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1. はじめに

WS-BPEL に関する調査研究

沖津

直樹†

小柳

本稿は次のように構成されている.2 章で SOA の概要を述べ,3 章で SOA で使われて
いる Web サービスの原理について説明する.4 章では Web サービスプロトコルスタック
について述べる.5 章では Web サービスを合成するオーケストレーションとコレオグラ
フィの 2 つの方法について説明する.6 章では WS-BPEL のアクティビティ,変数,メッセ
ージ交換方式について述べる.7 章では横断的関心事の分離,再利用,アドバイスの衝
突などアスペクト指向の観点から WS-BPEL を扱っている論文の紹介を行う.

和子††

ソフトウェア構築技法の１つである SOA が注目されている.本稿では,SOA の中核
技術である WS-BPEL について原理,合成方法,アクティビティ,研究動向の観点か
ら調査を行った結果を報告する.

2. SOA
SOA は,「ソフトウェア部品の組み合わせとして構築していたソフトウェアのシステ
ムを様々なサービスの組み合わせ（composite）として構成しようという考え方」[1]
であり,ソフトウェア構成技法の１つである.このアプローチを取ればサービスの実装
を意識せずシステムをデザインすることができるため,開発が容易になると言われて
いる.この構築技法の特徴は以下の通りである.[1]
１． 各サービス間を結合し,業務処理で必要となるサービスを呼び出して処理する.
２． 設計者はサービスをどのように実装するかという関心とは独立に,システムを構
想することができる.
３． 複数のサービスから構成されたものも,１つのサービスである.小さなサービスか
ら再帰的に組織化することによって,大きな規模のサービスを構成することが可
能である.
４． システムの構成要素は,ネットワークを介して疎結合している.
５． システム構築の際には,Web サービスが使われる.
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SOA which is one of the ways of designing software system has been
focused.This paper researched WS-BPEL which is core technology of SOA in
terms of principle,composition of Web Services ,activities,research papers
and theses.

3. Webサービスの原理
次に SOA で使用されている Web サービスについて述べる.Web サービスの原理は RPC
（遠隔手続き呼びだし）と同じである.XML をポストし,結果を受け取る仕組みであ
る.[1]
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図 1

Web サービスの原理
図 2

Serialization で引数を通信用に並べ,DeSerialization で引数を取り出し,ディス
パッチを行う.特徴としては,HTTP のプロトコルを使う点が挙げられる.（SMTP プロト
コルも使用できる）

Web サービスプロトコルスタック

5. Webサービス合成の方法
Web サービス合成には,オーケストレーションとコレオグラフィという互いに補完
しあう２つの方法がある.多くの企業でどちらかの方法を使って（あるいは両方のこと
もある）,Web サービスを配置している.両者の違いを表 1 に示す.[2]

4. Webサービスのプロトコルスタック
Web サービスプロトコルスタックは,メッセージング,サービス記述,サービス検索
の各仕様を規定している基本仕様とサービス統合,サービス品質(QoS)の仕様を規定し
ている応用仕様から構成される.

表 1
合成方法
オーケストレーション

2

オーケストレーションとコレオグラフィ
内容
Web サービスオーケストレーショ
ンは,実行 可 能なビ ジネ ス プロ セ
スに関 連し た 方法で ある .実行 可
能なビ ジネ ス プロセ スと は ,内部
の Web サービスとも外部の Web サ
ービスともやり取りが行えるもの
である .こ の オーケ スト レ ーシ ョ
ンは,同期 メ ッセー ジ交 換 と非 同
期メッセージ交換を使ってステー
トフルなやり取りを行うことがで
きる.この方法では,実行可能なプ
ロセス を制 御 するの は,参 加者 の

特徴
オーケストレーショ
ンは,単一の参加者
の観点からプロセス
フローが記述されて
いる
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コレオグラフィ

うちの１人である.
Web サ ー ビ ス コ レ オ グ ラ フ ィ
は,Web サービス間でやり取りを行
う方法である.この方法では,複数
の Web サービス間でやり取りされ
るメッセージ交換を追跡する方法
がとられる.これは,コレオグラフ
ィ の 特 徴 の １ つ で あ ると い える.
オーケストレーションのように１
人の参加者が実行可能なプロセス
を制御するということは無い.

