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特集2 インテックグループにおける研究開発

概要
　ビジネスのグローバル化や企業の吸収合併などビジネスプロセスの多様化やダイナミックな変革が進む中、企

業が利用するITシステムもこれらの変化に迅速かつ柔軟に対応することが求められる。これらに対する解として

SOAというキーワードが注目を集めている。

　日本国内のSOAの普及は欧米に比べて数年遅れていると言われているが、日本国内においてもSOAによる

システム構築事例が出始めており、これからSOAの導入が本格化するものと思われる。

　株式会社インテックシステム研究所(以下、ISI )では、SOAシステム開発のため、その基盤技術や設計技術など

について研究している。本稿では、SOA基盤技術にフォーカスしてその動向について説明した後、ISIの取り組み

として、ISIで開発したBPELエンジンについて説明し、WS-BPELによるプロセス制御の課題について考察する。
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　SOA(1)とは、ビジネスプロセスの構成単位と一致したソフ

トウェアコンポーネントを「サービス」としてネットワーク

上に公開し、「サービス」を相互に組み合わせて連携するとい

うアーキテクチャである。ビジネスの変化にともなって生じ

るビジネスプロセスの多様化やダイナミックな変化に対し、

SOAによって ITシステムの迅速かつ柔軟な対応が可能になる

と期待されている（文献[1]）。

　SOAの概念は１９９０年代から存在したが、当時はアプリケー

ションのサービス化や分散したサービスを連携する技術が、

実用化レベルではなかったため、普及にはいたらなかった。

２０００年代初頭にSOAP(2)を使ったWebサービスが登場し、ベン

ダーに依存しないオープンなサービス化技術が普及したこと

によって、WebサービスによるSOAが実現可能な段階に入った。
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（1）SOA (Service Oriented Architecture):サービス指向アーキテクチャ
（2）SOAP (Simple Object Access Protocol):XMLやHTTPなどを利用して他のコンピュータにあるデータやサービスを呼び出すためのプロトコル
（3）WSDL(Web Services Description Language):Webサービスのインターフェースを記述するXMLベースの言語
（4）BPM(Business Process Management):業務プロセスを整理・分析し、継続的なプロセス改善を遂行しようという経営・業務改善コンセプト
（5）ESB(Enterprise Service Bus):サービスへのアクセスをバスを通して行うというアーキテクチャ
（6）BPMN(Business Process Modeling Notation):標準のビジネスプロセスモデリング表記

　初期のSOAは、SOAPやWSDL(3)を使用した分散システム

の構築と捉えられていたが、現在ではSOAは、BPM(4)を含め

た企業のビジネスプロセスを全体最適するための IT基盤とな

ることが期待されている。

　最近は、サービスの連携基盤にESB(5)を、BPMN(6)によっ

て設計されたビジネスプロセスの制御にWS-BPEL(7)を使用す

るのが主流である。

2.1  ESB
　ESBは、SOAの中核となる基盤技術である。SOAでは分散

環境で動作する様々なサービスを互いに連携することによっ

てシステムを構築するが、サービス間の接続を個別に行うとサー

ビス数の増加と共にその組み合わせがメッシュ構造となり指

数的に増加してしまう (図1左)。そこでサービスの中間に

仮想的なバスを提供し、サービスへのアクセスはバスを仲介

（メディエーション）して行うというアーキテクチャがESBで

ある（図１右）。

　アプリケーションの連携基盤としては、ESBの他にEAI(8)が

ある。EAI が既存のアプリケーションのインターフェースをそ

のまま利用して短期間での連携実現を目的としているのに対し、

ESBはアプリケーションのインターフェースをつなぐことを

前提としたサービスとして再設計することによって連携をシン

プルにしてシステム全体の最適化を目指すという点で連携に対

するアプローチの仕方が異なる。

図 1　ESBによるサービス接続

表 1　EAIとESBの比較

図 ２　WS-BPELによるサービス連携

（7）WS-BPEL(Web Services Business Process Execution Language):複数のWebサービスを組み合わせたビジネスプロセスを定義するためのXMLベースの言語
（8）EAI(Enterprise Application Integration):企業内の多種多様なコンピュータシステム群を有機的に連携し、データやプロセスの効率的な統合をはかること
（9）JMS(Java Message Service):Javaでメッセージサービスを利用するための標準API
（10）JCA(Java Connector Architecture):Java EEプラットフォームと他のエンタープライズシステムとの相互接続を実現するための標準API
（11）XSLT(XML Stylesheet Language Transformation):XML文書用の変換言語 
（12）OASIS(Organization for the Advancement of Structured Information Standards):オープン標準の開発、統合および採用を推進する非営利国際コンソーシアム

図３  メッセージ交換パターン

　ESBは、一般に以下のような機能を提供する（文献[２]）。

(１) トランスポート変換機能

　接続するサービスの通信プロトコルに合わせてトランス

ポートを変換する。例えば、HTTPからJMS(9)、JMSか

らJCA(10)のように接続するサービスに合わせてトランスポー

トを変換する。これによってサービスとトランスポートの

独立性を保った運用が可能になる。

(２) メッセージ変換機能

　サービスがやり取りするメッセージの内容をサービスが

必要とするメッセージフォーマットに変換する。例えば、

固定長データやCSV形式のメッセージからXMLメッセー

ジへの変換や、XMLメッセージ間のスキーマの違いを

XSLT(11)などを用いて変換する。

(３) ルーティング機能

　サービスの情報を一元管理し、サービスコンシューマに

対してエンドポイントを仮想化することによって透過的な

サービス呼び出しを可能とする。これによってWSDLの

インターフェース定義部分とサービスのエンドポイント定

義部分を分離し、サービスコンシューマはインターフェー

スのみを意識すれば良く、実際のサービスのエンドポイン

トはESBで一元管理させることができる。

　また、メッセージの内容によってサービスの宛先を切り

替えるコンテンツベースのルーティング機能や条件分岐な

どによるプロセスフロー機能を提供する。

(4) モニタリング機能

　ESBを通過するメッセージを保存して分析、表示する

ことで様々な用途のモニタリングを実現する。

2.2  BPMN/WS-BPEL
　BPMNはビジネスアナリストがビジネスプロセスを可視化

するために使用するモデリング表記の標準である。一方、

WS-BPELは複数のWebサービスによるオーケストレーショ

ンを定義するためのXMLベースのプロセス定義言語であり、

OASIS(12)によってversion ２.０が２００７年に標準として承認さ

れている（文献[３]）。

　BPMNとWS-BPELはマッピング可能であり、これによっ

てビジネスアナリストが設計したビジネスプロセスを ITシス

テムに取り込むことができ、ビジネスと ITのギャップをなく

すというSOAの目的が理論上は可能となる。

　WS-BPELを使用したシステムは、BPELプロセスをGUIで

設計するBPELデザイン部分と、BPEL文書からプロセスの実

行インスタンスを生成するBPELエンジン部分、BPELエンジ

ンへのBPEL文書のデプロイやプロセスの実行インスタンスの

状態を運用管理するための運用管理部分の３つの部分から構成

される（図２）。

　WS-BPELは以下のような特徴を持つ（文献[４]）。

(１) 複雑なフローの定義

　WS-BPELではビジネスプロセスをフローチャートに似

た形で表現するが、その構成要素として外部サービスの呼

び出し(invoke)や外部サービスからのメッセージ受信(re-

ceive)、順序処理(sequence)、並列処理(flow)、分岐処

理(if)など基本的な操作が提供されている。それ以外にも

処理の一時停止（wait）や例外の発生（throw）、繰り

返し処理（while）など豊富な操作が提供されている。

　また、プログラミング言語のように処理をスコープ

（scope）によってブロック化することができ、スコー

プの単位で例外処理（faultHandlers）や補正処理（c-

ompensationHandler）、イベント処理(eventHan-

dlers)を記述するなど複雑なフローを定義することがで

きる。

(２) ロングトランザクション対応

　ビジネスプロセス内で実行されるサービスは処理が短時

間で終わるものばかりとは限らない。むしろ長時間にわた

る処理の方が一般的である。WS-BPELではこのようなロ

ングトランザクションに対応したプロセスを記述すること

ができる。

(３) 非同期のメッセージ交換パターンへの対応

　メッセージ交換パターンとして同期型に加えて非同期型

にも対応する。それぞれ方向が異なる一方向型のメッセー

ジを２つ組み合わせてコールバックされる応答メッセージ

をイベントとして受信することで非同期型のメッセージ交

換を実現する（図３）。

　また、非同期メッセージとプロセスの実行インスタンス

間の関連性を保持するために相関セット(correlation-

Set)という機能を提供する。

(４) 再帰的なプロセス定義

　BPELプロセスはそれ自体１つのWebサービスとして

公開される。これはBPELプロセスから別のBPELプロセ

スを再帰的に呼び出すことが可能であることを意味する

（図４）。ビジネスプロセスをいくつかのサブプロセスに

分割し、それらをBPELプロセスとして定義することで、

ビジネスプロセスの部品化と再利用が可能となる。

2.3  ESBとWS-BPELの適用範囲
　ESBのメディエーションフローでも簡単なプロセスのフロー

制御は可能であり、この点においてESBとWS-BPELは一部、

機能領域が重複している。プロセスのフロー制御にESBと

WS-BPELのどちらを使用するかはケースバイケースであり、

システム要件に応じて適切な方を選択する必要がある。判断の

基準としては以下のような点がポイントとなる。

(１) プロセスの制御内容の複雑さ

　ESBが提供するプロセスの制御機能は条件分岐など簡

単なフロー制御のみであるのに対し、WS-BPELでは繰り

返し処理やスコープを用いた例外処理など複雑なフロー制

御が可能である。従って複雑なフロー制御が必要とされる

場合は、WS-BPELを選択すべきである。

(２) ロングタイムトランザクションへの対応

　WS-BPELはロングトランザクションに対応しており、

ステートフルなプロセスを標準で記述することができるの

に対し、ESBは基本的にサービス間をステートレスに連

携させることしかできない。従ってロングトランザクション

をともなうサービスが組み込まれたプロセスを記述する必

要がある場合は、WS-BPELを選択すべきである。

(３) パフォーマンス

　ESBは大量メッセージを処理できるように設計されて

いる。従って大量メッセージに対するパフォーマンスの確

保が要求される場合は、ESBを選択すべきである。

　実際には、単純で処理数が多いプロセスはESB、ESB

で対応しきれない一部の複雑なプロセスについてはWS-

BPELというように両者を組み合わせて活用するのが現実

的だと思われる。ITアーキテクトは、システム要件として

どのようなプロセスが存在し、どのような方法で実現する

べきかを要件定義フェーズの段階できちんと分析して、適

切なシステム基盤を設計する必要がある。

3. インテックシステム研究所の取り組み

図 ５　管理ツール（実行インスタンス詳細画面）

（13）JBI(Java Business Integration):ESBのような統合コンポーネントをJavaで実装するための仕様
（14）JCP(Java Community Process):Java関連技術の開発や仕様の標準化プロセスを公開している国際的機関

