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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　その各々がそれぞれのウェブサービス手段にマッピングされる複数の役割間におけるメ
ッセージ交換のフローを定義するコレオグラフィーにしたがって、第１及び第２のウェブ
サービス手段の間でメッセージ交換を実行する方法であって、
　バージョン決定手段が、記憶手段に記憶された第１のウェブサービス手段によりサポー
トされるコレオグラフィーのバージョンに関する情報と、該記憶手段又は該記憶手段とは
異なる記憶手段に記憶された第２のウェブサービス手段によりサポートされるコレオグラ
フィーのバージョンに関する情報とに基づいて、前記第１及び第２のウェブサービス手段
の両方によりサポートされる、コレオグラフィーのバージョンを計算するステップと、
　バージョン決定手段が、後続のすべてのメッセージ交換で使用するために、前記計算さ
れたコレオグラフィーのバージョンから特定のバージョンを選択するステップと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記交換されるメッセージはドキュメントを含み、前記記憶手段は第１のウェブサービ
ス手段によりサポートされるサービスのバージョン及びドキュメントバージョンに関する
情報を更に記憶し、前記記憶手段又は前記記憶手段とは異なる記憶手段は第２のウェブサ
ービス手段によりサポートされるサービスのバージョン及びドキュメントバージョンに関
する情報を更に記憶し、
　前記バージョン決定手段が更に、実行時に、前記第１及び第２のウェブサービス手段の
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両方によりサポートされる、サービスのバージョン、並びにメッセージ交換及び必要に応
じてドキュメントバージョン間でのメッセージ変換において前記第１及び第２のウェブサ
ービス手段により使用されるべきドキュメントバージョンとを決定するステップを更に備
えたことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記方法は、複数のコレオグラフィー定義言語に適応していることを特徴とする請求項
１に記載の方法。
【請求項４】
　前記方法は、複数のウェブサービスエンティティインターフェイス定義言語に適応して
いることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記記憶手段又は前記記憶手段とは異なる記憶手段は更に、前記サポートされたコレオ
グラフィーのバージョンの中での前記ウェブサービス手段のプリファレンスを記憶し、前
記特定のバージョンを選択するステップは更に、少なくとも１つの前記ウェブサービス手
段のプリファレンスを利用するステップを含む請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　ウェブサービスをコレオグラフィー処理し、コレオグラフィーにしたがってウェブサー
ビス手段の中でメッセージ交換を実行し、ここで、前記コレオグラフィーは要求される電
子メッセージのシーケンス及び現在のメッセージの前のメッセージに対する依存関係を定
義し、該電子メッセージは複数のウェブサービス手段の規格準拠インターフェイス間で交
換され、前記メッセージ交換において、コレオグラフィーのバージョンの各々について実
質的に同一の最初のメッセージが使用される方法であって、
　前記ウェブサービス手段が、サポートされるコレオグラフィーのバージョンを識別する
データをレジストリーに維持するステップと、
　送信ウェブサービス手段が、レジストリーサーバにアクセスし、受信ウェブサービス手
段によりサポートされるコレオグラフィーの少なくとも１つの特定のバージョンを決定す
るステップと、
　送信ウェブサービス手段が、前記コレオグラフィーの特定のバージョンを使用して前記
メッセージ交換を開始するステップと、
を備えた方法。
【請求項７】
　前記レジストリーは、更に、前記サポートされたコレオグラフィーのバージョンの中で
前記受信ウェブサービス手段のプリファレンスを識別するデータを含み、前記決定するス
テップは更に、少なくとも１つのウェブサービス手段のプリファレンスを利用する段階を
含む請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記メッセージはドキュメントを含み、更に、
　１つ又はそれ以上の記憶手段に記憶された、前記ドキュメントに適用できるドキュメン
トバージョン間で変換するための変換手段が、前記ウェブサービス手段により使用される
べき特定のドキュメントバージョン及び必要に応じて前記特定のドキュメントバージョン
間での変換を決定するステップと、を備えた請求項６に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ドキュメント交換コレオグラフィー(choreography)をサポートするコンピュ
ータベースの装置及び方法に係る。より詳細には、本発明の態様は、コレオグラフィーバ
ージョン、サービスバージョン、及びドキュメントバージョンの種々の組合せによりシス
テムの展開を容易にする装置及び方法に係る。又、本発明は、コレオグラフィーエージェ
ントを使用してコレオグラフィー管理を行なうと共に、非コレオグラフィーイネーブルア
プリケーションへのコレオグラフィーイネーブルインターフェイスを与える。本発明の更
