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地 域 サービスの 高 度 化 に 向 けて
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近年，運用ポリシーやアーキテクチャがそれぞれ異なり，複数の組織に散在する要素サービスを連携させ，より高
付加価値なサービスを提供する技術に注目が集まっている．このような技術に基づくサービスは，従来以上に連携に
対して開放的で，地域性なく遍在的になることから，筆者らは上記サービスのことを“広域サービス”とも呼んでい
る．本稿では筆者らが進める，広域サービスのモニタリング技術の研究に関して，背景，構成，要素技術を中心に解
説する．
そもそも，広域サービスのモニタリングとは一体何であろうか？ まずは，引越し予定者の誰もが体験するかもし
れない近い将来の場景を見ていただきたい．その後，その場景の実現に至った背景とポイントを解説する．

引越し予定者と関係者の近未来の場景
● 住民 X さんのある日

課税証明書が必要であるが，B 市では住民が希望すれば
その手続きも代行する．今日も Y さんが業務を順調に
処理していると，処理遅延が発生している旨のアラー

A 市在住の X さんは，子供の保育園入園を機に待機

トが表示された．詳細を見ると，昨日の朝に児童手当

児童の少ない B 市へ引っ越すことにした．A 市と B 市

給付申請を受理し，即座に転出元の A 市に対して課税

のシステムは連携しており，両自治体が委託している地

証明書を請求したが，今日になっても A 市から送付さ

域ポータル事業者の「引越しポータル」に現住所や新住

れてこないことが分かった．従来なら待つ以外の手立

所などを入力するだけで，
「転出届け」
，
「転入届け」
，
「児

てはなく，他自治体の遅延が原因で SLA（Service Level

童手当給付申請」など複数の申請を一括して手続きして

Agreement）を遵守できなくなることがしばしば発生

くれる．さらに電気やガスなど民間企業への住所変更も

したが，近頃では他自治体のどの処理で停滞しているか

まとめて行ってくれる．

まで把握できるようになった．今回は A 市で課税証明

X さんは昨夜仕事から帰ってきた後に B 市への引

書の承認業務で停滞があったことが判明した．Y さんは

越し手続きを行った．今夜進捗状況を確認しようと引

早速催促のメールを出し，代理の人に承認をしてもらっ

越しポータルへアクセスし，進捗確認のページを参照

た．これで B 市での残りの処理を行い，申請した住民

した．A 市への転出届けは受理されている．一方，児

に標準処理日数内に結果を返すことができた（図 -1 参

童手当については手続き中となっており，まだ終わ

照）．

っていないことが分かった．依頼した複数の処理の
進み具合を一目で確認できたので，X さんは安心した
（図 -1 参照）．

● 自治体システム管理者 Z さんのある日

Z さんは，情報システムの構築事業や保守業務，デー
タセンタ事業などを手がけている C 社で運用管理業務

● 自治体職員 Y さんのある日

Y さんは B 市の児童手当給付担当職員である．従来

を行う SE である．A 市など複数の自治体システムを保
守している．自治体ごとにシステム構成が異なるため，

も手続き窓口で各種手続きに要する標準日数を提示して

以前ならシステムごとの状態を調べるだけでも大変であ

いたが，近頃は一層の日数の遵守が求められている．児

ったが，近頃では各自治体共通のインタフェースを持つ

童手当給付を承認するには転出元の自治体が発行する

監視システムを用いてリモート保守ができるようになっ
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図 -1
場景

