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現在，インターネットソリューショ
ンを指向したミドルウェアの研究開
発に従事。

　

　

　インターネット上でユーザとサービス提供者を相互につなぐ仕組みが今後ますます重
要になってきており，ISP（Internet Service Provider）にとって大きなビジネスチャンス
が到来している。このような次世代インターネットのコア技術としてユーザとサービス
提供者が双方向に情報を提供し合い，ネットワーク上で両者の希望をマッチさせて双方
が満足できるソリューションを提供する仕組みが期待されている。
　本稿では，エージェント技術によりこれらの仕組みがいかに実現されるかを実例をも
とに説明し，そのための要素技術を紹介するとともに，今後の方向性を展望する。

　

　

あらまし

Abstract

エージェント技術

Coordinating users and services on the Internet is becoming more and more important, which
will provide ISPs with even more business opportunities.  The next-generation Internet must
provide a mechanism that enables users and services to exchange information and match their
requirements on the Internet.  This paper uses actual examples to describe how agent
technologies can be used to realize these core technologies, introduces the required element
technologies, and discusses the future direction of Internet middleware.
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ま　え　が　き

　Everything on the Internetの流れの中で，実生活のすべ

ての活動がインターネット上にシフトする方向で進んで

いる。また，今後IMT-2000で始まる本格的なモバイル環

境の登場により，ユーザの裾野がますます広がっていく

と考えられる。したがって，これらインターネット上で

ユーザとサービス提供者を相互につなぐ機能が今後ます

ます重要になり，ISP（Internet Service Provider）にとって

大きなビジネスチャンスが到来していると言うことがで

きる。このとき従来の検索エンジンのようにサーバから

一方的に情報を提供する形式ではなく，ユーザとサービ

ス提供者が双方向に情報を提供し合いISPにおいて両者の

希望をマッチさせて双方が満足できるソリューションを

提供する仕組みが重要である。

　本稿では，このような次世代インターネットにおける

サービス仲介を実現するインターネットミドルウェア技

術，中でもエージェント技術に焦点を当てて紹介する。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○現状の仲介技術の限界とエージェント

