
 

 1.ビジネスオブジェクトとは 
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1.1 ビジネスオブジェクトへの期待 

(1) コンピュータの適用範囲の拡大とソフトウェア開発効率向上の必要性 

 1946年に世界で最初のデジタル式のコンピュータと言われるENIACが出現して以

来，半世紀以上が経過した。1943 年に当時軍事目的に使用される機械式の計算機等を

製造していた IBMの会長だったトーマス・ワトソン(後に，IBMを世界一のコンピュー

タメーカーにしたトーマス・ワトソン・ジュニアの父親である)は，コンピュータの市

場は全世界で 5 台ぐらいではないかと語ったと言われている［TIME 1999］が，その

予想をはるかに超えてコンピュータの応用範囲は拡大し，現代の生活はあらゆる面で

コンピュータなしでは成り立たなくなっている。企業におけるビジネス活動において

は，あらゆる業種，業態においてコンピュータなしでは業務の遂行がほとんど不可能

なほどである。オフィスの中でも文書作成，各種データの分析，集計などの日常的な

業務がパーソナルコンピュータ上で行われるようになっている。さらに，各種家庭電

化製品や自動車，携帯電話等において，マイクロコンピュータによって制御された製

品を我々の日常生活の至るところに見ることができる。いわゆる 2000 年問題が深刻

な社会問題となっていたことが，いかに現代社会がコンピュータに依存しているかを

物語っている。 

 このようなコンピュータの応用範囲の拡大は，1947 年のショックレーらによるトラ

ンジスタの発明，ショックレーの下で働いていたロバート・ノイスやゴードン・ムー

アらが設立したインテル社によるマイクロプロセッサの開発等のハードウェアの進歩

が大きく寄与していることはいうまでもない。「18 カ月ごとに，コストは同じままで

プロセッサの処理能力は 2 倍になる」というムーアの法則は過去約 30 年間驚くべき

正確さで成り立っているのである［Downes & Mui 1998］。 
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 しかし，コンピュータはハードウェアを動かすためのソフトウェアがなければただ

の箱である。ムーアの法則に従ってその処理能力を進歩させていくハードウェアの能

力を活用するためには，ソフトウェアが必要である。ハードウェアの処理能力の進歩

によりコンピュータの応用範囲が広がると，さらに多くのソフトウェアが書かれる。

その結果，さらに応用範囲が拡がり，市場はより処理能力の高いハードウェアを必要

とし，ハードウェアベンダーがそのニーズに応えるべく熾烈な研究開発競争を繰り広

げる，というサイクルでムーアの法則が成り立っている。このサイクルを維持してい

くためには，ソフトウェアもムーアの法則に従って「18 カ月ごとに，コストは同じま

まで開発生産性が 2 倍になる」に近いことが求められるのである。 

 

(2) ソフトウェア開発生産性向上の阻害要因 

 「ビジネスオブジェクト」は，企業情報システムにおけるアプリケーションプログ

ラムの開発生産性の飛躍的向上を図るアプローチであるが，まず，「ビジネスオブジェ

クト」が出現してきた背景として，現状のアプリケーション開発における問題点を整

理してみよう。 

 企業の活動を支える企業情報システムは，それぞれの企業の業種，業態，組織，歴

史，経営方針等に深く依存しており，当然ながらそれぞれに異なるものである。その

ため，オペレーティングシステム(OS)，データベース(DB)やトランザクション処理モ

ニタ(TP モニタ)のようなミドルウェアなどベンダーから供給される標準的なもの以

外，すなわち業務固有のアプリケーションプログラムは，それぞれの企業ごとにカス

タムメイドすることが多い。 

 情報システムは，一度出来上がってもそのままで使われ続けるということはなく，

企業の成長や企業活動の変化に対応して拡張していかなければならない。そのため，

初期開発だけでなく，その後の拡張，保守が必須である。それぞれの企業ごとにカス

タムメイドされたアプリケーションプログラムは，当然，それぞれに拡張，保守を行っ

ていくことになり，その内容を理解している要員を確保する必要がある。現状の情報

システムの規模が大きければ大きいほどその維持のために大きなコストが必要となり，

業務上必要な新システムの開発に手が回らなくなったり，遅れたりする場合もある。 

 規制緩和，金融ビッグバン，全世界規模での企業の合併，提携，等々，企業を取り

巻く状況が急速に変化している中で，変化に合わせてタイムリーに情報システムを変

化させることが企業の生き残りのための必須条件である。 
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 冒頭に述べたように，コンピュータに深く依存している現代社会においては，情報

