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中小企業庁「次世代企業間データ連携調査事業」への適用と今後の展開 

中小企業庁は 2016 年度補正予算で次世代企業間データ連携調査事業（以下、本事業、またはデ

ータ連携事業）の公募を行い、本事業の受託者として IT コーディネータ協会が採択された。事業

期間は 2016 年 12 月から 2018 年 3 月までである。 

IT コーディネータ協会は本事業推進のために「業種の垣根を越えたデータ連携システム整備委

員会」（以下、整備委員会）を設置した。また本事業運営のための事務局を設け、事務局は本事業

に参加する実証プロジェクトを公募した。公募要領には「中小企業共通 EDI 仕様 v3.1rev7a」を

参照仕様として提示し、提案を求めた。この公募提案は整備委員会における厳正な審査の結果、

12 件の実証プロジェクトと 1 件の連携業務アプリケーションが採択された。 

公募要領には国連 CEFACT 共通辞書準拠の EDI メッセージを利用したユーザー企業の業務ア

プリケーション間の EDI データ交換を必須とし、その他の要件は各プロジェクトの提案内容を審

査の上、実証検証仕様を決めることとした。 

この度、採択プロジェクト毎に実証検証仕様を協議し、これらを取りまとめて本事業の実証検

証仕様を確定した。すでに公募要領の参照仕様として開示済の中小企業共通 EDI 仕様を改訂し、

本事業の実証検証仕様として次のドキュメントとして公開する。 

 

 

●中小企業共通 EDI 仕様（中小企業庁実証検証事業対応）の構成文書 

① 中小企業共通 EDI 仕様 v3.1 解説書＜v3.1rev9a_draft＞ 

＜別表＞中小企業共通 EDI 仕様 v3.1 メッセージ辞書・BIE 表 v3.1rev9a_draft 

② 中小企業共通 EDI 仕様 v3.1 メッセージガイドライン v3.1rev9a_draft 

③ 中小企業共通 EDI 仕様 v3.1 実装ガイドライン v3.1rev2_draft 

 

 

今後、各実証プロジェクトの実証検証の結果を反映して再度見直しを行い、整備委員会、およ

び国連 CEFACT 日本国内委員会（一社）サプライチェーン情報基盤研究会（SIPS）の確認を得

た上でバージョンアップ仕様として確定する（2018 年 3 月予定）。 

今回の公開文書は上記バージョンアップの draft 版の位置づけとして公開する。 
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１．はじめに 

企業間商取引の効率化を推進するためにこれまで各種の EDI（Electronic Data Interchange）

方式が導入されてきた。しかし残念ながら中小企業の商取引には EDI は普及せず、今日現在も

FAX が主要な商取引手段となっており商取引情報のデジタル化は進んでいない。 

近年ドイツが提唱したインダストリー4.0 などにより、製造業においては企業内の IT 活用だけ

でなく、商取引にとどまらない企業間ビジネスデータのデジタル連携の重要性が着目されるよう

になってきた。さらにこの取り組みは大手製造業だけでなく、中小製造業やサプライチェーンに

つながる多様な業種の企業へ拡大してゆくことにより、産業構造を変革する第 4 次産業革命が到

来するとされている。 

 

このようなドイツの活動に対し、わが国でも同様の検討が進み始めたが、中小製造業について

はこれまでの FAX 中心の企業間ビジネスデータ交換の仕組みのままでは第 4 次産業革命が実現

しないことは明らかであり、FAX 利用が続く中小企業の企業間ビジネスデータ交換をデジタル化

するための検討の重要性が改めて再認識され始めている。今後、中小企業において第 4 次産業革

命を実現・普及させるためには商取引注文書データのデジタル化を起点として、企業間ビジネス

データ交換全体のデジタル化へ逐次拡大してゆくことが求められている。 

商取引の EDI 化については、既に存在する多様な商取引 EDI メッセージを相互に交換できる

しくみが必要になるが、これまでは業界ごと、企業ごとの多様な EDI 方式が普及してしまったた

め、多数の取引先との相互接続には都度面倒な操作と多額の投資が必要になり、小規模の取引量

ではデジタル情報利用のための IT 投資回収ができなかった。 

 

中小企業の取引については共通に利用できる EDI 標準がないため、大手企業と取引する中小企

業は顧客大手企業の要求する多様な EDI 仕様でバラバラに接続することを余儀なくされてきた。

これが中小企業への EDI 普及を妨げてきた多端末問題、多画面問題である。 

この問題点は諸外国でも同様な状況にあり、この問題の解決の必要性が国際的も認識され、貿

易やサプライチェーン取引の国際標準化団体である国連 CEFACT においてその解決策の国際標

準化検討が進められてきた。わが国においては国連 CEFACT 日本国内委員会サプライチェーン

情報基盤研究会(SIPS)が中心となって国連 CEFACT 標準共通辞書準拠の次世代型 EDI メッセー

ジ仕様を策定し、日本国内における普及活動を進めている。 

ITコーディネータ協会はSIPSと連携して国連CEFACT標準共通辞書準拠の中小企業共通EDI

メッセージ仕様を策定し公開した。また将来の金融・商流 EDI 連携や中小企業インダストリー4.0

に対応できるスマートビジネス共通仕様への拡張についても検討を進めている。これらの活動に

より中小企業の企業間ビジネスデータ交換デジタル化の阻害要因を解消し、さらに中小企業イン

ダストリー4.0 の実現へ発展させようとしている。 

本ガイドラインは今後中小企業共通 EDI メッセージ仕様を実装して中小企業共通 EDI サービ

ス提供を行う IT サービス企業に、本サービス提供に際して求められる諸条件を示すことを狙いと

して策定された。 
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２．本ガイドラインの目的 

２．１．これまでの EDI 方式の問題点と解決のための取り組み 

大量の商取引データ交換を行う大手業界では EDI が広く利用されている。しかし取引量の少な

い中小企業にとってはこれらの既存 EDI は FAX よりも使いにくいとの評価が定着し、一部の普

及にとどまっているのが現状である。 

これまでの既存 EDI 方式の課題を次に示す。 

（１） 業界 EDI 方式 

初期の EDI は企業間を 1:1 で個別に接続する方式であったため、高額の接続設備投資と

煩雑な管理を必要とする多端末問題が発生した。この問題を解決するために導入されたの

が業界 EDI-ASP 方式である。この方式はユーザー企業がトランスレータを介して業界

EDI-ASP へ接続することにより接続先ごとの個別端末を不要にする方式である。トラン

スレータはユーザー企業各社固有の EDI フォーマットを業界 EDI 標準に変換する。 

この方式の普及により多端末問題は解消したが、業界 EDI-ASP への接続投資が高額であ

り、中小企業へは普及しなかった。また業界を超えた汎用的な接続サービスは提供されな

かった。 

（２） WEB-EDI 方式 

受注者側の EDI 設備投資負担を軽減するために導入された方式である。インターネット

の普及により、パソコンに標準実装されているブラウザで受注者は発注者の購買サーバー

から注文情報を取得することが可能になった。しかしこの方式は発注者ごとに異なる発注

者 WEB 画面へのログインに手間がかかる多画面問題が発生した。さらに発注者ごとのバ

ラバラなフォーマットの EDI メッセージ提供であったため、印刷して自社受注管理シス

テムへ手入力する結果となり FAX よりも使いにくいため、受注者が WEB-EDI 導入を断

るケースが増えている。 

（３） 電子メール方式 

近年中小企業においても電子メールがビジネス情報交換に広く活用されるようになった。

電子メールに注文書 EXCEL を添付して EDI の代わりとしての利用も始まっている。し

かし電子メール利用の注文書交換への移行はあまり進んでいない。その理由は電子メール

に添付された EXCEL などの注文情報ファイルのフォーマットがバラバラであり処理に

人手が必要になるからである。取引量の少ないケースでは FAX のほうが使いやすい。 

 

中小企業の企業間情報交換に FAX が利用されている 大の理由は、これまでの EDI が FAX の

提供するサービスに勝てなかったからである。 

既存の業界 EDI や WEB-EDI は上記のような問題点を抱えており、このままの状態では中小企

業への EDI 普及は期待できず、さらに中小企業の第 4 次産業革命への移行は一層困難である。 

 

中小企業共通 EDI はこれまでの EDI の問題点を解消し、FAX や電子メールを超える利便性を

提供することを目指している。 
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●商取引の FAX 利用からデジタルデータ交換への置換えを実現するために目指すべき要件 

① FAX（電話網）や電子メールと同レベルの相互接続性を簡易に提供できる 

② FAX を超えるメリットを提供できる 

（例）取引ビジネスデータを自社受発注システムへ、人手を介さずに簡易な取込み、取出し

ができる 

③ FAX と同程度の費用負担で利用できる 

 

 

２．２．本ガイドラインの目指すものは「中小企業共通 EDI プラットフォーム」 

これまでの企業間商取引のデジタル化は企業間ビジネスデータ連携のシステム化に着目して進

められており、企業内の受発注システムとは別次元の仕組みとして取り組みが行われてきた。そ

の結果企業内で利用する受発注システムには EDI 連携機能は考慮されておらず、EDI を導入する

ためには都度カスタマイズが必要であった。このカスタマイズ投資が取引量の少ない中小企業で

はバランスしないことが、中小企業へ EDI 普及の大きな阻害要因となっていた。 

FAX の場合はあらかじめ電話局で契約を済ませてから、電気店で FAX を購入し、電話コンセン

トに差し込めば直ちに世界中どこへでも FAX の送受信が可能になる。 

これを EDI の世界で実現するためには、これまで異なるシステムとして分離して取り扱われて

きたビジネスデータ連携システム（EDI）と企業内の受発注システムを簡易に接続して統合する

仕組みを構築しなければならない。これは多様なシステムをさらに上位のシステム体系の中に組

み込む作業である。近年このようなシステムのシステム化の仕組みが「プラットフォーム」と呼

ばれるようになってきた。 

これまで IT コーディネータ協会で取り組んできた活動は「中小企業共通 EDI プラットフォー

ム」を構築するための活動と位置付けることができる。 

 

「中小企業共通 EDI プラットフォーム」はこのプラットフォームに参加するビジネスデータ連

携プロバイダや受発注アプリケーションが共通仕様を実装して相互接続し、電話ネットワークや

インターネットと同レベルの相互接続性を実現するサービスを間違いなく提供できることを保証

しなければならない。 

本ガイドラインは「中小企業共通 EDI プラットフォーム」が相互接続性と FAX を超える利便

性を今後安定して継続的にサービス提供するために、このプラットフォームに参加する IT ソリュ

ーションに求められる機能仕様、実装仕様を明示することを目的としている。 

 

２．３．中小企業共通 EDI メッセージ仕様について 

企業間取引に利用される EDI は発注者の業務アプリと受注者の業務アプリが人手を介さずに

EDI 取引情報を交換することを目指している。EDI 利用者の社内システムはそれぞれ異なってい

るので、業務アプリが相互に EDI 取引情報を直接交換するには、相互にビジネス交換データの情

報項目の意味を理解して情報項目の対応関係を確定しなければならない。このためには発注者と



 2017-8-1 v2.0_draft 

5 
 

受注者の都度の打ち合わせが必要であった。この問題を解消するために大手業界では業界ごとに

取引用語を業界 EDI 標準として共通化し、ユーザー企業各社の固有の取引データの用語を業界

EDI 標準の用語に変換して接続していた。 

しかし業界 EDI 標準は業界ごとの固有の用語で標準化を行ったため、業界を超えた接続を簡単

に行うことはできなかった。この状況は世界的にも同様の状態になったので、国際 EDI 標準化機

関である国連/CEFACT はインターネットに対応する新しい EDI 国際標準の検討に際し、次のよ

うな方針に基づいてインターネット国際標準化検討を行なった。 

 

●インターネット対応の国際 EDI 標準の策定方針 

① 既存の業界 EDI 標準の存在を認める。 

② 既存の業界 EDI 標準の相互接続は情報項目を翻訳して接続する。 

③ これを実現するために国際的企業間取引用の EDI 共通辞書を策定する 

 

既存の業界 EDI 標準は情報項目をこの共通辞書の用語にマッピングすることにより、業界間

EDI 連携が容易に実現できることになる。この手順を次世代インターネット EDI 国際標準のガイ

ドラインとして提言した。 

国連 CEFACT 共有辞書のサプライチェーン領域に関する情報項目は 2009 年版より提供が開始

され、2 回／年のバージョンアップが継続して行われている。 

 

