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(57)【要約】
【課題】
　照合の組み合わせを追加する度に改修が必須となるた
めコストや手間が増大する。
【解決手段】
　商取引情報間を照合する取引情報照合システムであっ
て、発注者からの商取引情報を受け取る第１のサーバと
、複数種別の商取引情報を記憶する第２のサーバとを備
え、第１のサーバは、発注者の情報および発注者から第
１の商取引情報を受信すると、発注者の情報に基づき、
実行する照合タスクを特定し、特定した照合タスクに基
づき、第１の商取引情報が照合対象となっているか否か
を判定し、第１の商取引情報が照合対象である場合、第
１の商取引情報と照合される第２の商取引情報の特定と
、第１の商取引情報と第２の商取引情報のうち照合対象
となる情報項目と、情報項目の登録パターンを前記第２
のサーバに抽出させ、抽出した情報に基づき照合結果を
作成し、第２のサーバに記憶させる取引情報照合システ
ム。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　商取引情報間を照合する取引情報照合システムであって、
　発注者のサーバと接続し、前記発注者からの商取引情報を受け取る第１のサーバと、
　複数種別の商取引情報を記憶する第２のサーバとを備え、
　前記第１のサーバは、
　　前記発注者の情報および前記発注者から第１の商取引情報を受信すると、受信した前
記発注者の情報に基づき、実行する照合タスクを特定し、
　　前記特定した照合タスクに基づき、前記第１の商取引情報が照合対象となっているか
否かを判定し、
　　前記第１の商取引情報が照合対象である場合、前記第１の商取引情報と照合される第
２の商取引情報の特定と、前記第１の商取引情報と前記第２の商取引情報のうち前記照合
対象となる情報項目と、前記情報項目の登録パターンを前記第２のサーバに抽出させ、
　　抽出した情報に基づき照合結果を作成し、前記第２のサーバに記憶させることを特徴
とする取引情報照合システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の取引情報照合システムであって、
　前記複数の商取引情報のうち受注者からの情報の入力を受け付ける第３のサーバをさら
に備え、
　前記第３のサーバは、前記受注者からの入力に基づき、前記第２のサーバに記憶した前
記照合結果を検索し、前記受注者へ画面を出力することを特徴とする取引情報照合システ
ム。
【請求項３】
　請求項２に記載の取引情報照合システムであって、
　前記第１のサーバ、前記第２のサーバおよび前記第３のサーバを管理する管理装置をさ
らに備え、
　前記管理装置は、前記第２のサーバが記憶する前記照合タスクと、前記照合される第２
の商取引情報と、前記情報項目と、前記登録パターンの少なくとも１つ含む登録情報また
は修正情報を第２のサーバへ送信することを特徴とする取引情報照合システム。
【請求項４】
　請求項１に記載の取引情報照合システムであって、
　前記登録パターンは、前記情報項目の値をそのまま登録する通常登録と、前記情報項目
の値を差分を登録する差分登録とを少なくとも含むことを特徴とする取引情報照合システ
ム。
【請求項５】
　請求項２に記載の取引情報照合システムであって、
　前記受注者からの入力は、検索対象を特定する予め定められた項目から選択させる入力
と、前記情報項目に差異があるか否かを選択させる入力と、前記第１の商取引情報または
前記第２の商取引情報のいずれか一方を選択させる入力と、のうち少なくとも１つを有す
ることを特徴とする取引情報照合システム。
【請求項６】
　請求項１に記載の取引情報照合システムであって、
　前記照合タスクは、照合元である第１の情報と、照合先である第２の情報とを特定する
ための情報区分キー項目を１つ以上備えていることを特徴とする取引情報照合システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、商取引データ間の照合をするためのシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
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　企業間におけるモノ・サービスの受発注者間の商取引を電子的に処理するＥＤＩ（Elec
tronic Data Interchange）の仕組みとしてセキュアなネットワークインフラの下で実現
する、企業間の情報交換・共有システムが存在している。
【０００３】
　商取引の情報は見積、注文、支払等の情報区分と呼ばれる区分に分かれており、発注者
および受注者の業務プロセス毎に交換される情報区分が異なる。
