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Business Entities Discovery Algorithm: Evaluation and Recommendations
- An Approach to Information-centric Business Processes -

Yohichi Hattori Kenichiroh Ohta and Kenshiroh Hirose
一連の業務処理単位に着目したアクティビティー・セントリックなビジネス・プロセスに対して，それらアクティ
ビティー間で渡されるデータ（ビジネス・エンティティー）に着目した新しいアプローチのビジネス・プロセス・
モデリング手法（インフォメーション・セントリック・ビジネス・プロセス）が IBM 基礎研究部門により提唱され
ている．その手法の中心となるビジネス・エンティティー（BE）をアクティビティー・セントリック・ビジネス・プ
ロセスより自動抽出するアルゴリズムが IBM バンキング・インダストリー・フレームワークの Core Banking
Transformation（CBT）に採用されている . 本論文では，CBT を海外仕向送金シナリオに適用した結果を
紹介し，BE 抽出アルゴリズムを事例で評価し，提言を行う．
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❷

❸

The activity-centric business process approach focuses on the series of activities in a process. IBM
Research proposes a new approach to business modeling (an information-centric business process
approach), which focuses on the data (business entities) that are passed through the series of activities.
The algorithm to discover the business entities (BE)—the core of this new approach—from the activitycentric business process is used by the Core Banking Transformation (CBT) of the IBM Banking
Industry Framework. The authors applied CBT to the oversea remittance scenario and evaluated it. This
paper first presents the result of this evaluation of the BE discovery algorithm, then points out some of
the issues raised, and finally provides some possible solutions for these issues.

Key Words & Phrases：Core Banking Transformation（CBT）
，ビジネス・エンティティー・ライフサイクル分析
（BELA）
，
インフォメーション・セントリック・ビジネス・プロセス，ビジネス・ステートマシ
ン（BSM）
Core Banking Transformation (CBT), Business Entity Life Cycle Analysis
(BELA), Information-centric Business Process, Business State Machine (BSM)

1．はじめに

で BPM を使用する．BPM の記述言語には，ビジネス・

アナリストにとって記述しやすい，グラフィカルな記述法

ビジネス・プロセスを自動化し，
管理する手法の一つに，

である Business Process Modeling Notation（BPMN）

ビジネス・プロセス管理がある．これは，ビジネス・プロ

［1］
，ランタイム制御のための適切な機能が豊富で，実

セスの一連の業務処理単位（以下，アクティビティー）

装局面での使用に適した Business Process Execution

を，その処理される順に従って接続し，業務全体のワー
クフローを作成し，ビジネス・プロセス・エンジン上で実
行することにより業務の自動化を実現する手法である．
このワークフローを，記述言語によるモデル化によって
作成する手法をビジネス・プロセス・モデリング（BPM）

Language（BPEL）
［2］などがある．さて，このような

BPM は，アクティビティーの一連の記述からなるので，

アクティビティー・セントリック BPM とも呼ぶ．アクティビ
ティー・セントリック BPM は，世界中ですでに多くの導
入例があるが，幾つかの課題点も指摘されている．例

と呼ぶ．ビジネス・プロセス管理と同じ略語を使用する

えば，イベント・ドリブンな記述や実行済みのアクティビ

が，本論文では，ビジネス・プロセス・モデリング，もしく

ティーに差し戻す処理の記述に不向きであるという点，

はその成果物であるビジネス・プロセス・モデルの意味

さらに，目まぐるしいビジネスの変更への即応性が弱い，
ビジネス変更要求を取り入れながら複雑化しやすいな
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どの点である［3］［4］．これに対し，ワークフローのアク
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手 法および BE 抽出アルゴリズムを銀 行 業 へ 応 用し

ンティティーに着目した新しいビジネス・プロセスの手法

たソフトウェア・グループのアセットが，Core Banking

が IBM 基礎研究部門を中心に提唱された．この手法

Transformation（CBT）である．CBT はバンキング・イ

によるビジネス・プロセスをインフォメーション・セントリック・

ンダストリー・フレームワーク［6］としても位置付けら

ビジネス・プロセスと呼ぶ．インフォメーション・セントリッ

れている．筆者らは，この CBT を国内のお客様に提

ク・ビジネス・プロセスの中心となる手法は，IBM 基礎

案する前に，Proof of Concept（PoC）として評価する

研究部門による Business Entity Life Cycle Analysis

機会を得た．PoC では海外仕向送金シナリオを例に取

（BELA）
［5］である．BELA は，
ビジネス・エンティティー

り，BPM を作成し，CBT の提供するワークベンチ機能

（以下，BE とも略記する）を対象のビジネス・プロセス

（Banking Transformation Workbench : BTW）を適用

の中心に据え，BE の状態（ステート）とその遷移をモ
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❷