わが国の中小企業間取引はほとんど FAX が利用されており、中小企業取引用 EDI 標準は存在

しない。そこで SIPS と ITC 協会は協力して共通辞書に準拠した中小企業共通 EDI メッセージ仕

様を策定した。その利用法については「中小企業共通 EDI メッセージガイドライン」として公開

されている。 

「中小企業共通 EDI 実装ガイドライン」と「中小企業共通 EDI メッセージガイドライン」は

相互に補完するセットとして作成されているので有効に活用願いたい。 
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３．中小企業共通 EDI プラットフォームについて 

３．１．国のビジネスインフラ事業と中小企業取引用 EDI の取り組み経過 

これまでの EDI は 1 対１接続を前提に構成されてきたために、多端末問題や多画面問題などの

諸問題が発生し、デジタルデータ交換の提供する利便性を活用できなかった。経済産業省は 2009

年度から 2011 年度の 3 か年にビジネスインフラ事業を実施し、次世代型 EDI の審議を行った。

ビジネスインフラ事業の目的は次の通りである。 

 

●ビジネスインフラ事業の目的  

① 大手業界 EDI 間の相互接続についての検討 

② 中小企業取引用 EDI 仕様の策定と認定制度の導入 

 

その結論は「業界横断 EDI 仕様 v1.1 ビジネスインフラガイドブック」1として公開されている。 

大手業界 EDI 間の相互接続問題は、国連 CEFACT 標準共通辞書とのマッピング方式が適切と

の方向が示されたが、取引の基本情報項目についての簡易な参照用マッピング表の策定にとどま

った。 

中小企業には業界 EDI 標準がなく多くの課題を抱えていたため、中小企業取引 EDI 仕様につ

いても重要な審議テーマとして取り上げられた。しかし時間切れでこの目標は未完に終わった。 

2012 年度以降は上記事業を民間で引き継ぐことになり、国連 CEFACT 日本国内委員会サプラ

イチェーン情報基盤研究会（以下 SIPS）が設立された。IT コーディネータ協会は SIPS に加盟

し、中小企業が利用できる EDI を実用化するための取り組みを進めてきた。この活動の成果とし

て次の成果が得られている。（2016 年現在） 

 

●中小企業共通 EDI 実用化に向けての成果（2016 年現在） 

①  国連 CEFACT 標準共通辞書準拠の中小企業共通 EDI メッセージ仕様の策定と公開 

② 上記仕様を実装した中小企業共通 EDI プロバイダによる実用サービスの提供 

 

残された課題は簡易なシングルインターフェース接続で多対多の相互接続サービスを簡易に提

供する中小企業共通 EDI プラットフォームの実現である。これを実現するためにはプラットフォ

ームを構成する IT ベンダーが連携して共通仕様を実装して中小企業共通 EDI サービスを提供す

ることが求められる。 

以下に中小企業共通 EDI プラットフォームの構成を示す。 

 

３．２．中小企業共通 EDI プラットフォームの成り立ち 

3.2.1．中小企業共通 EDI プラットフォームの構成要素 
中小企業の FAX 中心のアナログ企業間商取引をデジタルデータ交換に切り替えることにより、

そのメリットを享受するためには多段階のデータ処理が必要になる。これらの情報処理は複数の

                                                  
1 http://www.jipdec.or.jp/archives/publications/J0004360.pdf 
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EDI アプリケーションが分担してユーザー企業へサービスを提供することになる。 

前記の経済産業省ビジネスインフラ事業の成果である「ビジネスインフラガイドブック v1.1」

は共通 EDI プロバイダ経由で多対多接続を可能とする共通 EDI プラットフォーム方式を推奨し

た。これを実現するためには、複数の EDI プロバイダが参加して相互に連携して共通 EDI サー

ビスを提供しなければならない。 

またユーザー企業は購買管理や受注管理の業務アプリケーション経由で共通 EDI サービスを利

用することになるため、これらの業務アプリケーションから共通 EDI プロバイダへ接続するため

の簡易なデータ連携共通 I/F 仕様が必要になる。中小企業にとっては共通 EDI 接続のために大き

な投資を必要とするようでは円滑な普及は望めないので、共通 EDI プロバイダへ簡単に接続でき

るサービス提供が求められる。 

これらのサービスを IT サービス企業が個別に提供したのでは、バラバラとなる可能性が高く、

共通 EDI サービスのメリットを広くユーザー企業へ提供することは困難である。関連アプリケー

ションがデータ連携共通 I/F 仕様を実装して共通 EDI サービスを連携して提供することが必要に

なる。さらに異なる共通 EDI プロバイダを相互に接続して EDI データ交換を行うための EDI 通

信パッケージが必要である。 

このように「中小企業共通 EDI プラットフォーム」は複数の構成要素が組み合わされて効果的

な EDI サービス提供するための EDI サービス連携体である。 

 

●中小企業共通 EDI プラットフォームの構成要素 

・中小企業共通 EDI プロバイダ 

・中小企業共通 EDI 連携業務アプリケーション（オンプレミス、クラウド） 

・ゲートウェイ用 EDI 通信パッケージ 

 

これらの構成要素は次図のように接続され、中小企業共通 EDI プラットフォームを構成する。 

 

図表 3.1 中小企業共通 EDI プラットフォームの実装イメージ 
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これまで大手業界では各業界 EDI 標準を中小企業取引先まで普及する努力を行ってきたが、残

念ながらこれまでは下図に示す状況のまま停滞している。今後中小企業へ EDI を普及するために

は大手業界 EDI とは異なる中小企業の紙取引を円滑に移行できる汎用的な中小企業共通 EDI サ

ービスが必要である。中小企業業界にとって利用しやすい中小企業共通 EDI プラットフォームと

大手業界 EDI が併存する形が現実的な目指す姿である。 

 

 
図表 3.2 企業間商取引の現状 

 

 

 

図表 3.3 大手業界 EDI と中小企業共通 EDI プラットフォームの併存将来像 
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3.2.2.中小企業共通 EDI プロバイダ 
中小企業共通 EDI プロバイダはこれまでの EDI の問題点を解消するために、クラウド型のメ

リットを生かして下記の共通 EDI サービスを提供することを目的にしている。 

① 国連 CEFACT 標準共通辞書準拠の中小企業共通 EDI メッセージ仕様の実装 

→中小企業共通 EDI メッセージはこれまでの中小企業間 FAX 取引の置き換えが可能な中

小企業業界用の EDI メッセージ 

→中小企業共通 EDI メッセージは次世代国際 EDI 標準に準拠しているので、今後の国際

展開が容易。国連 CEFACT 標準共通辞書準拠の情報項目マッピング表を提供している

グローバルな業界 EDI と容易に接続できる。 

② シングルインターフェース接続を可能とするため、発注者、受注者の取引情報メッセージ

のフォーマット変換を共通 EDI プロバイダがサービスとして提供 

→発注者・受注者のトランスレータ導入を不要とし、自社の業務アプリが扱えるデータフ

ォーマットで EDI 利用を可能とする。 

→WEB-EDI の多画面問題解消 

③ 共通 EDI プロバイダとユーザー業務アプリケーションとの簡易なデータ連携共通 I/F の

提供 

→人手を介さず発注者と受注者の業務アプリ間でデータ連携 

④ 中小企業共通 EDI プロバイダの相互接続 

→多 EDI プロバイダ問題の発生を防止し、本格的な多対多接続を実現。 

 

その他、共通 EDI プロバイダとして必須の機能やオプションとして提供される便利機能サービ

スがある。これらの詳細は第 4 章に示す。 

 
3.2.3.中小企業共通 EDI 連携業務アプリケーション 
ユーザー企業は業務アプリケーション経由で中小企業共通 EDI プロバイダと接続することに

なる。発注企業は購買管理システムの出力データを注文データとして送信し、受注企業は販売管

理システムへ受注データを取り込む。 

ユーザー企業が利用する業務アプリケーションとして次の４タイプが存在する。 

 

●中小企業共通 EDI 連携業務アプリケーションのタイプ 

① ユーザー企業自社開発業務アプリケーション 

② パッケージ業務アプリケーション（オンプレミス型、クラウド型） 

③ EXCEL などのオフィスソフトによる簡易受注管理 

④ 共通 EDI プロバイダが付加サービスとして提供する業務アプリケーション 

 

既存の業務アプリケーションは EDI 利用を考慮していないので、中小企業共通 EDI プロバイ

ダへ接続するためには都度カスタマイズが必要になる。 

発注企業担当者にとって も望ましい姿は購買アプリケーションに EDI 送信ボタンがあり、送
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信データを選択指定すれば、後は送信ボタンのワンクリックで EDI 送信できることである。 

受注企業担当者にとって も望ましい姿は受注管理アプリケーションに EDI 受信ボタンがあ

り、受信ボタンのワンクリックで EDI データを受注管理アプリケーションへ取り込めることであ

る。 

EDI データの送信、受信にさらに人手をかける必要があるような環境では中小企業への EDI 普

及は期待できない。 

上記の条件を満たすためにはユーザー業務アプリケーションに次の機能を追加実装する必要が

ある。 

 

●中小企業共通 EDI プロバイダ接続のための要件 

【対策１】EDI 送信、受信データのエクスポート、インポート機能の実装 

【対策２】中小企業共通 EDI プロバイダとの間で EDI データファイルを交換するための連携共

通 I/F 仕様の実装 

【対策３】上記対策 1、対策 2 の動作を実行するための送信ボタン、受信ボタンの実装 

 

各業務アプリケーションのタイプごとの対策を次に示す。 

（１）ユーザー企業自社開発業務アプリケーションの対策 

自社開発業務アプリケーションの導入企業は中堅クラス以上の企業である。このクラスの企業

は社内に IT 担当者がいるので、上記の追加要件機能を都度カスタマイズして実装することにな

る。実装容易なデータ連携共通 I/F 仕様であればこの対策は比較的容易に実現できる。 

中小企業共通 EDI プロバイダ接続用データ連携共通 I/F 実装仕様については第７章を参照願い

たい。 

 

（２）パッケージ業務アプリケーションの対策 

中小企業の多くはパッケージ業務アプリケーションを利用しており、これらを都度カスタマイ

ズして上記の機能を実装することは費用もかかり、IT 担当のいない中小企業には簡単には実行で

きない。 

近年は業務アプリケーションの多くが CSV ファイルをインポート、エクスポートする機能を備

えているので、業務アプリケーションが扱えるデータフォーマットのままで中小企業共通 EDI プ

ロバイダとの間でデータ送信、受信できれば EDI に利用できる。 

しかしこれらの操作を人手で行うことは煩雑であり、IT スキルが十分でない中小企業へ広く普

及させることは難しい。FAX 利用と同レベルの使い勝手を提供するためには、業務アプリケーシ

ョンパッケージに EDI 送信・受信ボタンを準備し、ワンクリックだけで EDI 利用できる仕様を

標準的に実装した中小企業共通 EDI 接続バージョンの提供が望まれる。 

オンプレミス業務アプリパッケージとクラウド業務アプリサービスのそれぞれについて連携共

通 I/F が必要になる。中小企業共通 EDI プロバイダ接続用データ連携共通 I/F 実装仕様について

は第７章を参照願いたい。 
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（３）EXCEL などのオフィスソフトによる簡易受注管理の対策 

さらに小規模の中小企業では EXCEL を利用して受注管理を行っている企業も少なくない。こ

れらの企業については受注管理 EXCEL へ受注 EDI データを手作業で取り込んでも EDI デジタ

ルデータの効果を十分に享受することはできない。EDI 接続と連動して社内のビジネス情報管理

システムを更新することが望ましい。小規模中小企業が容易に導入できる簡易 EDI 連携受注管理

アプリケーションの提供を考慮すべきである。 

受注管理 EXCEL の利用から受注管理アプリケーションへ直ちに切り替えることができない受

注企業には中小企業共通 EDI プロバイダが付加サービスとして受注企業のための受注管理アプ

リケーション機能を提供することが望まれる。 

 

3.2.4. EDI 通信パッケージとトランスレータ 
EDI 通信パッケージとトランスレータは既存の EDI において重要な役割を果たしてきた。

EDI 通信パッケージとトランスレータは次のような機能を備えている。 

 

●EDI 通信パッケージとトランスレータの機能 

① EDI 通信パッケージの機能：EDI 標準が規定する EDI データファイルを送信先へ送達す

るための通信機能と送達確認機能 

② トランスレータの機能：ユーザー企業の業務アプリケーションからエクスポート、インポ

ートされる EDI データファイルを EDI 標準のメッセージフォーマットに変換する機能 

 