【０００４】
　企業間の情報交換・共有システムの会員企業らは、情報交換・共有システムに情報区分
毎に取り込み可能なフォーマットでデータを生成し、当該情報交換・共有システムにおけ
るプロトコルに沿った企業間取引を行う。
【０００５】
　生成されたフォーマットをＤＢに登録し、Ｗｅｂサーバを介することで受発注者は商取
引情報を情報区分別にＷｅｂ画面上で参照することが可能である。
【０００６】
　一方、商取引データの内、売掛または買掛に関する明細データから構成される掛金明細
データと売掛に対する検収明細データまたは買掛に対する請求明細データ等の取引明細デ
ータを自動照合する掛金照合システムが存在する。
【０００７】
　掛金照合システムでは照合のためのキーとなる売上属性項目を定義し、属性項目同士で
マッチングした明細データを照合し、予め定義した照合対象項目を自動照合する。その結
果、情報種間における差異情報を参照することを可能とし、受発注者間における認識の祖
語を防ぐ等の効果をあげている。
【０００８】
　発注者または受注者から生成された商取引情報について異なる業務プロセスで発生した
情報の間で明細単位に照合を行うことにより、個々の商取引情報のみでは得られない知見
を得ることが可能である。
【０００９】
　例として受注者から発注者へデータ生成する出荷情報と発注者から受注者へデータ生成
する買掛明細情報で説明する。出荷情報にはモノ・サービスにおける出荷時の出荷日や数
量、金額などの情報が含まれる。買掛明細情報には発注したモノ・サービスにおける検収
日や検収数量、金額などの情報が含まれる。これらの情報における出荷数量と検収数量を
明細単位で注文番号等キーとなる項目で引当、照合した結果、もし差異がある場合、受発
注者どちらかにおいて何らかの認識の祖語が発生している、または、発注したモノ・サー
ビスにおいて何らかの不良が発生していたために検収数量が出荷数量に比べて少なくなり
、差異があるなどの可能性がある。このように情報区分間でのデータ照合により情報単体
での情報では得られない知見を得ることが可能となる。
【００１０】
　本発明の背景技術として、例えば、特開２００４－６２３７８号公報（特許文献１）が
ある。特許文献１は「売者が注文を受けた商品等を購入者に分納した場合においても、売
掛明細データと検収明細データ等の取引データの照合をコンピュータシステムにより確実
に照合できる掛金照合システム」について記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２００４－６２３７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　Ｗｅｂにおける商取引情報の画面は各情報区分別で独立しており、情報区分間でデータ
を比較することは各情報種の画面を何度も遷移するなど操作性に難があった。また特許文
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献１に記載の総合システムでは、照合可能な商取引の情報は売掛情報と検収情報、買掛明
細情報と請求明細情報の２パターンのみであった。
【００１３】
　そのため、特許文献１に記載の総合システムではその他の情報を照合対象とするために
はシステムのプログラム改修が必須となる。商取引の情報は複数存在し、組み合わせ可能
な情報種も多数存在するが、照合の組み合わせを追加する度に改修が必須となるためコス
トや手間が増大する。また、照合対象項目の値は同じキーの過去の情報が考慮されず最新
のデータのみの照合しかできないが、商取引の情報の中には過去の情報も考慮した項目値
で照合を行わないと正しい照合結果とならないケースが存在する。
【００１４】
　そこで本発明は、複数の企業間で商取引情報を交換するためのシステムにおいて、照合
マスタＤＢを利用することにより、商取引データ間の照合をするためのシステムおよび情
報処理装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記課題を解決するための代表的な本発明の取引情報照合システムの一つは、商取引情
報間を照合する取引情報照合システムであって、発注者からの商取引情報を受け取る第１
のサーバと、複数種別の商取引情報を記憶する第２のサーバとを備え、第１のサーバは、
発注者の情報および発注者から第１の商取引情報を受信すると、発注者の情報に基づき、
実行する照合タスクを特定し、特定した照合タスクに基づき、第１の商取引情報が照合対
象となっているか否かを判定し、第１の商取引情報が照合対象である場合、第１の商取引
情報と照合される第２の商取引情報の特定と、第１の商取引情報と第２の商取引情報のう
ち照合対象となる情報項目と、情報項目の登録パターンを前記第２のサーバに抽出させ、
