
付録 E 

ワークフロー テクノロジ 

概要 

この付録は、ワークフロー テクノロジを選択する際に必要となるトレードオフについて理解するのに役立ちま

す。また、各テクノロジによる設計への影響を把握したり、シナリオやアプリケーションの種類に基づいて使用

するワークフロー テクノロジを選択したりする際にも役立ちます。 

選択するワークフロー テクノロジは、開発するワークフローの種類によって異なります。「ワークフロー テク

ノロジの概要」を参照して、各テクノロジとその説明を確認できます。また、「メリットと考慮事項」を参照し

て、ワークフローで使用できるテクノロジの範囲を理解できます。「一般的なシナリオとソリューション」では、

アプリケーションのシナリオを、一般的なワークフロー テクノロジのソリューションにマップするのに必要な

情報を提供しています。 

ワークフロー テクノロジの概要 

マイクロソフト プラットフォームで使用できるワークフロー テクノロジは次のとおりです。 

 Windows Workflow Foundation (WF): ワークフローの実装を可能にする基本的なテクノロジ

です。シーケンシャル ワークフローやステート マシン ベースのワークフローを作成する必要があ

る開発者や独立系ソフトウェア ベンダー (ISV) 向けのツールキットとして、WF では、シーケン

シャル、ステート マシン、データ ドリブン、およびカスタムの各ワークフローの種類をサポート

しています。Visual Studio の Windows ワークフロー デザイナーを使用してワークフローを作成

できます。 

 ワークフロー サービス: Windows Communication Foundation (WCF) と 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、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、 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を提供します。MOSS のイン

ターフェイスで、ドキュメント承認のためのワークフローを直接作成できます。また、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ワークフローを

作成することもできます。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。 

 Microsoft BizTalk Server: 現在、BizTalk Server には、オーケストレーション (システム レベ

ルのワークフローをエンタープライズ規模で統合するなど) を対象とした独自のワークフロー エン

ジンが用意されています。今後リリースされる BizTalk Server のバージョンでは、WF と XLANG 

(サービスのオーケストレーションとコラボレーションをモデル化するために使用される Web サー

ビス定義言語の拡張) が使用される可能性があります。XLANG は、BizTalk Server で現在使用さ

れている既存のオーケストレーション テクノロジです。BizTalk Orchestration Services を使用し

て、アプリケーション内およびアプリケーション間で疎結合された、実行時間の長いビジネス プロ

セスの全体的な設計とフローを定義できます。 

 

ヒューマン ワークフローとシステム ワークフロー 

ワークフローという言葉は、次の基本的な 2 種類の処理に用いられます。 

 ヒューマン ワークフロー: これは、ユーザーの操作を含む処理が、一連の手順またはイベントに分

けられる種類のワークフローです。イベントでは、条件付き評価に基づいて、手順を順次処理しま

す。このワークフローのほとんどは、ユーザーによる操作で構成されます。 

 システム ワークフロー: この特殊な種類のワークフローは、オーケストレーションと呼ばれること

もあり、主にビジネス サービスとビジネス プロセス間を仲介するのに使用されます。オーケスト

レーションには、ユーザーの操作は含まれません。 

 

メリットと考慮事項 

次の表に、各ワークフロー テクノロジのメリットと考慮事項を示します。 

テクノロジ メリット 考慮事項 



Windows Workflow Foundation 

(WF) 