システムのサポートなしに新たなビジネスや新たなサービスを始めることは不可能に

近いからである。これまで長年にわたって多額の投資とともに築いてきた情報システ

ムの資産も，このような変化に対応できなければ，逆に足かせとなってしまうのであ

る。 

 大規模なソフトウェア開発の生産性を向上させるためのアプローチは，これまでに

種々提唱されてきており，一定の成果を挙げている。プログラミング言語，構造化分

析・設計手法，またそれらに基づく CASE ツールなどが様々提唱され，利用されて，

ソフトウェア開発の生産性の向上に寄与してきたことは紛れもない事実である。そう

でなければ，質・量ともに急速に拡がってきたソフトウェア開発のニーズにとても応

えることはできなかったはずである。 

 

(3) 「いかに効率的に開発するか」から「いかに開発しないか」への発想の転換 

 しかしながら，従来のアプローチは情報システムをカスタムメイドすることを前提

に，おのおの個別の情報システムに対する要求仕様をいかに正確かつ迅速に実現する

かという面が強調されがちであった。ビジネスの変化のスピードが以前にも増して加

速されてくると，情報システムをいちいち手作りしていては，いかに開発生産性を向

上させても間に合わない。いかにして開発生産性を向上させて短期間で膨大なソフト

ウェアを開発するかという観点から，いかに開発しないで必要な情報システムを構築

するか，という観点への視点の変換が必要になってきているのである。もちろん，全

く開発しないで情報システムの要求仕様を満足させることはできないので，より正確

には，「いかにしてそのシステム固有に開発する部分を減らすか」ということになる。 

 各企業内のそれぞれの情報システムの開発においても，様々な部品化，再利用の努

力は当然なされていて，共通的な処理を共有する工夫はなされているはずである。そ

れを，より体系化し企業を超えた部品化，再利用を図るための基盤を整備し，さらに

その基盤の上で再利用可能な部品(コンポーネント)を揃えることで，ゼロからの情報

システム構築ではなく，部品(コンポーネント)の組み合わせによる情報システムの構

築を実現することが，ビジネスオブジェクトの狙いである。 
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(4) 組み合わせる開発を実現するためには標準化が必要 

 18 世紀の産業革命において，機械製造の需要が飛躍的に拡大し，それを支える形で

ねじなどをはじめとする機械部品の標準化，規格化が推進されたのと同じように，21

世紀を迎えようとしている現在，ソフトウェア開発の需要の拡大に応えるためには，

ソフトウェア部品，すなわちコンポーネントの標準化・規格化が必要である。機械の

設計者たちが，機械で使われる 1 つ 1 つのボルトやナットなどの部品の設計まで気に

しないのと同じように，標準化，規格化されたビジネスオブジェクトを活用すること

で，情報システムの開発者は，それぞれの企業活動の目的に沿ったより本質的な部分

の設計・開発に専念できる。 

 ハードウェアの世界では，半導体微細化技術の発達により 1 チップ内に搭載できる

トランジスタの数(集積度)が年に 58％程度で伸びており，ゼロから毎回論理設計をし

ていたのでは設計効率をいくら向上させてもこの集積度の伸びに追い付かなくなり，

実装技術上可能な高集積度のシステムLSIの論理設計が実用上意味のある時間とコス

トの範囲内で不可能になる，という懸念が現実のものとなりつつある。この問題を解

決するためのキーワードは，やはり再利用と部品化である。過去に設計された実績の

ある論理ブロックのことを知的財産という意味で IP(Intellectual Property)と呼び，

この IP のインタフェース等を標準化することを目的とした VSI(Virtual Socket 

Interface)アライアンスなどの活動が活発に行われている［吉森ほか 1998］。ビジネ

スオブジェクトは，企業情報システムの開発においても同様な問題認識で問題解決を

図ろうとする試みである。 

 

1.2 ビジネスオブジェクトの定義あれこれ 

 前節では，ビジネスオブジェクトへの期待が，企業情報システムにおけるアプリケー

ションプログラムの開発生産性の飛躍的向上であることを述べた。では，ビジネスオ

ブジェクトとはいったい何であろうか。「顧客」や「商品」といった例がよくビジネ

スオブジェクトの例として挙げられるが，はたしてそれらは何なのか。システム分析

やシステム設計上の概念なのか，それとも実際に動くソフトウェアなのか。「ビジネ

スオブジェクト」という言葉だけからはよく分からないし，また世間でのこの言葉の

使われ方もまちまちである。ただ，何やら期待を持たせてくれる魅力的な言葉である

ことは確かである。 
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 そこでまず，世の中の，ビジネスオブジェクトの定義を探ってみよう。ビジネスオ