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に別の態様は、多数のコンテクスト設定フランチャイズ型サービスとして、ホストサービ
スのグラフィックデザインツール及び透過的（トランスペアレント）エイリアシング（al
iasing）を包含する。本発明の特定の態様を、特許請求の範囲、明細書本文及び添付図面
に記述する。
【０００２】
　（著作権の通告）：
　本特許文書の開示の一部分は、著作権保護を条件とする画面イメージを含んでいる。本
著作権者は、特許商標庁の特許ファイル又は記録に現われる場合に任意の者が特許文書又
は特許開示を複写再現することに異議を唱えるものではないが、その他の場合には全ての
著作権を留保するものとする。
【背景技術】
【０００３】
　ビジネス対ビジネス（Ｂ２Ｂ）及びアプリケーション対アプリケーション（Ａ２Ａ）電
子商取引は、電子データ交換（ＥＤＩ）のための以前のプロトコルに置き換わりつつある
。企業がＢ２Ｂ及びＡ２Ａシステムでそれらの効率を改善するように努力するにつれて、
多数の互換性のないプラットホームや計算規格が出現した。互換性のある規格の中には、
埋めるべきギャップが残っている。例えば、業界は、簡単なウェブサービスとは何かを定
義した。簡単なウェブサービスに関連した規格は、ＵＤＤＩ、ＷＳＤＬ、ＸＳＤＬ及びＳ
ＯＡＰを含む。しかしながら、これらの規格は、実際のＢ２Ｂ及びＡ２Ａ電子商取引のた
めのセキュリティ、信頼性、管理性及びコレオグラフィー(choreography)要求を完全に満
足するものではない。この点において、サービス間のメッセージ交換のコレオグラフィー
は、コレオグラフィー型交換に対するパターンを設定し、そして交換の一部分であるメッ
セージを会話ＩＤのような識別子で追跡することを含む。特に、コレオグラフィーは、多
数のオプション及びコンフィギュレーション問題を伴う競合するプラットホームを提起す
る。コラボラティブ(collaborative)ウェブサービス及びそれらのコレオグラフィーは、
非ウェブビジネスと同様に展開することが予想される。展開から生じる問題を動的に解決
する包括的又は一体的な装置や方法は存在しない。
【０００４】
　Ｂ２Ｂ及びＡ２Ａ電子商取引を実施する１つの方法は、ウェブサービスの利用である。
ウェブサービスは、基本的に、ウェブ上の機能をモジュラー(modular)形態で提示させる
新規な方法である。ウェブサービスの現在の展開段階では、ドキュメント交換及びＲＰＣ
ウェブサービスが著しく注目されている。ＲＰＣウェブサービスは、呼び出し者が、イン
／アウトパラメータで手順呼び出し（プロシジャーコール）に良く似た何かを呼び出すこ
とで、ウェブサービスを呼び出すようなＲＰＣプログラミングパラダイムをサポートする
。
【０００５】
　ウェブサービスの現在の実施は、通常、３つの規格に適合する。ＵＤＤＩは、サーチ基
準に基づいてウェブサービスを発見しそしてそのインターフェイスをダウンロードするた
めのレジストリー規格である。ＷＳＤＬは、ウェブサービスのメッセージインターフェイ
スを定義するインターフェイス規格である。ＳＯＡＰは、有線上のペイロードを伝送する
のに使用されるＨＴＴＰ（Ｓ）トランスポートへのバインディングが定義されたエンベロ
ープ(envelope)プロトコル規格である。ウェブサービスは、通常、ＸＳＤＬ、Ｘｌｉｎｋ
、Ｘｂａｓｅ及びＸｐｏｉｎｔｅｒのようなＸＭＬ規格、並びにＨＴＴＰ（Ｓ）及びＵＲ
Ｉのような汎用ウェブ規格に依存する。
【０００６】
　今日のほとんどのウェブサービスは、単純なウェブサービスである。単純なウェブサー
ビスとは、信頼性のない同期式のＨＴＴＰ（Ｓ）トランスポートを使用し、そしてトラン
スポートレベルのセキュリティ以外のセキュリティをサポートせず、又、通信当事者によ
りプライベートに理解されるペイロード内のセキュリティ情報に合意するだけである。単
純ウェブサービスは、オペレーションを含む。ウェブサービスを呼び出すことは、ウェブ
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サービスのオペレーションを呼び出すことを意味する。オペレーションは、一方向メッセ
ージを受け容れるか、或いは呼び出し者が応答を阻止しそして呼び出されたサービスが直
ちに応答するような要求／応答パラダイムをサポートするように設計されてもよい。単純
ウェブサービスは、ＲＰＣプログラミングパラダイム、又はドキュメントベースのプログ
ラミングパラダイムを使用してもよい。
【０００７】
　規格に適合するウェブサービスで発生する課題は、企業のビジネス業績を改善するため
に高性能ウェブサービスを定義することである。このようなウェブサービスは、ＳＭＴＰ
、ＪＭＳ、プライバシー（暗号化）、完全性（署名）、認証及び許可、並びにルーティン
グのような信頼性の高い（厳密に１回）、非同期トランスポートでの呼び出しをサポート
する。
【０００８】
　発生する別の課題は、コラボラティブウェブサービスを定義することである。これらの
ウェブサービスは、他のウェブサービスとの長時間の相互作用を保持し、そしてコレオグ
ラフィー型会話（入力と応答のやり取り）の内容をもたない非コラボラティブウェブサー
ビスを呼び出すことがある。このようなコラボラティブウェブサービスは、会話における
関連メッセージを相関するためのサポートと、返送アドレスのサポートとを必要とする。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　Ｂ２Ｂ及びＡ２Ａ電子商取引に適用可能な規格を拡張するための業界のイニシアティブ
は多数ある。コレオグラフィーの作業ＯＡＳＩＳからのｅｂＸＭＬ／ＢＰＳＳ、ＩＢＭか
