
　業界標準に準じ、ISP（Internet Service Provider）とADSL（Asymmetric Digital Subscriber Line）事業者間のオーダ

処理システムのプロトタイプシステムを作成した。ISP事業者とADSL事業者間の通信技術についてはWebサービスを適

用した。また、システム間の連係ツールとしてEAI（Enterprise Application Integration）ツールを適用し、Java言語に

よる開発との開発生産性を検証した。
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WebサービスのADSL事業者間オーダ処理システムへの適用
（EAIツールによるBtoBシステムの開発生産性向上の検証）
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図１　ADSLサービスを提供する事業者間のオーダ処理のシーケンス
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 1. はじめに

　ネットワークを利用した電子的媒体で商取引することを

EC（Electronic Commerce:電子商取引）と呼ぶ。ECの

中で企業と企業がインターネットで取引する仕組みをB to 

Bと称する。B to Bシステムを構築する手段として従来は

EDI（Electronic Data Interchange）が使われてきたが、

専用線を使うため高コストで接続先企業やデータ形式が限

定されるデメリットがあった。Webサービスは、この問題

を解決する有効な手段として近年注目され開発が進んでい

る技術である。通信業界においても、ADSL事業者への回

線申し込みは、エンドユーザからISP事業者、ADSL事業

者、Loop事業者（回線施工業者）と３種の異なる企業間

で連係され、情報の伝達は、紙、FAXで行われてきた。

これに対し、世界の主要通信サービスプロバイダ、ベン

ダによって構成される非営利の標準化団体であるTMF

（TeleManagement Forum）のカタリストプロジェクト

として紹介されたTMF831では、プロトコルにCORBAを

用い、情報表現にXMLを用いたADSL事業者間オーダ処理

を提案している。今回、TMF831で提案されたユースケー

ス、シーケンスに基づき、プロトコルにWebサービスを、

データ処理にEAIツールを用いたプロトタイプシステムを

作成した。プロトタイプシステム作成の中でWebサービス

の実装に問題がないか、EAIツールを使用した場合に開発

生産性はどの程度上がるのかを検証した。

 2. TMF831とADSL事業者間オーダ処理

　通信事業者は古くから地域系、長距離系、国際系に分か

れており、それぞれの事業者が得意とするサービスを組み

合わせてトータルなサービスを顧客に提供してきた。最近

のブロードバンドサービスとして代表的なADSLを使用し

たインターネットアクセスサービスも、ISP（Internet 

Service Provider）が顧客の窓口になるが、実態はADSL

事業者、Loop回線事業者のサービスを組み合わせて初め

てインターネットアクセスサービスが顧客に提供される。

ADSLサービスを提供する事業者間のオーダ処理のシーケ

ンスを図１に示す。

・　ユーザはISP事業者にADSL回線の購入を申し込む。

・　ISP事業者はユーザが指定した、またはISP事業者が

　　指定するADSL事業者へオーダを発注する。ADSL事

　　業者よりサービス提供の可否を得たらユーザにその旨

　　を伝える。

・　ADSL事業者も同様にオーダの内容からLoop回線事業

　　者にジャンパ切替えを依頼する。

・　ユーザはISP事業者にオーダの進捗状況を確認できる。



ユーザ 

ISP 

ISPオーダ

要求 

ISPオーダ

修正 

ISPｽﾃｰﾀｽ

要求 

ADSL事業者 

ADSLオーダ

要求 

ADSLオーダ

修正 

ADSLｽﾃｰﾀｽ

通知 

ADSLｽﾃｰﾀｽ

処理 

Loop事業者 

ISPオーダ

中止 

ADSLオーダ

中止 

ISPｽﾃｰﾀｽ

処理 

図２　TMF831ADSLサービス提供ユースケース
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　上記を踏まえて、通信事業者間のオーダ処理はTMF

