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はじめに
独立行政法人

情報処理推進機構（以下、IPA）ＩＴスキル標準センターでは、ＩＴスキル標準を

基盤とした人材育成の支援事業を進めており、ＩＴスキル標準の改版や、企業などでの活用事例の収
集と分析、プロフェッショナルの育成に有益な情報発信などを行っている。
この一環として、ＩＴスキル標準センターにプロフェッショナルコミュニティを創設し、後進人材
のスキルアップに貢献するため、次のような活動を継続している
•後進人材育成のためのガイドライン作成
•ＩＴスキル標準／研修ロードマップに対する改善事項の指摘
•ハイレベルなＩＴ人材の育成要素に関する助言

など

2003 年 11 月の活動開始からＩＴアーキテクト委員会は、ＩＴアーキテクトに関する人材像の明確
化、ＩＴスキル標準および研修ロードマップの改善指摘、研修コースのレビュー、および各種情報調
査とその公開を行っており、以下の活動成果を報告している。
「ＩＴアーキテクト育成ハンドブック」（平成 15 年度）
「参照アーキテクチャ調査報告」（平成 16 年度、平成 17 年度）
「ＩＴスキル標準改善提案報告書（中間報告）」（平成 16 年度）
「ＩＴアーキテクトの責務と活動プロセスに関する研究（中間報告）」（平成 16 年度）
「ＩＴアーキテクト解説書」
これらの活動成果は、ＩＴアーキテクト委員会のＷｅｂページから参照可能である。
（ＩＴアーキテクト委員会のページ http://www.ipa.go.jp/jinzai/itss/activity/architect_com.html）
2006 年度はＩＴアーキテクト委員会の下に、複数のワーキンググループにてコミュニティ活動を行った。本報
告は IT アーキテクト委員会の 2006 年度活動によるもので、参照アーキテクチャ・ワーキンググループにより
作成された。


ワーキンググループ活動名
参照アーキテクチャ策定ワーキンググループ
（略称：ＲＡWG）



活動の目的
ＩＴアーキテクトがグランドデザインをするときの参照資料となりえる参照モデルにつき、調査／収集し、
公開する。



活動メンバー（五十音順、○はリーダ）
•

小池

和雄

日本電気株式会社

•

高橋

規生

株式会社日立コンサルティング

•

長坂

実

•

野村

一行

•

村上 和正 ○ 株式会社システムイン

株式会社ＣＳＫシステムズ
マイクロソフト株式会社
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本報告書は、既に情報サービス産業に従事していられる方の中で、これからＩＴアーキテクトを目指そうとさ
れている方、およびこれに関連する方に対して、ＩＴアーキテクチャに関する参照情報を情報を提供するもの
である。今年度は、仮想化、セキュリティ、ＳＯＡ、モデル駆動設計を調査対象とした。ただしセキュリティに関
しては次年度に向けて継続調査となった。
なお、本書は、IT アーキテクト委員会の 2007 年度以降の活動により、必要に応じて随時改版していく予定
である。

2007 年 6 月
ＩＴスキル標準 プロフェッショナルコミュニティ ＩＴアーキテクト委員会
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1. 仮想化とは
仮想化とはコンピュータのコンポーネントの関係を抽象化させることにより何らかの価値を得るための
技術を指す。古くはメモリが高価だったときに、限られたメモリ空間をストレージを利用しつつ仮想的なメモ
リ空間にマッピングして、プログラムから見て大量のメモリを論理的に割り当てる仮想メモリに端を発する。
その後仮想化の技術は OS やネットワーク、ストレージと言ったコンピュータのあらゆるコンポーネントに適
用されるようになった。限られたハードウェアリソースの有効活用から始まった仮想化技術も、現在ではあ
り余るハードウェアリソースを有効活用する観点で使用されることも多くなった。また、構成の柔軟性と言っ
た観点で、リソースの有効活用以外のメリットがあることが認識されるようになった。
古くからある仮想化技術もオープンシステムの中で様々なものがある。既に製品化されている技術もあ
れば、標準化が進み実現が期待できる技術、さらに期待感から語られるものもある。本ドキュメントでは参
考できる技術であるという観点から、既に製品化されているもしくは実現が見込まれる技術に関し、プラッ
トフォームを中心に述べてゆきたい。まずはその仮想化のメリットから見た定義を考えてみる。

1.1.仮想化のメリット
仮想化をそのメリットの観点から定義すると次のようになる。「階層関係にあるコンポーネントにおい
て上位コンポーネントに対して下位コンポーネントを仮想的に提供する機構を介在させることにより、構
成の独立性を実現する技術」（図 1-1）。この定義において下記の３点がメリットとして挙げることができ
る。
① 実装効率向上
仮想メモリは上位コンポーネント（OS）から見た下記コンポーネント（メモリブロック）を複数見せる
技術であったが、仮想マシンでは１つの下位コンポーネント（サーバ）上に複数の上位コンポーネント
（OS）を実装する技術となる。仮想化により従来１対１の上下関係をそれぞれ複数化することができ
るが、CPU パワーの向上に伴い１つの下位コンポーネント上に複数の上位コンポーネントを実装す
る事が多くなってきており、ここではまずは実装効率向上をメリットとして挙げる。
② 性能及び可用性の向上
①とは逆に上位コンポーネントに対して複数の下位コンポーネントをまとめて１つに見せる技術も
存在する。このような技術により、複数の下位コンポーネントのリソースを同時に使用することによる
性能向上もしくは、１つの下位コンポーネントの障害時にも、他のコンポーネントにて業務を継続する
と言った可用性の向上を図ることができる。
③ 変更の柔軟性
仮想化層が介在することにより、下位コンポーネントに対する上位コンポーネントの関係を切り替
えもしくは移行させることが容易となる。例えば仮想マシンにおいてゲスト OS を無停止で別の仮想
マシン環境に移行する、もしくは設定の変更のみで I/O を含めた OS の動作環境を継承できる等が
ある。このことによりプラットフォームの変更が容易となり、システム構成の柔軟性が向上する。
④ 投資保護
仮想化はハードウェアの機能として実装されることもあれば、ソフトウェアの機能として実装される
こともあり、双方の機能により実現される場合もある。一般的にソフトウェアの機能により実装した方
がコンポーネント間の独立性が高まるが、仮想マシン機能のように古い上位コンポーネントを新しい
上位コンポーネントに実装する事も可能となる場合もある。これによる投資保護の観点も仮想化のメ
リットとして挙げることが出来る。
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①実装効率向上

③変更の柔軟性

ｍｍ 対対 ｎｎ

１１ 対対 １１

仮想化層
④投資保護

②性能及び可用性の向上

従来

仮想化の実現

１対１で固定化されたプラットフォーム

柔軟な構成のプラットフォーム

図 1-1 仮想化のメリット

1.2.プラットフォームのソフトウェア構成と仮想化技術
仮想化の発端となった仮想メモリの技術は今や当たり前の技術として、組み込み OS を除きほとん
どの OS において実装される技術となった。2007 年現在仮想マシンの技術が注目されているが、ネット
ワークやストレージ等、普段意識をせずとも実装されている技術もある。プラットフォームにおける仮想
化の技術についてここで整理しておきたい。
整理する上ではモデルが必要となるが、まずはソフトウェアを中心とした構成から仮想化技術の適
用局面を考えることとする（図 1-2)。アプリケーションに対して OS を仮想化する技術としては JavaVM
があり、広く普及している。しかしながらビジネスアプリケーションを考慮した場合、システムにはデータ
ベースやＡＰサーバソフトのようなミドルウェアを使用することが多い。残念ながら JaveVM ではこういっ
たミドルウェアの違いを吸収することはできない。JavaVM は技術的には仮想化そのものではあるが、
1.1 仮想化のメリットを十分満たしているとは言えない。
コンピュータシステムもハードウェアについては標準化が進んできたが、ソフトウェアについてはまだ
まだ仮想化の観点において標準化の余地は大きい。仮想化を現状の技術で実際に適用することを考
慮し、OS 以上の層における仮想化については本書では取り扱わない。

アプリケーション
ミドルウェア
（データベース、ＡＰサーバ等）
JavaVM

ＯＳ
ハードウェア
図 1-2 IT システムのソフトウェア構成概念図
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1.3.プラットフォームのハードウェア構成と仮想化技術
次にハードウェアおよびハードウェアとソフトウェアの境界での仮想化技術の適用局面を考える。そ
の前提となるハードウェアの構成概念図は図 1-3 となる。この図では点線で囲まれた部分が物理的に
見たコンピュータであり、ＳＡＮ（ＳｔｏｒａｇｅＡｒｅａＮｅｔｗｏｒｋ）については FC（ＦｉｂｅｒＣｈａｎｎｅｌ）Ｓｗｉｔｃｈ等に
よるネットワーク構成も対象としているが、単にＳＣＳＩや FC プロトコルの物理的な線で結ばれているだ
けの場合もあり得る。

コンピュータ内部の物理構成
ＣＰＵ
内部バス
メモリ

ストレージ
Ｉ／Ｏ

ネットワーク
Ｉ／Ｏ

ＳＡＮ

ＬＡＮ＆ＷＡＮ

ストレージ
装置

他の
コンピュータ

図 1-3 IT システムのハードウェア構成概念図
現時点において、このハード構成上で様々な仮想化技術が実装されるようになってきた。現在、仮想
化のキーワードが流行となっているが、これは一般的に仮想マシンを指すことが多い。標準化が進行し
た中であまり意識はされないが、ストレージ及びネットワークの領域はそれぞれ仮想化技術が実装され
てきている。また、ブレードサーバの様な統合化された環境において、構成の柔軟性を考慮して I/O の
仮想化技術も使われるようになってきた。
これらをマッピングしたものが図 1-3 仮想化の適応領域となる。
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マシン
の仮想化
コンピュータ内部の物理構成
ＣＰＵ

I/O
の仮想化

内部バス
メモリ

ストレージ
Ｉ／Ｏ

ネットワーク
Ｉ／Ｏ

ＳＡＮ

ＬＡＮ＆ＷＡＮ

ストレージ
の仮想化
ストレージ
装置

他の
コンピュータ

ネットワーク
の仮想化

図 1-4 ハードウェア及びソフトウェアとの境界における仮想化の適応領域
マシンから適用が始まった仮想化技術は、今やネットワーク機器のような周辺機器においても当
たり前のものとして実装されており、ストレージの仮想化についても様々な製品が開発されている。
また、これらの中間に位置するものとして I/O の仮想化ともいえる技術が開発されてきている。I/O
の仮想化は最終的にマシン仮想化の一部として収斂されることも想定できるが、過渡期としてこの仮
想化についても取り上げることとする。
それでは 2 章から 5 章にかけてこれら仮想化技術の説明をした後、最後の 6 章にてこの仮想化
技術の課題及び将来の方向性について述べる。
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2. マシンの仮想化
2.1.仮想メモリ
コンピュータ黎明期の時代、ハードウェアは非常に高価なものであり、その資源の有効活用は大きな
課題であった。仮想メモリは限られた物理メモリをハードディスク上の仮想化されたメモリ空間にマッピ
ングし、実際以上のメモリがあるかのように見せる仕組みであり、複数のプロセス間でそれを必要に応
じて協調して使用することにより実現されている（下図）。
主記憶装置
物理メモリ

仮想メモリ

ディスク装置

図 2-1 仮想メモリの仕組み
アプリケーションプロセスは仮想メモリ空間に対してアクセスするが、OS(OperatingSystem)の仕組み
によりそれが物理メモリ上の物理アドレスにマッピングされる。普段は使用されないメモリ領域について
はディスク装置に待避させることにより、アプリケーションから見ると物理空間よりも大きなメモリを仮想
的に使用することができる。
当初のコンピュータは主記憶装置が非常に高価であったが、メモリが安価になるに従い、現在では
アプリケーションの必要とする容量を超える物理メモリを搭載できることも多くなった。

