
 

  第１章 
 

  新世代電子ビジネスの要件 
 

 

 

1.1 ネットワーク統合化と XML 

 ここ数年の間にインターネットは，電子ビジネス世界におけるオープンな情報ネッ

トワーク基盤としての地位を確立した。B-to-B，B-to-C のいずれの電子ビジネス分野

においても，従来からの商取引慣行を脱した新たなオープンネットワーク型ビジネス

モデルの開拓が進み，徐々にではあるが着実にその成果が実りつつある。また，これ

まで電子取引の過半を占めていた従来からのクローズ方式の EDI も急速にオープン

化指向を強め，最近の B-to-B 電子ビジネス推進の中心的役割を担うようになってきて

いる。 

 最近の電子ビジネスの潮流の中で，1 つのコミュニティや技術領域内における垂直

的なネットワーク化の浸透，つまり特定分野における普及率とアプリケーションの多

様化については既に相応の段階に達し，今後はコミュニティ横断的，あるいはメディ

ア横断的なネットワーク統合化がより重要な課題となってきている。具体的には，特

定の業界内で部品や資材の融通を斡旋するだけのポータルの存在価値は薄れつつある。

むしろ，1 つの商談に伴う商品の配送から，支払い決済，取引保険までも一貫プロセ

スとして扱えるような，製造業，輸送業，金融業，保険業など，関連業界全体が業界

横断的に参加する統合的な市場形成が望まれている。 

 そうした統合市場の実現方法としては，一から新たに構築するアプローチもあり得

ないわけではないが，それよりも既存の各種コミュニティ市場ネットワークを何らか

の形で相互接続し，仮想的に統合化された協働ネットワーク市場を形成することが現

実的と考えられている。 

 一方，通信と放送の世界でもメディアの統合化が急速に進み，両者の境界は判然と

しなくなってきている。最近のインターネットは，電話網や放送網との統合化も進み，
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アナログ電話のみならず，ラジオ放送やテレビ放送も可能となっている。携帯電話か

らは，電子メールや Web サイトのコンテンツサービスを利用することもできるよう

になり，電子ビジネスにおける携帯端末としての携帯電話の活用価値が注目されてい

る。他方，放送技術の方では，デジタルテレビの登場により，放送局と視聴者間での

双方向通信が可能となり，電子ビジネスへの応用も進みつつある。 

 また，家庭内における電化製品や自動車にも CPU と通信デバイスが埋め込まれ，

すべてがネットワーク化されようとしている。さらに，最近は，砂つぶ程度の大きさ

の微細なマイクロチップの実用化が図られ，書類や文房具，食品，衣類など，オフィ

スの事務用品から日常生活用品に至るまで，個品単位での情報管理も可能となりつつ

ある。在庫管理や受発注処理，および配送手配と支払決済の電子化や自動化は，何も

B-to-B に限ったことではなく，身近な B-to-C の世界にも急速に浸透する可能性があ

る。 

 こうした現在および未来のネットワーク統合化の進展においては，それを実現する

ための CPU や通信デバイスなどプラットフォーム関連要素技術の発展と普及もさる

ことながら，それらを繋ぐネットワーク上でのデータ交換仕様の相互運用性が重要な

課題となる。ネットワーク上でやり取りされるデータの物理的なインタフェース規格

を統一するだけでは不十分であり，データコンテンツの意味が正確に伝達されるよう

に論理的なプロトコルまでも共通化する必要がある。また，情報をデータとして表現

する場合の構文規則やその規則に基づくコード値の意味などを標準化することも必要

となる。 

 このネットワーク統合化におけるデータ記述関連の標準化については，数年前まで

は，これといった方向感が明確に定まっていなかったが，最近に至り，それが XML

をベースとする方向に収束する傾向にある。ebXML は，そうしたネットワーク統合

化時代における XML ベースの電子ビジネスを円滑に進めるうえで必要とされる，ビ

ジネスプロセスの共通フレームワークを確立することを目的とする活動である。 
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1.2 ebXML に求められるビジネス要件 