図６　BPEL4Peopleの記述例

3.1  BPELエンジンの試作
　ISIではSOA基盤技術およびその適用技術の研究を行ってお

り、その研究の一つとしてBPELエンジンを試作した。試作し

たBPELエンジンは以下のような特徴を持つ。

(１) WS-BPEL ２.０仕様の準拠

　WS-BPEL ２.０の仕様に準拠したBPELプロセスを実行

できる。従って、WS-BPEL ２.０の仕様に準拠したBPEL

デザイナで設計されたプロセスであれば製品に依存せず

にプロセスが実行可能である。

　また、外部サービスとやり取りするメッセージのバリデー

ションを送受信のタイミングで行うことにより信頼性の

高いプロセスの実行を実現する。

(２) JBI(13)仕様の準拠（文献[５]）

　JBI １.０仕様に準拠したコンポーネントとして実装して

いる。JBI １.０はJavaによるビジネス統合の標準仕様で

JCP(14)によってJSR２０８として公開済みである。このため、

JBI １.０に準拠したESB製品であれば、BPELエンジンを

実行することができる。

(３) 通信レイヤの分離

　BPELエンジンから外部サービスとの通信レイヤを分離

することで、新たな通信プロトコルに対応したサービス

と接続する場合でも、BPELエンジンを実装修正する事な

く、通信を担当するコンポーネントのみを追加すれば良い。

(４) Webインターフェースによる管理ツールの提供

　WebインターフェースによるBPELエンジンの管理ツー

ルを提供する（図５）。管理ツールからは、エンジンの

起動/停止、プロセスのデプロイ/アンデプロイ、様々な

検索条件によるBPELプロセスや実行インスタンスの検索

などが実行できる。

　また、実行インスタンスについては、プロセス実行過

程の実行インスタンスの状態や条件文の評価結果、メッセー

ジの編集過程を監査証跡として保存しており、実行イン

スタンスの最新の状態だけでなく、その実行過程を分析

することができる。

(５) ビジネスメッセージの検索

　BPELプロセスと連携する外部サービスとの紐付けに使

用する相関セットの値を検索キーとして実行インスタン

スの検索ができる。また、外部サービスとやり取りされ

るビジネスメッセージをXML形式のまま、XMLDBに保

存しており、XPathやXQueryによるメッセージ検索が

可能である。

　これらの検索機能により、実際のビジネスデータに基

づくプロセスの運用管理が可能になる。例えば、相関セッ

トによる実行インスタンスの検索によって、連携する外

部サービス内でのトランザクションの識別子として使用

されている「受注番号」や「決済番号」などの値を検索キー

にして実行インスタンスを検索したり、メッセージ検索

によって、外部サービスによって発行された「受注日」

などを検索キーとしてある特定期間内の実行インスタンス

を検索したりすることも可能である。

(６) スナップショットの保存と再実行

　BPELエンジンが外部サービスにメッセージを送受信す

るタイミングでメッセージと実行インスタンスの状態の

スナップショットを作り、それを保存している。このため、

プロセス実行中に不具合が発生した場合に、不具合が発生

する直前の状態に実行インスタンスを戻してメッセージを

再送することで、不具合が発生した時点からの実行インス

タンスを継続実行できる。

3.2  考察
　BPELエンジンの開発とその適用の研究を行った結果、WS-

BPELによるビジネスプロセスの制御には以下のような課題が

あると考えている。

(１) ヒューマンワークフローへの対応

　ビジネスプロセスのほとんどは、承認や評価、データ入

力といった人手による作業（ヒューマンタスク）が介在す

る。WS-BPELは、Webサービス同士の連携によるビジ

ネスプロセスの記述には向いているが、ヒューマンタスク

を含むビジネスプロセスのモデルを十分に記述できないと

いう課題がある。そこで作成されたWS-BPELの拡張仕様

がBPEL４Peopleであり、現在OASISにて標準化が進め

られている（文献[６]）。

　BPEL４Peopleでは、ヒューマンタスクをWS-BPELの1つの

アクティビティとして記述することで、BPELプロセスによる

ヒューマンワークフローのモデル化を可能とする（図６）。

　だが、BPEL４PeopleはWS-BPEL内でヒューマンタ

スクをモデル化するだけであり、複雑で多岐にわたる人間

の振る舞いをどのようにサービス化するかという点につい

ては依然として課題が残っている。

(２) BPMNとWS-BPELとのギャップ

　BPMNとWS-BPELのマッピングはBPMNの仕様とし

て規定されており、BPMNからWS-BPELに自動変換す

るツールも存在する。しかし、両者は元々異なる経緯で開

発された言語であるため、BPMNから自動変換された

WS-BPELをBPELエンジンでそのまま実行できない場合

も多い。このため、IT技術者が自動生成されたWS-BPEL

を基に実行可能な形に再設計するという二度手間を行う必

要がある。

　本稿では、SOAの基盤技術としてESBとBPMN/WS-

BPELについて説明した。また、ISIで開発したWS-BPELエン

ジンの説明とWS-BPELによるプロセス制御の課題について考

察した。

　SOAを実際のビジネスソリューションとして活用する場合、

トランザクションやセキュリティ、運用管理面などにおいて、

まだまだ不足した機能や課題が多く、これらに対する研究や標

準化策定が現在も活発に行われている。

　今後の展望として、これらの課題に対する対応を研究し、開

発したBPELエンジンに反映させていくと共に、インテックの

SOA基盤を整備していく予定である。
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ハブ＆スポークのため、処理

の一極集中によるボトルネッ
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容易である
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しているためベンダー依存

性が少ない

既存のアプリケーションのイ

ンターフェースをそのまま利

用する

既存のインターフェースを

見直し、サービス化して連

携する

ハブ＆スポークで集中処理す

るため、拡張が難しく導入時

から先を見据えた設計を行う

必要がある。このため、初期

プロダクトコスト、導入工数が

高価になる

ESB間の接続が容易なた

め、段階的な拡張が可能で

ある。このため、スモールス

タートが可能であり、初期導

入コストを抑える事ができる
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図４  BPELプロセスの再帰呼び出し

連携インター
フェース

初期導入コスト

 



48 49

52 53

50 51

SOA基盤技術の動向と
インテックシステム研究所の取り組み

SOA Based Technology Trends and Approach of INTEC Systems Institute

町田　寛
MACHIDA Hiroshi

西川　美紀
NISHIKAWA Miki

1. はじめに 2. SOA基盤技術の動向

4. おわりに

 

特集2 インテックグループにおける研究開発

概要
　ビジネスのグローバル化や企業の吸収合併などビジネスプロセスの多様化やダイナミックな変革が進む中、企

業が利用するITシステムもこれらの変化に迅速かつ柔軟に対応することが求められる。これらに対する解として

SOAというキーワードが注目を集めている。

　日本国内のSOAの普及は欧米に比べて数年遅れていると言われているが、日本国内においてもSOAによる

システム構築事例が出始めており、これからSOAの導入が本格化するものと思われる。

　株式会社インテックシステム研究所(以下、ISI )では、SOAシステム開発のため、その基盤技術や設計技術など

について研究している。本稿では、SOA基盤技術にフォーカスしてその動向について説明した後、ISIの取り組み

として、ISIで開発したBPELエンジンについて説明し、WS-BPELによるプロセス制御の課題について考察する。
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　SOA(1)とは、ビジネスプロセスの構成単位と一致したソフ

トウェアコンポーネントを「サービス」としてネットワーク

上に公開し、「サービス」を相互に組み合わせて連携するとい

うアーキテクチャである。ビジネスの変化にともなって生じ

るビジネスプロセスの多様化やダイナミックな変化に対し、

SOAによって ITシステムの迅速かつ柔軟な対応が可能になる

と期待されている（文献[1]）。

　SOAの概念は１９９０年代から存在したが、当時はアプリケー

ションのサービス化や分散したサービスを連携する技術が、

実用化レベルではなかったため、普及にはいたらなかった。

２０００年代初頭にSOAP(2)を使ったWebサービスが登場し、ベン

ダーに依存しないオープンなサービス化技術が普及したこと

によって、WebサービスによるSOAが実現可能な段階に入った。
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（1）SOA (Service Oriented Architecture):サービス指向アーキテクチャ
（2）SOAP (Simple Object Access Protocol):XMLやHTTPなどを利用して他のコンピュータにあるデータやサービスを呼び出すためのプロトコル
（3）WSDL(Web Services Description Language):Webサービスのインターフェースを記述するXMLベースの言語
（4）BPM(Business Process Management):業務プロセスを整理・分析し、継続的なプロセス改善を遂行しようという経営・業務改善コンセプト
（5）ESB(Enterprise Service Bus):サービスへのアクセスをバスを通して行うというアーキテクチャ
（6）BPMN(Business Process Modeling Notation):標準のビジネスプロセスモデリング表記

　初期のSOAは、SOAPやWSDL(3)を使用した分散システム

の構築と捉えられていたが、現在ではSOAは、BPM(4)を含め

た企業のビジネスプロセスを全体最適するための IT基盤とな

ることが期待されている。

　最近は、サービスの連携基盤にESB(5)を、BPMN(6)によっ

て設計されたビジネスプロセスの制御にWS-BPEL(7)を使用す

るのが主流である。

2.1  ESB
　ESBは、SOAの中核となる基盤技術である。SOAでは分散

環境で動作する様々なサービスを互いに連携することによっ

てシステムを構築するが、サービス間の接続を個別に行うとサー

ビス数の増加と共にその組み合わせがメッシュ構造となり指

数的に増加してしまう (図1左)。そこでサービスの中間に

仮想的なバスを提供し、サービスへのアクセスはバスを仲介

（メディエーション）して行うというアーキテクチャがESBで

ある（図１右）。

　アプリケーションの連携基盤としては、ESBの他にEAI(8)が

ある。EAI が既存のアプリケーションのインターフェースをそ

のまま利用して短期間での連携実現を目的としているのに対し、

ESBはアプリケーションのインターフェースをつなぐことを

前提としたサービスとして再設計することによって連携をシン

プルにしてシステム全体の最適化を目指すという点で連携に対

するアプローチの仕方が異なる。

図 1　ESBによるサービス接続

表 1　EAIとESBの比較

図 ２　WS-BPELによるサービス連携

（7）WS-BPEL(Web Services Business Process Execution Language):複数のWebサービスを組み合わせたビジネスプロセスを定義するためのXMLベースの言語
（8）EAI(Enterprise Application Integration):企業内の多種多様なコンピュータシステム群を有機的に連携し、データやプロセスの効率的な統合をはかること
（9）JMS(Java Message Service):Javaでメッセージサービスを利用するための標準API
（10）JCA(Java Connector Architecture):Java EEプラットフォームと他のエンタープライズシステムとの相互接続を実現するための標準API
（11）XSLT(XML Stylesheet Language Transformation):XML文書用の変換言語 
（12）OASIS(Organization for the Advancement of Structured Information Standards):オープン標準の開発、統合および採用を推進する非営利国際コンソーシアム