2.2.仮想マシン
仮想メモリは主記憶装置という限られた資源を仮想化するものであったが、ソフトウェアの動作環境
である OS に対して物理マシン（コンピュータ）そのものを仮想化してしまうのがこの仮想マシンである。
古くは高価だったコンピュータを仮想化する機構として 1970 年代を中心に汎用機において実装されて
いたが、1990 年代後半から高性能となったサーバを有効活用する機能として、オープン系のサーバに
も実装されるようになってきた。
オープン環境での実装に伴い、仮想マシンの実現方式としては様々なものが出てきたが、ここでは
ハードウェアをベースとした仮想化技術とソフトウェアをベースとした仮想化の２つに大きく大別して説
明したい。ハードウェアをベースとした仮想化を物理パーティション方式および論理パーティション方式
に、ソフトウェアをベースとした仮想化を単一カーネル型、ホストＯＳ型、モノリシックハイパバイザ型、マ
イクロカーネル化ハイパバイザ型に分類して説明する。仮想化については各社それぞれの呼称を用い
ており、これらの呼び方は便宜上本書で定義したものであることをお断りしておく。以下にそれぞれの方
式についてその特徴を述べたい。
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2.2.1.物理パーティション
サーバの規模拡大に伴い、最近では数十ＣＰＵから構成される大型サーバも珍しくはないが、グリ
ッドコンピュータを除き、これらは２～４個のＣＰＵが乗るボードを結合し NUMA 構成で実装されること
が多い。物理パーティションはこれらのボードを電気的に切り離して別々のコンピュータとして動作さ
せる方式である。この方式では分離した各サーバは基本的に独立しており、動作させたときの性能
的なオーバヘッドが一切ない高速性が利点であるが、ボードが構成の最小単位であり、構成上の柔
軟性に欠ける点が課題となる。

パーティション 1

パーティション 2

パーティション 3

OS

OS

OS
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CPU ボード

メモリー
I/O ポート

図 2-2 物理パーティションの例

2.2.2.論理パーティション
論理パーティションは上記課題解決のため、ファームウェアの機能も使い１枚のボード上で複数の
マシン環境を構築できる機能である。ファームウェアで処理するためオーバーヘッドは非常に小さい
が、CPU もしくは I/O ポートを各環境で共有することができないため、分割単位に I/O ポートや CPU
の制約が存在する。物理パーティションに比較すると構成の柔軟性は高いが、最近では CPU の性
能向上もありこれでも制限が生じることが多い。
パーティション 1

パーティション 2

パーティ
ション 3

パーティション 4

OS
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OS

ファームウェア
CPU
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CPU
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メモリー

メモリー

メモリー

メモリー
I/O ポート

図 2-3 論理パーティションの例

2.2.3.単一カーネル型
以上見たようにハードウェアをベースとした仮想化技術においては、構成上の制約が大きいが、ソ
フトウェアベースの仮想化技術を用いると複数の環境から各資源を共有することができるため、構成
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上の柔軟性を向上させることができる。このソフトウェアベースの仮想化技術にもいくつかの方式が
存在する（図 2-4）。
単一カーネル型はカーネルの OS 空間上にゾーンと呼ばれる仮想の複数 OS 環境を実現する方
式となる。各環境には個別の資源（CPU やメモリ）を割り当てることもできるし、共有することもできる
ため、ハードウェアによる仮想化に比較して柔軟度は高くなる。OS のインストールは 1 回で済み、オ
ーバヘッドも比較的少ないことが期待されるが、各環境はバージョンからパッチレベルまで合わせる
必要があり、後述の仮想化技術に比較すると運用上の制限は大きい。この単一カーネル型は OS そ
のものを仮想化するのではなく、OS の環境を切り分ける技術とも見ることができる。
この方式は SUN 社の Solaris 等にて製品化されている。

2.2.4.ホストＯＳ型
このホスト OS 型は、すでにインストールされている OS（これをホスト OS と呼ぶ）上に仮想マシン
を実現するソフトウェアを実装し、この仮想マシンに対して各 OS（これをゲスト OS と呼ぶ）をインスト
ールして複数の OS 環境を実装できるようにする方式である。これは個々に仮想マシン環境を生成
するため、各ゲスト OS のバージョンやパッチレベルが異なる環境を実装できる。また Windows と
LINUX と言った異種の OS を混在させるという事も可能になる。オープンシステムでは比較的早い時
期に実現したが、ホスト OS のオーバヘッドが比較的大きく、信頼性の観点でも課題がある。
こ の 方 式 は VMWare 社 の VMWare GSX Server/Workstation や Microsoft 社 の Virtual
PC/Server などで製品化されている。

2.2.5.モノリシックハイパバイザ型
これはホスト OS 型の課題を改善すべく、ベースとする OS を持たず VMM(VirtualMachineMonitor)
というモニタをマシン上に直接インストールし、これ上に各ゲスト OS 環境をインストール方式である。
このモニタ上で全てのゲスト OS をコントロールするハイパバイザとして動作するので、ここではこの
方式をモノリシックハイパバイザ型と呼ぶことにする。このモニタはホスト OS に比較して軽いソフトウ
ェアであり、オーバヘッドを比較的小さく押さえるとともに、信頼性の向上にも寄与している。
また、この方式の製品の中にはゲスト OS を稼働させたまま別の VMM 上に移行する機能をもっ
たものある（VMWare ESX Server）。この様な機能を用いればシステムの運用性は一層向上すること
となる。
この方式は VMWare 社の VMWare ESX Server や各種メインフレームにて製品化されている。

2.2.6.マイクロカーネル化ハイパバイザ型
このマイクロカーネル化ハイパバイザ型はホスト OS を必要としない点ではモノリシックハイパバイ
ザ型と同様だが、ゲスト OS として特殊な OS があり、ネットワークやストレージアクセスといった I/O
についてはこの特殊なゲスト OS を経由してやりとりをする。この方式の中にもモノリシックハイパバ
イザ型と同様ゲスト OS の移行機能を持つものがある(Xen)。
この方式はオープンソースの Xen 等にて実現されている。
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図 2-4 ソフトウェアベースの仮想化技術

2.2.7.統合型仮想マシン
今まで説明した仮想マシンは１つのハードウェア上に複数の OS 環境を実装するものだが、逆の
パターンとして複数のハードウェア上で１つの OS を実装するベンチャー技術も出てくるようになった。
しかしながら複数ハードウェア間の通信オーバヘッドを考慮すると性能上の制約は否めない。CPU
パワーの向上に伴い、ニーズも少なくなる傾向にあり、適用に当たっては十分な検討が必要になるだ
ろう。
また、グリッドコンピューティングも同じような発想に立つものだが、現在のグリッドコンピューティン
グは OS のレベルではなくアプリケーションレベルで複数のハードウェアを連携させて処理するもので
あり、仮想マシンに分類するのは適切ではない。ビジネス分野におけるグリッドコンピューティングの
状況については参考文献[1]を参照願いたい。

2.2.8.仮想マシンのメリット
ハードウェアベースの仮想化技術は、単一のハードウェアリソース上で複数の OS 環境を実装す
るという実装効率を追求するものである。ソフトウェアベースの仮想化はこういった実装効率の向上
にも寄与するが、単一カーネル型を除きゲスト OS からハードウェアを隠蔽するといった側面も大きい。
そもそも最初に仮想マシンを実現したメインフレームにおいては、異なる OS バージョンを単一マシン
に実装する事により、テスト効率の向上や OS の移行性向上を目的にしていたことからもこれがわか
る。以下に仮想マシンのメリットをまとめる。
・ リソース効率の向上
仮想マシンでは単一のハードウェア上に複数の OS 環境を実装出来る。さらにソフトウェアベー
スの仮想マシンでは高性能化した CPU を複数 OS 環境で共有することにより、少ないハードウェア
で環境の構築が可能となり、ハードウェア投資を抑制する効果がある。単一の OS 上に複数のアプ
リケーション環境を実装しても同様の効果は得られるが、OS のバージョンや運用レベルまで合わ
せる必要がある。仮想マシン使用すればこの様なことはなく、アプリケーションの変更が必要なくな
る。
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・ 移行の容易性
単一カーネル型を除くソフトウェアベースの仮想化マシンでは OS から見てハードウェアが隠蔽
されるため、OS 環境を他のハードウェアに移行することが容易となる。また一部のソフトウェアベー
スの仮想マシン（VMWare ESX Server や Xen 等）では業務を稼働させながら別のマシン環境へ移
行する機能を備えており、これを使用して負荷の高いマシン環境から負荷の低いマシン環境へシス
テムを止めずに移行させ、システム全体の負荷平準を自動化することも可能になる。
また別の観点で、ソフトウェアベースの仮想マシンではシステム移行や新規導入のためのテスト
環境を同一ハードウェア上で実現できる。従来ハードウェアリソースが不足して実行できないテスト
が可能になると同時に環境の切替も容易であり、テスト効率の大幅向上が期待される。
・ 投資保護
単一カーネル型を除くソフトウェアベースの仮想化マシンでは前述のようにハードウェアが隠蔽
されるため、新しいハードウェア上で古いバージョンの OS を稼働させることが可能になる（VMM の
サポートの範囲による）。このためアプリケーションやソフトウェアプロダクトの投資保護を図ること
ができる。

2.2.9.仮想マシンの課題
前節で述べたようにソフトウェアベースの仮想マシンはメリットも多いが課題も存在する。その一つ
がオーバーヘッドである。CPU 処理については古くから実装されているリング保護機能を使用できる
上、最近では CPU 側の仮想化サポート機能も実装するようになり、オーバーヘッドについてはさほど
問題になることはない。しかしながらネットワークやストレージをアクセスするような I/O 処理について
は各環境からのアクセスをソフトウェアで統合制御する仕組みため、そのオーバヘッドは無視できる
値とならない。
また、仮想マシンの実装方式によっては独自のファイル形式を持つものもあり、直接接続されたバ
ックアップ装置に対してゲスト OS のサポートするバックアップソフトウェアを使用できない場合がある。
この様な場合は特別なバックアップ処理を検討する必要がある上、クラスタ構成や高機能ストレージ
を用いたときの可用性について追加して考慮しなければならないことが発生する。可用性については
今後改善しなければならない余地が大きい。
最後に仮想マシンでは多数の環境を少ないハードウェア環境にて実装する。ハードウェアとして独
立していれば障害等の切り分けも容易であるが、仮想マシン環境上では仮想化するための機構が追
加されることを含めて管理すべきポイントも増えることとなる。従来人手で対応していた運用も管理ソ
フトウェアで対応する必要があり、運用管理ソフトウェアに対して下記の対応が期待される。
・ 仮想環境管理機能の追加
・ 標準化された構成管理データに基づく管理（構成管理標準としては DMTF の定める CIM があ
る）
・ 運用管理ソフトの連携性強化（著名な運用管理ソフトは買収や OEM により機能拡張されてき
た経緯でコンポーネント間の連携性において課題がある場合もある）