 ebXML では，B-to-B と B-to-C のビジネスサイドにおける電子ビジネス要件への適

合が優先課題とされていて，B-to-C の消費者サイドの要件はスコープ外と考えられて

いる。また，企業内における A-to-A(アプリケーション間)連携についても，技術的に

は ebXML の技術フレームワークを適用できる可能性はあるものの，B-to-B と B-to-C

の要件をいたずらに複雑にしないためにも，当面の検討対象には含めない扱いとされ

ている。 

 ebXML のビジネスプロセスに関しては，「ebXML 要件仕様(Version 1.06，2001

年 5 月 8 日)」に，その要件仕様と技術フレームワークが詳細に記述されている。本節

では，その文書の記述内容を中心に，ebXML のビジネスプロセスの要件について概

説する。そのようなスコープの範囲内で，ebXML のビジネスプロセスを考慮するう

えでの前提となるビジネス要件については，以下のように想定されている。 

 

(1) 一般的なビジネス要件 

 ビジネスの世界では，新たな技術を最小限の投資コストで利用できることが望まれ

る。最近のインターネットと Web 技術は，まさにその要件に合致する好適事例の 1

つといえるが，それらの便益を広範囲なビジネス分野で最大限活かすためには，特定

の目的にクローズされない，機能的に中立性のある標準的なデータ交換方法の確立も

不可欠の条件となる。特に，ebXML では，以下の一般的な要件を確立，あるいは可

能とする解決策が求められるものと認識されている。 

 

• B-to-B と B-to-C の両方のビジネス環境において，電子的なビジネスプロセスに

XML を用いるための整合性のとれた単一の簡便なアプローチ 

• ebXML へ適合するためのプロセスと推奨事項 

• コミュニティ内，およびコミュニティ間の，利用者の知識レベルに依存しない問

題解決サポート 

• 中小企業向けの低コストの基本的解決策から，すべてのオプションを包含した複

雑な総合的解決策までの幅の広い実装サポート 

• アドホックで不定形な交換取引から定型の構造化された交換取引までをサポー

トする，柔軟な適用性 
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• 単一の整合的なモデリング言語と技法 

• ビジネスプロセス・モデリングを通じて新たに開発される新たなビジネスモデル

のみならず，現行のビジネスモデルのサポート 

• 個別的に開発されるビジネスプロセス・モデリングをサポートするビジネスプロ

セス・メタモデル 

• 公認の W3C スキーマ仕様に基づく ebXML 適合文書を開発するための設計規則 

• 構文上の中立性を有する共通コンポーネント 

• 取引当事者間において以下の条件を満足するビジネスプロセスをサポートする

XML 構文規則準拠の常用スキーマおよびタグ 

重複作業の削減 

XML メタデータのサポート 

共通，必須，選択機能の明確な識別 

完全な意味記述メカニズムの提供 

• 完全な相互運用性を備えたトランスポート，ルーティング，およびパッケージン

グに対する解決策 

• ビジネス上の機密要件を満たす機密保護に対する解決策 

• ebXML の継続的作業を監督する単一の公認国際標準化組織 

• 参入障壁のないオープンな開発プロセス 

• オープンで容易にアクセス可能，かつ恒久的に無償で提供される技術仕様および

標準 

• 開発，保守，利用のコストを極小化するための解決策 

 

(2) ebXML による電子ビジネスの推進 

 ebXML は，電子ビジネスの参加者層を広くとらえ，システム化の程度がまちまち

の取引当事者間での電子ビジネスの実現を強く意識している。また，既存のクローズ

EDI の利用者が ebXML のフレームワークへ参加する場合の障壁をできるだけ取り除

くことにも配慮されている。 

 現状においては，ビジネスアプリケーションが XML ベースの構造化文書をやり取

りするにあたっては，従来の伝統的な EDI の場合と同様，全く人手を介在せずに機械

処理する場合もあれば，データの欠損や誤りを訂正する程度の人手の介入を許す場合

もある。また，構造化文書を取引当事者間で直接やり取りする場合もあれば，ポータ
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ルやブローカーのようなネットワーク仲介者を経由してやり取りする場合もある。 

