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組織間ワークフローのモデリング支援機構の開発と検証
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組織内部のビジネスプロセスの自動化と情報共有の効率化がワークフロー管理システムの導入に
より図られている．組織でのワークフロー管理システム導入の次のステップでは，組織や部門といっ
た枠を越えて，組織間にまたがるワークフローの実現を目指すことになる．これをインターワークフ
ローと呼ぶ．インターワークフローの実現には，組織の独立性を維持するため，組織間にまたがる業
務連携を，
（ 1 ）組織間連携情報を記述する階層，
（ 2 ）組織内の業務プロセスを記述する階層といった階
層的定義によるモデリングが効果的である．著者らは，このようなインターワークフローモデリング
を支援するインターワークフロー支援システムの研究開発を行ってきた．本論文では，インターワー
クフロー支援システムを構成するモデリング支援機構について述べる．本支援機構は組織の個別情報
とプロセス連携情報を個別に定義し，1 度定義したこれらの定義データを他の組織間でも繰り返し利
用する汎用性の高いインターワークフローモデリングを可能とする．本支援機構を利用して 2 種類の
商用ワークフロー管理システムを相互連携するインターワークフローモデリングの実験を行い，本支
援機構を利用しない場合と比較しモデリング操作の容易さからその利便性について検証する．

Development and Verification of Modeling Support Mechanism
for Inter-organizational Workflow
Masashi Katsumata,† Masahiro Seko,†† Yoshimasa Fujii†
and Haruo Hayami†
Recently, workflow management systems are introduced in many organizations to automate
the business process. The initial emphasis of introducing a workflow management system is
on its application to the workflow in a given organization. The next step is to interconnect
the workflow across organizations. We call it interworkflow, and the total support technologies, which are necessary for its realizations, interworkflow management mechanism. We have
developed interworkflow management system and confirmed the realization by the prototype.
To realize the interworkflow, the following hierarchical definition is needed: (1) describing the
linkage process across multiple organizations, (2) defining the internal process in an organizations. This hierarchical definition method can maintain the independence of an organization.
This paper describes the futures of interworkflow modeling support mechanism. Using this
mechanism, the organizational information and linkage information among multiple organizations are defined separately. These data can be applied to other organizations with the
same use. And this paper describes its operability and usability in interworkflow modeling
comparing with traditional method that connects workflow process in each organization.

支援するシステムである．組織におけるワークフロー

1. は じ め に

運用の次のステップでは，ワークフロー管理システム

組織における BPR（ Business Process Reengineering ）を目的とし ，ワークフロー管理システムが導入

を組織の部門や枠を越えて相互接続し，複数の組織に

されている1) ．ワークフロー管理システムは，担当者

の共有を目指すことになる．このような組織間のワー

またがる業務プロセスを実現し，ドキュメントや情報
クフロー管理システムの相互接続は，企業間電子商取

間で受け渡すドキュメントや情報を管理し，自動化を

引システムの構築基盤として大いに期待されている7) ．
著者らは，複数の組織にまたがるワークフローをイ
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ンターワークフロー2)と呼び，異種ワークフロー管理
システムど うしを相互接続し，インターワークフロー
の構築・運用を支援するシステムの考案とその試作シ
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ステムの構築を行ってきた3) ．インターワークフロー

報とプロセス連携情報を個別に定義することである．

の特徴は，組織間の連携部分を 1 カ所でインターワー

これにより，1 度定義した組織の個別情報やプロセス

クフロー定義データとして記述し ，それを各組織に

連携情報を繰り返し利用するといった汎用性の高いイ

あったワークフロー定義データへ変換するといったプ

ンターワークフローのモデリングが支援可能となる．

ロセス記述の階層化を行っているところである．これ

2 つめは，グラフィカルに記述したプロセスデータを

により，組織の独立性を維持4)した組織間業務プロセ

インターワークフロー記述言語2)による定義データに

スが構築できる．

変換する機能を有することである．このインターワー

文献 2) では，インターワークフローの実現におい

クフロー記述言語による定義データを各ワークフロー

て，次の 3 つからなるインターワークフロー支援機構

管理システムに対応したトランスレータを利用して，

について提案した．

プロセス定義データへ変換する．これにより，より多

(1)
(2)

インターワークフローのモデリング支援

くのワークフロー管理システムに対応できるモデ リ

各組織のワークフローの構築支援

ング支援が実現可能となる．トランスレータは上記の

(3)

分散環境下におけるワークフローの運用管理

文献 3) では，インターワークフロー支援機構の試

( 2 ) の支援機構に相当する．試作システムでは，試験
用に構築したワークフロー管理システムのプロセス定
義データへ直接変換していたため，ワークフロー管理

作システムを構築し，その実現性を確認した．そこで

システムに依存した機能をモデリング支援機構に組み

は，上記の ( 1 ) の支援機構として，グラフィカルな

込む必要があった．

支援

ユーザインタフェースを持つモデリング支援機構が有

以下に本論文の構成を示す．2 章では，組織間ワーク
フローの実現課題について述べる．3 章ではインター

用であることを提案した．
この間，ワークフロー管理システムの国際標準化団

ワークフローモデリングについて述べる．4 章で，本

体 WfMC（ Workflow Management Coalition ）によ

プロジェクトで開発したモデリング支援機構について

り，上記の ( 3 ) の支援機構の必須機能に相当する異

述べる．5 章で，インターワークフローモデリング方

種ワークフロー管理システム間相互接続インタフェー

式の比較実験と考察について述べる．最後に 6 章で，

8)

