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地域情報化が推進される中，高付加価値システムによる住民サービスの向上が望まれている．高付加価値システム
とは，「引越届出時に，同時に児童手当申請，国民保険住所変更も行える」といった，さまざまな行政システムを横
断的に連携させた，従来にない高付加価値サービスを提供するシステムである．このようなさまざまなシステム連携
を実現するためのシステムアーキテクチャとして，SOA（Service Oriented Architecture）が提言されている．
本稿では，SOA 技術を用いた高付加価値システムの設計において，「SOA デザインパターン技術」を導入するこ
とで設計工数低減を可能とする技術を紹介する．

高付加価値システム設計における課題

構築することはできない．また，1 時間で処理結果を出

SOA 技術は，業務を行うシステムの機能をサービス

数のサービスを連携させることでは構築できない．

すことを求められるシステムを，処理に 1 日かかる複

として外部公開し，BPM（ビジネスプロセス管理）機

以下に高付加価値システムを従来の SOA 技術を利用

能によってそれらを組み合わせ，順序よく利用するこ

して開発する際の課題を挙げる．

とにより，柔軟で多様な機能を提供するシステムを実

1．個々のサービスが提供すべき性能や基づいているシ

現する技術である．サービスと BPM 機能との通信規

ステムアーキテクチャに関する情報の扱い方が標準

約は SOAP（Simple Object Access Protocol）
，サービ

仕様で規定されていないため，どのサービスが連携，

スのインタフェース定義仕様は WSDL（Web Services

利用可能かどうか判断できない．

1）

Description Language） ，サービスの組合せ方法（ビ

2．サービスを連携して高付加価値システムを設計した

ジネスプロセス）の定義仕様は BPEL（Web Services

場合にシステム全体としてどのような性能や品質を

2）

Business Process Execution Language : 以下 BPEL）

持つことになるのか分からないため，サービスを適

で規定される．

切に連携させているか否か，つまり正しい設計を行

システム間連携の要望の高まりに応えるために，これ

っているかどうかが判断できない．

らの仕様をサポートするソフトウェア製品が増えてきて

これらの課題が存在することにより，高付加価値システ

いる．これらのソフトウェアを利用すれば，システムへ

ム設計時に，設計結果の正当性や要件適合性の検証に多

仕様に従ったインタフェースを追加するだけで，サービ

大なコストを要している．本稿では，これらの課題を解

ス化でき，さらにサービス同士を容易に連携させること

決し，高付加価値システムの効率的な設計を行うための，

が可能となるからである．SOA 技術を採用したシステ

デザインパターンを利用した設計技術を紹介する．

ムの構築も増加しつつある．
しかし高付加価値システムは，サービスをただ単純に
連携させる従来の SOA 技術では実現することができな

● 非機能要件とデザインパターン技術による
解決アプローチ

い．個々のサービスは独立に開発されるため，システム

上記の課題を解決する高付加価値システム設計技術を

アーキテクチャが異なっておりそのまま連携できない場

開発するために，一般的なシステム設計に利用されてい

合が多いからである．たとえば，即時に処理結果を出す

る「非機能要件」と「デザインパターン」に関する技術

（同期処理）アーキテクチャを持つシステムを構築する

が適用できる可能性がある．しかし，表 -1 に示す問題

場合に，処理要求を蓄積しておいて順次行う（非同期処
理）アーキテクチャを持つ複数のサービスを連携させて
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点があり，そのまま適用することはできない．
そこで，「非機能要件」と「デザインパターン」を

複数サービスの連携システム開発におけるSOAデザインパターン技術
導入技術

構成要素

内容

内容

性能や品質，アーキテクチャ等の機能でないシ
ステム要件を意味する．システム障害防止のた
め，その明確化が重要視され始めているが，標
準化された記述方法がないため，システム設計
に効率的に組み入れられていない．

1 非 機 能 要 件 BPEL，WSDL を拡張することで非機能要件記

2 デ ザ イ ン パ デザインパターンとは，設計事例をノウハウ化

2 デ ザ イ ン パ 過去の設計事例から，サービスの組合せ方法と

1 非機能要件

ターン

表 -1

定義方法

述定義方法を規定し，高付加価値システムの設
計，開発に利用可能とする．それにより要件適
合性が容易に判断できるようになる．課題 1 を
解決する．

タ ー ン 定 義 システム全体の非機能要件を抽出し，システム
方法
設計ノウハウとしてデザインパターンに定義す
ることにより，設計の効率化を図り，再利用性
を高めるとともに，設計結果の妥当性を保証す
る．課題 2 を解決する．

して，再利用可能とした設計雛形である．再利
用可能部分とカスタマイズ部分から構成される．
プログラミング技術として広く普及しているが，
SOA システム設計分野には適用されていない．
従来技術における非機能要件とデザインパターン