ティビティー間で渡されるデータ，すなわち，ビジネス・エ

し，モデルの変換，BE の自動抽出，ランタイム・コード

デル化したライフサイクル（有限ステートマシン）を分析

の実装などを実施した．

し，ビジネス・プロセスを実現するための分析手法であ

本論文では，CBT を適用した結果，抽出された BE

る．複雑度が増すにつれ，アクティビティー・セントリック

を評価・考察し，不要な BE が抽出されるなどの問題

BPM は，全体の理解が困難となりやすい傾向がある．

❸

点を指摘し，
BE 抽出アルゴリズムの改善案を提言する．

そこで，複雑なビジネス・プロセスを幾つかの BE のライ

フサイクル・モデルに分割することにより，ビジネスの意

2．インフォメーション・セントリックBPM

図の理解を容易にすることが可能となる．
また IBM 基礎研究部門は，Model Driven Business

インフォメーション・セントリック BPM の概要を図 1 に

Transformation（MDBT）と呼ばれる手 法を考 案し，

示す．その図の上部に，8 個のアクティビティー
（Activity

生成することを可能とした［5］．さらに，
アクティビティー・

トリック BPM の例が示されている . 各アクティビティーに

BPM から SOA ランタイム実装モデルを自動変換により

A ～ H）で定義された簡略化したアクティビティー・セン

セントリック BPM を起点に，BE を自動抽出し，そのライ

は，
その処理を行うサービス定義が関連付けられている .

フサイクル・モデルを構築するアルゴリズム（BE 抽出ア

それらアクティビティーへの入出力となるデータ・エンティ

ルゴリズム）を提唱した［3］．

ティーとして「契約」と「顧客」があるとすると，前述

BELA の 分 析アプローチ，MDBT のモデル 変 換
ビジネス・プロセス・モデル
契約
契約

Activity C
Activity B

Activity A

契約

サービスA

の BE 抽出アルゴリズムを適用すると，
「契約 BE」と「顧

契約
契約

Activity E

契約
Activity D

顧客

サービスB

Activity F

顧客

サービスF

Activity H
顧客

Activity G

サービスG

アクティビティーとひも付くサービスの定義
BE抽出アルゴリズム
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図1. インフォメーション・セントリックBPM
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サービス I/F
・サービスF
・サービスG
・サービスH