抽出した情報に基づき照合結果を作成し、第２のサーバに記憶させる取引情報照合システ
ムを提供する。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、商取引の情報のうち、異なる２つの情報種間で、キーとなる情報に紐
づいた情報に差異が生じていないかを照合情報マスタテーブルを管理者が更新をすること
で、入力される情報を変更することなく比較ができるため、比較のための作業工数を削減
することができる。
【００１７】
　上記した以外の課題、構成及び効果は、以下の実施形態の説明により明らかにされる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】企業間情報交換・共有システムのシステム構成全体図である。
【図２】企業間情報交換・共有システムのＥＤＩサーバにおけるハードウェア構成例を示
す図である。
【図３】企業間情報交換・共有システムのＷｅｂサーバにおけるハードウェア構成例を示
す図である。
【図４】企業間情報交換・共有システムのＤＢサーバにおけるハードウェア構成例を示す
図である。
【図５】照合情報のマスタテーブルの一覧である。
【図６】照合情報の画面表示内容及び照合結果を登録するテーブルの一覧である。
【図７】商取引データ登録から照合結果の画面表示までの全体処理シーケンス図である。
【図８】登録された商取引データの照合対象判定処理のフロー図である。
【図９】照合登録パターンが差分登録時の商取引データと照合画面結果情報のデータ登録
内容を示した図である。
【図１０】登録された商取引データの照合結果判定処理のフロー図である。
【図１１】照合結果のＷｅｂ画面表示における検索画面のイメージ図である。
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【図１２】照合結果のＷｅｂ画面表示における一覧表示画面のイメージ図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の一実施例について、図面を参照して詳細に説明する。
【００２０】
　図１は、本実施例に係る企業間情報交換・共有システム１の全体構成例を示す図である
。
  企業間情報交換・共有システム１は発注者側の情報を管理する基幹サーバ１１と、受発
注者間の商取引を電子的に処理するＥＤＩサーバ１２と、取引先である受注者からの商取
引に関する入力情報を受け付けるＷｅｂサーバ１３と各種情報を記憶するＤＢサーバ１４
と、各サーバのメンテナンス、マスタの登録を実施する運用端末１５と、受注者の入力を
受け付けるユーザ端末１６から構成される。
【００２１】
　基幹サーバ１１とＥＤＩサーバ１２はネットワークを介して接続され、ユーザ端末１６
とＷｅｂサーバ１３もネットワーク（例えばインターネットなど）を介して接続されてい
る。また、ＥＤＩサーバ１２、Ｗｅｂサーバ１３、ＤＢサーバ１４と運用端末１５は別の
ネットワーク（例えば、ＬＡＮやＷＡＮなど）により接続されている。
【００２２】
　ＤＢサーバ１４は、取引データ情報ＤＢ１４１と、照合マスタ情報ＤＢ１４２と、照合
画面情報ＤＢ１４３から構成される。各ＤＢの詳細については後述する。なお、ＤＢサー
バ１４は上記する以外の情報を記憶してもよい。また、具体的な構成は図示はしていない
が、運用端末１５、取引先１にあるユーザ端末１６、は一般的なＰＣと同等のものであれ
ばよい。また、基幹サーバ１１は、公知の基幹サーバであればよいため説明を省略する。
【００２３】
　図２は、ＥＤＩサーバ１２のハードウェア構成例を示す図である。ＥＤＩサーバ１２は
、記憶部２１と、入力部２２と、制御部２３と、ネットワークインターフェース部２４を
具備する。各部は、バス（ＢＵＳ）によって接続されている。記憶部２１には、認証機能
２１１とデータ受付機能２１２とデータ登録機能２１３と照合対象判定機能２１４と照合
引当機能２１５と照合結果判定機能２１６と照合データ登録機能２１７とから構成される
プログラムが記憶されている。
【００２４】
　入力部２２は、キーボード、マウス、タッチパネルのような入力装置である。制御部２
３は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）とメモリを備え、記憶部２１に記憶したプロ
グラムをメモリにロードし、実行する。ネットワークインターフェース部２４は、上記し
たネットワークを介し、基幹サーバ１１とＷｅｂサーバ１３などと接続する。
【００２５】
　図３は、Ｗｅｂサーバ１３のハードウェア構成例を示す図である。Ｗｅｂサーバ１３は
、記憶部３１と、表示部３２と、入力部３３と、制御部３４と、ネットワークインターフ
ェース部３５を具備する。各部は、バス（ＢＵＳ）によって接続されている。記憶部３１