これまでの業界 EDI は EDI サーバー間の相互接続に国際 EDI 標準通信プロトコル、または

全銀手順を利用して接続している。国際的に利用されている EDI 標準通信プロトコルは複数ある

が、その仕様が異なっており、相互に接続できないので変換用の EDI 通信パッケージを利用して

異なる EDI 標準間を接続している。 

既存の EDI 標準通信プロトコルはサーバー間 1 対１接続を前提に策定されており、その特徴

は送達確認情報（Ack 情報）を EDI サーバー間で交換することにより、EDI 送受信の確実性を保

証していることである。この Ack 情報の仕様も EDI 標準通信プロトコル毎に異なっており、異な

る業界 EDI 間の接続を困難にしている。 

 

中小企業共通 EDI では中小企業共通 EDI プロバイダがユーザー企業の EDI メッセージフォ

ーマットの変換サービスを提供するので、EDI メッセージ変換トランスレータの機能は必要なく

なる。また中小企業共通 EDI プロバイダ間接続には中小企業共通 EDI メッセージのみを交換す

るのでトランスレータは必要ない。 

しかし既存の業界 EDI 利用企業と中小企業共通 EDI 取引企業が EDI でメッセージ交換する

場合には、業界 EDI メッセージと中小企業共通 EDI メッセージの変換が必要になる。この場合

には業界 EDI サーバーと中小企業共通 EDI プロバイダの相互にゲートウェイを設けて接続する

ことになる。 

詳細は 6 章、7 章を参照されたい。 
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４．中小企業共通 EDI プロバイダの機能仕様 

本章では中小企業共通 EDI プロバイダに期待されている機能仕様を示す。 

 

 

図表 中小企業共通 EDI プロバイダのサービス機能 

 

４．１．中小企業共通 EDI メッセージ仕様の実装 

中小企業共通 EDI メッセージ仕様は中小企業の企業間商取引を現状の紙取引からデジタル取

引へ移行することを目標として中小企業業界が汎用的に利用できる業界標準 EDI 仕様として策

定された。現実の中小企業には多様な業種が存在するため業種固有の取引慣行があり、取引プロ

セスも業種により異なっている場合があるので、これら業種固有の取引に利用する情報項目を追

加した業種拡張版を複数準備している。 

さらに近年、金融 EDI と商流 EDI を連携させる支払いメッセージの国際標準化が進み、金融

EDI と連携できる支払いメッセージの実用化が目前にまで迫ってきた。 

中小企業共通 EDI プロバイダはこれらの業種拡張版や支払いメッセージへの対応を必須とす

るが、特定の業種拡張版への対応サービスのみを提供するケースも想定されるので、一部の業種

拡張版や取引プロセスのみの実装を許容することにした。この場合、実装している業種拡張版の

種類と情報種を明示することが条件となる。 

 

◆中小企業共通 EDI メッセージ仕様の実装＜必須＞ 

① 中小企業共通 EDI プロバイダは中小企業共通 EDI メッセージ仕様の実装を必須とし、

バージョンを明示しなければならない。 

② 一部の業種拡張版と取引プロセスのみを実装する場合は、利用可能な業種拡張版と情報

種を明示する 
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４．２．オンプレミス業務アプリとのシングルインターフェース接続機能 

中小企業共通 EDI プロバイダはユーザー企業のオンプレミス業務アプリとの間でシングルイン

ターフェース接続による EDI ファイル交換サービス提供を可能にするために、EDI 通信機能を備

えたエージェントと連携 I/F フォルダを内包する連携共通 I/F をユーザーPC 環境へ提供すること

を必須の条件とする。 

 

◆シングルインターフェースによるオンプレミス業務アプリとの接続機能の要件＜必須＞ 

① 中小企業共通 EDI プロバイダはオンプレミス業務アプリと EDI ファイルを交換するための

連携共通 I/F 機能をユーザーPC 環境へ提供しなければならない 

② 中小企業共通 EDI プロバイダは連携共通 I/F との間で EDI データファイルをダウンロー

ド、アップロードして送受信するための通信機能を提供しなければならない 

 

中小企業共通 EDI プロバイダとオンプレミス業務アプリとの間を接続する連携共通 I/F の実装

仕様の詳細は第７章に示す。 

 

４．３．EDI データファイルのフォーマットとメッセージ変換機能 

中小企業共通 EDI プロバイダはオンプレミス業務アプリとの間で交換する EDI データファイ

ルフォーマットは CSV とし、下記のメッセージ変換機能を提供しなければならない。 

中小企業共通 EDI プロバイダは EDI 送信者から受信した CSV ファイルを国連 CEFACT 標準

共通辞書準拠の中小企業共通 EDI メッセージフォーマットに変換する。さらに中小企業共通 EDI

プロバイダは受信者が指定したフォーマットの CSV ファイルに再変換して受信者の受信ボック

スへ送信する。 

中小企業共通 EDI プロバイダはユーザー企業（送信者、受信者）がそれぞれ自社の業務アプリ

ケーションがインポート、エクスポートする CSV ファイルのフォーマットを中小企業共通 EDI

メッセージのフォーマットに容易にマッピングできる機能を提供しなければならない。 

 

◆EDI データファイルのフォーマットとメッセージ変換機能の要件＜必須＞ 

① オンプレミス業務アプリと交換する EDI ファイルフォーマットは CSV とし、ユーザーの

CSV フォーマットを中小企業共通 EDI メッセージフォーマットに変換するためのマッピ

ングをユーザーが容易に実施するための機能を提供しなければならない。マッピング可能

な中小企業共通 EDI 仕様の業種拡張版を明示しなければならない 

② 送信者よりアップロードされた送信 CSV ファイルのフォーマットを送信者のマッピング

に基づき、中小企業共通 EDI メッセージフォーマットへ変換する機能を提供しなければな

らない 

③ 中小企業共通 EDI メッセージフォーマットへ変換された送信 EDI メッセージを、受信者

のマッピングに基づき、受信 CSV ファイルのフォーマットに再変換する機能を提供しなけ

ればならない 
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XML フォーマットファイルのエクスポート、インポート利用については次のような理由からオ

ンプレミス業務アプリの中小企業共通 EDI 接続標準仕様に取り込むことは将来の検討課題とし

た。 

大手業界 EDI 標準が規定する XML フォーマットも今後多数登場してくることが予想され、パ

ッケージ業務アプリケーションがこれらの多様な XML フォーマットに並行して対応する実装は

困難と予想される。 

また国際標準 EDI 仕様のバージョンアップに際して XML スキーマが変更されると、ユーザー

が利用するオンプレミス業務アプリに実装したXMLスキーマのバージョンアップが必要になる。

しかし広く販売されているオンプレミスパッケージ業務アプリの場合これを実行することは困難

である。 

この点については、CSV フォーマットは XML スキーマには関係なく、バージョンアップの影

響も受けにくいメリットがある。このような理由から当面、中小企業共通 EDI 仕様は CSV フォ

ーマットファイルへの対応を必須の条件とし、XML フォーマットについては中小企業共通 EDI

プロバイダの内部処理と共通 EDI プロバイダ間で EDI データファイル交換する場合のメッセー

ジフォーマットとしての利用にとどめることとした。 

ただし、特定の共通 EDI プロバイダとクラウド業務アプリなどが連携して XML フォーマット

で EDI データファイルを交換することを妨げるものではない。 

 

４．４．認証機能とセキュリティ 

中小企業共通EDIプロバイダは適切なセキュリティと接続ユーザーを識別するための認証

機能を備えなければならない。ユーザー認証の手段は各種存在するので中小企業共通 EDI プ

ロバイダは提供している認証サービスの仕様をユーザーに明示しなければならない。 

代表的なユーザー認証手段を次に示す。 

●ユーザー認証手段（例） 

ⅰ）ユーザーID、パスワードによる認証（ベーシック認証） 

ⅱ）証明書を利用する認証 

 

◆認証機能とセキュリティの要件＜必須＞ 

① 共通 EDI プロバイダはユーザー識別のための認証機能を備え、認証手段をユーザーへ

明示しなければならない 

② 共通 EDI プロバイダは適切なセキュリティ機能を備えなければならない 

 

 

４．５．振り分け機能 

中小企業共通 EDI プロバイダは、送信者の送信 EDI データファイルを送信者が指定した

受信者へ振り分けて送信する機能を備えなければならない。 

これまでの業界 EDI 標準は EDI メッセージに国際認定機関が付与した EDI 企業コード

の使用を義務付けていた。しかしユーザー企業の業務アプリケーションは各企業固有の企業
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コードを利用しているため、ユーザー企業は自社の企業コードを国際標準企業コードに変換

して EDI ファイルデータにする必要があった。 

今後中小企業へ EDI 普及に際してこのような変換機能をユーザー企業に求めることは普

及の妨げになるので、中小企業共通 EDI プロバイダはユーザー企業固有の企業コードを国際

認定機関の付与した企業コードへ変換して振り分けする機能を必須とする。 

 

◆振り分け機能＜必須＞ 

① 中小企業共通 EDI プロバイダは送信者が指定する受信先へ送信 EDI データファイル

を振り分けて送信する機能を備えなければならない。 

② 中小企業共通 EDI プロバイダは送信元企業固有の送信先を指定する企業コードを国

際認定機関の付与した企業コードに変換する機能を備えなければならない 

 

 
４．６．送達確認 

中小企業共通 EDI プロバイダは送信者が送信した EDI メッセージが受信者に到達したこ

とを送信者が確認できるように、次の送達確認機能を提供しなければならない。 

 

◆送達確認機能 

① 受信確認機能：中小企業共通 EDI プロバイダは送信者が送信した EDI データファイ

ルをプロバイダが受信したことを送信者が確認できる機能を備えなければならない。

＜必須＞ 

② 受領確認機能：中小企業共通 EDI プロバイダは送信者が送信した EDI データファイ

ルを受信者が受領（ダウンロード）したことを送信者が確認できる機能を備えること

が望ましい。（推奨） 

③ エラー表示機能：中小企業共通 EDI プロバイダは送信者が送信した EDI データファ

イルの受信、または受領に失敗したときはエラーを送信者に表示し、エラー内容を確

認できる機能を備えなければならない。＜必須＞ 

④ 中小企業共通 EDI プロバイダは送達確認情報を業務アプリケーションで表示するた

めに、上記の 3 つの Ack 情報を業務アプリケーションに引き渡す機能を備えなけれ

ばならない。＜必須＞ 

 

送達確認情報の実装仕様は第 7 章に示す。 

 

４．７．EDI データ保存機能 

中小企業共通 EDI プロバイダは送信者から送信され受領確認された EDI データファイル

を一定期間保存し、検索して確認できる機能を備えなければならない。EDI データファイル

保存をサービスとして提供する期間を明示しなければならない。 
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◆EDI データ保存機能＜必須＞ 

① 中小企業共通 EDI プロバイダは送信された EDI データファイルを一定期間保存し、

検索して確認する機能を送信者、受信者に提供しなければならない。 

② 中小企業共通 EDI プロバイダは EDI データファイル保存期間を明示しなければなら

ない。 

 

 

４．８．添付ファイル機能 

中小企業共通 EDI プロバイダは送信する EDI データファイルに取引に付随する図面、仕

様書などのファイルを添付して送達する機能を提供することが望ましい。 

ファイル添付の手段は複数あるが中小企業共通EDIでは次のファイル添付方式を標準とす

る。中小企業共通 EDI プロバイダはファイル添付方式を明示しなければならない。 

●ファイル添付方式 

【方式１】添付ファイルを直接 EDI データファイルに添付する方式 

【方式２】添付ファイルを保存する URL を EDI データファイルで送信する方式 

 

◆添付ファイル機能＜推奨＞ 

① 中小企業共通 EDI プロバイダは EDI データファイルに添付して添付ファイルを送信

する機能を提供することが望ましい 

② 中小企業共通]EDI プロバイダは添付ファイル送信の可否、および添付ファイル送信方

式を明示しなければならない 

 

 

４．９．EDI データファイル新着連絡機能 

中小企業共通 EDI プロバイダは送信者が EDI データファイルを送信したことを受信者に連絡

する機能を提供すべきである。 

この機能は取引頻度が少ない受注者が、共通 EDI プロバイダの受信ボックスに EDI データフ

ァイルが着信していることを見落とさないようにするためのサービス機能である。これを実現す

る手段は電子メールを利用するケースが多いが、着信伝達方法は中小企業共通 EDI プロバイダに

任されている。 

 