 大部分のビジネス当事者は高度の情報システムを保有しているとは限らないので，

ビジネスアプリケーションは，受信および送信するトランザクションを直に目で見て，

手作業で処理するような取引相手と構造化文書をやり取りする状況に対しても配慮す

る必要がある。また，純粋な XML 文書交換の他に，別の標準形式，あるいは取引当

事者独自のデータ形式による文書を扱うためのラッピング構造をサポートするメカニ

ズムも必要とされる。そのためには，構文上の中立性を備えた解決策が求められるこ

とになる。具体的には，以下の条件も考慮する必要があるものと考えられている。 

 

• XML 形式のビジネス文書を生成するのみならず，伝統的なコンピュータ間のや

り取りにも使え，かつ国連の貿易文書書式，あるいは取引当事者固有の書式によ

る特定の表示書式に対応したスタイルシートを用いてデータを表示できること 

• 国連の貿易文書書式，あるいは取引当事者固有の書式といった所定の表示書式を

用いてビジネス文書のデータ入力が可能なこと 

 

(3) グローバリゼーション 

 インターネットは，既に国境を越えた共通のネットワークインフラとして認知され，

実際に国際間のビジネスメッセージの交換においても多用されている。このインター

ネットのもとで拡大の一途をたどる電子取引市場においては，グローバリゼーション

は不可欠の条件となっている。当然，ebXML は，国際取引に適用するものと想定さ

れている。国境を越えて単一のグローバル取引市場を実現するためには，一から新た

なものを構築することよりも，既にある程度の普及が進んでいる既存の EDI 標準技法

を単純化し，多様化しているアプローチの統合化を図ることが現実的と考えられてい

る。 

 ebXML では，この単純化と統合化は，構文上の中立性を備えた共通コンポーネン

トとビジネスプロセス・メタモデルを開発し，適用することにより可能となるものと

想定されている。共通コンポーネントとビジネスプロセス・メタモデルは，様々の特

定国あるいは多国間のビジネスプロセス要件を包含し，同時に，現在なお開発途上に

ある ebXML 技術フレームワークとの下位互換性を保証する必要があるが，その要点

は，以下のようにまとめられている。 
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 ① オープン性 

 業界横断的なネットワークの統合化を推進するうえで，オープン性は必要不可欠の

条件となる。この点，ebXML は，徹底的なオープン化対応をとることを方針に掲げ

ている。ebXML 技術仕様は，特別の会員資格やアクセス料金，あるいは利用料金と

いったものを要せずに容易にアクセスできる必要があるものと考えられている。

ebXML 技術仕様は，すべての潜在的利用者に対し，完全にオープンとなるように参

入障壁を取り除く必要があり，そのようなオープン性の実効性を確保するためには，

幾つかの条件を整える必要があるものと想定されている。とりわけ，ebXML 技術仕

様に対する容易なアクセスを可能とするレジストリとレポジトリの整備が，その重点

課題とされている。 

 