表 -2

SOA デザインパターン技術の構成要素

(2)-3サービスをパ
ターンに割り当て
て設計を行う．

開発環境
設計ツール

実行環境

(3)-1ソフトウェ
ア用動作定義 サービス連携基盤
を生成する．
AA

CC

DD

XX

BB

ビジネスプロセス管理エンジン

(2)-1新規開発
に最適なパター
ンを読み込む．

(3)-2開発者向
け設計図面を
生成する．

デザインパターン

UML記述
UML記述
XX

AA

CC

DD

BB

(1)過去の設計事例から定義
技術を利用してSOAデザイン
パターンを作成．

機能 非機能
要件 要件

機能 非機能
要件 要件

サイトA

サイトB

AA
サービス
シミュレータ

BB
サービス

機能 非機能
要件 要件
サイトC
CC
サービス

(2)-2定義技術を
適用したサービス
定 義を読 み込ん
で，サービス利用
可否を判断する．

機能 非機能
要件 要件
サイトD
DD
サービス

図 -1

(4)シミュレータに
よる動作検証を行う．

SOA デ ザ イ ン パ タ ー
ン技術による設計手順

SOA 技術へ適用して高付加価値システム設計へ活用で

ターンに適合するかを判定する．パターンに合致

きるように，SOA デザインパターン技術を開発する．

するサービスをすべて選び終えると，高付加価値

技術の中心となる「非機能要件」と「デザインパターン」

システム設計が終了する．

の定義方法の考え方を表 -2 にまとめる．

SOA デザインパターン技術を利用した設計手順は以
下のようになる（図 -1 参照）
．

（3）この段階では，高付加価値システム設計の設計図
面ができただけなので，システムを動作させるた
めの動作定義を生成する．この定義は実際のソフ

（1）システム設計者は，デザインパターン定義方法で

トウェアが認識できないといけないため，標準

過去の設計事例を記述した SOA デザインパターン

仕様である BPEL 形式で出力する．さらに，シス

を事前に複数用意しておく．

テム設計者が目視で検討できるように，一般的

（2）新規のシステム設計を行うときに，最も適切な

SOA デザインパターンを選択し，それを設計ツー
ルに読み込ませる．SOA デザインパターンには
サービスの連携方法のみ記述してあり，実際にど
のサービスを連携するかは定義されていないので，

な設計標準形式である UML（Unified Modeling
）
Language）3 形式へ変換する．

（4）設計したシステムの動的な挙動を確認するため，
シミュレータを利用して動作検証を行う．
上記のような設計手順に対応して以下の 4 つの技術

非機能要件定義方法で記述されたサービスの非機

が必要となる．

能要件を設計ツールに読み込み，SOA デザインパ

技術 1：SOA デザインパターンの定義方法
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技術 2：SOA デザインパターンを利用した設計方法