スとプロトコルが標準化された ．これにより実用的
なインターワークフロー支援機構を実現できる環境が
整ってきた．そこで，著者らは WfMC の標準プロト
コルを使用し，上記の ( 1 )，( 2 ) の支援機構の実用を

本論文のまとめを述べる．

2. 組織間ワークフローの実現課題
2.1 異種ワークフロー管理システム間接続プロト
コル

目指し，2 つの異なる商用ワークフロー管理システム
と連動するインターワークフロー支援システムの開発

複数の組織に導入されているワークフロー管理シス

とその実証実験を行うプロジェクトを遂行した5) ．こ

テムは，異なる種類のワークフロー管理システムであ

れまでにも，組織間にまたがるワークフローを実現す

る場合も考えられる．したがって，汎用的にワークフ

る試みは報告されている．それらは，同種のワークフ

ロー管理システム間の相互接続を実現するには，異種

ローサーバを配置するもの9) ，独自のプロトコルによ

ワークフロー管理システム間の相互接続プ ロトコル

る異種ワークフロー管理システムの連携によるもの10)

が必要になる．この実現課題は，WfMC の異種ワー

であった．
モデリング支援機構の特徴について述べる．また本支

クフロー管理システム間の相互接続プロトコル Interface48)を利用することで可能になる．この相互接続プ
ロトコル Interface4 は，次の基本連携モデルを対象に

援機構の操作性と利便性についてインターワークフ

定められている（ 図 1 参照）
．

ローモデリング方式の比較実験の結果から検証する．

(1)

本論文では，実用を目指した組織間ワークフローの

具体的には，2 種類の商用ワークフロー管理システム

ロープロセスを起動して業務を引き継ぐ．

を利用して，本支援機構によるインターワークフロー
モデリングと本支援機構を利用しないインターワーク
フローモデリングの比較実験を行う．

引継型（ Chained Process Model ）
一方のワークフロープ ロセスが他のワークフ

(2)

請負型（ Nested Sub-process Model ）
一方のワークフロープ ロセスが他のワークフ

本支援機構と文献 3) で報告されている試作システ

ロープロセスを起動し，その業務の一部を代行

ムのモデリング支援機構とは，次の 2 点が異なる．1

させ，その結果報告を受けて最初のプロセスは

つは，インターワークフローを実行する組織の個別情

業務を続行する．
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図 1 ワークフロープロセスの基本連携モデル
Fig. 1 Models of workflow cooperation.

(3)

並行同期型（ Parallel Synchronized Model ）
独立なワークフロープロセスが相互に同期をと

図 2 インターワークフロー記述言語
Fig. 2 Interworkflow description language.

りながら，情報を交換することによって，対等
に業務を連携する．

してワークフロープロセスを構築する．

2.2 組織の独立性の維持
組織間の連携業務では，連携を行う組織であっても
各組織は他の組織から必要以上に組織内の業務プロセ

ぞれのプ ロセスを連携する方式である．この方式で

スについて干渉を受けることなく，独立にものごとを

の介入があり，相手先のアドレス等の入力ミスが引き

決定する能力や権限を持つ必要がある．このように独

起こされる等の問題が指摘されている10) ．また，組織

立してものごとを決定する権限を持っていることを，

の独立性を維持するため，各組織は完全な情報を基に

組織の独立性と呼ぶ．
文献 10) では，異種ワークフロー管理システム間を
独自プロトコルにより実現したが，運用時にプロセス
定義の不一致が原因でうまく相互運用ができなかった
ことが報告されている．

方式 1 ）は各組織が独自にプロセスを構築し，それ
は，組織間の連携部の定義において，人手による操作

ワークフロープロセスを構築することができない．そ
のため，運用時にプロセス記述の不一致が発見される
といったことが起こりうる．
方式 2 ）では，組織間の連携部を各ワークフロー管
理システムに依存しないインターワークフロー記述言

このように，独立性の一方で，インターワークフ

語により 1 カ所で記述し ，それを各組織のワークフ

ローを実現するには，組織間業務プ ロセスのインタ

ロー管理システムのプロセス定義データへ変換する方

ラクションを厳密に定義する必要がある．この観点か

式をとる．本論文では方式 2 ）のモデリング方式をイ

らは，各組織が独立ではなく，組織間の協調により 1

ンターワークフロー方式とする．

カ所で記述する方式が有効である．しかし，これは組
織の独立性と相反する要求であり，インターワークフ
ローを実現するうえでのジレンマとなる．

3. インターワークフローモデリング

3.2 インターワークフロー記述言語
インターワークフロー記述言語について簡単に説明
する．インターワークフロー記述言語はプロセス，ア
クション，メッセージの 3 要素から構成されている．
プロセスは，実行すべき順序に従って並べられたアク

3.1 インターワークフローモデリングの分類
インターワークフローの実現を異種ワークフロー管

ションの列によって表現され，ワークフローの挙動を

理システムの相互接続により行う場合，インターワー

のワークフローとの連携を表す外部アクションとワー

表す．アクションはプロセスの最小構成単位であり，他

クフローの定義方式は次の 2 つに分類される．

クフローの内部的な処理を表す内部アクションとがあ

方式 1 ）個別定義方式： 各ワークフロー管理システ

る．内部アクションはブラックボックスとして扱われ

ムのプロセス定義ツールのみを使用してワークフ

るアクティビティである．メッセージはプロセス間で

ロープロセスを構築する．

交換されるデータの構造と種別を表す．インターワー

方式 2 ）階層的定義方式： 組織間の連携に着目した

クフロー記述言語による定義データ（以後，インター

定義と組織内プロセスに着目した定義とに階層化

ワークフロー定義データと記す）はテキスト形式で表
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図 3 インターワークフロー方式におけるインターワークフローモデリング
Fig. 3 Interworkflow modeling using interworkflow method.