 ② レジストリとレポジトリ 

 ビジネスプロセスの所有者がマッピングテンプレート，ビジネスプロセス仕様，お

よびデータ交換仕様を提示，分類，登録，保守することを可能とするためには，何ら

かのレジストリ機能が必要となる。この種のレジストリは，コンピュータアプリケー

ションのみならず人手によるアクセスをサポートするインタフェースを備える必要が

ある。また，所定の機密保護プロトコルをサポートすることも必要とされる。 

 さらに，ビジネスを電子的な方法で遂行するために必要な種々の情報を格納，検索

可能とするためには，リポジトリが必要となる。このリポジトリに関しては，2 種類

のビジネス要件が規定されている。1 つは，リポジトリに格納される標準コンポーネ

ントを開発するためのワークフロー管理に関わる要件である。もう 1 つは，リポジト

リのアプリケーションの利用に関わるものである。さらに，このリポジトリは，用語

集と製品に対する ebXML 技術仕様の利用者のみならず，ebXML の作業グループやプ

ロジェクトチームの情報ニーズにも応える必要がある。 

 ebXML のレジストリとリポジトリは，そのプロジェクトチームが指定するインタ

フェースを介して相互にコミュニケーション可能なレジストリ/リポジトリ・ネット

ワークの機能概念をサポートする必要があるものとされている。レジストリについて

は，その概念のもとで，業界グループや標準化団体ごとに確立され，相互のコミュニ

ケーションが図られる。また，あるリポジトリの内容は，他のリポジトリの内容を参

照できる必要があり，単一のリポジトリの考え方では，スケーラビリティに欠け，グ

ローバルな Web 環境には適合できないものと考えられている。 
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 ebXML が当初予定の 18 カ月の期間を超えて存続することになれば，ebXML リポ

ジトリ内の技術仕様，作業グループの成果物，および用語集に対する保守責任を負う

必要が出てくる。しかし，ebXML の存続は必要がないとの決定がなされた場合，あ

るいはそのリポジトリのサポートを維持しないことに決まれば，ebXML は，その技

術仕様に対するリポジトリの監督責任を UN/CEFACT，OASIS，あるいは他の既存

の XML ビジネス標準化団体やコンソーシアムのいずれに委譲するかを判断する必要

があるものと考えられている。 

 

(4) 再利用性と相互運用性 

 統合ネットワーク環境では，技術フレームワークの操作性および相互運用性も重要

なビジネス要件となる。ebXML における操作性および相互運用性に関わるコンポー

ネントと，考慮点としては，アーキテクチャ，トランスポート，ルーティング，パッ

ケージング，拡張性，および既存技術の積極活用など挙げられている。このセクショ

ンでは，ebXML においてそれらの要件がどのように捉えられているかを説明する。 

 

 ① アーキテクチャ 

 アーキテクチャは，再利用性と相互運用性に関して最も基本的な要件を規定する要

素となる。 

 ebXML では，最大限の相互運用性を実現するため，ebXML アーキテクチャが以下

の事項をサポートするものと想定されている。 

 

• ビジネスプロセスの共通化 

 データ交換に関与する当事者は，いずれも，当該ビジネスプロセスを遂行する

うえで，共通のトランザクション処理を適用できるようにする。 

• セマンティクスの共通化 

 異なる単語，表現，あるいは表示の意味の共通化を図る。 

• 用語集の共通化 

 用語と意味との直接的な対応を図る。 

• 文字コードの共通化 

 W3C XML Version 1.0 で指定されている UNICODE を用いる。 
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• 表現の共通化 

 XML 要素名，属性の共通化，およびそれらの属性の用法や文書構造化アプロー

チの共通化を図る。 

• セキュリティ実装の共通化 

• データ転送プロトコルの共通化 

• ネットワークレイヤの共通化 

 

 ② トランスポート，ルーティング，パッケージング 

 ビジネス情報を交換するにあたっては，トランスポート，ルーティング，およびパッ

ケージングの仕様を細部にわたって，あらかじめ決めておく必要がある。ebXML で

は，こうした仕様は，メッセージの送受信を目的とするメッセージ交換システムを制

御するために必要なサービスインタフェースに依存しないプログラミング言語によっ

て定義する必要があるものとされている。 

 したがって，こうした仕様記述は，メッセージ交換システムに求められる以下の動

作を実現できるものでなければならないと考えられている。 

 

• XML の搬送が可能な任意のネットワークを介して，メッセージの安全な送受信

を可能とする。 

• 保管する必要がある情報については，構文的に中立性のある定義をサポートする。 

• ラッパー，ヘッダー，および電子署名および暗号キーを含め，メッセージ内の任

意のデータの書式および構造を具体的に記述できるようにする。 

• 当該 ebXML サーバ(ebXML 準拠のメッセージ交換システム，あるいはレジスト

リ)がサポートしているサービスを確認するための検索機能を提供する。 

 

