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ワークフロー コンポーネントの設計 

概要 

ユーザーのタスクを規定の順序で完了する必要がある (各手順が完了してから次の手順に進む必要がある) シナ

リオまたはユーザーのタスクが基になる一連のビジネス ルールを満たす必要があるシナリオは、多数あります。

ワークフロー コンポーネントを使用すると、タスクをカプセル化したり、タスクを完了するのに必要な手順を

調整したりすることができます。また、ワークフロー コンポーネントでは、処理対象の情報 (ユーザーやビジネ

ス プロセスを定義する動的なビジネス ルールによって入力されるデータなど) に依存するタスクもサポートで

きます。 

この章では、さまざまなシナリオを考察し、ワークフロー コンポーネントの設計方法についてのガイダンスを

提供します。まず、実際のシナリオと主要なワークフロー シナリオの対応を確認して、アプリケーションに適

したワークフロー スタイルを特定できるようにします。次に、要件と規則が、ワークフロー コンポーネントの

実装で使用できるオプションに、どのような影響を及ぼすかを考察します。最後に、使用可能なさまざまなオプ

ションをサポートするワークフロー コンポーネントの設計についてのガイダンスを提供します。 

コンポーネントの設計に関する一般的な考慮事項とアプリケーションの各レイヤーで一般的に使用されるコンポ

ーネントの詳細については、第 10 章「コンポーネントのガイドライン」を参照してください。 

手順 1 – シナリオを使用してワークフロー スタイルを特定する 

ワークフロー スタイルには、シーケンシャル、ステート マシン、およびデータ ドリブンという 3 つの基本的

な種類があります。シーケンシャル ワークフローの場合、タスクは完了するまでに決められた一連の手順の間

を遷移します。ステート マシン ワークフローの場合、アクティビティは、一連の状態と状態の遷移を引き起こ

すイベントとして定義されます。データ ドリブン ワークフローの場合、アクティビティはデータに関連する情

報に基づいて実行されます。そのため、ワークフロー コンポーネントを設計する際には、まず、サポートする



必要があるワークフローのスタイルを理解する必要があります。次に、この 3 つの基本的なワークフロー スタ

イルを使用する場合についてのガイドを示します。 

 シーケンシャル ワークフロー スタイル: このスタイルでは、ワークフローによってアクティビテ

ィのシーケンスが制御され、次に実行する手順が決定されます。シーケンシャル ワークフローには

条件分岐やループを含めることもできますが、その遷移は予測可能です。あるタスクを完了するた

めに一連の規定の手順を実行する必要がある場合や、システム管理、ビジネス間のオーケストレー

ション、ビジネス ルールの処理などのシナリオには、シーケンシャル ワークフローの使用を検討

します。 

 ステート マシン ワークフロー スタイル: このスタイルでは、ワークフローが一定の状態になり、

イベントの発生を待機してから別の状態に遷移します。イベント駆動型のシナリオ向けに設計され

たワークフロー、ユーザー インターフェイスのページ フロー (ウィザードのインターフェイスな

ど)、または注文に含まれるデータに基づいて手順とプロセスが適用される注文処理システムが必

要な場合は、ステート マシン ワークフローの使用を検討します。 

 データ ドリブン ワークフロー スタイル: このスタイルでは、ドキュメントに含まれる情報によっ

て、ワークフローで実行するアクティビティが決定されます。このスタイルは、ドキュメント承認

プロセスなどのタスクに適しています。 

 