らのＷＳＦＬ、及びマイクロソフトからのＸＬＡＮＧを含む。会話（入力と応答のやり取
り）の作業は、ＯＡＳＩＳからのｅｂＸＭＬ／ＴＲＰ、及びマイクロソフトのＷＳルーテ
ィングを含む。付加的な作業は、ＩＢＭ、マイクロソフト及びＢＥＡシステムズからのＢ
ＰＥＬ４ＷＳ（ウェブサービスのためのビジネスプロセス実行言語）と、サンマイクロシ
ステムズからのウェブサービスコレオグラフィーインターフェイスと、ＷＳＣＬ（ウェブ
サービス会話言語）及びＢＰＭＬ（ビジネスプロセスモデリング言語）とを含む。
【００１０】
　非常に多数のコレオグラフィー活動が進行中であって、幾つかの業界リーダーは、２０
０２年の９月、Ｗ３Ｃ規格団体の「ウェブサービスアーキテクチャーワーキンググループ
」に、非互換性を解決する規格を制定するよう求めた。信頼性については、マイクロソフ
トからの提案、ＯＡＳＩＳからのｅｂＸＭＬ／ＴＲＰ、及びＩＢＭからのＨＴＴＰＲが存
在する。Ｗ３Ｃは、これら全ての領域における規格化を検討している。重要な業界の活動
家は、ＷＳＩと称されるライバルのコンソーシアムを形成した。しかしながら、それらは
、サービス展開及びコレオグラフィー問題に向けられたものではない。
【００１１】
　従って、ドキュメント交換コレオグラフィーの展開をサポートする方法及び装置を開発
することが必要である。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、ドキュメント交換コレオグラフィーをサポートするコンピュータベースの装
置及び方法に係る。より詳細には、本発明の態様は、コレオグラフィーバージョン、サー
ビスバージョン、及びドキュメントバージョンの種々の組合せによりシステムの展開を容
易にする装置及び方法に係る。又、本発明は、コレオグラフィーエージェントを使用して
コレオグラフィー管理を行なうと共に、非コレオグラフィーイネーブルアプリケーション
へのコレオグラフィーイネーブルインターフェイスを与える。本発明の更に別の態様は、
多数のコンテクスト設定フランチャイズ型サービスとして、ホストサービスのグラフィッ
クデザインツール及び透過的（トランスペアレント）エイリアシング（aliasing）を包含
する。本発明の特定の態様を、特許請求の範囲、明細書本文及び添付図面に記述する。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、添付図面を参照して詳細に説明する。本発明を例示するために好ましい実施形態
を説明するが、これは、特許請求の範囲により規定された本発明の範囲を限定するもので
はない。当業者であれば、以下の説明に基づいて種々の同等の変更がなされ得ることが理
解されよう。
【００１４】
　コミュニティ及びコミュニティのネットワークは、ドキュメント交換コレオグラフィー
を実施するコンピュータ支援型装置及び方法が有用となる１つの環境である。これらのコ
ミュニティの中で、あるコミュニティは、そのコミュニティの一部分であるユーザ、会社
、サービス及びコネクタのような情報を含むローカルレジストリーを維持する。コミュニ
ティは、市場、企業、又は事業部でよい。コミュニティは、１つ以上のコミュニティネッ
トワークに所属することができる。通常、コミュニティ及びネットワークは、ある共通の
ビジネス利益を有する。１つ以上のコミュニティネットワーク内のメンバーコミュニティ
間で相互運用(interoperation)がなされる。コミュニティのネットワークは、コミュニテ
ィのグローバルレジストリーを利用できるようにする。このグローバルレジストリーは、
コミュニティをルックアップし、そしてそのコミュニティ又は外部コネクタへの１つ以上
のルートを決定するのを許し、上記外部コネクタは、それを経てコミュニティへ向う電子
商取引ドキュメントをルーティングできるものである。
【００１５】
　１つのコミュニティから別のコミュニティへルーティングされるドキュメントは、２つ
のコミュニティについては外部コネクタ間で直接ルーティングされてもよく、或いは１つ
以上の中間コミュニティを経て間接的にルーティングされてもよい。又、コミュニティを
伴うトランザクションに対するビジネス及びセキュリティルールも定義して、コミュニテ
ィレジスタに維持すことができる。
【００１６】
　コネクタとは、他のアプリケーションと通信するアプリケーションに対する一般的用語
である。コネクタは、ハブ、ゲートウェイ、外部ポート、中央コネクタ等として機能する
他のコネクタを通してピア対ピア（Ｐ２Ｐ）ベース又は指令ベースで通信することができ
る。Ｐ２Ｐで通信するコネクタは、同じトランスポート／エンベローププロトコルを使用
する他のコネクタと通信することができる。Ｐ２Ｐで通信するコネクタは、任意であるが
、同じトランスポート／エンベローププロトコルを使用しないコネクタと通信を試みると
きに、変換サービスを実行する他のハブコネクタの協力を得てもよい。指令ベースで通信
するコネクタは、ルーティングルールに基づいてハブコネクタを経て通信する。コネクタ
間のルーティングルールは、１つ以上のトランスポート／エンベローププロトコルに対し
て１つ以上のハブ及びスポークトポロジーをサポートするように、指令グラフにマップす
ることができる。ハブ及びスポークトポロジーは、１つ以上の結合子(tier)においてスポ
ークに沿ってハブへの通信を指令する。これは、勘定、ビジネスインテリジェンス収集、
追跡、監査、会計、その他の集中サービスを容易にする。
【００１７】
　異なるトランスポート／エンベローププロトコル及びテクノロジーをサポートするため
に、多数のハブ及びスポーク組織が同じコネクタをオーバーレイしてもよい。例えば、Ｈ