図３  メッセージ交換パターン

　ESBは、一般に以下のような機能を提供する（文献[２]）。

(１) トランスポート変換機能

　接続するサービスの通信プロトコルに合わせてトランス

ポートを変換する。例えば、HTTPからJMS(9)、JMSか

らJCA(10)のように接続するサービスに合わせてトランスポー

トを変換する。これによってサービスとトランスポートの

独立性を保った運用が可能になる。

(２) メッセージ変換機能

　サービスがやり取りするメッセージの内容をサービスが

必要とするメッセージフォーマットに変換する。例えば、

固定長データやCSV形式のメッセージからXMLメッセー

ジへの変換や、XMLメッセージ間のスキーマの違いを

XSLT(11)などを用いて変換する。

(３) ルーティング機能

　サービスの情報を一元管理し、サービスコンシューマに

対してエンドポイントを仮想化することによって透過的な

サービス呼び出しを可能とする。これによってWSDLの

インターフェース定義部分とサービスのエンドポイント定

義部分を分離し、サービスコンシューマはインターフェー

スのみを意識すれば良く、実際のサービスのエンドポイン

トはESBで一元管理させることができる。

　また、メッセージの内容によってサービスの宛先を切り

替えるコンテンツベースのルーティング機能や条件分岐な

どによるプロセスフロー機能を提供する。

(4) モニタリング機能

　ESBを通過するメッセージを保存して分析、表示する

ことで様々な用途のモニタリングを実現する。

2.2  BPMN/WS-BPEL
　BPMNはビジネスアナリストがビジネスプロセスを可視化

するために使用するモデリング表記の標準である。一方、

WS-BPELは複数のWebサービスによるオーケストレーショ

ンを定義するためのXMLベースのプロセス定義言語であり、

OASIS(12)によってversion ２.０が２００７年に標準として承認さ

れている（文献[３]）。

　BPMNとWS-BPELはマッピング可能であり、これによっ

てビジネスアナリストが設計したビジネスプロセスを ITシス

テムに取り込むことができ、ビジネスと ITのギャップをなく

すというSOAの目的が理論上は可能となる。

　WS-BPELを使用したシステムは、BPELプロセスをGUIで

設計するBPELデザイン部分と、BPEL文書からプロセスの実

行インスタンスを生成するBPELエンジン部分、BPELエンジ

ンへのBPEL文書のデプロイやプロセスの実行インスタンスの

状態を運用管理するための運用管理部分の３つの部分から構成

される（図２）。

　WS-BPELは以下のような特徴を持つ（文献[４]）。

(１) 複雑なフローの定義

　WS-BPELではビジネスプロセスをフローチャートに似

た形で表現するが、その構成要素として外部サービスの呼

び出し(invoke)や外部サービスからのメッセージ受信(re-

ceive)、順序処理(sequence)、並列処理(flow)、分岐処

理(if)など基本的な操作が提供されている。それ以外にも

処理の一時停止（wait）や例外の発生（throw）、繰り

返し処理（while）など豊富な操作が提供されている。

　また、プログラミング言語のように処理をスコープ

（scope）によってブロック化することができ、スコー

プの単位で例外処理（faultHandlers）や補正処理（c-

ompensationHandler）、イベント処理(eventHan-

dlers)を記述するなど複雑なフローを定義することがで

きる。

(２) ロングトランザクション対応

　ビジネスプロセス内で実行されるサービスは処理が短時

間で終わるものばかりとは限らない。むしろ長時間にわた

る処理の方が一般的である。WS-BPELではこのようなロ

ングトランザクションに対応したプロセスを記述すること

ができる。

(３) 非同期のメッセージ交換パターンへの対応

　メッセージ交換パターンとして同期型に加えて非同期型

にも対応する。それぞれ方向が異なる一方向型のメッセー

ジを２つ組み合わせてコールバックされる応答メッセージ

をイベントとして受信することで非同期型のメッセージ交

換を実現する（図３）。

　また、非同期メッセージとプロセスの実行インスタンス

間の関連性を保持するために相関セット(correlation-

Set)という機能を提供する。

(４) 再帰的なプロセス定義

　BPELプロセスはそれ自体１つのWebサービスとして

公開される。これはBPELプロセスから別のBPELプロセ

スを再帰的に呼び出すことが可能であることを意味する

（図４）。ビジネスプロセスをいくつかのサブプロセスに

分割し、それらをBPELプロセスとして定義することで、

ビジネスプロセスの部品化と再利用が可能となる。

2.3  ESBとWS-BPELの適用範囲
　ESBのメディエーションフローでも簡単なプロセスのフロー

制御は可能であり、この点においてESBとWS-BPELは一部、

機能領域が重複している。プロセスのフロー制御にESBと

WS-BPELのどちらを使用するかはケースバイケースであり、

システム要件に応じて適切な方を選択する必要がある。判断の

基準としては以下のような点がポイントとなる。

(１) プロセスの制御内容の複雑さ

　ESBが提供するプロセスの制御機能は条件分岐など簡

単なフロー制御のみであるのに対し、WS-BPELでは繰り

返し処理やスコープを用いた例外処理など複雑なフロー制

御が可能である。従って複雑なフロー制御が必要とされる

場合は、WS-BPELを選択すべきである。

(２) ロングタイムトランザクションへの対応

　WS-BPELはロングトランザクションに対応しており、

ステートフルなプロセスを標準で記述することができるの

に対し、ESBは基本的にサービス間をステートレスに連

携させることしかできない。従ってロングトランザクション

をともなうサービスが組み込まれたプロセスを記述する必

要がある場合は、WS-BPELを選択すべきである。

(３) パフォーマンス

　ESBは大量メッセージを処理できるように設計されて

いる。従って大量メッセージに対するパフォーマンスの確

保が要求される場合は、ESBを選択すべきである。

　実際には、単純で処理数が多いプロセスはESB、ESB

で対応しきれない一部の複雑なプロセスについてはWS-

BPELというように両者を組み合わせて活用するのが現実

的だと思われる。ITアーキテクトは、システム要件として

どのようなプロセスが存在し、どのような方法で実現する

べきかを要件定義フェーズの段階できちんと分析して、適

切なシステム基盤を設計する必要がある。

3. インテックシステム研究所の取り組み

図 ５　管理ツール（実行インスタンス詳細画面）

（13）JBI(Java Business Integration):ESBのような統合コンポーネントをJavaで実装するための仕様
（14）JCP(Java Community Process):Java関連技術の開発や仕様の標準化プロセスを公開している国際的機関

図６　BPEL4Peopleの記述例

3.1  BPELエンジンの試作
　ISIではSOA基盤技術およびその適用技術の研究を行ってお

り、その研究の一つとしてBPELエンジンを試作した。試作し

たBPELエンジンは以下のような特徴を持つ。

(１) WS-BPEL ２.０仕様の準拠

　WS-BPEL ２.０の仕様に準拠したBPELプロセスを実行

できる。従って、WS-BPEL ２.０の仕様に準拠したBPEL

デザイナで設計されたプロセスであれば製品に依存せず

にプロセスが実行可能である。

　また、外部サービスとやり取りするメッセージのバリデー

ションを送受信のタイミングで行うことにより信頼性の

高いプロセスの実行を実現する。

(２) JBI(13)仕様の準拠（文献[５]）

　JBI １.０仕様に準拠したコンポーネントとして実装して

いる。JBI １.０はJavaによるビジネス統合の標準仕様で

JCP(14)によってJSR２０８として公開済みである。このため、

JBI １.０に準拠したESB製品であれば、BPELエンジンを

実行することができる。

(３) 通信レイヤの分離

　BPELエンジンから外部サービスとの通信レイヤを分離

することで、新たな通信プロトコルに対応したサービス

と接続する場合でも、BPELエンジンを実装修正する事な

く、通信を担当するコンポーネントのみを追加すれば良い。

(４) Webインターフェースによる管理ツールの提供

　WebインターフェースによるBPELエンジンの管理ツー

ルを提供する（図５）。管理ツールからは、エンジンの

起動/停止、プロセスのデプロイ/アンデプロイ、様々な

検索条件によるBPELプロセスや実行インスタンスの検索

などが実行できる。

　また、実行インスタンスについては、プロセス実行過

程の実行インスタンスの状態や条件文の評価結果、メッセー

ジの編集過程を監査証跡として保存しており、実行イン

スタンスの最新の状態だけでなく、その実行過程を分析

することができる。

(５) ビジネスメッセージの検索

　BPELプロセスと連携する外部サービスとの紐付けに使

用する相関セットの値を検索キーとして実行インスタン

スの検索ができる。また、外部サービスとやり取りされ

るビジネスメッセージをXML形式のまま、XMLDBに保

存しており、XPathやXQueryによるメッセージ検索が

可能である。

　これらの検索機能により、実際のビジネスデータに基

づくプロセスの運用管理が可能になる。例えば、相関セッ

トによる実行インスタンスの検索によって、連携する外

部サービス内でのトランザクションの識別子として使用

されている「受注番号」や「決済番号」などの値を検索キー

にして実行インスタンスを検索したり、メッセージ検索

によって、外部サービスによって発行された「受注日」

などを検索キーとしてある特定期間内の実行インスタンス

を検索したりすることも可能である。

(６) スナップショットの保存と再実行

　BPELエンジンが外部サービスにメッセージを送受信す

るタイミングでメッセージと実行インスタンスの状態の

スナップショットを作り、それを保存している。このため、

プロセス実行中に不具合が発生した場合に、不具合が発生

する直前の状態に実行インスタンスを戻してメッセージを

再送することで、不具合が発生した時点からの実行インス

タンスを継続実行できる。

3.2  考察
　BPELエンジンの開発とその適用の研究を行った結果、WS-

BPELによるビジネスプロセスの制御には以下のような課題が

あると考えている。

(１) ヒューマンワークフローへの対応

　ビジネスプロセスのほとんどは、承認や評価、データ入

力といった人手による作業（ヒューマンタスク）が介在す

る。WS-BPELは、Webサービス同士の連携によるビジ

ネスプロセスの記述には向いているが、ヒューマンタスク

を含むビジネスプロセスのモデルを十分に記述できないと

いう課題がある。そこで作成されたWS-BPELの拡張仕様

がBPEL４Peopleであり、現在OASISにて標準化が進め

られている（文献[６]）。

　BPEL４Peopleでは、ヒューマンタスクをWS-BPELの1つの

アクティビティとして記述することで、BPELプロセスによる

ヒューマンワークフローのモデル化を可能とする（図６）。

　だが、BPEL４PeopleはWS-BPEL内でヒューマンタ

スクをモデル化するだけであり、複雑で多岐にわたる人間

の振る舞いをどのようにサービス化するかという点につい

ては依然として課題が残っている。

(２) BPMNとWS-BPELとのギャップ

　BPMNとWS-BPELのマッピングはBPMNの仕様とし

て規定されており、BPMNからWS-BPELに自動変換す

るツールも存在する。しかし、両者は元々異なる経緯で開

発された言語であるため、BPMNから自動変換された

WS-BPELをBPELエンジンでそのまま実行できない場合

も多い。このため、IT技術者が自動生成されたWS-BPEL

を基に実行可能な形に再設計するという二度手間を行う必

要がある。

　本稿では、SOAの基盤技術としてESBとBPMN/WS-

BPELについて説明した。また、ISIで開発したWS-BPELエン

ジンの説明とWS-BPELによるプロセス制御の課題について考

察した。

　SOAを実際のビジネスソリューションとして活用する場合、

トランザクションやセキュリティ、運用管理面などにおいて、

まだまだ不足した機能や課題が多く、これらに対する研究や標

準化策定が現在も活発に行われている。

　今後の展望として、これらの課題に対する対応を研究し、開

発したBPELエンジンに反映させていくと共に、インテックの

SOA基盤を整備していく予定である。
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図４  BPELプロセスの再帰呼び出し
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特集2 インテックグループにおける研究開発

概要
　ビジネスのグローバル化や企業の吸収合併などビジネスプロセスの多様化やダイナミックな変革が進む中、企

業が利用するITシステムもこれらの変化に迅速かつ柔軟に対応することが求められる。これらに対する解として

SOAというキーワードが注目を集めている。

　日本国内のSOAの普及は欧米に比べて数年遅れていると言われているが、日本国内においてもSOAによる

システム構築事例が出始めており、これからSOAの導入が本格化するものと思われる。

　株式会社インテックシステム研究所(以下、ISI )では、SOAシステム開発のため、その基盤技術や設計技術など

について研究している。本稿では、SOA基盤技術にフォーカスしてその動向について説明した後、ISIの取り組み

として、ISIで開発したBPELエンジンについて説明し、WS-BPELによるプロセス制御の課題について考察する。
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　SOA(1)とは、ビジネスプロセスの構成単位と一致したソフ

トウェアコンポーネントを「サービス」としてネットワーク

上に公開し、「サービス」を相互に組み合わせて連携するとい

うアーキテクチャである。ビジネスの変化にともなって生じ

るビジネスプロセスの多様化やダイナミックな変化に対し、

SOAによって ITシステムの迅速かつ柔軟な対応が可能になる

と期待されている（文献[1]）。

　SOAの概念は１９９０年代から存在したが、当時はアプリケー

ションのサービス化や分散したサービスを連携する技術が、

実用化レベルではなかったため、普及にはいたらなかった。

２０００年代初頭にSOAP(2)を使ったWebサービスが登場し、ベン

ダーに依存しないオープンなサービス化技術が普及したこと

によって、WebサービスによるSOAが実現可能な段階に入った。
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（1）SOA (Service Oriented Architecture):サービス指向アーキテクチャ
（2）SOAP (Simple Object Access Protocol):XMLやHTTPなどを利用して他のコンピュータにあるデータやサービスを呼び出すためのプロトコル
（3）WSDL(Web Services Description Language):Webサービスのインターフェースを記述するXMLベースの言語
（4）BPM(Business Process Management):業務プロセスを整理・分析し、継続的なプロセス改善を遂行しようという経営・業務改善コンセプト
（5）ESB(Enterprise Service Bus):サービスへのアクセスをバスを通して行うというアーキテクチャ
（6）BPMN(Business Process Modeling Notation):標準のビジネスプロセスモデリング表記

　初期のSOAは、SOAPやWSDL(3)を使用した分散システム

の構築と捉えられていたが、現在ではSOAは、BPM(4)を含め

た企業のビジネスプロセスを全体最適するための IT基盤とな

ることが期待されている。

　最近は、サービスの連携基盤にESB(5)を、BPMN(6)によっ

て設計されたビジネスプロセスの制御にWS-BPEL(7)を使用す

るのが主流である。

2.1  ESB
　ESBは、SOAの中核となる基盤技術である。SOAでは分散

環境で動作する様々なサービスを互いに連携することによっ

てシステムを構築するが、サービス間の接続を個別に行うとサー

ビス数の増加と共にその組み合わせがメッシュ構造となり指

数的に増加してしまう (図1左)。そこでサービスの中間に

仮想的なバスを提供し、サービスへのアクセスはバスを仲介

（メディエーション）して行うというアーキテクチャがESBで

ある（図１右）。

　アプリケーションの連携基盤としては、ESBの他にEAI(8)が

ある。EAI が既存のアプリケーションのインターフェースをそ

のまま利用して短期間での連携実現を目的としているのに対し、

ESBはアプリケーションのインターフェースをつなぐことを

前提としたサービスとして再設計することによって連携をシン

プルにしてシステム全体の最適化を目指すという点で連携に対

するアプローチの仕方が異なる。

図 1　ESBによるサービス接続

表 1　EAIとESBの比較

図 ２　WS-BPELによるサービス連携

（7）WS-BPEL(Web Services Business Process Execution Language):複数のWebサービスを組み合わせたビジネスプロセスを定義するためのXMLベースの言語
（8）EAI(Enterprise Application Integration):企業内の多種多様なコンピュータシステム群を有機的に連携し、データやプロセスの効率的な統合をはかること
（9）JMS(Java Message Service):Javaでメッセージサービスを利用するための標準API
（10）JCA(Java Connector Architecture):Java EEプラットフォームと他のエンタープライズシステムとの相互接続を実現するための標準API
（11）XSLT(XML Stylesheet Language Transformation):XML文書用の変換言語 
（12）OASIS(Organization for the Advancement of Structured Information Standards):オープン標準の開発、統合および採用を推進する非営利国際コンソーシアム