（TeleManagement Forum）の分科会にて標準化などが

検討されてきた。その報告書として提出されたTMF8311）

に、ADSL事業者間のユースケース、データモデル、シー

ケンス図が記載されている。図２にTMF831を参考にして

我々が作成したADSL事業者間のサービス提供に関するユ

ースケースを示す。図１のシーケンスに対しオーダ完了前

の修正、中止要求が追加された構成となっている。また、

Loop事業者は今回の検討のスコープから外している。

 3. システム化のねらい

　多くのADSLサービスはサービスオーダを投入してから

回線が導通するまで、オーダ情報を紙、FAX、mailなど

を媒介に人手でやりとりしている。これをB to Bでシステ

ム化することにより、以下のメリットが生まれる。

・　コスト削減

　-　システム化による人件費削減

　-　ペーパレス化

・　処理の迅速化。

　-　End to Endでオーダ情報がシステム化されるため、

　　 ADSL回線依頼オーダ申し込みから、回線の接続完

　　 了までの時間が短くなる。

・　顧客サービスの向上

　-　ユーザが依頼したオーダ進捗の確認がWebから可能

　　 になる。

　さらにWebサービスを適用することで回線コストの節約

が見込まれ、EAIツールを適用することでデータ連係や内

部処理フロー開発における工数削減が期待できる。

�

 4. ADSL事業者間オーダ処理B to Bシステム

 4.1. システム構成

　図３にシステム構成を示す。ISP側は、Web関連機能を

WebSphere Application Serverを用いて実装した。また

内部処理、外部システム（ADSL事業者システム）とのイン

タフェースをEAIツールであるWBI（WebSphere Business 

Integration ）を用いて実装した。また、顧客管理とオー

ダ管理システムについては、RDBMS（Relational Data 

Base Management System）であるDB2を用いて必要な

テーブルを登録した。ADSL事業者側はRDBMSにDB2を



図３　システム構成
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使い、それ以外の機能はEAIツールのTIBCO BusinesWorks

を用いてシステムを作成した。Loop事業者はシステムと

して構築はせずに、ADSL事業者からデータ入出力用の

Web画面を提供する構成とした。

 4.2. ISPシステム開発

 4.2.1. WBI（EAI製品）の特徴

（１）業界ごとにコラボレーションテンプレートを用意し

　　　ている。コラボレーションは業務処理を記述する

　　　WBIのコンポーネントである。このテンプレートを

　　　活用することで、開発工数の削減、工期短縮、品質

　　　の向上が期待できる。コラボレーションを含めた

　　　WBIのコンポーネントの一覧を表１に示す。

（２）GUIの設計ツール（図４）で処理を作成するため迅

　　　速に開発でき、開発工数を削減できる。

（３）代表的なアプリケーション・業界標準インタフェー

　　　スに対応したアダプタが装備されている。以下に例

　　　を示す。

　　　SAP、Siebel、MetaSolv、Webサービス、XML、

　　　EJB、MQ、Email、JDBC、IMS、CICSなど

　今回、通信業界の標準テンプレートであるWBIT（WebSphere 

Business Integration for Telecommunications）を用

いてISPシステムを開発した。WBITは、TMFで定められ

たeTOM（Extended Telecom Operation Map：拡張テ

レコミュニケーション運用マップ）で定義されたテレコム

標準ビジネスプロセスをもとに作られた。ビジネスサポー

トシステムと運用サポートシステムを統合することで、デ

ィジタル加入者線、IPサービスなどの新しいサービスを迅

速に提供し、付加価値となる情報を顧客に提供する。



表１　WBIのコンポーネントコンポーネント�

表２　本システムに適用したWBIT

図４　コラボレーションの開発の様子
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ノード 
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コール 