手順 2 - オーサリング モードを選択する 

ワークフローは、コード、マークアップ言語、またはコードとマークアップの両方の組み合わせを使用して作成

できます。使用する手法は、ソリューションに求められるオーサリング モードの要件によって異なります。選

択するオーサリング モードは、アプリケーションをパッケージ化および配布する方法にも影響します。選択で

きるオプションは次のとおりです。 

 コードのみ: このオプションは、時間が経過してもワークフローがあまり変化しない場合、マーク

アップでは簡単に表現できない複雑なビジネス ルールがある場合、ビジュアル デザイナーを使用

したマークアップの作成よりもマネージ コードの作成に開発チームが慣れている場合、またはマー

クアップのオプションでは実現できない新しいワークフローの種類を作成する場合に使用します。

コードのみのワークフローは、ソース コード管理システムにも簡単に統合できます。 

 コード分離: このオプションは、ビジネス コンポーネントにカプセル化された複雑なビジネス ル

ールがある場合、またはユーザーや管理者がワークフロー デザイナーを使用してワークフローの一

部の側面を変更できるようにする場合に使用します。 

 マークアップ: このオプションは、時間の経過と共にワークフローが頻繁に変化する場合、ワーク

フローに関連するビジネス ルールをマークアップ言語で簡単に表現できる場合、新しいワークフロ



ーの種類を作成する必要がない場合、およびワークフロー モデルで参照しているワークフローの種

類を再構築しなくてもモデルを更新できる柔軟性が必要な場合に使用します。 

 

手順 3 - ルールの処理方法を決定する 

この時点では、ワークフロー スタイルを特定して、ワークフローの作成に使用するオーサリング モードを決定

する作業が完了しています。次の手順は、ワークフローでビジネス ルールを処理する方法を決定することです。

ルールを処理する方法は、ビジネス ルールの複雑さ、永続性、および管理の要件に基づいて決定します。ワー

クフロー コンポーネントのビジネス ルールの処理については、次の要素を検討します。 

 ルールが複雑な場合: コードのみ、またはコード分離オーサリング モードの使用を検討します。ビ

ジネス コンポーネントを使用してルールを実装およびカプセル化できるので、ワークフローで実行

を調整できます。 

 ルールが永続的ではない場合: 単純なルールやデータ ドリブン ルールには、マークアップ オーサ

リング モードの使用を検討します。ただし、ルールが外部システム (ビジネス ルール エンジンな

ど) で管理されている場合は、コードのみ、またはコード分離オーサリング モードの使用を検討し

ます。 

 ビジネス ユーザー、管理者、またはアナリストがルールを管理する場合: ビジュアル デザイナー

などのルール編集機能を提供するマークアップ オーサリング モードを使用するソリューション、

またはドメイン固有言語 (DSL) をサポートするソリューションの使用を検討します。ただし、ル

ールが外部システム (ビジネス ルール エンジンなど) で管理されている場合は、コード分離オーサ

リング モードの使用を検討します。 

 