近未来の引越し手続きの

や Web ページによる情報発信に使われるほかは，企業

4 月のある日，C 社の監視システムで A 市のネット

や自治体等の組織内のデータ統合など，組織内を対象と

ワーク設備が障害を起こしサービスがストップしている

したイントラネットとしての適用が中心であった．組

ことを知らせるアラートが発生した．Z さんはすぐに A

織内の理想的な業務プロセスを確定し，最大限の効率

市のサーバルームに直行した．障害の発生した機器を調

を追及することが主要課題であり，そのソリューショ

査した結果，システムボードの交換が必要なことが分か

ンとしてはシステム間を密に結合する ERP（Enterprise

り，在庫部品を用いて修理した．

Resource Planning） や EAI（Enterprise Application

翌日，Z さんは C 社の監視システムが持つキャパシ
ティ分析ツールを用いて，A 市システムの分析を行った．

Integration）等が主流であった．
しかしアウトソース化の進展等により，組織内だけで

その結果，昨日は税務システムへのトランザクションが

はなく組織間連携の必要性が高まると，状況が変わって

増加しサーバ負荷が異常に高い状態になった後，ネット

きた．従来のようなシステム間の密結合のソリューショ

ワーク設備が障害を起こしたことが分かった．分析ツー

ンでは組織間連携の実現が困難であるため，疎結合によ

ルによれば，サーバの追加等を行わなくても税サービス

り，柔軟性のある連携を実現することが求められるよう

の利用スケジュールを調整することで負荷を平滑化でき

になった．疎結合を実現する考え方として期待される技

る．そこで，設定変更作業に着手した（図 -1 参照）
．

術が，Web サービスであり，SOA（Service Oriented

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

Architecture）である．SOA を一言で言うと，各組織が

X さんが一連の引越し手続きの進捗をオンデマンドで

利用・保持する機能を外部から利用しやすいかたちに切

確認し，Y さんが効率的に業務遂行し，Z さんがリモー

り出して，サービスとして定義・提供し，さらには複数

ト保守やサーバ構成を適宜分析することを可能にしたの

のサービスを組み合わせることでシステム間連携を実現

は，従来のように個々の手続きやシステム群をバラバラ

するアーキテクチャのことである．

にモニタリングするのではなく，システム全体を対象に，

SOA 化が進むことで，たとえば，転入届け受付や児

連携したサービス全体を「見える化」したからである．

童手当給付申請という機能群が，外部からサービスとし

それでは，この近未来の場景を実現するためには，どの

て利用可能になり，これらサービスを連携させることで，

ような技術が必要であろうか？

組織をまたがるシステム間の連携を実現することができ
る．連携されたサービス群は，ビジネスプロセスとも呼

広域サービスを「見える化」する
● SOA への期待
インターネット技術はその初期段階において，メール
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ばれる．この仕組みを用いることで，複数組織から提供
されるサービス群がパッケージ化され，よりニーズにあ
った利便性の高いサービスのパッケージとして利用でき
る環境が整う．

複数組織がかかわるビジネスプロセスを改善するためのモニタリング技術
顧客への高い付加価値サービスの提供
幅広いサービス選択

ビジネスプロセスの見える化

把握するべき情報項目の明確化
把握するべき情報項目の明確化

その他

散在する情報を収集する仕組みの定義
散在する情報を収集する仕組みの定義
仕様に関する広範囲な
仕様に関する広範囲な
関係者の合意（長期間）

収集する仕組みの実現
（含，即時
性，高効率性
含，即時性
，高効率性）

標準規約の策定

情報モデルの定義

アーキテクチャの定義

要件：ビジネスプロセス、サービス、
要件：ビジネスプロセス，サービス，
システムリソース間の
関係を把握
システムリソース間の関係を把握
できること。
できること．