図３  メッセージ交換パターン

　ESBは、一般に以下のような機能を提供する（文献[２]）。

(１) トランスポート変換機能

　接続するサービスの通信プロトコルに合わせてトランス

ポートを変換する。例えば、HTTPからJMS(9)、JMSか

らJCA(10)のように接続するサービスに合わせてトランスポー

トを変換する。これによってサービスとトランスポートの

独立性を保った運用が可能になる。

(２) メッセージ変換機能

　サービスがやり取りするメッセージの内容をサービスが

必要とするメッセージフォーマットに変換する。例えば、

固定長データやCSV形式のメッセージからXMLメッセー

ジへの変換や、XMLメッセージ間のスキーマの違いを

XSLT(11)などを用いて変換する。

(３) ルーティング機能

　サービスの情報を一元管理し、サービスコンシューマに

対してエンドポイントを仮想化することによって透過的な

サービス呼び出しを可能とする。これによってWSDLの

インターフェース定義部分とサービスのエンドポイント定

義部分を分離し、サービスコンシューマはインターフェー

スのみを意識すれば良く、実際のサービスのエンドポイン

トはESBで一元管理させることができる。

　また、メッセージの内容によってサービスの宛先を切り

替えるコンテンツベースのルーティング機能や条件分岐な

どによるプロセスフロー機能を提供する。

(4) モニタリング機能

　ESBを通過するメッセージを保存して分析、表示する

ことで様々な用途のモニタリングを実現する。

2.2  BPMN/WS-BPEL
　BPMNはビジネスアナリストがビジネスプロセスを可視化

するために使用するモデリング表記の標準である。一方、

WS-BPELは複数のWebサービスによるオーケストレーショ

ンを定義するためのXMLベースのプロセス定義言語であり、

OASIS(12)によってversion ２.０が２００７年に標準として承認さ

れている（文献[３]）。

　BPMNとWS-BPELはマッピング可能であり、これによっ

てビジネスアナリストが設計したビジネスプロセスを ITシス

テムに取り込むことができ、ビジネスと ITのギャップをなく

すというSOAの目的が理論上は可能となる。

　WS-BPELを使用したシステムは、BPELプロセスをGUIで

設計するBPELデザイン部分と、BPEL文書からプロセスの実

行インスタンスを生成するBPELエンジン部分、BPELエンジ

ンへのBPEL文書のデプロイやプロセスの実行インスタンスの

状態を運用管理するための運用管理部分の３つの部分から構成

される（図２）。

　WS-BPELは以下のような特徴を持つ（文献[４]）。

(１) 複雑なフローの定義

　WS-BPELではビジネスプロセスをフローチャートに似

た形で表現するが、その構成要素として外部サービスの呼

び出し(invoke)や外部サービスからのメッセージ受信(re-

ceive)、順序処理(sequence)、並列処理(flow)、分岐処

理(if)など基本的な操作が提供されている。それ以外にも

処理の一時停止（wait）や例外の発生（throw）、繰り

返し処理（while）など豊富な操作が提供されている。

　また、プログラミング言語のように処理をスコープ

（scope）によってブロック化することができ、スコー

プの単位で例外処理（faultHandlers）や補正処理（c-

ompensationHandler）、イベント処理(eventHan-

dlers)を記述するなど複雑なフローを定義することがで

きる。

(２) ロングトランザクション対応

　ビジネスプロセス内で実行されるサービスは処理が短時

間で終わるものばかりとは限らない。むしろ長時間にわた

る処理の方が一般的である。WS-BPELではこのようなロ

ングトランザクションに対応したプロセスを記述すること

ができる。

(３) 非同期のメッセージ交換パターンへの対応

　メッセージ交換パターンとして同期型に加えて非同期型

にも対応する。それぞれ方向が異なる一方向型のメッセー

ジを２つ組み合わせてコールバックされる応答メッセージ

をイベントとして受信することで非同期型のメッセージ交

換を実現する（図３）。

　また、非同期メッセージとプロセスの実行インスタンス

間の関連性を保持するために相関セット(correlation-

Set)という機能を提供する。

(４) 再帰的なプロセス定義

　BPELプロセスはそれ自体１つのWebサービスとして

公開される。これはBPELプロセスから別のBPELプロセ

スを再帰的に呼び出すことが可能であることを意味する

（図４）。ビジネスプロセスをいくつかのサブプロセスに

分割し、それらをBPELプロセスとして定義することで、

ビジネスプロセスの部品化と再利用が可能となる。

2.3  ESBとWS-BPELの適用範囲
　ESBのメディエーションフローでも簡単なプロセスのフロー

制御は可能であり、この点においてESBとWS-BPELは一部、

機能領域が重複している。プロセスのフロー制御にESBと

WS-BPELのどちらを使用するかはケースバイケースであり、

システム要件に応じて適切な方を選択する必要がある。判断の

基準としては以下のような点がポイントとなる。

(１) プロセスの制御内容の複雑さ

　ESBが提供するプロセスの制御機能は条件分岐など簡

単なフロー制御のみであるのに対し、WS-BPELでは繰り

返し処理やスコープを用いた例外処理など複雑なフロー制

御が可能である。従って複雑なフロー制御が必要とされる

場合は、WS-BPELを選択すべきである。

(２) ロングタイムトランザクションへの対応

　WS-BPELはロングトランザクションに対応しており、

ステートフルなプロセスを標準で記述することができるの

に対し、ESBは基本的にサービス間をステートレスに連

携させることしかできない。従ってロングトランザクション

をともなうサービスが組み込まれたプロセスを記述する必

要がある場合は、WS-BPELを選択すべきである。

(３) パフォーマンス

　ESBは大量メッセージを処理できるように設計されて

いる。従って大量メッセージに対するパフォーマンスの確

保が要求される場合は、ESBを選択すべきである。

　実際には、単純で処理数が多いプロセスはESB、ESB

で対応しきれない一部の複雑なプロセスについてはWS-

BPELというように両者を組み合わせて活用するのが現実

的だと思われる。ITアーキテクトは、システム要件として

どのようなプロセスが存在し、どのような方法で実現する

べきかを要件定義フェーズの段階できちんと分析して、適

切なシステム基盤を設計する必要がある。

3. インテックシステム研究所の取り組み

図 ５　管理ツール（実行インスタンス詳細画面）

（13）JBI(Java Business Integration):ESBのような統合コンポーネントをJavaで実装するための仕様
（14）JCP(Java Community Process):Java関連技術の開発や仕様の標準化プロセスを公開している国際的機関

図６　BPEL4Peopleの記述例

3.1  BPELエンジンの試作
　ISIではSOA基盤技術およびその適用技術の研究を行ってお

り、その研究の一つとしてBPELエンジンを試作した。試作し

たBPELエンジンは以下のような特徴を持つ。

(１) WS-BPEL ２.０仕様の準拠

　WS-BPEL ２.０の仕様に準拠したBPELプロセスを実行

できる。従って、WS-BPEL ２.０の仕様に準拠したBPEL

デザイナで設計されたプロセスであれば製品に依存せず

にプロセスが実行可能である。

　また、外部サービスとやり取りするメッセージのバリデー

ションを送受信のタイミングで行うことにより信頼性の

高いプロセスの実行を実現する。

(２) JBI(13)仕様の準拠（文献[５]）

　JBI １.０仕様に準拠したコンポーネントとして実装して

いる。JBI １.０はJavaによるビジネス統合の標準仕様で

JCP(14)によってJSR２０８として公開済みである。このため、

JBI １.０に準拠したESB製品であれば、BPELエンジンを

実行することができる。

(３) 通信レイヤの分離

　BPELエンジンから外部サービスとの通信レイヤを分離

することで、新たな通信プロトコルに対応したサービス

と接続する場合でも、BPELエンジンを実装修正する事な

く、通信を担当するコンポーネントのみを追加すれば良い。

(４) Webインターフェースによる管理ツールの提供

　WebインターフェースによるBPELエンジンの管理ツー

ルを提供する（図５）。管理ツールからは、エンジンの

起動/停止、プロセスのデプロイ/アンデプロイ、様々な

検索条件によるBPELプロセスや実行インスタンスの検索

などが実行できる。

　また、実行インスタンスについては、プロセス実行過

程の実行インスタンスの状態や条件文の評価結果、メッセー

ジの編集過程を監査証跡として保存しており、実行イン

スタンスの最新の状態だけでなく、その実行過程を分析

することができる。

(５) ビジネスメッセージの検索

　BPELプロセスと連携する外部サービスとの紐付けに使

用する相関セットの値を検索キーとして実行インスタン

スの検索ができる。また、外部サービスとやり取りされ

るビジネスメッセージをXML形式のまま、XMLDBに保

存しており、XPathやXQueryによるメッセージ検索が

可能である。

　これらの検索機能により、実際のビジネスデータに基

づくプロセスの運用管理が可能になる。例えば、相関セッ

トによる実行インスタンスの検索によって、連携する外

部サービス内でのトランザクションの識別子として使用

されている「受注番号」や「決済番号」などの値を検索キー

にして実行インスタンスを検索したり、メッセージ検索

によって、外部サービスによって発行された「受注日」

などを検索キーとしてある特定期間内の実行インスタンス

を検索したりすることも可能である。

(６) スナップショットの保存と再実行

　BPELエンジンが外部サービスにメッセージを送受信す

るタイミングでメッセージと実行インスタンスの状態の

スナップショットを作り、それを保存している。このため、

プロセス実行中に不具合が発生した場合に、不具合が発生

する直前の状態に実行インスタンスを戻してメッセージを

再送することで、不具合が発生した時点からの実行インス

タンスを継続実行できる。

3.2  考察
　BPELエンジンの開発とその適用の研究を行った結果、WS-

BPELによるビジネスプロセスの制御には以下のような課題が

あると考えている。

(１) ヒューマンワークフローへの対応

　ビジネスプロセスのほとんどは、承認や評価、データ入

力といった人手による作業（ヒューマンタスク）が介在す

る。WS-BPELは、Webサービス同士の連携によるビジ

ネスプロセスの記述には向いているが、ヒューマンタスク

を含むビジネスプロセスのモデルを十分に記述できないと

いう課題がある。そこで作成されたWS-BPELの拡張仕様

がBPEL４Peopleであり、現在OASISにて標準化が進め

られている（文献[６]）。

　BPEL４Peopleでは、ヒューマンタスクをWS-BPELの1つの

アクティビティとして記述することで、BPELプロセスによる

ヒューマンワークフローのモデル化を可能とする（図６）。

　だが、BPEL４PeopleはWS-BPEL内でヒューマンタ

スクをモデル化するだけであり、複雑で多岐にわたる人間

の振る舞いをどのようにサービス化するかという点につい

ては依然として課題が残っている。

(２) BPMNとWS-BPELとのギャップ

　BPMNとWS-BPELのマッピングはBPMNの仕様とし

て規定されており、BPMNからWS-BPELに自動変換す

るツールも存在する。しかし、両者は元々異なる経緯で開

発された言語であるため、BPMNから自動変換された

WS-BPELをBPELエンジンでそのまま実行できない場合

も多い。このため、IT技術者が自動生成されたWS-BPEL

を基に実行可能な形に再設計するという二度手間を行う必

要がある。

　本稿では、SOAの基盤技術としてESBとBPMN/WS-

BPELについて説明した。また、ISIで開発したWS-BPELエン

ジンの説明とWS-BPELによるプロセス制御の課題について考

察した。

　SOAを実際のビジネスソリューションとして活用する場合、

トランザクションやセキュリティ、運用管理面などにおいて、

まだまだ不足した機能や課題が多く、これらに対する研究や標

準化策定が現在も活発に行われている。

　今後の展望として、これらの課題に対する対応を研究し、開

発したBPELエンジンに反映させていくと共に、インテックの

SOA基盤を整備していく予定である。
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特集2 インテックグループにおける研究開発