手順 4 – ワークフロー ソリューションを選択する 

ワークフローに関するワークフロー スタイル、オーサリング モード、およびルール処理の要件を理解したので、

次はワークフロー ソリューションを選択します。各ソリューションで提供される機能を基準にソリューション

を選択します。マイクロソフト プラットフォームで使用できるテクノロジには、次のようなものがあります。 

 Windows Workflow Foundation (WF): シーケンシャル ワークフロー、ステート マシン ワー

クフロー、およびデータ ドリブン ワークフローを作成するための開発者中心のソリューションが

提供されます。また、コードのみ、コード分離、およびマークアップ オーサリング モードがサポ

ートされます。デザイナーは、Visual Studio 2005 では拡張機能によりサポートされ、Visual 

Studio 2008 以降では直接サポートされます。WF には、安全で信頼できるトランザクションによ



るデータ交換のためのプロトコル機能、アクティビティの追跡、およびさまざまなトランスポート

とエンコードのオプションが用意され、システムのシャットダウンと再起動後も継続して実行され

る実行時間の長いワークフローがサポートされます。 

 ワークフロー サービス: Windows Communication Foundation (WCF) と Windows Workflow 

Foundation (WF) が統合されることで、ワークフロー向けの WCF ベースのサービスが提供され

ます。Microsoft .NET Framework 3.5 以降、WCF は、サービスとして公開されるワークフロー

をサポートし、ワークフロー内からサービスを呼び出す機能を提供するように拡張されました。ま

た、Microsoft Visual Studio 2008 には、ワークフロー サービスをサポートする新しいテンプレ

ートとツールが用意されています。 

 Microsoft Office SharePoint Services (MOSS): WF に基づくワークフローのサポートを提供

するコンテンツ管理とコラボレーションのプラットフォームで、 Microsoft Office SharePoint® 

サーバーに関連するヒューマン ワークフローとコラボレーション向けのソリューションが提供され

ます。Web インターフェイスを使用して SharePoint リスト アイテムに関連する承認ベースのワ

ークフローを定義したり、SharePoint Designer または Visual Studio の Windows ワークフロー 

デザイナーを使用して条件付きワークフローやデータ ドリブン ワークフローを定義したりするこ

とができます。ワークフローをカスタマイズするには、Visual Studio で WF オブジェクト モデル

を使用できます。ただし、MOSS の使用が適しているのは、ビジネス レイヤーが単一の 

SharePoint サイトに限定され、他のサイトに存在する情報にアクセスする必要がない場合だけで

す。 

 BizTalk Server: シーケンシャル、ステート マシン、およびデータ ドリブンの各ワークフローが

サポートされ、コード分離とマークアップ オーサリング モードもサポートされます。電子データ

交換 (EDI) 形式、XML 形式、またはその両方を使用して企業間の電子文書交換関係を有効にしま

す。BizTalk Server には、実行時間の長い疎結合されたビジネス プロセスや、信頼できるストア 

アンド フォワード メッセージング機能を備えたワークフローを設計して実行するための、強力な

オーケストレーション機能が備わっています。BizTalk Server では、アダプターを通じて異なるア

プリケーションやシステムが統合され、ビジネス ルール エンジンとビジネス アクティビティ監視

が提供されます。マイクロソフト以外のシステムとのやり取り、EDI の実行、または Enterprise 

Service Bus (ESB) パターンの実装が必要な場合は、BizTalk ESB Toolkit の使用を検討してくだ

さい。 

 