には、認証機能３１１とメニュー表示機能３１２と照合結果検索機能３１３と照合結果表
示機能３１４からなるプログラムが記憶されている。
【００２６】
　入力部３３は、キーボード、マウス、タッチパネルのような入力装置である。表示部３
２は、例えば液晶ディスプレイのような表示装置である。なお、入力装置と表示装置を兼
用するタッチパネルであってもよい。制御部３４は、ＣＰＵとメモリを備え、記憶部３１
に記憶したプログラムをメモリにロードし、実行する。ネットワークインターフェース部
３５は、上記したネットワークを介し、ユーザ端末１６とＥＤＩサーバ１３などと接続す
る。
【００２７】
　図４は、ＤＢサーバ１４のハードウェア構成例を示す図である。ＤＢサーバ１４は、記
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憶部４１と、入力部４２と、制御部４３と、ネットワークインターフェース部４４を具備
する。各部は、バス（ＢＵＳ）によって接続されている。記憶部４１には、ユーザ認証情
報４１１と取引関係情報４１２と商取引データ情報４１３と照合発注者マスタ情報４１４
と照合キーマスタ情報４１５と照合項目マスタ情報４１６と照合画面表示項目情報４１７
と照合結果情報４１８からなるデータから構成される。各種情報の詳細については後述う
する。
【００２８】
　入力部４２は、キーボード、マウス、タッチパネルのような入力装置である。記憶部４
１に記憶された各種情報は、ネットワークインターフェース部４４を介してＥＤＩサーバ
１２やＷｅｂサーバ１３により参照される。制御部４３は、図示しないＣＰＵとメモリを
備えている。
【００２９】
　図５は、照合を行うための照合マスタ情報１４２を定義した照合情報マスタテーブルの
データ構成例を示す図である。照合情報マスタテーブルは、照合を行う発注者コードと、
どの情報区分間でどのような照合を行うかという情報を含めた発注者の要望を受け、運用
管理者により運用端末１６を操作して予め作成し、ＤＢサーバ１４に照合マスタ情報１４
２として格納される。
【００３０】
　本実施例にて説明をする照合情報マスタテーブルは照合発注者マスタ情報４１４、照合
キーマスタ４１５、照合項目マスタ４１６とから構成される。
【００３１】
　照合発注者マスタ情報４１４は、発注者と対応する発注者コードと、その発注者コード
に対して実行される照合タスクが紐づいて記憶されている。例えば、商取引データを登録
する際、その商取引データ中の発注者コードの値を参照し、それが照合発注者マスタ情報
４１４にあれば、その発注者コードに対応する１つ以上の照合タスクを実行する。具体的
には、ＨＡＴＴＹＵＳＹＡ１という発注者コードの場合、ＳＹＯＵＧＯＵ１という照合タ
スクがヒットする。
【００３２】
　照合キーマスタ情報４１５は、各商取引データの明細をどの項目で引き当てるかを照合
キーデータとして定義し、キーデータとして登録されている項目が一致する明細同士で照
合を行うために用いられる。本実施例では、照合キーマスタ情報４１５として、照合タス
ク、照合元情報区分、照合先情報区分、情報区分キー項目１、情報区分キー項目２が設定
されている。なお、情報区分キー項目は本実施例は２つに設定可能としているが、３つ以
上を設定できるとしてもよい。
【００３３】
　従って、照合キーマスタ情報４１５は、照合タスクは照合キーマスタ情報４１５内の実
行される照合タスクに対応する照合元情報区分または照合先情報区分に登録する商取引デ
ータの情報区分が含まれていた場合、定義された情報区分キー項目を用いて照合を行う。
より具体的には、照合タスクがＳＹＯＵＧＯＵ１であった場合、照合キーマスタ情報４１
５には、ＳＹＯＵＧＯＵ１に対応したエントリに基づき、照合元情報区分である出荷情報
と照合先情報区分である買掛明細情報が、情報区分キー項目１である注文番号と情報区分
キー項目２である納品キー番号を用いて一致する項目を検索する。
【００３４】
　照合項目マスタ情報４１６は、キーデータが一致した明細において、どの項目を照合す
るかを具体的に定義したものである。照合元項目と照合先項目をそれぞれ定義し、その項
目同士の照合を行う。本実施例では、照合項目マスタ情報４１６を、照合タスク、照合項
目ＩＤ，照合元情報区分、照合先情報区分、照合元項目、照合元項目値登録パターン、照
合先項目、照合先項目値登録パターン、というエントリから構成されているとする。
【００３５】
　なお、上記する以外の情報を用いてもよいことは言うまでもない。また、照合登録パタ
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ーンは通常登録か差分登録の２パターンを選択できる。通常登録は最新の情報同士で照合
