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XPDLの歴史

XPDL1 の基本的な概念は、ワークフローおよびビジネス プロセス管理（BPM）
ツールの開発企業に所属するWfMC 2メンバーの共同作業によって確立されまし
た。これらの概念はメタモデルや用語集といった成果に具現化され、さまざまな
課題に対するインターフェイス仕様を導きました。異なるツールやベンダ間でプ
ロセス定義を交換できることが、この仕様における必須の要件であり、標準交換
言語の最初のバージョンとして、WPDLが1998年11月にWfMCによって公開され
ました。

XMLが普及して、インターネットで文書フォーマットの定義に使用されるように
なると、ワークフローおよびBPMツールにおけるWPDLの使用経験の積み重ねか
らXPDL 1.0が生まれ、2002年10月に正式リリースされました。XPDLはWPDL
のセマンティクスを引き継ぎましたが、XMLスキーマを使用する新しい構文が定
義されました。WPDLとXPDL 1.0は、いずれも特定の視覚的表現を規定しません
が、プロセスの基礎となるメタモデルは有向グラフ構造に基づいており、ノード
はアクティビティとして、ノード間のエッジや経路はトランジションとして構成
されていました。

BPMNは、BPMIメンバーとの共同作業によって開発されました。フローチャート
作成ツールで培われた技術を使い、ワークフローやEAIプロセスで必要なセマンテ
ィクスを表現する図形要素を統一および拡張して、BPMN 1.0が2004年5月にリリ
ースされました。

視覚的な表記法に加え、BPMNにはプロセス モデリングのために数多くの特別な
メカニズムが組み込まれました。中でも、プロセス間でのイベントやメッセージ
の受け渡しなどは、XPDL 1.0ではサポートされていないものでした。XPDL 2.0で
は、これらのメカニズムは図形要素と共に組み込まれており、XPDLとBPMNを
統合する拡張メタモデルが提供されます。XPDL 2.0は、2005年10月にWfMCメン
バーシップによって正式に承認されました。

1 XML Process Definition Language;  2 WorkFlow Management Coalition; 

XPDLの基礎

ビジネス プロセス モデルは、プロセスの集合と、プロセス内の全ステップを実
行するために必要なアプリケーションおよびリソースから構成されます。はじめ
に、1つのプロセスに含まれる要素の検討から始めましょう。話を簡単にするため
に、次のような要素の最小サブセットに注目します。

•アクティビティ（プロセス内のステップ）

•トランジション（またはシーケンス フロー）

図形要素、構文、およびセマンティクスについての詳細な解説は、文献3 および 4
を参照してください。

次の図で、4つの角丸長方形はアクティビティを表し、4つの矢印はアクティビテ
ィ間の経路を定義するトランジションを表します。左端のアクティビティ「支払
いの受領」は、先行アクティビティがないため、プロセスで最初に実行されるア
クティビティとなります。右端の「受領書送付」は最終アクティビティです。「
大口支払い受領処理」および「小口支払い受領処理」は条件による選択肢です。 
支払額に応じて、どちらか一方の経路をとります。

支払い
の受領

大口支払い
受領処理

小口支払い
受領処理

受領書
送付

金額 > 100,000

金額 <= 100,000
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トランジション上の論理式は、支払いに関するデータ「金額」によってどちらの
トランジションが発生するかを決定します。このような表記法は、数学的手法の
一つであるペトリネットで一般的に使用されており、XPDLの開発に影響を与えま
した。

フローチャートでは通常、特定の図形要素を使用してロジックの分岐を示しま
す。XPDLでは、この目的のためにルーティング アクティビティ（ゲートウェ
イ）が用意されています。ゲートウェイを使用するダイアグラムは次のように表
されます。

ひし型のノードがルーティング アクティビティです。「X」は排他的ORロジック
を表します。左側のXORノードは分岐しており、一方の出力トランジションにの
み条件式があります。もう一方のパスには、デフォルト ゲートの印が付いていま
す。他のすべての出力ゲートがfalseに評価される場合のみ、デフォルト ゲートが
使用されます。

3 BPMI, Business Process Modeling Notation (BPMN), Version 1.0 – May 3, 2004;
4 WfMC, XPDL 2.0 WFMC-TC-1025, Version 1.0 – October 3, 2005