 ③ 拡張性 

 どのビジネスにおいても，標準の範囲にとどまらず，ある一定の範囲までのカスタ

マイズが可能であることも現実的によく求められる要件といえる。そうした拡張性は，

企業内固有のビジネスプロセス要件を標準化の範囲を越えて，企業間の情報交換に対

しても適用しようとする場合に特に必要となる。 

 もう 1 つの拡張性を必要とする要件は，アプリケーションやデータベースの処理系

に人手を介在しようとする場合に必要とされるカスタマイズへの対応性である。
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ebXML では，中核となる標準化技術に準拠しつつも，そうした現実的な拡張性を許

すことも重要な要件と想定されている。 

 

 ④ 既存技術の積極活用 

 電子ビジネスの領域では，EDI をはじめ，既にある程度の技術投資が行われ，実用

に供されているものも少なからず存在する。今後の新たな電子ビジネスの展開にあ

たっても，そうした既存技術を積極的に活用することが望まれる。ebXML では，既

存の技術との相互運用性を図ること，および新たな技術への移行性を確保することの

2 つが要件として認識されている。 

 

【既存の電子ビジネス技術および標準規格との互換性】 

 多くの企業においては，既に，所定の EDI 規格に基づく EDI アーキテクチャが導

入され，ビジネスプロセスの電子化がある程度進んでいる。あるいは，そうした EDI

規格に基づく実装協約のもとで，カスタマイズされた技術方式が導入されて，実用に

供されている状態にある。しかも，最近では，W3C(World Wide Web Consortium)

が規定する技術仕様，および RosettaNet，BizTalk，XML.ORG，Open Applications 

Group(OAG)といった，お互いに競争関係にある種々の XML グループが提唱する

XMLベースの電子ビジネス規格によるXMLアプリケーションが多くの企業において

実装されつつある。 

 ebXML は，基本的には，単一のグローバル電子市場の実現を目指し，その技術フ

レームワークについても単一の技術仕様を策定しようとするものであるが，一方で，

既存の EDI および XML ソリューションを ebXML の技術フレームワーク上に取り込

み，相互運用性を実現する解決策を提供できるものにすることも期待されている。 

 そのような相互運用性を実現するための条件の 1 つとして，共通データ要素を構文

規則とは独立に再利用可能とするための技術フレームワークが必要と考えられている。

その構文規則に対して中立的な解決策を実現するために，ebXML では，それらの共

通化すべき情報項目を，各種の XML ベースのビジネスデータ交換規格に依存しない

共通項目として識別し，定義できるようにするものと考えられている。 

 その場合の共通項目とは，どのようなコンテキストレベルにおいても一貫性が保た

れるような「意味単位」であって，ビジネス上でやり取りされる 1 つのメッセージ内，

およびメッセージ間で再利用可能なものでなければならない。ebXML におけるビジ
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ネスプロセス・モデルは，そのような共通項目を定義し，コンテキストを提供するサ

ポート手段として位置付けられている。 

 換言すると，そのコンテキストが，取引当事者間で交換されるメッセージに含まれ

る共通項目の正確な用法を定義するアプローチが採られている。したがって，ebXML

では，実装構文に依存しない用語概念を用いてそれらの共通項目が記述される。この

構文中立のアプローチをとることにより，共通項目を XML 文書に限らず，他の構文

規則に従ったトランザクションに対しても再利用できるように考慮されている。 

 ebXML の技術フレームワークは，再利用を促進し，拡張性を実現する技法を含め，

共通コンポーネントを一貫性を持って構築または導出できるような技法を適用，ある

いは必要に応じて開発する必要があるものとされている。つまり，異なるビジネスプ

ロセスとコンテキストにまたがり適用でき，しかも主要な言語へ翻訳可能な要素名を

識別できる仕組みを提供することが前提となっている。 

 その場合のすべての ebXML の成果物は，実装構文とは独立の共通コンポーネント

のコンテンツを生成し，それでいて XML メッセージおよび EDI トランザクション内

のデータ構造への参照も可能とするものでなければならないと規定されている。また，

ebXML が提供するソリューションは，そのコンポーネントのコンテンツを構文独立

な用語で記述した属性を識別できることも必要と考えられている。 

 