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で

す。 

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 ワークフローが

サポートされます。 

Visual Studio でデザイナーがサポ

ートされます。 

安全で信頼できるトランザクショ

ンによるデータのやり取りを実現

するプロトコル機能が用意されて

います。 

システムの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。 

アプリケーションでデザイナーを

ホストする場合は、カスタム コー

ドが必要です。 

実質的な並列実行はサポートされ

ません。 

ワークフロー サービス WCF と WF が統合されます。 

クライアント アプリケーション

に、ワークフローをサービスとし

て公開できます。 

ビジネス プロセスを完了するため

に、複数のサービスが調整されま

す。 

ワークフロー サービスを呼び出す

とき、新しいワークフロー インス

タンスまたは既存のワークフロー 

インスタンスでは WF ランタイム

が自動的に使用されます。 

開発者へのサポートとして、ワー

クフロー サービスに対応した新し

いテンプレートとツールが Visual 

Studio 2008 に用意されていま

す。 

.NET Framework 3.5 以降が必要

です。 

既定のセキュリティ資格情報を使

用しない場合は、追加のコードを

記述する必要があります。 

MOSS 2007 ワークフロー ワークフロー エンジンは、WF に

基づいています。 

Web インターフェイスを使用し

て、承認ベースのワークフローを

定義できます。 

SharePoint Designer を使用し

ワークフローは単一サイトにバイ

ンドされ、他のサイトに存在する

情報にアクセスできません。 

基幹業務 (LOB) が統合された複雑

なワークフロー ソリューションに

は、あまり適しません。 



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で

きます。 

Visual Studio で、WF コンポーネ

ントと WF サービスを使用して、

カスタム ワークフローを作成でき

ます。 

Microsoft Office スイートとアプリ

ケーションが統合されます。 

BizTalk Server ビジネス プロセス管理向けに、単

一ソリューションを提供します。 

電子データ交換 (EDI) 形式または

拡張マークアップ言語 (XML) 形

式、あるいはその両方を使用して

企業間の電子文書交換関係を実現

します。 

実行時間が長く疎結合されたビジ

ネス トランザクションを設計して

実行するための、オーケストレー

ション機能が用意されています。 

サードパーティ製のシステムと統

合します。 

Enterprise Service Bus (ESB) 機

能を使用するように、簡単に拡張

できます。WCF LOB アダプターを

使用すると、BizTalk Server の内

外で利用可能なカスタム アダプタ

ーを開発できます。 

オーケストレーションの状態は 

SQL Server に保存されるので、オ

ーケストレーションの実行中に待

ち時間が発生します。 

現在のバージョンでは WF がサポ

ートされていません。ただし、新

しいバージョンではサポートされ

る可能性があります。 

一般的なシナリオとソリューション 

次のセクションでは、アプリケーションに適切な種類のワークフロー テクノロジを選択するためのガイダンス

を提供します。 

次のような場合は、WF の使用を検討します。 

 カスタム ワークフロー ソリューションを構築する必要がある。 

 Visual Studio でワークフロー デザイナーを使用する必要がある。 

 アプリケーションで WF デザイナーをホストする必要がある。 



次のような場合は、ワークフロー サービスの使用を検討します。 

 ワークフローをサービスとして公開する必要がある。 

 ワークフローからサービスを呼び出す必要がある。 

 ビジネス プロセスを完了するために、複数のサービスの呼び出しを調整する必要がある。 

次のような場合は、MOSS 2007 の使用を検討します (ただし、SharePoint を既に使用している場合に限りま

す)。 

 ユーザーによる共同作業を考慮したワークフローを有効にする必要がある。 

 承認プロセスをサポートするなどの理由で、SharePoint リストや SharePoint ライブラリでワー

クフローを有効にする必要がある。 

 SharePoint ワークフローを拡張して、ユーザー設定のタスクを追加する必要がある。 

 Visual Studio でワークフロー デザイナーを使用する必要がある。 

次のような場合は、BizTalk Server の使用を検討します。 

 複数のアプリケーションとシステムで機能するワークフロー ソリューションが必要である。 

 エンタープライズ規模での統合を可能にする、サーバーでホストするシステム ワークフロー製品が

必要である。 

 サービス指向アーキテクチャ (SOA) の一部として、複数の Web サービスからデータを収集する

必要があるアプリケーションを開発している。 

 完了までに数日かかる実行時間の長いビジネス プロセスを含むアプリケーションを開発している。 

 業界標準に基づいた、ビジネス間のプロセスをサポートする必要がある。 

 サービスを並列実行する必要がある。 

 絶えず変化するビジネス要件を満たすために、簡単に変更できる宣言型のルールにアプリケーショ

ンのビジネス ロジックを抽象化する必要がある。 

 

関連情報 

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。 

 MOSS 2007 のワークフローの詳細については、「Office SharePoint Server 2007 でのワークフロ

ー」(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms549489(office.12).aspx) を参照してください。 

 WF の詳細については、「Windows Workflow Foundation」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/netframework/aa663328.aspx) を参照してください。 

http://www.microsoft.com/architectureguide
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/netframework/aa663328.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/netframework/aa663328.aspx


 ワークフロー サービスの詳細については、「WF Scenarios Guidance: Workflow Services」

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc825354.aspx、英語) を参照してください。 

 BizTalk Server の詳細については、「BizTalk Server Developer Center」

(http://msdn.microsoft.com/en-us/biztalk/default.aspx、英語) を参照してください。 

 エンタープライズ規模のワークフローの詳細については、「Architecting Enterprise Loan 

Workflows and Orchestrations」(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb330937.aspx、

英語) を参照してください。 

 

 

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc825354.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/biztalk/default.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb330937.aspx