　現在のインターネット環境においては，Web技術をフ

ロントエンドに分散オブジェクト技術をバックエンドに

配置することにより，クライアントから各種サービスへ

の橋渡しをできるようにするアプリケーションサーバ連

携が主流である。ただし，これらは事前設計によるサー

ビス記述を前提としているため，連携相手やサービスが

運用時には固定的で，ユーザカストマイズや運用中の

サービス追加や変更が難しい問題がある。これからは，

よりユーザに近い位置でのサービス連携を可能とし，

ユーザの要求に応じてその都度最適なサービスを組み合

わせて提供するワンストップ型のソリューションを実現

できるアーキテクチャが望まれる。

　図-１はそのイメージを書いたものであり，ユーザの要求

やプロファイル情報に基づいて動的に連携サービスを選

択し，しかも運用しながらこれらの相互関係を変えられ

る仕組みが今後重要になると考えられる。このように，

ユーザの視点でインターネット上の様々なサービスを仲

介・統合するための共通基盤として著者らはエージェン

ト技術の活用を従来より検討，開発してきた。

　一般にエージェント技術は，人間の代行機能として賢

さを強調したものがよく知られており，インテリジェン

トエージェントなどと呼ばれている。しかし従来のエー

ジェントはアプリケーションごとに個別に作られたもの

がほとんどであり，異なる場所で開発されたエージェン

ト同士は，たとえ同一社内でも相互連携は事実上できて

いないのが現状である。エージェントのねらいは，個別

に開発された機能ごとのコンポーネントサービスを運用

時に自由に組み合わせて複雑な機能を実現することであ

り，このような相互協調の場をいかに作るかが最も重要

である。著者らはこのような観点から，インテリジェン

トな機能を実現することよりもむしろ，これらのモ

ジュールがユーザの視点で相互連携できる仕組みをいか

に実現できるかという観点で，エージェントミドルウェ

アを開発している。

　エージェントは，このように異種システム間でも自由

に連携できることが重要であり，研究開発も国際標準化

の活動と連動して推進していくことが不可欠である。ミ

ドルウェアに関する他社動向としては，フロントエンド

とバックエンドを相互連携させる仕組みとして，各社と

もEDIのBtoBアプリケーションを想定したXMLベースで

の共通プロトコルを策定すべく模索している。SOAP，

UDDIなどがこの代表であり，今後はこれらの環境の上

に，ネットワークプログラミング言語とサービス仲介の

仕組みが統合されて発展していくと考えられる。エージェ

ント技術はこの方向に沿ってより柔軟な連携を実現するた

めの拡張機能であり，本格的な開発はこれからという状況

である。今まさに各社が水面下で模索している技術と考

えられる。著者らはこのような観点から，従来よりFIPA

（Foundation for Intelligent and Physical Agents）における

標準化活動やここで規定しているAbstract Architectureを

Java-APIで実現するJAS（Java Agent Service）のJCPのデ

ファクト化活動を主体的に推進している。JAS-JCPは2000

年９月に仕様提案し，2001年７月にはドラフトが発行さ

れる計画で進んでおり，SUN，IBM，HPなども仕様策定

に参加している。
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図-1　エージェントミドルウェア
Fig.1-Agent middleware.
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○エージェントミドルウェアの要素技術

　まず，現在富士通研究所で進めているエージェントミ

ドルウェアを使ったInfomediaryサービスのプロトタイプ

システムを紹介する。このシステムは，ユーザの抽象的

な要求から具体的なサービスに分解して，それらに必要

となるサービス提供者を随時集めて競争入札などにより

最適なソリューションを選択するシステムである。ここで

は，出張関連作業を一連のサービスの組合せで実現してい

る。システムの基本構成を図-２に示す。ユーザが出張の

レシピを選択すると，まず出張の予定を入力するために

既存のスケジュール管理ソフト（ここではTeam Calendar）

が呼び出される。するとエージェントは出張日程，出張

先，ユーザの現在位置から，必要な処理を実現する旅行

代理店のアプリケーションを呼び出し，ユーザの希望に

合ったホテルと交通手段を提供しているサーバを共有の

場に集め，ここで競争入札が行われ，最適な組合せが提

案される。ここでソリューションを決定すると，続いて

オフィスの庶務アプリケーションが呼ばれ（ここではMy

OFFICE），一連の出張前処理が自動的に完了するという

ワンストップソリューションを実現することになる。

　このシステムの裏で実現されている新規の技術要素を

以下に説明する。

●　レシピによるサービス記述

　従来のソリューションは，サービス対応に単一のプロ

グラムをその都度作成してきた。しかし，例えばパソコ

ンの購入や旅行の予約といった一見相互関係がないよう

なサービスであっても，Infomediaryサービスという括り

で考えると動作の基本部分はほとんど共通であり，ユー

ザ対応のカストマイズが必要な部分を局所化することが

可能である。これにより基本プログラムは共通で，これ

を起動するためのデータを取りかえるだけで様々なユー

ザに対応可能なアーキテクチャとなっている。これをレ

シピベースシステムと名付けている。

●　ユーザとサービスの仲介

　Infomediaryシステムにおいては，サービスを要求する

側とサービスを提供する側の希望にマッチしたもの同士

を仲介することが最も重要な役割の一つである。このよ

うなサービス仲介を一般的に分類すると図-３の四つのパ

ターンに帰着される。図中，Mはメディエータ（情報仲介

者），Aがユーザ，Bがサービス提供者である。

（1）　リコメンディング

　あらかじめ情報提供者がメディエータに登録されてお

り，ユーザ要求に対してサービスをアクセスするための

情報を提供する形態である。一般にイエローページサー

ビスと呼ばれているもので，Yahooなど世の中にある検

索エンジンやNapsterはこのモデルに相当する。

（2）　ブローカリング

　リコメンディングより一歩踏み込んだ仲介として，メ

ディエータがユーザの代りとなってサーバを検索し，そ

れらを統合した形でユーザに提供する形態である。プロ

キシ型サービスである。複数のデータベースから必要情

報を集めて提供する富士通製品AgentPROなどはこのモデ

ルに相当する。

（3）　リクルーティング

　これは，上記（1）と（2）の中間形態であり，メディエー

タが代理となって検索はするが，回答はサーバから直接

返されるというモデルである。（2）でメディエータに負荷

が集中しすぎることを解決するモデルである。Gnutella

は，メディエータという明確な役割は規定されていない
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図-2　Infomediaryシステム
Fig.2-Infomediary system.
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ものの，原理的にはこのモデルに相当する。