概要
　ビジネスのグローバル化や企業の吸収合併などビジネスプロセスの多様化やダイナミックな変革が進む中、企

業が利用するITシステムもこれらの変化に迅速かつ柔軟に対応することが求められる。これらに対する解として

SOAというキーワードが注目を集めている。

　日本国内のSOAの普及は欧米に比べて数年遅れていると言われているが、日本国内においてもSOAによる

システム構築事例が出始めており、これからSOAの導入が本格化するものと思われる。

　株式会社インテックシステム研究所(以下、ISI )では、SOAシステム開発のため、その基盤技術や設計技術など

について研究している。本稿では、SOA基盤技術にフォーカスしてその動向について説明した後、ISIの取り組み

として、ISIで開発したBPELエンジンについて説明し、WS-BPELによるプロセス制御の課題について考察する。
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　SOA(1)とは、ビジネスプロセスの構成単位と一致したソフ

トウェアコンポーネントを「サービス」としてネットワーク

上に公開し、「サービス」を相互に組み合わせて連携するとい

うアーキテクチャである。ビジネスの変化にともなって生じ

るビジネスプロセスの多様化やダイナミックな変化に対し、

SOAによって ITシステムの迅速かつ柔軟な対応が可能になる

と期待されている（文献[1]）。

　SOAの概念は１９９０年代から存在したが、当時はアプリケー

ションのサービス化や分散したサービスを連携する技術が、

実用化レベルではなかったため、普及にはいたらなかった。

２０００年代初頭にSOAP(2)を使ったWebサービスが登場し、ベン

ダーに依存しないオープンなサービス化技術が普及したこと

によって、WebサービスによるSOAが実現可能な段階に入った。
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（1）SOA (Service Oriented Architecture):サービス指向アーキテクチャ
（2）SOAP (Simple Object Access Protocol):XMLやHTTPなどを利用して他のコンピュータにあるデータやサービスを呼び出すためのプロトコル
（3）WSDL(Web Services Description Language):Webサービスのインターフェースを記述するXMLベースの言語
（4）BPM(Business Process Management):業務プロセスを整理・分析し、継続的なプロセス改善を遂行しようという経営・業務改善コンセプト
（5）ESB(Enterprise Service Bus):サービスへのアクセスをバスを通して行うというアーキテクチャ
（6）BPMN(Business Process Modeling Notation):標準のビジネスプロセスモデリング表記

　初期のSOAは、SOAPやWSDL(3)を使用した分散システム

の構築と捉えられていたが、現在ではSOAは、BPM(4)を含め

た企業のビジネスプロセスを全体最適するための IT基盤とな

ることが期待されている。

　最近は、サービスの連携基盤にESB(5)を、BPMN(6)によっ

て設計されたビジネスプロセスの制御にWS-BPEL(7)を使用す

るのが主流である。

2.1  ESB
　ESBは、SOAの中核となる基盤技術である。SOAでは分散

環境で動作する様々なサービスを互いに連携することによっ

てシステムを構築するが、サービス間の接続を個別に行うとサー

ビス数の増加と共にその組み合わせがメッシュ構造となり指

数的に増加してしまう (図1左)。そこでサービスの中間に

仮想的なバスを提供し、サービスへのアクセスはバスを仲介

（メディエーション）して行うというアーキテクチャがESBで

ある（図１右）。

　アプリケーションの連携基盤としては、ESBの他にEAI(8)が

ある。EAI が既存のアプリケーションのインターフェースをそ

のまま利用して短期間での連携実現を目的としているのに対し、

ESBはアプリケーションのインターフェースをつなぐことを

前提としたサービスとして再設計することによって連携をシン

プルにしてシステム全体の最適化を目指すという点で連携に対

するアプローチの仕方が異なる。

図 1　ESBによるサービス接続

表 1　EAIとESBの比較

図 ２　WS-BPELによるサービス連携

（7）WS-BPEL(Web Services Business Process Execution Language):複数のWebサービスを組み合わせたビジネスプロセスを定義するためのXMLベースの言語
（8）EAI(Enterprise Application Integration):企業内の多種多様なコンピュータシステム群を有機的に連携し、データやプロセスの効率的な統合をはかること
（9）JMS(Java Message Service):Javaでメッセージサービスを利用するための標準API
（10）JCA(Java Connector Architecture):Java EEプラットフォームと他のエンタープライズシステムとの相互接続を実現するための標準API
（11）XSLT(XML Stylesheet Language Transformation):XML文書用の変換言語 
（12）OASIS(Organization for the Advancement of Structured Information Standards):オープン標準の開発、統合および採用を推進する非営利国際コンソーシアム

図３  メッセージ交換パターン

　ESBは、一般に以下のような機能を提供する（文献[２]）。

(１) トランスポート変換機能

　接続するサービスの通信プロトコルに合わせてトランス

ポートを変換する。例えば、HTTPからJMS(9)、JMSか

らJCA(10)のように接続するサービスに合わせてトランスポー

トを変換する。これによってサービスとトランスポートの

独立性を保った運用が可能になる。

(２) メッセージ変換機能

　サービスがやり取りするメッセージの内容をサービスが

必要とするメッセージフォーマットに変換する。例えば、

固定長データやCSV形式のメッセージからXMLメッセー

ジへの変換や、XMLメッセージ間のスキーマの違いを

XSLT(11)などを用いて変換する。

(３) ルーティング機能

　サービスの情報を一元管理し、サービスコンシューマに

対してエンドポイントを仮想化することによって透過的な

サービス呼び出しを可能とする。これによってWSDLの

インターフェース定義部分とサービスのエンドポイント定

義部分を分離し、サービスコンシューマはインターフェー

スのみを意識すれば良く、実際のサービスのエンドポイン

トはESBで一元管理させることができる。

　また、メッセージの内容によってサービスの宛先を切り

替えるコンテンツベースのルーティング機能や条件分岐な

どによるプロセスフロー機能を提供する。

(4) モニタリング機能

　ESBを通過するメッセージを保存して分析、表示する

ことで様々な用途のモニタリングを実現する。

2.2  BPMN/WS-BPEL
　BPMNはビジネスアナリストがビジネスプロセスを可視化

するために使用するモデリング表記の標準である。一方、

WS-BPELは複数のWebサービスによるオーケストレーショ

ンを定義するためのXMLベースのプロセス定義言語であり、

OASIS(12)によってversion ２.０が２００７年に標準として承認さ

れている（文献[３]）。

　BPMNとWS-BPELはマッピング可能であり、これによっ

てビジネスアナリストが設計したビジネスプロセスを ITシス

テムに取り込むことができ、ビジネスと ITのギャップをなく

すというSOAの目的が理論上は可能となる。

　WS-BPELを使用したシステムは、BPELプロセスをGUIで

設計するBPELデザイン部分と、BPEL文書からプロセスの実

行インスタンスを生成するBPELエンジン部分、BPELエンジ

ンへのBPEL文書のデプロイやプロセスの実行インスタンスの

状態を運用管理するための運用管理部分の３つの部分から構成

される（図２）。

　WS-BPELは以下のような特徴を持つ（文献[４]）。

(１) 複雑なフローの定義

　WS-BPELではビジネスプロセスをフローチャートに似

た形で表現するが、その構成要素として外部サービスの呼

び出し(invoke)や外部サービスからのメッセージ受信(re-

ceive)、順序処理(sequence)、並列処理(flow)、分岐処

理(if)など基本的な操作が提供されている。それ以外にも

処理の一時停止（wait）や例外の発生（throw）、繰り

返し処理（while）など豊富な操作が提供されている。

　また、プログラミング言語のように処理をスコープ

（scope）によってブロック化することができ、スコー

プの単位で例外処理（faultHandlers）や補正処理（c-

ompensationHandler）、イベント処理(eventHan-

dlers)を記述するなど複雑なフローを定義することがで

きる。

(２) ロングトランザクション対応

　ビジネスプロセス内で実行されるサービスは処理が短時

間で終わるものばかりとは限らない。むしろ長時間にわた

る処理の方が一般的である。WS-BPELではこのようなロ

ングトランザクションに対応したプロセスを記述すること

ができる。

(３) 非同期のメッセージ交換パターンへの対応

　メッセージ交換パターンとして同期型に加えて非同期型

にも対応する。それぞれ方向が異なる一方向型のメッセー

ジを２つ組み合わせてコールバックされる応答メッセージ

をイベントとして受信することで非同期型のメッセージ交

換を実現する（図３）。

　また、非同期メッセージとプロセスの実行インスタンス

間の関連性を保持するために相関セット(correlation-

Set)という機能を提供する。

(４) 再帰的なプロセス定義

　BPELプロセスはそれ自体１つのWebサービスとして

公開される。これはBPELプロセスから別のBPELプロセ

スを再帰的に呼び出すことが可能であることを意味する

（図４）。ビジネスプロセスをいくつかのサブプロセスに

分割し、それらをBPELプロセスとして定義することで、

ビジネスプロセスの部品化と再利用が可能となる。

2.3  ESBとWS-BPELの適用範囲
　ESBのメディエーションフローでも簡単なプロセスのフロー

制御は可能であり、この点においてESBとWS-BPELは一部、

機能領域が重複している。プロセスのフロー制御にESBと

WS-BPELのどちらを使用するかはケースバイケースであり、

システム要件に応じて適切な方を選択する必要がある。判断の

基準としては以下のような点がポイントとなる。

(１) プロセスの制御内容の複雑さ

　ESBが提供するプロセスの制御機能は条件分岐など簡

単なフロー制御のみであるのに対し、WS-BPELでは繰り

返し処理やスコープを用いた例外処理など複雑なフロー制

御が可能である。従って複雑なフロー制御が必要とされる

場合は、WS-BPELを選択すべきである。

(２) ロングタイムトランザクションへの対応

　WS-BPELはロングトランザクションに対応しており、

ステートフルなプロセスを標準で記述することができるの

に対し、ESBは基本的にサービス間をステートレスに連

携させることしかできない。従ってロングトランザクション

をともなうサービスが組み込まれたプロセスを記述する必

要がある場合は、WS-BPELを選択すべきである。

(３) パフォーマンス

　ESBは大量メッセージを処理できるように設計されて

いる。従って大量メッセージに対するパフォーマンスの確

保が要求される場合は、ESBを選択すべきである。

　実際には、単純で処理数が多いプロセスはESB、ESB

で対応しきれない一部の複雑なプロセスについてはWS-

BPELというように両者を組み合わせて活用するのが現実

的だと思われる。ITアーキテクトは、システム要件として

どのようなプロセスが存在し、どのような方法で実現する

べきかを要件定義フェーズの段階できちんと分析して、適

切なシステム基盤を設計する必要がある。

3. インテックシステム研究所の取り組み

図 ５　管理ツール（実行インスタンス詳細画面）

（13）JBI(Java Business Integration):ESBのような統合コンポーネントをJavaで実装するための仕様
（14）JCP(Java Community Process):Java関連技術の開発や仕様の標準化プロセスを公開している国際的機関