2.3.クラスタ
クラスタは複数のコンピュータをネットワークを介して相互接続し、葡萄の房（クラスタ）のようにひと
まとまりのシステムにしたものを指す。一般にこのクラスタ技術は仮想化とは呼ばないが、1.1.仮想化の
メリットにて挙げた性能及び可用性の向上技術となるので簡単に触れたい。
クラスタは一般的には独立したブートディスクを持つ複数台のコンピュータ間でアプリケーションデー
タを共有する。コンピュータ間はハートビートと呼ばれる通信回線（通常は TCP/IP）で接続され、相互に
状態を監視し、障害が発生した場合は予備のコンピュータにアプリケーションデータを引き継ぎ業務を
継続させる（可用性の向上）。このクラスタの仕組みは各 OS 上にクラスタソフトを乗せ、これが障害の
検知から切り替えまでを実施する。
各 OS は常時起動されているが、複数の OS 間でアプリケーションを共有して同時稼働させるにはア
プリケーション側の配慮が必要となる。アプリケーション側でサーバ間共有の配慮がされない状況では
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ミドルウェアを含むアプリケーションは同時に起動しておくことができない。このため障害時の切り替わ
りの際にはミドルウェアの再立ち上げが必要となり瞬時に切り替えることはできない。
ミドルウェアによっては複数サーバでの共有を前提としたオプションを用意しているものもある。アプ
リケーションでの対応も必要だが、このようなミドルウェアを使用するとクラスタソフトウェアと組み合わ
せてミドルウェアを同時稼働させる事ができる。これにより業務を複数サーバで稼働できることによる性
能向上、もしくはキャパシティの向上につながる。また、障害の検知後は瞬時に切り替えをすることも可
能となり、可用性の一層の向上を図ることができる。
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3. ネットワークの仮想化
3.1. VLAN
ローカルな接続から始まった LAN も現在では多数の機器が接続されたネットワークとして発展して
きている。LAN においては広く使われる IP プロトコルの仕様上ポート間の接続のためにブロードキャス
トフレームが発生する。このブロードキャストフレームはブロードキャストドメイン内の全てのポートに届く
が、ネットワーク全体のパフォーマンスを考慮すると、このブロードキャストドメインを適切な粒度で分割
した方が効率的である。
当初の LAN 構成においてはこのドメインを物理的な機器を分割してその間をルータのようなハード
ウェア機器で接続して構成していた。しかし近年セキュリティがＩＴシステムの大きな課題になるにつれド
メインを詳細に分割する必要が産まれ、１つのハードウェア機器の中でドメイン分割する技術として
VLAN(VirtualLLocalAreaNetwork)が使われるようになった（図 3-1）。

１

２

ＬＡＮスイッチ
３
４

１

ブロード
キャスト

２

LAN スイッチ
３
４

ブロード
キャスト

ブロードキャストドメイン

ブロード
キャスト

ブロードキャストドメイン

VLAN を適用しない場合

ブロードキャストドメイン

VLAN を適用した場合
図 3-1 VLAN の仕組み

3.2. トランクリンク
この VLAN の技術も LAN スイッチが１台ですむ小規模なネットワークならば良いのだが、一般的に
は LAN スイッチは多数の機器接続に対応できるよう多段で構成されることが多い。この様な環境で
VLAN を適用するとスイッチ間の物理的な接続もドメイン数だけ必要となり、スイッチのポート効率が悪
くなる。このためスイッチ間の接続に関してはイーサネットフレームのデータをカプセリングすることによ
り、複数ドメインのデータを物理的に集約するトランクリンクポートを設けるスイッチが出てくるようになっ
た(図 3-2)。
この様なカプセリングには IEEE802.1Q という標準規格(図 3-3)とシスコシステムズ社独自企画の
ISL が存在する。IEEE802.1Q では VLAN 情報の付加は手荷物にタグを付けるイメージから、これはタ
グ VLAN とも呼ばれる。
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図 3-2 トランクリンク

6 バイト
イーサネット 送信先 MAC
フレーム
アドレス

IEEE802.1Q

6 バイト
送信先 MAC
アドレス

2
6 バイト バイト
送信元 MAC タ
イ
アドレス
プ

46～1500 バイト

CRC

データ

2
バイト
6 バイト
送信元 MAC TP TC タ
ID I イ
アドレス
プ
2
2
バイト バイト

46～1500 バイト
データ

12 ビットの VLAN 番号含む
0x8100

図 3-3 IEEE802.1Q のデータフレーム

Ⅰ．仮想化技術

14/22

4 バイト

4 バイト
CRC
CRC は再計算

IT アーキテクト委員会 参照アーキテクチャ調査報告（２００６年度）

3.3.サーバとの接続におけるタグＶＬＡＮの使用
このタグ VLAN はスイッチ間のリンクプロトコルから発生したが、コンピュータとネットワーク間でもこ
のようなニーズは存在する。ネットワークの高速化に伴い、現在では 1Gb の高速 LAN が普及しつつあ
る。 そしてコンピュータはより小型化・高密度になるに従い、CPU 性能に対して I/O チャネルの本数を
確保するのが難しくなってきた。しかしこのタグ VLAN のプロトコルが使用できれば１本の LAN ポートに
対して複数ドメインを接続することができる。最近の OS ではこれが標準でサポートされるようになって
きており、ブレードサーバのような高密度サーバではこのタグ VLAN が使用されることが普通になって
きている。
例えば Web サーバの構成を考えると、セキュリティの観点から外部 LAN と内部 LAN のセグメントを
分け、その他に運用管理用の LAN に接続することが考えられる（図 3-4）。このような場合 LAN のみで
3 ポートを使用してしまうが、タグ VLAN を使用するとこれが１ポートで済むこととなる。可用性を考慮す
ると LAN を二重化することも多く、クラスタ構成になるとさらにハートビート用の LAN も必要となり、I/O
ポートが節約できるメリットは大きい。
タグ VLAN を使用しない場合
スイッチ
Web サーバ

外部 LAN

スイッチ

内部 LAN

スイッチ

運用管理 LAN

I/O ポートを３つ使用する
タグ VLAN を使用した場合

スイッチ
Web サーバ

外部 LAN
内部 LAN

I/O ポートが１つで済み、他が使用できる

運用管理 LAN

図 3-4 サーバとの接続におけるタグ VLAN の使用例

3.4.ポート多重化
ネットワークはサーバやストレージと比較して安価に多重化することができる。このためサーバでは
ネットワークを多重化して可用性や帯域の向上を図ることが比較的に多い。これはサーバの機能として
実装されるのでネットワークの仮想化と呼ぶべきではないかも知れないがここで述べさせていただく。
LAN ポートを多重化するとポートもしくはそれに接続されたケーブルや機器の障害時に他のポートを
経由して通信を行い、可用性を向上することができる。また複数のポートを同時に使用して通信を行う
事により通信帯域を拡張することもできる。このような機能は OS もしくはその付加機能として実装され
ることが多い。例えば Windows においてはチーミング機能として実装されており、可用性、帯域拡張に
加えロードバランシング（負荷分散）の機能を持つ様々なモードが定義されている。
・ フォールトトレランス (Fault tolerance)：可用性
・ リンク・アグリゲーション (Link Aggregation)：帯域拡張
・ ロード・バランシング (Load Balancing)：負荷分散
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4.

ストレージの仮想化

ストレージに関する仮想化の技術としては、性能及び可用性の向上を目指した RAID 技術も複数のディ
スクボリュームを仮想的なディスクとして取り扱うという点から仮想化技術として見ることも出来る。この
RAID 技術については一般化した技術であると共に、参考となる文献も多いので詳細は述べない。ここで
はサーバから見たストレージシステムを仮想化することにより管理の容易性や拡張性を向上する、ストレ
ージ仮想化技術を中心に述べることとする。
このストレージ仮想化の実装形態としては
① サーバの OS の機能としてストレージ I/O を仮想化する機構を組み込む
② サーバとストレージの間にストレージを仮想化するための専用サーバを組み込む
③ サーバとストレージをつなぐスイッチの機能として仮想化する機構を組み込む
④ ストレージのコントローラの機能に他のストレージを仮想化する機構を組み込む
という方式があり、それぞれ製品化されている（図 4-1）。
①は各サーバの OS 上に仮想化ソフトをインストールし、ストレージを仮想化する方法である。複数の
サーバからのアクセスのために管理サーバを１台立て、各サーバの仮想化ソフトはこの管理サーバ上の
ソフトと制御のためのアクセス後、物理ストレージとのデータ転送を行う。この方式は制御用の通信とデー
タ通信を分けて処理するため Out-of-Band 方式とも呼ばれる。データ転送が始まってしまえば直接物理
ストレージとアクセするためオーバヘッドは少ないが、各サーバに仮想化ソフトをインストールする手間が
あり、運用性に考慮する必要がある。
②は各サーバとストレージ装置の間に専用サーバを介して接続する方式で、この専用サーバ内にスト
レージを仮想化する機構を持たせる。この専用サーバが性能上のボトルネックになる可能性がある反面、
バックアップやキャッシュの最適化等の機能追加は比較的容易となる。
③は FC スイッチの中に仮想化機構を組み込む方式となる。仮想化をハードで実現するため高速となる
メリットがあるが、逆にハード上の制約で構成の制限が発生することもあり、機能拡張も難しい。
④はストレージのコントローラ上に仮想化機構を組み込む方式となる。コントローラを組み込んだストレ
ージを HUB とした管理となりデータの移行や管理が容易になるが、HUB となるストレージに依存して、マ
ルチベンダの運用に懸念が生じる。
各方式はそれぞれメリットデメリットがあり優劣は決められない。
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①サーバ上のソフトウェアで実現

②専用サーバにて実現

管理サーバ
仮想化ソフト

専用サーバ

FC スイッチ

制御用
通信

データ転送用
通信

仮想化ソフト
管理ソフト

③スイッチに機能を持たせる

④ストレージのコントローラで仮想化

FC スイッチ

FC スイッチ

仮想化ハード

仮想化ハード

図 4-1 ストレージの仮想化パターン
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5. I/O の仮想化
2 章で述べたソフトウェアベースの仮想マシンの機能の中にネットワークやストレージと言った I/O の仮
想化の機能が包含されているが、これはあくまで VMM の管理範囲に閉じた範囲で仮想化を実施するもの
であり、サーバをまたいだ I/O の切り替えを行うことが出来ない。
そこでサーバから I/O を分離し、ハードウェアの機構を使って I/O を仮想化しようという試みがなされる
ようになった。この I/O の仮想化は既にある製品も含めて大きく以下の 3 方式がある。
・ I/O 専用ハードウェアを介した仮想化
これは米国のベンチャー企業で実現されている方式であり、各サーバからは I/O を接続した装置
（専用サーバ）を経由してアクセスする。この装置が I/O を仮想化するため、I/O パスを束ねて効率化
する事も出来る。また I/O の切り替えを論理的に実施できるため環境の変更を容易に実施することも
出来る。ただし、仮想マシンによる I/O 仮想化と同様、専用装置でのソフトウェア処理が追加となり、
I/O の遅延が発生する。このことを考慮すると仮想マシン機能との併用は難しい。
サーバ３障害時にはディスク
をサーバ４に切り替えて再開
サーバ１

サーバ２

仮想HBA

サーバ３

仮想HBA

サーバ４

仮想HBA

仮想HBA

I/O専用サーバ
１つのストレージを
仮想的に分割して
共有できる

HBA

HBA

論理ディスク

論理ディスク

論理ディスク

専用サーバでの処理の
分、I/Oの遅延が生じる。

論理ディスク

ストレージ装置

※HBA：HostBusAdapter（ストレージ接続用カード）

図 5-1. I/O 専用ハードウェアを介した仮想化
・ FC スイッチを使った I/O 切り替え
これは FC スイッチを使い、サーバとストレージを接続するものである。この方式であればどのベン
ダのサーバでも現在の技術で構成を組むことが出来、I/O の集約や論理的な切り替えも可能である。
但し、この方式では LAN および SAN の物理アドレスの変更が発生するため、別途ソフトウェアでのサ
ポートの必要がある。
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小規模サーバだと
I/Oチャネルをあま
り増やせない

サーバ３障害時にはディスク
をサーバ４に切り替えて再開
（設定の変更が必要）

サーバ１

サーバ２

サーバ３

サーバ４

HBA

HBA

HBA

HBA

オーバーヘッドは無い
FCスイッチ
ＦＣを共有できる

論理ディスク

論理ディスク

論理ディスク

論理ディスク

ストレージ装置

※FC：FiberChannel（ギガビット級ストレージインターフェース）

図 5-2.FC スイッチを使った I/O 切り替え
・ ブレードサーバ上での I/O 仮想化
これはブレードサーバにて一部製品化されている。CPU ブレードと I/O ブレードを分け、この間を高速
なバックプレーンで接続し、これにスイッチの機能を付加 して I/O 仮想化を図るものである。CPU ブレー
ドと I/O ブレードを接続する際のプロトコルとしては InfiniBand と PCI Express があるが InfiniBand では従
来の PCI インターフェースとの互換性の問題から OS のドライバの対応が必要となる。