2. 代り金口座振替の場合，
印鑑/署名の照合

も付き，ライフサイクルのステートを遷移させるサービスの

4. 送金金額が指定額を超えている場合，
ポジション報告

のエンティティーのライフサイクルや，アクティビティーにひ

3. 違法性および疑わしい取引のチェック
（図2）

インターフェース，遷移をトリガーするイベント，BE 内で

を実施

5. 資金連絡が必要な場合，
資金連絡の実施

このように，アクティビティー・セントリックなビジネス・プ

6. 対顧客の勘定処理を実施し，
外為事務センターの処

ロセス・フロー内のデータ・エンティティーに着目し，主

理をトリガー

要なエンティティーを抽出し，
そのライフサイクル，
サービス，

プロセス #2 は，以下のサブプロセスからなる．

イベント，およびビジネス・オブジェクトを内包する BE へ

1. PO（ペイメント
・オーダー）
を作成し，
再鑑

2. POを外部ペイメント
・システム
（SWIFTなど）
に発信

させていくBPM の新しいアプローチがインフォメーション・
セントリック BPM であり，その中心となる手法が BELA

である．なお，抽出された BE の集合体をソリューション・

これらの処理フローをWebSphere® Business Modeler

（WBM）上にモデリングした．
WBM はビジネス・ユーザー

向けに BPMN 構文をサポートし，
グラフィカルにビジネス・

プロセス・フローを作成可能なツールである．図 2 に簡

モデルとも呼ぶ．

と記載）はシステム・タスクを，二重線長方形はヒュー

3.1 ビジネス・プロセスの概要

はここでは省略した．

マン・タスクを，ひし形は条件分岐を示す．データ・フロー
AML
承認

PoC で取り上げた海外仕向送金のビジネス・

プロセスは，以下の 2 種類である．
■ 受付・対顧処理
（プロセス#1）

■ 外為事務センター処理
（プロセス#2）

System

適法確認

送金上限額と
送金制約を
取得する

申し込みに
不備がないか
確認する

プロセス #1 は，さらに以下のようなサブプロセ

スからなる．

訂正入力
顧客により
提供された
補足情報を
入力する

1. 海外仕向送金依頼書をOCR（光学式文字読
取装置）
でスキャンし，
受付登録

FS-BOM / FS-IDM

❸

略化した BPM の一部を示す．図中の長方形（“System”

3．CBTの海外仕向送金への適用

IFW

❷

NO

追加
エビデンス
が必要か？

System

NO

AML
チェックを
要求する

YES

AML
AMLシロか？
確認
AMLチェック
の結果を
受け取る

上長がAMLを
承認する

YES

図2. プロセス#1のBPM(抜粋)

ビジネス・プロセス・モデル

WBM

ビジネス・プロセス・
モデル

WBM UIプラグイン
第1変換

スコープト・モデル

RSA

BTW

スコープト IFW

ライフサイクル・モデル

第2変換

RSA

ソリューション・モデル

BE

第3変換

BSM

ターゲット・モデル
WID Model

BTW

WID

BE
SCAコンポーネント

RSA： Rational Software Architect
WBM： WebSphere Business Modeler
WID： WebSphere Integration Developer
®

図3. CBTワークベンチ
（BTW）
の概要
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と再構築し，BE 内部のモデルを分析・設計により洗練

RSA
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使用されるビジネス・オブジェクトが含まれる．

ソース・モデル
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客 BE」の BE が抽出される．それぞれの BE には，そ
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3.2 CBTの適用

の中からビジネス・プロセスで使用されるエンティティーお

次に，
CBT の提供するワークベンチ BTW を使用し，
3.1

よび関連するクラスのみを抽出（スコーピング）し，モデ

では，BTW の概要（図 3）および CBT 適用の手順に

ビティーを，その処理を実現するビジネス・サービスと関

で作成した BPM からのモデルの変換を実施した．ここ

ＩＢＭプロフェッショナル論文

ついて示す．

BTW は前述 MDBT のモデル変換手法を受け継ぎ，

ソース・モデルから3 段階のモデル変換を経てターゲット
・

ロセス・モデリング・ツールである WBM 上の BTW に

ＩＢＭプロフェッショナル論文

ついて示す．

換を実施し，
中間モデル（スコープト
・モデル）へ変換した．

ソース・モデルとなるのが，金融機関向けフレームワー
ク IFW（Information Framework）［7］ である．IFW

は，金融機関向けに開発された，金融機関のさまざまな

FS-IDM サービスとの関連を定義した．その後，第 1 変

（3）第 2 変 換 : 第 1中間モデル→ 第 2中間モデル（ソ
リューション・モデル）

この変換において，BE 抽出アルゴリズムが使用され

ており，BPM よりBE が抽出され，ソリューション・モデ

ビジネス情報を全社規模で構築するためのフレームワー

ルが自動生成される．通常はこの後，ソリューション・モ

クで，15 年以上にわたり世界中のお客様に導入いただ

デルでの洗練を行うが，PoC では割愛した．

き，
拡張を続けてきたモデル群が提供される．BTW では，
この中の以下の IFW モデル群が使用される．
● ビジネス
・プロセス・モデル

● 分析モデル
（FS-BOM：Financial

Services Business

Object Model）

● 設計モデル
（FS-IDM：Financial

Services Interface

Design Model）

（4）第3変換: 第2中間モデル→ターゲット
・モデル
（WID
モデル）
最終変換では，ソリューション・モデルから最終ター
ゲット・モデルを自動生成する．これまで，分析・設計
のためのモデルを扱っていたが，この段階で初めてビ
ジネス・プロセス・エンジン上で実行可能なランタイム･