ービス選択は，前章で挙げた課題からサービスの非機能

技 術 3：SOA デ ザ イ ン パ タ ー ン と 標 準 形 式 と の 変 換

要件を条件として行うべきなので，パターンのカスタマ

方法

イズ方法としてサービスの非機能要件を記述しなければ

技術 4：SOA デザインパターン利用設計の動作検証
方法

ならない．このことは，割り当てるべきサービスの非機
能要件を，BPEL 形式を拡張しパターンに記述可能とす

以下，順に説明する．

ることによって実現できる．つまり，パターンにサービ
ス連携の仕方（再利用部分）とサービスの非機能要件（カ
スタマイズ部分）を記述しておけば，非機能要件を満た

SOA デザインパターンの定義方法

すサービスを割り当てるだけでシステム設計が行えると

● デザインパターン定義技術

いうことになる．

新規に高付加価値システム設計をする場合，作成する
設計と過去の設計事例との差異は何であろうか？

以上のことから，本研究では過去の設計事例を基に，

さま

拡張した BPEL 形式でサービス連携の仕方とサービスの

ざまな差異点が考えられるが，一番大きな差異は連携さ

非機能要件を記述したビジネスプロセス定義が SOA デ

せるサービスが，過去の事例と新規システムでは異なっ

ザインパターンであると定義した．

ている点だといえる．その他の差異点，たとえばサービ

図 -2 に SOA デザインパターンを例示した．このパタ

スの処理順番や待合せタイミング等はある程度普遍的で

ーンは引越申請をワンストップサービスとして行う場合

あり，数種類のパターンを用意しておけば，新規に作成

に必要となる，
「住民基本台帳登録」「国民保険資格変更」

する設計はどれかにマッチする可能性が高いからである．

「児童手当申請」という 3 つの処理からなるパターンを

たとえば，システム設計者がある自治体の引越申請処

示している．パターンを構成する個々の処理はアクティ

理を行うワンストップサービスを提供するシステムの設

ビティ（処理単位：サービスに相当）として記述されて

計を行う場合を考えてみる．引越申請時に自治体職員が

いて，たとえば「住民基本台帳登録」アクティビティは，

行う処理はどの自治体でも大体同じであり，住民基本台

割り当てるサービスが満たすべき条件として「応答時間

帳システムへ住所変更を登録し，場合によって国民保険

が 10 分以内」という非機能要件を持っている．こうす

システムへ資格変更を行い，必要に応じて児童課システ

ることにより，上記要件を満たすサービスのみを選択す

ムで児童手当の申請を行うという手順となる．個々の自

ることが可能になる．

治体で異なるのは，実際にどのシステムを利用するのか

また，このパターン自体が「応答時間が 30 分」とい

ということ（たとえば当自治体のシステムを使うか，共

う，過去の実績に基づいた性能情報を持っている．これ

同センタのシステムを使うか等）である．そのため，設

は，「住民基本台帳登録，国民保険資格変更，児童手当

計者は過去の事例から処理手順のみ抽出し，利用する複

申請の処理を行うビジネスプロセスは，各処理が記述

数のサービス（システム）を手順通りに呼び出すように

された非機能要件を満たすならば，30 分で終わります」

設計すればよいということになる．

ということを示している．この性能情報は，パターン自

このことより，過去の設計事例を再利用したい場合，

体を選択する際に利用され，パターンを利用した設計の

連携させるサービスの情報を削除し，連携の仕方（処理

結果，システムがどのような性能を持つかを示している．

順序，待合せタイミング等）のみを記述した設計事例を

このようなパターンを多数蓄積しておき，システム設

再利用対象とすべきことが分かる．

計に適用する．

一方，従来のデザインパターンは再利用部分とカスタ
マイズ部分から構成される．上記検討から，SOA 技術

● 非機能要件／非機能仕様

にデザインパターンを適用するには，サービス連携の仕

非機能要件は前述したように，システムの品質を示す

方をパターンの再利用部分とし，利用するサービスをカ

特性のうち機能を表すものではないものの「要件」を

スタマイズ部分とするのが妥当である．SOA 技術にお

意味する．「要件」は満たすべき条件を示しているので，

いて，サービス連携の仕方は，ビジネスプロセス定義で

サービスを選択するための条件を示している．

記述され，BPEL 形式で表現できることになる．
しかし，デザインパターンをカスタマイズして実際の

一方，上記「要件」に対応する用語として，サービス
自体の品質を示す特性を「仕様」と定義する．「仕様」

新規システム設計にするためには，カスタマイズ方法を

は条件の判定対象である．サービスの定義に「非機能仕

決めなければならない．カスタマイズは目的に合うサー

様」を記述し，パターンに「非機能要件」を記述すれば，

ビスをパターンに割り当てることにより行うので，カス

それらの適合性を判断することが可能となる．サービス

タマイズ方法とはサービスを選択する方法といえる．サ

の「仕様」がパターンの「要件」を満たせば，そのサー
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パターンの非機能仕様 : [ 応答時間 : 30分]

サービスの連携
の仕方をパターン
として用意

このパターンの元となる連携実績が
持っていた性能等に関する情報

国民保険
資格変更
住民基本
台帳登録

児童手当
申請

アクティビティの非機能要件 : [応答時間 : 10 分以内]

このアクティビティに割り当てるサービスが満たすべき
性能等に関する条件

図 -2

SOA デ ザ イ ン パ
ターンの例

国民保険
資格変更
国民保健資格
サービス1

住民基本
台帳登録
非機能要件 :

児童手当
申請

[応答時間 : 10 分以内]

児童手当申請
サービス2

非機能仕様 :

非機能仕様 :

[応答時間 : 5 分]
住民基本台帳
登録サービス1

住民基本台帳
登録サービス2

[応答時間 : 20 分]