ブレード４障害時にはディスク
をブレード５に切り替えて再開

ブレード１

ブレード２

ブレード３

ブレード４

ブレード５

FCより１桁上の
高速性が必要

ブレードでもI/O
チャネルを増や
せる

高速バックプレーン

I/Oブレード
HBA

HBA

HBA

論理ディスク

HBA

論理ディスク

HBA

論理ディスク

HBA

HBA

論理ディスク

ストレージ装置

図 5-3. ブレードサーバー上での I/O 仮想化
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I/O 専用ハードウェアを用いると機能的には満足できるが、I/O の遅延もあり、適用できる局面は限定
される。FC スイッチは現状では現実的な対応であり、対応するソフトウェアも製品化されている。I/O 仮想
化機能を持つブレードサーバも一部製品化されているが、コストや運用性の観点から市場に浸透している
とは言い難い状況である。今後標準化が進み、これら製品が改善されて普及されることが期待される。
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6.仮想化技術を適用したプラットフォームの方向性
6.1. 柔軟なプラットフォーム
１章で述べたとおり、少ないリソースを有効活用するところから発展してきた仮想化技術も、今は有り
余るリソースを有効活用する観点が多くなると共に、仮想化する事による構成の柔軟性や投資保護と
いったメリットが、より重要となってきている。
通信スピードの高速化に伴い、コンピュータ外部の通信速度は内部バスの速度に近づきつつある。
遠くない将来コンピュータの各エレメントは高速ネットワークにつながれたコンポーネントの集合体となり、
サーバという筐体の概念は無くなっているかも知れない。この統合プラットフォーム上でハードウェア及
びソフトウェア両面の仮想化技術により、ＩＴシステムの環境はハードウェアの呪縛から解き放たれるこ
とが期待される。現在チップベンダからサーバベンダ、ソフトウェアベンダまでが仮想化を一つのキーワ
ードとして取り上げているのにはこのような背景があるからに他ならない。
企業におけるＩＴシステムはオープン化の波に乗って導入された多数のサーバが複雑に絡み合い、
スパゲティ状態にあることが珍しくはない。インターネット社会の到来に伴いビジネス変革が一層激しく
なっている現在、ハードウェアとソフトウェアの依存性を減らし、プラットフォームの構造を柔軟にする仮
想化技術への期待は大きい。中期計画の立案の中で、こうした仮想化技術を取り入れてプラットフォー
ム構造の変革を図ろうとする企業も増えてきている。

6.2. 仮想化の課題（運用性）
このようにメリットの大きい仮想化ではあるが、現状の技術レベルにおいては課題となる項目も多い。
仮想化されコンポーネント化した各環境は、仮想化のメリットとして柔軟な構成変更が可能となるが、逆
に都度変化する環境を把握することは難しい。仮想化技術以前は、「サーバ」という物理的な実体があ
るが故に、運用管理の側面では障害の切り分けが容易と言ったメリットもあった。仮想化技術を用いる
と、集約化が図れるためリソースの有効利用や構成の柔軟性というメリットを得られる代わりに、各コン
ポーネント間の関係は複雑になり人手による管理には限界が生じる。
このため仮想化技術を導入する際には、仮想化環境を含むハードウェアレベルから OS やアプリケ
ーションレベルに至るまでの構成管理を統合的に実施する管理システムが必要となる。ブレードサーバ
にはこれを意識した管理ソフトが存在する場合もあるが、各仮想化階層を含めシームレスに管理できる
レベルには至っていない。各ベンダには従来の運用管理ソフトを含めた、統合的で使い勝手の良い統
合運用管理ソフトの提供を期待したい。

6.3.仮想化の課題（標準化）
以上述べてきたように現状仮想化には様々な方式が存在する。前節で述べたように運用は大きな
課題であるが、これを効率的に実施するためには標準化が重要な要素となる。標準化にはビジネスグ
リッドにおける標準化（参考文献[1]）と共通する部分も多いが、その他下記の標準化についても対応が
進んでいる。
・システム間インターコネクトの標準化（PCI Express、InfiniBand）
・ネットワーク機器間で VLAN を識別する識別情報を付加するプロトコル（IEEE802.1Q）
仮想マシンや仮想ストレージの機構に関連する標準化は現在ないが、仮想化技術がコモディティ化
するためには今後必要となる項目となろう。

6.4.仮想化の今後の方向性
仮想化技術については一部確立されている部分もあるが、まだまだ発展途上の状況にある。今後標
準化が進む中で互換性等の課題解決が期待されるが、使用する立場としてもサービスレベルの統一
や組織的な標準化の推進等、実施すべき課題は多い。仮想化については特定の技術について語られ
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ることも多いが、システムとしてそのメリットを享受するにはプラットフォーム全般を考慮してそのアーキ
テクチャを見直してゆく必要がある。仮想化を導入する際には単なる個別技術適用するだけではなく、
時間をかけてプラットフォーム構造全体を再検討することをお勧めしたい。
また将来的にはアプリケーションのサービス化と平行して、プラットフォームリソースも「サービス」とし
て提供される時代もそう遠くないかも知れない。仮想化技術によりプラットフォームの稼働率は向上して
ゆくことが想定される。また、年々増加するマシンパワーに比較して、システムはそれほどのパワーを
必要としないことも多い。企業規模にもよるがデータセンター業者が提供するマシンリソースをサービス
として使用できることが今後期待される。

7. 参考文献
［1］「参照アーキテクチャ調査報告 Ⅱ-ⅲ IT アーキテクチャに関連する注目すべき技術 ２ビジネスグ
リッド」 IPA 2006 年
URL: http://www.ipa.go.jp/jinzai/itss/activity/ITA/ITA2005_RA.pdf
［2］「図解コンピュータアーキテクチャ入門」 堀桂太郎著 森北出版株式会社 2005 年
［3］「NETWORK MAGAZINE 2006 年 12 月号」 株式会社アスキー 2006 年
［4］「UNIX MAGAZINE 2007 年 1 月号」 株式会社アスキー 2007 年
［5］「最新ルーティング＆スイッチ」 Gene 著 株式会社秀和システム 2003 年
［6］「日経バイト 2005 年 11 月号」 株式会社アスキー 2005 年
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1. 背景と目的
システムアーキテクチャの一つの潮流として SOA(Service Oriented Architecture)が大きなうねりと
なりつつある。SOA はシステムをサービスとして部品化し、それらを繋ぎ合わせて、順序良く利用するこ
とにより柔軟で、全体最適を実現する情報システムを構築する技術である。インターネットの爆発的な
普及により社会全体が情報化され、情報システムが企業活動に大きな影響を与える状況となった現在、
企業活動の変化に容易に追随できる情報システムの実現はまさに必定であり、SOA はその実現手段
の第一候補と考えられている。企業活動の変化に応じて、必要な業務を実施するサービスをつなぎ合
わせ、容易に稼動可能とする技術だからである。
SOA に関する解説は多く行なわれており、多数の講演で語られている。しかし上記のような経緯か
ら、ビジネス設計、業務設計からシステム構築へスムースに移行できるという上流工程設計の説明が
強調され、実際にサービスを設計、構築する下流工程設計についてはあまり語られていないというの
が実情である。実システムの設計方法として業務フロー定義から BPMN(Business Process Modeling
Notation)によるビジネスプロセス定義作成、BPEL(Business Process Execution Language)による実行
定義作成までは解説され、サービスの繋ぎ合わせ方は分かるものの、サービスそのものの設計、実装
は開発者任せとなっていると考えられる。
SCA(Service Component Architecture)は SOA システム開発の一方法論である。システムが論理
的な処理実行単位であるコンポーネントで構築されるとし、その組合せを設計するためのモデリング仕
様を提供している。サービスやその実装方法はコンポーネントのアスペクトとして捉え、その組合せは
実装依存であるとしている。SOA においては、システム最適化の目的から既存サービス／システムの
共有は必須であり、共有するために既存サービス／システムを基に新規サービスを構築することが必
要となる。新規実装プログラム、既存プログラムが混在すると、それぞれの実装の粒度がバラバラであ
り、連携方法も WebService やライブラリ呼出等様々である。これらを統一的に扱える手法を SCA は提
供している。また、SCA は実装の単位であるコンポーネントと業務処理の単位である（と考えられる）サ
ービスのギャップを埋める技術としても注目に値すると考えられるので、ここにその概要を紹介する。
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2. 概要
SCA は SOA コンセプトに基づいたシステムを構築するためのプログラミングモデルを提供している。
これは、システムを構成するサービスの組合せ方のモデルと、サービスを構成するコンポーネントのモ
デルから構成されている。
SCA は BEA, CapeClear, IBM, Interface21, IONA, Oracle, Primeton, Progress Software, Red Hat,
Rouge Wave, SAP, Siemens, Software AG, Sun, Sybase, TIBCO の各社の賛同によって、2007 年 3 月
に Version1.0 が策定された。仕様は中心となるアセンブリモデル仕様と、ポリシーフレームワーク仕様、
Java アノテーション API 仕様、Java 言語、Spring フレームワーク、BPEL、C++、WebServices、JMS、
EJB Session Bean を用いた実装仕様から構成される。本稿では、アセンブリモデル仕様と Java アノテ
ーション API 仕様を中心に解説していく。

2.1.特長
SCA は、次の特長を持っている。
(1) 言語中立
(2) プラットフォーム非依存
(3) インタラクションモデルの提供
(4) 開発容易性の向上

(1) 言語中立
SCA は、SOA システム（クライアントからサービスまで含む業務機能を提供する）を構成する要素
を抽象化し、モデルとして表現している。そのため、特定のプログラミング（記述）言語に依存しない
中立的な形式で記述される。具体的な実装のための言語バインディングを別仕様で提供している。
(2) プラットフォーム非依存
SCA は、構成要素の相関関係を抽象化し、モデルとして表現している。そのため、要素間の関連
を実現する技術方式に束縛されないので、プラットフォームに非依存な形式で記述される。
(3) インタラクションモデルの提供
SCA は、クライアントとサービスのインタラクションモデルを抽象化し、モデル化して記述している。
通信プロトコルや実装に依存しないインタラクションモデルを提供している。
(4) 開発容易性の向上
SCA はサービス構成要素をモデル化しているため、要素間共通機能（DB アクセス管理、トランザ
クション管理等）は DI（Dependency Injection）等で提供するよう記述される。よって、共通機能を強く
意識しなくても機能開発をおこなうことができ、開発容易性が向上される。

2.2.要素
SCA は SOA システムの構成要素をモデル化して規定している。その要素は以下のようになる。
(1) コンポーネント(component)
業務機能の基本要素。コンポーネントを組み合わせることでシステムを構成する。
(2) 実装(implementation)
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業務機能を提供するプログラムコード。コンポーネントを構成する。
(3) サービス(service)
コンポーネントを利用するためのインタフェース定義。
(4) リファレンス(reference)
コンポーネントから他のコンポーネントを利用する場合の依存関係を示す。
(5) プロパティ(property)
業務処理に影響を与えるデータ値。外部から設定可能。
(6) コンポジット(composite)
システムを構成するコンポジットの関連を示す。コンポジット、サービス、リファレンス、プロパティ
を記述可能。
(7) ドメイン(domain)
一つの組織が管理する業務機能を構成するコンポジット、コンポーネントの関連を示す。