FS-BOM は業務要件分析，ドメイン分析に活用され

モデルとなる．BTW では，SCA（Service Component

FS-BOMをベースとしてコンポーネント指向設計を行うた

Developer（WID）上に SCA コンポーネントが作成さ

るオブジェクト指向による分析モデルであり，FS-IDM は
めの設計モデルである．

IFW はお客様ごとに銀行固有の業務要件に合うよう

Architecture） に 準 拠 し，WebSphere Integration

れることにより，最終的に生成されたターゲット・モデ

ルを WID モデルと呼ぶ．最終変換は，ストレート・フォ

にカスタマイズを行うことが可能だが，今回の PoC の実

ワードな変換であり，ライフサイクル・モデルから BSM

を想定し，そのように大規模カスタマイズした IFW に対

スから WSDL（Web Services Description Language）

施にあたっては，IFW を大規模にカスタマイズした場合

する CBT の稼働検証を行うため，独自のカスタマイズ

に比重を置く方針とした．従って，ビジネス・プロセス・
モデルに関しては，ビジネス・プロセス・フローを基に 3.1

（Business State Machine）が，
サービス・インターフェー
文書が生成される．

生成された WID モデルはあくまでランタイム実装のた

めのひな形に過ぎず，SCA プログラミング・モデルにのっ

で述べたように独自に構築した．FS-BOM のデータ・モ

とり，WID モデル上の実装を行う必要がある［8］．アク

ロセスのアクティビティーに関連付けられる FS-IDM の

据える場合が多かったのに対し，インフォメーション・セン

デルに関しては，約半分を新規に定義し，ビジネス・プ
サービスをすべて新規に定義した．

（2）第1変換: ソース・モデル
（IFW）→第1中間モデル
（スコープト
・モデル）
IFW の FS-BOM/FS-IDM は豊富なオブジェクト・モデ

ルを提供する反面，作成する業務によっては使用されな
いモデルも多数含まれる．そこで，第 1 変換として，IFW

88

に追加したものである．関連付けは，前述のビジネス・プ
よる拡張機能を使用して行い，アクティビティーごとに

（1）ソース・モデル

❸

連付ける必要がある．このサービスは（1）で FS-IDM

モデルを自動生成する．その間，2 種類の中間モデルも
生成される．以下，これらのモデルとそれぞれの変換に

❷

ルの絞込みを行う．事前に，ビジネス・プロセスのアクティ
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ティビティー・セントリック BPM が BPEL を実装手法に

トリック BPM では BE のライフサイクル・モデルに対応
する BSM が実装の中心となる．

4．BEの抽出
4.1 BELAにおけるBE抽出アルゴリズム
前述 BE 抽出アルゴリズム［3］の概要を示す．まず，

e2
e1

（2）

Activity
ai

Activity
aj

e2
e1

e1

Activity
ak

e1

図4. データ間の支配関係

この 2 つの間に関しては支配関係がないた

BPM の各アクティビティーの入力と出力データ項目に着

目し，データ間の支配関係を決定する．プロセス・スコー
することを

e1 αe2 と記す．これは，以下の 3 つの判定

条件がすべて成立する場合と定義する．

（1）
：
「 sにおいて，e 2がアクティビティーの入力にある場

の内，
e2 と e3 は e1 に支配され，e4 は e5 に支配される．
すなわち，上記例で示したように，支配されるデータがア

クティビティーに入出力する場合，
常にその支配するデー
タ（BE）が共に入出力する．
このように，BE 抽出アルゴリズムは，BPM 内の全アク

ティビティーを手繰りながら，全データ項目間の支配関係

合，常にe1も同じアクティビティーの入力にある」

を導き出し，最終的に自分以外のどのデータ項目にも支

合，常にe1も同じアクティビティーの出力にある」

プロセス・スコープ内の BE として抽出する．さらに，BE

（2）
：
「 sにおいて，e 2がアクティビティーの出力にある場
（3）
：
「e 2が入出力になく，e 1が入力もしくは出力にあるア
クティビティーがsにおいて存在する」