現され，ヘッダ部とボディ部の構成で記述される（図

ランスレータにより各組織のワークフロー管理システ

2 参照）
．

ムのプロセス定義データへ変換する．第 3 段階で，こ

4. インターワークフロー方式のモデリング支
援機構の開発と特徴

のプロセス定義データに対し，各組織の担当者が組織

インターワークフロー方式におけるモデ リング 支

ることで組織の独立性を維持し組織間連携プロセスを

援機構について説明する．本支援機構は，組織間連携

内部プロセス等を追加，編集する．
このように段階的にインターワークフローを定義す
構築することが可能となる．

プロセスの連携情報をグラフィカルに定義するプロセ

文献 3) で試作したモデリング支援機構では，第 1

スエディタと各組織の具体的な個別情報を管理するリ

段階のインターワークフロー定義データへの変換と第

ソースエディタから構成される．それぞれ，Microsoft

2 段階の各ワークフロー管理システムのプロセス定義

Visual C++ 6.0 により開発した．本支援機構の動作

データへの変換の過程を介さずに直接変換していた．

は，Windows98，WindowsNT4.0 上で確認している．
本支援機構を含むインターワークフロー支援システ
ムの詳細は，文献 5) を参照されたい．

4.1 インターワークフローモデリングの概要
組織間連携プロセスをインターワークフローとして

4.2 リソースデータとプロセスデータの分離
本支援機構では，4.1 節で説明したように，組織間
連携プロセスにおけるプロセス間の連携情報（ 以後，
プロセスデータ）とリソースデータを別々に定義する．
このようにすることで，プ ロセスデータとリソース

構築する段階では，組織間の連携情報を正確に定義す

データを組織あるいは組織間で繰り返し利用すること

る必要がある．ここでは，インターワークフローモデ

が可能となる．たとえば，製品販売業者の在庫管理プ

リングを段階的に説明する（ 図 3 参照）
．

ロセスと製品製造業者の製造プロセスを相互に接続す

第 1 段階では，リソースエディタで具体的な組織情

るとき，製品販売業者は様々な製品の在庫管理を行っ

報（以後，リソースデータと記す）を登録し，プロセ

ているため，その在庫管理プロセスを複数の製造業者

スエディタによりグラフィカルなプロセス定義を行う．

の製造プロセスに接続しなければならない．このよう

これに，リソースデータを割り当てる．その後，イン

な場合に，製品販売業者と製造業者とのプロセスデー

ターワークフロー定義データへ変換する．第 2 段階で

タをリソースデータと切り離して保存しておく．これ

は，生成されたインターワークフロー定義データをト

により，各製造業者とのプロセスデータの定義作業は，
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表 1 ini ファイルキーワード の構成
Table 1 Structure of ini file data.

すでに定義してあるプロセスデータに各製造業者のリ
ソースデータを付加するだけで実現できる．
この定義方式では，1 度定義したプロセスデータを
組織間で共有し，リソースデータを新たに関連付けす
ることが可能なためプロセスデータが汎用的に利用で
きるという利点がある．
文献 3) で報告されている試作システムでは，同一の
エディタで，プロセスデータを記述し，それにリソー
スデータを設定していた．また，4.1 節で述べたとお
り，インターワークフロー定義データへの変換を介さ
データへ直接変換していたため，1 度定義されたイン