※出展:SCA Assembly Model Specification V1.00
URL: http://www.osoa.org/download/attachments/35/SCA_AssemblyModel_V100.pdf?version=1
図 2-1 ＳＣＡコンポーネント
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※出展:SCA Assembly Model Specification V1.00
URL: http://www.osoa.org/download/attachments/35/SCA_AssemblyModel_V100.pdf?version=1
図 2-2 ＳＣＡドメイン、コンポジット
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3. 定義
本章では SCA の各構成要素を解説していく。各要素は XML 形式で表現されるため、本章で子要
素、属性という場合は XML の子要素、属性を意味する。

3.1.コンポーネント
コンポーネント(component)は業務機能の基本要素であり、コンポジットで組合わせることによって一
貫した業務アプリケーションを構成する。コンポーネントは実装で構成される。複数のコンポーネントが
一つの実装で構成されたり、個別の実装で構成されることがある。コンポーネントはコンポジットの子要
素として記述される。コンポーネント定義の XML スキーマ構造（要素のみ）を図 3-1に示す。
業務機能の基本要素

component

implementation

コンポーネントが利用する実装

コンポーネントが提供するサービス

service

interface
binding

reference

property

サービスのインタフェース
サービス呼出プロトコル

コンポーネントが参照するサービス

interface

参照するインタフェース

binding

参照先呼出プロトコル

コンポーネントのプロパティ

※出展:執筆者作成
図 3-1 コンポーネント定義の XML スキーマ構造

コンポーネント要素は表 3-1に示す属性を持つ。
表 3-1 コンポーネント要素の属性
属性
name

出現条件
必須

autowire

任意

requires
policySets
constrainingType

任意
任意
任意

Ⅱ．SCA (Service Component Architecture)

内容
コンポーネントの名前。コンポジット内で一意の名前でな
ければならない。
コンポーネントにあるリファレンスが自動連結である場
合に記述（boolean 型）。（自動連結は3.4(5)で記述）
ポリシー方針を記述。
ポリシーセットを記述。
制約条件を記述。この属性が記述されていると、このコ
ンポーネントはその制約条件に束縛される。
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(1) implementation 子要素
コンポーネント要素は０個以上の implementation 子要素を持つ。この子要素はコンポーネントが利
用する実装を示している。implementation 子要素を持たない場合は実行できない抽象的なコンポーネ
ントを意味する。
(2) service 子要素
コンポーネント要素は０個以上の service 子要素を持つ。この子要素はコンポーネントにあるサービ
スを示している。
service 子要素は表 3-2に示す属性を持つ。
表 3-2 service 子要素の属性
属性
name

出現条件
必須

requires
policySets

任意
任意

内容
サービスの名前。実装でのサービス名と一致する必要
がある。
ポリシー方針を記述。
ポリシーセットを記述。

① interface 子要素
serivce 子要素は０個以上の interface 子要素を持つ。この子要素はサービスが提供するインタフェ
ースを示している。この子要素が指定されないときは、実装のインタフェースが事実上のインタフェース
となる。
② binding 子要素
serivce 子要素は０個以上の binding 子要素を持つ。この子要素はサービスのバインディングを示し
ている。この子要素が指定され、実装のバインディングがある場合は実装の方が優先される。
(3) reference 子要素
コンポーネント要素は０個以上の reference 子要素を持つ。この子要素はコンポーネントのリファレ
ンスを示している。
reference 子要素は表 3-3に示す属性を持つ。
表 3-3 reference 子要素の属性
属性
name

出現条件
必須

autowire

任意

requires
policySets
multipolicy

任意
任意
任意

target
wiredByImpl

任意
任意

内容
リファレンスの名前。実装でのリファレンス名と一致する
必要がある。
当リファレンスが自動連結である場合に記述（boolean
型）。（自動連結は 3.4(5)で記述）
ポリシー方針を記述。
ポリシーセットを記述。
リファレンスが連結できるサービス数を記述。実連結数
か、制限値（1..1,0..1,1..n,0..n）のみ記述可能。
連結対象サービス URI の一覧。
実 装が動的に連結を行なうことを示す属性（boolean
型）。

① interface 子要素
refernece 子要素は０個以上の interface 子要素を持つ。この子要素はリファレンスが要求するイン
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タフェースを示している。この子要素が指定されないときは、実装が特定するインタフェースが事実上の
インタフェースとなる。
② binding 子要素
refernece 子要素は０個以上の binding 子要素を持つ。この子要素はリファレンスのバインディング
を示している。この子要素が指定され、実装のバインディングがある場合は実装の方が優先される。
バインディング要素では連結対象のエンドポイントを記述できるが、target 属性のエンドポイントと混
同利用してはいけない。target 属性が記述されている場合は、バインディング要素はその target 属性
で指定された連結のバインディング型のみ列挙できる。
(4) property 子要素
コンポーネント要素は０個以上の property 子要素を持つ。この子要素は実装のプロパティを示して
いる。プロパティは名前付プロパティで記述され、実装へ渡される。
プロパティの値は以下の３つの方法で参照される。
(i)
property 子要素の値を参照
(ii)
コンポーネントが属するコンポジットのプロパティ値を参照
(iii)
File 属性で指定されたファイルへの URI で参照
property 子要素は表 3-4に示す属性を持つ。
表 3-4 property 子要素の属性
属性
name

出現条件
必須

type
element
source

任意
任意
任意

file

任意

many

任意

内容
プロパティの名前。実装でのプロパティ名と一致する必
要がある。
プロパティの型。XML スキーマ型で記述。
プロパティの型。XML スキーマのグローバル型で記述。
属するコンポジットのプロパティを指定する XPath 表現
を記述。
プロパティの値を記述したファイルへの非参照型 URI を
記述。
プロパティが単一値が複数値かを記述（boolean 型）。

3.2.実装
実装(Implementation)はコンポーネントの業務機能の具体的な実装である。サービスやリファレンス、
プロパティを持つ。SCA は実装型を JAVA,BPEL,C++といった特定の実装技術から選択可能にしている。
言語だけでなく Spring フレームワークや JavaEE EJB といった実行環境にも対応している。
実装に関して、サービス、リファレンス、プロパティは設定可能なアスペクト（視点）である。SCA はこ
れらをコンポーネント型として選択的に参照する。
実装が提供するサービス、リファレンス、プロパティの特性はコンポーネントによって上書きされる。
実行時には、特定の実装がインスタンス化されて利用される。その方法は実装依存である。
(1) コンポーネント型
コンポーネント型はサービス、リファレンス、プロパティからなる設定可能な実装のアスペクトである。
これらは２つの方法で特定される。
(i)
実装の注釈から特定する。たとえば Java のアノテーションを利用する。
(ii)
コンポーネント型ファイルを参照する。当該ファイルに記述しておく。

Ⅱ．SCA (Service Component Architecture)
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コンポーネント型ファイルには componentType（XML 要素）でコンポーネント型の情報が記述される。
componentType は表 3-5の属性を持つ。
表 3-5
属性
constrainingType

出現条件
任意

componentType 子要素の属性
内容
制限型の名前。

① service 子要素
componentType は０個以上の service 子要素を持つ。この子要素は実装の指定可能なインタフェー
スを記述する。
② reference 子要素
componentType は０個以上の reference 子要素を持つ。この子要素は実装が要求する他コンポー
ネントのサービスを記述する。
③ property 子要素
componentType は０個以上の reference 子要素を持つ。この子要素は実装に外部から設定可能な
プロパティを記述する。
④ implementation 子要素
componentType は implementation 子要素を持つ。この子要素は実装自体の特性を記述する。

3.3.インタフェース
インタフェース(interface)は業務機能を規定している。業務機能はサービスによって提供され、リファ
レンスによって利用される。サービスは唯一つのインタフェースの業務機能を提供する。インタフェース
は１個以上のオペレーションを定義し、各オペレーションは０または１個の要求（入力）メッセージと０ま
たは１個の返信（出力）メッセージを定義する。
インタフェースにはリモートとローカルがある。リモートの場合はオペレーションのオーバーロード（引
数型による識別）不可であり、値渡しのデータ交換を行なわなければならない。ローカルの場合はオペ
レーションのオーバーロード（引数型による識別）が可能であり、参照渡しのデータ交換を行う。
業務サービスと業務サービスの関係が双方向である場合は、双方向インタフェースで記述する。その
場合、コールバックインタフェースをインタフェース記述に追記する。
サービスの一連のオペレーションを連続して呼出す必要がある場合、その呼び出しを SCA では会話
と呼ぶ。会話管理に利用される ID はアプリケーションデータとは別に管理され、自動的に制御される。
そのような会話管理に対応したインタフェースを会話型インタフェースと定義する。会話型インタフェー
スはポリシー方針に”会話型”値を設定することで定義できる。また、会話は一つのサービス内に閉じて
いて、複数のサービスが関係する場合はサービス間で別個の会話となる。

3.4.コンポジット
SCA コンポジット(composite)は SCA の要素を組み合わせるために使われる。SCA コンポジットはコ
ンポーネント、サービス、リファレンス、連結、プロパティから構成される。

Ⅱ．SCA (Service Component Architecture)
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コンポーネントの論理的な実装としてコンポジットを利用することができる。また、他のコンポジットから
コンポジットが利用されることができる。
コンポジットは xxx.composite ファイルの composite(XML)要素で記述される。
composite 要素は表 3-6に示す属性を持つ。

表 3-6 composite 要素の属性
属性
name
targetNamespace
local

出現条件
必須
任意
任意

autowire

任意

constrainingType

任意

requires
policySets

任意
任意

内容
コンポジットの名前。XML の QName 型で記述。
コンポジットの名前空間。
コンポジット内の全コンポーネントが同一の OS プロセス
で 動 作 し て い る 必 要 が あ る か どう か を 記 述 （ boolean
型）。
コンポジット内のリファレンスが自動連結である場合に
記述（boolean 型）。（自動連結は 3.4(5) で記述）
制約条件を記述。この属性が記述されていると、コンポ
ジット内のサービス、リファレンス、プロパティはその制
約条件に束縛される。
ポリシー方針を記述。
ポリシーセットを記述。

コンポジットは０個以上のプロパティ、サービス、コンポーネント、リファレンス、関連、コンポジットを含
むことができる。コンポジットは、外部に対してサービスを提供し、リファレンスで他コンポーネント（コン
ポジット）を利用し、連結で他コンポーネント（コンポジット）との関連性を記述する。コンポジットの外部
向けサービス、リファレンスは、コンポジット内のコンポーネントのサービス、リファレンスを昇格すること
で提供することができる。
(1) プロパティ
プロパティは、実装に外部データを設定する役割を持つ。
プロパティ要素は表 3-4に示す属性を持つ。
表 3-7 プロパティ要素の属性
属性
name
type
element
many
mustSupply

出現条件
必須
どちらか一
方が必須
任意
任意

内容
プロパティの名前。
プロパティの型。XML スキーマ型で記述。
プロパティの型。XML スキーマのグローバル型で記述。
プロパティが単一値が複数値かを記述（boolean 型）。
コンポーネントが利用する実装に対して値を与えなけれ
ばならないかどうかを記述（boolean 型）。

(2) リファレンス
コンポジットのリファレンスは、コンポジット内のコンポーネントのリファレンスを昇格することにより定
義される。昇格するコンポーネントのリファレンスは、コンポジットのリファレンス(XML)要素に記述される。
リファレンス要素は表 3-8に示す属性を持つ。
表 3-8 リファレンス要素の属性
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属性
name

出現条件
必須

promote

必須

requires
policySets
multipolicy

任意
任意
任意

target
wiredByImpl

任意
任意

内容
リファレンスの名前。コンポジット内の全リファレンスに
対して一意になる必要がある。よって、昇格するコンポ
ーネントのリファレンスとは別名であっても良い。
昇格するコンポーネントのリファレンスを記述。「コンポ
ーネント名／リファレンス名」の形式で記述。
ポリシー方針を記述。
ポリシーセットを記述。
リファレンスが連結できるサービス数を記述。実連結数
か、制限値（1..1,0..1,1..n,0..n）のみ記述可能。
連結対象サービス URI の一覧。
実 装が動的に連結を行なうことを示す属性（boolean
型）。