図６　BPEL4Peopleの記述例

3.1  BPELエンジンの試作
　ISIではSOA基盤技術およびその適用技術の研究を行ってお

り、その研究の一つとしてBPELエンジンを試作した。試作し

たBPELエンジンは以下のような特徴を持つ。

(１) WS-BPEL ２.０仕様の準拠

　WS-BPEL ２.０の仕様に準拠したBPELプロセスを実行

できる。従って、WS-BPEL ２.０の仕様に準拠したBPEL

デザイナで設計されたプロセスであれば製品に依存せず

にプロセスが実行可能である。

　また、外部サービスとやり取りするメッセージのバリデー

ションを送受信のタイミングで行うことにより信頼性の

高いプロセスの実行を実現する。

(２) JBI(13)仕様の準拠（文献[５]）

　JBI １.０仕様に準拠したコンポーネントとして実装して

いる。JBI １.０はJavaによるビジネス統合の標準仕様で

JCP(14)によってJSR２０８として公開済みである。このため、

JBI １.０に準拠したESB製品であれば、BPELエンジンを

実行することができる。

(３) 通信レイヤの分離

　BPELエンジンから外部サービスとの通信レイヤを分離

することで、新たな通信プロトコルに対応したサービス

と接続する場合でも、BPELエンジンを実装修正する事な

く、通信を担当するコンポーネントのみを追加すれば良い。

(４) Webインターフェースによる管理ツールの提供

　WebインターフェースによるBPELエンジンの管理ツー

ルを提供する（図５）。管理ツールからは、エンジンの

起動/停止、プロセスのデプロイ/アンデプロイ、様々な

検索条件によるBPELプロセスや実行インスタンスの検索

などが実行できる。

　また、実行インスタンスについては、プロセス実行過

程の実行インスタンスの状態や条件文の評価結果、メッセー

ジの編集過程を監査証跡として保存しており、実行イン

スタンスの最新の状態だけでなく、その実行過程を分析

することができる。

(５) ビジネスメッセージの検索

　BPELプロセスと連携する外部サービスとの紐付けに使

用する相関セットの値を検索キーとして実行インスタン

スの検索ができる。また、外部サービスとやり取りされ

るビジネスメッセージをXML形式のまま、XMLDBに保

存しており、XPathやXQueryによるメッセージ検索が

可能である。

　これらの検索機能により、実際のビジネスデータに基

づくプロセスの運用管理が可能になる。例えば、相関セッ

トによる実行インスタンスの検索によって、連携する外

部サービス内でのトランザクションの識別子として使用

されている「受注番号」や「決済番号」などの値を検索キー

にして実行インスタンスを検索したり、メッセージ検索

によって、外部サービスによって発行された「受注日」

などを検索キーとしてある特定期間内の実行インスタンス

を検索したりすることも可能である。

(６) スナップショットの保存と再実行

　BPELエンジンが外部サービスにメッセージを送受信す

るタイミングでメッセージと実行インスタンスの状態の

スナップショットを作り、それを保存している。このため、

プロセス実行中に不具合が発生した場合に、不具合が発生

する直前の状態に実行インスタンスを戻してメッセージを

再送することで、不具合が発生した時点からの実行インス

タンスを継続実行できる。

3.2  考察
　BPELエンジンの開発とその適用の研究を行った結果、WS-

BPELによるビジネスプロセスの制御には以下のような課題が

あると考えている。

(１) ヒューマンワークフローへの対応

　ビジネスプロセスのほとんどは、承認や評価、データ入

力といった人手による作業（ヒューマンタスク）が介在す

る。WS-BPELは、Webサービス同士の連携によるビジ

ネスプロセスの記述には向いているが、ヒューマンタスク

を含むビジネスプロセスのモデルを十分に記述できないと

いう課題がある。そこで作成されたWS-BPELの拡張仕様

がBPEL４Peopleであり、現在OASISにて標準化が進め

られている（文献[６]）。

　BPEL４Peopleでは、ヒューマンタスクをWS-BPELの1つの

アクティビティとして記述することで、BPELプロセスによる

ヒューマンワークフローのモデル化を可能とする（図６）。

　だが、BPEL４PeopleはWS-BPEL内でヒューマンタ

スクをモデル化するだけであり、複雑で多岐にわたる人間

の振る舞いをどのようにサービス化するかという点につい

ては依然として課題が残っている。

(２) BPMNとWS-BPELとのギャップ

　BPMNとWS-BPELのマッピングはBPMNの仕様とし

て規定されており、BPMNからWS-BPELに自動変換す

るツールも存在する。しかし、両者は元々異なる経緯で開

発された言語であるため、BPMNから自動変換された

WS-BPELをBPELエンジンでそのまま実行できない場合

も多い。このため、IT技術者が自動生成されたWS-BPEL

を基に実行可能な形に再設計するという二度手間を行う必

要がある。

　本稿では、SOAの基盤技術としてESBとBPMN/WS-

BPELについて説明した。また、ISIで開発したWS-BPELエン

ジンの説明とWS-BPELによるプロセス制御の課題について考

察した。

　SOAを実際のビジネスソリューションとして活用する場合、

トランザクションやセキュリティ、運用管理面などにおいて、

まだまだ不足した機能や課題が多く、これらに対する研究や標

準化策定が現在も活発に行われている。

　今後の展望として、これらの課題に対する対応を研究し、開

発したBPELエンジンに反映させていくと共に、インテックの

SOA基盤を整備していく予定である。
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特集2 インテックグループにおける研究開発

概要
　ビジネスのグローバル化や企業の吸収合併などビジネスプロセスの多様化やダイナミックな変革が進む中、企

業が利用するITシステムもこれらの変化に迅速かつ柔軟に対応することが求められる。これらに対する解として

SOAというキーワードが注目を集めている。

　日本国内のSOAの普及は欧米に比べて数年遅れていると言われているが、日本国内においてもSOAによる

システム構築事例が出始めており、これからSOAの導入が本格化するものと思われる。

　株式会社インテックシステム研究所(以下、ISI )では、SOAシステム開発のため、その基盤技術や設計技術など

について研究している。本稿では、SOA基盤技術にフォーカスしてその動向について説明した後、ISIの取り組み

として、ISIで開発したBPELエンジンについて説明し、WS-BPELによるプロセス制御の課題について考察する。

特
集
2

特
集
2

特
集
2

参考文献

[1] 岡部恵造：SCAを軸に進展する実装レベルの標準化，SOA研究, 

vol.1,リックテレコム, (2007).

[2] David A. Chappell著、渡邉了介訳：エンタープライズサービスバス,

 オライリー・ジャパン, (2005).

[3] OASIS：Web Services Business Process Execution Language

 v2.0

http://www.oasis-open.org/specs/index.php#wsbpelv2.0

[4] Sanjiva Weerawarana著、丸山宏訳：Webサービスプラットフォーム

アーキテクチャ, エスアイビーアクセス, (2006).

[5] JSR 208: Java Business Integration(JBI)

http://www.jcp.org/en/jsr/detail?id=208

[6] WS-BPEL Extension for People (BPEL4People) Version 1.0

　　http://xml.coverpages.org/BPEL4People-V1-200706.pdf

　SOA(1)とは、ビジネスプロセスの構成単位と一致したソフ

トウェアコンポーネントを「サービス」としてネットワーク

上に公開し、「サービス」を相互に組み合わせて連携するとい

うアーキテクチャである。ビジネスの変化にともなって生じ

るビジネスプロセスの多様化やダイナミックな変化に対し、

SOAによって ITシステムの迅速かつ柔軟な対応が可能になる

と期待されている（文献[1]）。

　SOAの概念は１９９０年代から存在したが、当時はアプリケー

ションのサービス化や分散したサービスを連携する技術が、

実用化レベルではなかったため、普及にはいたらなかった。

２０００年代初頭にSOAP(2)を使ったWebサービスが登場し、ベン

ダーに依存しないオープンなサービス化技術が普及したこと

によって、WebサービスによるSOAが実現可能な段階に入った。
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（1）SOA (Service Oriented Architecture):サービス指向アーキテクチャ
（2）SOAP (Simple Object Access Protocol):XMLやHTTPなどを利用して他のコンピュータにあるデータやサービスを呼び出すためのプロトコル
（3）WSDL(Web Services Description Language):Webサービスのインターフェースを記述するXMLベースの言語
（4）BPM(Business Process Management):業務プロセスを整理・分析し、継続的なプロセス改善を遂行しようという経営・業務改善コンセプト
（5）ESB(Enterprise Service Bus):サービスへのアクセスをバスを通して行うというアーキテクチャ
（6）BPMN(Business Process Modeling Notation):標準のビジネスプロセスモデリング表記

　初期のSOAは、SOAPやWSDL(3)を使用した分散システム

の構築と捉えられていたが、現在ではSOAは、BPM(4)を含め

た企業のビジネスプロセスを全体最適するための IT基盤とな

ることが期待されている。

　最近は、サービスの連携基盤にESB(5)を、BPMN(6)によっ

て設計されたビジネスプロセスの制御にWS-BPEL(7)を使用す

るのが主流である。

2.1  ESB
　ESBは、SOAの中核となる基盤技術である。SOAでは分散

環境で動作する様々なサービスを互いに連携することによっ

てシステムを構築するが、サービス間の接続を個別に行うとサー

ビス数の増加と共にその組み合わせがメッシュ構造となり指

数的に増加してしまう (図1左)。そこでサービスの中間に

仮想的なバスを提供し、サービスへのアクセスはバスを仲介

（メディエーション）して行うというアーキテクチャがESBで

ある（図１右）。

　アプリケーションの連携基盤としては、ESBの他にEAI(8)が

ある。EAI が既存のアプリケーションのインターフェースをそ

のまま利用して短期間での連携実現を目的としているのに対し、

ESBはアプリケーションのインターフェースをつなぐことを

前提としたサービスとして再設計することによって連携をシン

プルにしてシステム全体の最適化を目指すという点で連携に対

するアプローチの仕方が異なる。

図 1　ESBによるサービス接続

表 1　EAIとESBの比較

図 ２　WS-BPELによるサービス連携

（7）WS-BPEL(Web Services Business Process Execution Language):複数のWebサービスを組み合わせたビジネスプロセスを定義するためのXMLベースの言語
（8）EAI(Enterprise Application Integration):企業内の多種多様なコンピュータシステム群を有機的に連携し、データやプロセスの効率的な統合をはかること
（9）JMS(Java Message Service):Javaでメッセージサービスを利用するための標準API
（10）JCA(Java Connector Architecture):Java EEプラットフォームと他のエンタープライズシステムとの相互接続を実現するための標準API
（11）XSLT(XML Stylesheet Language Transformation):XML文書用の変換言語 
（12）OASIS(Organization for the Advancement of Structured Information Standards):オープン標準の開発、統合および採用を推進する非営利国際コンソーシアム