アクションノード内の
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説　　明

・業務処理を記述する。

・GUIの設計ツール（Process Designer 図４）を用い、フローチャート

　形式で処理を記述する。マウスを用いて、処理ブロックとなるアク

　ションノードの配置、アクションノード間の連携を容易に行える。

　処理コードは専用のJava APIを用いてアクションノード内に記述す

　る。

・外部システムとのインタフェースを受け持つ。

・外部システムの状態変化を検知して、コラボレーションを起動する。

・コラボレーションのサービスコールから起動され、外部システムに

　業務データを渡す。

・アプリケーション固有データとWBI内部データ間の変換を行う。

　WBI内部データに変換することで、データ変換経路を集約する。

・WebサーバとWBIとのインタフェース。

コンポーネント

コラボレーション

（Collaboraion）

アダプタ（Adapter）

マップ（Map）
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（Server Access Interface）

カテゴリ

顧客注文の処理
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コラボレーション

テンプレート名

PartyManager
SalesOrderManager
ServiceOrderManager

説　　明

顧客データを扱うコラボレーション。

顧客からのオーダを扱うコラボレーション。

テレコムサービスの構成と遂行に関する情報を扱うコラボ

レーション。
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　ISPシステムは、ADSL加入者オーダの発注とステータ

ス管理の機能を持つため、「顧客注文の処理」および「顧

 

客サービスの構成および活動化」に関するテンプレートを

使用した（表２）。

 



図５　ISPシステム内のWBI構成
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 4.2.2. ISPシステム概要

　ユーザはWebから顧客情報、オーダ情報を入力する。

ISPシステムでは、これらの情報を顧客管理システム、オ

ーダ管理システムへ転送して、オーダ情報の一部をADSL

システムへ転送する。このロジックをWBITで作成した。

今回はプロトタイプであるため顧客管理システム、オーダ

管理システムは単なるRDBMSのテーブルとした。サーバ

側のプレゼンテーション層にあたる部分（Servlet, JSP）

をWebSphere Application Serverで、業務処理をIBM社

のEAIツールであるWBIで作成した。Servletからの要求は、

SAI（Server Access Interface）を通じてWBIに入力され

る。その後、業務処理ブロックであるコラボレーションを

経由して、外部システムとのインタフェースであるアダプ

タへ送られる。今回のプロトタイプシステムではJDBCア

ダプタとSOAPアダプタを使用した。図５にISPシステム

内のWBIの構成を示す。制御用コラボレーションがSAIか

ら入力を受け取り、WBITのParty Manager、Sales Order 

Manager、Service Order Managerへ処理を振り分ける。

この制御用コラボレーションが今回の開発部分となる。

 4.3. ADSL事業者側システム開発

 4.3.1. TIBCO BusinessWo jks（EAI製品）の特徴

（１）　外部システムとのデータ連係や処理フローをGUI

　　　　により記述できるため、開発工数を削減できる。

（２）　外部システムと連係するための多数のアダプタが

　　　　予め用意されており、簡単に他のシステムと連係

　　　　することができる。またアダプタ部分で外部シス

　　　　テムの差異を吸収できるので、外部システムを別

　　　　の製品に容易に移行できる。

（３）　開発環境にデバッグ機能が用意されており、開発

　　　　環境で十分なテストを行った後に実行環境へ反映

　　　　できる。

（４）　実行環境への導入（デプロイ）ツールや運用時の

　　　　管理コンソールが用意されており、開発のみなら

　　　　ず導入・運用のフェーズにおいてもコストを削減

　　　　することが可能となる。

　TIBCO Business Works（以下BW）は複数のコンポー



図６　TIBCO Designerによる開発画面
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ネント（ツール）から構成される。開発はGUIベースの開