(3) サービス
コンポジットのサービスは、コンポジット内のコンポーネントのサービスを昇格することにより定義さ
れる。昇格するコンポーネントのサービスは、コンポジットのサービス(XML)要素に記述される。
サービス要素は表 3-9に示す属性を持つ。
表 3-9 サービス要素の属性
属性
name

出現条件
必須

promote

必須

requires
policySets

任意
任意

内容
サービスの名前。コンポジット内の全サービスに対して
一意になる必要がある。よって、昇格するコンポーネント
のサービスとは別名であっても良い。
昇格するコンポーネントのリファレンスを記述。「コンポ
ーネント名／リファレンス名」の形式で記述。
ポリシー方針を記述。
ポリシーセットを記述。

(4) 連結
連結(wire)はソースコンポーネントのリファレンスとターゲットコンポーネントのサービスを接続するもの
である。
連結の定義方法は２通りある。一方はコンポーネントのリファレンスの target 属性で記述する方法で
ある。もう一方は連結(wire)XML 要素で記述する方法である。この方法は組合せ方法を分離して記述
できるため、静的なコンポーネントを組合せて新たなシステムを構築する場合に便利である。
連結要素は表 3-10に示す属性を持つ。
表 3-10 連結要素の属性
属性
source

出現条件
必須

target

必須

内容
ソースとなるコンポーネントのリファレンスの名前。”コン
ポーネント名／リファレンス名”の形式で記述。
ターゲットとなるコンポーネントのサービスの名前。”コン
ポーネント名／サービス名”の形式で記述。

連結はソースとターゲットのインタフェースが互換性がある場合のみ設定できる。互換性は以下の場
合に満たされる。
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①ソースとターゲットが共にリモートか、共にローカルである。
②ターゲットインタフェースのオペレーションがソースで指定されたオペレーションのスーパーセットで
ある。
③個々のオペレーションのシグニチャ（名前、引数、戻値）が同じであること。
④個々のオペレーションの引数、戻値の順序が同じであること。
⑤ソースが期待する例外がターゲットが発するもののスーパーセットであること。
⑥その他の属性がソースおよびターゲットで同じであること。
(5) 自動連結
SCA は自動連結(autowire)機構を提供している。自動連結はリファレンスがサービスに自動的に連結
することを可能とし、明示的な連結を行なわなくても良いようにする機能である。自動連結機能を使うと、
対象となるリファレンスは昇格することがなくなり、同一コンポジット内のサービスへ連結される。自動連
結されるサービスは同一コンポジットからインタフェースに互換性があるものを検索することで選定され
る。
(6) 制約型
SCA ではコンポーネントや実装に制約型を用いた制限を定義することができる。制約型に記述された
特長は、それを参照する任意のコンポーネントや実装に適用される。制約型は、制約型(XML)要素に
記述される。
制約型要素は表 3-11に示す属性を持つ。
表 3-11 制約型要素の属性
属性
name

出現条件
必須

内容
制約型の名前。QName 型で記述。

targetNamesapce

任意

制約型の名前空間。

requires

任意

ポリシー方針を記述。

制約型要素は、０個以上のプロパティ、サービス、リファレンスを子要素として持つことができる。それ
らの要素に、制約を記述して、制約型とする。
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4.適用
本章では、３章の定義を利用してシステムを稼動させる場合に必要となる要素を説明する。

4.1.バインディング
バインディング(binding)はサービスとリファレンスに対して、実際のアクセスメカニズムを記述するため
に利用される。SCA は、SCA サービス、WebServices、ステートレスセッション EJB、データベースストア
ドプロシジャ、EIS サービス等の多種多様なバインディングをサポートする。
バインディングは、コンポジット内のサービス、リファレンスのバインディング(XML)要素として定義され
る。バインディング要素の要素名は、”binding”の後にバインディング型を”.”で接続したものとなる
（例：”binging.composite”,”binding.ws”等）。
バインディング要素は表 4-1に示す属性を持つ。
表 4-1 バインディング要素の属性
属性
uri

出現条件
任意

name
requires
policySets

任意
任意
任意

内容
リファレンスに対するバインディングでは、レファレンス
のターゲット URI を記述する。サービスに対するバイン
ディングでは、SCA ドメインへ提供するサービスへの
URI を記述する。
バインディング自体の識別用名称を記述。
ポリシー方針を記述。
ポリシーセットを記述。

4.2.拡張
SCA 拡張モデルは、インタフェース、実装、バインディングに対して新規定義追加を可能としている。
インタフェース、実装、バインディングについて XML スキーマの代替グループ機能を利用して拡張を行
なう。
実装、バインディングに関しては、新規定義にメタデータを定義できる。それぞれ、実装型、バインディ
ング型の(XML)要素で記述される。これらの要素は表 4-2に示す属性を持つ。
表 4-2 実装型、バインディング型要素の属性
属性
type

出現条件
必須

alwaysProvides

任意

内容
この要素の情報を適用すべき新規定義。QName 型で
記述。
新規定義が常に提供すべきポリシー方針。

mayProvide

任意

新規定義が提供できるポリシー方針。

4.3.パッケージングとデプロイメント
SCA ドメイン(domain)は以下の要素を持っている。
①デプロイ、実行可能なコンポーネントを含むコンポジット
②実装やインタフェース、他の実行モジュール等、コンポーネントを実行するために必要なもの。
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③コンポジットを操作するための論理的なサービス。
これらの内容物はパッケージングされ、配布、展開可能である。
SCA は相互運用性のある配布物のパッケージングフォーマット(ZIP)仕様を以下のように規定してい
る。
①単一のルートから階層的に SCA の要素が表現できること
②META-INF という名前のディレクトリがルートに存在すること
③配布物内の動作可能な SCA コンポジットのリストを記述した sca-contribution.xml ファイルが
META-INF ディレクトリにあること
パッケージングフォーマットの例としては、ファイルシステムディレクトリ、圧縮ディレクトリ(ZIP,gzip 等)、
JAR ファイル(WAR,EAR 等)が挙げられる。

Ⅱ．SCA (Service Component Architecture)
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5.Java アノテーションと API
本章では、SCA モデルの Java 言語バインディングについて記述する。Java 言語バインディングは、
Java アノテーション表現と API を規定することにより、SCA のモデルを Java 構文で表現することを目
的としている。

5.1.Java アノテーション
Java アノテーションは Java2 SE5 から導入された機能で、Java ソースコードの中に注釈（アノテーショ
ン）を記述するためのものである。”@”を先頭に付けた文字列で表現し、メソッドシグニチャのように記述
する。
Java アノテーションで表現される SCA 要素は、コンポーネントのサービス、インタフェース、プロパティ
の実装メタデータ、インタラクションモデルのメタデータ、コールバックのメタデータである。
(1) 実装メタデータ
表 5-1に実装メタデータの要素とアノテーション定義を示す。
表 5-1 実装メタデータの対象要素
要素

アノテーション
定義

サービス

@Service

リモート

@Remotable

説明
属性
実装されるサービスのインタフェースを指定するために記述
する。
このコンポーネントがサービスとして外部提供
interfaces
する Java インタフェースまたはクラスのリス
ト。
このサービスのインタフェース。単一のインタ
value
フェースのみ提供する場合に利用。
このサービスがリモートで利用可能であることを記述する。
Java インタフェースのみに記述可能。
リファレンスを解決するためのサービスを埋め込む Java クラ
ス変数または設定用メソッドを記述する。

リファレンス

@Reference

プロパティ

@Property

スコープ
@Scope

Ⅱ．SCA (Service Component Architecture)

リファレンスの名前。デフォルトは Java 変数
名。
サービス埋め込みが必要かどうかを記述
required
（boolean 型）。
SCA プロパティ値を埋め込む Java クラス変数または設定用
メソッドを記述する。
プロパティの名前。デフォルトは Java 変数
name
名。
プロパティ埋め込みが必要かどうかを記述
required
（boolean 型）。
コンテキストを保持するスコープを規定する。
スコープ範囲を記述。以下の４つのいずれ
か。
value
①STATLESS:スコープは存在しない。
name
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@Init
@Destroy

②REQUEST:同種のリクエストが同じスコープ
で実行される。
③CONVERSATION:同一会話中の処理が全
て同じスコープで実行される・
④COMPOSITE:コンポジット内の全ての処理
が同じスコープで実行される。
スコープでの最初の実行時に処理されるメソッドを記述。
スコープでの最後の実行時に処理されるメソッドを記述。

(2) インタラクションモデルメタデータ
表 5-2にインタラクションモデルメタデータの要素とアノテーション定義を示す。

表 5-2 インタラクションモデルメタデータの対象要素
要素

アノテーション定義

一方通行

@Oneway
@Conversational
@Conversational
Attributes

会話

@EndConversation
@ConversationID

説明
属性
このメソッドが処理待ちを行なわない（即時に終了する）
ことを記述する。
このサービスが会話に参加できることを記述する。
会話の有効期限を記述する。
このメソッドが呼ばれると会話が終了することを記述す
る。
この変数、または設定用メソッドが会話用 ID を保持、ま
たは設定することを記述する。

(3) コールバックメタデータ
表 5-3にコールバックメタデータの要素とアノテーション定義を示す。
表 5-3 コールバックメタデータの対象要素
要素

アノテーション
定義

双方向

@Callback

説明
属性
このリモートインタフェースがコールバックを持つことを記述す
る。
コールバックインタエースを含む Java クラス
value
ファイル名を記述する。

5.2.Java API
表 5-4に SCA が提唱する JavaAPI を列挙する。

Ⅱ．SCA (Service Component Architecture)
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表 5-4 Java API
API
ComponentContext

RequestContext
CallableReference
ServiceReference
Conversation

Ⅱ．SCA (Service Component Architecture)

説明
コンポーネントのコンテキストへアクセスするためのインタフェ
ース。サービスへのリファレンスやプロパティ等の取得メソッド
が定義されている。
リクエストのコンテキストへアクセスするためのインタフェー
ス。コールバックインタフェース等の取得メソッドが定義されて
いる。
サービスを呼ぶためのインタフェース。サービスへのリファレ
ンスや会話等の取得メソッドが定義されている。
サービスのインタフェース。CallableReference の派生インタフ
ェースだが、実際に利用中のサービスに関するインタフェース
が定義されている。
会話に関する情報を取得するためのインタフェース。
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6.まとめ
SCA は SOA システムを実際に設計する上で必要となる、インタラクションモデルや、コンポーネントの
実装方式（WebService,JavaEJB 等）、依存性分離(Dependency Injection)を記述可能とする技術といえ
る。従来レベルが異なると考えられていた、サービス（業務）レベルとコンポーネント（実装）レベルの設
計方法を統一的なモデルで記述可能とした意義は大きいと思われる。Apache Tsucany プロジェクトで
SCA 仕様の実装も行なわれており、今後 SOA システム開発の方向性に影響を与える可能性がある。

7. 参考文献
［1］「SCA Assembly Model Specification V1.00」 OpenSOA 2007
URL:http://www.osoa.org/download/attachments/35/SCA_AssemblyModel_V100.pdf?version=1
［2］「SCA Java Common Annotations and API V1.00」 OpenSOA 2007
URL:http://www.osoa.org/download/attachments/35/SCA_JavaAnnotationsAndAPIs_V100.pdf?ver
sion=1
［3］「SCA 研究会ホームページ」
URL: http://devg.dev2dev.beasys.co.jp/wiki/index.php?SOA%BC%C2%C1%F5%A4%CE%A5%AA%A1
%BC%A5%D7%A5%F3%BB%C5%CD%CD%A1%DDSCA%B8%A6%B5%E6%B2%F1
［4］「Service Component Architecture(SCA) テクノロジ・オーバービュー」 IBM 2005
URL:http://www-06.ibm.com/jp/software/websphere/developer/soa/scav09/pdf/scav09.pdf
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１．