図 -3
非機能要件と非機
能仕様の関係

ビスはパターンに合致し，連携可能であることが分かる．

を拡張する必要がある．ここでは，tInvoke 型を拡張し

図 -3 に「非機能要件」と「非機能仕様」の関係を示す．

て，子タグとして非機能要件を保持できる tExtInvoke

以降の節で，「非機能要件」
「非機能仕様」をシステム

型を導入する．この tExtInvoke 型のインスタンスが

設計へどのように取り入れるかを記述する．

extInvoke タグであり，図 -4 の XML 形式の表記例では
このタグが子タグとして応答時間（ResponseTime）に

● 非機能要件と BPEL の拡張
上記で述べたように，SOA デザインパターンはサー

関する非機能要件を保持している．非機能要件の具体的
な内容は，その非機能要件を表すタグの属性に，XPath

ビス連携の仕方だけでなく，サービスの非機能要件を表

における条件式の記述形式に沿うかたちで記述する．

現できなくてはならない．

図 -4 の例では，この extInvoke の非機能要件が「応答

そのため，ビジネスプロセスを記述するための XML

時間が 20 分以内」であることを示している．

ベースの言語仕様である BPEL を拡張した「拡張 BPEL」
を策定し，ビジネスプロセスのアクティビティが性能や

● 非機能仕様と WSDL の拡張

システムアーキテクチャに関する非機能要件を保持でき

一方，個々のサービスが提供する非機能仕様という情

るようにする．図 -4 の左下部は，
仕様に準拠した BPEL
（以

報を，高付加価値システム設計で利用するためには，そ

下「標準 BPEL」と呼ぶ）のタグと拡張 BPEL のタグと

れらの情報をサービスの定義に記述しなければならな

の間の関係を UML クラス図を用いて示している．標準

い． 非機能仕様はサービス自体の情報であるため，そ

BPEL において，アクティビティは一般的に <invoke>

の定義に記述することにより，ビジネスプロセスに記述

というタグで記述される．invoke タグは標準 BPEL 構

された非機能要件と照らし合わせ，合致判断ができるよ

文定義（XML スキーマ）で tInvoke 型というデータ型

うになるからである．

のインスタンスとして定義されている．invoke タグに

そのため，サービスのインタフェースを記述するため

非機能要件のような情報を追加するために，データ型

の言語仕様である WSDL を拡張した「拡張 WSDL」を
IPSJ Magazine Vol.48 No.5 May 2007
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<process name=“AAA”>
“
”>
<invoke name=“XXX” >
···
</invoke>
···
</process>
標準BPELの表記

tInvoke

WS-BPELで規定さ
れたタグの型

tExtInvoke

非機能要件を記述
する対象を示すタ
グの型

instanciate

extInvoke

非機能要件を記述
する対象を示すタ
グ

図 -4

非機能要件を記述するための BPEL の拡張

<binding name=“AAA” ··· >
···
<operation name=“XXX”>
···
</operation>
</
>
···
</binding>
標準WSDLの表記

tBindingOperation

WSDLで規定され
たタグの型

tExtBidingOperation

非機能情報を記述
する対象を示すタ
グの型

instanciate

extOperation

<process name=“AAA”>
条件はXPath
<extInvoke name=“XXX” >
型式で記述
<ResponseTime
Unit=“@Unit=‘min’”
Value=“@Value<=20” />
···
新規タグを追加できるよう
</extInvoke>
に従来のタグを拡張
···
</process>
拡張BPELの表記

<binding name=“AAA” ··· >
····
<extOperation name=“XXX” >
····
<ResponseTime Unit=“min” Value=“15” />
···
</extInvoke>
···
</binding>
拡張WSDLの表記

非機能情報を記述
する対象を示すタ
グ
図 -5 非機能仕様を記述するための WSDL の拡張

策定し，サービスが自らの非機能仕様を保持するため

様を表すタグの属性に記述する．図 -5 の例では，この

の枠組みを用意した．図 -5 の左下部は，仕様に準拠し

extOperation の非機能仕様が「応答時間が 15 分」で

た WSDL（以下「標準 WSDL」と呼ぶ）のタグと拡張

あることを示している．

WSDL のタグとの間の関係を UML クラス図で示してい
る．ここでは，標準 WSDL においてサービスの提供す
る関数に相当する operation タグのデータ型定義である

tBindingOperation 型を拡張して，子タグとして非機能

SOAデザインパターンを利用した設計方法
● SOAデザインパターンを利用した設計

仕様を保持できる tExtBindingOperation 型を導入して

SOA デザインパターンを利用した高付加価値システ

いる．この tExtBindingOperation 型のインスタンスが

ム設計手順を詳細に考えてみる．高付加価値システム

extOperation タグであり，XML 形式表記例ではこのタ

の設計は図 -6 の上部に示す 5 つの工程から構成される．

グが子タグとして応答時間に関する非機能仕様を保持し

この 5 つの工程の従来技術における作業内容は以下の

ている．非機能仕様の具体的な内容は，その非機能仕

通りである．
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BP
作成

(2)

(3)

(4)

(5)

サービス
選定

全体検証

定義作成

動作確認

(1)

処理フロー
設計

システム
構築

蓄積したパターン集
設計文書

選択したパターン
国民保険
資格変更
住民基本
台帳登録

Step1.
パターンの選択

児童手当
申請

：
非機能要件：
[応答時間：5分以内]