（4）　サブスクライビング

　これは，今までとは逆にサービスを要求する側があら

かじめその条件をメディエータに登録しておき，条件に

合致した時点でユーザに通知するという形態である。

メールの自動配信や株価変動に応じた情報プッシュなど

がこのモデルに相当する。

　Infomediaryシステムを設計するときには，サービスに

よらない共通部分をなるべく多くするという意味からも

これらの四つのパターンすべてに対応できる共通モデル

を提供してユーザの要求に合わせたカストマイズが容易

に行える工夫が必要である。著者らは，この観点から以

下のフィールド通信モデルを開発している。

●　フィールド通信

　次世代インターネットの要件として，従来の決まった

相手との１対１通信だけでなく，最近話題のネットワー

クオークションやコミュニティサービスなど，不特定多

数とのインタラクションを容易に実現できる仕組みが望

まれている。ここでは，あるサービスをユーザが要求す

るたびにそれに関連するサービス提供者やユーザを集め

て動的に情報共有の場を提供する仕組みと，この中で同

報通信ができる仕組みを提供する技術を開発している。

　図-４はフィールド通信モデルであり，ユーザまたは

サービス提供者の要求に応じて情報共有の場を生成した

り，削除したりする仕組みをメディエータにより実現す

る。メディエータの役割を重くするか軽くするかを設計

時に調整することにより，この仕組みを使って図-３に示

した四つの仲介サービスのすべてに対応できることが特

長である。

　このようなフィールドを使ってオークションのような

n 対 n 通信をいかに実現するかが課題であるが，これに

はフィールドに流れるメッセージの中の特定パターンに

反応して対応する処理を実現し，処理結果を再度フィー

ルドに送信するモデルを各エージェントが処理すること

により一連の処理を連携していくモデルを開発してい

る。メッセージをいかに処理するかは，データとして外

部にレシピとして定義できるのでエージェントの基本通

信部分は共通化が可能である。また，インターネット上

のメッセージは今後XMLをベースに統合される方向にあ

り，XML文書のタグ情報でフィルタリングをかける機構

にしておくことで汎用的な枠組みとして確立することが

できる。

●　アダプテーション技術

　共通プログラムとレシピで，基本動作が共通でデータ

を変えるだけで対応できるようになるが，これに加えて

プログラム自体も動的に追加，削除ができれば更に柔軟

な対応が可能となる。Javaは，プログラムコードを実行

時に移動させて遠隔実行できる機能が備わっているが，

著者らはJavaに不足している機能をライブラリとして実

現するエージェント開発環境も開発しており，

Pathwalkerとして富士通研究所のフリーソフトとして公

開している。これは非同期通信ライブラリと，プログラ

ム（Actionと呼ぶ単位で）を追加・削除できる移動コード

ライブラリから成っており，他エージェントの処理内容

を遠隔更新することが可能である。図-５はこのライブラ

リを用いたエージェントシステムの仕組みである。

　Infomediaryシステムの実用化事例としてCRM関連製品

のBroadChannel Connectorを紹介する。これは分散コー

ルセンタにおいて顧客からのコールをそのときの最適担

当者を動的に割り当てるシステムであり，グローバル環

境において24時間サポートを実現するための仕組みとし

て製品化されている。顧客のコールの内容と担当できる

担当者のプロファイルをマッチングする機構として前述
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図-4　フィールド通信モデル
Fig.4-Field communication model.
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図-6　エージェントミドルウェアのゴール
Fig.6-Goal of the agent middleware.

したエージェント技術が適用されている。

　このように，サービスを実現できる提供者が複数存在

してその中から最適な一つを選択するような，n 対 n の

仲介システムとしてエージェントは大きな効果を発揮す

る。このような対象は今後インターネット上でますます

増加すると考えられる。図-６は，エージェントミドル

ウェアで実現しようとしている最終ゴールである。現状

に加えてあいまいなユーザ要求から具体的な要求に展開
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する仕組み，運用中のサービスの自由な変更，プラグア

ンドプレイによるサービスの追加をこの基盤の上に構築

して柔軟性を向上させるとともに，連携基盤自体のス

ケーラビリティを向上させ大規模ネットワークで実現で

きるシステムへと成長させることが目標である。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○む　　す　　び

　ユーザとサービス提供者の柔軟な連携基盤としてエー

ジェントミドルウェアを開発し，実用化を推進してき

た。近年XMLがコンテンツの共通基盤として普及してお

り，これをベースにした連携基盤が現実味を増してきて

いる。現状ではコンテンツの表現形式を各ドメインで定

義しているのが現状であるが，これからはこの基盤の上

にインテリジェントな連携機構としてのエージェント技

術がオーバレイしていくことになる。今後の課題として

は，業界のデファクト化を目指し，JCPでの活動を推進し

てエージェント技術におけるリーダーシップを維持する

とともに，ドラフト公開に同期して新技術採用の基盤製

品を市場に提供することを目指さなければならない。こ

のときエージェントならではのインテリジェントな機能

とユーザカストマイズが容易に実現できる仕組みを組み

合わせて，様々なインターネットソリューションを実現

する基盤ソフトウェアとしての製品化を推進していく予

定である。