ＴＴＰ又はＨＴＴＰＳを使用するのではなく、ソニック(Sonic)をトランスポートテクノ
ロジーとして使用するために、より強いハブ及びスポーク組織が必要とされてもよい。任
意であるが、通信ルートは、発信元及び宛先が同じコミュニティの一部分であるかどうか
に依存してもよい。準コミュニティ（全コミュニティを含んでもよい）内で、集中機能が
不要とされ、そして他の準コミュニティ内の宛先と通信するときに親コネクタと通信する
よう指令されたコネクタ間でＰ２Ｐ通信が許可されてもよい。
【００１８】
　コネクタは、単純コネクタ（時々単にコネクタと称される）、ハブ（時々ゲートウェイ
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又はルーターと称される）又は中央コネクタにラベル付けされることができる。或いは又
、それらは、機能的に記述されてもよい。単純コネクタは、同じ準コミュニティ内のコネ
クタ間でＰ２Ｐ通信することが許されるとき以外は、ハブコネクタを経て通信するよう指
令される。いわゆるハブは、それらに明確に向けられ又はリンクされるコネクタにより使
用される。ハブは、２つ以上の機能を果たすことができ、従って、送信元から宛先へのル
ートにおいて２回以上現われることがある。
【００１９】
　ハブは、電子商取引のドキュメント又はメッセージを転送する。又、ハブは、共通のエ
ンベローププロトコルをサポートするトランスポートプロトコル間で変換を行ってもよい
。例えば、ハブは、エンベローププロトコルを変換し、そして受信時ではなく送信時に異
なるトランスポートプロトコルを実施してもよい。中央コネクタは、ハブの特殊なケース
であり、それらに明確に向けられもリンクもされないコネクタにより使用することができ
る。中央コネクタは、例えば、ルーティングルールに基づいて送信元からコネクタを横断
することが、宛先によって使用されるトランスポート／エンベローププロトコルをサポー
トするハブに至らないときに、変換機能を実行するのに有用である。
【００２０】
　規格という点で、ＷＳＤＬは、いわゆるサービス定義（ＷＳＤＬがポート形式（portty
pe）と称する）、サービスインスタンス（サービス）、及びコネクタ（ポート）を定義す
るのに使用される規格ベースの言語である。サービス定義は、クラス定義と同様である。
ＷＳＤＬは、サービス形式を命名し、本質的にサービスのメソッドであるサービス定義の
ための１組のオペレーションを定義し、そしてオペレーションの入力／出力メッセージを
定義する。ＷＳＤＬにより指定されるオペレーションの形式は、通知（１つの外方に向う
メッセージ）と、一方向（１つの内方に向うメッセージ）と、勧誘／応答（同期、１つの
外方のメッセージの後に１つの内方のメッセージが続く）と、要求／応答（同期、１つの
内方のメッセージの後に１つの外方のメッセージが続く）とを含む。ＷＳＤＬは、サービ
ス間の相互作用のコレオグラフィーを取り扱わない。
【００２１】
　本発明の態様は、ＷＳＤＬを大きく越えて、サービスにおけるコレオグラフィー処理オ
ペレーションに向けられる。コラボラティブオペレーションは、コラボラティブ相互作用
により呼び出され、ここで、１つのサービスインスタンスにおけるオペレーションが別の
サービスインスタンスにおけるオペレーションを呼び出す。２つのサービスインスタンス
間のコラボラティブ相互作用は、単一の会話の一部分であり、ここで、会話は、メッセー
ジの双方向フローであると共に、コレオグラフィーインスタンスである。会話におけるメ
ッセージは、通常、会話ＩＤと、適用コレオグラフィーと、サービス／オペレーションの
開始の識別又はそこへの復帰アドレスとを含む。
【００２２】
　図１は、本発明の多数の態様を組み合わせて、会話としてコレオグラフィー処理される
特定のメッセージ交換に対して、ドキュメントバージョン及び変換１０１、サービスバー
ジョン１０２及びコレオグラフィーバージョン１０３を動的に決定するための能力を示す
。これらの動的な決定は、幾つかの関連出願に述べられていると共に、以下に説明する。
【００２３】
　ＷＳＤＬにおけるメッセージは、名前と、１組の部分とを有する。各部分は、名前と、
ＭＩＭＥコンテンツ形式と、ＸＭＬの場合に部分に対するスキーマ定義とを有する。
【００２４】
　本発明は、ＸＭＬ部分に対する明確なスキーム（構成）定義ではなく、ドキュメントバ
ージョンの動的な決定をサポートするドキュメントファミリーの概念を追加する。ドキュ
メントファミリーとは、そのスキーム（構成）がドキュメント構造を定義するような１組
のドキュメントバージョンである。これは、２つの相互作用するサービスが、ドキュメン
トの異なるバージョンをサポートできるようにする。必要なターゲットドキュメントスキ
ーマに対して送信元ドキュメントへ変換するためのバージョン変換ロジックが設けられる
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。これにより、そのドキュメントを使用して互いに相互作用するネットワーク内の全ての
サービスをアップグレードせずにドキュメントバージョンを進化させることができる。こ
れは、いわゆるドキュメントバージョン相互作用であり、上述した特許出願「Registry D
riven Interoperability and Exchange of Documents」に詳細に説明されている。
【００２５】
　本発明は、動的に決定できるサービス定義バージョンの概念を導入する。新たなバージ
ョンは、既存のイン／アウトパラメータ又はドキュメントに新たな任意の部分を追加した
り又は既存の任意の部分を削除したりできると共に、サービスの初期バージョンに新たな