図３  メッセージ交換パターン

　ESBは、一般に以下のような機能を提供する（文献[２]）。

(１) トランスポート変換機能

　接続するサービスの通信プロトコルに合わせてトランス

ポートを変換する。例えば、HTTPからJMS(9)、JMSか

らJCA(10)のように接続するサービスに合わせてトランスポー

トを変換する。これによってサービスとトランスポートの

独立性を保った運用が可能になる。

(２) メッセージ変換機能

　サービスがやり取りするメッセージの内容をサービスが

必要とするメッセージフォーマットに変換する。例えば、

固定長データやCSV形式のメッセージからXMLメッセー

ジへの変換や、XMLメッセージ間のスキーマの違いを

XSLT(11)などを用いて変換する。

(３) ルーティング機能

　サービスの情報を一元管理し、サービスコンシューマに

対してエンドポイントを仮想化することによって透過的な

サービス呼び出しを可能とする。これによってWSDLの

インターフェース定義部分とサービスのエンドポイント定

義部分を分離し、サービスコンシューマはインターフェー

スのみを意識すれば良く、実際のサービスのエンドポイン

トはESBで一元管理させることができる。

　また、メッセージの内容によってサービスの宛先を切り

替えるコンテンツベースのルーティング機能や条件分岐な

どによるプロセスフロー機能を提供する。

(4) モニタリング機能

　ESBを通過するメッセージを保存して分析、表示する

ことで様々な用途のモニタリングを実現する。

2.2  BPMN/WS-BPEL
　BPMNはビジネスアナリストがビジネスプロセスを可視化

するために使用するモデリング表記の標準である。一方、

WS-BPELは複数のWebサービスによるオーケストレーショ

ンを定義するためのXMLベースのプロセス定義言語であり、

OASIS(12)によってversion ２.０が２００７年に標準として承認さ

れている（文献[３]）。

　BPMNとWS-BPELはマッピング可能であり、これによっ

てビジネスアナリストが設計したビジネスプロセスを ITシス

テムに取り込むことができ、ビジネスと ITのギャップをなく

すというSOAの目的が理論上は可能となる。

　WS-BPELを使用したシステムは、BPELプロセスをGUIで

設計するBPELデザイン部分と、BPEL文書からプロセスの実

行インスタンスを生成するBPELエンジン部分、BPELエンジ

ンへのBPEL文書のデプロイやプロセスの実行インスタンスの

状態を運用管理するための運用管理部分の３つの部分から構成

される（図２）。

　WS-BPELは以下のような特徴を持つ（文献[４]）。

(１) 複雑なフローの定義

　WS-BPELではビジネスプロセスをフローチャートに似

た形で表現するが、その構成要素として外部サービスの呼

び出し(invoke)や外部サービスからのメッセージ受信(re-

ceive)、順序処理(sequence)、並列処理(flow)、分岐処

理(if)など基本的な操作が提供されている。それ以外にも

処理の一時停止（wait）や例外の発生（throw）、繰り

返し処理（while）など豊富な操作が提供されている。

　また、プログラミング言語のように処理をスコープ

（scope）によってブロック化することができ、スコー

プの単位で例外処理（faultHandlers）や補正処理（c-

ompensationHandler）、イベント処理(eventHan-

dlers)を記述するなど複雑なフローを定義することがで

きる。

(２) ロングトランザクション対応

　ビジネスプロセス内で実行されるサービスは処理が短時

間で終わるものばかりとは限らない。むしろ長時間にわた

る処理の方が一般的である。WS-BPELではこのようなロ

ングトランザクションに対応したプロセスを記述すること

ができる。

(３) 非同期のメッセージ交換パターンへの対応

　メッセージ交換パターンとして同期型に加えて非同期型

にも対応する。それぞれ方向が異なる一方向型のメッセー

ジを２つ組み合わせてコールバックされる応答メッセージ

をイベントとして受信することで非同期型のメッセージ交

換を実現する（図３）。

　また、非同期メッセージとプロセスの実行インスタンス

間の関連性を保持するために相関セット(correlation-

Set)という機能を提供する。

(４) 再帰的なプロセス定義

　BPELプロセスはそれ自体１つのWebサービスとして

公開される。これはBPELプロセスから別のBPELプロセ

スを再帰的に呼び出すことが可能であることを意味する

（図４）。ビジネスプロセスをいくつかのサブプロセスに

分割し、それらをBPELプロセスとして定義することで、

ビジネスプロセスの部品化と再利用が可能となる。

2.3  ESBとWS-BPELの適用範囲
　ESBのメディエーションフローでも簡単なプロセスのフロー

制御は可能であり、この点においてESBとWS-BPELは一部、

機能領域が重複している。プロセスのフロー制御にESBと

WS-BPELのどちらを使用するかはケースバイケースであり、

システム要件に応じて適切な方を選択する必要がある。判断の

基準としては以下のような点がポイントとなる。

(１) プロセスの制御内容の複雑さ

　ESBが提供するプロセスの制御機能は条件分岐など簡

単なフロー制御のみであるのに対し、WS-BPELでは繰り

返し処理やスコープを用いた例外処理など複雑なフロー制

御が可能である。従って複雑なフロー制御が必要とされる

場合は、WS-BPELを選択すべきである。

(２) ロングタイムトランザクションへの対応

　WS-BPELはロングトランザクションに対応しており、

ステートフルなプロセスを標準で記述することができるの

に対し、ESBは基本的にサービス間をステートレスに連

携させることしかできない。従ってロングトランザクション

をともなうサービスが組み込まれたプロセスを記述する必

要がある場合は、WS-BPELを選択すべきである。

(３) パフォーマンス

　ESBは大量メッセージを処理できるように設計されて

いる。従って大量メッセージに対するパフォーマンスの確

保が要求される場合は、ESBを選択すべきである。

　実際には、単純で処理数が多いプロセスはESB、ESB

で対応しきれない一部の複雑なプロセスについてはWS-

BPELというように両者を組み合わせて活用するのが現実

的だと思われる。ITアーキテクトは、システム要件として

どのようなプロセスが存在し、どのような方法で実現する

べきかを要件定義フェーズの段階できちんと分析して、適

切なシステム基盤を設計する必要がある。

3. インテックシステム研究所の取り組み

図 ５　管理ツール（実行インスタンス詳細画面）

（13）JBI(Java Business Integration):ESBのような統合コンポーネントをJavaで実装するための仕様
（14）JCP(Java Community Process):Java関連技術の開発や仕様の標準化プロセスを公開している国際的機関

図６　BPEL4Peopleの記述例

3.1  BPELエンジンの試作
　ISIではSOA基盤技術およびその適用技術の研究を行ってお

り、その研究の一つとしてBPELエンジンを試作した。試作し

たBPELエンジンは以下のような特徴を持つ。

(１) WS-BPEL ２.０仕様の準拠

　WS-BPEL ２.０の仕様に準拠したBPELプロセスを実行

できる。従って、WS-BPEL ２.０の仕様に準拠したBPEL

デザイナで設計されたプロセスであれば製品に依存せず

にプロセスが実行可能である。

　また、外部サービスとやり取りするメッセージのバリデー

ションを送受信のタイミングで行うことにより信頼性の

高いプロセスの実行を実現する。

(２) JBI(13)仕様の準拠（文献[５]）

　JBI １.０仕様に準拠したコンポーネントとして実装して

いる。JBI １.０はJavaによるビジネス統合の標準仕様で

JCP(14)によってJSR２０８として公開済みである。このため、

JBI １.０に準拠したESB製品であれば、BPELエンジンを

実行することができる。

(３) 通信レイヤの分離

　BPELエンジンから外部サービスとの通信レイヤを分離

することで、新たな通信プロトコルに対応したサービス

と接続する場合でも、BPELエンジンを実装修正する事な

く、通信を担当するコンポーネントのみを追加すれば良い。

(４) Webインターフェースによる管理ツールの提供

　WebインターフェースによるBPELエンジンの管理ツー

ルを提供する（図５）。管理ツールからは、エンジンの

起動/停止、プロセスのデプロイ/アンデプロイ、様々な

検索条件によるBPELプロセスや実行インスタンスの検索

などが実行できる。

　また、実行インスタンスについては、プロセス実行過

程の実行インスタンスの状態や条件文の評価結果、メッセー

ジの編集過程を監査証跡として保存しており、実行イン

スタンスの最新の状態だけでなく、その実行過程を分析

することができる。

(５) ビジネスメッセージの検索

　BPELプロセスと連携する外部サービスとの紐付けに使

用する相関セットの値を検索キーとして実行インスタン

スの検索ができる。また、外部サービスとやり取りされ

るビジネスメッセージをXML形式のまま、XMLDBに保

存しており、XPathやXQueryによるメッセージ検索が

可能である。

　これらの検索機能により、実際のビジネスデータに基

づくプロセスの運用管理が可能になる。例えば、相関セッ

トによる実行インスタンスの検索によって、連携する外

部サービス内でのトランザクションの識別子として使用

されている「受注番号」や「決済番号」などの値を検索キー

にして実行インスタンスを検索したり、メッセージ検索

によって、外部サービスによって発行された「受注日」

などを検索キーとしてある特定期間内の実行インスタンス

を検索したりすることも可能である。

(６) スナップショットの保存と再実行

　BPELエンジンが外部サービスにメッセージを送受信す

るタイミングでメッセージと実行インスタンスの状態の

スナップショットを作り、それを保存している。このため、

プロセス実行中に不具合が発生した場合に、不具合が発生

する直前の状態に実行インスタンスを戻してメッセージを

再送することで、不具合が発生した時点からの実行インス

タンスを継続実行できる。

3.2  考察
　BPELエンジンの開発とその適用の研究を行った結果、WS-

BPELによるビジネスプロセスの制御には以下のような課題が

あると考えている。

(１) ヒューマンワークフローへの対応

　ビジネスプロセスのほとんどは、承認や評価、データ入

力といった人手による作業（ヒューマンタスク）が介在す

る。WS-BPELは、Webサービス同士の連携によるビジ

ネスプロセスの記述には向いているが、ヒューマンタスク

を含むビジネスプロセスのモデルを十分に記述できないと

いう課題がある。そこで作成されたWS-BPELの拡張仕様

がBPEL４Peopleであり、現在OASISにて標準化が進め

られている（文献[６]）。

　BPEL４Peopleでは、ヒューマンタスクをWS-BPELの1つの

アクティビティとして記述することで、BPELプロセスによる

ヒューマンワークフローのモデル化を可能とする（図６）。

　だが、BPEL４PeopleはWS-BPEL内でヒューマンタ

スクをモデル化するだけであり、複雑で多岐にわたる人間

の振る舞いをどのようにサービス化するかという点につい

ては依然として課題が残っている。

(２) BPMNとWS-BPELとのギャップ

　BPMNとWS-BPELのマッピングはBPMNの仕様とし

て規定されており、BPMNからWS-BPELに自動変換す

るツールも存在する。しかし、両者は元々異なる経緯で開

発された言語であるため、BPMNから自動変換された

WS-BPELをBPELエンジンでそのまま実行できない場合

も多い。このため、IT技術者が自動生成されたWS-BPEL

を基に実行可能な形に再設計するという二度手間を行う必

要がある。

　本稿では、SOAの基盤技術としてESBとBPMN/WS-

BPELについて説明した。また、ISIで開発したWS-BPELエン

ジンの説明とWS-BPELによるプロセス制御の課題について考

察した。

　SOAを実際のビジネスソリューションとして活用する場合、

トランザクションやセキュリティ、運用管理面などにおいて、

まだまだ不足した機能や課題が多く、これらに対する研究や標

準化策定が現在も活発に行われている。

　今後の展望として、これらの課題に対する対応を研究し、開

発したBPELエンジンに反映させていくと共に、インテックの

SOA基盤を整備していく予定である。
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図４  BPELプロセスの再帰呼び出し
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特集2 インテックグループにおける研究開発

概要
　ビジネスのグローバル化や企業の吸収合併などビジネスプロセスの多様化やダイナミックな変革が進む中、企

業が利用するITシステムもこれらの変化に迅速かつ柔軟に対応することが求められる。これらに対する解として

SOAというキーワードが注目を集めている。

　日本国内のSOAの普及は欧米に比べて数年遅れていると言われているが、日本国内においてもSOAによる

システム構築事例が出始めており、これからSOAの導入が本格化するものと思われる。

　株式会社インテックシステム研究所(以下、ISI )では、SOAシステム開発のため、その基盤技術や設計技術など

について研究している。本稿では、SOA基盤技術にフォーカスしてその動向について説明した後、ISIの取り組み

として、ISIで開発したBPELエンジンについて説明し、WS-BPELによるプロセス制御の課題について考察する。
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　SOA(1)とは、ビジネスプロセスの構成単位と一致したソフ

トウェアコンポーネントを「サービス」としてネットワーク

上に公開し、「サービス」を相互に組み合わせて連携するとい

うアーキテクチャである。ビジネスの変化にともなって生じ

るビジネスプロセスの多様化やダイナミックな変化に対し、

SOAによって ITシステムの迅速かつ柔軟な対応が可能になる

と期待されている（文献[1]）。

　SOAの概念は１９９０年代から存在したが、当時はアプリケー

ションのサービス化や分散したサービスを連携する技術が、

実用化レベルではなかったため、普及にはいたらなかった。

２０００年代初頭にSOAP(2)を使ったWebサービスが登場し、ベン

ダーに依存しないオープンなサービス化技術が普及したこと

によって、WebサービスによるSOAが実現可能な段階に入った。
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（1）SOA (Service Oriented Architecture):サービス指向アーキテクチャ
（2）SOAP (Simple Object Access Protocol):XMLやHTTPなどを利用して他のコンピュータにあるデータやサービスを呼び出すためのプロトコル
（3）WSDL(Web Services Description Language):Webサービスのインターフェースを記述するXMLベースの言語
（4）BPM(Business Process Management):業務プロセスを整理・分析し、継続的なプロセス改善を遂行しようという経営・業務改善コンセプト
（5）ESB(Enterprise Service Bus):サービスへのアクセスをバスを通して行うというアーキテクチャ
（6）BPMN(Business Process Modeling Notation):標準のビジネスプロセスモデリング表記

　初期のSOAは、SOAPやWSDL(3)を使用した分散システム

の構築と捉えられていたが、現在ではSOAは、BPM(4)を含め

た企業のビジネスプロセスを全体最適するための IT基盤とな

ることが期待されている。

　最近は、サービスの連携基盤にESB(5)を、BPMN(6)によっ

て設計されたビジネスプロセスの制御にWS-BPEL(7)を使用す

るのが主流である。

2.1  ESB
　ESBは、SOAの中核となる基盤技術である。SOAでは分散

環境で動作する様々なサービスを互いに連携することによっ

てシステムを構築するが、サービス間の接続を個別に行うとサー

ビス数の増加と共にその組み合わせがメッシュ構造となり指

数的に増加してしまう (図1左)。そこでサービスの中間に

仮想的なバスを提供し、サービスへのアクセスはバスを仲介

（メディエーション）して行うというアーキテクチャがESBで

ある（図１右）。

　アプリケーションの連携基盤としては、ESBの他にEAI(8)が

ある。EAI が既存のアプリケーションのインターフェースをそ

のまま利用して短期間での連携実現を目的としているのに対し、

ESBはアプリケーションのインターフェースをつなぐことを

前提としたサービスとして再設計することによって連携をシン

プルにしてシステム全体の最適化を目指すという点で連携に対

するアプローチの仕方が異なる。

図 1　ESBによるサービス接続

表 1　EAIとESBの比較

図 ２　WS-BPELによるサービス連携

（7）WS-BPEL(Web Services Business Process Execution Language):複数のWebサービスを組み合わせたビジネスプロセスを定義するためのXMLベースの言語
（8）EAI(Enterprise Application Integration):企業内の多種多様なコンピュータシステム群を有機的に連携し、データやプロセスの効率的な統合をはかること
（9）JMS(Java Message Service):Javaでメッセージサービスを利用するための標準API
（10）JCA(Java Connector Architecture):Java EEプラットフォームと他のエンタープライズシステムとの相互接続を実現するための標準API
（11）XSLT(XML Stylesheet Language Transformation):XML文書用の変換言語 
（12）OASIS(Organization for the Advancement of Structured Information Standards):オープン標準の開発、統合および採用を推進する非営利国際コンソーシアム