ブジェクトに関する論文や雑誌記事が最も頻繁に採用もしくは引用している定義は，

OMG1による次の定義である［上原 1998］。 

 

ビジネスオブジェクトとは，ビジネス分野で活発な物を表現するもので，少なくと

もビジネス上の名前と定義，属性，振るまい，関連，ルール，ポリシー，そして制

約を含む。例えばそれは，人，場所，イベント，ビジネス・プロセス，あるいは概

念を表現する。ビジネスオブジェクトの典型的な例として，従業員，商品，送り状，

支払などが挙げられる。 

 

 (以下，原文) 

A business object is defined as a representation of a thing active in the business 

domain, including at least its business name and definition, attributes, 

behavior, relationships, rules, policies and constraints. A business object may 

represent, for example, a person, place, event, business process or concept. 

Typical examples of business objects are: employee, product, invoice and 

payment. 

 (［OMG 1996］より抜粋) 

 

 OMG のこの定義も決して明白とは言えない。「物を表現するもの (a 

representation of a thing)」とはあまりに曖昧な言い回しだ。ほかの定義もいくつか

当たってみよう。 

 CBOP2の定義は，次の通りである。 

 

 ビジネスの構成要素をオブジェクトとしてモデル化したもの。 

                                                  
1 OMG：Object Management Group。800 社前後(1999 年 8 月現在)の企業が会員として参加す

る世界最大のソフトウェア関連の協議会。CORBA，UML など，分散オブジェクト技術に関す

る様々な業界標準を策定している［OMG 1999］。 
2 CBOP：ビジネスオブジェクト推進協議会，Consortium for Business Object Promotion。主

に日本企業が会員として参加する，日本におけるビジネスオブジェクトの推進を目指す協議会。

OMG とは相互に会員資格を持ち合っている［CBOP 1999］。 
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 (［CBOP 1998］より抜粋) 

 

 CBOP のこの定義では，ビジネスオブジェクトは「～をモデル化したもの」，つま

り，あるもののモデルであると言っている。ここで「モデル」とは，ソフトウェア開

発やシステム開発の世界では，「データモデル」や「オブジェクトモデル」という言

い方に現れるように，分析や設計の結果を記述したものであり，動くソフトウェアそ

のものではない。つまり，CBOP はかなり明白に，ビジネスオブジェクトを分析・設

計時の概念として捉えている。 

 OMG と CBOP の定義を足し算したような，次のような定義もある。 

 

ビジネスオブジェクトとは，業務に現れる対象をオブジェクトによりモデル化した

ものである。そのオブジェクトは，業務名に対応した呼び名を持ち，少なくともそ

れが果たす業務上の役割を明確にする定義，属性，振る舞い，制約，ほかとの関連

などを含む表現として定義される。 

(［吉田武ほか 1998］より抜粋。OMG ビジネスオブジェクト部会(BODTF)の議長

だったコリー・カサネイブ氏の論文“Business-Object Architectures and 

Standards (OOPSLA white paper)”での定義として上記を紹介している。) 

 

 これまでに紹介した定義は，いずれもビジネスオブジェクトが何であるかを述べて

いたが，次の定義は，ビジネスオブジェクトが何でないかにも言及している点で，注

目に値する。 

 

ビジネス・オブジェクトはビジネス分野で利用される 1 つの「もの」または事象を

表現するオブジェクトであり，ビジネス・プロセスやそれにかかわる様々な企業活

動の要素を代表する。 

オブジェクト指向で利用されるオブジェクトは，大きく「テクニカル領域」と「ビ

ジネス領域」に分類される。ビジネス・オブジェクトは後者に属する。 

(［奥井ほか 1996］より抜粋) 

 

 この定義では，ビジネスオブジェクトはオブジェクト指向で利用されるオブジェク

トであると言っていて，動くソフトウェア(の一部)であることも想定していると思わ
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れる。なぜなら，オブジェクト指向は分析・設計からプログラミングまでシームレス