発ツールであるTIBCO Designerを使用して行う。Designer

を利用することで直感的な操作で簡単に処理（プロセス）

を作成することが出来る（図６）。

　BWは外部システムとの通信にアダプタというモジュー

ルを利用できる。アダプタはSAP R/3やPeopleSoft、

Oracleなど主要なソフトウェアに対応したものが提供さ

れている。BWの処理プロセスはアダプタを経由すること

で、外部システムとの通信が可能となる。なお、今回のシ

ステム開発において、外部システムとの通信（SOAP、HTTP、

JDBC）にはアダプタではなく、後述する専用アクティビ

ティを利用した。

　BWで処理を作成する場合、必要なアクティビティをGUI

で連係させることで処理フローを作成する。アクティビテ

ィとはビジネスプロセス定義における特定のタスクで、前

のアクティビティからデータを受け取り、加工・変換して

次のアクティビティに引き渡す。また、アクティビティ独

自の処理も行うことができる。例えばSOAPのリクエスト

受け付けアクティビティでは外部からSOAPリクエストを

受け付け、受け付けたデータをアクティビティの出力とし

て次のアクティビティに引き渡す。またデータベースの

Selectアクティビティであれば、前のアクティビティの出

力をキーにしてデータベースからselectを実行し、その結

果を次のアクティビティに引き渡す。

 4.3.2. ADSLシステム概要

　ADSL事業者側は、TIBCO BusinessWorksのみを使用

して作成した。ADSL事業者は、ISP事業者とLoop事業者

間に位置するため、システム処理はISP事業者からの要求

による処理と、Loop事業者からの要求による処理に分け

られる。ISP事業者からの要求を受け付けるISPリクエス

ト処理部は、ISP事業者のシステムからのリクエスト（新規

オーダ、オーダ修正、オーダ中止）を受け付け、ADSL事

業者が管理するデータベース（顧客DB及びオーダDB）に

情報を格納する。Loop事業者からの要求を受け付けるLoop

リクエスト処理部は、Loop事業者に対して作業を行う必

要がある工事の情報を提示し、Loop事業者による工事進

捗状況を入力してADSL事業者が管理するデータベースを

更新するとともに、工事完了時にはISP事業者にその事を



表３　ADSLシステムの主なアクティビティ

アクティビティ

（*付きは処理を開始することが可能なアクティビティ）

HTTP Receiver(*)

Send HTTP Response

SOAP Event Source(*)