◆EDI 新着連絡機能＜強く推奨＞ 

① 中小企業共通 EDI プロバイダは受信者に EDI データファイルの新着を連絡する機能を

提供すべきである 

② EDI データファイル新着連絡機能を提供する場合は、連絡手段を明示すること 
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４．１０．発注者帳票の送達・印刷機能 

企業間取引情報をデジタル化しても紙伝票のいくつかは将来とも存続すると考えられる。その

代表例は納品物を識別するための現品票や納品書である。 

大手発注企業は納品物受け入れ作業の能率向上と間違い防止のために納品書や現品票を自社

指定のバーコード付き様式としているケースが多い。紙帳票を利用していた時代には発注者が自

社指定の納品書や現品票を印刷して渡せばよかったが、EDI を導入するとこれらの帳票を受注者

が印刷しなければならなくなった。大手業界 EDI では専用の高額なプリンタの導入が必要であっ

たため、中小企業 EDI 導入を妨げる要因の一つとなっていた。 

中小企業取引では紙注文書が永年にわたり利用されてきたため、一挙にこれを無くすことに対

する抵抗も大きく、商取引の帳票保存義務の観点からも当分は紙注文書に対するニーズが継続す

ると予想される。 

中小企業共通 EDI プロバイダは受注者の汎用プリンタで発注者帳票を印刷する機能を提供す

ることが望ましい。 

 
◆発注者帳票の送達機能 

① 中小企業共通 EDI プロバイダは受注者の汎用プリンタで発注者の帳票ファイルを印刷

する機能を提供すべきである。<強く推奨> 

② 中小企業共通 EDI プロバイダは①項の帳票ファイルを受注者の汎用プリンタで自動印刷す

る機能を提供することが望ましい。<推奨> 

 

 
４．１１．サービス提供条件 

中小企業共通 EDI プロバイダは送信した EDI データファイルの保存期間を利用者に明示しな

ければならない。 

中小企業共通 EDI プロバイダは稼動時間（無停止、保守時間帯設定あり等）について、利用者

に明示しなければならない。 

 

◆サービス提供時条件＜必須＞ 

① 中小企業共通 EDI プロバイダは送信した EDI データファイルの保存期間を利用者に明

示しなければならない。 

② 中小企業共通 EDI プロバイダは稼動時間（無停止、保守時間帯設定あり等）について、

利用者に明示しなければならない。 

 

 
４．１２．共通 EDI プロバイダ間接続機能 

多プロバイダ問題の発生を防止するために中小企業共通 EDI プロバイダは相互に接続してデ

ータを転送するサービスを提供することを必須の条件とする。中小企業共通 EDI プロバイダは交

換可能な業種拡張版メッセージを明示しなければならない 
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◆中小企業共通 EDI プロバイダ間接続機能＜必須＞ 

① 中小企業共通 EDI プロバイダは他の中小企業共通 EDI プロバイダと接続し、中小企業

共通 EDI メッセージファイルを交換する機能を備えなければならない 

中小企業共通 EDI プロバイダは、接続可能な業種拡張版メッセージを明示しなければ

ならない 

② 中小企業共通 EDI プロバイダは他の中小企業共通 EDI プロバイダへ送信した EDI デ

ータの送達確認情報を受け渡す機能を備えなければならない 

 

共通 EDI プロバイダ間接続機能の実装仕様は第 7 章に示す。 

 

４．１３．大手業界標準 EDI サーバーとの接続機能 

中小企業共通 EDI プロバイダは業界標準 EDI サーバーと接続して、中小企業共通 EDI メッセ

ージを交換する機能を提供することが望ましい。 

 

◆業界標準 EDI サーバーとの接続機能＜推奨＞ 

① 中小企業共通 EDI プロバイダは業界標準 EDI サーバーと接続し、中小企業共通 EDI メ

ッセージを交換するゲートウェイを備えることが望ましい 

② 業界標準 EDI サーバーと接続可能な中小企業共通 EDI プロバイダは、接続可能な業種

拡張版メッセージを明示しなければならない 

 

中小企業共通 EDI プロバイダが業界標準 EDI サーバーと接続するためのゲートウェイ実装仕

様は第７章に示す。 
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５．中小企業共通 EDI プロバイダと接続する業務アプリの連携機能仕様 

本章では中小企業共通 EDI プロバイダと接続する業務アプリケーションに求められる連携機能

仕様を示す。 

既存の業務アプリケーションは EDI 接続のための機能は準備されていないので、本章に示す機

能をカスタマイズにより追加しなければならない。 

中小企業共通 EDI プロバイダと接続する業務アプリケーションを新規に導入する場合には本章

に示す機能の実装が求められる。 

近年クラウド型業務アプリケーションが実用化され普及してきた。これまでのオンプレミス業

務アプリとクラウド型業務アプリは中小企業共通 EDI プロバイダとの接続方式が異なるので、こ

れらを区分して解説する。 

 
５．１．オンプレミス業務アプリの連携要求機能 

５．１．１．EDI データファイルのエクスポート機能 

中小企業共通 EDI プロバイダと接続して中小企業共通 EDI メッセージを送信するオンプレミ

ス業務アプリは EDI データファイルのエクスポート機能を備えなければならない。ただしオンプ

レミス業務アプリは中小企業共通 EDI メッセージ仕様のすべての業種拡張版とその取引プロセ

ス（情報種）・情報項目をエクスポートできる必要はなく、対応できる業種拡張版とその取引プロ

セス（情報種）・情報項目を明示すればよい。 

企業間取引は多くの取引プロセスの連鎖により成り立っているので、エクスポート機能は次の

ような取引プロセス（情報種）において必要になる。 

 

●エクスポート機能が必要な取引プロセス（例） 

① 購買プロセス：発注者の購買アプリケーションから注文情報をエクスポート 

② 請求プロセス：受注者の会計アプリケーションから請求情報をエクスポート 

③ 支払通知プロセス：発注者の会計アプリケーションから支払通知情報をエクスポート 

 

◆EDI データファイルのエクスポート機能＜必須＞ 

① 中小企業共通 EDI プロバイダと接続するオンプレミス業務アプリケーションは中小企

業共通 EDI メッセージ仕様の EDI データファイルをエクスポートする機能を備えなけ

ればならない 

② パッケージとして市販されるオンプレミス業務アプリケーションはエクスポートできる

中小企業共通 EDI メッセージの拡張版仕様と取引プロセス（情報種）・情報項目を明示

しなければならない。 

 

 

５．１．２．EDI データファイルのインポート機能 

中小企業共通 EDI プロバイダと接続して中小企業共通 EDI メッセージを受信するオンプレミ
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ス業務アプリは EDI データファイルのインポート機能を備えなければならない。ただしオンプレ

ミス業務アプリは中小企業共通 EDI メッセージ仕様のすべての業種拡張版とその取引プロセス

（情報種）・情報項目をインポートできる必要はなく、対応できる業種拡張版とその取引プロセス

（情報種）・情報項目を明示すればよい。 

企業間取引は多くの取引プロセスの連鎖により成り立っているので、インポート機能は次のよ

うな取引プロセス（情報種）において必要になる。 

 

●インポート機能が必要な取引プロセス（例） 

① 受注プロセス：受注者の販売管理アプリケーションへ注文情報をインポート 

② 検収プロセス：受注者の納品管理アプリケーションへ検収情報をインポート 

③ 支払通知プロセス：受注者の会計アプリケーションへ支払通知情報をインポート 

 

◆EDI データファイルのインポート機能＜必須＞ 

① 中小企業共通 EDI プロバイダと接続するオンプレミス業務アプリは中小企業共通 EDI

メッセージ仕様の EDI データファイルをインポートする機能を備えなければならない 

② パッケージとして市販されるオンプレミス業務アプリはインポートできる中小企業共通

EDI メッセージの拡張版仕様とその取引プロセス（情報種）・情報項目を明示しなければ

ならない。 

 

 

５．１．３．オンプレミス業務アプリがエクスポート・インポートする EDI データファイルのフ

ォーマット 

オンプレミス業務アプリの紙帳票印刷出力には次の２タイプがある。 

 

●印刷帳票出力のタイプ 

① 多品一葉形式（ヘッダ部と明細部を持つ） 

② 一品一葉形式（ヘッダ部と明細部の区別がない） 

 

中小企業共通 EDI と連携するオンプレミス業務アプリはこれらの紙帳票出力内容を CSV デー

タファイルとしてエクスポート・インポートする機能を備えなければならない。CSV データファ

イルのフォーマットについては紙帳票出力のタイプにより異なった留意点がある。 

 

（１）紙帳票フォーマットに関係しない共通仕様 

CSV ファイルの各行は EDI データのみで構成されなければならない。 

市販のオンプレミスパッケージ業務アプリは CSV データのエクスポート・インポート機能を備

えるものが多いが、本項で規定する仕様に一致する場合はそのまま中小企業共通 EDI の送受信

EDI データとして利用できる。 

業務パッケージによっては小計行などが挿入されてエクスポートされるケースもある。このよ
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うなデータを EDI 送信するとエラーになるので、EDI データとして利用する場合は本ガイドライ

ンで規定するフォーマットで CSV データをエクスポート・インポートする機能の追加が必要であ

る。 

CSV データ各行の情報項目データの配列順については、中小企業共通 EDI プロバイダがマッ

ピング機能を準備しているのでデータ配列順は自由である。オンプレミスパッケージ業務ソフト

についてはユーザーがマッピングする手間を省くために、マッピング情報をオンプレミスパッケ

ージ業務ソフトベンダーと中小企業共通 EDI プロバイダが共有して、ユーザーによるマッピング

作業を不要とするサービスを提供することが望ましい。 

CSV データには発注者と受注者の企業コード情報項目データを必須とする。 

 

（２）帳票フォーマットが多品一葉様式の場合 

CSV ファイルではヘッダ部・明細部の構成を表現できないので明細部各行の EDI データにヘ

ッダ部 EDI データを付加したフォーマットの CSV データとしてエクスポート・インポートしな

ければならない。 

 

（３）帳票フォーマットが一品一葉方式の場合 

この方式では業務アプリケーションの一行が帳票 1 枚として出力される。EDI データとしての

出力はヘッダ部と明細部の区別がなく CSV データの 1 行になる。複数の CSV データ行をまとめ

た CSV ファイルとして出力することも可能である。 

 

自社開発オンプレミス業務アプリや既存のオンプレミスパッケージ業務アプリに EDI データを

エクスポート・インポートする機能を追加カスタマイズする場合は下記の仕様に従うことが求め

られる。 

 

◆中小企業共通 EDI データファイルのフォーマット 

① 中小企業共通 EDI プロバイダと EDI データファイルを交換するオンプレミス業務アプリ

は CSV ファイルをエクスポート・インポートする機能を備えなければならない＜必須＞ 

② CSV ファイル各行のデータは一件ごとに 1 行とし、EDI データ以外のデータ行が存在して

はならない＜必須＞ 

③ 多品一葉形式の CSV ファイル各行のデータフォーマットは、ヘッダ部データ＋明細部デー

タの構成でなければならない＜必須＞ 

④ CSV ファイル各行の情報項目データの配列順については、中小企業共通 EDI プロバイダ

が提供するマッピング機能を利用するので自由である。 

⑤ オンプレミスパッケージ業務アプリについてはデフォルトで実装するマッピング情報を中

小企業共通 EDI プロバイダと共有し、ユーザーのマッピング作業を不要にすることが望

ましい。＜推奨＞ 
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５．１．４．オンプレミス業務アプリの EDI データファイルのファイル名 

連携共通 I/F を介して連携する EDI データファイルはランダムに発生することが予想され、

エクスポートされる EDI データファイル名が同じであると上書してしまう危険がある。この問

題を発生させないためにオンプレミス業務アプリから EDI で送出する EDI データファイルはユ

ニーク名を付与しなければならない。タイムスタンプを付与することも一つの方法である。 

中小企業共通 EDI プロバイダから受信する EDI データファイルについてもユニークなファ

イル名で提供しなければならない。業務アプリケーションにインポートする場合はこれらを考慮

したデータインポート方式を実装しなければならない。 

EDI データファイルの上書き防止実装仕様については第 7 章を参照されたい・ 

 