図３  メッセージ交換パターン

　ESBは、一般に以下のような機能を提供する（文献[２]）。

(１) トランスポート変換機能

　接続するサービスの通信プロトコルに合わせてトランス

ポートを変換する。例えば、HTTPからJMS(9)、JMSか

らJCA(10)のように接続するサービスに合わせてトランスポー

トを変換する。これによってサービスとトランスポートの

独立性を保った運用が可能になる。

(２) メッセージ変換機能

　サービスがやり取りするメッセージの内容をサービスが

必要とするメッセージフォーマットに変換する。例えば、

固定長データやCSV形式のメッセージからXMLメッセー

ジへの変換や、XMLメッセージ間のスキーマの違いを

XSLT(11)などを用いて変換する。

(３) ルーティング機能

　サービスの情報を一元管理し、サービスコンシューマに

対してエンドポイントを仮想化することによって透過的な

サービス呼び出しを可能とする。これによってWSDLの

インターフェース定義部分とサービスのエンドポイント定

義部分を分離し、サービスコンシューマはインターフェー

スのみを意識すれば良く、実際のサービスのエンドポイン

トはESBで一元管理させることができる。

　また、メッセージの内容によってサービスの宛先を切り

替えるコンテンツベースのルーティング機能や条件分岐な

どによるプロセスフロー機能を提供する。

(4) モニタリング機能

　ESBを通過するメッセージを保存して分析、表示する

ことで様々な用途のモニタリングを実現する。

2.2  BPMN/WS-BPEL
　BPMNはビジネスアナリストがビジネスプロセスを可視化

するために使用するモデリング表記の標準である。一方、

WS-BPELは複数のWebサービスによるオーケストレーショ

ンを定義するためのXMLベースのプロセス定義言語であり、

OASIS(12)によってversion ２.０が２００７年に標準として承認さ

れている（文献[３]）。

　BPMNとWS-BPELはマッピング可能であり、これによっ

てビジネスアナリストが設計したビジネスプロセスを ITシス

テムに取り込むことができ、ビジネスと ITのギャップをなく

すというSOAの目的が理論上は可能となる。

　WS-BPELを使用したシステムは、BPELプロセスをGUIで

設計するBPELデザイン部分と、BPEL文書からプロセスの実

行インスタンスを生成するBPELエンジン部分、BPELエンジ

ンへのBPEL文書のデプロイやプロセスの実行インスタンスの

状態を運用管理するための運用管理部分の３つの部分から構成

される（図２）。

　WS-BPELは以下のような特徴を持つ（文献[４]）。

(１) 複雑なフローの定義

　WS-BPELではビジネスプロセスをフローチャートに似

た形で表現するが、その構成要素として外部サービスの呼

び出し(invoke)や外部サービスからのメッセージ受信(re-

ceive)、順序処理(sequence)、並列処理(flow)、分岐処

理(if)など基本的な操作が提供されている。それ以外にも

処理の一時停止（wait）や例外の発生（throw）、繰り

返し処理（while）など豊富な操作が提供されている。

　また、プログラミング言語のように処理をスコープ

（scope）によってブロック化することができ、スコー

プの単位で例外処理（faultHandlers）や補正処理（c-

ompensationHandler）、イベント処理(eventHan-

dlers)を記述するなど複雑なフローを定義することがで

きる。

(２) ロングトランザクション対応

　ビジネスプロセス内で実行されるサービスは処理が短時

間で終わるものばかりとは限らない。むしろ長時間にわた

る処理の方が一般的である。WS-BPELではこのようなロ

ングトランザクションに対応したプロセスを記述すること

ができる。

(３) 非同期のメッセージ交換パターンへの対応

　メッセージ交換パターンとして同期型に加えて非同期型

にも対応する。それぞれ方向が異なる一方向型のメッセー

ジを２つ組み合わせてコールバックされる応答メッセージ

をイベントとして受信することで非同期型のメッセージ交

換を実現する（図３）。

　また、非同期メッセージとプロセスの実行インスタンス

間の関連性を保持するために相関セット(correlation-

Set)という機能を提供する。

(４) 再帰的なプロセス定義

　BPELプロセスはそれ自体１つのWebサービスとして

公開される。これはBPELプロセスから別のBPELプロセ

スを再帰的に呼び出すことが可能であることを意味する

（図４）。ビジネスプロセスをいくつかのサブプロセスに

分割し、それらをBPELプロセスとして定義することで、

ビジネスプロセスの部品化と再利用が可能となる。

2.3  ESBとWS-BPELの適用範囲
　ESBのメディエーションフローでも簡単なプロセスのフロー

制御は可能であり、この点においてESBとWS-BPELは一部、

機能領域が重複している。プロセスのフロー制御にESBと

WS-BPELのどちらを使用するかはケースバイケースであり、

システム要件に応じて適切な方を選択する必要がある。判断の

基準としては以下のような点がポイントとなる。

(１) プロセスの制御内容の複雑さ

　ESBが提供するプロセスの制御機能は条件分岐など簡

単なフロー制御のみであるのに対し、WS-BPELでは繰り

返し処理やスコープを用いた例外処理など複雑なフロー制

御が可能である。従って複雑なフロー制御が必要とされる

場合は、WS-BPELを選択すべきである。

(２) ロングタイムトランザクションへの対応

　WS-BPELはロングトランザクションに対応しており、

ステートフルなプロセスを標準で記述することができるの

に対し、ESBは基本的にサービス間をステートレスに連

携させることしかできない。従ってロングトランザクション

をともなうサービスが組み込まれたプロセスを記述する必

要がある場合は、WS-BPELを選択すべきである。

(３) パフォーマンス

　ESBは大量メッセージを処理できるように設計されて

いる。従って大量メッセージに対するパフォーマンスの確

保が要求される場合は、ESBを選択すべきである。

　実際には、単純で処理数が多いプロセスはESB、ESB

で対応しきれない一部の複雑なプロセスについてはWS-

BPELというように両者を組み合わせて活用するのが現実

的だと思われる。ITアーキテクトは、システム要件として

どのようなプロセスが存在し、どのような方法で実現する

べきかを要件定義フェーズの段階できちんと分析して、適

切なシステム基盤を設計する必要がある。

3. インテックシステム研究所の取り組み

図 ５　管理ツール（実行インスタンス詳細画面）

（13）JBI(Java Business Integration):ESBのような統合コンポーネントをJavaで実装するための仕様
（14）JCP(Java Community Process):Java関連技術の開発や仕様の標準化プロセスを公開している国際的機関

図６　BPEL4Peopleの記述例

3.1  BPELエンジンの試作
　ISIではSOA基盤技術およびその適用技術の研究を行ってお

り、その研究の一つとしてBPELエンジンを試作した。試作し

たBPELエンジンは以下のような特徴を持つ。

(１) WS-BPEL ２.０仕様の準拠

　WS-BPEL ２.０の仕様に準拠したBPELプロセスを実行

できる。従って、WS-BPEL ２.０の仕様に準拠したBPEL

デザイナで設計されたプロセスであれば製品に依存せず

にプロセスが実行可能である。

　また、外部サービスとやり取りするメッセージのバリデー

ションを送受信のタイミングで行うことにより信頼性の

高いプロセスの実行を実現する。

(２) JBI(13)仕様の準拠（文献[５]）

　JBI １.０仕様に準拠したコンポーネントとして実装して

いる。JBI １.０はJavaによるビジネス統合の標準仕様で

JCP(14)によってJSR２０８として公開済みである。このため、

JBI １.０に準拠したESB製品であれば、BPELエンジンを

実行することができる。

(３) 通信レイヤの分離

　BPELエンジンから外部サービスとの通信レイヤを分離

することで、新たな通信プロトコルに対応したサービス

と接続する場合でも、BPELエンジンを実装修正する事な

く、通信を担当するコンポーネントのみを追加すれば良い。

(４) Webインターフェースによる管理ツールの提供

　WebインターフェースによるBPELエンジンの管理ツー

ルを提供する（図５）。管理ツールからは、エンジンの

起動/停止、プロセスのデプロイ/アンデプロイ、様々な

検索条件によるBPELプロセスや実行インスタンスの検索

などが実行できる。

　また、実行インスタンスについては、プロセス実行過

程の実行インスタンスの状態や条件文の評価結果、メッセー

ジの編集過程を監査証跡として保存しており、実行イン

スタンスの最新の状態だけでなく、その実行過程を分析

することができる。

(５) ビジネスメッセージの検索

　BPELプロセスと連携する外部サービスとの紐付けに使

用する相関セットの値を検索キーとして実行インスタン

スの検索ができる。また、外部サービスとやり取りされ

るビジネスメッセージをXML形式のまま、XMLDBに保

存しており、XPathやXQueryによるメッセージ検索が

可能である。

　これらの検索機能により、実際のビジネスデータに基

づくプロセスの運用管理が可能になる。例えば、相関セッ

トによる実行インスタンスの検索によって、連携する外

部サービス内でのトランザクションの識別子として使用

されている「受注番号」や「決済番号」などの値を検索キー

にして実行インスタンスを検索したり、メッセージ検索

によって、外部サービスによって発行された「受注日」

などを検索キーとしてある特定期間内の実行インスタンス

を検索したりすることも可能である。

(６) スナップショットの保存と再実行

　BPELエンジンが外部サービスにメッセージを送受信す

るタイミングでメッセージと実行インスタンスの状態の

スナップショットを作り、それを保存している。このため、

プロセス実行中に不具合が発生した場合に、不具合が発生

する直前の状態に実行インスタンスを戻してメッセージを

再送することで、不具合が発生した時点からの実行インス

タンスを継続実行できる。

3.2  考察
　BPELエンジンの開発とその適用の研究を行った結果、WS-

BPELによるビジネスプロセスの制御には以下のような課題が

あると考えている。

(１) ヒューマンワークフローへの対応

　ビジネスプロセスのほとんどは、承認や評価、データ入

力といった人手による作業（ヒューマンタスク）が介在す

る。WS-BPELは、Webサービス同士の連携によるビジ

ネスプロセスの記述には向いているが、ヒューマンタスク

を含むビジネスプロセスのモデルを十分に記述できないと

いう課題がある。そこで作成されたWS-BPELの拡張仕様

がBPEL４Peopleであり、現在OASISにて標準化が進め

られている（文献[６]）。

　BPEL４Peopleでは、ヒューマンタスクをWS-BPELの1つの

アクティビティとして記述することで、BPELプロセスによる

ヒューマンワークフローのモデル化を可能とする（図６）。

　だが、BPEL４PeopleはWS-BPEL内でヒューマンタ

スクをモデル化するだけであり、複雑で多岐にわたる人間

の振る舞いをどのようにサービス化するかという点につい

ては依然として課題が残っている。

(２) BPMNとWS-BPELとのギャップ

　BPMNとWS-BPELのマッピングはBPMNの仕様とし

て規定されており、BPMNからWS-BPELに自動変換す

るツールも存在する。しかし、両者は元々異なる経緯で開

発された言語であるため、BPMNから自動変換された

WS-BPELをBPELエンジンでそのまま実行できない場合

も多い。このため、IT技術者が自動生成されたWS-BPEL

を基に実行可能な形に再設計するという二度手間を行う必

要がある。

　本稿では、SOAの基盤技術としてESBとBPMN/WS-

BPELについて説明した。また、ISIで開発したWS-BPELエン

ジンの説明とWS-BPELによるプロセス制御の課題について考

察した。

　SOAを実際のビジネスソリューションとして活用する場合、

トランザクションやセキュリティ、運用管理面などにおいて、

まだまだ不足した機能や課題が多く、これらに対する研究や標

準化策定が現在も活発に行われている。

　今後の展望として、これらの課題に対する対応を研究し、開

発したBPELエンジンに反映させていくと共に、インテックの

SOA基盤を整備していく予定である。
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図４  BPELプロセスの再帰呼び出し
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