オペレーションを追加することができる。バージョン番号がメッセージアドレスにおける
サービス定義名の一部分ではないので、初期バージョンを使用するサービスインスタンス
は、サービスインスタンスのアップグレードされた新たなバージョンで正しくアドレスす
ることができる。（アドレスは、通常、当事者／サービス定義名／オペレーション）を含
む。）
【００２６】
　一般に、サービス定義は、定義に従うサービスインスタンス（時々、単にサービスと称
される）に対するテンプレートである。サービステンプレートを定義することは、形式を
定義することと同様であるが、サービスインスタンスを定義することは、その形式の変数
を定義することと同様である。サービス定義は、名前及びバージョンを有し、そしてサー
ビスにおけるアクティビティのリストを、１つ以上のアクティビティインターフェイスと
共に定義する。インターフェイスは、サポートされるドキュメントを明確に識別せず、少
なくとも、サポートされるドキュメントファミリーを識別する。ドキュメントファミリー
は、同じビジネスファンクションをもつ１組のドキュメントである。例えば、「ｐｕｒｃ
ｈａｓｅ　ｏｒｄｅｒ（購入注文）」は、ドキュメントファミリーであり、そしてｘＣＢ
Ｌ３．５　ｐｕｒｃｈａｓｅ　ｏｒｄｅｒ及びＲｏｓｅｔｔａｎｅｔ１．０　ｐｕｒｃｈ
ａｓｅ　ｏｒｄｅｒは、そのファミリーのメンバーである。
【００２７】
　サービス定義は、コミュニティのアドミニストレータにより確立されてもよいし、Ｃｏ
ｍｍｅｒｃｅ　Ｏｎｅのような売主から採用されてもよいし、或いは将来、規格団体によ
り定義されてもよい。サービスインスタンスは、使用するドキュメントの実際のバージョ
ンを指定することによりインターフェイス定義を完了する。又、インスタンスは、サービ
スのポリシー、及びサービスをオファーするＣＰも指定する。又、それがホストされるコ
ネクタも指定する。サービスインスタンスによりメッセージを送信及び受信する。サービ
スインスタンスにおけるアクティビティは、単一コネクタにおいてホストされるのが好ま
しい。
【００２８】
　コレオグラフィー定義言語は、一般に、役割(role)間のメッセージのフローを定義する
。ＷＳＤＬは、役割のサービスインタフェースを定義する。しかし、コレオグラフィー定
義言語は、ＷＳＤＬとマージしない。コレオグラフィーとサービスとの間の明確な結合は
ない。本発明の１つの態様は、コレオグラフィーの役割をサービスインスタンスへマッピ
ングすると共に、コレオグラフィーメッセージをサービスオペレーションのイン／アウト
パラメータへマッピングすることを含む。これは、上述した特許出願「Dynamic Interfac
e between BPSS Conversation Management and Local Business Management」に詳細に説
明されている。
【００２９】
　本発明は、サービスがサポートする一組のコレオグラフィー（例えば、名前で識別され
る）と、動的に決定できるそのコレオグラフィーにおける役割とを、サービス定義が定義
できるようにする。サービスインスタンスは、それがサポートするコレオグラフィーのサ
ブセットを示し、そしてサポートされたコレオグラフィーの中でプリファレンス順位(ord
er of preferences)を示することもできる。実行時に、参加するサービスインスタンスの
中でサポートされるコレオグラフィーの共通部分(intersection)が計算され、そしてコレ
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オグラフィーの特定のバージョンが、メッセージ交換で使用するために選択される。１つ
又はそれ以上のサービスのプリファレンス(preference)が考慮され、どのコレオグラフィ
ーバージョンを使用すべきかを決定することができる。その考慮に、イニシエータ(initi
ator)の勝ち、レスポンデント(respondent)の勝ち、最新バージョンの勝ち、最初のバー
ジョンの勝ち、又はプリファレンスの重み付けなどのルールが使用されてもよい。或いは
又、使用すべきコレオグラフィーバージョンを指定する２つのサービス間の合意を予め定
義することもできる。全てのコレオグラフィー・パーティシパント(participant)は、コ
レオグラフィー処理の会話において全ての後続メッセージに対して同じコレオグラフィー
を使用する。これにより、全ネットワークにおける全てのサービスがアップグレードされ
る必要なく、コレオグラフィーを発展させることができる。これが、いわゆるコレオグラ
フィーバージョン相互運用(interoperation)である。この相互運用は、コレオグラフィー
を記述するのに使用される言語とは独立して達成されるが、コレオグラフィーの意味をそ
の名前から理解すると、サービスに依存する。
【００３０】
　コレオグラフィーバージョンを選択するか又はサービスバージョンを発見する２つの方
法を、図２及び３に示す。図２では、第１のサービス２０１と第２のサービス２０２との
間でバージョンに関する情報を交換するためにメッセージが使用される。このアプローチ
は、最初のメッセージが他の全てのサービスに送信されるか、又は付加的な最初のメッセ
ージが第２の又はそれ以降のサービスから他のサービスへ送信されるようにして、３つ以
上のサービスへと拡張することができる。コレオグラフィーにおいて、例えば、コレオグ
ラフィーの異なるバリエーション及びバージョンにおける最初のメッセージ２１１は、実
質的に同じである。ドキュメントバージョンを考慮して、メッセージが若干異なってもよ
い。最初のメッセージにおける他の小さなバリエーションは許されるが、最初のメッセー
