラネットで共有する

こともできる。過去に得た知識や経験をいかに共有するかという課題

を解決するネットワークといえよう。新しいビジネスが入ってくれ

ば，過去の例を検索し，援用できる。いわば，社内情報，ノウハウを

リサイクルすることにつながっているtUl。

製品のカタログ，価格表，販売促進用の資料をイントラネットを使

って販売部門に送り，印刷費や郵送費の節約，時間のロスを無くすこ

とで，コスト的にも非常に安くすることも可能である。

このイントラネットを自社内だけではなくさらに広げて，取引関係

にある関連企業をもネットに取り込んでしまうものがエクストラネッ

トであるtl22。取り込む企業が独自にイントラネットを持っており，

相互に互換性があれば，これがインターネット EDIに近づいてくる。

エクストラネットの事例としては健23, Aローン社がある。名前の

とおりローン（分割払い）を扱っており，現在ネットワークでつなが

っているのは，不動産会社，周旋業者，銀行などの金融関係等，約

500企業にのぼっている。その中でやり取りされているデータは，ロ

ーンの状況で，返済履歴，銀行別の利子率等の条件といったものの交

換である。セキュリティ対策としては，アクセス時のパスワードや

ID番号，データをやり取りするときには，全べて暗号化するという

仕組みになっている凶。

アメリカの事例としては， AIAG-ANX(Automotive Industry 

Action Group-Automotive Network Exchange）が著名である凶50
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AIAGは， 1982年に設立された非営利団体であり，当時は，いわゆ

る自動車会社のEDIにかかわる標準化を担当していた。現在，北ア

メリカのビッグ3およぴ，主要部品をつくっている企業など， 1,200 

社が加盟している。 EDIの標準化を終えた後，今度は，それをイン

ターネットの上に載せてみょっといフプロジェクトを始めたのが

ANXである。単なる商取引の情報だけではなくて，部品の設計図

や，ディーラーに対して在庫情報を出すなどのほか，テクニカル・ド

キュメントまでを含めて共有化を試み始めている。これはインターネ

ット EDIであり，さらに CALSでもあろう。

実際に稼働している例としては， PowerAGがある鍵26。これは農

薬，肥料を扱う農業用化学製品の製造業，卸売業，流通業者そして小売

業が作ったエクストラネットといえよう。発足当時はわずか60社だっ

たものが，現在は200社まで増え，お互いの製品情報，規制情報（州

によって違う場合がある）および在庫情報の共有を目的としている。

ほかにもアメリカでは，潤滑油，事務機器，事務用品の販売例など

が有名である。エクストラネットと呼称しているほとんどはインター

ネット上での受発注ともいえる。

インターネット上でEDIを行う場合，さまざまな問題点が考えら

れる。詳細は第皿績に後述するとして，到達確認，メッセージの往復

を冗長にして確認を宇る，セキュリティ問題，盗聴，メッセージ改ざ

ん，なりすましなどがある。これらは，暗号技術を利用して，データ

の暗号化や，本人証明を電子署名といったシステムで動かすことなど

が考えられる。さらに，これまでサーバーが提供していたサービスを

だれがどのように行うのか。例えば，ログ（通信記録）の保管問題が

考えられる。

恐らく様々な問題はあるものの， EDIは少しずつVANやイント
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図3 企業問ECの導入状況
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