ノードとトランジションは、次のような構造を使用して複雑なグラフを自由に作
成できます。

 • 順列アクティビティ

 • 並列アクティビティ

 • ループ/サイクル

 • 条件パス

上図のフローでは、アクティビティ ノードの3番目のタイプであるイベントを導入
しています（始点と終点の円形）。イベントとは、ビジネス プロセスの進行中に
「発生」する事象を表します。これらのイベントはプロセスの流れに影響を及ぼ
し、通常、起因（トリガー）または影響（結果）を持ちます。イベントには、フ
ローに影響を及ぼすタイミングによって、開始、中間、終了の3種類があります。
トリガーと結果のタイプは数多くありますが、一般的な組み合わせの例を次に示
します。

ゲートウェイには多くの種類がありますが、もっともよく使用されるものを次に
挙げます。

排他（XOR)

並列（AND)

支払い
の受領

大口支払い
受領処理

小口支払い
受領処理

受領書
送付

金額 > 100,000

金額 <= 100,000

注文書受領

受入れ/拒否？

注文受領指図

出荷指図

請求書送付 売掛金計上 支払い受領

注文のクローズ

拒否

受入れ
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アクティビティ

次に、基本アクティビティの詳細について考えます。アクティビティはプロセス
の1ステップですが、そのステップでは何が起こるのでしょうか? 通常、あるステ
ップを実行するには、1つ以上のリソースが必要です。たとえば、特定のスキルを
持つ人員や、または何らかのシステム リソースです。ステップでは、これらのリ
ソースにより、タスクまたはアプリケーションが実行されます。

そこで、基本アクティビティにはさまざまな属性が用意され、アクティビティを
実行できるユーザー、呼び出されるWebサービスやアプリケーション、ステップ
で使用/変更される対象オブジェクトのプロパティといった情報が提供されます。

ビジネス プロセス モデルでは、関係者（リソース）およびアプリケーションを、
単一プロセスまたはプロセスの集合に対して定義できます。同様に、作業オブジ
ェクトのプロパティも単一プロセスまたはモデル全体に対して定義できます。

アクティビティには、他にも特別な役割や実装方法を定義する属性があります。
次はその一例です。

 • StartActivity プロセスがここから開始することを示す

 • IsATransaction トランザクション ベースのセマンティクス

タスクとアプリケーション

基本アクティビティに指定できる標準タスクは7つあります。これらは主にWebサ
ービスの呼び出しやWSDL5 メッセージに使用されます。また、8つ目のタスク タ
イプは、ビジネス プロセス モデル内でシグネチャが定義されたアプリケーション
を呼び出すのに使用されます。

プロセスから呼び出されるアプリケーションは、プロセス レベルまたはパッケ
ージ レベル（6ページの「パッケージ メタモデル」を参照」）で定義されます。 
アプリケーションには次のようなタイプがあります。

 • 従来型アプリケーション

 • コンポーネント

 • Webサービス

 • ビジネス ルール

 • フォーム

 • スクリプト

メッセージによってトリガーされる開始イベント

タイマーによってトリガーされる中間イベント

結果としてエラーを発生させる終了イベント
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複合アクティビティ

複合アクティビティは、独立した他のプロセス、または埋め込まれた他のプロセ
スを参照します。図形には特別な印が付きます。

複合アクティビティでは、プロセス定義を再利用できま
す。参照先が独立したサブプロセスの場合、実パラメー
タのリストは、呼び出し時にサブプロセスへ受け渡され
ます。

参照先が埋め込まれたサブプロセスの場合は、同一のデー
タ空間を共有するため、パラメータは受け渡されません。

（図形に表示されない技術的な点を説明すると、埋め込まれたプロセスはXPDL
のアクティビティ セットであり、複合アクティビティはブロック アクティビテ
ィとして参照されます。）独立したサブプロセスは、非同期的に呼び出すことが
できます。その場合、複合アクティビティからの出力トランジションは、即座に
後続アクティビティへの作業オブジェクトの経路を決定します。同期呼び出しで
は、複合アクティビティが続行するにはサブプロセスが完了する必要がありま
す。埋め込まれたサブプロセスは、常に同期的に呼び出されます。

メタモデルは、プロセス内のすべての要素の関係を示します。網掛けした要素は
XPDL 1.0にはありませんが、XPDL 2.0には含まれており、BPMNの構築をサポ
ートします。ゲートウェイとイベントについては、すでに説明した通りです。プ
ールとレーンは、スイムレーンを図形として使用するための要素です。