◆オンプレミス業務アプリの EDI データファイルのファイル名＜必須＞ 

① 中小企業共通 EDI プロバイダとオンプレミス業務アプリが交換する EDI ファイルは

上書防止のためにユニークなファイル名を付与しなければならない。 

② 中小企業共通 EDI プロバイダとオンプレミス業務アプリはユニークな名称を付与さ

れた EDI データファイルを処理できなければならない。 

 

 

５．２．クラウド業務アプリの連携要求機能 

５．２．１．同一クラウド業務アプリ内の企業間連携機能 

同一クラウド上の業務アプリはすべて同じクラウド上に所属しているので、クラウド上にメー

ルボックスを設けてこれを経由すれば容易に企業間取引データ交換を実現できる。この場合の企

業間データ交換方式については、クラウド業務アプリサービス事業者はデータ交換仕様を自由に

設定できる。 

しかし、この環境では異なるクラウド業務アプリとの接続やオンプレミス業務アプリとは接続

できない。すべての取引先と自由に取引情報交換を行うためには中小企業共通 EDI プロバイダ経

由のデータ連携を利用すれば容易に実現できる。 

 

５．２．２．異なるクラウド業務アプリ、およびオンプレミス業務アプリとの連携機能 

クラウド業務アプリが異なるクラウド業務アプリやオンプレミス業務アプリと中小企業共通

EDI プロバイダ経由で接続する方式は次の２つがある。 

 

●クラウド業務アプリの中小企業共通 EDI プロバイダとの連携方式 

【方式１】中小企業共通 EDI プロバイダ機能を併設する 

【方式２】中小企業共通 EDI プロバイダと連携する 

 

方式１はクラウド業務アプリが中小企業共通 EDI プロバイダ機能を併設する方式である。同じ

クラウド上の企業間取引データ交換は当該クラウドの仕様でサービス提供し、異なるクラウド上

の業務アプリやオンプレミス業務アプリとは中小企業共通 EDI プロバイダ機能を実装して接続
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する方式である。この方式を採用することにより、国連 CEFACT 標準共通辞書準拠のすべての取

引先と接続することが可能となる。 

方式２は国連 CEFACT 標準共通辞書準拠のすべての取引先との接続は外部の中小企業共通

EDI プロバイダに委託する方式である。クラウド業務アプリ事業者は自社のクラウド上のユーザ

ー間の取引情報交換は自社の仕様でサービス提供するが、他のクラウド業務アプリやオンプレミ

ス業務アプリとのデータ交換は中小企業共通 EDI プロバイダと共通 API で接続し、中小企業共

通 EDI 実装仕様に従うことになる。 

クラウド業務アプリの中小企業共通EDIプロバイダとの連携方式の実装仕様については第 7章

を参照されたい。 

 

◆異なるクラウド業務アプリ、およびオンプレミス業務アプリとの連携機能＜必須＞ 

クラウド業務アプリが異なるクラウド業務アプリ、またはオンプレミス業務アプリと国連

CEFACT 標準で連携する場合は次のいずれかの方式によらねばならない 

① 【方式１】中小企業共通 EDI プロバイダ機能を併設する 

② 【方式２】中小企業共通 EDI プロバイダと連携する 

 

 

５．３．オンプレミス業務アプリ、クラウド業務アプリ共通の連携機能 

５．３．１．EDI データの文字コード属性 

これまで業務アプリケーションのデータ文字コード属性は多様な文字コード体系が開発され利

用されてきたが、異なる文字コードを利用している業務アプリケーション間でファイル交換を行

う場合は相互に文字コード変換しなければならなかった。大手企業間の EDI ではトランスレー

タを利用するなどによりこの問題を解決してきたが、高額の投資が必要であった。 

 

近年文字コードの国際整合化が進展し、Unicode が国際的に広く利用されるようになってお

り、オフィスソフトも標準実装するようになっている。文字コード変換の排除と今後の国際展開

を考慮して中小企業共通 EDI プロバイダと連携する業務アプリケーションは、エクスポート、

インポートして EDI 交換する EDI データファイルの文字コードを utf-8 に統一する方針とし

た。 

utf-8 とは異なる文字コードを実装している業務アプリケーションは EDI データファイルの

文字コードを utf-8 に変換してインポート、エクスポートしなければならない。 

 

◆EDI データファイルの文字コード属性＜必須＞ 

① 業務アプリケーションが中小企業共通 EDI プロバイダと交換する EDI データファイルの文

字コードは utf-8 でなければならない 

② utf-8 以外の文字コードを使用している業務アプリケーションは、中小企業共通 EDI プロバ

イダと交換する EDI データファイルの文字コードを utf-8 に変換してエクスポート、インポ

ートしなければならない。 
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５．３．２．EDI データの桁数属性 

国連 CEFACT のインターネット EDI 標準は XML スキーマを前提として策定されているので

送信 EDI データの桁数について固定長 EDI のようなデータ桁数の制約はない。しかし発信者と

受信者の業務アプリケーションは情報項目の桁数がそれぞれ独自に設定されている。このため発

信者が送信したデータ桁数が受信者の業務アプリケーションの情報項目の格納可能桁数を超える

場合には、受信者は一部のデータを受け取れないことが起こり得る。 

従って EDI データ桁数については、発信者と受信者が事前に協議しておかなければならない。

この手間を減らすために連携業務アプリケーションはエクスポート、インポートできる情報項目

の桁数を公開することを強く推奨する。 

 

◆EDI データの桁数属性＜強く推奨＞ 

・連携業務アプリケーションはエクスポート、インポートする EDI データ情報項目の桁数を公

開して明示するべきである 

 

 

５．３．３．CSV ファイルの EDI データのコンマ「,」チェック機能について 

中小企業共通 EDI 仕様では EDI ファイルは CSV フォーマットを利用する。CSV はデータを

コンマ「,」で区切って配列するフォーマットなので、データに「,」が含まれるとデータの区切り

と間違えることになり、EDI データを正しく送信できなくなる。従って「,」をデータに含むこと

は禁止されている。 

連携業務アプリケーションは EDI データをエクスポートする際に、データに「,」が含まれてい

ないかをチェックし、「,」が含まれている場合は警告を発する機能を備えることを強く推奨する。 

 

◆CSV ファイル EDI データのコンマ「,」チェック機能＜強く推奨＞ 

・連携業務アプリケーションは EDI データをエクスポートする際に、データに「,」が含まれて

いないかをチェックし、「,」が含まれている場合は警告を発する機能を備えるべきである。 

 

 

５．３．４．中小企業共通 EDI メッセージ仕様に含まれない情報項目の扱い 

中小企業共通 EDI メッセージ仕様に含まれない情報項目の扱いの詳細については、中小企業

共通 EDI メッセージ仕様ガイドラインを参照願いたい。 

 

●「注釈」情報項目を利用する場合 

中小企業共通 EDI メッセージ仕様に含まれない情報項目を含む EDI データを送信者が送信す

る場合は「注釈」情報項目を利用することになる。中小企業共通 EDI プロバイダは複数の「注

釈」情報項目を扱えるマッピング表を提供するべきである。 

① 取引には関係ない情報項目（例：送信者の社内管理のため帳票印刷などに利用するなど） 
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→この場合、受信者は取引に関係ない情報項目を取り込まず捨てることになる。 

→この情報項目を納品書などに印刷する機能については４．１０．発注者帳票の送達・印

刷機能を参照 

② 送信者との取引に必須のデータであるが標準には含まれていない情報項目 

→この場合には送信者と受信者の事前取り交わしが必要になる。 

 

◆中小企業共通 EDI メッセージ仕様に含まれない情報項目の扱い＜強く推奨＞ 

・中小企業共通 EDI プロバイダは複数の注釈情報項目を扱えるマッピング表を提供するべきで

ある。 

 

 

●業種拡張版の新設や情報項目の追加標準化を申請する場合 

中小企業共通 EDI 共通辞書に含まれない情報項目で、中小企業 EDI 取引に標準として追加

すべきと判断された場合は SIPS へ追加登録申請することになる。SIPS では下記の審議を行

い、この情報項目を国連 CEFACT へ追加登録申請を行う。国連 CEFACT で正式登録されるま

での期間は SIPS が仮発番を行うのでこれを使用して実装を行う。追加申請情報項目が国連

CEFACT の共通辞書（CCL）へ登録されたのち、中小企業共通 EDI 仕様について国連 CEFACT

付与番号への置き換えバージョンアップを行う。 

 

◆業種拡張版の新設や情報項目の追加標準化を申請する場合の扱い 

① 中小企業共通 EDI 仕様に含まれない取引プロセス（情報種）・情報項目であるが、特定の

業種においては標準的に利用する情報項目である場合は、SIPS 経由で国連 CEFACT に追

加申請し国際標準化する手続きをとる。 

② 特定の業種で既存の業種拡張版とは異なる多数の情報項目が発生した場合や異なる取引プ

ロセス（情報種）の場合は、取引プロセス（情報種）の新設、または業種拡張版の新設を

ITC 協会経由 SIPS へ申請する手続きをとる。 

 
５．３．５．送達確認情報の表示機能 

中小企業共通 EDI プロバイダと連携する業務アプリケーションは送信者が送信した EDI デー

タの送達確認情報を中小企業共通 EDI プロバイダより受け取り、表示する機能を備えることが

望ましい。 

表示する送達確認情報は「受信確認情報」「受領確認情報」「エラー情報」とする。 

送達確認情報表示機能の実装仕様は第 7 章に示す。 

 

◆送達確認情報の表示機能＜推奨＞ 

① 中小企業共通 EDI プロバイダと連携する業務アプリケーションは送信した EDI データの

送達確認情報を表示することが望ましい 

② 表示する送達確認情報は「受信確認情報」「受領確認情報」「エラー情報」とする。 
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６．中小企業共通 EDI プロバイダ接続仕様 

６．１．中小企業共通 EDI プロバイダ間接続機能 

中小企業共通 EDI プラットフォームは多 EDI プロバイダ問題の発生を防止するために、中小

企業共通 EDI プロバイダを相互に接続して中小企業共通 EDI メッセージを交換する機能を必須

としている。 

EDI サーバー間を接続する EDI 通信標準は複数あり、既存の EDI 業界標準はこれらの EDI

通信標準のいずれかを指定して利用している。既存の EDI 通信標準は 1 対１のサーバー間接続

を前提としており、電子メールのような多対多の連携は行えない。この問題を解決するために

ITC 協会つなぐ IT 推進委員会は共通 EDI 標準部会の下位に「クラウド連携分科会」を設置し、

「未来 EDI プロトコル・アドレス」の開発に着手した。中小企業共通 EDI 仕様は中小企業共通

EDI プロバイダ間連携には「未来 EDI プロトコル・アドレス」を導入し、実装する方針とし

た。「未来 EDI プロトコル・アドレス」が標準化・実用化されるまでは共通 EDI プロバイダ間

で協議の上、接続することとする。 

 

中小企業共通 EDI プロバイダ間接続の実装仕様は第 7 章に示す。 

 

◆中小企業共通 EDI プロバイダ間接続機能＜必須＞ 

① 中小企業共通 EDI プロバイダ間接続は「未来 EDI プロトコル・アドレス」により、中小

企業共通 EDI メッセージ仕様の XML ドキュメントを交換できなければならない。 

② 「未来 EDI プロトコル・アドレス」が標準化・実用化されるまでは中小企業共通 EDI プ

ロバイダが協議して相互接続仕様を取り決め、使用する EDI 通信プロトコルを明示しな

ければならない。 

 

 

６．２．業界標準 EDI との接続機能 

中小企業共通 EDI プロバイダと業界標準 EDI サーバーを接続する場合は、業界 EDI サーバ

ーと中小企業共通 EDI プロバイダにそれぞれゲートウェイを設置して接続する。 

業界標準 EDI サーバーと中小企業共通 EDI プロバイダ間接続の実装仕様は第 7 章に示す。 
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７．中小企業共通 EDI のインターフェース実装仕様 

７．１．中小企業共通 EDI プロバイダ間接続インターフェース実装仕様 

中小企業共通 EDI プロバイダ間の EDI メッセージ交換の実装仕様は下記による。 

中小企業共通 EDI プロバイダ間を接続する通信プロトコルは下記による。 

 

◆中小企業共通 EDI プロバイダ間接続インターフェース実装仕様 

① 中小企業共通 EDI プロバイダ間で交換する EDI ファイルは国連 CEFACT 標準共通辞

書準拠の XML フォーマット中小企業共通 EDI メッセージでなければならない。準拠

する SIPS 業界横断 EDI 仕様のバージョンを明示しなければならない。 

② 中小企業共通 EDI プロバイダ間を接続する EDI 通信プロトコルとアドレスは「未来

EDI プロトコル・アドレス」とする。 

 

