
 

 

 

 1.電子商取引の 
   技術フレームワーク 
 

 

1.1 電子商取引の技術要件 

 電子商取引は，最近の企業経営環境において最も将来性のあるビジネス形態の 1 つ

と目されている。製造業においては，サプライチェーンマネジメントに革新的な変化

をもたらす可能性を秘めている。また，小売販売部門においては，流通合理化や新た

な金融サービス提供の決め手となることが期待されている。 

 ただ，こうした電子商取引のメリットは，従来のビジネス形態を受け身のまま継承

していただけで得られるものではない。様々な情報システム技術を駆使することに

よって，企業内，および企業間のビジネスモデルや業務プロセスを抜本的に改善して

こそ始めて実現できるものである。それを実現するためには，電子商取引の展開に必

要とされる様々な技術を最も効率良く取捨選択してシステム構築を進める必要がある。 

 電子商取引に対応するための情報システム技術に関しては，新たなビジネスモデル

の登場や革新的な市場戦略の展開に併せて，それを実現するために必要な新たな技術

方式が次々と発案され，実用化が図られている。一方で，まだ実用化の日が浅く十分

に成熟していない分野も多く残されている。電子商取引をめぐるアプリケーション環

境の変化は，まさに日進月歩といえる。その変化へ遅れずに追随するためには，そう

した技術動向を見極めた上で，ときには未成熟の新技術の導入に果敢に挑戦すること

も必要となる。また，多少のリスクを冒してでも，新たな技術方式を自ら開発して対

応することが必要になる局面があるかもしれない。しかし，いずれの場合においても，

新たな技術開発への挑戦に必要な範囲はそう広いわけではなく，ごく一部に限られる。 

 電子商取引における実際のアプリケーションの実現にあたっては，ほとんどの場合，

既存の要素技術の中から最適なものを選択し，それをいかにうまく組み合わせて目的

を達成するかが課題となる。換言すると，電子商取引の技術フレームワークは，既存
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の要素技術の集大成ともいえる。そして，その技術フレームワークを構成する具体的

な要素技術に関しては，特に以下のような電子商取引特有の技術要件を備えることが

必要不可欠の条件となる。 

 

(1) モデリング指向 

 電子商取引のアプリケーションは，一企業内の既存のビジネスプロセスをそのまま

情報システムの処理系にマッピングする範囲にとどめたのでは意味がない。企業内は

もちろんのこと，場合によっては，企業間にまたがるビジネスモデルや業務プロセス

の改善と一体的にアプリケーションの企画・開発を進める必要がある。 

 そうしたビジネスのやり方についての変革を伴うアプリケーション開発においては，

ビジネスプロセスの改善点を明確に識別分析できるような記述方法が必要となる。ま

た，そのビジネスプロセスが企業間にまたがる取引処理のように守備範囲が広い場合

には，アプリケーションの開発に関与する関係者の範囲も広がる。このため，できる

だけ誰もが理解できるような共通的な手段によりビジネスプロセスを記述する工夫が

必要となる。このような観点から，通常のドキュメントによるビジネスプロセスの記

述ではあいまいさが多く，的確に対応できない可能性がある。 

 この点を解決するための 1 つのアプローチは，何らかのモデリング技法によりビジ

ネスプロセスを形式的に記述することである。この種のモデリング技法としては，こ

れまでは ERD(Entity-Relationship Diagram)や DFD(Data Flow Diagram)などの

データモデルやプロセスモデルを記述対象とする様々な技法が提唱されてきた。それ

が，最近は，対象領域を問わず静的な側面から動的な側面までをオブジェクト指向の

考え方で幅広く扱える UML(Unified Modeling Language)が新たに登場し，多くの関

係者の注目を集めている。 

 

(2) オープン性 

 電子商取引のアプリケーション環境では，ネットワークを介してやり取りする取引

相手が常に固定的とは限らない。むしろ，取引相手は流動的に変化すると考えるのが

自然である。そうした流動性の高い環境下でのアプリケーション分野においては，自

分あるいは相手のどの取引当事者にとっても既存の取引ネットワークへ新たに参入す

ることが容易にできることが重要な要件となる。新たな取引相手がネットワークへ参

入するにあたって，そのつど相手の技術方式へ対応するために情報システムを更新し
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たり，アプリケーションを拡張することが必要となるのであれば，多大の初期コスト