4.4 プロセスエディタの開発
4.4.1 インターワークフロー定義データの生成方法

ターワークフロー定義データを再度利用するには，各

インターワークフロー定義データの生成には，2 つ

組織のプロセスに設定済みのリソースデータを変更す

の方法がある．1 つは，プロセスエディタにより，グ

るといった作業が必要であった．

ラフィカルにプロセスデータを記述し，インターワー

ずに，各ワークフロー管理システムのプ ロセス定義

4.3 リソースエディタの開発
4.3.1 リソースエディタの利用と役割

クフロー定義データへ変換するという方法である．も

リソースエディタでは，組織ごとのリソースデータ

ワークフロー記述言語によりインターワークフロー定

う 1 つは，テキストエデ ィタを利用して，インター

を登録，編集，削除といった操作が可能である．リソー

義データを直接記述する方法である．プロセスエディ

スエディタは，リソースデータとして，会社名，部門

タを利用する方法では，プロセス定義のチェック機構

名，担当者名，部門の電子メールアドレスのデータを

によりプロセスデータの記述をインターワークフロー

管理する．これらのリソースデータは，インターワー

記述言語の仕様を基に検証できる利点がある．

クフローの各プロセスに具体的な組織情報として関連

一方，テキストエディタを利用したインターワーク

付けされる．プロセスデータとは分けて管理されるの

フロー記述言語によるインターワークフロー定義デー

で，他の組織間連携プロセスを定義する際に繰り返し

タの記述では，記述担当者がそのチェックを正確に行

利用することが可能である．

う必要がある．このようなことから，インターワーク

4.3.2 リソースデータの構成と管理

フロー定義データの生成には，プロセスエディタの利

リソースエディタの内部では，リソースデータを “会

用が推奨される．

社名”，“部門名”，“担当者名”，“部門の電子メールア

4.4.2 プロセスエディタによるプロセス定義

ドレ ス” の 4 つのデータフィールド として構成し ，1

プロセスエディタのメインウィンド ウはメニュー領

つのレコードとして組織ごとに管理している．このよ

域，構造表示領域，プロセス定義領域，パレット領域，

うに組織間連携プロセスを実行する具体的な組織情報

エラー表示領域，定義データ表示領域から構成される．

を部門単位で定義することにより，同一組織内で部門

これらの各領域は GUI を提供している．こられの領

ごとに異なるワークフロー管理システムが運用される

域の特徴やその他の機能の詳細は，文献 5) を参照さ

場合にも対応できる．したがって，組織内においても，

れたい．

部門ごとの独立性を維持することが可能である．
リソースエディタにより追加，編集されたリソース
データは，テキストデータとして保存される．このと

ここでは，特に，パレット領域で提供される記述部
品を利用したプロセスデータの定義について説明する．
パレット領域に用意されている主な記述部品はプロセ

き，リソースデータは，表 1 に示す WindowsOS の

ス，メッセージ，インターナルアクション，メッセー

標準的な設定ファイル保存形式である ini ファイルの

ジ交換インターアクション，プロセス起動インターア

形式で保存される．この ini ファイルの形式は，“セ

クション，リンクである．リンク以外の記述部品はイ

クション ”，“キーワード ”，そして，キーワード に対

ンターワークフロー記述言語に対応している．

応する “バリュー” が羅列されたテキストファイルで
ある．

プロセス定義領域上に定義されるプロセスデータは，
プロセスの最小構成単位であるアクションを配置し ，
アクションど うしをリンクにより接続する．リンクは
アクションの実行順序およびプロセス間の連携を定義
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表 2 記述部品とインターワークフロー記述言語の対応
Relation between icon for describing process and interworkflow description language.

する記述部品である．アクションの名前，メッセージ

持つ言語属性を複数の判定規則と照合することにより

の名前と構造，プロセスの名前，プロセスに結合する

実現される．判定規則は大きく 3 種類に分けられる．

リソースデータ等の定義は記述部品に対する属性変

その判定規則の例を次に示す．

更命令により行う．また，異なるプロセスの中に配置

(1)

個々の記述部品が持つ言語属性に関する規則

(2)

プロセス内の記述部品の接続関係に関する規則

例：プロセスには必ずアクアションが所属する

されたメッセージ交換インターアクションど うしをリ
ンクで接続することでプロセス間の連携を定義する．
その際に，交換されるメッセージはリンクの上にメッ

例：すべてのアクションは必ず リン クに接続

セージを配置することで定義する．

する

4.4.3 プロセスエディタの内部構成

(3)

プロセス間の記述部品の接続関係に関する規則

プロセスエディタの内部構成は，モデル管理部とコ

例：メッセージ交換インターアクションは必ず

マンド 実行部から構成される．モデル管理部では，プ

他プロセスのメッセージ交換インターアクショ

ロセス定義領域上に配置される記述部品のすべてを統

ンと接続する
4.4.5 インターワークフロー定義データ生成機能
インターワークフロー定義データは，記述部品が持

括的に管理し，記述部品に関する基本的な命令や情報
を提供する．コマンド 実行部はユーザの要求を実現す
る様々なコマンド の集まりであり，その 1 つ 1 つのコ

つ言語属性と，モデル管理部に問い合わせて得た情報

マンドはモデル管理部から提供される命令と情報を組

から生成される．具体的には，プロセス定義領域で配

み合わせて実行される．

置される記述部品であるプ ロセス領域オブジェクト，

4.4.4 プロセス定義のチェック機能

アクションオブジェクト，リンクオブジェクト，メッ

プロセス定義のチェック機能により，エラーが発生

セージオブジェクトを配列として管理するオブジェク

しない場合にインターワークフロー定義データへの変

トから順次これらのオブジェクトを取り出し，表 2 に

換が可能になる．

示す記述部品とインターワークフロー記述言語の対応

次にプロセス定義のチェック機能の処理内容につい
て述べる．プロセス定義のチェック機能は記述部品が

表に基づきヘッダ部とボディ部にそれぞれ変換される．
次に，インターワークフロー定義データの記述処理
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インターナルアクションオブジェクトの名
前属性を参照し，“内部処理 A1” と “内部
処理 A2” をインターナルアクションの書
式に記述する．

• メッセージ交換インターアクションの記述
処理
メッセージ交換インターアクションの記述
処理では，外部のプロセスに所属するメッ
セージ交換インターアクションに向かうリ
ンクと接続していることからメッセージ送

図 4 インターワークフロープロセスの例
Fig. 4 An example of interworkflow process.

信文の記述処理を行っている．
メッセージ送信文の記述処理ではリンク先
のメッセージ交換インターアクションが所属
するプロセスとリンク上に配置されるメッ
セージの名前属性をモデル管理部に問い合
わせ，その結果をメッセージ送信文の書式に
記述する．この例では “ メッセージ M1” と

図 5 プロセス A のボディ部
Fig. 5 Body part of the process A.

