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それぞれ独立して開発された業務システムを、アプリケーシ

ョンレベルで統合しようとする企業が増えてきている。アプリ

ケーション統合は、統合対象の違いによりデータを共有するデ

ータ統合と、異なるアプリケーション間でビジネスロジックを

共有・再利用するプロセス統合と呼ばれる2つの形態に分ける

ことができる。データ統合は、業務データを統合し、複数の利

用者が共有できるようにすることを目指しているので、従来技

術の延長上で比較的容易に実現できる。しかし、より先進的な

利用者は、ビジネスモデルの変化に早く追随できるように、技

術的難易度の高いプロセス統合へのアプローチを始めている（1）。

ウェブシステムの機構が開発されたことでデータアクセス

は、個々のシステムが比較的ルーズ（疎な関係でかつ動的）に

連携することが可能となった。そのため、すべての問題が解決

されたわけではないが、データ統合は比較的うまく実現できる

ようになってきている。一方、プロセス統合を実現するための

本質的な難しさは、システムに対して将来的に発生する仕様変

更や追加されるシステムなどについて、前もって予測すること

が不可能であるにも関わらず、ロジックを共有・再利用するこ

とを狙っている点にある。そのため、プロセス統合を実現する

ためには、ビジネスロジックのルーズな結合が可能なシステム

基盤が必要である。その場合、プロセスの仕様変更に追従して

異なるプロセスが連携できる柔軟さを確保することや、プロセ
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我々は、サービスという単位の公開インタフェースを通して、プロセスレベルのアプリケーション統合を少な

いコストで実現することを目標としている。

エージェントとは、システムの維持・管理を自動的に統括し、人間がシステムに介在する度合いを減らすこと

で、より知的な振る舞いをするソフトウェアモジュールである。このようなエージェント技術を用いてプロセス

統合を実現するためには、少なくとも以下の２つの課題を解決する必要がある。

①異なるサービスを連携するためのセッション管理の問題

②異なるサービスの調停処理やマッチング処理の自動化の問題

上記①の問題に関しては、エージェント単位でデータとプログラムを異なるコンピュータに送信・実行でき

るという特徴を持つ移動エージェントミドルウェアMICE（Mobile-Agent Interconnections & Communication

Environment）を開発して実システムに適用し、既にその効果を検証済みである。また、②の問題に関しては、

現在、開発中のエージェント指向ミドルウェアWICE（Web-Agent Interactions & Communications

Environment）を用いて解決を試みる。

本稿では、サービス統合を目指し、エージェント技術に取り組んできた今までの研究開発の実績と、今後の

方向性について述べる。
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スの障害に対する安全性の確保などの課題を解決することが重

要になってくる。更に今後は、サービスという単位の公開イン

タフェースを通してネットワーク上のシステムの共用や統合が

実現されると想定しており、サービスインタフェースを介して

プロセス統合を実現することが重要である。我々は、以上にあ

げたプロセス統合をエージェント技術（2）（3）をベースにしたミド

ルウェアにより解決することを目指している。

本稿の構成は、以下のとおりである。第2章にて、プロセス

連携におけるセッション管理の問題を議論する。第3章では、

MICEを用いてセッション管理の問題の解決方法を示すため、

エージェント技術を適用する前と後のシステムについて説明す

る。第4章では、異なるサービスの調停処理やマッチング処理

の自動化の問題を解決することを目標とした、新しい版のエー

ジェントミドルウェアWICEの概要について紹介する。

プロセス統合の検討でしばしば取り上げられる一般的な問題

として、「利用者とサービスとの対話の連携が困難」という問

題がある。この問題を解決するには、利用者とプロセスの対話

や情報の流れを制御し、セッションとして管理する必要がある。

さらに、利用者とウェブシステムの間のHTTP （Hyper Text

Transport Protocol）を用いた対話に同期させる必要がある。

その場合、プロセスを単に繋ぐだけでは、利用者とウェブシス

テムの間の要求-応答と、ウェブシステムとプロセスの間の要

求-応答の同期を取るのが難しい場合が多い。例えば、以下の

ようなプロセス連携を取り扱う場合に、利用者とウェブシステ

ムの対話が難しくなる。

・対話が連携の複数箇所に分散している場合

・複数のプロセスを並列、相互に連携する場合

・応答時間の長いプロセスが含まれる場合

図1の例を用いて、プロセス連携を説明する。ここでPa、

Pb、Pcはプロセス、Ia、Ib、Icは利用者と各プロセスの対話

の組、Rab、Rbc、Racはプロセス間の情報の流れを表して

いる。利用者がPa、Pb、Pcを統合して利用するとき、Pa、

Pb、Pcの処理の流れは1つのプロセス連携セッションとして

とらえることが自然である。ここで、セッション管理プロセス

Psが必要になる。一方、利用者とウェブシステムの通信に用

いられるHTTPは、要求-応答に基づく通信プロトコルであり、

セッションという概念を持たない。このため、プロセスに対す

る要求に対して即時的な応答が得られない場合や、対話の流れ

が複雑な場合には、HTTP要求のタイムアウトや、交換する情

報に矛盾が生じることがある。

従来利用されていた顧客情報検索システム（以下、現行版シ

ステム）は、分析用帳票を作成する要領で集計対象の顧客デー

タベースに対して、検索条件と集計項目を設定して検索処理を
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図１　プロセス連携とセッションの関係