要件：効率よく柔軟にモニタリング
要件：効率よく柔軟にモニタリング
できること。
できること．

左記技術課題に対する
左記技術課題に対する
仕様化
研究成果の標準
化
研究成果の標準仕様

図 -2 高付加価値を生み出
すモニタリングの技術課題

研究するべき技術課題

● 広域サービスの「見える化」

て検討されるべき事項である．一方，特にモニタリング

高い利便性をもたらし得る SOA ではあるが，さらに

の要件として，ビジネスプロセスの状況をできる限り早

より高い価値を提供するためには，その上で進められる

期に把握することも重要である．そのため収集する仕組

ビジネスプロセスの実施状況・品質などをモニタリン

みには即時性や効率性が要求される．

グできることと，サービス選択の幅が広いことが重要に

一般に，あるビジネスプロセスは複数のサービスを順

なる．なぜならば，ビジネスプロセスの実施状況・品質

番に呼び出すことで実行される．したがって，広域サー

をモニタリングすることができれば，その品質を低下さ

ビスを「見える化」するためには，「ビジネスプロセス」

せているサービスや，それを実施しているシステムリソ

と「サービス」に関連した情報が必要であり，常にこれ

ースを特定でき，対策を講じることができるからである．

らをモニタリングする必要がある．また，あるサービス

さらに品質低下個所と交換可能なサービスが多数提供さ

の実施にはシステムリソースが割り付けられ，消費され

れていれば，品質改善への寄与が大きい同等の別サービ

る．したがって，品質低下個所（サービス）を発見した際，

スを探し出す機会も大きくなる．

その原因がどこにあるのかを調べるため，
「システムリ

ビジネスプロセスを改善するために実施状況・品質を

ソース」と「サービス」，さらには「ビジネスプロセス」

正しく把握しようとする取り組みを，
一般には「可視化」

のモニタリング結果について関係を把握する必要がある．

や「見える化」と呼ぶ．前述のような広域サービスによ

そして，広域化した環境で，これらの観測結果を効率よ

るビジネスプロセスも，
「見える化」することで広域サ

く柔軟に収集する手法も必要となる．

ービス全体の視点からの改善が可能となる．

そこで，図 -2 に記した「ビジネスプロセス」「サービ

ビジネスプロセスを「見える化」するためには，散在

ス」「システムリソース」の関係を把握できる情報モデ

する情報を収集する仕組みが必要になる（図 -2）
．さら

ル，常に効率よく柔軟に情報収集できるモニタリング

にそのためには，広域なサービス群やビジネスプロセス

のためのアーキテクチャの明確化が重要な技術課題とな

の関与者が長期間にわたり提供可能な情報項目やサービ

る．それらを実現する技術の提案を含む筆者らの研究を，

スの「仕様」に関して，合意する必要がある．特にこの

以下に紹介する．なお，情報モデルなどの規定はないが，

場合，広範囲に合意形成されることが重要である．なぜ

Web サービスを用いてシステム管理を行うための概念

ならば，サービスの広域化が進み関係者が増加した際に，

アーキテクチャを提案した文献 1）もあり，参考になる．

個々のサービスに関連して生ずる「見える化」のための

必要に応じて参照されたい．

情報項目に共通性が少ない場合や，「見える化」するた
めのサービスの相互接続性がない場合，見える化できる
範囲が限定され，ビジネスプロセス改善の効果も限定的
になるためである．したがって，これらは標準規約とし

広域サービスのモニタリング構成技術
ここでは，図 -1 に示した電子自治体における広域サ
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管理アプリケーション

可視化機能
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サービス
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情報モデル定義

Audit 提供機能
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Audit データ

Audit データ
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実
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ソフトウェア
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Audit データ

Audit提供機能
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Audit データ

ハードウェア

Audit データ

業務ユニット2

Audit データ

ハードウェア

ソフトウェア
計算機

Audit 提供機能

図 -3

Audit データ

業務ユニット3

ビジネスプロセス実行

Audit データ

Audit提供機能

Audit データ

計算機

Audit データ

ハードウェア

ソフトウェア

＜組織1＞

Audit 提供機能

Audit データ

ビジネスプロセス実行

Audit データ収集

Audit提供機能

業務ユニット3
業

Audit データ

業務ユニット3

計算機

Audit データ
Audit データ Audit データ
Audit データ Audit データ
Audit データ Audit データ
Audit データ

業務ユニット1

Audit データ

業務ユニット2

Audit データ

統合Audit
統合Audit 管理

Audit データ収集

Audit データ

Audit データ

ビジネスプロセス
情報モデル定義

モニタリング機能の構成と情報の流れ

ービスを例に，モニタリングするためのアーキテクチャ

組織に散在する計算機は，本来の用途で生成するデータ

と情報モデルについて説明する．最後に，このアーキテ

のほかに，ソフトウェアやハードウェア，ビジネスプロ

クチャ上で情報モデルにそった情報が流通することで実

セス実行，各種業務ユニットに関する Audit データを

現する，システムリソースのキャパシティ情報に基づく

自動的に生成する．管理アプリケーションは，これらの

ビジネスプロセス改善例を記す．

各種 Audit データを収集し，その内部データベースで
ある，統合 Audit 管理へ蓄積する．そして，可視化機

● モニタリングのアーキテクチャ
冒頭の場景で登場した，B 市児童手当が手続き中であ
ること，A 市の課税証明発行が遅延していることは，B

能や分析機能を通じて Audit データを情報モデル定義
と関連付けて加工し，利用者に提示する．
こ の 情 報 の 流 れ を 効 率 よ く 柔 軟 に 処 理 す る た め，