を図 4 のプロセスデータの “プロセス A” のボディ部

“プロセス B” をその書式に記述している．
プロセスボディ構文の終了符号の記述処理
プロセスボディ構文の終了符号の記述処理では，

に着目して説明する．“プロセス A” のボディ部の記

定型の文字 “ ｝” を記述する．

(3)

述処理は，プロセスボディ構文の開始符号の記述，ア
クション列の記述，プロセスボディ構文の終了符号の
記述の順に実行される．“プロセス A” のボデ ィ部だ
けのインターワークフロー定義データを図 5 に示す．
次に “プロセス A” のボデ ィ部に着目したインター

5. インターワークフローモデリング方式の比
較実験
実用を目指し たインターワークフローの運用を行
うために，2 種類の商用ワークフロー管理システムに

ワークフロー定義データへの記述処理を示す．

WfMC の異種ワークフロー管理システム間接続プロ

(1)

プロセスボディ構文の開始符号の記述処理

トコル実行部を実装した．それぞれのワークフロー管

プロセスボディ構文の開始符号の記述処理では，

理システムを WFMS-A，WFMS-B とする．

(2)

プロセス領域オブジェクトからプロセスが持つ

インターワークフローモデリング方式の実験では，

言語属性の 1 つである名前属性を参照し，それ

この 2 種類のワークフロー管理システムを利用して，

を図 5 の (a) の部分に示す書式に記述する．こ

インターワークフロー方式を利用した場合と利用しな

の例では名前属性 “プロセス A” をその書式に

い場合を比較する．その結果から，インターワークフ

記述している．

ロー方式の操作性と利便性について検証する．

アクション列の記述処理

5.1 実験の目的
インターワークフローモデリングの操作性の容易さ
を示すことは，インターワークフローの運用・管理にも

アクション列の記述処理はプロセス内のアクショ
ンの配列順序に従って行われ，その記述処理は
アクションの種類により異なる．アクションの

影響を与える目安ととらえられる．また，本支援機構

配列順序はリンクが持つ始点・終点属性から決

は実用に向けた初めての開発であり，その比較対象と

定される．

して，商用ワークフロー管理システムだけでインター

この例におけるアクション列の記述処理では，

ワークフローモデリングを実現することと比較するこ

インターナルアクションの記述処理が図 5 の

とは本支援機構の容易さと利便性を明らかにするうえ

(b)，(d) の 2 回，メッセージ交換インターアク
ションの記述処理が図 5 の (c) の 1 回行われる．

で有効であると考えられる．このような観点から，イ

• インターナルアクションの記述処理
インターナルアクションの記述処理では，

ンターワークフローモデリング方式の比較実験を行う．
また，文献 3) の試作システムではグラフィカルな
プロセスデータを試験用に構築したワークフロー管理
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システムのプロセス定義データへ変換するように構築
されていた．そのため，WFMS-A，WFMS-B を利用
した同じ環境で，インターワークフローモデリングを
行うことができない．そのため，本支援機構との異な
る機能に関しては比較を行うことができない．

5.2 実験の概要
インターワークフロー方式では，本支援機構で作
成したプロセス定義データをトランスレータにより，
WFMS-A，WFMS-B 用のワークフロー定義データへ
変換し，組織内部のワークフロープロセスの追加・編
集をそれぞれのプロセス定義ツールにより行う．
一方，従来方式は，WFMS-A，WFMS-B のプロセ
ス定義ツールにより，組織間連携情報を含めた各組織
のプロセス定義を個別に行う．これは，3.1 節の個別
定義方式に相当する．インターワークフローモデリン
グの実験モデルとしては，次の 3 つのモデルを対象に
した．

(1)
(2)
(3)

基本連携モデル
連携業務モデル
実業務モデル

( 1 ) の基本モデルと ( 2 ) の連携業務モデルでは，イ
ンターワークフローモデ リングの修正および ，走行
の確認まで行った．これらのモデルでは，実験参加者
がオフィスの同室で実験を行った．ただし，電子メー
ル以外のコミュニケーションは行わないように指示を

Fig. 6

図 6 基本連携モデル
Basic Cooperation Model.

した．( 3 ) の実業務モデルでは，実際に分散環境下で
インターワークフローモデ リングを行い，インター

いて，4 時間ほどの研修を行った．

ワークフローの運用を行った．それぞれの実験後，イ

これらの実験参加者を 3 人 1 グループとして 3 グ

ンターワークフローモデリングの定義作業に関連する

ループによる実験を行った．そのうち，1 人は 3 グルー

アンケートを行った．

プに入り，各方式のワークフローの用件を出題した．

5.3 基本連携モデル
5.3.1 実験環境と条件

が 1 つのモデルを担当し，1 回目は従来方式，インター

また，他の 2 人が 2 グループに参加した．各グループ

基本連携モデルでは，引継型，請負型，並行同期型

ワークフロー方式，2 回目はインターワークフロー方

の 3 つのモデルを対象として，図 6 のとおりに各組

式，従来方式という順番で行った．ただし，引継型モ

織にワークフロー管理システムを割り当てた．基本連

デルでは，1 回目にインターワークフロー方式，2 回

携モデルは，2 つの組織間が連携する基本的な形態で

目に従来方式を行った．このように，各グループが 1

ある．

つのモデルを担当し 2 日に分けて行った．2 日目は 1

実験参加者は大学院生 1 人（女）
，大学生 2 人（ 男，

日目の逆順により各実験を行った．2 日の間隔は，習

女）
，オフィスワーカー 2 人（男，女）の計 5 人である．

熟度の影響を軽減するため，3，4 日の間隔をあけ，1

学生 3 人は情報系学科に所属する学生，オフィスワー

週間にかけて実験を計 12 回行った．各モデルにおけ

カーはソフトウェア開発業務に携わっており，それぞ

る定義作業時間は文献 6) を参照されたい．

れコンピュータ操作には習熟している．ワークフロー
管理システムの基本概念は本プ ロジェクトに参加す

それぞれの方式における実験手順は次のようになる．

(1)

インターワークフロー方式

るため理解しているが，利用の経験はない．インター

1. インターワークフロー定義部担当者が，本支

ワークフロー支援システム，WFMS-A，WFMS-B の

援機構を使用し，組織間のプロセスデータ

操作に関しては，それぞれの操作簡易マニュアルを用

を定義し，インターワークフロー定義デー
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表 3 インターワークフローモデリングにおける操作性に関するアンケート項目
Table 3 Questionnaire for operability of interworkflow modeling.