SOAP Send Reply 

SOAP Request Reply

JDBC Query

JDBC Update

Mapper

説明

HTTPからのリクエストを受け付けるアクティビティ。POST
などで受信したパラメータを出力として次のアクティビティ

に引き渡す。

HTTPリクエストに対する応答を送信するためのアクティビテ

ィ。

SOAPのリクエストを受け付けるアクティビティ。受信した

データを出力として次のアクティビティに引き渡す。SOAP
サーバとして動作させる場合に使用する。

SOAPの応答を送信するためのアクティビティ。前のアクテ

ィビティから受け取ったデータなどを送信する。SOAPサー

バとして動作させる場合に使用する。

SOAPのリクエストを送信して応答を受信するアクティビテ

ィ。SOAPクライアントとして動作させる場合に使用する。

JDBC経由でデータベースにSelectを行う場合に使用するア

クティビティ。Selectの結果を出力として次のアクティビテ

ィに引き渡す。結果は複数行になることもある。

JDBC経由でデータベースにupdate/insert./deleteを行う場

合に使用するアクティビティ。

アクティビティの入力を指定された形式に従って変換して出

力とするアクティビティ。
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通知する。

　ISP事業者から要求を受け付ける場合はSOAPサーバと

して機能し、ISP側にLoop事業者による工事完了などの状

況を通知する場合にはSOAPクライアントとして機能する。

ADSL事業者とLoop事業者間のインタフェースには、今回、

Webを利用している。ADSL事業者はLoop事業者に対して

Webサーバとして機能し、ISP事業者から受け付けた要求

をADSL事業者はLoop事業者に対しWeb画面で提供する。

また、Loop事業者の工事進捗状況の変化をWeb画面で受

け付ける。

　なお、Loopリクエスト処理部も基本的な構成はISPリク

エスト処理部と同じである。HTTPのリクエストを受信し

て処理を開始し、DBにアクセスした内容によりHTMLファ

イルを組み立て、最終的にHTTPのレスポンスとして返信

する処理フローを定義した。なお、処理の途中で、ADSL

ステータス通知のためにSOAPRequestReplyアクティビ

ティを使用した。

　表３に今回使用した主なアクティビティを示す。

 5. EAI製品のWebサービスの実装と開発生

　　産性

 5.1. Webサービスの実装

 5.1.1. ISPシステム（WBI）

　SOAPインタフェースを規定するWSDL（Web Services 

Description Language）をWBIの構成情報に設定し、SOAP

アダプタを起動することでWebサービスを実装する。

WSDLを構成情報に配備しているため、仕様変更に対して

迅速かつ柔軟に対応できる。

 5.1.2. ADSLシステム（TIBCO）

　WSDL定義ファイルをSOAPアクティビティに関連づけ

ることで、自動的にWebサービスのインタフェースが構築

できる。また、SOAPアクティビティの入出力データ型も

WSDL定義ファイルから自動的に定義される。WSDL定義

ファイルがない場合には、SOAPでやりとりするデータ構

造を定義したXML形式ファイルから、自動的にWSDL定

義を作成することも可能である。このように、Webサービ

スシステムの構築もGUIベースで簡単かつ迅速に行うこと

ができる。

 5.1.3. 検証

　Webサービスの構成、実装もEAIツールのGUIを使った

設定により容易に開発できた。ただ、Webサービスの標準

化自体が発展途中ということもあり、EAIツールによって

SOAP、WSDLなどの標準対応バージョンが異なる等の制

限事項がある。今回のシステム構築においてもWBIとTIBCO



表４　ISPシステムの開発規模

機能

画面

Webサービス

DBアクセス

共通処理

合計

ステップ数

　　EAIツール使用

　WBI　　WAS　  合計

　　　0　　1856　　1856

　　 44 　　　0　　　44

　　253 　　 40　　 293

　　　0　　1196　　1196

　　　　　　　　　 3389

EAIツール

未使用

1807

22

536

1081

3446

機能

画面

Webサービス

DBアクセス

共通処理

合計

ステップ数

  EAIツール使用　  EAIツール未使用

　　　　　　139　　　　　　　　497

　　　　　　 76　　　　　　　　 20

　　　　　　338　　　　　　　　564

　　　　　　370　　　　　　　　391

　　　　　　923　　　　　　　 1472
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との標準への対応状況が異なることから、データ接続に若