なお,ホテル検索の手続きやフライト検索の手続きが「サービス」と呼ばれる部分で
ある.この例では,ホテルの部屋の空き状況を検索するサービスとフライトの空き状況
を検索するサービスの両方を使い,両サービスから返ってきた結果を assign で１つに
まとめ, reply でクライアントに返信している.

コレオグラフィは,
より協調的な方法で
ある.この方法では,
誰か１人の参加者が
対話を所有するとい
うことは無い.

オーケストレーションは,Web サービスのやり取りを単一のプロセスフローにモジュ
ール化しようとする方法である.単一のプロセスフローは単一の参加者によって制御
される.
それに対してコレオグラフィは,単一のプロセスフローをプロセスロジックの一部
が実装されているエンティティに分割しようという方法である.これらのエンティテ
ィは,メッセージを交換する際に対等な立場でやり取りを行う.また,コレオグラフィ
はメッセージ交換を追跡する.このような方法であるため,コレオグラフィでは単一の
参加者が対話を所有し制御するということはない.
5.1
オーケストレーションとコレオグラフィの違い
ホテル検索サービスとフライト検索サービスの合成を例に取り,両者を説明する.
5.1.1 オーケストレーション
先にオーケストレーションについて説明する.図 3 において,クライアントは日付と
都 市 名 を 引 数 と し て 旅 行 代 理 店 に 送 る . す る と ,WS-BPEL の エ ン ジ ン は そ れ ら を
receive で受信し assign で２回引数をコピーする.１つは A ホテルのホテル検索の手
続きを実行するためのものであり,もう１つは B 航空のフライト検索の手続きを実行
するためのものである.
A ホテルのホテル検索の手続きを利用するには,日付と都心名を A ホテルのホテル検
索の手続きに送りこむ必要がある.B 航空のフライト検索の手続きを利用する際も同
様である.
この引数の送り込みはワークフローエンジンが行う.図 3 では invoke の箇所で日付
と都市名を送り込み,検索結果をサービスから受け取っている.

図 3 オーケストレーション
図 3 の process（<process>…</process>で囲まれている箇所を指す）は旅行代理店
という参加者によって対話が所有･制御される.process がモジュールとなり,このモ
ジュールを WS-BPEL のエンジンで実行する.オーケストレーションでは,単一のプロセ
スフローとして process をモジュール化するのである.
5.1.2 コレオグラフィ
コレオグラフィは単一のプロセスフローをプロセスロジックの一部が実装されて
いるエンティティに分割する方法である.各エンティティにはエンティティ自身の役
3
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割が記述されている.そして,全ての参加者が対等な関係であり,オーケストレーショ
ンのように単一の参加者によって制御はされない.図 4 に図 3 をエンティティに分割し
たものを示す.

文法はオーケストレーションエンジンによって解釈され実行される.そして,参加者の
１人によって制御される.
WS-BPEL のプロセスの中では,個々のステップはアクティビティとして扱われるこ
とになる.アクティビティは,基本的なアクティビティと構造化されたアクティビティ
の２つのグループに分けることができる.
6.1 から 6.6 で基本的なアクティビティ,構造化されたアクティビティ,変数,パート
ナ,同期・非同期呼び出し,その他の BPEL コンストラクタに関する説明を行う.
6.1

基本的なアクティビティ
基本的なアクティビティに分類されるものを表 2 に整理した.
表2
アクティビティ名
<invoke>

<receive>

<reply>

図4

コレオグラフィ
<assign>

6. WS-BPELのアクティビティ
5 章でオーケストレーションとコレオグラフィについて説明した.以降の章ではオ
ーケストレーションについて説明する.
WS-BPEL は,ワークフローベースのオーケストレーション言語である.オーケストレ
ーション言語とはビジネスプロセスのやり取りにおける Web サービスの振る舞いをモ
デル化したものである.
WS-BPEL には,XML ベースで記述された文法が備わっており,プロセスフローの中で
登場する Web サービスを調整するための制御ロジックを記述することができる.この