ジは、全てのコレオグラフィーバージョンに関して互換性が維持される。使用するコレオ
グラフィーが最初のメッセージにおいて選択された後、サービス間のいずれの方向におけ
る全ての後続メッセージは、このコレオグラフィーの一部である。
【００３１】
　コレオグラフィーバージョンが選択された後に、その後続メッセージ２１２－２２４は
、選択されたコレオグラフィーに準拠する。図３において、１つ又はそれ以上のレジスト
リーへの参照を使用して、第１のサービス及び第２のサービスによりサポートされるバー
ジョンに関する情報を発見する。発見プロセスに対してローカルなサービスは、メソッド
３２１にアクセス可能な第１のレジストリー３３１にバージョン情報を記憶することがで
きる。リモートサービスは、メソッド３２３にアクセス可能な第２のレジストリー３３２
にバージョン情報を記憶する。ある場合には、リモートサービスの情報は、第１のレジス
トリー３３１にあり、メソッド３２２にアクセス可能である。例えば、第１及び第２のサ
ービスが同じコミュニティにあって、同じレジストリーに依存する場合である。或いは、
第１及び第２のサービスが最近コンタクトしていて、第１のサービスが第２のサービスの
情報を第１のレジストリーにキャッシュしている場合である。両方のサービスによりサポ
ートされるバージョンに関する情報は、バージョン選択ロジック３１１により考慮される
。
【００３２】
　従って、本発明の態様は、ドキュメントバージョン、サービスバージョン、及びコレオ
グラフィーバージョンの幾つか又は全部を動的に決定するように多数のやり方で結合する
ことができる。本発明により実施されるように、ウェブサービスは、実質的に更新される
ことができると共に、同様に更新されなかった他のサービスとの相互運用性を保持するこ
とができる。
【００３３】
　本発明の更に別の態様は、複雑なコレオグラフィー及びビジネスプロセスを、インター
ネット又は別のネットワークにわたり分散コラボラティブウェブサービス間で、いわゆる
ピア対ピア相互作用又はコラボラティブ相互作用において、定義して実行することができ
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る。又、レガシーウェブサービス実施において一般的である標準クライアント／サーバー
相互作用（又はコラボラティブな相互作用）もサポートする。ピア対ピア相互作用では、
コレオグラフィーサポートは、サービス間で交換される関連メッセージを相関させ、そし
て会話メッセージに復帰アドレスを含ませる。
【００３４】
　コラボラティブサービスは、非コラボラティブウェブサービス又は他のアプリケーショ
ンインターフェイスとの仮想会話を有してもよい。基本的に、２つのサービスは、互いに
クライアント／サーバー相互作用を使用し、そして帯域から戻りアドレスを知る。これら
サービスは、メッセージペイロードを検査するアプリケーションロジックを使用してメッ
セージを相関させる。
【００３５】
　コラボラティブサービスは、ゼロ又はより関連付けられたコンテクストを有する。１つ
以上のトリガーオペレーションにより新たなコンテクストが生成される。或いは又、コン
テクストが自発的に（メッセージングの観点から）開始されてもよい。その後の非トリガ
ーオペレーションの開始は、このコンテクストに結合される。プロセスフローインスタン
スは、参照されるコンテクストである。１つのオペレーションがプロセスインスタンスを
キックオフし、そして全ての後続メッセージがこのインスタンスに関連する。このコンテ
クストは、イニシエータとの双方向会話と、コンテクストにより駆動される他のサービス
との双方向会話とを有する上で助けとなる。非コラボラティブサービスについては、各オ
ペレーションがそれ自体で完全であり、イニシエータは、いずれかのプログラムでよく、
サービスである必要はなく、そしてサービスにおいて他のすべてのオペレーションを呼び
出すこととは無関係である。
【００３６】
　より一般的には、当事者間に２つの形式のメッセージ相互作用がある。ピア対ピアメッ
セージは、通常、コレオグラフィーに関連している。ピア対ピア相互作用では、若干の付
加的な情報断片が与えられる。通常、送信ＣＰ、サービス定義、及びアクティビティ定義
を識別する復帰アドレスが与えられる。会話ＩＤ及びコレオグラフィーＩＤ並びにリファ
ーズ・ツー・ＩＤ(refers to ID)のようなメッセージ相関データが与えられる。復帰アド
レスは、呼び出されたサービスが応答すべき場所を識別する。このサービスを更に助ける
ために、この相互作用に使用される適用可能なコレオグラフィーは、会話の各メッセージ
において両サービスへ戻すことができる。会話ＩＤは、２つのサービス間の会話における
各メッセージに対して同じ値を有する。これは、サービスが関連メッセージを容易に相関
させられるようにする。コレオグラフィーＩＤは、第１メッセージにおいて選択され、そ
して会話に対して同じに保たれる。リファーズ・ツー・ＩＤは、応答であるところのメッ
セージのメッセージＩＤを指す。単一のメッセージが多数の応答を有してもよい。
【００３７】
　第２形式のメッセージ相互作用は、クライアント／サーバー相互作用（非コラボラティ
ブ相互作用とも称される）である。クライアント／サーバー相互作用では、通常、送信サ
ービス／アクティビティが存在しない。要求及び任意の単一応答は、通常、交換を完了し
、そしてその後のクライアント／サーバー相互作用は、これに関連しない。
【００３８】
　クライアント／サーバーの１つの特別な態様は、要求／応答呼び出しにおける応答に対
する変換サポートである。ピア対ピア相互作用では、送信サービスは、そのインターフェ