要求する非機能要件に
合致するパターンを検索・選択

条件に適合する
住基登録1を選択

Step2.サービス選定

○非機能要件

住民基本台帳
登録サービス1

応答時間「60分以内」

[応答時間：5分]

図 -6

住民基本台帳
登録サービス2

住民基本台帳
登録サービス3

[応答時間：10分]

[応答時間：20分]

パターンのシステム設計への適用

（1）処理フロー設計：業務設計の結果として作成され

処理フロー図の設計は終了する．

たビジネスプロセス（業務フロー図）と要件定義

次のサービス選定工程においては，サービスが割り当

表を入力し，システムが動作可能なレベルの処理

てられていない状態のビジネスプロセスであるパターン

フロー図を書き起こす工程．

の各アクティビティに対して，適切なサービスを選定し

（2）サービス選定：処理フロー図の各アクティビティ

て割り当てる（Step2．）
．このサービスの選定は，アク

へ実際のサービスを割り当てる作業．サービスの

ティビティに設定された非機能要件を考慮して行う．た

検索，適合性の検討を行う工程．

とえば，図 -6 の例に示すように選択したパターンの「住

（3）全体検証：システム全体としての整合性，要件適
合性を検証する工程．性能見積，機能検証を行う．
（4）定義作成：処理フロー図からソフトウェア動作用
の BPEL 定義を作成する工程．

民基本台帳登録」アクティビティに非機能要件として「応
答時間が 5 分以内」という条件が設定されていた場合，
割当候補のサービスである住民基本台帳登録サービス 1，
住民基本台帳登録サービス 2，住民基本台帳登録サービ

（5）動作確認：処理フロー図から処理の検証を行う工程．

ス 3 のうち，
「応答時間が 5 分」という非機能仕様を持

一定時間後の状態を仮想的に作成し検討する．

つ住民基本台帳登録サービス 1 だけがこの非機能要件

こうした工程からなる高付加価値システム設計に対して

を満たすことになる．したがって，パターン内の住民基

SOA デザインパターン技術を適用すると，工程（1）の

本台帳登録アクティビティには住民基本台帳登録サービ

処理フロー設計と工程（2）のサービス選定の作業内容

ス 1 のサービスを割り当てることになる．このような

が，図 -6 に示すような内容に変わる．

サービス選定を，パターンを構成するすべてのサービス

ま ず， 処 理 フ ロ ー 設 計 工 程 に お い て 行 う 作 業 は，

Step1. の「適切なパターンの選択」になる．たとえば

呼び出しアクティビティに対して行うことによって，設
計の結果である「設計文書」ができあがる．

これから設計しようとする処理フローに求められる要件
が，図 -6 の左下に示すように「応答時間が 60 分以内

● 設計ツールの試作

であること」というものである場合，それらを非機能要

本研究では，非機能要件と SOA デザインパターンの

件として蓄積したパターン集を検索し，要件に適合する

考え方を導入した高付加価値システム設計ツール（以下

パターンを選択する．パターンにはビジネスプロセスが

「設計ツール」と呼ぶ）を試作開発した．このツールは，

記述されているため，適切なパターンを選択するだけで

前節で説明した 5 工程のうち（1）の処理フロー設計か
IPSJ Magazine Vol.48 No.5 May 2007
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パターン
検索部

設計画面

プロセス構造
表示部

アクティビティに
付与された
非機能要件

非機能要件／
仕様表示部

図 -7

設計画面

図 -8

サービス選定画面

サービス一覧
表示部

拡張WSDL
内容表示部

要件適合性
表示部

選択したサービス内の各サービス関
数が，パターン内のアクティビティに
課せられた非機能要件を満たすか否
かを○×で表示

割当候補
表示部

ら（4）の定義作成までをサポートする．本節ではこの
設計ツールについて工程の流れに沿って説明する．
（1）処理フロー設計
図 -7 に設計ツールの画面構成を示す．
左上のパターン検索には，このツールに登録されてい

設計画面上のビジネスプロセスを構成するアクティビ
ティには，そのアクティビティに割り当てるサービスが
満たすべき非機能要件がコメントの形で付与されている．
（2）サービス選定
サービス選定は図 -8 に示すサービス選定画面で行う．