手順 5 – ワークフローをサポートするようにビジネス コンポーネント

を設計する 

一般に、別個のコンポーネント内で実行される多段階のプロセスや実行時間が長いプロセスを伴うワークフロー

を実装する必要があるので、適切な例外を公開してワークフロー内のすべての障害状態をハンドルできるように

する必要があります。ビジネス ワークフローを設計する際には、応答が不要なメソッド呼び出しの使用を検討

するか、十分な応答時間を確保する必要があります。一連の規定の手順を順序に従って同期した状態を保ちなが

らコンポーネントで処理を実行する必要がある場合は、パイプライン パターンの使用を検討します。また、プ

ロセスの手順を非同期かつ順不同に実行できる場合は、イベント パターンの使用を検討します。 

次のセクションでは、マイクロソフト プラットフォームで使用できるテクノロジを使用してワークフローを設

計する方法を理解するのに役立つ情報を提供します。 

Windows Workflow Foundation 

Windows Workflow Foundation (WF) を使用して設計するビジネス コンポーネントには、カスタム ワークフ

ロー、アクティビティ、状態オブジェクト、カスタム サービスなどがあります。必要なコンポーネントは、選

択したワークフロー スタイルとオーサリング モードによって異なります。次に、WF を使用して 3 種類の基本

的なワークフロー、カスタム サービス、およびワークフロー マークアップを作成する際の手法を示します。 

 シーケンシャル ワークフローを設計する場合、Activity クラスを定義するか既存の Activity クラ

スを使用し (コードのみおよびコード分離)、カスタム ワークフロー クラスを定義し (コードのみ)、

ワークフロー コンポーネントと連携するビジネス プロセス コンポーネントを定義します (コード

のみ)。 

 ステート マシン ワークフローを設計する場合、プロセスのさまざまな状態を表すために使用する

状態クラスを定義し (コードのみおよびコード分離)、状態変化をトリガーするイベントを使用する

か既存のイベントを使用し (コードのみおよびコード分離)、状態遷移を管理する Activity クラス

を定義するか既存の Activity クラスを使用し (コードのみおよびコード分離)、カスタム ワークフ

ロー クラスを定義し (コードのみ)、ワークフロー コンポーネントと連携するビジネス プロセス 

コンポーネントを定義します (コードのみ)。 

 データ ドリブン ワークフローを設計する場合、Activity クラスを定義するか既存の Activity クラ

スを使用し (コードのみおよびコード分離)、データ プロバイダーと通信する Condition クラスを

定義するか既存の Condition クラスを使用し (コードのみおよびコード分離)、カスタム ワークフ

ロー クラスを定義し (コードのみ)、ワークフロー コンポーネントと連携するビジネス プロセス 

コンポーネントを定義します (コードのみ)。 



 カスタム サービスを設計する場合、サービスと通信する Activity クラスを定義するか既存の 

Activity クラスを使用し、必要な操作をサポートするサービス インターフェイスを定義し、実証済

みの慣例を使用してサービスを設計し、サービスの適切なホスト (IIS、Windows プロセス アクテ

ィブ化サービス (WAS)、または WorkflowServiceHost) を選択します。 

 ワークフロー マークアップを設計する場合、Visual Studio のデザイナー (Visual Studio 2005 で

は拡張機能として使用でき、Visual Studio 2008 以降では組み込みの機能です) または 

SharePoint Designer を使用して、SharePoint リストに基づくワークフローを作成できます。ま

た、サード パーティ製のデザイナーを使用して、サード パーティ製品に関連するマークアップを

使用したり、適切な XAML 構文を使用してコードを手作業で記述したりすることもできます。 

 

BizTalk Server 

BizTalk Server では、コード分離オーサリング モードとマークアップ オーサリング モードのどちらかをサポ

ートできます。BizTalk Server を使用する場合、BizTalk Server オーケストレーションで使用されるワークフ

ロー コンポーネントを設計しなければならないことがあります。ワークフロー コンポーネントには、たとえば、

アダプターやコネクターがあります。また、ワークフローで必要なオーケストレーションを提供するサービスの

作成、または BizTalk Server のワークフローからの要求を処理するビジネス コンポーネントの設計が必要にな

ることもあります。 

カスタム コンポーネントを作成せずに BizTalk Server を使用することもできます (マークアップ オーサリング 

モードを使用している場合です)。つまり、単純な操作しか必要ない場合は、BizTalk Server のメッセージ変換

機能や関数定義機能を利用できます。次に、BizTalk Server を使用してワークフローを作成する際の手法を示

します。 

 BizTalk Server のワークフロー コンポーネントを設計する場合、適切なインターフェイスを実装

するクラスを定義してから、そのクラスを COM に登録します。 

 BizTalk Server のビジネス コンポーネントを設計する場合、必要な操作をサポートするクラスを

定義します。必要に応じてオーケストレーションによって呼び出されるビジネス コンポーネント内

でアトミックなトランザクションを開始できます。また、実証済みの慣例を使用して必要な操作を

サポートするビジネス レイヤーを設計する必要があります。 

 カスタム サービスを設計する場合、サービスと通信できる BizTalk Server のクラスを作成するか

既存のクラスを使用し、必要な操作をサポートするサービス インターフェイスを定義し、実証済み

の慣例を使用してサービスを設計し、サービスに適したホスト (IIS または WAS) を選択します。 

 

図 1 に、このすべてのコンポーネントが連携して BizTalk Server のワークフローをサポートするしくみを示し

ます。 



 