イスにおいて、どんなドキュメントが応答で予想（期待）されるかについて言及する。し
かしながら、クライアント／サーバーでは、このようにならず、要求者は、要求において
、応答で期待されるドキュメントについて言及しなければならない。要求者が、ある部分
に対して予想されるドキュメントを指定しない場合には、レスポンデントにより発生され
るドキュメントが、変換されずに送信される。
【００３９】
　サービスは、複数のドキュメント交換アクティビティインターフェイスを含んでもよい
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。ドキュメント交換アクティビティインターフェイスは、サービスインスタンスが登録さ
れるときにサービス定義の一部分として定義され（及びカスタマイズされ）てもよい。ア
クティビティは、そのインターフェイス及びそのポリシーにより記述される。例えば、Ｕ
Ｉサービスは、それらのアクティビティを特権決定(privilege determination)のために
レジストリーに登録し、そしてシングルサインオンウェブエージェントやリソース経路の
ような他のアクセス制御情報を登録してもよい。
【００４０】
　アクティビティは、図４に示す４つの形式のものがある。要求／応答４１１：このアク
ティビティは、要求及び応答を受け取る。勧誘／応答４１２：これは、要求／応答の逆イ
ンターフェイスである。勧誘応答アクティビティは、別のサービスインスタンスにおいて
要求／応答アクティビティを呼び出してもよい。一方向４１４：これは、非同期メッセー
ジを受信するアクティビティである。通知４１３：これは、一方向の逆インターフェイス
である。通知アクティビティは、別のサービスインスタンスにおける一方向アクティビテ
ィを呼び出す。これらの定義は、ＷＳＤＬと一貫したものである。
【００４１】
　アクティビティへの入力又は出力をメッセージと称する。メッセージは、多数の部分で
構成される。これらの部分は、次のように説明される。部分の名前は、その部分のアクテ
ィビティからの／アクティビティへの各メッセージに対して再使用されるその部分固有の
名前である。部分の形式は、ＸＭＬ部分でもよいし、或いはＭＩＭＥ形式により説明され
る部分でもよい。部分が、定義されたＭＩＭＥ形式をもたない場合には、その部分に対す
るＭＩＭＥ形式を、実行時に、呼び出し者により供給することができる。
【００４２】
　部分の位置は、その部分が本体内であるか又はアタッチメントであるか指定する。或い
は又、それがメッセージヘッダにあってもよいし、或いはそれがメッセージの外部にあっ
て、メッセージがそれだけを指してもよい。部分は、必要とされてもよいし、任意であっ
てもよい。ルート(root)のインジケータ：メッセージには１つのルート部分がなければな
らない。これは、通常、メッセージのメインテーマであり、通常、ＸＭＬ部分である。ル
ート部分は、他の部分を見つけるための横断のスタート点を意味する。これは、他の部分
への参照を含んでもよいが、必ずしも、それらの全部をルート部分からの横断により発見
できなくてもよい。又、メッセージは、ドキュメントＩＤリストを含んでもよい。いかな
る部分（ＸＭＬ又は非ＸＭＬ）も、ドキュメントファミリーに属することができる。ドキ
ュメントファミリーのメンバー（ドキュメントＩｄと称される）に関連付けられるのは、
記述子情報、任意であるがスキーマ、及び任意であるがこのメンバーからの／このメンバ
ーへの種々の形式の変換マップである。ドキュメントファミリーのメタデータは、サービ
スとは独立して（無関係に）登録される。
【００４３】
　コレオグラフィー処理されたサービス内で、プロセスフローを使用して、インターフェ
イスの両側でアクティビティを整合することができる。プロセスエンジンにおいてデザイ
ンツール及び定義実行を使用して定義されるプロセスフローの概念が、他のコンテクスト
において使用されている。例えば、Ｃｏｍｍｅｒｃｅ　Ｏｎｅは、ＣＰＭと称するプロセ
スフロー解決策を有する。プロセスは、潜在的な分岐ポイント及び並列な実行スレッドを
伴うフローを定義する。プロセスインスタンスには、コンテクストが関連付けられ、そし
てある事象により開始されて長時間継続する。このコンテクストは、他の事象によりトリ
ガーされる一連の状態遷移を通過し、そしてプロセス自体は、フローの一部分として事象
を開始することができる。これら事象は、ＵＩ相互作用、ドキュメント交換事象（ドキュ
メントペイロードを伴う送信又は受信メッセージ）、コンテクスト状態又は関連データベ
ース状態の変化、或いはビジネスロジックの呼び出しを含んでもよい。
【００４４】
　図５は、アクティビティと内部プロセスとの間の相互作用を示す。アクティビティ４１
１から４１４は、プロセスフロー５２１から５２５とメッセージを交換する。プロセスフ
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ローステップは、それら自体の間にメッセージを渡す。別のインスタンスでは、プロセス
フローは、プロセスの分岐及び並列実行を含むことができる。
【００４５】
　又、プロセスエンジンにおいて実行される内部プロセスフローは、図６に示すように、
コレオグラフィーを集中的に管理するコレオグラフィーエージェントを構成するのに使用
できる。コレオグラフィーは、全てのメッセージフローをコレオグラフィーエージェント
６１０に通過させることにより集中的に管理することができ、このコレオグラフィーエー
ジェント６１０自体は、コラボラティブウェブサービスとして現われ、そして内部プロセ
スフロー６１２を使用する。コレオグラフィーエージェントに適応されて、サービス６３