図 4 にこの支配関係について補足する．矢印と●は，
入出力データ・フローを示す．
BE 抽出アルゴリズムは，アクティビティーへの入出力

データ項目間での支配・被支配の判定を上記条件に
基づき行い，それをプロセス・スコープ内の全アクティビ
ティーに対して行いながら，一度も被支配と判定されな
かったデータ項目（支配的エンティティーと呼ぶ）を BE

として抽出する．図 5 に例示する．

❷

ＩＢＭプロフェッショナル論文

プ s において，データ項目 e1 が データ項目 e2 を支配

め，e1 と e5 が BE となる．残りのデータ項目

❸

配されないデータ項目，すなわち支配的エンティティーを
のライフサイクル・モデルを構築する．
4.2 BE抽出結果とその理由
PoC では，CBT の適用により以下の 4 つの BE が抽

出され，ライフサイクル・モデルが構築された．
● PaymentInstruction
● PaymentOrder
● Customer
● ORRule

BE（支払い指示）

BE（ペイメント
・オーダー）

BE（顧客）

BE（海外仕向送金ルール）

以下，それぞれの抽出結果の詳細を考察する．
（a）PaymentInstruction BE

当オブジェクトはプロセス #1 の海外

e2
e1

Activity
a1

e3
e1

Activity
a2

e5
e4

Activity
a3

e5

図5. 支配関係の例

この例では a1 ～ a4 の 4 つのアクティビティー，e1 ～

e5 の 5 つのデータ項目がある．まず，アクティビティー a1
に対しては，2 つの入力 e1 と e2 がある．この時点では，
e1 と e2 は対等である．次のアクティビティー a2 に対して
は，2 つの入力 e1 と e3 がある．この時点で，e2 が存在

しないため判定条件（3）が成立する．アクティビティー

a3，a4 には e1 と e2 は存在せず，a1 において（1）が
成立，
（2）はそもそも e2 が出力にないため成立，以上
により，e1 αe2 が成立する．また，同様に e3 に対して
はアクティビティー a1 において入力に存在せず，判定
条件（3）が成立し，
e1 αe3 が成立する．アクティビティー

Activity
a4

仕向送金依頼書を受け付けた時点で
e5

生成され，プロセス #1 の各アクティビ

ティーで一貫して入出力として使用さ
れる．従って，プロセス #1 の支配的エ

ンティティーであり，BE としての抽出は
妥当なものである．

（b）PaymentOrder BE

当オブジェクトも同様にプロセス #2 の各アクティビ

ティーで使用される支配的エンティティーであり，BE とし
ての抽出は妥当である．
（c）Customer BE

当オブジェクトの抽出について以下に考察する．図 6

に BPM での定義を示す．ここで，●と矢印はデータ・

フローを○と矢印はコントロール・フローを示す．また，
PI は PaymentInstruction を示す．

アクティビティー " 顧客の詳細情報を取得する " にお

いて，顧客情報が取得され，出力に Customer を設定

P ROVISION No.69 / Spring 2011

ＩＢＭプロフェッショナル論文

a3 に対しては，新たなデータ項目 e4 と e5 が
入力に存在し，アクティビティー a4 に対して
は，入力は e5 しか存在しない．従って同様
に e5 αe4 が成立する．ここまで支配的エ
ンティティーとして残ったのが e1 と e5 であり，