市児童手当給付サービスの状態や A 市課税証明発行サ

図 -4 に示す「情報モデル」
「Audit データ」
「Audit 提供

ービスの状態をモニタリングすることで把握できる．同

機能」「プロトコル」
「管理アプリケーション」の 5 つ

じく，A 市のネットワーク設備障害についても，A 市ネ

の機能区分を定義する．

ットワーク機器の状態をモニタリングすることで把握で

（1）情報モデル

きる．これら，サービスやシステムリソースの，ある一

情報モデルは，観測対象の構造や関連するクラス間の

時点の状態を示すデータは，従来，“ログ”，“イベント

関係を定義する．たとえば，観測対象が備える各種プロ

データ” 等の種々の名称で定義されてきた．しかしサー

パティや，前述クラスのインスタンスを一意に識別する

ビスやシステムリソース全般を対象とすることを明確に

識別子，前述クラス間の関係に関する性質，インスタン

する目的で，筆者らはこれを統一的に “Audit データ”

ス個数に関する制約などが定義される．ここでは情報モ

と呼ぶ．広域サービスのモニタリングとは，さまざまな

デルで中心的な 3 つの事項について概説し，詳細は後

場所に散在する計算機などのシステムリソースの Audit
データや，計算機上で提供されるサービスの Audit デ
ータを収集し，ビジネスプロセスと関連付けて把握する
こと，と見ることができる．

述する．
「ビジネスプロセス」
ビジネスプロセスとは，1 つ以上のサービスで構成さ
れる一連の処理である．ビジネスプロセス自身が，サー

図 -3 に，広域サービスシステムのモニタリングを実

ビスとしての特性を備えており，あるビジネスプロセス

現するための機能構成と情報の流れを記す．さまざまな

が別のビジネスプロセスの構成要素になるように階層的
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複数組織がかかわるビジネスプロセスを改善するためのモニタリング技術

広域サービスモニタリング機能
観測対象

(1)情報モデル

・観測対象の構造定義

ビジネスプロセス

サービス

システムリソース

(2)Audit データ
サービスAudit
メッセージAudit

システムリソースAudit
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サービス
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Audit 提供機能
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システムリソース
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サービス監視