3.1 現行版システムの概要
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図２　現行版システムの概要



行うシステムである。現行版システムは、Microsoft Excelで

構築したクライアント/サーバタイプのアプリケーションであ

り、本店のネットワーク（LAN）で動作している（図2参照）。

現行版システムは、大規模な顧客情報データベースを対象にし

た汎用検索・集計（複数条件にマッチした項目を再集計する手

法）を用いた絞込み検索の機能を有している。

現行版システムをイントラネットに対応させ、本店と支店

（数十店舗）に展開することになった。現行版システムでは、

汎用検索・集計プロセスをHTTPから独立させなければ、次の

問題が発生することが明らかになった。

（1）支店端末が長時間占有される。または、HTTP要求がタ

イムアウトする。

（2）本店-支店間の通信コストが増加する。

顧客情報を管理する本店と検索処理を投入する支店間は、公

衆回線を用いたダイアルアップ接続である。現行版システムで

は、大規模な顧客データベースを対象とした汎用検索・集計を

行っており、1要求あたりの検索時間が10分を超えることが

多い。さらに今後、データが増加し、検索条件が複雑化するこ

とにより、検索時間が指数関数的に増加すると予想できた。そ

の結果、現行版システムのプロセスをそのままウェブシステム

に統合すると、共有端末が長時間占有されるだけでなく、通信

コストが増加するという問題が発生することがわかった。

第3.1節で述べた現行版システムを、ウェブシステムに対応

させる際の問題を解決するため、汎用検索・集計プロセスを、

エージェント技術にもとづいて実装した新システム（以下、エ

ージェント版システム）を開発した。エージェント版システム

は、支店に配置した端末の接続状態での処理待ちを解消し、端

末占有と通信コストを削減することが課題である。現行版シス

テムでは、顧客情報の検索や集計処理に、利用者やシステムか

らの入力をトリガとした即時的な処理が中心である。一方、エ

ージェント版システムでは、移動エージェントによる非同期検

索と集計処理を可能にした。

図3は、エージェント版システムの概要を示している。本店

には顧客情報検索システムのフロントエンドにウェブサーバを

配置し、アプリケーションを構成するHTMLコンテンツと、

汎用検索・集計機能を持つエージェントを生成するためのプロ

グラム（Javaコードベース）をそのウェブサーバに保存する。

これらは必要に応じてHTMLブラウザにダウンロードして利

用する。支店のクライアントPCで、顧客情報の検索手順と条

件を持つ移動エージェントを生成し、エージェントサーバで稼

動しているMICEミドルウェア（第3.4節で後述する）に移動

して、与えられた条件に従って顧客情報データベースに対する

汎用検索・集計を行う。利用者は、エージェントが最終的な結

果を得るまで、クライアントと各サーバの通信を切断すること

や、アプリケーションを終了することができる。

エージェントの開発には、我々が独自開発した移動エージェ

ント開発用ミドルウェアMICEを利用した。 MICEには次の特

徴がある。

・Javaに対応した移動エージェントミドルウェアである。

アプリケーション開発ライブラリと移動エージェントの動

作環境を提供する。

・エージェントの移動や位置管理はミドルウェアが提供する

ため、宛先のサーバ名（URL：Uniform Resource Loc

ator）を指定するだけで、移動エージェントが簡単に記

述できる。

・KQML（Knowledge Query Manipulation Language）（6）

に準拠したエージェント通信言語に対応している。

MICEは、エンジンとツールキットにより構成されている

（図4参照）。MICEを用いることで、ホストやOSが異なってい

ても、自分自身のプログラムコードとデータを転送するエージ

24

3.2 現行版システムの問題点

3.3 エージェント版システムの概要
3.4 エージェントミドルウェアMICEの利用
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図３　エージェント版システムの概要