【既存の EDI および XML ソリューションからの移行性】 

 通常のビジネスの世界においては，できれば自己の企業内アプリケーションと取引

相手のアプリケーションとの間で最大限の相互運用性が実現できることが望ましいと

考えられている。これは，ビジネス取引を電子的に行う場合の方法を統一する，つま

り，電子商取引において XML を用いるための標準規格を 1 つに絞り込むことにより

可能となる。 

 しかし一方で，多くの企業は既存の EDI ベースの規格や，別の XML アプローチに

対し，既に多額の投資を行っている現実も無視できない。そうした企業では，旧来か

らの EDIソリューションや，現在開発中，あるいは既に実装済みの XML ソリューショ

ンとうまく共生するためのメカニズム，および ebXML フレームワークへの円滑な移

行を図るための方法を必要とする。 

 したがって，既存の EDI および XML ソリューションからの移行性は，ebXML に

とっても重要な考慮事項と認識されてはいるが，当面の ebXML 技術仕様の開発にあ
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たっては，まずは ebXML フレームワークの相互運用性を極大化することの方が優先

的に取り組むべき課題と位置付けられている。 

 

(5) 機密保護 

 ビジネスの世界では，ビジネスプロセスにおいてやり取りされる情報の機密を守る

ために，適当な機密保護技術が適用されることも必須要件の 1 つとなる。実際の機密

保護をきちんと行うためには，アウトソース/トランザクションレイヤ，セッションレ

イヤ(つまり，データが交換されているネットワークセッションの期間中)，あるいは

単独のスタンドアロン文書インスタンスを含め，ビジネスプロセスの様々のレイヤに

おいて適当な機密保護対策をとる必要がある。 

 しかし，特定の情報交換や文書に対し，どの程度の機密保護を適用するかは，ビジ

ネス上のニーズに応じて決定する必要がある。ビジネス条件によっては，何らのアク

セス制限も機密保護も行わない情報交換を可能とすることが必要となる場合もある。

つまり，機密保護機能を全面的に適用するか，部分的に適用するか，あるいは全く適

用しないかは，個々のビジネス情報交換ごとに決めることができるようにする必要が

ある。 

 ebXML では，一般的な機密保護対策としては，以下の要件を考慮する必要がある

と考えられている。 

 

• 機密性 

 送信者および受信者のみが文書の内容を解釈可能とする。 

• 送信者の認証 

 送信者の身元確認。 

• 受信者の認証 

 受信者の身元確認。 

• 完全性 

 メッセージの内容が改ざんされていないことを保証する。 

• 送信の否認防止 

 送信者がメッセージを送信した事実を否認できないようにする。 

• 受信の否認防止 

 受信者がメッセージを受信した事実を否認できないようにする。 
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• 保管 

 文書の作成後数年が経過したのちでも，文書の意味を再現可能とする。 

 

 これらの機密保護要件は，法制度，デジタル署名，相互運用性，および第三者認証

などの関連要件とも調和する必要があるものと認識されている。例えば，保管，認証，

および送信/受信の否認防止は，取引当事者同士の合意のもとで，信用できる第三者機

関を用いて実現できるようにすることも考慮されている。その場合，取引メッセージ

を第三者機関を経由することにより，その日時および実行条件下でのトランザクショ

ン履歴を証拠として保管管理することが可能となることを想定している。 

 この保管期間に関しては，個々の取引ごとの履歴保管/検索要件によって異なるため，

一般的なビジネスでは，文書作成後，最長で 30 年間までの取引履歴の保管が必要と

なる場合があることなども議論されている。 

 

 ① 法制問題 

 法制面では，前述の機密保護要件に加え，以下のような考慮が必要と考えられてい

る。 

 

• 『UN/CEFACT 推奨条項の第 14 項 - 手書き署名以外の方法を用いた取引文書

の認証』の要件に適合すること。 

• 個々のトランザクションの意味を当該バージョンに適用されるトランザクショ

ン書式に従って再構成することを可能にするバージョン管理機能を提供するこ

と。 

• 全面的な監査機能のサポートを実現すること。 

• すべての送信データを最小限のメタデータにより明確に定義できるようにする

こと。 

• トランザクションの完全性を識別するためのメカニズムを実現すること。 

 