タを生成し，ファイルとして保存する．

2. インターワークフロー定義部担当者が上記
ファイルを各組織の定義担当者に電子メー
ルで送付する．
3. 各組織の定義担当者は，トランスレータを使
用し，各組織で使用しているワークフロー
エンジン（ WFMS-A，WFMS-B ）用のプ
ロセス定義データを作成する．
4. 各組織の定義担当者は，上記のプロセス定
義データを基に各組織内部のプロセス定義
を完了させる．

5. 仮のメッセージを用いて，ひととおり実行
し，ワークフロー定義が正しくできたこと
を確認する．

(2)

図7

インターワークフローモデリングの操作性に関するアンケー
トの結果
Fig. 7 Result for questionnaire for operability of
interworkflow modeling.

従来方式

1. 各組織の定義担当者は，個別に各組織で使

の「ワークフローのプロセス間連携の設定」に該当す

用しているワークフローエンジン用のプロ

る．また，従来方式 WFMS-A，WFMS-B のアンケー

セス定義を完了させる．

「 連携情報設定」に関する項目であ
ト項目 (4)〜(6) が，

2. 仮のメッセージを用いてひととおり実行し，
ワークフロー定義が正しくできたことを確
認する

り，インターワークフロー方式のアンケート項目 (1)
の「リソースデータの登録」の項目に該当する．
図 7 から，インターワークフロー方式ではリソース

5.3.2 アンケート 結果と分析

データの登録，ワークフローのプロセス間連携の設定，

基本連携モデルの実験では，表 3 に示すアンケート

複数のプロセス定義，といった作業において操作性の

項目に回答してもらった．各アンケート項目につき，

容易さが十分に示された結果となった．これらと比較

5 段階の評価を行った．非常に良いを 5 に，非常に悪

して，オブジェクトのドラック&ドロップの操作では，

いを 1 とした．両方式の作業手順や操作方法が異なる

やや低い評価となっている．この理由としては，自由

ので，アンケート項目は異なる．類似項目は，従来方

記述の回答に報告されている「アクティビティ間の流

式 WFMS-A，WFMS-B のアンケート項目 (1)〜(3)

れを示す矢印の記述操作がしづらい」といったことが

が，
「 連携先のプロセス情報の設定」に関する項目であ

要因であると考えられる．

り，インターワークフロー方式のアンケート項目 (3)

一方，従来方式における WFMS-A によるインター
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ワークフローモデリング時の評価値は，インターワー

行う手作業の部分に関連した操作性の悪さが示された

クフロー方式とほぼ同じ傾向にあり，高い評価が得ら

結果になったと考えられる．

れた．これは，WFMS-A が複数組織にまたがる連携

また，インターワークフロー定義データから WFMSA，B へのプロセス定義データへ変換した後の，それぞ
れの追加作業においても，容易性を高く示せているこ

業務も想定して設計されているワークフロー製品であ
ることが影響されていると考えられる．
したがって，インターワークフロー方式が複数組織

とから，複数組織にまたがる連携業務をサポートして

にまたがる連携業務を想定した WFMS-A と同レベル

いないワークフロー製品も含めて様々なワークフロー

の評価を得られたことは，インターワークフロー方式

製品に対応可能な方式であると考えられる．

の優位性を示せたと考えられる．
一方，WFMS-B は，複数組織にまたがる連携業務
をサポートする機能は実装されておらず，従来方式で

5.4 連携業務モデル
5.4.1 実験環境と条件
連携業務モデルでは，3 組織間と 5 組織間の 2 つの
連携モデルを対象として，インターワークフローモデ
リングの比較実験を行った．3 組織間連携モデルでは

4 個の組織間連携が行われる．5 組織間連携モデルで
．
は 14 個の組織間連携が行われる（ 図 8，9 参照）
，大学生 4 人
実験参加者は大学院生 2 人（ 男，女）
（男）
，オフィスワーカー 2 人（男）の計 8 人である．学
生，オフィスワーカーのコンピュータのスキルやワー
クフロー管理システムの経験や知識，インターワーク
フロー支援システム，WFMS-A，WFMS-B に関する
研修経験は基本連携モデルの実験者らと同様である．
Fig. 8

図 8 3 組織間連携業務モデル
3 organizations cooperation model.

これらの実験参加者を 3 組織間連携モデルの場合は，

3 人，5 組織間連携モデルの場合は 4 人（組織 1 と組織

図 9 5 組織間連携モデル基本連携モデル
Fig. 9 5 organizations cooperation model.
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3 を 1 人で担当）で実験を行った．また，実験者が同
一の組織を担当しないように組み合わせ，3 組織間連
携モデル，5 組織間連携モデルともに 3 グループを構
成した．各組織の担当を同一の実験者が行わないよう
に 3 回ずつ実験を行った（ただし，5 組織間連携モデ
．この実験では，このような条件
ルの組織 5 は除く）
で，1 日目に従来方式を行い，2 日目にインターワー
クフロー方式を行った．この実験の間隔は，3 日程度
であり，1 週間にわたり計 12 回の実験を行った．実
験を行った部屋やコミュニケーション環境は基本連携
モデルと同様である．また，それぞれの方式の作業手
順も，基本連携モデルの場合と同じである．ただし ，
ワークフロー管理システムのサーバ数の制限上，3 組
織間連携モデルでは，3 組織で WFMS-A を利用した．
5 組織間連携モデルでは，組織 5 に WFMS-B を利用

図 10

3 組織間連携モデルと 5 組織間連携モデルを対象としたイ
ンターワークフロー方式の操作性の比較
Fig. 10 Result of questionnaires for operability of interworkflow method in 3 organizations cooperation
model and 5 organization cooperation model.