に(つまり，継ぎ目なく)適用できることを特徴とする開発手法であり，「オブジェク

ト」は分析・設計時の概念を意味することもプログラム上の単位，つまり動くソフト

ウェアの一部を意味することもあるからである。 

 もっと明白にビジネスオブジェクトを実行プログラムとして捉えた文献もある。分

析・設計時には大いに役立つオブジェクト指向の抽象化と継承のメカニズムを，ソフ

トウェア部品の再利用性の追求という観点から問い直している(この問題は，ホワイト

ボックスアプローチとブラックボックスアプローチの問題として，2.2 節で詳しく取

り上げる)。 

 

ここで，従来のオブジェクト指向技術から抽象化と継承の概念をなくしてみよう。

すなわち，実行プログラム(バイナリコード)を主体としたオブジェクト指向技術に

ついて考える。そこではクラスと継承によるソースコードの再利用より，むしろバ

イナリコードによる再利用が主体となる。それらを動的リンクにより協調的に利用

することにより所望のタスクを実行する。 

このような考え方の主役となるのがビジネスオブジェクトである。たとえば，顧客

とか口座などのビジネスエンティティオブジェクトをバイナリコードとして作成す

る。このようなバイナリコードが将来的には高品質の既製品として流通することが

期待される。さらに，それらを組み立てる形の業務支援システム開発が定型業務を

主な対象として特に期待される。 

(［吉田武ほか 1998］より抜粋) 

 

 この文献の別の個所では，「ビジネスオブジェクトは業務をモデル化したコンポー

ネントと考えることもできる」という記述もあり，ビジネスオブジェクトがコンポー

ネントベースのシステム開発という観点からも期待されていることが分かる。 

 これまでの引用からも，ビジネスオブジェクトの定義に関する混乱ぶりが明らかに

なったと思う。ビジネスオブジェクトに関するこの辺の事情を，よりストレートに解

説した文献もいくつかある。次に引用する文献では，OMG の定義に重要な補足を加

えている。 

 

ビジネスオブジェクトは一般に，ソフトウェアの固まりではなく概念として捉えら
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れている。したがって，開発工程の中では，ビジネス領域を意識して進められる要

件獲得や分析の工程で，有用なものである。OMG はビジネスオブジェクトを次の

ように定義している。 

   (筆者注：ここにOMGでの定義が入るが，前述と同一なのでここでは省略する。) 

しかし，我々は実際には何を設計し，どんなソフトウェアを構築するのだろうか。

ビジネスオブジェクトの真の目的を達成するためには，実行時のモノが問題領域の

モノとかなり忠実に 1 対 1 に対応づけされる必要がある。 

(［Eeles & Sims 1998］より抜粋，筆者訳。) 

 

 ここでは，ビジネスオブジェクトをソフトウェアではなく分析・設計時に有用な概

念と認めた上で，しかしソフトウェアにも直接反映させたいという思いを表明してい

る(ちなみにこの文献は，ビジネスオブジェクトとコンポーネントウェアを結び付けた

という点では先に挙げた吉田武稔氏ほかの文献と同様だが，この思いをさらに「ビジ

ネスコンポーネント」という考え方にまで発展させ興味深い議論を展開している。ぜ

ひご一読いただきたい)。 

 そして，ビジネスオブジェクトのより包括的かつ精密な定義を与えたのが，OMG 

CBOWG3の議長のロバート・シェルトンである。 

 

ビジネスオブジェクトという考え方によって，ビジネス自体とそのソフトウェアア

プリケーションを両方定義することが可能であり，また望まれている。1 つのビジ

ネスオブジェクトは，現実世界の(ビジネス上の)1 つの概念，その概念に対する複数

の操作，それらの操作に関する制約条件，そしてその概念と他のビジネス概念の間

の関連に関する情報を捉えている。そして，そのビジネス概念は，ソフトウェアの

設計と実装にそのまま変換することができる。そして，1 つのビジネスアプリケー

ションは，いくつかの実装されたビジネスオブジェクトの間のやり取りで仕様化さ

れ得る。 

以上の議論から分かるように，ビジネスオブジェクトという言葉には，以下に示す

2 つの異なった，しかし関連する用法があり，それぞれで意味が若干異なる。 

                                                  
3 OMG CBOWG：OMG のビジネスオブジェクト部会(BODTF)配下の共通ビジネスオブジェク

ト作業部会。業種にまたがる共通のビジネスオブジェクトを検討している。 
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