 プロセス メタモデル

5  Web Services Description Language
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パッケージ メタモデル

このメタモデルは、パッケージ レベルまたはビジネス プロセス ダイアグラムのレ
ベルで要素の関係を記述しています。網掛けした要素はXPDL 1.0にはありません
が、XPDL 2.0には含まれており、BPMNの構築をサポートします。
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トランジション（シーケンス フロー）は、プール内でレーンの間を横断できます
が、プールの間を横断することはありません。

メッセージ フロー

メッセージ フローは、通常Webサービスとメッセージ キューによって実装され
ます。

次のダイアグラムでは、異なるプールのアクティビティをメッセージ フローでつ
ないでいます。これにより、プロセス間のコレオグラフィが視覚的に表示されま
す。メッセージ フローは、同一プール内のアクティビティをつなぐことはできま
せん。同一プール内のアクティビティをつなぐにはシーケンス フローを使用し、
異なるプールのアクティビティ間のやり取りを表すにはメッセージ フローを使用
します。

この例では、プールは水平方向に配置され、ページ幅いっぱいに広がっています
が、仕様では垂直プールもサポートしており、幅や高さの制限も可能です。その
ため、抽象プロセスとそのコレオグラフィの仕様を記述する際にもプールを使用
できます。

ロ
ー
ン
申
請

申請入力 申請処理

ロ
ー
ン
申
請 経

理
担
当

事
務
員

申請入力

申請処理

スイムレーン

次のダイアグラムは、ローン申請プロセスを含む単一のプールを表します。プー
ル内にレーンはありません。プロセスは独立したサブプロセスか、または埋め込
まれたサブプロセスのどちらかです。

次のダイアグラムも、同じくローン申請プロセスを含む単一のプールを表します
が、このプールには2つのレーンがあります。レーン内のアクティビティには、実
行者としてレーンの名前によって指定されるリソースが必要です。
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申請のチェック
チェック結果の送

付

成果物

成果物は視覚的な表現により文書化機能を提供します。

関連を使用して、成果物をアクティビティなどのフロー オブジェクトに接続しま
す。関連は、シーケンス フローやメッセージ フローと似ていますが、経路の一端
または両端に矢印を付けることができます。

データ オブジェクト:

テキスト注釈:

グループ: さまざまなオブジェクトを同一の名前でラベル付けして、レポートなど
の目的に使用できます。

アクティビティ

データオブジェクト

アクティビティ
アクティビティに関連する
テキスト

グループ
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プロセス定義とレポート作成

XPDL 2.0のドキュメントは、プロセスの集合（パッケージ）に対するプロセス定
義を含みます。このXMLドキュメントは、モデリング ツール、シミュレーション 
ツール、および実行エンジンで使用されるだけでなく、BAM レポーティング ツー
ルで使用される基本情報や、OLAP キューブ レポーティング テクノロジで使用さ
れるディメンジョンおよびメンバ情報も提供します。

上図のビジネス プロセス マネジメント システムの例では、Admin機能を使用し
てXPDLプロセス定義を分析エンジンに送り、実行時の詳細情報をキャプチャする
ログ イベントのストリームを送信します。分析エンジンは、プロセス定義、関係
者、およびキュー情報に基づいてデータベースとOLAPキューブを構築します。イ
ベントは分析エンジンで処理され、データベースのファクト テーブルおよびディ
メンジョン テーブルを更新します。キューブ処理が完了すると、データのインタ
ラクティブ スライスやダイス ビューを表示できます。データの表示には、Excel
やその他のプロセスおよびビジネス インテリジェンス ツールを使用できます。 
次の図は、履歴データに基づいたExcelチャートの例です。

BPM システム ステージング
イベント
待ち行列

OLAP
キューブ

トランスミット 収集 パブリッシュ 加工

抽出、変換 ＆ロード(ETL)

プロセスコントロール層の分析エンジン

Admin

ファクト、
ディメンジョン
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6  Business Activity Monitoring;   7  OnLine Analytical Processing

データを表示する別のアプローチでは、選択したデータをプロセス定義の視覚的
な構造に沿って表示します。この方法では、履歴データの表示だけでなく、実行
システムのアニメーションやシミュレーションが可能です。

シミュレーション

WfMCメタモデルとXPDLファイル フォーマットに基づいたシミュレーション エ
ンジンが、以前から利用されてきました。これらのエンジンは、XMLシナリオ フ
ァイルによって駆動します。XPDLパッケージは、多くの追加スキーマによって強
化され、シミュレーションに必要な情報として、アクティビティのパフォーマン
スに関する詳細（期間情報など）、作業開始スケジュール、リソース特性（スキ
ル セットや作業スケジュール、コストなど）、その他さまざまなシミュレーショ
ン オプションを提供します。このようなデータの一部は、OLAPデータベースに
収集された履歴情報から自動的に取得されます。