るパターンの一覧が表示される．パターンには非機能

設計画面内のアクティビティを右クリックし，「サービ

仕様が設定されており，これらの情報は左下の非機能仕

ス選択」を選択することでこの画面が起動され，設計ツ

様表示部で参照することができる．このパターン集に対

ールに登録されたサービスの一覧がサービス一覧表示部

して非機能要件を指定した検索を行うことによって，要

に表示される．設計者がこの中の 1 つのサービスを選

件を満たすパターンのみに表示を絞り込むことができる．

択すると，拡張 WSDL 内容表示部に選択したサービス

そのパターンを右側の設計画面にドラッグ＆ドロップす

の拡張 WSDL の内容が表示される．それとともに，選

ることにより，パターンとして登録されたビジネスプロ

択したサービス内の各サービス関数が，サービスを割り

セスの処理フローが設計画面に表示される．これらの操

当てようとするアクティビティに課せられた非機能要件

作で，工程（1）
「処理フロー設計」を行うことができる．

を満たすかどうかを本ツールが自動判定し，要件適合性
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実験#
実験

対象システム

実験1

住民基本台帳登録シス
テム

住民基本台帳への登録

応答時間「15分以内」
処理件数「30件以上／時間」

実験2

国民年金加入システム

年金加入処理，住民基本台帳登録処理，
児童手当申請処理の実行

応答時間「60分以内」
処理件数「10件以上／時間」

実験3

住民基本台帳更新シス
テム

住民基本台帳の更新

接続性「非同期アクセス」

実験4

引越受付システム

住民基本台帳登録処理，国民保険資格変
更処理，児童手当申請処理の実行

応答時間「20分以内」
処理件数「10件以上／時間」

実験5

転入受付システム

国民年金加入処理，住民基本台帳登録処
理，児童手当申請処理，国民保険資格変
更処理の実行

表 -3
応答時間「60分以内」
処理件数「10件以上／時間」 設計対象の高付加価値システムと
要件

内容

― 実験者2 ―

― 実験者1 ―
工数Y
(秒)

非機能要件

総工数̲実験者1

従来技術-研究技術比較

工数Y
(秒)

従来技術：
工数Y= 122.35 × A + 112.37

研究技術：
工数Y= 65.58 × A + 89.82

総工数̲実験者2

従来技術-研究技術比較

従来技術：
工数Y= 128.67×A + 179.33

研究技術 ：
工数Y= 77.46 × A + 175.91

アクティビティ数A

アクティビティ数A

図 -9

実験結果

表示部に○×で表示する．これにより，設計者は選択し

をサポートするための機能として，パターンにサービ

たサービス内のサービス関数（WSDL の operation）が

スを割り当てた結果を拡張 BPEL 形式で出力し，さらに

アクティビティの非機能要件を満たすか否かを一目で把

それを標準 BPEL 形式で出力することができる．拡張

握することができる．次に，設計者が非機能要件を満た

BPEL 形式で記述されたパターンを標準 BPEL 形式に変

すサービス関数を選択して候補追加ボタンを押すことに

換する方法については後述する．

より，そのサービス関数が割当候補表示部に追加される．
設計者は，割当候補部にリストアップされた割当候補か

● SOAデザインパターン技術の検証

ら 1 つのサービス関数を選択し，割当ボタンを押すこ

高付加価値システム設計において，SOA デザインパ

とにより，そのサービス関数を対象アクティビティに割

ターンを用いない従来の設計技術に対する本研究の有効

り当てることができる．ここまでの操作で，前節で説明

性を確認するために，検証実験を実施した．

した工程（2）「サービス選定」が完了する．
（3）全体検証以降の工程のサポート

（1）実験内容
表 -3 に示す 5 つの高付加価値システムを従来技術と

前項で述べたサービス割当の結果は，図 -7 の設計画

研究技術を用いて設計し，それぞれの設計に要した工数

面に反映され，コメント形式で記述されていたアクティ

（時間）を測定した．各実験においては，図 -6 に示した

ビティの非機能要件が，割り当てたサービスの保持する

高付加価値システム設計における 5 工程のうち（1）〜

非機能仕様に書き換わる．これにより，各サービスの性

（3）の工程を対象として，従来技術と研究技術につい

能・システムアーキテクチャに関する情報が設計画面上
に可視化されるため，設計者は前節で説明した工程（3）
「全体検証」を従来技術よりもより容易に遂行すること
ができる．
また，この設計ツールでは，工程（4）
「定義作成」

て設計作業を行った．
（2）実験結果
設計ツールを用いた設計の経験者（実験者 1）と設計
ツールのみ経験者（実験者 2）が行った実験の結果を
図 -9 に示す．総合すると，以下の結果が得られた．
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☆拡張 BPEL 記述
<process name=“AAA”>
<extInvoke name=“XXX” >
<ResponseTime
Unit=“min” Value=“5” />
···
</extInvoke>
···
</process>