し，その他の組織は WFMS-A を利用した．また，イ
ンターワークフロー方式では，組織 1 の実験担当者が
インターワークフロー定義を行った．
各モデルの作業時間等の詳細は文献 6) を参照され
たい．

5.4.2 アンケート 結果と分析
各方式における 3 組織，5 組織間連携モデルのイン
ターワークフローモデリングの比較実験により，連携
箇所の数による操作上の影響について検証する．

(1)

インターワークフロー方式
アンケート項目は基本連携モデルで利用したも
のと同じであるが，3 組織に WFMS-A を利用
したため，アンケート項目 (6) は該当していな
い．アンケート結果を図 10 に示す．3 組織間，

5 組織間連携モデルともに，リソースデータの
登録，ワークフローのプロセス間連携の設定に
おいて，評価値 4 以上を示し，操作性の容易さ

図 11

3 組織間連携モデルと 5 組織間連携モデルを対象とした従
来方式の操作性の比較
Fig. 11 Result of questionnaires for operability of
traditional method in 3 organizations.

を示す結果となった．一方，3 組織間連携モデ

従来方式における 3 組織，5 組織間連携モデルの

ルの複数プロセスの定義，変換後の WFMS-A

操作性に関するアンケート結果を図 11 に示す．

でのメッセージの追加は，5 組織間連携モデル
は，アンケートの自由回答にあるように，
「 慣れ

WFMS-A を利用した場合の連携情報定義ファ
イルの場所の分かりやすさの項目で低い評価が
得られている．これは，WFMS-A のシステム

ている作業者の場合，3 組織間連携モデルでは

で利用する特定のディレクトリ設定ファイルを

と比較して低い評価を得ている．これらの理由

差がでない」ことや，また，WFMS-A がマル

置くパス名が覚えにくいということが影響して

チサーバ対応であるため，ワークフロー間の連

いると思われる．また，WFMS-A，WFMS-B

携を視野に入れていることから組織間連携が小

において，手動入力に関わる作業では，低い評

さいモデルではその差が出ないということが考

価が得られている．この要因は，ワークフロー

えられる．この点では，異なるワークフロー管

管理システム間の接続で利用するコントラクト

理システム間の連携を行う 5 組織間連携モデル
の方が，より良い結果が出たといえる．

(2)

従来方式

ID 等の設定を手動で行うためと考えられる．
(3)

比較結果
従来方式とインターワークフロー方式では設問
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数が異なるので，正確な比較はできないが，特

た．実験の初日は，インターワークフロー方式から始

に 5 組織間を例にとると，従来方式の「 連携

め，従来方式という順番で行った．2 日目は，従来方

先のプロセス情報の設定」に関する項目と「連

式から始め，インターワークフロー方式という順番で

携情報設定」に関する項目では，それぞれに対

行った．

応するインターワークフロー方式の「ワークフ

従来方式の手順では，各部署の定義担当者が各ワー

ローのプロセス間連携の設定」
，
「 リソースデー

クフロー管理システムのプロセス定義データを作成し，

タの登録」が高い評価を得ていると判断できる．

購買部，業者担当は定義の終了を電話で事業部担当者

これは，インターワークフロー方式では，それ

に伝える．一方，インターワークフロー方式では，イ

に対応した手動入力がないのが要因であると考

ンターワークフロー定義担当者が全組織の定義データ

えられる．

を作成し，そのインターワークフロー定義データを各

5.5 実業務モデル
5.5.1 実験環境と条件

組織に電子メールで送付する．各組織担当者はこれを

実業務モデルでは，
「 購入品発注・受領処理」業務

へ変換する．そして，各組織で連携プロセスを構築す

受け取り，トランスレータによりプロセス定義データ

をモデルにした実業務に即したモデルを対象に実験を

る．完了したら，事業部担当者へ電話連絡する．最後

行った．この業務は，3 組織間にまたがり，5 個の組

に仮のメッセージで試験運用を行う．

．このため，必ず
織間連携を含んでいる（図 12 参照）

1 組織は複数の相手組織と連携する必要があり，5 個

5.5.2 アンケート 結果による分析
インターワークフローを新規に定義する作業と修正

の連携により，異なる連携パターンを盛り込むことが

作業を行う場合のアンケート項目と結果を表 4，図 13

できる．そして，この種の組織間連携プロセスは，幅

に示す．また，インターワークフロー方式の利便性の

広く同様の業務が現実に実施されている．

アンケート項目と結果を表 5 に示す．

この実験では，図 12 に示した地理的に離れた場所

(1)

新規作成時の利便性について

において，インターワークフローモデリングの定義作

インターワークフローの新規作成時は 3 つのす

業を各方式により行いその比較を行った．

べてのアンケート項目で評価値 4 が示されてい

実験参加者はソフトウェア開発業務に携わる 6 人の

．このことから，実際の組織間
る（図 13 参照）

オフィスワーカー（ 男 4 人，女 2 人）で，ワークフ

業務プロセスを想定した分散拠点においても，

ロー管理システムの操作に慣れている．これらの実験

インターワークフローモデリングの利便性が高

参加者は 3 人構成の 2 つのグループに分かれ，各方
式を 1 回ずつ行った．地理的に分散された環境下での
実験作業につき，1 日に各方式の実験をそれぞれ行っ

いことを確認できた．

(2)

修正時の利便性について
新規作成時と比較して利便性が高く感じられな

図 12 実業務モデル
Fig. 12 Business model.
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表4

インターワークフロー定義の新規作成時と修正時におけるア
ンケート
Table 4 Questionnaire for definition of interworkflow.