これらのシミュレータは、BPM実行エンジンと同一のログ イベント ストリームを
生成できるため、同じ分析エンジンを使用してチャートやレポートを作成し、シ
ミュレーションでテストした変更点を評価できます。

シミュレーションの技術は、XPDL 2.0に組み込まれた新しい構成要素、特に
BPMNのイベントとメッセージ フローを含むよう拡張される必要があります。
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プロセス モデルの交換

共通のメタモデルを使用すると、ツール間でプロセス モデルを交換できます。

ツールのタイプ:
 • シミュレーション ツール

 • 監視ツール

 • 実行ツール

 • モデリング ツール

 • リポジトリ ツール

次のダイアグラムは、BPMスィートにおけるプロセス モデル交換の例を示して
います。

分析
OLAP
分析

OLAP

プロセス
モデリング

（スケッチブック）

BPMN

プロセス
モデリング

（スケッチブック）

BPMN

シミュレーション
（コントローラ、
アニメーション
エンジン）

シミュレーション
（コントローラ、
アニメーション
エンジン）

分析、
レポーティング、
モニタリング

分析、
レポーティング、
モニタリング

パフォーマンス
管理

パフォーマンス
管理

プロセス

実行
プロセス

実行

プロセス
デザイナ
プロセス
デザイナ

業務
処理
業務
処理

XPDL

XPDLXPDL

イベントログ
XML



まとめ

X P D Lは、業界をリードする標準プロセス定義言語であり、ワークフロ
ー、BPM、BPA、およびモデリングの分野で、60を超えるソリューションに
使用されています。XPDLは標準を提供しつつ拡張可能な仕様となっているた
め、XPDLに対応したアプリケーションは、開発されたモデルを互いに読み込める
だけでなく、拡張属性を使って製品独自の機能を表すことができます。プロセス 
モデル単位で標準のプロセス定義を適用しつつ、製品の独自機能を完全に表現す
ることができ、互換性を確保するために製品の機能を制限したり見直す必要はあ
りません。

このような特徴を持つXPDLと違い、他の仕様では100%の一貫性が求められるた
め、少しでも仕様から逸脱すると、描画されるプロセスが標準から外れて読み取
れなくなります。XPDLプロセス モデルでは、はじめにある環境で開発して、別
の環境で編集し、さらに異なる環境で実行するといったことが可能です。プロセ
ス モデリングやマネジメント ライフサイクルに関わる各ツールで追加された拡張
属性を失ったり、モデルを破壊する恐れはありません。

XPDLモデルはXPDL準拠の実行エンジンで実行されますが、XPDLはBPELのよ
うなコンパイラ型のプログラミング言語ではなく、プロセス定義の「図面」を完
全な形で記述するプロセス設計フォーマットとして理解されるべきです。BPELと
XPDLは、競合する排他的な関係にあると誤解されがちですが、実際はまったく異
なるものであり、互いを補完する標準です。BPELは「実行言語」であり、Webサ
ービスのオーケストレーション、特に、インタラクションの基本的な順序や、ポ
イント ツー ポイントのデータ フローを定義するために設計されています。このた
めBPELは、アプリケーション統合においてループバックが存在しない直線的なプ
ロセスやデータ フローの作成に最適です。

XPDLのバージョン2.0リリースでは、BPMN図形に基づく標準図形アプローチ
により、ビジネス プロセス定義を作成できます。XPDLプロセス定義はBPMN
プロセス ダイアグラムと1対1で対応した表記を保存できるため、XPDLは事実
上、BPMNのファイル フォーマットであり、BPMNを「シリアライゼーション　
（永続化）」するものと言えます。基本定義にXPDLメタモデルが使用されていれ
ば、BPMNを使用しない設計手法およびプロセス モデルについても、XPDLは同
様の役割を果たします。XPDLのファイル フォーマットは、WfMCメタモデルに
基づいており、さまざまな製品に向けてプロセス定義を作成して、インポート、
エクスポートするフレームワークを確立します。これらの製品には、実行エンジ
ン、シミュレータ、ビジネス プロセス分析およびモデリング ツール、BAMレポー
ティング ツールなどがあります。フォーマットを定義するスキーマは拡張可能で
あるため、ベンダおよびユーザーは拡張機能を利用でき、また、将来バージョン
へ向けた拡張も容易です。
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