拡張BPEL ⇒標準BPEL
(1)拡張BPELのextInvoke
に対応する標準BPEL
のinvokeタグを生成．

標準BPEL⇒拡張 BPEL
(1)コメントアウトされた
extInvokeタグを検出．
(2)直前の標準 BPEL の
invokeタグを削除．

(2) extInvokeタグをコメント
アウト．
(3)非機能要件タグをコメ
ントアウト．

(3)コメントアウトされた
extInvokeタグを復元．
(4)コメントアウトされた非
機能要件タグを復元．

☆標準BPEL記述
<process name=“AAA”>
<invoke name=“XXX”>
<!-- <extInvoke name=“XXX” > -->
<!-- <ResponseTime
Unit=“min” Value=“5” /> -->
···
<!-- </extInvoke> -->
</invoke>
···
</process>

• 従来技術・研究技術ともに，工程（1）〜（3）の総
設計工数はアクティビティ数に比例する結果になった．

• 研究技術は，従来技術と比較して約 4 割の工数削減を
実現できた．

図 -10
拡張 BPEL 記述と
標準 BPEL 記述の
相互変換

処理フロー記述形式である UML アクティビティ図は

BPEL や，WSDL との間に互換性がないことから，SOA
デザインパターンを利用した設計結果を再利用するため
には，設計文書を参照しながら UML 形式の処理フロー
やサービス定義を手作業で作成する必要があった．その

SOAデザインパターンと標準形式との
変換方法
● システム定義標準形式設計記述との相互変換方法

ことが作業工数増加の原因となっているという課題が
ある．
そこで，BPEL 形式の設計文書を UML へ変換して出
力することができれば，設計文書や SOA デザインパタ

図 -6 の 5 工程の中の（4）「定義作成」工程では，拡

ーンを効率的に再利用することが可能となり，上記の課

張 BPEL 形式で記述された設計文書を標準 BPEL 形式へ

題を解決することができると考えた．また，UML で記

変換を行う．その変換方法を extInvoke ⇔ invoke の変

述された過去の設計文書をパターン化する作業も容易に

換を例にとって図 -10 に示す．デザインパターン定義か

行える．図 -11 にその利用イメージを示す．

ら標準形式へ変換するためには，拡張 BPEL のタグをコ
メントアウトし，そのタグの拡張元となった標準 BPEL

● UMLプロファイルの利用

のタグを追加するという手順で処理を行う．また，標準

BPEL と UML の相互変換を行うために，まず，BPEL

形式からデザインパターン定義へ変換する場合は，上記

の構造モデルを，UML アクティビティ図を拡張するこ

変換時に追加された標準 BPEL のタグをコメントアウト

とにより設計した．このモデルは BPEL の構造に従い，

し，コメントアウトされていた拡張 BPEL タグを復帰さ

かつ UML アクティビティ図の構造にも合致しているた

せるという上記の逆の手順を行う．

め，BPEL，UML 双方に互換性がある．このモデルを介

他の拡張 BPEL タグについてもほぼ同様の手順で変換
することが可能である．

することにより，相互変換が可能となる．
このモデルは UML の標準拡張方法である，ステレオ
タイプとタグ付き値（tagged value）によって実装され，

● システム設計標準形式（UML）
との相互変換方法
前述したように，システム設計者が直接目視で設計
を行う場合は，一般的に UML が利用される．しかし，
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他システム