<throw>

4

BPEL の基本的なアクティビティ

内容
パートナ Web サービスの呼び出しを行う.[3]
Web サービスの portType に対応するオペレーションを呼ぶ（CALL
する）ときに使われる.さらに,<invoke>は invoke されたオペレ
ーションに対する入力変数と出力変数を記述することができる.
呼び出しは同期でも非同期でも対応できる.
メッセージの受信待ちを表す.[3]
“createInstance”属性が”true”になっていたら新たにプロ
セスインスタンスを生成する.
<receive>アクティビティで受信したメッセージに対する応答を
表す.[3]
パートナからの単一の呼び出しにのみ応えるように定義するこ
とができる.マッチングした１つの<reply>アクティビティのみ
が１度だけアクティブの状態になる.
プロセス変数への値の代入や XPath 式を使ったプロセス変数の
更新を行う.<copy>,<from>,<to>の子要素を用いて値を代入す
る.[3]
１つの変数から他の変数にデータをコピーするために使わ れ
る.<assign>アクティビティの中に複数の<copy>アクティビティ
があるが,個々の<copy>アクティビティには１つの<from>要素と
１つの<to>要素が含まれていないといけない.<from>から<to>へ
コピーされる変数は型に互換性がないといけない.
例外発生の通知に使う.[3]
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<terminate>

<wait>

<empty>

例外を投げるために使われる.この例外はプロセス内においてユ
ニークに識別された名前 QName を持っている.このため,事前に
定義された例外ハンドラが例外を捕捉し処理することができる
のである.
プロセスを終了させる為に使う.[3]
ビジネスプロセスインスタンス内での実行をキャンセルするた
めに使われる.
指定期間または指定日時までの待機を記述する.[3]
特定の時間の間か,ある期限までプロセスを待たせるために使わ
れる.
並行して実行するプロセスの同期化などに利用する.[3]
何も実行せず,例外を捕捉するために使われる.

<pick>

<scope>

6.2

構造化されたアクティビティ
構造化されたアクティビティは,基本的なアクティビティを組み合わせたり,準構
造的なアクティビティを組み合わせることによって構成される.構造化されたアクテ
ィビティについて表 3 にまとめた.
表3
アクティビティ名
<sequence>

<switch>

<while>

<flow>

BPEL の構造化されたアクティビティ

内容
順次処理を実行するのに使われる.[3]
順次実行されるアクティビティが１つ以上含まれる.アクティビ
ティは出現する順番で実行される.また,アクティビティは
<sequence>と</sequece>の間に挟まれる.
選択処理を実行するのに使われる.[3]
<case> 要 素 を 含 ん で い る . こ の <case> 要 素 は ブ ー リ ア ン 型 の
XPath 表現で記述されており,何通りかの case がリスト化されて
記述されている.この<case>リストの最後は<otherwise>要素を
使うことができる.この<otherwise>要素は,どの case にも合致
しなかった場合に実行されるものである.<otherwise>アクティ
ビティが記述されていなかった場合は,<empty>アクティビティ
を含む<otherwise>アクティビティがあるとみなされる.
条件ループ処理を実行するのに使われる.[3]
XPath 表現されたブーリアンの条件が false になるまで繰り返
し,子アクティビティを実行する.

5

メッセージの受信待ちと指定期間・日時までの待機を実行するブ
ロック定義である.<receive>や<wait>と組み合わせることが出
来る.[3]
複数ある選択肢の中から１つを選び実行する.複数ある選択肢
は,XPath で表されブーリアン型である.<pick>アクティビティは
イベントハンドラを備えることができる.イベントハンドラとは
アラームハンドラ,メッセージハンドラなどのことであり,対応
するイベントが発生したらネスト化されたアクティビティを実
行する.
複数のアクティビティをまとめて有効範囲を指定するためのブ
ロック定義用アクティビティである.[3]
中にネスト化した形で別のアクティビティを持つことができる.
また,<scope>アクティビティのなかで例外ハンドラや補償ハン
ドラを定義することができる.よって,scope は補償と再実行が可
能な処理の塊と考えることもできる.
並行性および同期を提供するアクティビティである.[3]
中でネスト化しているアクティビティを並行に実行することが
できる.また,リンクセットの定義も同じように並行して行われ
る.flow アクティビティが開始されると,ネスト化されている全
てのアクティビティは同時に実行できる準備が整っている状態
になる.まだ評価は行われていないがアクティブになるべきリン
クがあり,それをネスト化されているアクティビティが待ってい
る場合は,準備が整っている状態にはならない.
リンクは,<flow>アクティビティ内のアクティビティの実行をス
ケジュール化するために使われる.<flow>アクティビティ内のア
クティビティは,リンクが始まる点やリンクがたどり着くターゲ
ットの点として振舞う.これは<source>要素や<target>要素に対
応するが,これらの要素は<flow>アクティビティ内に埋め込まれ
ている.
遷移条件は<source>要素内に定義されており,リンクのブーリア
ン型の値を評価することで遷移が起こる.<source>要素が定義さ
れているアクティビティが実行されているとき,リンクはデフォ
ルトの状態にある.<source>要素が定義されているアクティビテ
ィがその実行を終了すると個々の対応するリンクは,遷移条件が
決められているブーリアン型の値によってトリガを与えられる.
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そして,join 条件として呼ばれることになる.もし,アクティビテ
ィがそれ以上実行できなくなるなどのエラーが発生したとした
ら,例外状態に全てのリンクは遷移することになる.join 条件が
true,真になるのは,アクティビティの暗黙的なリンク（親アクテ
ィビティからの制御のことを指す）が真であり,アクティビティ
の明示的なリンクが真のときである.全てのリンク条件は XPath
表現で表される.