リソース監視

ビジネスプロセス Audit
(3)Audit 提供機能

Web

(4)プロトコル

・情報モデルの一表現
・表現単位の変換
・Auditデータの提供
・管理アプリケーションへの
Webサービスインタフェース
の提供
・さまざまな環境の考慮

WSDM

サービス

・観測対象間の関係定義

(5)管理アプリケーション
プロセス監視

図 -4

・新たな観測対象への対応
・Auditデータの統合
・管理機能の提供

広域サービスのモニタリングのアーキテクチャ

に定義される場合もある．
「サービス」

い粒度でモニタリングすることができない場合もあり，

Audit データの表現単位が情報モデル定義と異なること

サービスとは，他のサービスやビジネスプロセス，プ

も考慮する必要がある．たとえば，「サービス」の内部

ログラム等から呼び出される機能単位のことであり，サ

状態を正しくモニタリングするには，サービスの実体で

ービス起動インタフェースが定義されているものを指す．

あるプログラムの内部状態をモニタリングできる必要が

実際には計算機上のプログラムにマッピングされ，実行

あるが，そのプログラムに何らかのプローブが埋め込ま

時にシステムリソースを消費する．実行する計算機との

れていない場合には，内部状態を直接モニタリングで

関係も情報モデルには定義される．

きない．その場合，Audit 提供機能はサービスの入出力

「システムリソース」

部分でメッセージを捕捉し生成した Audit（メッセージ

システムリソースとは，上記ビジネスプロセスやサー

Audit と呼ぶ）を管理アプリケーションに提供し，管理

ビスの実行時に消費される，CPU やネットワークポー

アプリケーションはメッセージ Audit を用いてサービ

ト等のリソースである．

スの内部状態を推測する．

（2）Audit データ

（3）Audit 提供機能

Audit データは，情報モデルで定義された観測対象の

観測対象が生成する Audit データを，管理アプリケ

ある一時点における状態，スナップショット像，あるい

ーションに提供する機能であり，Web サービスとして

はそれらの集合が，プロトコルに準拠して表現可能な形

公開される．先の情報モデルの 3 つの事項に対応して，

式で記述されたデータである．Audit データは，観測対

この機能も 3 種の提供機能が定義される．さらに管理

象が周期的に自動生成する場合と，何らかのイベント発

アプリケーションと情報提供機能の間を仲介し Audit

生に伴い生成される場合がある．

データを集配信する各種の Proxy 機能も，Audit 提供機

Audit データは観測対象の状態を表現しているので，
情報モデル定義と等しい粒度とするのが最もリーズナ
ブルな考え方である．しかし，情報モデル定義と等し

能の一種として定義される．
（4）プロトコル
管理アプリケーションと Audit 提供機能が通信する
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地 域 サービスの 高 度 化 に 向 けて
記録管理要素群
記録管理要素群
仮想プロセス履歴
-更新日時 : Date
-状態 : int

仮想プロセス状態

*

-生成日時 : Date
-更新日時 : Date
-状態 : int

*

*

-仮想プロセス名 : String(P)

1..*
プロセス定義

内部状態
-生成日時 : Date
-更新日時 : Date
-状態 : int

*

- from

- to
内部実行単位

-プロセスインスタンスID : String

*

-プロセス定義名 : String

Communication

*

*
プロセスインスタンス

プロセス履歴

仮想プロセス定義

*

- sender, receiver

*

履歴
-生成日時 : Date
-更新日時 : Date
-状態 : int

記述管理要素群
記述管理要素群

メッセージ
- メッセージID : String(P)
- メッセージ内容 : Object
- type : String
- 送信日時 : Date
- 受信日時 : Date

*

*

Endpoint
-URI : String

BPEL定義

非 BPELアプリのBPEL定義

*

*

WebService 履歴 *
WSアプリケーション

BPELエンジン

-子

0..*
BPELアクティビティ定義

*

-アクティビティID : String
-アクティビティ種別 : int

BPELアクティビティインスタンス
エンジン

*

*

1
-親

WSアプリアクティビティインスタンス

*
*
業務キー

-エンジンID : String(P)

*

*

非BPELアプリのアクティビティ定義
-チェックポイントID : String

実行体
-実行体 ID : String(P)