ェントを少ないコストで開発できる。また、MICEが移動する

システム毎の差異を吸収するため、既存システムを大幅に改修

することなく、異なるシステム間の連携処理やセッション管理

を実現できる。

表1に示すように、開発事例のねらいである、通信コストを

削減することができた。

表1中の起動時間は、現行版ではプログラムのロードから初

期化にかかった時間、エージェント版ではコンテンツ（約

750KB）のダウンロードにかかった時間をそれぞれ表す。総

通信時間は、起動時間と表示時間の合計を表している。

異なるサービスの柔軟な連携を目指して現在開発中のエージ

ェントミドルウェアWICEの概要を図5に示す。WICEを一言

で説明すると、Webサービスや既存サービスを統合するため

のマルチエージェント通信プラットフォームである。エージェ

ント間の通信制御機構を特徴とする、複数のエージェント（マ

ルチエージェント）の実行環境である。

システム開発者は、WICEを用いて、利用者に代わってサー

ビスを操作するエージェントを開発することができる。それぞ

れのエージェントは、他のエージェントと協調動作することで、

サービスが必要とするデータの共有や相互変換、サービスレベ

ル（SLA：Service Level Agreement）の調整を行うこと

ができる。更に、以下の2つの技術的な特徴を持つ。

（1）知識表現言語を用いて、ビジネス知識をエージェントの

振る舞いとして定義することができる。そのため、プロ

グラマでなくても、ビジネス知識を定義できる。
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3.5 評価

MICEアプリケーション

MICEエンジン

MSDK（MICE SDK）

エージェント転送サービス、
ネットワークリソースなど
のMICEにおける標準的な実
行環境を提供するシステム 

MICEにおけるアプリケー
ション開発用ツールキット
（Javaのクラスライブラリ
として提供） 

図４　MICEのソフトウェア構成

     起動時間
   58秒
   40秒

 現行版
 エージェント版

      表示時間
   11分55秒
   39秒

     総通信時間
   12分53秒
   79秒

表１　通信時間の実測値（平均）
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図５　WICEの概要



（2）ビジネスモデルをエージェント間のインタラクションと

知識表現を用いたモデルとして定義することができる。

そのため、以下のようなメリットがある。

・ビジネスプロセスを部品化することができ、再利用性

が高まる。

・ビジネスモデルの変化に対応しやすい。

以上のような特徴を持つため、以下のようなことを実現する

ことが可能となる。

（1）サービス統合を低コストで実現することができる。

プログラマがサービスを統合するためのプログラムを

すべて記述するのではなく、知識表現言語で記述された

部品化されたビジネスプロセスを再利用することで、従

来の手法に比べて低コストでサービス統合を実現するこ

とができる。

（2）複雑なフロー制御が実現可能である。

複数のサービスを呼び出す時の判断条件を事前に定義

しておくことにより、複雑なフロー制御を実現すること

が可能である。

次に、WICEを用いてシステムを構築した場合のソフトウェ

ア階層内でのWICEの位置付けについて説明する（図6参照）。

WICEの下層は、インタフェースが公開されており、通信可能

なサービスを想定している。主にWebサービスを想定してい

るが、その他のインタフェースでも、ラッピングすることで通

信可能にできれば、必ずしもWebサービスに限定する必要は

ない。一方、WICEの上層は、サービスモデルを定義している

層である。すなわち、通常の意味でのビジネスモデルを、ネッ

トワーク上で利用可能なサービスを用いて定義している層であ

る。WICEは、これら2つの層をつなぐ役割を果たしている。

例えば、当初、想定していなかったような新しいサービスの登

録、異なるサービス間の調停、サービスのマッチングなどを自

動的に実行することで、サービス統合を支援する。

WICEで実現するサービス統合は、複数のサービスの統合方

法を静的に定義できるだけでなく、処理開始時にネットワーク

環境から必要な情報を収集し、複数の統合方法から最適な方法

を選択することや、複数のサービスから最適なサービスを選択

することが可能である。すなわち、交渉に基づく動的な処理を
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図６　ソフトウェアの構成



行っており、ネットワーク環境に柔軟に適応するシステムを実

現することが可能となる。これらの特性を活かしたアプリケー

ションとして、例えば、以下のような分野への応用を検討して

いる。

（1）イントラネットシステムの統合

情報系システムの統合や銀行などの審査業務等におい

て、異なるサービスを疎結合する目的や、柔軟にシステ

ム統合する目的に用いる。

（2）社外連携コラボレーション

企業間ワークフローを備えた情報共有、コラボレーシ

ョン、アドホックな取引先との連携（例：BtoB連携、

EDI、電子入札など）といったWebサービスを用いたコ

ラボレーションを実現する目的に用いる。

（3）各種マッチングサービス

ビジネスパートナーの動的な発見や、サービス品質の

評価などのネットワーク上で行われるさまざまなマッチ

ングサービスを実現する目的に用いる。

（4）ナレッジマネジメント

官公庁内で発生する文書の引継ぎ業務など、異なる担

当者間の知識の伝播をシステムが支援するという、ナレ

ッジマネジメントを実現する目的に用いる。

本稿では、エージェント技術をベースに、我々がここ数年に

渡って実践してきた研究開発の成果を報告した。Webサービ

ス技術が普及し、サービスインタフェースを介してシステムが

利用されるようになると、現在開発中のエージェントミドルウ

ェアWICEのサービス統合機能が有効になってくると予想して

いる。今後の予定は、 MICEを開発した時と同様に、WICEを

いろいろな実システムに適用し、稼動実績を増やすことを目指

している。
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