を行う。差分登録は過去の登録された同じキー項目の情報も考慮した登録を行う。各処理
の詳細は後述する。
【００３６】
　図６は照合した結果を格納し、画面表示時に使用する照合情報表示テーブルのデータ構
成例を示す図である。照合画面表示項目情報４１７には、照合を行った際の照合タスクと
その情報区分、キー項目等と結果がどうであったかを紐付ける照合ＩＤが格納される。照
合結果情報４１８は照合ＩＤに対し、照合結果とその照合元の値と照合先の値が格納され
る。
【００３７】
　図５・図６の例では、発注者コード「ＨＡＴＴＹＵＳＹＡ1」、受注者コード「ＪＵＴ
ＹＵＳＹＡ1」、注文番号「ＣＨＵＢＡＮ１」、納品キー番号「ＮＯＵＨＩＮ1」という出
荷情報と買掛明細情報のデータに対し、出荷情報の出荷数量「１００」と買掛明細情報の
検収数量「１００」を比較した結果は照合結果「差異なし」として登録されている。
【００３８】
　図７は、本実施例における企業間情報交換・共有システム１の処理動作の一例について
説明する。図７は、基幹サーバ１１が企業間情報交換・共有システム１のＥＤＩサーバ１
２にアップロードした商取引データを、Ｗｅｂサーバ１３と、ＤＢサーバ１４を介して受
注者側ユーザ端末３１で情報区分間の照合情報が参照可能となる画面表示までの処理シー
ケンス図を説明する図である。
【００３９】
　初めに、基幹サーバ１１によって実行されたアップロードコマンドにより送信されてき
た認証要求５１１１をＥＤＩサーバ１２は受信する。
【００４０】
　ＥＤＩサーバ１２の認証機能２１１は認証要求５１１１のユーザＩＤとパスワードがＤ
Ｂサーバ１４におけるユーザ認証情報４１１に存在することを確認し、かつ、そのユーザ
が企業間情報交換・共有システム１の利用権限があるかをチェックする認証処理５１２１
を実行する。
【００４１】
　次に、認証処理５１２１において、ＤＢサーバ１４へ認証情報抽出５１４１を支持し、
ＤＢサーバから受信した認証に必要な情報を用いて認証処理５１２１行う。その後、認証
結果５１２２を基幹サーバへ返す。
【００４２】
　具体的には、ユーザＩＤとパスワードがＤＢサーバ１４のユーザ認証情報４１１に存在
しない場合(認証ＮＧの場合)、ＥＤＩサーバ１２の認証機能２１１はエラー終了し、リタ
ーン値を発注者の基幹サーバ１１に送信する。この場合、処理が基幹サーバ１１へ送信さ
れた段階で終了してもよし、認証ＯＫとなるまで処理が継続してもよい。
【００４３】
　ユーザＩＤとパスワードがＤＢサーバ１４のユーザ認証情報４１１に存在する場合(即
ち認証ＯＫの場合)、基幹サーバ１１は商取引データ送信５１１２を実行する。商取引デ
ータを受信したＥＤＩサーバ１２のメッセージ受付機能２１２は、商取引データの受付処
理５１２３を実行する。
【００４４】
　商取引情報を受付けた後、ＥＤＩサーバ１２のデータ登録機能２１３によりＤＢサーバ
１４の商取引データ情報４１３へデータを登録５１２４を指示する。なお、商取引データ
は各情報区分により明細内容は異なるため、情報区分単位でＤＢサーバ１４内の商取引デ
ータ情報４１３は分かれて格納されている。
【００４５】
　商取引データ情報の登録後、その商取引データが照合機能を利用するデータか判定処理
５１２５を実施する。図８は照合機能を利用するデータか否かを判定する判定処理のフロ
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ーチャートである。
【００４６】
　判定処理のフローチャートでは、主に、判定処理を利用するユーザであるかどうか、お
よび、判定処理が必要な情報区分かどうかを判定する。
【００４７】
　どの情報区分においても商取引データ内にはユーザの情報が含まれている。発注者は発
注者コード、受注者は受注者コードという項目でそれぞれ商取引データ内に含まれている
。ＥＤＩサーバ１２の照合対象判定機能２１４により、ＤＢサーバ１４内に照合発注者マ
スタ情報４１４を抽出させ送信させる。また、受信した照合発注者マスタ情報４１４に基
づき、ＥＤＩサーバ１２は、商取引データ内の発注者コードと一致するマスタ情報がある
か検索する。一致しない場合は照合機能を利用しないユーザのため、図８のフローチャー
トの処理は終了となるとともに、図７のシーケンス図の処理も終了する。
【００４８】
　発注者コードが一致する場合、次に情報区分がＤＢサーバ１４内の照合キーマスタ情報
４１５に存在するか判定する。照合発注者マスタ情報４１４と同様に、ＥＤＩサーバ１２
の照合対象判定機能２１４により、ＤＢサーバ１４内にある照合キーマスタ情報４１５か
ら情報区分を抽出させ、送信させる。ＥＤＩサーバ１２は、受信した照合キーマスタ情報
４１５に登録されている情報区分と商取引データの情報区分が一致するか否かを判定し、