BPEL ，WSDL

BPEL，WSDL
再利用
UML記述の生成

BPEL/UML 変換技術
他システム
UML 記述

BPEL，WSDLの生成

再利用

開発環境

UML記述

UML記述の編集

図 -11
UML 変換による設計文書再利用
イメージ

図 -12
UML による処理フロー記述イメ
ージ

● BPEL，WSDL と UML の相互変換
上記 UML プロファイルを用いてモデリングされた
処理フローおよびサービスインタフェースは，UML の

イルおよび相互変換機能のプロトタイプを開発した．
図 -13 に，UML プロファイルの定義の一部をクラス図
で示す．

機 械 可 読 外 部 交 換 形 式 で あ る XMI（XML Metadata

相互変換機能については，実際の変換部分は前節で示

Interchange）形式で記述することができる．XMI は

したとおり XSLT で実装し，外部とのインタフェースお

XML 形式であり，相互変換の対象となる BPEL，WSDL

よび XSLT の呼び出しを実行する部分を Java コンソー

も XML 形 式 で あ る こ と か ら， 相 互 変 換 ロ ジ ッ ク の

ルプログラムとして開発した．このプログラムのコマン

大 部 分 を XSLT（Extensible Stylesheet Language

ドラインインタフェースを以下に示す．

Transformations）を利用して実装することとした．こ

java -classpath クラスパス名 実行クラス名 変換タイプ

れは元々 XSLT が XML 同士や XML から他のマークアッ

変換元ファイル名 変換先ファイル名

プ言語（HTML など）への変換を実現するために開発さ

変換タイプとしては，以下の 4 種類をサポートする．

れた言語であるため，本研究で必要となる相互変換ロジ

• BPEL2UML : BPEL から UML への変換

ックの実装が比較的容易であることが主な理由であるが，

• WSDL2UML : WSDL から UML への変換

XSLT を利用する利点はほかにもある．プラットフォー

• UML2BPEL : UML から BPEL への変換

ム非依存であるため，多様なプラットフォームで利用す

• UML2WSDL : UML から WSDL への変換

ることが可能となること，コンパイルを必要とせずテキ

各変換処理は，複数の XSLT ファイルによる変換処理

スト形式で記述できるため，拡張や修正が容易にできる

に分割されて実行される．以下に，UML2BPEL の場合

こと，などである．

に実行される XSLT ファイルの定義を示す．
<converter name="UML2BPEL">

● プロトタイプによる検証
本検討の有効性を検証するために，UML プロファ

<stylesheet>Xmi2Temp.xsl</stylesheet>
<stylesheet>ResolveTransition.xsl</stylesheet>
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特集

ad UML Prof ile for B PE L
BPEL:throw
<<metaclass>>
Object
BPEL:wait
-

BPEL : par t ner Link

<<extends>>

myRole: Text
partnerLinkType: Text
partnerRole: Text

<<extends>>

BPEL: variable
-

element: Text
messageType: Text
type: Text

<<extends>>
BPEL:empty

<<extends>>

<<extends>>

<<metaclass>>
Act ivit y
+
+
+
+
+
+

BPEL:c orrelat ionS et
-

properties: Text

BPEL:c opy
-

from-endpointReference: Text
from-expression: Text
from-literal: Text
from-par t: Text
from-par tnerLink: Text
from-property: Text
from-variable: Text
to-part: Text
to-partnerLink: Text
to-property: Text
to-variable: Text

<<extends>>
BPEL:while

isReadOnly: Boolean = false
isSingleExecution: Boolean
mustIsolate: boolean = false
parameterName: string
postcondition: string
precondition: string

<<extends>>

<<extends>>

<<extends>>

BPEL:scope

<<extends>>

<<extends>>

BPEL:assign

<<extends>>

<<extends>>

BPEL:terminate

BPEL:flow

BPEL:sequence

図 -13

UML プロファイル定義

<stylesheet>Temp2Temp.xsl</stylesheet>
<stylesheet>Temp2Bpel.xsl</stylesheet>
</converter>

以下の手順で上記プロトタイプによる検証を実施した．

• UML モデリングツールに開発した UML プロファイル
プロトタイプをロードしてプロセスフローを定義

SOAデザインパターン利用設計の
動作検証方法
前章に述べたように，SOA デザインパターンを利用
した設計を実施すれば，パターンに記述された非機能要
件に合致するサービスを組み合わせて高付加価値システ

• 作成したプロセスフローを XMI ファイルに出力

ムを構築することができる．システム全体としての性能，

• 相互変換プロトタイプを使用して XMI ファイルから

品質も，パターンに記述された非機能仕様によって保証

BPEL ファイルへの変換を実施
• 出力された BPEL ファイルを BPEL ツールにより検証

される．
ただし，パターンに記述された非機能仕様はあくまで

以上から，UML モデリングツールによって実行可能

過去の実績であり，ハードウェアの性能向上等，環境の

な BPEL プロセスフローを定義できることを検証するこ

変化の影響は考慮されていない．また，静的な情報から

とができた．

判断しているので，処理負荷の発生具合等による動的な
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リクエスタ

ログ出力

参照
サービス連携基盤

参照
ログ解析部

リクエストIDを
引数にして
呼び出す

受付

転入
処理

XX
処理

仮想時計

YY
処理

BPMエンジン

参照
参照
ログ出力

AA
BB
Web
Web
サービス サービス
Simulator Simulator

XX
YY
Web
Web
サービス サービス
Simulator Simulator

シミュレータ用サーバ
図 -14 動作確認エンジンの構成

挙動変化には対応できない．
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確認エンジンを試作した．このエンジンは，非機能要件
をシミュレートするサービスシミュレータとそれが動作
するシミュレータ用サーバ，サービスを呼び出すビジネ
スプロセスを駆動する BPM エンジン，定められた負荷
に従ってリクエストを発行するリクエスタ，動作確認エ
ンジン上の時間を管理する仮想時計，そしてリクエスタ
やサービスシミュレータが出力するログを解析するログ
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解析部から構成される．この動作確認エンジンを用いて，
設計結果のビジネスプロセスに対して応答時間と処理件
数に関するシミュレートを行い，設計結果がシステム全
体に課せられた非機能要件を満たす動作を行うことを確
認できた．
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