Hruby モデル駆動設計の特性

2006 年に出版された Hruby の「Model-Driven Design Using Business Patterns」において、彼は
REA 会計モデルをベースとしたビジネストランザクションのパターンカタログをまとめた。
REA は William A. McCarthy が 1982 年に"REA Accounting Model: A Generalized Framework
for Accounting Systems in a Shared Data Environment"という論文において提唱した、会計の概念
モデルであり、会計システムを「資源」（Resource）、「事象」（Event）、「主体」（Agent）の 3 つの実体
と、それを結びつける関連によって表現したものである。
ただし REA は複式簿記のように成果物を置くのではなく、未加工の会計トランザクションを記述
するほうに焦点を置いている。
それは経済リソースの交換をモデル化するという課題に対応しているためである。それはある経
済リソース（例えば、製品、サービス、お金、原料、労働力など）の価値を増やすために、通常はいく
つかの経済リソースの価値を下げる、というプロセスを描いている。

図１-1 REA の基本概念モデル（出典 [1] の邦訳より引用）
経済リソースは前述のように交換の対象となるものである。経済エージェントにとって価値のある
ものであり（希少性）、経済エージェントの管理下に置かれている。
経済エージェントとは、経済リソースを管理し、他の個人や組織に制御を移管したり、他の個人や
組織から管理を受けたりする個人や組織のことを表す。例えば顧客、ベンダー、従業員、そして企
業などが経済エージェントの例にあたる。
経済イベントは、経済エージェントが制御する経済リソースの価値の増減および減少を表す。経
済イベントは即時に発生するか（商品の販売など）、ある一定期間の間発生する（レンタルや労働力
の提供など）ものに分けられる。
経済リソースの価値を増減させるために、企業は「交換」や「変換」という手段を使う。
z 交換－経済エージェントが他の経済エージェントから経済リソースを受け取り、その見返りと
して、その経済エージェントに経済リソースを与えるプロセスのこと。
z 変換－経済エージェントが新しい経済リソースの生産や、既存の経済リソースの変更のため
に、経済リソースを使用・消費するプロセスのこと。
このように REA モデルはビジネス活動のうち交換と変換に関わるデータを対象とする。
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Hruby はこの REA モデルをベースに以下のようなパターンカタログをまとめた。

カテゴリ
REA Structure at Operational Level

REA Structure at Policy Level

Behavior

パターン名
REA Exchange Process
REA Conversion Process
REA Value Chain
Group
Type
Commitment
Contract
Schedule
Policy
Linkage
Responsibility
Custody
Identification
Classification
Location
Posting
Account
Materialized Claim
Reconciliation
Due Date
Description
Notification
Note
Value
Inventor's Paradox

図 1-2 ：Hruby のパターンリスト
Hruby のパターンカタログは、「業務レベルにおける構造」、「方針レベルにおける構造」、「振る舞
い」の３つのグループに分類されている。
パターンの記述形式は GoF のデザインパターンと同様、以下のような形式である。
z 名前
z 背景（Context）
z 問題点
z 考慮すべき点（Forces）
z 解決策
z 設計
z 例
z 結果（Resulting Context）
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1.1. REA Structure at Operational Level の説明
REA Structure at Operational Level は、「業務レベルにおける構造」を表すパターンで交換、変
換、バリューチェーンの３つで構成されている。
z
交換プロセス－経済エージェント間の相互作用を表す。各交換には、少なくとも１つの増加
経済イベントが含まれる。その増加経済イベントも少なくとも１つの減少経済イベントと関連している。
この増加経済イベントと減少経済イベントの関係を「交換の双対性」と呼ぶ。つまりそれぞれの増加
に対して少なくとも１つの減少が対応しなければならない。それぞれの経済イベントは経済リソース
と関係を持ち、増加においてはリソースは「流入」し、減少においてはリソースは「流出」する。それぞ
れの経済イベントには、供給関係において１つの経済エージェントに、また受領関係において１つの
経済エージェントに関連する。

図 1-3 REA 交換プロセス（出典 [1] の邦訳より引用）

z
変換プロセス－新しい製品やサービスを開発したり、既存の製品やサービスに価値を加え
るプロセスを表す。それぞれの変換にはすくなくとも１つの増加経済イベントと減少経済イベントが
含まれる。１つの増加イベントは「生産」という関係によって１つの経済リソースと関連を持つ。１つの
減少経済イベントは「使用」もしくは「消費」という関係によって１つの経済リソースと関連を持つ。１
つの経済イベントには２つの経済エージェントが関連する。各イベントは「供給」関係によって１つの
経済エージェントと関係を持ち、「受領」関係によってもう１つの経済エージェントと関係を持つ。
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図 1-4 REA 変換プロセス（出典 [1] の邦訳より引用）

z

バリューチェーン－計画・監視・制御したい経済リソースの価値に影響を与える付加価値を
生むビジネスプロセスのチェーンを表す。バリューチェーンには、変換プロセス（経済エージェ
ントが制御する経済リソースを使用または消費し、新たな経済リソースを生産したり、既存の
リソースのいくつかの特性を変更するプロセス）、交換プロセス（経済リソースに対するいくつ
かの権利を他の経済エージェントへ移転し、その引き換えに他のリソースに対するいくつか
の権利を受け取るプロセス）、リソースバリューフロー（プロセスにおける経済リソースの入力
と出力を表すプロセス）の３つのモデリング要素がある。REA のバリューチェーンを作るには、
以下の５つのステップがある。
1. 経済エージェントのコンテキストを考える。経済リソースを識別する。
2. 経済エージェントのビジネスプロセスを識別する。
3. ビジネスプロセスを階層的に分解して、計画・監視・制御したい経済リソースを発見する。
4. 残りのビジネスプロセス（マーケティング、会計、人的リソース、法的サービスなど）を識別
し、バリューチェーンに加える。
5. 各プロセスの REA モデルを統合し、そのモデルがドメインルールに違反していないことを
保証する。

1.2. REA Structure at Policy Level の説明
REA Structure at Policy Level は、「ある状況でどのような経済イベントが起こるべきか、起こり得
るか、あるいは起こるべきではないか」という一般的なルールを表すパターンで方針、コミットメント、
契約、スケジュール、タイプ、グループ、リンケージ、責任、監督の９つで構成されている。
z グループ－何らかの共通項を持つ REA エンティティのセットを表す。例として顧客を大口と
小口に分ける、従業員をスキルによってグループ分けする、商品を分類する、などがある。
z タイプ－同種のグループであり、そのメンバーは一定の定義や記述、設計図に従う。REA ア
プリケーションの構造要素としては、経済リソースタイプ、経済イベントタイプ、経済エージェ
ントタイプ、コミットメントタイプ、契約タイプがある。グループとの違いはグループが異種の集
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z
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z
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合でありいくつかの特徴を共有する可能性があるが異なるタイプのメンバーを含む可能性が
あるが、タイプは同種の集合であり、タイプによって定義された同じ特徴を持つ点にある。
コミットメント－将来起こる経済イベントの約束を表す。交換プロセスのコミットメントは、経済
リソースの権利を与えたり受け取ったりする経済エージェントの義務を表す。変換プロセスの
コミットメントは、経済リソースの予定される使用、消費、生産を表す。各コミットメントは「履
行」関係によって経済イベントに関連づけられる。また約束された交換と変換には、少なくと
も２つのコミットメント（増加コミットメントと減少コミットメント）が含まれる。
契約－経済エージェントの振る舞いを制御する意図を表す。コミットメントは交換における楽
観的な経路であるが、コミットメントが履行されない場合については契約の規約がさらなるコ
ミットメントを指定する。「規約」とは所定の条件を満たした場合に実施される潜在的なコミット
メントである。契約の例としては、販売注文、購入注文、雇用契約、様々なサービスを提供す
るための契約、などがある。
スケジュール－特定の時間または期間内に行われる一連の事柄、または発生する一連のイ
ベントを表す。言い換えれば将来起こる変換プロセスと「軽減プラン」における増加コミットメ
ントおよび減少コミットメントである。軽減プランとは、ある条件の時（もともとのコミットメントの
いくつかが履行されない場合）に追加コミットメントを実施するものである。スケジュールは
「当事者」関係によってスケジュールに責任を負うべき経済エージェントと関係づけられる。
方針－決定とアクションを導くプラクティスや手続きのルールを表す。交換と変換に対する制
約をカプセル化するものである。言い換えれば一定の状況で、いくつかの経済イベントが許
されない、あるいは望ましくないいう事実を認識し、違法なことが行われないようにするもの
である。方針の例としては、「未成年には酒やタバコを販売しない」、「レジ係は５万ドルを超
える支払いを承認できない」などが挙げられる。
リンケージ－経済リソースが複数の要素から構造化されている場合の関係を表す。「ペアレ
ント」と「コンポーネント」により包含関係や階層関係を記述する。これらの構造は業務レベル
にも方針レベルにも適用できる。リンケージの例としては部品表、WBS（Work Breakdown
Structure）などがある。
責任－REA モデルにおける経済エージェント間の責任関係を表す。２つの経済エージェント
間の従属関係を表し、上位のエージェントは下位のエージェントが関与する経済イベントに
対して責任を負う。また、責任は企業の組織構造を形成する「報告」関係をモデリングしたり、
「アサインメント」（販売員が特定の顧客にアサインされる、購入者が特定のベンダーに割り
当てられる、など）するためにも使用する。
監督－REA モデルにおける経済リソースに対する責任を表す。経済リソースと経済エージェ
ント間、経済リソースグループと経済エージェントグループ間、経済リソースグループと経済
エージェント間、経済リソースと経済エージェントグループ間の監督関係としてモデリングされ
る。監督の例としては、倉庫管理者が倉庫の品物に対して責任を持つこと、が挙げられる。