や長期の準備期間を要せざるを得ないことになる。電子商取引のメリットの 1 つは，

低コストでグローバルな市場に参入できることであり，それが実現できなければ意味

がない。 

 電子商取引のネットワークは，電話やファックス網と同様に，多くの参加者が一定

以上のマスを形成することによって飛躍的に利便性や効用が高まる。電話やファック

スが特定の少数の加入者しか存在していない場合には，その加入者にとって，情報伝

達手段の独占による優位性をそれなりに活かせる機会はあり得るものの，ネットワー

クとしての真の価値を発揮できることにはならない。大多数の人々の間に電話やファ

クスが普及することで，通信メディアとしての真の価値が顕在化する。電子商取引に

ついても全く同じことがいえる。 

 電子商取引のアプリケーションに関連する技術については，誰もが容易にメリット

を共有できるオープン性を備えることが重要である。つまり，ネットワークの相互接

続性に関わる下位のプロトコルレベルはもとより，より上位のアプリケーションプロ

トコルについても，その規格や仕様が何らかの形で公開，あるいは標準化されている

ものを採用することが必要となる。 

 一昔前に，米国を中心に，いわゆる SIS(Strategic Information System)の展開が注

目を浴びたことがある。これは，非公開の専用プロトコルによるネットワークを形成

することにより，グループ内の取引先の囲い込みを図り，他グループとの差別化を実

現しようとする経営戦略の試みであった。しかし，その試みは長続きしなかった。そ

の囲い込みによる優位性によるメリット以上に，メンテ維持のコストが高くつく結果

となった。特に，インターネットが登場し，オープンネットワークの技術革新が急速

に進むようになると，そうした専用ネットワークは，瞬く間に技術革新から取り残さ

れ，太古に栄華を謳歌した恐竜と同じ運命をたどることとなった。今日のように，イ

ンターネットが社会的インフラとして確立した時代にあっては，もはやそのオープン

技術をベースとする以外の技術の選択肢はあり得ない。 
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(3) 相互運用性 

 電子商取引において，オープン性とともに重要な技術要件の 1 つは，相互運用性で

ある。相互運用性とは，1 つの動作環境におけるシステム動作が他の動作環境に対し

ても互換性を有することであるが，その意味するところは広い。あるシステムが動作

可能な環境と論理的に全く等価な擬似環境を実現するという意味もあれば，端末操作

手順の構成が同じという意味もある。あるいは，ある特定のインタフェース機能の範

囲に限定して，同じ機能仕様を保証することを意味することもある。 

 いずれにせよ，電子商取引においては，共用ネットワーク上で多様なアプリケーショ

ンを展開することが基本となるが，1 つのアプリケーションがネットワーク上のどの

ノードにおいても同じように動作する，つまり，ポータビリティが保証されることが

重要である。例えば，電子メールを例にとると，ノートパソコンを海外に持ち出し，

世界中のどこの国からでもインターネットに接続し，国内と同じようにメールをやり

取りすることが可能となっている。これは，相互運用性の好例といえる。 

 また，最近は，ある種の携帯電話が国内のみならず海外でも使えるようになりつつ

ある。こうした相互運用性が実現する背景には，技術の標準化がある。電子メールソ

フトが標準のメールプロトコルに準拠しているために，世界中で同じように電子メー

ルが使える。また，携帯電話の通信制御方式が同じ技術規格を採用しているからこそ，

海外でも同じ携帯電話が使える。 

 この点，電子商取引のネットワーク接続に関わる下位レベルのプロトコルについて

は，TCP/IP が世界統一規格となって，ことデータ伝送面に関しては既に相互運用性

が確立した状態にある。しかし，より上位のビジネス手順に関しては，かならずしも

明確な標準規格が確立しているわけではない。業界団体ごとにそうしたビジネスプロ

トコルの標準化を進める動きがあるものの，今なお発展段階にあるのが実状といえる。

今後の電子商取引アプリケーションの企画・開発にあたっては，そうした標準化動向

に目を配り，将来的な相互運用性についての見通しを持つことが重要である。 
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1.2 ビジネスモデリング技法 

 ソフトウェア開発の上流工程を合理的に進めるための一手段として，対象業務の論

理データ構造を明確に把握するためのデータモデルを作成するアプローチがとられる。

そうしたデータモデリングに基づくシステム開発の方法論は，欧米のみならず我が国

おいても広く一般化しているが，その具体的な記述技法については，これまでの ERD

や DFD に代わり，最近は UML が事実上の世界標準になりつつある。 

 電子商取引アプリケーションの企画・開発に関しては，ビジネスプロセスの改善を

一体的に進める必要性が高いことから，ビジネスプロセスをできるだけ形式化して客

観的に記述する手段が必要となる。通常の言語によるドキュメント記述では，その記

述が属人的に左右されやすく，記述内容の一覧性にも欠ける。そこで，ソフトウェア

工学におけるモデリング技法をビジネスプロセスの記述に適用するアプローチが大き

な意味を持ってくる。特に UML は，もっぱら静的データモデルの記述に焦点を当て

た ERD とは異なり，モデル化対象を多角的な側面から統合的に記述するための様々

な記法を備えている。電子商取引の動的側面をモデル化するためには，多様なモデル

記述機能が必要であり，この要件を満たす UML はビジネスプロセスを記述する上で

のキーテクノロジーとなりつつある。 

 