一致しない場合は対象外の情報区分のため処理は終了する。情報区分が一致する場合、ユ
ーザおよび情報区分の両方が一致するため照合機能対象データとみなし、次の処理へ進む
。
【００４９】
　図７のフローチャートに戻り、次に実行される処理について説明をする。判定処理の実
施後、ＥＤＩサーバ１２の照合データマスタ引当処理５１２６により、ＤＢサーバ１４へ
照合情報の抽出を指示する。本実施例で抽出する情報は照合キーデータ５１４３、照合項
目データ５１４４、照合登録パターン５１４５の３種類であるが、上記する以外の情報を
抽出するとしてもよい。
【００５０】
　照合キーデータは照合キーマスタ情報４１５から抽出し、各商取引データの明細をどの
項目で引き当てるかを定義し、キーデータとして登録されている項目が一致する明細同士
で照合を行う。
【００５１】
　照合項目データと照合登録パターンは照合項目マスタ情報４１６から抽出する。照合項
目データはキーが一致した明細において、どの項目を照合するかを定義したものである。
照合元項目と照合先項目をそれぞれ定義し、その項目同士の照合を行う。照合登録パター
ンは通常登録か差分登録の２パターンを選択できる。通常登録は最新の情報同士で照合を
行う。差分登録は過去の登録された同じキー項目の情報も考慮した登録を行う。
【００５２】
　より具体的な例を挙げて説明する。図９は、買掛明細情報における照合登録パターンが
差分登録時の商取引データと照合画面結果情報のデータ登録内容に示す図である。
【００５３】
　買掛明細情報発注者から受注者へ生成される情報区分であるが、同じ受注者に対し、同
じキーのデータが発生することがある情報である。本実施例は、既にキー項目の値がＡ、
検収金額が「１００」、訂正区分が新規というデータが登録されており、その後、モノ・
サービスの返品等でマイナスが発生した場合を例に挙げて説明をする。
【００５４】
　この場合、例えば、キー項目の値がＡ、検収金額が「２０」、訂正区分が取消というデ
ータが発生するとする。このとき、通常登録のパターンの場合は最新の情報同士で照合を
行うため、検収金額が「２０」という値で照合を行う。しかし、実際はこの検収金額の「
２０」という値はマイナス分であり、本来のキー項目Ａにおける検収金額は「１００」か
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ら「２０」を引いた「８０」となる。このように過去に登録されている同じキーの情報を
考慮し、照合対象項目データを登録する必要がある場合は登録パターンを差分登録として
マスタに定義し、照合データを登録する。なお、図９では既に照合結果が登録されている
が、本来であれば、次に説明を図１０の処理が完了した段階で照合結果が入力される。
【００５５】
　照合データマスタ引当処理５１２６により、抽出された照合データのキー情報、項目情
報、登録パターンをＤＢサーバ１４から受信した後、照合結果の判定処理５１２７を行う
。照合結果の判定を、図１０に示す。
【００５６】
　初めに、既に同じキー情報の照合先または照合元の商取引データが登録されているかを
判定する。例えば、出荷情報と買掛明細情報の場合、買掛明細情報が登録された時点で同
じキー情報の出荷情報があるかどうかを検索する。
【００５７】
　照合先または照合元の商取引データが存在しない場合、照合結果として照合情報無しと
し、図７の照合画面表示項目データ・照合結果データＤＢ登録処理５１２８（以後、ＤＢ
登録処理５１２８とする）へと遷移する。照合先または照合元の商取引データが存在する
場合、照合対象項目同士で値を比較し、一致する場合は差異なし、一致しない場合は差異
ありとし、ＤＢ登録処理５１２８へと遷移する。
【００５８】
　図７に戻り、続きのフローについて説明をする。照合結果の判定処理５１２７後、ＤＢ
サーバ１４の照合画面表示項目情報４１７および照合結果情報４１８に値をＤＢ登録処理
５１２８を実行する。このＤＢ登録処理５１２８では、照合画面表示項目情報４１７には
ＥＤＩサーバ１２の照合データマスタ引当処理５１２６で抽出した値を登録し、照合結果
情報４１８にはＥＤＩサーバ１２の照合結果判定処理５１２７の結果を登録する。なお、
図７では、ＤＢ登録処理５１２８以降も照合結果表示のフローが記載されているが、必ず
しも連続した処理である必要はなく、ＤＢ登録処理５１２８で処理が一旦終了するとして
もよい。
【００５９】
　次に、照合情報を表示する際の処理について説明をする。登録された情報はＷｅｂサー
バ１３の照合結果表示機能３１４により、ユーザ端末１６が備える図示しない表示装置に
Ｗｅｂ画面としてに表示され、ユーザが入力装置を操作することによりブラウザ上で参照
することが可能である。
【００６０】
　ユーザ端末１６に表示されるＷｅｂ画面で参照する場合は、ユーザがユーザ端末１６の