干手間取った（WSDLファイルの構成を一部変更すること

で対処した）。Webサービスの構築には、専用ツールを利

用することが開発工数削減に有効である。しかし、異なる

ツール間で連係する場合には注意が必要となる。

　また、今回使用したEAIツール（WBI、TIBCO）は、Web

サービスの基本的な標準はサポートしているが、現在、標

準化が進んでいるセキュリティ、コレオグラフィ（複数Web

サービス連携）、トランザクションなどには対応していな

い。今回は、ISP事業者とADSL事業者間の通信にセキュリ

ティを考慮していない。近い将来、Webサービスのセキュ

リティ標準がEAIツールでも使用できるようになれば、セ

キュリティを保証したB to Bシステムを簡単に開発するこ

とができるようになると思われる。

 5.2. 開発生産性

　EAI製品導入による開発生産性について述べる。開発生

産性を定量的に評価するためにISPシステム、ADSLシス

テムとも、EAIツールを使わずにJava言語でフルスクラッ

チ開発し、開発規模をステップ数換算で算出した。その結

果、EAIツールを使用することで開発規模削減効果が得ら

れた。

 5.2.1. ISPシステム（WBI）

　表４にEAIツール（WBI）を使用した場合と使用しない

場合の開発規模を示す。表中のWASは、WebSphere 

Application Serverを意味する。WBIの領域であるDBア

クセス部分のステップ数の合計は、EAIシステムを使わな

い場合の55％に削減されている。なおWBIのステップ数は、

コラボレーション内のJavaコードステップ数とコラボ

レーション内のアクションノード、サービス数の合計と

した。

 5.2.2. ADSLシステム（TIBCO）

　表５にEAIツール（TIBCO）を使用した場合と使用しな

い場合の開発規模を示す。TIBCO BusinessWorks では

開発をGUIで行うためステップ数という概念はないが、基

本的にアクティビティ（アイコン）一つを１ステップ、各

アクティビティにおける設定パラメータ一つを１ステップ

として規模を算出した。

 5.2.3. 考察

　ISPシステムにおいて、EAIツールの領域であるDBアク

セス部分の開発規模は、EAIツール未使用時と比べて約

1/2となった（表４）。またADSLシステムの開発は、EAI

ツール未使用の場合に比べて約2/3の規模となった（表５）。

工数も含めて全体の生産性を検討すると、若干の生産性の

向上となったが、下記原因により思ったほどの削減効果は

でなかった。

　・　システム規模が小さいために、業務ロジックの占め

　　　る割合が小さく（ISPシステムで約15％）、EAIツー

　　　ルの削減効果が思ったほど得られなかった。システ

　　　ム規模が大きくなれば業務ロジックの割合が大きく

　　　なり、EAIツールの効果が顕著に得られると推定さ

　　　れる（特にWBITのようなビジネスモデルテンプレー

　　　トを使った場合）。

　・　ISPシステムではWebSphere Application Server

　　　とWBIのインタフェース作成で開発規模が増加した。

　　　表４内EAIツール使用／未使用を比較すると共通処

　　　理部が増加しているが、この理由は共通処理部にイ

　　　ンタフェース処理が含まれているためである。

　・　EAIツールは、ERP（Enterprise Resource Planning）

　　　など外部システムとのインタフェースを多く持ち、

　　　開発なしに複雑な外部システムと接続できることに

　　　特徴がある。今回のシステムでは外部システムを
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　　　DB2、Webサービスによる非常に単純な仮想シス

　　　テムとして設計したため、EAIツールを利用せずに

　　　フルスクラッチ開発した場合でも、インタフェース

　　　製作の負荷が少なく、差がでなかった。

　今回はEAIツールの検証用に初期構築フェーズのみ検討

したが、他システムとの連係規模が拡大して接続システム、

アプリケーションの種類が増加したときには、保守効率性

向上、TCO削減効果が顕著に現れると推定される。

 6. おわりに

　Webサービス、EAIツールを組み合わせたB to Bプロト

タイプシステムを作成し、生産性に関する検討を行った。

その結果、開発規模の削減効果が得られた。EAIツールベ

ンダもWebサービス標準への対応を重視しており、近い将

来には新しい標準に対応したバージョンアップリリースも

期待できる。Webサービスの標準が整備され、標準に対応

したツールが提供されれば、B to CやB to Bシステムにと

って非常に有益な手段となるため、今後の動向には注目が

必要である。

　最後に、本技術報告の執筆にあたり、様々な助言をいた

だいた日本アイ・ビー・エム株式会社ソフトウェア開発研

究所の熊谷様にこの場を借りて感謝の意を表する。

参考文献

 1) TeleManagement Forum, "World Ordering B2B Exchange 

　　― DSL Catalyst Interface Implementation Specification", 

　　TMF831 Public Version 1.5, January, 2002.

＜問い合わせ先＞

　ユビキタスソリューション事業部

　ユビキタスソリューション部

　　Tel.　044-540-2186　鳥越　彰

　　E-mail：akira-torigoe@exa-corp.co.jp

IBM WebSphere Application Server は、IBM社の登録商標で

ある。

IBM DB2 Universal Databaseは、IBM社の登録商標である。

IBM WebSphere Business Integrationは、IBM社の登録商標で

ある。

TIBCO BusinessWorksは、米国TIBCO Software Inc.の登録商

標である。