-キー名 : String
-キー値 : String

図 -5 ビジネスプロセス，サービスに関するクラス構成（抜粋版）

ためのプロトコルである．広域サービスの実行環境下で

（1）ビジネスプロセス／サービスの情報モデル

は，管理アプリケーションの計算機と Audit 提供機能

図 -5 は，ビジネスプロセスとサービスに関する情報

を実装する計算機は，イントラネットのみならず，イン

モデルである．この情報モデルは，管理アプリケーショ

ターネットを介して接続される場合もある．さらにモニ

ンがビジネスプロセス／サービスの実行環境から分析・

タリングの最中に新たな観測対象の追加や組み込みにも

可視化に使用する情報を取得する際に前提として参照さ

対応する場合もある．そこで，マルチベンダ環境，イン

れる．

ターネット環境，イントラネット環境などのさまざまな

管理アプリケーションでは，ビジネスプロセス／サー

環境を考慮したプロトコルである必要がある．これらの

ビスが実行されたときに生成されるビジネスプロセス

要求を満たすものには，OASIS WSDM（Web Services

Audit，サービス Audit，メッセージ Audit 等の Audit

）

Distributed Management）2 や OASIS WS-RF（Web
3）

データを，それらのビジネスプロセスの定義情報と関係

Services Resource Framework） 等の，Web サービス

付けて利用する．これにより，たとえば，あるビジネス

をベースとしたプロトコルがある．

プロセスで問題が発生した場合，どのサービスで，どの

（5）管理アプリケーション

サービス起動が問題となり，他サービス起動はいかなる

管理アプリケーションは，情報提供機能から収集した

動作状態にあるか，等の状況分析が可能となる．このた

各種の Audit データを統合し，冒頭の場景で述べた進

めには，前述の Audit データには，ビジネスプロセス

捗管理やシステム障害監視の機能を提供する．情報モ

のインスタンスごとの起動に関する情報や，どのビジネ

デルで中心になる 3 事項に応じて，3 種類の監視があり，

スプロセス定義に帰属するか，等のビジネスプロセス定

Audit 提供機能から Audit データを受け取る Web サー

義に関係する情報を含む必要がある．さらに管理アプリ

ビスのコンシューマ機能を持つ．

ケーションで状況分析ができる程度に Audit データが
十分蓄積されている必要がある．

● モニタリングに関する情報モデル

図 -5 の情報モデルは，上記の分析を実施するために

ここでは，「ビジネスプロセス／サービス」「システム

必要となるクラスを含み，大きくは 2 つのクラス群か

リソース」に属するクラスが備えるプロパティや，各ク

ら構成される．1 つは観測対象の静的関係構造の記述管

ラス間の関連について説明する．

理をするもので，このクラス群を “記述管理要素群” と
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複数組織がかかわるビジネスプロセスを改善するためのモニタリング技術
呼ぶ．これに対して，もう一方のクラス群は各観測対象

「仮想プロセス定義」クラスに対応して，最も大きな単

が生成する Audit データに含まれ，内部状態の変遷に

位として観測結果を統合する「仮想プロセス状態」クラ

関する情報を管理するもので “記録管理要素群” と呼ぶ．

スが存在し，その各インスタンスはビジネスプロセス起

記述管理要素群は図 -5 の右半分のクラス群で，ビジ

動・実行に相当する．ビジネスプロセスの実行時には，

ネスプロセスを構成するさまざまな粒度レベル（全体を

ビジネスプロセス Audit，サービス Audit，メッセージ

俯瞰する粒度レベルから単一サービスの単一挙動に関す

Audit 等の Audit データが生成され，それらが受信・処

る粒度レベル）に対応した階層的な構造を持つ．

理された段階で，記録管理要素群のクラス群の各インス

この情報モデルでは，冒頭例の引越し関連の手続きの

タンスが生成され，更新される．

依頼サービス全体に相当するような，複数組織にまたが

たとえば，
「BPEL エンジン」が「BPEL 定義」を実行

って実行され，メッセージの送受信によって関係付けら

するときは，その状態変化に関する情報を扱うビジネス

れる複数のビジネスプロセス群／サービス群から構成さ

プロセス Audit が生成され，メッセージ送受信に関す

れる階層的なビジネスプロセス概念全体を “仮想プロセ

る情報を扱うメッセージ Audit と関連して「プロセス

ス” と称し，そのプロセス定義を「仮想プロセス定義」

インスタンス」「BPEL アクティビティインスタンス」の

クラスで表す．“仮想プロセス” は，プロセスを俯瞰す

各クラス群のインスタンスが生成，更新される．

る概念であるため，これに直接システムリソースが割り
付けられることはない．
“仮想プロセス” の構成要素に相当し，システムリソ

さらに明示的な業務フロー定義を持たない Web サー
ビスにおいて，「非 BPEL アプリの BPEL 定義」に対応す
る Audit データを出力するよう設定している場合には，