入力装置によりユーザＩＤとパスワードをブラウザ上で入力する。この入力が認証要求５
１６１としてをＷｅｂサーバ１３へと送信され、Ｗｅｂサーバ１３が有する認証機能３１
１により、認証処理５１３１が実行される。
【００６１】
　ＤＢサーバ１４が認証情報抽出５１４７を行い、認証結果５１３２をユーザ端末１６に
返信した後、ユーザはログインが可能となる。ログイン後、ユーザは、Ｗｅｂ画面を介し
てメニュー表示機能３１２により表示された照合機能メニューを選択することで照合結果
の検索画面へ遷移する。本実施例では、Ｗｅｂサーバ１３の照合結果検索機能３１３が検
索画面に入力された情報に基づき照合データ結果検索処理５１３３を実行することにより
画面表示させるべき照合結果を検索する。また、情報区分Ａと情報区分Ｂ、情報区分Ｃと
情報区分Ｄのように、１ユーザ内で複数の照合パターンがある場合も検索画面から選択す
ることができる。
【００６２】
　検索結果に基づく照合データ・結果を取得５１３４し、ＤＢサーバ１４の照合画面表示
項目情報４１７および照合結果情報４１８を照合検索された結果に基づいて表示すべき照
合データ・結果を抽出５１４８する。Ｗｅｂサーバでは抽出した情報を画面表示５１３５
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する。これによりユーザはブラウザ上で各情報区分間の明細単位における照合結果を参照
することが可能となる。
【００６３】
　図１１は、ユーザ端末１６の表示装置にＷｅｂ画面として表示される照合情報検索画面
を示す図である。なお、図１１の説明を簡単にするために主語がユーザとして説明をする
が、実際は上記するようにユーザの操作を受け付けたユーザ端末１６、Ｗｅｂサーバ１３
、ＤＢサーバ１４が連携をして行う処理である。
【００６４】
　照合情報検索画面の画面名はメッセージ照合検索である。検索画面ではまず、照合マス
タの設定内容に従い検索対象プルダウンを表示されるため、ユーザは検索対象を選択する
。なお、２つ以上の照合パターンがあるユーザの場合はこのプルダウンから照合を希望す
る照合パターンを選択する。
【００６５】
　ユーザが検索対象を選択した場合、検索画面には検索項目、条件、検索値が表示される
。図１１では出荷情報と買掛明細情報を照合対象とし、照合対象項目を出荷数量と検収数
量、出荷単価と検収単価、出荷日と検収日とした場合の例として説明をする。検索画面で
は各明細の項目を入力することが可能である。例えば、検索項目は、発注者コードや受注
者コードなどであり、入力した値と等しいものを検索するかなどの条件を設定することが
できる。また照合結果の検索について、以下（ａ）～（ｃ）の条件を設定することもでき
る。（ａ）出荷情報・買掛明細情報両方あり、（ｂ）出荷情報のみのメッセージを対象と
する、（ｃ）買掛明細情報のみのメッセージを対象とする、という条件である。
【００６６】
　上記する（ａ）～（ｃ）の条件を備えることにより、照合元情報と照合先情報が両方と
も存在する明細を表示するか、またはどちらか一方のみ明細として登録されている情報を
表示するか選択可能とすることができる。
【００６７】
　また、照合元情報と照合先情報が両方とも存在する明細を表示する場合は更に検索値と
して以下（ａ１）～（ａ４）の４つを選択可能である。（ａ１）数量照合差異あり、（ａ
２）単価照合差異あり、（ａ３）出荷・検収日照合差異あり、（ａ４）差異なし、という
条件である。。
【００６８】
　本実施例では数量、単価、出荷・検収日の項目が照合対象項目とするため、図１１では
上記のうち（ａ１）～（ａ３）にチェックを入れる。これにより照合結果から差異がある
情報のみを検索することが可能である。
【００６９】
　図１２は、照合情報結果一覧画面を示す図である。図１１で示した検索画面においてユ
ーザが各検索項目に対し、条件、検索値を設定し検索ボタンを押下すると、図１２の出荷
情報と買掛明細情報を対象とした照合一覧がユーザ端末１６のｗｅｂ画面に表示される。
【００７０】
　本実施例では図１２に示す検索結果画面では以下の表示項目を有しているとする。表示
項目は、（１）Ｎｏ．、（２）発注者コード、（３）受注者コード、（４）注文番号、（
５）納品キー番号、（６）数量照合、（６－１）照合結果、（６－２）出荷数量、（６－
３）検収数量、（７）単価照合、（７－１）照合結果、（７－２）出荷数量、（７－３）
検収数量、（８）出荷・検収日照合、（８－１）照合結果、（８－２）出荷日、（８－３
）検収日、である。
【００７１】
　（１）は表示明細単位に振られる番号である。照合結果は商取引情報の明細単位に判定
されるため、明細数と等しくなる。（２）は検索結果の発注者コードを表示する。（３）