（3）

ＩＢＭプロフェッショナル論文❶

（1）
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プロセス♯1-2
（印鑑照合）

Customer
顧客の詳細
情報を取得
する

PI

項目として存在する．一方，プロ

Customer

PI

PI
そのほか
のタスク

ＩＢＭプロフェッショナル論文

違法性
チェック結果
を入力する

は，プロセス #1 とプロセス #2 を

プロセス・スコープとしたため，プ

ロセス #2 において PI に支配されず，プロセス #1 にお

いて PO に支配されない，対等なエンティティーとして

ＩＢＭプロフェッショナル論文

必要とせず，次に必要となるアクティビティー " 顧客情

ORRule が抽出されたと考えられる．

報を更新する " の入力へ直接データ・フローを接続し

5．BE抽出の評価

た．一方，その間のアクティビティーでは PI のみが必要

であったため，PI をデータとして渡しながら，コントロー

ル・フローも接続し，" 顧客情報を更新する " の直前の

アクティビティー " 違法性チェック結果を入力する " か

配されていることが分かる．しか

し，ソリューション・モデルの生成

PI

した．しかし，後続のアクティビティーでは Customer を

❸

セス #2 に目を転ずると PO に支

顧客情報を
更新する

図6. Customerの抽出理由

❷

てのアクティビティーに PI が出力

プロセス♯1-3
（違法性チェック）

前 節 で述 べたとおり，PI および PO の BE 抽 出は

極めて妥当なものであった．しかし，ほかの BE 抽出

ら，" 顧客情報を更新する " へはコントロール・フローの

（ORRule/Customer）は幾つかの課題を提起する．こ

ながら次のアクティビティーへ接続した．これは " 顧客

1）BE抽出アルゴリズムは，
エンティティーの内容までを

みを接続し，PI は " 顧客情報を更新する " をスキップし

こでは，以下の 3 点を指摘する．

情報を更新する " が顧客情報のみを入力とするためで

考慮しないため，
マスター系データのように単にDB照

ある．これにより，二重丸で示した部分において，PI に

会のためだけのエンティティーであってもBEとして抽

支配されない Customer 単独での入力が存在するため，

出されうる

Customer が BE として抽出されたと考えられる．

2）更新を伴うBEが抽出された場合でも，
BE抽出アルゴ

（d）ORRule

リズムは，
アクティビティーの内容までを考慮しないた

次に ORRule の抽出について考察する．まず，図 7

め，
単にDB照会を行うだけの有用でないステートも作

にビジネス・プロセス・モデリングでの定義を示す．PO

成される

は PaymentOrder の略である．

3）コントロール・フローとデータ・フローがペアとなってい

ORRule は，図 7 に示した 4 アクティビティーで使用

た場合においてはBEとして抽出されなかったエンティ

される．その内，3 つがプロセス #1 で，残り1 つがプロ

ティーであっても，
それが分離されることによって，
BEに

ている．プロセス #1 の部分のみに着目すると，いずれも

ORRule は海外仕向送金の各種ルールに関するエン

セス #2 で使用され，いずれも出力項目として定義され

成りうる

PI に支配される．すなわち，ORRule が定義されるすべ
プロセス♯1-3
（違法性チェック）

ティティーであり，参照のみに使用されるが，BE として
抽出された（課題 1）．

Customer はコントロール・フローとデータ・

プロセス♯1-4
（ポジション報告）

ORRule

ORRule

TF Regulations
TF Regulations
ORRule
PI
PI
を取得する

FX Details
PI

ポジション
報告に関する

ORRule

FX Details
PI

フローの分離の結果，抽出され（課題 3）
，

ライフサイクル・モデルには DB 照会のみの

不要なステートが生成されている（課題 2）．

を取得する

BE 抽出アルゴリズムが，アクティビティー・

プロセス♯1-5
（資金連絡）

セントリックなビジネス・プロセスより，支配的

プロセス♯2-1
（PO作成、再鑑）

なエンティティーを自動抽出し，
ライフサイクル・
PI

ファンド通知
のための

ORRule

を取得する

再鑑のための

ORRule
PI

PO

ORRule

を取得する

ORRule
PO

モデルを構築可能であることは十分評価でき
た．
一方，
現アルゴリズムでは不必要なエンティ
ティーも抽出され，また，ライフサイクル・モデ
ルのステートにも不必要なステートが入り込む

図7. ORRuleの抽出理由
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可能性があるという点を指摘しておく．