Webサービス型のリクエストとレスポンス

A

リクエスト

B

レスポンス
6.3

変数
アクティビティ間のデータの受け渡しには変数を使用する.変数は以下のいずれか
のことを示している.
１．Web サービスの入力操作,出力操作に含まれる WSDL のメッセージ
２．ビジネスプロセスに関連する個々の情報を保持する XML スキーマの型
プロセス内に直接的に定義される大域変数やローカル変数もある.ローカル変数はプ
ロセス中の scope の中で定義される.

Requester

Provider

Aの処理は、レスポンスがあるまでブロックされる
図 5

同期型のメッセージ交換

「クライアント側のプロセスは,サーバからの応答を待ちブロックする」.そして,
「クライアントが動作を開始するのはサーバからの応答が返って」からになる.「リク
エストとレスポンスは,同期を取って一対のものになっていて,切り離すことができな
い」.

6.4

パートナ
WS-BPEL では,パートナとやり取りを行う際にサービスを呼ぶことができる.プロセ
スとサービスとの間の関係は,PartnerLinkType として定義される.

6.5.2 非同期型のメッセージ交換（コールバック無しの場合）

6.5

同期型の呼び出しと非同期型の呼出し
WS-BPEL には,同期型と非同期型の２つのスタイルのサービスの呼び出しが定めら
れている.6.5.1,6.5.2,6.5.3 にそれぞれの違いを示す.

次に非同期型でコールバックが無い場合の呼出しについて図 6 を使って説明する.
これは,「一方向にメッセージが送られるだけでレスポンスが返ることがない」パター
ンである.JMS（Java のメッセージキュー）や MQ などのメッセージング系の技術がこ
のパターンを使っている.

6.5.1 同期型のメッセージ交換
最初に同期型について図 5 を使って説明する.これは,「クライアントからのリクエ
スト・メッセージに対してサーバがレスポンスを返すというパターン」[4]のことであ
る.

6
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6.6

その他のBPELコンストラクタ
最後に例外ハンドラ,補償ハンドラ,メッセージ相関について述べる.これらの概要
を表 4 に整理した.

One-way Messaging

表4

メッセージ

A

コンストラクタ

B

送信者

例外ハンドラ

受信者

Aの処理は、ブロックされない
図 6

非同期型のメッセージ交換 （コールバック無しの場合）

このパターンでは,図 6 にあるように一方向にメッセージが送信されるだけで,レス
ポンスが返ることが無い.よって送信者 A をブロックして同期を取る必要が無い
補償ハンドラ
6.5.3 非同期型のメッセージ交換（コールバックありの場合）

最後にコールバックがある場合の非同期のメッセージ交換パターンについて図７
を使って説明する.これは,２つの非同期型のメッセージ交換を非同期に組み合わせた
ものである.ここでいう非同期とは,「最初にメッセージを送り出した側が,コールバッ
クメッセージが返るまで同期を取ってブロックして待つことをしない」ということで
ある.
One-way Messagingとコールバック