 ② デジタル署名 

 デジタル署名または電子署名は，電子商取引のビジネス要件に直結した機密保護対

策，および法制度的な効力の観点からその意味が問われる。世界の各国において，政

府機関がデジタル署名の法制度的な位置付けを明確にし，従来からの手書きの署名と
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同じ効力を持たせようとする傾向が強まる中で，新たな技術解決策がそのビジネス要

件に適合することの重要性も増してきている。ebXML においては，Article 6 of UN 

Commission on International Trade Law, Working Group on Electronic 

Commerce, Draft Guide to Enactment of the UNCITRAL Model Law on Electronic 

Signatures(A/CN.9/WG.IV/WP.88)から引用されている以下の定義と準拠規定を踏ま

えることが必要と考えられている。 

 

 a) 法の下で人手による署名が必要とされる場において，関連する契約を含むすべ

ての条件に照らして，そのデータメッセージを生成，あるいは伝送する目的に照

らして適度の信頼性を有する電子署名が使用される場合には，当該メッセージ

データに対して，その署名要件が成立する。 

 b) 前述 a)の規定は，当該要件が約定の形式をとるか，あるいは署名がない場合に

適用される法の規定に基づくか，のいずれかの形で適用される。 

 c) 前述 a)の規定において，電子署名は，以下の条件を満足するときに限り，その

要件に適合する信頼性を有するものとみなされる。 

  1) 署名生成データは，それを用いるコンテキストにおいて，署名者に対しての

み帰属するものであり，それ以外のものには帰属しないものであること。 

  2) 署名生成データは，それを署名する時点において，署名者の制御下にあり，

それ以外のものの制御下にないものであること。 

  3) 当該電子署名について，署名後のいかなる改変も検出可能であること。 

  4) 署名が必要とされる法的要件が，当該情報の一貫性を保証することを目的と

するものである場合には，署名後に当該情報に対してなされたいかなる改変も

検出可能であること。 

 

 ebXML の技術フレームワークは，あらかじめ規定する定義および属性に従い，送

信者および受信者の要求に合致する適当なレベルの電子署名をトランザクション内で

サポートする必要があるものと考えられている。 
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(6) 管理 

 ebXML が短期的にも長期的にも成功し，ebXML の技術フレームワークが国際ビジ

ネス社会に受け入れられる場合には，ebXML の組織構造と，それへの参加方法の両

面について，どのように管理するかを考慮することが必要となる。ebXML における

そのそれぞれの局面についてのビジネス要件は，以下のようにまとめられている。 

 

 ① 組織構造 

 ebXML イニシアティブは，技術フレームワークを開発することを目的に，18 カ月

間限りのプロジェクトとして活動を行った。ebXML の構想を実現するうえで，運用

効率を上げ，成功を成し遂げるためには，可能な限り迅速に，その組織管理体制を整

える必要があった。また，ebXML は，18 カ月間限りの短期的なイニシアティブにと

どまらず，その後も存続し，活動を継続する可能性も考慮されている。 

 そうした状況に対応するためには，短期的な管理体制から長期的な管理体制へ円滑

な移行を可能とする，ebXML の長期的な管理要件を早期に確立する必要があるもの

と考えられている。さらに，そのような長期的組織体制が現実的な課題となった場合

には，ebXML を国際的に認知された標準化機関として再構成するプロセスの適用が

必要となることも想定されている。 

 

 ② 活動参加 

 現状の ebXML イニシアティブは，技術エキスパートの個人レベルでの活動参加に

大きく依存している。この種の活動参加については，自由参加を前提に，いかなる組

織的な制約条件や禁止条件をも排除する必要があると考えられている。また，活動参

加は，あくまでも個人レベルに限定し，組織レベルでの活動参加を認めない方針が前

提となっている。 

 そのような方針をとることで，どの技術エキスパートも ebXML の組織，管理，お

よび作業負担の面で，お互いに平等な立場に立てるようにすることが重要な要件と認

識されている。 
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