無条件にステート・遷移に対応させるのではなく，
例えば
参照専用のアノテーションを設定することによって，
アク

前節で示した課題への改善案を提示する．

ティビティーのステート
・遷移への変換を抑止するもので
ある．
図9のBPMに示すように，
3つのActivity（ x，
y，
z）が

定義されているとし，
その内Activity yがDB参照のみを

だけで更新の発生しないことがビジネス・プロセス・モデ

行うものであり，
ステートへの変換を抑止したいものとす

リング時点で自明なデータ項目
（例えば，
マスター系デー

る．
現状では，
図9下の左側に示すように，
アクティビティー

タ）に対して，
BE候補から落とすためのアノテーション

に対し，
完了を示すステートが無条件に作成され，
アクティ

（BE非抽出アノテーション）
を設定し，
当アノテーションが

ビティーはそのステートへの遷移時に呼び出される遷移
アクションに変換される．

8においてe 2を非抽出アノテーション
（@NoDiscovery）

改善案では，ステートの作成を抑止したいアクティビ

が設定されたデータ項目とする．
この場合，
e 2は無条件に
BE抽出候補から外される．

当改善により，課題 1 が解決され，ORRule のような

❷

ＩＢＭプロフェッショナル論文

設定されたデータ項目はBEの対象から外す．
例えば，
図

ＩＢＭプロフェッショナル論文

A）
データベースなどの外部データストアから参照される

ティーに対して，その入力（もしくは出力）データ項目に
参照専用アノテーション（@ReadOnly）を設定可能と
し，設定された場合，図 9 下の右側で示すように，当

参照系のみのデータが BE として抽出されることは解消

❸

該データ項目が BE として抽出される場合であっても，ス

される．

テートの作成を行わず，アクティビティーを遷移前ステー
トの Exit Action に変換する．

これにより，ORRule などの参照系アクティビティーをス

e2＠NoDiscovery

テートから除外可能で，生成されるライフサイクル・モデ

Activity
ai

e1

ＩＢＭプロフェッショナル論文❶

6．BE抽出アルゴリズムの改善案

ルの本質的でないステート数と遷移数が削減され，モ
デルがシンプルになることにより，生成モデルが質的に
向上する．

図8. BE非抽出アノテーション

B）次の改善案（図9）は，
BEのライフサイクル・モデル生

C）課題3に対しては，
BPMにおいて，
コントロール・フローと

データ・フローの分離を許さないという制約を課した上で，

成の改善で，
課題2を解決する．
あるデータ項目をBEとし

アクティビティー内で使用せず，
後続のアクティビティー

て抽出する場合であっても，
BPM内のアクティビティーを

に渡すためだけにデータ・フローを接続する場合に，
デー
タ・エンティティーにアノテーション
（@
THRU）
を付与することにより，
その接

ビジネス・プロセス・モデル
（BPM）

続におけるアクティビティーは生成さ

（参照のみ）

e1

Activity
x

e1
＠ReadOnly

Activity
y

e1

れるライフサイクル・モデルから除外す

Activity
z

るといった改善案が考えられる．
（エン
ティティーの支配・被支配判断は実

（改善案）

ライフサイクル・モデル
（BSM）

現状

BE抽出アルゴリズム

改善案
Activity x

x completed
Activity y
y completed
Activity z

Activity x
x completed
Activity y
Activity z
z completed

：ステート
：遷移Action
：Exit Action

施．
）図10に，
改善案によるBPMの設
定例を示す．
これによりCustomerはPI
に従属する．

7．おわりに
CBT を海外仕向送金シナリオに適

用し，BE 抽出アルゴリズムを評価し，
課題点を指摘した．また，課題に対

して，ビジネス・プロセス・モデリング
の際に，データ項目やアクティビティー
が参照専用などの判断が可能な場

z completed
図9. 参照専用アノテーションによる改善案

合，アノテーションを付加することによ
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プロセス♯1-2
（印鑑照合）

プロセス♯1-3
（違法性チェック）

Customer

PI

顧客の詳細 @THRU
情報を取得
そのほか
PI
する
のタスク

Customer
@THRU
PI

ＩＢＭプロフェッショナル論文

違法性
チェック結果
を入力する

Customer 顧客情報を
PI@THRU

更新する

PI

図10. 課題3の改善案

り，不要な BE の抽出やステートの生成を抑止する改

❷

ＩＢＭプロフェッショナル論文

善案を提言した．ビジネス・プロセス・モデリングの際に，
判断がつかなかった場合でも，イテレーティブな分析ア

プローチを採用している場合に，ソリューション・モデル

［8］G. Adams et al.: “IBM WebSphere Developer Technical Journal:
A guided tour of WebSphere Integration Developer -- Part
1，
” developerWorks，http://www.ibm.com/developerworks/
websphere/techjournal/0602_gregory/0602_gregory.html
（2010.08.07）.

の洗練の過程での判断をフィードバックして，次の再変
換に活用することも可能である．

❸

今後は，機能拡張要求に応えながら長大化する BE

のライフサイクルをどのように保守すべきかなど BE の保
守方法についての検討を行いたい．
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