A

A

One-way Message

One-way Message
コールバック

B

B

その他の BPEL コンストラクタ
内容
invoke されたサービスや invoke を行ったプロセスの中で発生した
例外を処理するために使われる.エラーが発生すると throw アクテ
ィビティが実行される.この throw アクティビティは,どのアクティ
ビティも実行することができ,事前に定義された例外を投げること
ができる.（事前に定義された例外以外では）BPEL のビルトインさ
れた例外が投げられる.例外ハンドラは,どの scope においても定義
することが可能である.BPEL では,プロセス全体を１つの scope と
考えることができるので,この scope に例外ハンドラを設定するこ
とができる.例外ハンドラには,エラーが発生したら実行されるア
クティビティが設定されている.例えば,reply アクティビティを使
ってエラーが発生したということをクライアントに通知すること
ができる.
scope と関連付けられる.そして,処理を完了したアクティビティの
処理結果や影響を undo する.この undo を行うことは,異常終了させ
なければいけないトランザクションの一部である.scope で定義さ
れている箇所が正常終了すると,内部で定義されている補償ハンド
ラにトリガが与えられる.このトリガは以下のいずれかによって起
こる.
①
明示的に定義された<compensate>アクティビティによってト
リガが与えられる.このアクティビティは例外ハンドラや別の補償
ハンドラから呼び出される.呼び出されたら,補償しなければいけ
ない scope の名前を参照する.
②
例外によって暗黙的にトリガが与えられる.言い換えると,例
外が発生しているときに暗黙的な補償ハンドラが発生しているの
である.
補償ハンドラがビジネスプロセス全体に対して記述されていてプ
ロセスの enableInstanceCompensation 属性の値が true になってい
たら,ビジネスプロセスインスタンスは正常終了の後に補償される
ことになる.これはプラットフォーム（J2EE, .NET, CORBA などの

図 7 非同期型のメッセージ交換（コールバックありの場合）
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的低速で不安定な無線通信路等の資源制約の問題」に着目し,「Web サービス連携を行
うモバイルエージェントの動作記述のための枠組み」が提案されている．この枠組み
では，
「 連携ロジック」と「モバイルエージェントの物理的なビヘイビアのルール記述」
が分離されている.この分離により，
「BPEL 記述を変更することなしに環境条件に応じ
て物理的な振舞いを追加したり変更したりすることができる」．
[8]は,WS-BPEL のプロセスファイル中に現れる横断的関心事をモジュールとして扱
うための仕組みが無いという問題を指摘している.そして,この問題を解決するための
コンセプトを示し,コンセプトを実装した AO4BPEL というウィーバを提案している.こ
の論文では,アスペクトの織り込み先は WS-BPEL のアクティビティであり,織り込むア
スペクトは WS-Security,WS-RM,WS-TX 等で提供されているサービス品質(QoS)に関す
るものである.

こと）に特有の方法で行われる.補償ハンドラは異常終了する scope
に対してはインストールすることはできない.
ステートフルな対話においてビジネスプロセスインスタンスを特
定するために使われるメカニズムである.プロセスインスタンスは
インスタンス ID のような明示的に定義されているフィールドによ
って定義されるのではなく,交換されるメッセージ中に記載されて
いるキーデータフィールドによって識別される.プロセスコンテナ
は外部の Web サービスとのやり取りを司る.これは,プロセスコンテ
ナが外から中にやって来るメッセージや外に出て行くメッセージ
を処理して,プロセスインスタンスにメッセージを渡したりプロセ
スインスタンスからメッセージをもらって外に出すのである.個々
のメッセージから”顧客番号”や”注文番号”など情報を一意に
特定するためのフィールドなどがプロセスコンテナから取り出さ
れる.これらの情報を使ってプロセスインスタンスは一意に識別さ
れることになる.メッセージから取り出した一意な情報に対応する
プロセスインスタンスが無かった場合は,新しいプロセスインスタ
ンスが生成されることになる.もし対応するプロセスインスタンス
があったら転送されてきたメッセージはそのプロセスインスタン
スに渡されて処理されることになる.プロセスインスタンスが複数
あった場合でも情報の伝達が効率的に行えるよう,１つの相関セッ
トの中に複数の相関プロパティを組み込むことができることにな
っている.
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7. WS-BPELに関する研究
[5]はアスペクトが「同時に使える・使えない」ことを管理する方法に関する研究
である.
[6]では,「中断時のサービスへのキャンセルの送信なども含めた形で合成プロセス
を再利用することと嗜好に応じて容易にサービスの選択や切替えのロジック付与や差
し替えること」が可能となるモデルが提案されている．このモデルは次の 2 つから構
成される.
①サービスの切替えや実行の中断を考慮した形で再利用可能な合成プロセスを定義す
るためのモデル
②パートナの選択や切替えに関する指定を別途与えるための枠組み
[7]は Web サービス連携をモバイルデバイスに適用した研究である.[7]では,「比較
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