(1) UML の規格成立経緯 

 UML は，オブジェクト指向開発をベースとするモデル記述技法の 1 つでもある。

オブジェクト指向開発の方法論に関しては，1980 年代以来様々な考え方や技法が提唱

され，まさに群雄割拠の様相を呈していたが，1990 年半ば頃には，とりわけ Grady 

Booch による Booch 法，Jim Rumbaugh が提唱する OMT (Object Modeling 

Technique) ， Iver Jacobson に代表される OOSE (Object-Oriented Software 

Engineering)，および HP 社の Fusion が多くの賛同者を得て，その 4 つが市場の大

勢を占めるに至った経緯がある。 

 それが，1994 年になると，それまで GE 社に属していた Rumbaug が Booch の

Rational 社へ移籍したことから，その両者の方法論の統一化が模索され始めた。続い

て 1995 年には，Rational 社が Jacobson 率いる Objectory 社を併合する形で，オブ

ジェクト指向開発の 3 大権威が一同に会して，オブジェクト指向開発技法の統一化が
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一気に進展する運びとなった。その後，この 3 大権威のオブジェクト指向開発技法を

ベースに，HP 社の Fusion や他のマイナー陣営の長所も取り込む形で，1997 年 1 月

に，その最初の統一規格である UML1.0 がオブジェクト指向技術の標準化団体である

OMG(Object Management Group)に提案された。引き続き同年 12 月に，パブリック

レビューを経た UML1.1 が正式に標準規格として承認され，その後さらに部分改訂を

加えて今日に至っている。 

 UML 規格の開発コンソーシアムには，Rational 社を中心に，DEC，HP，IBM，

TI，Unisys，Microsoft，Oracle といった主要な情報システムベンダーのほとんどが

名を連ねてきているが，その規格策定プロセスと成果物の利用に関しては徹底的な

オープン体制がとられている。UML の規格改訂経過は逐次ホームページ上に公開さ

れ，コンソーシアムのメンバーであるか否かにかかわらず，誰もが意見を述べること

ができる扱いとされてきた。また，UML の規格は誰もが無償で利用することができ，

製品ベンダーはその仕様に適合する CASE ツールを自由に開発し販売することがで

きることとなっている。 

 このように，UML は，オブジェクト指向開発の 3 大権威による統一規格であるこ

とと，徹底したオープン指向をとっていることから，多くの賛同者を得て，瞬く間に

事実上の業界標準としての地位を確立することとなった。最近は，ISO の場において

国際標準規格として制定するための審議も進んでいる。 

 

(2) UML の技術的特徴 

 UML は，情報システムのモデル記述技法の 1 つであるが，現在広く普及している

モデル技法の ERD に比べて，システムを多角的な側面から記述するための各種の記

法を豊富に備えている点が際立った特徴といえる。ERD は対象システムの静的なデー

タ構造面をもっぱらの記述対象とするものであるが，UML はそれに限らず，システ

ムの動的な振る舞いや実装構成までをも記述対象として扱う。 

 ERD には処理の流れや同期処理を表現する仕組みが用意されていないため，必要に

応じて，DFD やタイミングチャートが補完的に利用されることが多い。しかし，それ

らはいずれも独立の記述技法であり，相互の論理的な整合性が保てるようなメカニズ

ムが用意されているわけではない。一方，UML では，1 つのシステムについて，以下

の 9 種類の図を用いて多角的な側面からモデル記述を行うが，それぞれの図に含まれ

るモデル要素間の整合性を維持する仕組みを備えるている点に大きな意味がある。 
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① ユースケース図(Use-Case Diagram) 

 ユースケース図(図 1.1)は，システムが提供する機能を概念的に表すものであり，当

該システムとその利用者，あるいは他の外部システムとの機能的な関わり合いを図示

する。これまのソフトウェア開発では，システム概要図などの形で，それぞれの開発

案件ごとにまちまちの方法でまとめられていたものが統一的な図法に集約されたもの

と考えればよい。電子商取引におけるビジネスモデルをユースケースで表現する場合

には，そのビジネスモデルに登場する参加者の役割と，ビジネスプロセスを構成する

機能との関係を明確に記述することに焦点が当てられる。 

 