ース上で実行される単位を “プロセス” と称し，その定

サービス Audit が生成される．これらの Audit データ

義を「プロセス定義」クラスで表す．“プロセス” はさ

には上記定義に対応して，いつ（イベントやメッセージ

らに 2 種類に大別される．1 つは WS-BPEL 定義などで

の発生時刻），どこで（イベントが発生した計算機の識

業務フローを記述・定義した “Web サービス” であり，

別子や，メッセージの送信・受信対）
，何が（サービス

そのプロセス定義を「BPEL 定義」クラスで表す．なお，

のインスタンスの識別子とそのインスタンスが属するビ

WS-BPEL については文献 4）を参照されたい．

ジネスプロセス定義，メッセージ ID）
，どのように（プ

もう 1 つは，明示的な業務フロー定義を持たない
“Web サービス” である．これを前者と同様に扱うため

ロセス定義におけるイベントの位置，種別，状態，メッ
セージのタイプ），に関する項目が含まれる．

に，ビジネスプロセス上で観測したい業務実行過程（チ

プロセスインスタンスなどの各種インスタンスの履歴

ェックポイント）の列を擬似的に WS-BPEL で記述した

は「仮想プロセス履歴」クラス配下の各種履歴用クラ

定義の導入を図る．このプロセス定義を「非 BPEL アプ

スで扱われる．ここでは，複数の Audit データを適宜，

リの BPEL 定義」クラスで表す．

受信し，終了状態になることで，状態管理が各種履歴用

一方，これらの定義が配置され実行される単位を，
「エ

クラスに移行する．そして，これらのクラスを通してビ

ンジン」
（BPEL エンジンないし WS アプリケーション）

ジネスプロセスのインスタンスごとの状態履歴の記録が

と「実行体」の 2 種類のクラスで定義する．「エンジン」

でき，仮想プロセスの挙動履歴を把握することができる．

クラスとは，前述「プロセス定義」クラスを実行する論
理的な “処理系” であり，「実行体」クラスとは，物理
的に「エンジン」クラスを構成・実行するシステムリソ
ースに相当する．
｢BPEL 定義 ｣ クラスはさらに，内部動作を具体的に記

（2）システムリソースの情報モデル
シ ス テ ム リ ソ ー ス の 分 野 で は，SNMP（Simple

Network Management Protocol) に お け る MIB
（Management Information Base ) や WBEM（Web

Web サービスとの通信を定義する「Endpoint」のクラ

Based Enterprise Management) に お け る CIM
（Common Information Model) 等，既存情報モデルが

ス群を用いて木構造で表現される．｢BPEL 定義 ｣ クラス

複数存在する．そこで本研究では，新たに情報モデルを

配下のものは，WS-BPEL の記述構造と相似に定義され

定義するのではなく，これら既存情報モデルの中から，

る．「非 BPEL アプリの BPEL 定義」も同様に「非 BPEL

標準化された豊富なスキーマ，インターネット親和性の

アプリのアクティビティ定義」クラスを用いて表現され

高さ等を長所に持つ CIM を採用し，その上でシステム

るが，BPEL 定義とは異なり「非 BPEL アプリのアクテ

リソースの CIM スキーマとビジネスプロセス／サービ

ィビティ定義」クラス以上の詳細化・分解はしない．

スの情報モデルとの関連付けを試みている．

述するための「BPEL アクティビティ定義」クラス，他

一方，記録管理要素群は，図 -5 の左半分のクラス群
で，記述管理要素群とおおむね相似の階層構造を持つ．

）

DMTF（Distributed Management Task Force）5

で 標 準 化 さ れ て い る CIM ス キ ー マ か ら 一 例 を 示 す
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図 -6 リソースキャパシティ情
報に基づくビジネスプロセス改
善例