SIPS 業界横断 EDI 仕様2の詳細は SIPS ビジネスインフラガイドブック3を参照されたい。 

「未来 EDI プロトコル・アドレス」は現在開発中であり、標準化・実用化された段階でこの

規定を適用する。「未来 EDI プロトコル・アドレス」については７．４．項を参照されたい。 

 

７．２．中小企業共通 EDI プロバイダとオンプレミス業務アプリの連携共通 I/F 実

装仕様 

（１）中小企業共通 EDI プロバイダの連携共通 I/F 実装仕様 
中小企業共通 EDI プロバイダの連携共通 I/F 実装仕様は下記による。 

① 連携共通 I/F の実装 

発注者、受注者の EDI と連携する PC から中小企業共通 EDI プロバイダにログインし

た時、中小企業共通 EDI プロバイダは EDI 連携 PC 環境へ自動的に連携共通 I/F を挿入

しなければならない。連携共通 I/F は連携 I/F フォルダと連携エージェントを内包す

る。 

 

② 連携 I/F フォルダの実装仕様 

連携 I/F フォルダは EDI 送信・受信する CSV ファイルの取引プロセス（情報種）ごと

に設ける。取引プロセス（情報種）に対応する連携 I/F フォルダのデフォルトパス名と

フォルダ名は次表による。 

 

  

                                                  
2 http://www.caos-a.co.jp/SIPS/ 
3 http://www.caos-a.co.jp/SIPS/bizinfra/report.html 
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. 情報種 送受信 デフォルト連携 I/F フォルダ名 

発 

注 

者 

見積情報 送信 C:¥smedi¥Quotation¥upload 

注文情報 送信 C:¥smedi¥Order¥upload 

検収情報 送信 C:¥smedi¥SelfInvoice¥upload 

支払情報 送信 C:¥smedi¥RemittanceAdvice¥upload 

見積回答情報 受信 C:¥smedi¥QuotationResponse¥download 

注文回答情報 受信 C:¥smedi¥OrderReponse¥download 

出荷情報 受信 C:¥smedi¥DespatchAdvice¥download 

請求情報 受信 C:¥smedi¥Invoice¥download 

受 

注 

者 

見積情報 受信 C:¥smedi¥Quotation¥download 

注文情報 受信 C:¥smedi¥Order¥download 

検収情報 受信 C:¥smedi¥SelfInvoice¥download 

支払情報 受信 C:¥smedi¥RemittanceAdvice¥download 

見積回答情報 送信 C:¥smedi¥QuotationResponse¥upload 

注文回答情報 送信 C:¥smedi¥OrderReponse¥upload 

出荷情報 送信 C:¥smedi¥DespatchAdvice¥upload 

請求情報 送信 C:¥smedi¥Invoice¥upload 

図表 情報種と対応する連携 I/F フォルダのデフォルトパス／フォルダ名 

 

③ 連携エージェントの実装仕様 

連携エージェントは中小企業共通 EDI プロバイダと連携 I/F フォルダとの間で EDI デー

タファイルを送受信する通信手段、および連携 I/F フォルダと業務アプリとの間で EDI デ

ータファイルを交換する機能を提供しなければならない。中小企業共通 EDI プロバイダと

連携 I/F フォルダとの間の通信手段と通信手順はセキュリティを確保する条件のもとに中

小企業共通 EDI プロバイダが選定し実装する。 

 

（２）オンプレミス業務アプリケーションの連携共通 I/F 実装仕様 

中小企業共通 EDI 連携プラットフォームと連携するオンプレミス業務アプリケーションの連

携共通 I/F 実装仕様は下記による。 

① EDI データファイルを送信する業務アプリケーションには EDI 送信ボタンを設け、ワ

ンクリックで送信データファイルをエクスポートし、エクスポートした送信データファ

イルを情報種に対応する連携 I/F フォルダへ移動する機能を実装する。 

② EDI データファイルを受信する業務アプリケーションには EDI 受信ボタンを設け、ワ

ンクリックで連携 I/F フォルダから受信データファイルを取込み、業務アプリケーショ

ンにインポートする機能を実装する。 

③ 業務アプリケーションをインストールした PC から直接インターネットへの接続を制限

しているユーザー企業がある。このようなケースでは連携 I/F フォルダは DMZ 内のプ
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ロキシサーバーなどに置かれることになるので、連携 I/F フォルダのパスを任意に設定

できる機能を実装する。 

 

（３）送信連携手順 

オンプレミス業務アプリケーションが連携共通 I/F を介して中小企業共通 EDI プロバイダへ

EDI メッセージを送信する手順は次による。 

●送信手順 

① 送信者は業務アプリケーションの EDI 送信データを選択し、EDI 送信ボタンをワンク

リックして送信データファイルをエクスポートして連携 I/F フォルダへ格納する。 

② 中小企業共通 EDI プロバイダは連携 I/F フォルダに移動された送信データファイルを、

連携エージェントを経由して中小企業共通 EDI プロバイダの送信ボックスへ送信する。 

③ 送信が成功した場合は、送信データファイルを送信連携フォルダから送信済フォルダへ

移動して保存する。送信に失敗した場合はエラーフォルダに保存する。 

④ 中小企業共通 EDI プロバイダはあらかじめマッピングされたメッセージ変換仕様に従

い、受け取った送信データファイルを中小企業共通 EDI メッセージの XML フォーマッ

トに変換する。 

⑤ データ連携 IT ツールはエージェントより受信した送信データファイルを振り分け機能を

利用して、受信者のメールボックスへ移動する。または受信者が接続している EDI プロ

バイダへ送信する。 

 

 

図表 オンプレミス業務アプリと中小企業共通 EDI プロバイダ間の送信手順 

 

（４）受信連携手順 

中小企業共通 EDI プロバイダからオンプレミス業務アプリケーションが連携共通 I/F を介し

て EDI メッセージを受信する手順は次による。 
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●受信手順 

① 中小企業共通 EDI プロバイダはあらかじめマッピングされたメッセージ変換仕様に従

い、受信データファイルを受注者の指定する CSV フォーマットに変換する。 

② 中小企業共通 EDI プロバイダは受注者の受信ボックスから受注者の連携 I/F エージェン

トを経由して連携 I/F フォルダに受信データファイルを送信する。 

③ 業務アプリケーションに設けられた EDI 受信ボタンをワンクリックして連携 I/F フォル

ダから受信データファイルを取込み、オンプレミス業務アプリケーションへインポート

する。 

 

 

図表 オンプレミス業務アプリと中小企業共通 EDI プロバイダ間の受信手順 

 

（５）送受信自動処理と排他制御・上書き防止  

中小企業共通 EDI プロバイダは送受信自動処理機能を提供することが望ましい。自動送信は

連携業務アプリケーションから連携 I/F フォルダへ格納された EDI ファイルを、ポーリングな

どにより自動でエージェントから中小企業共通 EDI プロバイダに送信する。自動受信は中小企

業共通 EDI プロバイダからエージェントの連携 I/F フォルダへ EDI ファイルをポーリングで受

信する。 

連携業務アプリケーションに連携 I/F フォルダとの間で EDI ファイルを自動で交換する機能

を実装すれば、ユーザーはボタンのワンクリックで EDI 送受信を自動で行うことができる。し

かしユーザーの操作とデータ連携 IT ツールのポーリング操作が同時に起こる可能性があるので、

この問題発生を防止するための機能が必要になる。 

自動送受信機能を利用する連携業務アプリケーションは次の排他制御仕様を実装する。 

① 送信時の排他制御と上書き防止 

EDI ファイル送信時の手順は下記による。 

i. 連携業務アプリケーションは連携 I/F フォルダへ格納する CSV ファイルの識別子を

CSV 以外（例えば temp など）とし、格納完了時にファイル名の識別子を CSV に書

き換える。また上書き防止のためユニークなファイル名（例えばタイムスタンプなど）

を付与する。 

ii. データ連携 IT ツールはポーリングで連携 I/F フォルダの EDI ファイルをデータ連携



 2017-8-1 v2.0_draft 

31 
 

IT ツールへアップロードする。 

iii. アップロードに成功した場合は、データ連携 IT ツールは EDI ファイルを連携 I/F フ

ォルダから成功フォルダへ移動する。成功フォルダのデフォルトパスは次の通りとす

る。 

・ 成功フォルダデフォルトパス：C:/smedi/[情報種別]/upload/ok 

iv. アップロードに失敗した場合は、データ連携 IT ツールは EDI ファイルを連携 I/F フ

ォルダから失敗フォルダへ移動する。失敗フォルダのデフォルトパスは次の通りとす

る。 

・失敗フォルダデフォルトパス：C:/smedi/[情報種別]/upload/ng 

② 受信時の排他制御 

データ連携 IT ツールは EDI ファイルのダウンロード中に連携業務アプリケーションの

取り込み操作が行われても問題が発生しないようにするため、下記の排他制御機能を備

えている。この機能に連携するためには、連携業務アプリケーションも下記の機能を提

供する必要がある。 

i. データ連携 IT ツールは自動ダウンロード中の EDI ファイル識別子を CSV とせず、

ダウンロード完了時にファイル名識別子を CSV に書き換える。 

ii. エージェントの連携 I/F フォルダへ自動ダウンロードされた EDI ファイルを連携業

務アプリケーションに取り込むときは、識別子が CSV のファイルのみを取り出す仕

様とする。 

iii. ダウンロードされる EDI データのファイル名は上書きを防止するためにタイムスタ

ンプ付きとなっているので、連携業務アプリケーションは必要に応じてファイル名を

書き換える。 

iv. 連携 I/F フォルダには複数の EDI ファイルが存在することもあるので、複数ファイ

ルの処理手順を確立しておく必要がある。 

v. 同じ EDI ファイルを 2 度取り込まないようにするために、連携業務アプリケーショ

ンは EDI 取り込み後に連携 I/F フォルダ内の EDI ファイルは削除するか、連携業務

アプリケーションに設けた取得済フォルダへ移動する。 
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（６）中小企業共通 EDI プロバイダとオンプレミス業務アプリケーションの共通 I/F 実装

仕様（まとめ） 

 

◆中小企業共通 EDI プロバイダとオンプレミス業務アプリケーションの連携共通 I/F 実装仕様 

（１） 中小企業共通 EDI プロバイダは連携先クライアント PC へ連携 I/F フォルダと連携エー

ジェントを内包する連携共通 I/F を自動で挿入する。 

① 連携エージェントは EDI データファイルを連携 I/F フォルダと中小企業共通プロバイ

ダとの間で通信する機能を実装する。 

② 連携 I/F フォルダはオンプレミス業務アプリケーションと連携エージェントの間で EDI

データファイルを交換する中継機能を実装する 

（２） 中小企業共通 EDI プロバイダと連携するオンプレミス業務アプリケーションは連携 I/F

フォルダとの間で EDI データファイルを交換するために下記の仕様を実装する。 

① 送信データファイルを送信するオンプレミス業務アプリケーションには EDI 送信ボタン

を設け、ワンクリックで送信データファイルをエクスポートし、エクスポートした送信

データファイルを情報種に対応する連携 I/F フォルダへ格納する機能を実装する。 

② 受信データファイルを受信するオンプレミス業務アプリケーションには EDI 受信ボタン

を設け、ワンクリックで連携 I/F フォルダの受信データファイルを取込み、業務アプリ

ケーションへインポートする機能を実装する。 

（３） 社内の PC を直接インターネットへ接続することを制限しているユーザー企業に対応す

るために、業務アプリケーションは連携 I/F フォルダのパスを任意に設定できる機能を設け

る。 

（４） 送受信自動処理機能を提供する中小企業共通 EDI プロバイダ、並びに連携するオンプ

レミス業務アプリケーションは、適切な排他制御と上書き防止機能を備えなければならな

い。 

 

 

●オンプレミス業務アプリと共通 EDI プロバイダ間で EDI データファイルを交換する手順。 

① 送信手順：送信者の業務アプリケーションは送信ボタンをワンクリックして送信 EDI ファ

イルをエクスポートし、送信者 PC の連携 I/F フォルダに移動する。中小企業共通 EDI プ

ロバイダは連携 I/F フォルダに挿入された送信 EDI データファイルを、連携エージェント

を介して自動アップロードする。 

② 受信手順：中小企業 EDI プロバイダは受信 EDI ファイルを受信者 PC の連携 I/F フォルダ

に自動ダウンロードする。受信者は業務アプリケーションに設けた受信ボタンをワンクリ

ックして連携 I/F フォルダより受信 EDI データファイルを取出し、業務アプリケーション

にインポートする。 
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７．３．クラウド業務アプリの連携実装仕様について 