取引相手探索

商談・成約

事後保証

代金決済

商品受渡

市　場

買い手

市場登録

 

売り手

図 1.1 ユースケース図の例 

 

② クラス図(Class Diagram) 

 クラスとは，システムに関わりを持つ人や物事のことで，ERD におけるエンティ

ティタイプに相当する。クラスには，オブジェクト指向特有のクラス階層関係の概念

が導入されている。例えば，「銀行」は「金融機関」の一種であり，「銀行」には「全

国銀行」や「信用金庫」などがあるといった，物事の間に存在する上位，下位の所属

関係のことをクラス階層関係という。クラス図(図 1.2)は，当該システムに関わるすべ

てのクラスと，それらのクラス相互の関係を図示するものである。これは，ERD のエ

ンティティ間の関連にクラス階層概念を付加したものに近い。 
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クレジット情報

参加者ID
保有者名

クレジット種別

発行会社

クレジット番号

有効期限

登録申請

申請番号

売買区分

受理日

住所表記

参加者ID
住所

参加者表記

参加者ID
売買区分

0..1

1

0..1

1

1

1 1

0..1

0..10..1

名称表記

参加者ID
正式名称
通称

 

登録通知

申請番号

適否結果

参加者ID
売買区分

棄却理由

図 1.2 クラス図の例 

 

③ オブジェクト図(Object Diagram) 

 オブジェクト図(図 1.3)は，見掛け上はクラス図に近いが，クラス図がオブジェクト

間の関係を一般化した集合概念で表現するものであるのに対し，オブジェクト図は

個々の具体的なオブジェクト(インスタンスという)間の関係を図に表すものである。

例えば，「社員」と「社員番号」との関係を例にとると，クラスレベルでは「社員」

は「社員番号］を持つという一般的な関係が，オブジェクトレベルでは「社員：森田」

は「社員番号：25854」を持つという具体的な関係で表すことができる。 

 従来の ERD では，このような個別のインスタンスレベルでのオブジェクト間の関

性連を記述する仕組みは用意されていないため，エンティティ間の対応関係を具体的

に表現できないケースもあるが，UML では，必要に応じてそうした具体的な記述を

行うこともできる。このオブジェクト図は，通常は記述しないが，特に個別のオブジェ

クト間の関係を仕様上明確にすることが必要な場合に記述することがある。 
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クレジット情報

参加者ID：1020
保有者名：森田勝弘

クレジット種別：法人

発行会社：AMEX
クレジット番号：9876
有効期限：2002/02

登録申請

申請番号：0101

売買区分：売り手

受理日：

2000/9/30

住所表記

参加者ID：1020
住所：府中市本町
　　　　3-1-1

参加者表記

参加者ID：1020
売買区分：売り手

名称表記

参加者ID：1020
正式名称：アルファ
　　　通商株式会社
通称：アルファ

 

登録通知

申請番号：0101

適否結果：受理

参加者ID：1020
売買区分：売り手

棄却理由：なし

図 1.3 オブジェクト図の例 

 

④ 状態図(State Diagram) 

 状態図(図 1.4)は，クラスの取り得る状態と，その状態遷移を起こす事象(Event)と

の関係を図に表すものである。状態遷移を起こす事象としては，他のオブジェクトか

らのメッセージ受信や「時間切れ」などがある。 

 状態図は，すべてのオブジェクトについて記述が必要なわけではない。クラスの振

る舞いが状態遷移と関わりが深く，かつシステム全体に影響が及ぶものだけを取り上

げ記述する。この種の状態遷移図は，これまでも，通信制御など，非同期の並行処理

系を持つアプリケーションでは多用されているものである。電子商取引におけるビジ

ネスプロセスでは，例えば売買条件を提示した後，どのような条件が成立したときに，

次のプロセスへ進むか，あるいは取引が中止となるか，といった取引参加者の状態を

厳密に管理することが必要となる局面もある。そうしたプロセス構成の微妙なタイミ

ング記述を的確に仕様化する場合には，この状態図を利用する。 
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1. 電子商取引の技術フレームワーク 

 状態遷移には，自動的に発生するものと，そうではないものとがある。自動的な状

態遷移は，元の状態のアクティビティが完了したときに起き，状態遷移のきっかけと

なる事象は存在しない。一方，自動的ではない状態遷移は，他のオブジェクトや外部

システムからの事象がきっかけとなって引き起こされる。 

 

カタログ準備

引合待ち

引合受付

開始状態

条件入力完了

引合発生

終了状態

変更要求

見積り受諾

 

見積り作成

見積り提示

販売成約

図 1.4 状態図の例 
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