図 1  

連携して BizTalk Server のワークフローをサポートするコンポーネント 

BizTalk Server と ESB の併用 

Microsoft Enterprise Service Bus (ESB) Toolkit は、接続型のサービス指向アプリケーションの構築に重点を

置いた機能によって BizTalk Server を拡張します。ESB Toolkit は、メッセージング環境をサポートおよび実

装するコンポーネントで構成され、メッセージ ベースのエンタープライズ アプリケーションを容易に構築でき

るようにします。ESB Toolkit には、次のコンポーネントが用意されています。 

 ESB Web Services: このサービス群では、Microsoft ESB Toolkit の主要な機能が提供されます。

提供されるサービスは、次のとおりです。 

◦ Itinerary on-ramp Web service: 外部のメッセージを受け取り、メッセージを処理する

ために送信します。 

◦ Resolver Web service: 外部のアプリケーションが Resolver Framework を呼び出して、

Resolver Framework でサポートされる解決メカニズム (ビジネス ルール ポリシー、

UDDI 登録、静的呼び出し、WS-MetadataExchange インターフェイス、メッセージの

内容など) に基づいて ESB エンドポイントを参照できるようにします。 

◦ Transformation Web service: メッセージの内容を変換してビジネス要件を満たす機能

を提供します。変換は、受信メッセージに対して直接、または BizTalk Server の 

MessageBox データベースから取得したメッセージに対して実行されます。 

◦ Exception Handling Web service: 外部ソースの例外メッセージを受け付け、ESB 

Exception Management Framework に公開します。その後、例外プロセッサ パイプラ

インによって例外メッセージが正常化および追跡されて、ESB Management Portal に公

開されます。 



◦ UDDI Web service: アプリケーションやユーザーが、サービス名、ビジネス プロバイダ

ー、またはビジネス カテゴリに基づいてエンドポイントを参照できるようにします。また、

アプリケーションやユーザーが UDDI レポジトリに格納されたビジネス プロバイダー、

サービス、およびカテゴリを操作できるようにします。 

◦ BizTalk Operations Web service: BizTalk Server ホスト、オーケストレーション、ア

プリケーション、および状態についての情報を公開します。 

 ESB Management Portal: 例外とエラーの追跡、メッセージの再送信、警告と通知、UDDI 統

合、レポートと分析、構成機能などの機能を提供します。 

 ESB Pipeline Interop Components: BizTalk Server パイプラインで使用するための Java 

Messaging Service (JMS) と名前空間のコンポーネントが用意されています。 

 Exception Management Framework: BizTalk Server メッセージング サブシステムとオーケ

ストレーション サブシステムの両方から例外をキャプチャして、エラー メッセージを生成できま

す。 

 ESB Resolver and Adapter Provider Framework: エンドポイントと変換の要件を動的に解

決したり、メッセージをルーティングしたりするための、プラグ可能で構成可能なアーキテクチャ

を実装します。 

 Itinerary Processing: このメカニズムは、複数のサービス呼び出し、またはルーティングや変

換の要求を動的に記述、送信、および実行するための手軽な機能を提供します。 

 ESB サンプル アプリケーション: Microsoft ESB Toolkit の使用方法を説明し、ESB Toolkit で提

供される機能を SOA アプリケーションや ESB アプリケーションで活用する方法を紹介します。 

 

Windows Workflow Foundation と BizTalk Server の併用 

Windows Workflow Foundation (WF) または BizTalk Server 単独では、実装が必要なワークフローを完全に

サポートできない場合が多数考えられます。このような状況に直面した場合、1 つのアプリケーションで両方の

ワークフロー ソリューションの適切な機能を利用できることがよくあります。BizTalk Server ルール エンジン

と通信するコードのみのオーサリング モードの WF コンポーネントを使用してビジネス ルール ワークフロー

を実装する場合、BizTalk Server オーケストレーションから呼び出す必要がある既存の WF ワークフローが存

在する場合、BizTalk Server オーケストレーションを実行する必要がある SharePoint ワークフローを作成し

ている場合、または WF ワークフローを異種システムやレガシ システムと統合する必要がある場合に、WF と 

BizTalk Server の併用を検討します。 



関連情報 

ワークフロー テクノロジに関する Web リソースに簡単にアクセスするには、

http://www.microsoft.com/architectureguide (英語) でオンライン版の参考文献を参照してください。 

 Windows Workflow Foundation プログラミング入門  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms734696.aspx) 

 Microsoft BizTalk ESB Toolkit  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd897973.aspx、英語) 

 

http://www.microsoft.com/architectureguide
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms734696.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd897973.aspx