近年クラウド型の業務アプリケーションが急速に普及し始めている。このタイプの業務アプリ

ケーションはクラウド上にあるので、同じクラウドに属する企業間のデータ交換用メールボック

スを設けることにより中小企業共通 EDI プロバイダを経由しなくとも簡単に企業間取引のデジ

タル化を実現できるメリットがある。 

しかし企業間で汎用的に取引情報を交換するには、接続先の業務アプリがオンプレミス型や、

他のクラウドに属する業務アプリとの間で企業間データ連携の仕組みを別に準備しなければなら

ない。 

クラウド業務アプリサービス提供事業者が中小企業共通 EDI プラットフォームに参加する方

式は次のいずれかとなる。 

 

●クラウド業務アプリサービス事業者が中小企業共通 EDI プラットフォームに参加する方法 

【方式１】企業間データ連携の仕組みとして、中小企業共通 EDI プロバイダ機能を併設する 

【方式２】中小企業共通 EDI プロバイダと共通 API で接続する 

【方式３】中小企業共通 EDI プラットフォームへの参加は特定の中小企業共通 EDI プロバイ

ダと API で接続する 

 

【方式１】の場合はオンプレミス業務アプリユーザーには連携共通 I/F を提供し、異なる中小

企業共通 EDI プロバイダ所属のユーザーはプロバイダ間接続機能を介して接続する。 

他のクラウド業務アプリとの接続は中小企業共通 EDI プロバイダの共通 API 機能で接続す

る。 

 

【方式２】のクラウド業務アプリは中小企業共通 EDI プラットフォームへの参加機能は自分

で持たず、中小企業共通 EDI プロバイダを利用する。クラウド業務アプリと中小企業共通 EDI

プロバイダはいずれもクラウド上にあるので、これらを共通 API で接続する方式である。 

 

【方式３】独自の API で接続する方法である。この場合はローカルネットワークとなるた

め、他の中小企業共通 EDI プラットフォームと汎用的に接続することはできず、このクラウド

業務アプリと接続する中小企業共通 EDI プロバイダは特定されることになるが、利用上特に問

題なければこのような接続方式も許容される。この場合のクラウド業務アプリと中小企業共通

EDI プロバイダ間の接続条件は当事者間の協議による。 
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図表 クラウド業務アプリが中小企業共通 EDI プラットフォームへ参加する方式 

 

 

◆クラウド業務アプリの中小企業共通 EDI プラットフォームへの参加方式（まとめ） 

① クラウド業務アプリは【方式１】【方式２】のいずれかを採用する 

② クラウド業務アプリは上記の方式のうち、どの方式を採用しているかを明示しなければ

ならない 

③ 【方式３】を採用するクラウド業務アプリは特定の中小企業共通 EDI プロバイダ経由

で間接的に中小企業共通 EDI プラットフォームへの参加することになる。この場合は

接続する中小企業共通 EDI プロバイダを明示しなければならない 

 

 

７．４．業界標準 EDI サーバーと中小企業共通 EDI プロバイダ間接続の実装仕様 

中小企業共通 EDI プラットフォームは業界標準 EDI と接続するために中小企業共通 EDI プロ

バイダにゲートウェイを設けて既存の業界標準 EDI サーバーと接続できるように規定している。 

接続用ゲートウェイの要求機能を次に示す。 

 

◆業界標準 EDI サーバーと中小企業共通 EDI プロバイダの接続ゲートウェイ機能 

① 業界標準 EDI サーバーと中小企業共通 EDI プロバイダ間接続用ゲートウェイは国連

CEFACT 標準共通辞書準拠のメッセージを交換しなければならない。＜必須＞ 

② ゲートウェイ間接続用 EDI 通信プロトコルは ebMS、または JX 手順とする。<必須> 

③ 中小企業共通 EDI プロバイダは業界標準 EDI サーバーとの接続用ゲートウェイの実装は

任意である。＜推奨＞ 
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７．５．送達確認情報について 

（１）送達確認情報の目的と定義 

EDI 送信者は送信した EDI データが受信者に届いたことを確認する機能を求めている。既存

の EDI 通信標準は EDI サーバー間で送達確認情報（Ack 情報）を交換することを規定してい

る。 

送達確認情報はユーザーから送信される通常の EDI データとは異なり、中小企業共通 EDI プ

ロバイダから提供される情報である。これまでの EDI 通信標準は EDI サーバー間の 1 対１接続

時についての送達確認情報を規定しているが、送達確認情報についての国際的な統一仕様は存在

せず、EDI 標準毎に異なる仕様となっているため、業界 EDI 間接続を難しくしている理由の一

となっている。また本実装ガイドラインで規定したユーザー企業の業務アプリ（オンプレミス、

クラウド）との間の EDI データ送達確認に適用する標準も存在しない。 

 

中小企業共通 EDI は電子メールと同レベルの多対多の相互接続性実現を目指しており、既存

の EDI 通信標準ではいずれもこの目標を実現することができないことが明確になった。この問

題を解決するために IT コーディネータ協会は新しく「未来 EDI プロトコル・アドレス」の仕様

策定と商品化を目指して開発することを決定し、開発に着手した。 

 

（２）送達確認情報の種類 

中小企業共通 EDI は、送信者側のデータ連携業務アプリケーションに EDI メッセージの送達

確認情報を通知する機能として、次の 3 種類の情報を連携業務アプリケーション提供することを

計画している。 

(1) 受信確認情報 

送信された EDI メッセージが中小企業共通 EDI プロバイダ経由で受信者側に着信した

ことを送信者に通知する。 

(2) 受領確認情報 

送信された EDI メッセージが受信者側に中小企業共通 EDI プロバイダ経由で受領（フ

ァイルダウンロード）したことを送信者に通知する。 

(3) エラー情報 

中小企業共通 EDI プロバイダ経由で送信された EDI メッセージが何らかの原因で送達

失敗した場合、エラー内容を送信者に表示し、エラー内容をエラーログにより確認可能

とする。 

 

（３）送達確認情報の実装仕様 

上述のように、送達確認情報は「未来 EDI プロトコル・アドレス」仕様の一環として策定さ

れることになったので、本件については別途規定する。 
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７．６．未来 EDI プロトコル・アドレス 

中小企業共通 EDI プラットフォームは電子メールと同等の多対多の相互接続性を EDI で実現

することを目標に開発されている。この目標を実現するためには中小企業共通 EDI プロバイダ

の多段階接続が必要になる。これまでの各種の既存 EDI 標準はいずれも１対１接続を前提に策

定されており、中小企業共通 EDI プロバイダの多段階接続が実現できないことが判明した。送

達確認情報なども EDI 標準毎にしようが異なるため異なる EDI 標準間の接続を難しくしてい

る。中小企業共通 EDI プロバイダとクラウド業務アプリは、いずれもクラウド上の WEB アプ

リケーションなのでこれらを相互接続する I/F 仕様は API になる。「未来 EDI プロトコル・アド

レス」は統一した仕様で多段階接続できるようにするため、共通 API と新しいアドレス体系を

策定する。 

 

IT コーディネータ協会はこの問題を検討するため、これまで中小企業共通 EDI 標準化を担当

してきたつなぐ IT 推進委員会共通 EDI 標準部会の下位に「クラウド連携分科会」を設置し、IT

コーディネータ協会の事業として「未来 EDI プロトコル・アドレス」の開発に着手した。 

しかし、今回の中小企業庁事業の期間内に開発は完了せず、商用化は次年度以降になるので中

小企業庁事業とは並行して IT コーディネータ協会事業として取り組むこととした。但し開発経

過は中小企業庁事業の整備委員会に報告し、この仕様が将来の汎用的な EDI 仕様として利用の

可否の判断を行うことになっている。利用可の判断となった場合は、来年度以降も継続して商用

化のための開発を継続する。併せてわが国だけのローカル仕様にならないようにするために、わ

が国発の国際標準化を目指すことになっている。 
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８．大企業の中小企業取引への中小企業共通 EDI の適用について 

８．１．大手企業と中小企業の取引の現状 

大手企業の企業間購買取引は企業間取引量によって取引手段が異なっている。大手発注企業は

取引量の多い１次仕入先大企業とは業界 EDI を利用しているが、取引量の少ない２次仕入先中

堅企業とは WEB-EDI が一般的に利用されている。さらに試作品や設備、金型などの小規模サポ

イン企業との取引は FAX が利用されている。 

業界 EDI の利用には発注企業、受注企業は共に高額の EDI サーバーとトランスレータの設置

が必要であり、これが中堅企業以下の中小規模取引先へ EDI が普及しない大きな要因となって

いた。 

WEB-EDI については、発注者は WEB-EDI サーバーの設置が必要であるが、受注企業はパソ

コンのブラウザで取引できるため投資負担がかからないので普及が期待された。しかし多画面問

題が発生したため一部の普及にとどまっている。 

小規模取引に広く利用されている FAX については、大手発注者は FAX サーバーを利用して送

信しているため人手はかかっていない。しかし後工程の納品、請求などは紙帳票で処理されるた

め業務処理に人手がかかり、IT のメリットを享受できないでいる。 

近年電子メールに EXCEL ファイルを添付する方式が FAX の代わりに利用され始めている。

しかしデータ処理に人手を必要とするため、EDI で実現しているような人手を介しない取引情報

交換は実現できない。 

 

 

これまで大手業界 EDI は中小企業取引用の簡易な EDI 仕様を準備して中小企業への業界 EDI

普及を図ってきたがあまり活用されておらず、取引量の下位層では FAX が継続して利用されて

いる。また各業界 EDI 標準や WEB-EDI が提供する簡易 EDI は業界や個社ごとに仕様が異なっ

ており、業界を超えて取引する中小企業にとっては多画面問題が生じる一因となっている。 
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企業間販売取引については大企業であっても顧客の要求する取引手段に対応せざるを得ないた

め、多様な取引手段が利用されている。中小企業顧客の取引手段は FAX が多く、手作業の入力

処理に多くの人手をかけており、この問題は永年解決されないままとなっていた。 

 

 
 

中小企業共通 EDI は紙取引を行っている中小企業間取引を EDI 取引へ転換することを目指し

ているが、これを大企業から中小企業への取引に活用できれば、業界別の多画面問題は解消す

る。 

以下に大手企業の中小企業取引に使用されている WEB-EDI や FAX を中小企業共通 EDI に置

き換える提案を示す。 

 

８．２．大手企業の中小企業との次世代取引デジタル化への提案 

大手企業が中小企業共通 EDI を利用して中小企業取引を行うための次世代 EDI は次の方式が

考えられる。 

 

◆大手発注企業の中小企業購買取引への提案 

【Ａ案】大手発注企業が中小企業共通 EDI を利用して中小企業と直接取引する。 

【Ｂ案】大手発注企業は業界 EDI-ASP へ取引 EDI データを一括送信し、業界 EDI-ASP が

中小企業共通 EDI へ変換して中小企業と送受信する。 

◆大手受注企業の中小企業販売取引への提案 

【Ｃ案】大手受注企業が中小企業共通 EDI を利用してクラウド業務アプリと連携する 

【Ｄ案】大手受注企業が業界 EDI-ASP を経由してクラウド業務アプリと連携する 

 

大手企業が企業間取引の仕組みを入れ替えることは多大な労力と手間を必要とするため安易に

切り替えを行うことはできない。しかし社内の業務システムの更新時期には EDI システムの見

直しも併せて実施されることが多いので、このタイミングにおける代替案としての検討をお願い

したいと考えている。 
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またこれまでの固定長 EDI で利用されていた通信手段 ISDN が 2020 年から 2025 年までにサ

ービス終了となることも明確になったので、大手発注企業にとって EDI システムの見直しが避

けられない状況になっている。この機会に中小企業取引についてもぜひ見直しをお願いしたい。 

 

 

図表 【Ａ案】大手発注企業が中小企業共通 EDI プロバイダサービスへアウトソーシングして

FAX サーバーを置き換え 

 

 

 

図表 【Ｂ案】EDI-ASP 事業者が、FAX 変換サービスの代わりに中小企業共通 EDI 変換サービ

スを大手発注企業に提供 
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大企業の FAX による中小企業販売取引を一社毎に EDI 取引に切り替えを行うことは、多大な