と， 最 大 動 作 周 波 数（MaxClockSpeed） や 負 荷 率

に難しくなっている．負荷ピークの見積もりが甘ければ

（LoadPercentage）をプロパティに持つ CIM_Processor，

ビジネスプロセスの遅延を引き起こすリスクが増し，逆

空き物理メモリ容量（FreePhysicalMemory）や総仮想

に安全率を高く見積もりすぎればシステム全体でシステ

メモリ容量（TotalVirtualMemorySize）をプロパティに

ムリソースの無駄が発生し，高コストなサービスとなる．

持つ CIM_OperatingSystem，プロセッサや OS が稼働

これらの課題に対する解決策の 1 つとして，サーバ仮

する計算機を表現する CIM_ComputerSystem などが

想化技術やグリッドコンピューティング 6 などのリソ

ある．この CIM_ComputerSystem は，図 -5 上の「実

ース共有技術が注目されている．

）

行体」クラスと意味的に等価であるため，この実行体お

リソース共有技術は，同一組織内でリソースを共有す

よび CIM_ComputerSystem の関係を通じて，ビジネ

る場合や，複数組織間でリソース共有の合意が得られ

スプロセス／サービスとシステムリソースの情報モデル

ている場合にしか適用できない．しかし今まで述べてき

が関係付けられる．これにより，たとえばシステムリソ

たモニタリング技術を活用すれば，リソース共有に対す

ースのキャパシティに関して，従来運用管理でよく見ら

る合意はなくとも，リソース情報の公開に対する合意が

れた固定期間におけるリソースごとの統計的な消費傾向

あれば，SOA 環境におけるキャパシティ計画の困難さ

の把握のみならず，新たな視点としてビジネスプロセス

を回避できる．それは，図 -6 のようにシステム全体の

ごと，サービスごとに割り付けられるリソース実体とキ

総リソースのキャパシティをリアルタイムでモニタリン

ャパシティとの関係把握が可能となる．この意義は，広

グし，その結果を基にサービス実施や各ビジネスプロセ

域サービスの「見える化」で触れた品質低下個所の改善

スの実行を制御する方法である．図 -6 中では，当初 S1

を考えれば明らかであろう．

→ S2 →…S5 とサービスを順次呼び出すビジネスプロ
セスが定義されている，と仮定する．ここで，メッセー

● リソースキャパシティ情報に基づく

ジ Audit 提供からメッセージ Audit を観測し，サービ

ビジネスプロセス改善例

ス S1 の状態をモニタリングした結果，現時点ではシス

次に，観測対象としてのビジネスプロセス／サービス

テムリソースのキャパシティに余裕が少ないことが判明

とシステムリソースの関係，およびそれらをモニタリン

した場合，たとえば，サービス S1 より先に別サービス

グするアーキテクチャを用いた，リソースキャパシティ

S4 を呼び出すように，ビジネスプロセスの再定義を行

情報に基づくビジネスプロセス改善例を説明する．

う等の改善案が考えられる．冒頭の近未来の引越し手続

SOA 化・広域サービス化が進むにつれ，各サービス

きの場景例でいえば，X さんからの依頼を受けた引越し

がさまざまな利用者からオンデマンドに呼び出される

ポータルのビジネスプロセスは，B 市や電力会社が提供

ため，サービスとリソースの割付関係が複雑化し，シス

するサービス向けシステムリソースのキャパシティをモ

テムリソースのキャパシティの把握・見積もりが飛躍的

ニタリングし，よりキャパシティに余裕あるサービスへ
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複数組織がかかわるビジネスプロセスを改善するためのモニタリング技術
迂回，実施するようビジネスプロセスを再定義する．
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
以上のように，Web サービスという標準技術を核と
した図 -4 に記す 5 区分からなるアーキテクチャを用い
ることで，複数の計算機からビジネスプロセスやシステ
ムリソースの情報を収集することが容易になり，図 -5
に示したビジネスプロセス／サービスの情報モデルや

CIM によるシステムリソース情報モデルを用いること
で，ビジネスプロセス／サービス／システムリソースを
セットにしてビジネスプロセス，ならびに業務内容の改
善が可能となる．
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まとめと今後の課題
本稿では，引越し手続きを題材として，広域サービス
を「見える化」するためのモニタリング技術の背景，な
らびに 1 つの取り組み事例として筆者らの研究を通し
て，構成，要素技術等を紹介した．この研究により，従
来，曖昧であったビジネスプロセス，サービス，システ
ムリソースを扱う情報モデルの試案が，初めて定義され
ることになり，意義ある成果と考えている．今後は，こ
の研究を基礎として，
「見える化」におけるプレゼンテ
ーション，つまり「見せ方」についての研究成果や，他
分野への転用・発展も期待したい．
ビジネスプロセス，情報システムパラダイムは，変革
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