1.3. REA Behavior の説明
REA Behavior は、ユーザーの種類、アプリケーションの実際の構成、そのビジネスに共通するプラ
クティスによって異なる、ユーザーが要求する特定の機能をサポートするための REA モデルを拡張
するパターン群である。これらのパターン群は通常１つの REA エンティティに局所化できず、複数の
エンティティを横断する。
例えば、以下はあるアイテムオブジェクトのシリアルナンバーを属性として持つ場合である。シリア
ルナンバーは通常ランダムに発生するのではなく、経済リソースのグループの属性である、ナンバ
ーシリーズの定義から作成され、その数字がアイテムのシリアルナンバーとして適用される。
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図 1-5 ：REA エンティティを横断する概念の例（出典 [1] の邦訳より引用）
Hruby はこのような概念、機能を横断するモジュールをモデリングするためにアスペクト指向の概念
を適用している。アスペクトは機能の横断的ユニットであり、特定ドメインに共通する概念に、ユーザ
ー特有の機能を注入する。
振舞いのパターンは、構造パターンと違い完全な抽象概念のセットを記述しない。なぜなら、ユーザ
ーの要求には完全なリストは存在せず、常に新しい特性（features）が必要とされるからである。した
がって、振舞いのパターンには、ビジネスアプリケーションの基本的な構造を変えることなく、新しい
特性を追加するメカニズムを提供している。
Hruby は振舞いのパターンとして以下の１３を挙げている。
z 識別－REA エンティティのアイデンティティを指定したい場合に使用する。識別要素、識別子セ
ットアップ要素の２つから識別のアスペクトを構成する。これらの要素には ID ルールを解釈す
るためのビジネスロジックと、識別子を作成、検証するためのロジックが含まれる。識別パター
ンの例としては製品のシリアル番号、が挙げられる。
z 分類－経済リソースのような REA エンティティを分類する場合に使用する。グループパターン
との違いは、分類されグループ化された構造に特定の機能を付加することにある。カテゴリ要
素、メンバー要素の２つから分類のアスペクトを構成する。分類パターンの例としては、業種別
顧客グループ、資格（スキルによる従業員の分類）、年齢カテゴリ（成年/未成年、など）などが
挙げられる。
z ロケーション－経済イベント（発送、など）が発生する場所を指定したい場合に使用する。実際
のポジションを指定するポジション要素、ポジションの変更を表すルート要素の２つからロケー
ションのアスペクトを構成する。ロケーションパターンの例としては、発送アドレス、が挙げられ
る。
z 転記－経済イベント、コミットメント、契約、請求、の履歴を保持したい場合に使用する。REA エ
ンティティの値を登録するエントリ要素、経済イベントに関する追加情報を提供するディメンジョ
ン要素の２つから転記のアスペクトを構成する。転記パターンの例としては、財務の転記、在庫
の転記、などが挙げられる。
z 勘定－個々の REA エンティティが単純に追跡できない、何らかの REA エンティティの値が、関
係するエンティティの値の合計である場合に使用する。勘定要素、加算要素、減算要素の３つ
から勘定のアスペクトを構成する。また、転記パターンのエントリ要素からの補足情報も取り出
すため、通常この２つのパターンは一緒に利用される。勘定パターンの例としては、財務勘定、
が挙げられる。
z 実体化した請求権－経済イベントである流出と流入は通常同時には発生せず、ある期間内で
は不均衡（未決済）となるが、このような状況において経済イベントに関係する経済エージェン
ト間の請求を通知したい場合に使用する。請求要素、実体化要素、決済要素の３つから実体
化した請求権のアスペクトを構成する。実体化した請求権パターンの例としては、請求書、が
挙げられる。
z 照合－複数の増加経済イベントがどの減少経済イベントと対応するか関係づけたい場合に使
用する。イニシエータ要素とターミネータ要素の２つから照合のアスペクトを構成する。照合パ
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ターンの例としては、複数の販売イベントとそれに対応する現金の受領、が挙げられる。
期日－デッドライン、マイルストーンなど将来何かが起きる、あるいは起こるべき日付、および
これらの日付が他の日への依存性をビジネスロジックで指定する場合に使用する。期日パター
ンは期日要素の１つのみで構成する。期日パターンの例としては、請求書の日付から一定期
間内に支払いを行わなければならない「支払いのデッドライン」、が挙げられる。
説明－REA エンティティに関する、構造化されていない情報を格納する場合に使用する。説明
パターンは説明要素の１つのみで構成する。説明パターンの例としては、商品タイプに設定さ
れる商品の画像、商品の説明文、などが挙げられる。
通知－REA エンティティの変更をアプリケーションのユーザーに通知したい場合に使用する。
アドレス要素、メッセージ要素の２つから通知のアスペクトを構成する。通知パターンの例として
は、銀行口座残高がクレジット限度額を下回った場合に顧客が通知を受ける、という状況が挙
げられる。
注釈－REA エンティティに対して、コメント、注釈など構造化されていないアドホックな情報を付
加する場合に使用する。注釈要素と執筆者要素の２つから注釈のアスペクトを構成する。注釈
パターンの例としては、経済エージェントである営業担当と顧客に設定された「顧客に関する申
し送り事項」、が挙げられる。
価値－REA エンティティの価値に関する定量的な情報を保持したい場合に使用する。価値要
素と価値コンポーネントの２つから価値のアスペクトを構成する。価値パターンの例としては、
想定価格を販売明細に記述された価格と数量を掛けて算出する、という状況が挙げられる。
考案者のパラドックス－振る舞いのパターンはユーザー要求に起因するアプリケーションの機
能を表すため、すべてのパターンを列挙できない。このパターンは新しい振る舞いのパターンを
どのように発見するか、ということに関するガイドラインである。Hruby はこの問題に対するガイ
ドラインとして、数学者である George Polya による「考案者のパラドックス」を元に「より一般的
な問題を解決することによって、特殊な問題を解決する」、「一般的な問題は、よりシンプルな
解決策を持っている」、「ただし、特殊な問題をカバーするようなしかるべき一般的な問題を考
案しなければならない」、の３つを提示している。Hruby は特殊な問題を一般化するに際して振
る舞いのパターンについて、「ビジネスセマンティクスを持っている」、「大きな機能のユニットで
ある」、「しばしば構造パターンを横断する」、という３つの原理を採用している。
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２．

Hruby モデル駆動設計の利用例

2.1. 機能に着目したドメインオブジェクト
「ビジネストランザクション」には２つの意味がある。
1. ２つ以上の経済エージェント間のコミュニケーション。
2. ビジネスの合意や交換に関する記録。
ここでは後者のビジネスの記録を扱う。
フォースとして、以下のものがある。
z 経済エージェント間の関連する情報を記録する。
z ビジネス関係に影響を及ぼす経済イベントは他の経済イベントが発行される可能性がある。
（例えば商品の発送イベントにより支払イベントが発生する。）
以下は一般的なビジネストランザクションを表す REA モデルである。

図 2-1 一般的なビジネストランザクションを表す REA モデル（出典 [2] を編集、翻訳し引用）
この REA モデルをベースとして、あるピザ屋が顧客に対しピザを販売するというプロセスを REA モ
デルで記述する。
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図 2-2 Joe のピザ屋の販売プロセスの REA モデル（出典 [1] の邦訳より引用）
ここでの経済イベントは、２つからなる。
１つは、Joe のピザ屋から顧客へのピザの所有権の移転となる。このイベントは「販売」と呼ばれる。
このビジネストランザクションにおいて、Joe のピザ屋はピザを提供し、顧客はピザを受け取る。
もう１つの経済イベントは顧客から Joe のピザ屋への現金の所有権の移転となる。このイベントは
「現金の受領」と呼ばれる。このビジネストランザクションにおいて、顧客は現金を提供し、Joe のピ
ザ屋は現金を受け取る。
Joe のピザ屋にとっては、販売は減少イベントとなる。それは Joe のピザ屋が制御してるリソース
（ピザ）の価値を減少させることになるからである。逆に現金の受領は増加イベントとなる。それは
Joe のピザ屋が制御してるリソース（現金）の価値を増加させることになるからである。
ただし、「増加」、「減少」という用語はモデルの視点によって変わる。ここでは Joe のピザ屋の視点
からプロセスがモデリングされている。顧客の視点からモデリングすれば、ピザの移動は増加イベン
トであり、現金の移動は減少イベント、という具合にイベントの用語は逆になる。
このような REA ベースのモデリングに基づくドメインモデルでは、実績のある汎用モデルから継承す
ることが容易であり、モデルの一貫性を設計時に検証できる。また、より大きなドメインモデルから本
モデルを抽出しているため、後からの拡張が比較的しやすいという利点もある。また、モデルのなか
にビジネスロジックが存在するため、アプリケーション開発の再利用性を高め、開発工数を抑えるこ
とが可能である。

2.2. アスペクトに着目したドメインオブジェクト
前述のように Hruby はアスペクトを「機能の横断的ユニット」としているが、基本的には
実装独立のモデリングについて議論している。Hruby はアスペクトのモデリングにおいて、
「アスペクトタイプ」レベルと「アプリケーションモデル」レベルという２つの抽象化レ
ベルで記述している。アスペクトタイプのレベルでは、アスペクトタイプ、およびアプリ
ケーションモデルでアスペクトに適用するメタデータを表現する。つまりこのレベルでは
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アスペクトのビジネスロジックと、アプリケーション開発者によって設定される構成パラ
メータをカプセル化している。
以下は識別パターンにてアスペクトを記述した単純な例である。

図 2-3 アスペクトを記述した単純な例（出典 [1] の邦訳より引用）
上記の例においてアスペクトタイプのレベルでは、識別子タイプと識別子セットアップタ
イプの２つの要素に対し、ID ルールを解釈するためのロジックと、識別子を作成、検証す
るためのロジックを含んでいる。（上記の例では構成パラメータは含まれていない。）
アプリケーションモデルのレベルでは、アプリケーションのユーザーが指定するか自動的
に設定するかによって、実行時属性が指定される。また、どのアスペクトがどの REA エン
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ティティ上に構成されるかも指定される。
この識別アスペクトを REA モデルに適用すると以下のようなモデルとなる。

図 2-4 REA モデルにアスペクトを適用した例（出典 [1] の邦訳より引用）
このように、振る舞いのパターンをアスペクト指向で実装する利点は、アプリケーション
の構成が基本的に REA モデルの作成、アスペクトの構成パラメータの設定、およびどのア
スペクトがどのオブジェクトに存在するのかを指定すればよいということである。つまり
コーディングの量を最低限に抑えられるということになる。また、カスタマイズにおいて
も基本的にアスペクトの構成パラメータを設定することで対応できるため、変更が容易で
ある。アップグレードに際しても、ロジックがアスペクトタイプのレベルで要素内にカプ
セル化されていて、構成されたアプリケーションモデルとは独立して拡張できるため、ア
スペクトタイプのレベルの要素を置き換えることで対応できる。
なお、Hruby はアスペクトの実装方法を２種類提示している。１つは言語ベース、もう１
つはフレームワークベースである。言語ベースで実装する方法に比べるとフレームワーク
ベースの方法は、拡張性、設定容易性、更新容易性などにおいてより優れているとしてい
る。さらに個々の開発者が何度も同じような実装を行う言語ベースのアプローチに比べ、
フレームワークベースのアプローチのほうがフレームワーク開発者によって開発されテス
トされている実装を再利用できるため、アプリケーションの品質が安定しやすいと言える。
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３．Hruby モデル駆動設計の意義
Hruby のモデル駆動設計は、ある特定のドメインやアプリケーション領域の範囲内にあるアプリケー
ション開発を支援する。オブジェクト指向分析・設計という非常に汎用性的な方法論に比べて、以下
の図 3-1 のように適用範囲を絞ることにより、実世界モデルのセマンティクスをより厳密に定義でき
る。

図 3-1 ドメインの特定性（出典 [3] より引用）

3.1. ドメイン駆動のアプリケーション開発への応用
これはモデル言語の要素がモデル化されたドメインのオントロジーカテゴリとより正確に対応するこ
とになる。オントロジーとは「概念化における明確な仕様」であり、オブジェクト指向パラダイムにおい
ては、当該ドメインのアプリケーションモデルのためのメタモデルを定義する。言い換えればオントロ
ジーカテゴリはアプリケーションオブジェクトのメタクラスと対応する。REA においては経済エージェ
ントは顧客やベンダーオブジェクトのメタクラス、経済イベントは販売や支払オブジェクトのメタクラス、
経済リソースは商品やキャッシュオブジェクトのメタクラスとなる。また、オントロジーカテゴリ間の関
係は、流入や流出といったストックフロー関係のメタ関係となる。
だが、これらのオントロジーカテゴリは、特定ドメインに共通の概念を表しているため、個別アプリケ
ーションの開発のためのユーザー要求から隔離されている。これらユーザー要求はアプリケーショ
ンごとに異なるため、Hruby のモデル駆動開発ではアスペクトとして注入される。以下の図 3-2 はド
メインオントロジー（オブジェクト）に直交するユーザー要求（アスペクト）を組み合わせてアプリケー
ションが開発されるということを表している。
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図 3-2 オブジェクトとアスペクトに基づくドメイン駆動開発のイメージ（出典 [3] より引用）
Hruby のドメイン駆動開発の考えに基づき、ドメインに特化されたオブジェクトとその要素間の関係
を識別し、アスペクトの構成パラメータによってカスタマイズされる、ドメイン特化のアプリケーション
フレームワークが構築されうる。このフレームワークはドメイン特化言語（DSL）の利用により、アプリ
ケーション開発における QCD（品質・コスト・納期管理）を改善するのみならず、アプリケーションの
マスカスタマイゼーション能力、ユーザー要求から実装へのトレーサビリティ（図 3-3）をも高めること
にもなると思われる。

図 3-3 ユーザー要求から実装へのトレーサビリティ
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