労力を必要とし、現実問題として実行は困難である。近年クラウドアプリの普及に伴い、中小企

業がこのクラウドアプリのユーザー間でデジタル取引サービスを提供するケースが増えてきた。

大企業がこのクラウドアプリと連携すれば、自らの手間をかけずに中小企業とデジタル取引がで

きる状況になっているので、この方式の検討をお願いしたい。 

 

 

図表 【Ｃ案】大手受注企業が中小企業共通 EDI プロバイダサービスを経由してクラウドアプ

リ受発注サービスと接続 

 

 

図表 【Ｄ案】大手受注企業が業界 EDI-ASP と中小企業共通 EDI プロバイダサービスを経由し

てクラウドアプリ受発注サービスと接続 
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＜付表＞中小企業共通 EDI 実装ガイドライン チェックリスト v2.0  2017-8-1 

 

 

重要度 チェック 備考

章 項⽬ 項番 内容
◎必須

○強く推奨
△推奨

４章
4.1．EDIメッセージ仕様の実装① 1 中⼩企業共通EDIプロバイダは中⼩企業共通EDIメッセージ仕様を実装し,バージョンを明⽰しなけ

ればならない
◎

4.1．EDIメッセージ仕様の実装② 2 ⼀部の業種拡張版と取引プロセスのみを実装する場合は、利⽤可能な業種拡張版と情報種を明⽰
しなければならない

◎

4.2.シングルインターフェース接続① 3 オンプレミス業務アプリケーションとEDIファイルを交換するための接続インターフェース機能を
エージェントとしてユーザーPCへ提供しなければならない

◎

4.2.シングルインターフェース接続② 4 接続インターフェースと中⼩企業共通EDIプロバイダとの間でEDIファイルをダウンロード、アップ
ロードして送受信するための通信機能を提供しなければならない ◎

4.3．EDIファイルのフォーマットと
メッセージ変換①

5

オンプレミス業務アプリと交換するEDIファイルフォーマットはCSVとし、ユーザーのCSVフォー
マットを中⼩企業共通EDIメッセージフォーマットに変換するためのマッピングをユーザーが容易
に実施するための機能を提供しなければならない。マッピング可能な中⼩企業共通EDI仕様の業種
拡張版を明⽰しなければならない

◎

4.3．EDIファイルのフォーマットと
メッセージ変換②

6
送信者よりアップロードされた送信CSVファイルのフォーマットを送信者のマッピングに基づ
き、中⼩企業共通EDIメッセージフォーマットへ変換する機能を提供しなければならない

◎

4.3．EDIファイルのフォーマットと
メッセージ変換③ 7 中⼩企業共通EDIメッセージフォーマットへ変換された送信EDIメッセージを、受信者のマッピングに

基づき、受信CSVファイルのフォーマットに再変換する機能を提供しなければならない
◎

4.4.認証機能とセキュリティ①
8 共通EDIプロバイダはユーザー識別のための認証機能を備え、認証⼿段をユーザーへ明⽰しなければ

ならない ◎

4.4.認証機能とセキュリティ②
9  共通EDIプロバイダは適切なセキュリティ機能を備えなければならない ◎

4.5.振り分け機能① 10 中⼩企業共通EDIプロバイダは送信者が指定する受信先へ送信EDIデータファイルを振り分けて送
信する機能を備えなければならない。

◎

4.5.振り分け機能② 11 中⼩企業共通EDIプロバイダは送信先を指定する企業の企業コードを国際標準企業コードに変換す
る機能を備えなければならない

◎

4.6.送達確認
①受信確認

12 中⼩企業共通EDIプロバイダは送信者が送信したEDIデータファイルをプロバイダが受信したこと
を送信者が確認できる機能を備えなければならない。

◎

4.6.送達確認
②受領確認

13 中⼩企業共通EDIプロバイダは送信者が送信したEDIデータファイルを受信者が受領（ダウンロー
ド）したことを送信者が確認できる機能を備えることが望ましい。

△

4.6.送達確認
③エラー表⽰

14 中⼩企業共通EDIプロバイダは送信者が送信したEDIデータファイルの受信、または受領に失敗し
たときはエラーを送信者に表⽰し、エラー内容を確認できる機能を備えなければならない。

◎

4.6.送達確認
④ack情報引渡し

15 中⼩企業共通EDIプロバイダは送達確認情報を業務アプリケーションで表⽰するために、上記3つ
のAck情報を業務アプリケーションに引き渡す機能を備えなければならない。

◎

◎対応、○⼀部対応、△対応可能、
×対応不可、−回答なし

中⼩企業共通EDIプロバイダ
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重要度 チェック 備考

章 項⽬ 項番 内容
◎必須

○強く推奨
△推奨

４章
つづき

4.7.EDIデータ保存
16

中⼩企業共通EDIプロバイダは送信されたEDIデータファイルを⼀定期間保存し、検索して確認す
る機能を送信者、受信者に提供しなければならない。EDIデータファイル保存期間を明⽰しなけれ
ばならない。

◎

4.8.ファイル添付
17

中⼩企業共通EDIプロバイダはEDIデータファイルにファイルを添付して送信する機能を提供する
機能を提供すことが望ましい。中⼩企業共通EDIプロバイダは添付ファイル送信の可否、および添
付ファイル送信⽅式を明⽰しなければならない

△

4.9.EDIデータファイル新着連絡
18

中⼩企業共通EDIプロバイダは受信者にEDIデータファイルの新着を連絡する機能を提供
すべきである。新着連絡機能を提供する場合は連絡⼿段を明⽰すること

○

4.10.発注者帳票の送達①
19

中⼩企業共通EDIプロバイダは送信者の帳票ファイルを受信者がダウンロードする機能
を提供すべきである

○

4.10.発注者帳票の送達②
20

中⼩企業共通EDIプロバイダは汎⽤プリンタで発注者の帳票ファイルを⾃動印刷する機
能を提供することが望ましい

△

4.11.サービス提供条件① 21 中⼩企業共通EDIプロバイダは送信したEDIデータファイルの保存期間を利⽤者に明⽰しなければ
ならない。

◎

4.11.サービス提供条件②
22

中⼩企業共通EDIプロバイダは稼動時間（無停⽌、保守時間帯設定あり等）について、利⽤者に明
⽰しなければならな い。

◎

4.12共通.EDIプロバイダ間接続機能
① 23

中⼩企業共通EDIプロバイダは他の中⼩企業共通EDIプロバイダと接続し、中⼩企業共通EDIメッ
セージファイルを交換する機能を備えなければならない。中⼩企業共通EDIプロバイダは、接続可
能な業種拡張版メッセージを明⽰しなければならない

◎

4.12共通.EDIプロバイダ間接続機能
②

24
中⼩企業共通EDIプロバイダは他の中⼩企業共通EDIプロバイダへ送信したEDIデータの送達確認
情報を受け渡す機能を備えなければならない

◎

4.13.⼤⼿業界標準EDIサーバーとの
接続機能 25

中小企業共通EDIプロバイダは業界標準EDIサーバーと接続し、中小企業共通EDIメッセージを交換する

ゲートウェイ機能を備えることが望ましい
業界標準EDIサーバーと接続可能な中小企業共通EDIプロバイダは、接続可能な業種拡張版メッセージを明

示しなければならない

△

５章 業務パッケージ
5.1.1.EDIデータファイルのエクス
ポート機能①

26
中⼩企業共通EDIプロバイダと接続するオンプロミス業務アプリケーションは中⼩企業共通EDI
メッセージ仕様のEDIデータファイルをエクスポートする機能を備えなければならない

◎

5.1.1.EDIデータファイルのエクス
ポート機能②

27 パッケージとして市販されるオンプロミス業務アプリケーションはエクスポートできる中⼩企業
共通EDIメッセージの拡張版仕様と取引情報種、情報項⽬を明⽰しなければならない

◎

5.1.2.EDIデータファイルのインポー
ト機能①

28  中⼩企業共通EDIプロバイダと接続するオンプレミス業務アプリケーションは中⼩企業共通EDIメッ
セージ仕様のEDIデータファイルをインポートする機能を備えなければならない

◎

5.1.2.EDIデータファイルのインポー
ト機能②

29 パッケージとして市販されるオンプレミス業務アプリケーションはインポートできる中小企業共通
EDIメッセージの拡張版仕様と取引情報種、情報項目を明示しなければならない。

◎

◎対応、○⼀部対応、△対応可能、
×対応不可、−回答なし
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重要度 チェック 備考

章 項⽬ 項番 内容
◎必須

○強く推奨
△推奨

５章
つづき

5.1.3.EDIデータファイルのフォー
マット① 30

中⼩企業共通EDIプロバイダとEDIデータファイルを交換するオンプレミス業務アプリケーション
は中⼩企業共通EDIメッセージ仕様のCSVファイルをエクスポート・インポートする機能を備えな
ければならない

◎

5.1.3.EDIデータファイルのフォー
マット②

31
CSVファイル各⾏のデータは⼀件ごとに1⾏とし、EDIデータ以外のデータ⾏が存在してはならな
い

◎

5.1.3.EDIデータファイルのフォー
マット③

32
多品⼀葉形式のCSVファイル各⾏のデータフォーマットは、ヘッダ部データ＋明細部データの構
成でなければならない

◎

5.1.3.EDIデータファイルのフォー
マット④

33
CSVファイル各⾏の情報項⽬データの配列順については⾃由であるが、パッケージ業務アプリ
ケーションについてはマッピング情報をEDIプロバイダーと共有することが望ましい

△

5.1.4.EDIデータファイルのファイル
名①

34 中⼩企業共通EDIプロバイダとオンプレミス業務アプリケーションが交換するEDIファイルは上書
防⽌のためにユニークなファイル名を付与しなければならない。

◎

5.1.4.EDIデータファイルのファイル
名②

35
中⼩企業共通EDIプロバイダとオンプレミス業務アプリケーションはユニークな名称を付与された
EDIデータファイルを処理できなければならない。

◎

5.2.2.異なるクラウド業務アプリ、お
よびオンプロミス業務アプリとの連
携機能

36

クラウド業務アプリが異なるクラウド業務アプリ、またはオンプロミス業務アプリと国連
CEFACT標準で連携する場合は次のいずれかの⽅式によらなければならない。
【⽅式１】中⼩企業共通EDIプロバイダ機能を併設する
【⽅式２】中⼩企業共通EDIプロバイダと連携する

◎

5.3.1．EDIデータの⽂字コード属性 37 業務アプリケーションが中⼩企業共通EDIプロバイダと交換するEDIデータファイルの⽂字コード
はUnicodeのUTF-8でなければならない

◎

5.3.2．EDIデータの桁数属性 38 連携業務アプリケーションはエクスポート、インポートするEDIデータ情報項目の桁数を公開して明

示するべきである
○

5.3.3．CSVファイルEDIデータの
「,」チェック機能

39 連携業務アプリケーションはEDIデータをエクスポートする際に、データに「,」が含まれていないか
をチェックし、「,」が含まれている場合は警告を発する機能を備えるべきである

○

5.3.4.中⼩企業共通EDIメッセージ仕
様に含まれない情報項⽬の扱い

40 中⼩企業共通EDIプロバイダは複数の注釈情報項⽬を扱えるマッピング表を提供するべきである。 〇

5.3.4.送達確認情報の表⽰機能 41
中⼩企業共通EDIプロバイダと連携する業務アプリケーションは送信したEDIデータの送達確認情
報を表⽰することが望ましい。表⽰する送達確認情報は「受信確認情報」「受領確認情報」「エ
ラー情報」とする

△

7章 7.2.オンプレミス業務アプリの連携共
通I/F実装仕様

42
オンプレミス業務アプリは中⼩企業共通EDIプロバイダが提供する連携I/Fフォルダとの間で、EDI
ファイルを交換する機能を備えなければならない

◎

EDI通信パッケージ
7.4.中⼩企業共通EDIプロバイダ間接
続機能①

43 中⼩企業共通EDIプロバイダに組み込むゲートウェイEDI通信パッケージは業界EDIサーバーとの間で、中
⼩企業共通EDIメッセージ仕様のXMLドキュメントを交換できなければならない。

◎

7.4.中⼩企業共通EDIプロバイダ間接
続機能② 44

 中⼩企業共通EDIプロバイダに組み込むゲートウェイEDI通信パッケージは業界EDIサーバーとの間で
ebMS、JX⼿順のEDI通信プロトコルで通信できなければならない ◎

◎対応、○⼀部対応、△対応可能、
×対応不可、−回答なし
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