5.6 考察と今後の課題
当初は連携組織間と連携部分の数に関係なく，イン
ターワークフロー方式の利便性が高くなることを想定
していた．しかし，連携組織間と連携部分の数の少な
い基本連携モデルと連携部分の多い連携業務モデル，
実業モデルのアンケート結果から判断すると，連携
組織間，連携部分の数の多いほど ，インターワークフ
ロー方式の利便性が高いことが判明した．このことは，
連携組織間が少ない場合は，従来方式において，設定
箇所が少なく，ミスも減少する．これとは反対に，連
携組織や連携部分の個数が多くなれば，連携時に必要
となる設定のミスが多くなることが起因すると考えら
れる．このため，インターワークフロー方式の利便性
がより高く示されたと考える．
各モデルを対象とした比較実験により，インターワー
クフロー方式において新規作成時のプロセス定義デー
タにミスが発見された．このことは，人為的なミスに
よるものであるが，修正時の段階で時間を費やしてし
まうことから，修正時における支援機能について検討

図 13

インターワークフロー方式の新規作成時と修正時における
アンケート結果
Fig. 13 Result of questionnaire for usability of
interworkflow method.

する必要がある．また，各組織のプロセス定義データ
へ変換する段階で起こりうる不整合としては，ワーク
フロー管理システムに対応したトランスレータのバグ
により，適切なワークフロー定義データに変換されな

表 5 インターワークフロー方式の利便性に関するアンケート結果
Table 5 Questionnaire for usability of interworkflow
method.

いということが考えられる．この件に関しては，今回
のプロジェクトで開発した 2 種類のワークフロー管理
システム用のトランスレータに関しては問題なかった．
また，今回開発したモデリング支援機構は，実用を目
指した 1 回目の開発であり，プロセスエディタにおけ
る操作で，アクション間のリンクの設定方法が利用し

いと判断できる（図 13 参照）
．これはインター

にくいといったことが多く指摘された．この点に関し

ワークフロー方式では修正そのものが減少する

ては，改善の余地があると思われる．

からと考えられる．また自由回答から得られた

(3)

本章で示したアンケート結果は，商用の異種ワーク

「エラーの見つけ方，対処方法が分かりにくい」
，

フロー管理システムの連携を目指したインターワー

「ログが不親切」といったコメントから，1 度間

クフロー支援システムの評価結果の一部であり，イン

違えてしまうと，修正にかなりの時間を要する

ターワークフロー定義ツールの操作性と利便性に関

ことが起因していると考えられる．

連したアンケート結果に基づくものである．インター

インターワークフロー方式の利便性について

ワークフロー支援システムの詳細な実験結果は文献 6)

組織間連携の箇所が多いほど インターワークフ

を参照されたい．今後の課題を次に示す．

ロー方式の効果があることが判断できる（表 5

(1)

参照）
．一方，組織間連携の箇所が少ない場合

プロセス定義データやリソースデータはテキス
ト形式で保存されるので，部分的あるいは全体

は，評価値 2 を示し，利便性が感じられないと

を記録メディアや電子メールにより組織あるい

判断できる．また，組織間連携の数にかかわら

は組織間で共有し，再利用する方式が考えられ

ず効果があるかについては，半々の結果を示し

る．しかし，現状の支援機構では，人手による

ている．これらのことから，インターワークフ

編集作業や非同期的な更新作業のため，編集作

ロー方式の効果は，組織や連携箇所が多いほど

業のミスやデータの版管理といった問題が発生

利便性を図れると判断できる．

する可能性がある．このようなインターワーク
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フロー定義データやリソースデータの再利用を
効率的に行うためには，組織間にまたがった版
管理機構を備えた共有方式について検討を行う
必要がある．

(2)
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インターワークフロー方式を利用した場合の運
用試験を行うシミュレーターの開発も必要にな
る．現状では，試験運用を行い，インターワー
クフローモデリングの修正を行っている．実験
からも，インターワークフロー方式の利用で修
正回数が軽減できる点が示せているが，試験運
用を行う前の，インターワークフロープロセス
運用のシミュレーションが可能になれば，より
効率の良いインターワークフローの構築・運用
を支援できるようになる．

6. お わ り に
本論文では，組織間ワークフローのモデリング支援
機構の特徴について述べた．また，本支援機構におけ
る操作性と利便性を本支援機構を利用しない場合と
比較して検証した．その結果，本支援機構の操作性の
容易さにより，組織間連携が多い連携業務プロセスに
おいて利便性の高さを確認することができた．このこ
とは実業務に対して効果を示せる結果が出たと判断で
きる．
インターネットの普及により，企業間電子商取引シ
ステムの構築が推進され，ロゼッタネットに代表され
る企業間連携のためのフレームワークが提案され実現
されてきている．しかしながら，関連企業との連携業
務のシステム化に際し，新システムの導入コストを負
担できる取引先が少ないことも現状であり，速やかな
導入へと至らない場合もある．
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