は検索結果の受注者コードを表示する。（４）は検索結果の注文番号を表示する。（５）
は検索結果の納品キー番号を表示する。（４）と（５）は照合情報マスタのキーが対象と
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なる。
【００７２】
　（６）は照合元の出荷数量と照合先の検収数量、それらを照合した際の照合結果を表示
する。出荷数量、検収数量、照合結果は照合結果テーブルの値に従い表示する。（７）は
照合元の出荷単価と照合先の検収単価、それらを照合した際の照合結果を表示する。出荷
単価、検収単価、照合結果は照合結果テーブルの値に従い表示する。（８）は照合元の出
荷日と照合先の検収日、それらを照合した際の照合結果を表示する。出荷日、検収日、照
合結果は照合結果テーブルの値に従い表示する。（６）～（８）は照合対象項目によって
値が異なる。
【００７３】
　以上のように、本実施例の照合情報マスタテーブルと、照合情報マスタテーブルを使用
して各種情報を照合することで作成される照合情報表示テーブルとを有することで、商取
引の情報のうち、異なる２つの情報種間で、キーとなる情報に紐づいた情報に差異が生じ
ていないかをより簡易に確認することができる。具体的には、照合情報マスタテーブルを
管理者が更新をすることで、入力される情報を変更することなく比較ができるため、比較
のための作業工数を削減することができる。また、ユーザは検索画面を操作することで従
来はそれぞれの情報にアクセスをして画面同士の比較からより簡易に情報に差異がないか
を確認することができる。
【００７４】
　さらに、照合させるパターンを追加する場合は照合処理プログラムを改修すること無く
、マスタ情報の定義追加でまた、キー項目および照合対象の項目、登録パターンも自由に
変更することを可能とし、ユーザの要件に沿った照合結果の判定処理を実施することが可
能となる。
【００７５】
　なお、本発明は上記した実施例に限定されるものではなく、様々な変形例が含まれる。
例えば、上記した実施例は本発明を分かりやすく説明するために詳細に説明したものであ
り、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。また、ある実
施例の構成の一部を他の実施例の構成に置き換えることが可能であり、また、ある実施例
の構成に他の実施例の構成を加えることも可能である。また、各実施例の構成の一部につ
いて、他の構成の追加・削除・置換をすることが可能である。また、上記の各構成、機能
、処理部、処理手段等は、それらの一部又は全部を、例えば集積回路で設計する等により
ハードウェアで実現してもよい。また、上記の各構成、機能等は、プロセッサがそれぞれ
の機能を実現するプログラムを解釈し、実行することによりソフトウェアで実現してもよ
い。各機能を実現するプログラム、テーブル、ファイル等の情報は、メモリや、ハードデ
ィスク、ＳＳＤ（Solid State Drive）等の記録装置、または、ＩＣカード、ＳＤカード
、ＤＶＤ等の記録媒体に置くことができる。
【符号の説明】
【００７６】
１・・・企業間情報交換・共有システム、１１・・・基幹サーバ、１２・・・ＥＤＩサー
バ、１３・・・Ｗｅｂサーバ、１４・・・ＤＢサーバ、１５・・・運用端末、１６・・・
ユーザ端末、２１・・・記憶部、２２・・・入力部、２３・・・制御部、２４・・・ネッ
トワークインタフェース部、３１・・・記憶部、３２・・・表示部、３３・・・入力部、
３４・・・制御部、３５・・・ネットワークインタフェース部、４１・・・記憶部、４２
・・・入力部、４３・・・制御部、４４・・・ネットワークインタフェース部、２１１・
・・認証機能、２１２・・・データ受付機能、２１３・・・データ登録機能、２１４・・
・照合対象判定機能、２１５・・・照合引当機能、２１６・・・照合結果判定機能、２１
７・・・照合データ登録機能、３１１・・・認証機能、３１２・・・メニュー表示機能、
３１３・・・照合結果検索機能、３１４・・・照合結果表示機能、４１１・・・ユーザ認
証情報、４１２・・・取引関係情報、４１３・・・商取引データ情報、４１４・・・照合
発注者マスタ情報、４１５・・・照合キーマスタ情報、４１６・・・照合項目情報、４１
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７・・・照合画面表示項目情報、４１８・・・照合結果情報
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【図９】
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【図１２】
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