０からサービス６４０へのメッセージは、サービス６３０から中間サービス６１０へのメ
ッセージに切り換えられ、この中間サービスがそのメッセージをサービス６４０へ転送す
る。サービス６４０からサービス６３０へ戻る非同期応答は、サービス６４０から中間サ
ービス６１０へのメッセージに切り換えられ、この中間サービスがそのメッセージをサー
ビス６３０へ転送する。コレオグラフィーエージェント６０１は、メッセージが渡される
インターフェイス６１１、６１３、６１４を含む。
【００４６】
　内部プロセスフロー６１２を使用して、１つ以上のコレオグラフィーの状態を追跡する
ことができる。内部プロセスフローステップの幾つか又は全部が、コレオグラフィー処理
されたメッセージの交換が完了せずに終了する場合に使用されるべき情報を、トランザク
ションロールバックログに記憶することができる。コレオグラフィーエージェントを通過
して整合される１つ以上のコレオグラフィーインスタンスの状態の問い合せをサポートす
るために、インターフェイスを追加することができる。同様に、アクティビティの統計学
的情報をコレオグラフィー整合中にコンパイルして、インターフェイスを通過して報告す
ることができる。この集中化は、コレオグラフィーの状態を追跡のために容易に問い合せ
できるようにする。エラー処理及びエラー補償アクションを更に容易に実施することがで
きる。中間サービスがプロセスフローとして実施されるときには、内部プロセスフローが
プロセス定義に適合するので、コレオグラフィーは、おそらく全体的に正しいものとなる
。コレオグラフィーが正しいかどうかの全体的なチェックは容易にされる。
【００４７】
　プロセスエンジンにおいて実行されるプロセスフローは、事象をトリガーするメッセー
ジを得て、それらのメッセージを、事象を処理する一部分として送信する。これらのメッ
セージは、ＷＳＤＬのような標準的ウェブサービス定義言語を使用して記述することがで
きる。これらの記述は、ＵＤＤＩのような標準レジストリーで容易に発見することができ
る。それ故、これらのメッセージは、ウェブサービスへと一緒にグループ編成することが
できる。メッセージングシステムは、このサービスのアクティビティに対するメッセージ
を、フローを実行するコネクタへルーティングすることができる。あるオペレーションは
、新たなプロセスインスタンスに着手するセマンティック（意味）をもつことができる。
これらのオペレーションに対するメッセージは、新たなプロセスインスタンスを生じる。
他の到来するメッセージに対して、コネクタのディスパッチャーは、ペイロードコンテン
ツに基づくインスタンス、プロセスインスタンスの状態（特定のメッセージが特定のオペ
レーションに対して待機するようなステップにある場合に）、或いはメッセージエンベロ
ープにおけるメッセージ相関データ（到来するメッセージが以前の出て行くメッセージに
対する非同期応答であるときに有用な）を推論することにより、既存のプロセスインスタ
ンスへメッセージをリンクすることができる。
【００４８】
　多数のプロセスエンジン６１０、６２０、６３０、６４０において分散形態で実行され
てそれら自体の間にそれらの内部状態を渡すプロセスフローは、互いに相互作用する一組
のコラボラティブサービスとして処理することができる。
【００４９】
　本発明の更に別の態様は、呼び出される前にサービスへの申し込み(subscription)を任
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意に要求することである。サービス申し込みの間に、コラボラティブサービスに対して
、考えられるコレオグラフィーの１つを選択し、そして消費者及びプロバイダーの両方が
使用するように合意することができる。又、アクセス制御のようなサービスの他の態様は
、申し込み時に合意することもできる。
【００５０】
　サービス指向のアクセス制御は、サービスへのアクセス及びサービスにおけるアクティ
ビティ／オペレーションの管理及び実施を容易にするために一緒に作用する３つの重要な
概念、即ちサービス視認性、サービス申し込み、及びサービス特権又は許可、を有する。
サービス視認性は、サービスプロバイダーが、誰がサービスを発見できるか指定できるよ
うにすると共に、発見メカニズムが視認性に基づいて発見を制限できるようにする。サー
ビス視認性ルールは、誰かを視認できる、アドミニストレータ／オペレータを視認できる
、コミュニティにおける特定の当事者を視認できる、コミュニティにおける特定の役割を
視認できる、ネットワークにおける何らかのコミュニティを視認できる、或いはネットワ
ークにおける特定のコミュニティを視認できることを含む。
【００５１】
　また、視認性は、コラボレーション当事者（時々、取引当事者又はパートナーと称され
る）にも適用される。ある当事者がコミュニティに登録されるときには、その当事者はデ
フォルト値としてコミュニティにおいて視認できる。更に、当事者は、ネットワークにお
ける何らかのコミュニティ、又はネットワークにおける特定のコミュニティを視認できる
ようにされる。又、サービス及び当事者情報は、指定の視認性ルールに基づいてパブリッ
クＵＤＤＩレジストリーに押し込むこともできる。
【００５２】
　また、各サービスアクティビティについては、申し込み時に（又はデフォルトによって
）１組の特権(privilege)を確立することができる。各サービスに対し、アプリケーショ
ンは、実際には特権グループであるサービス役割を指定することもできる。特権について
は、「特権が、特定組織単位の範囲をサポートするかどうか」、「特権がサービス役割の
一部分として使用できるだけであるかどうか」、等々の付加的な詳細を指定することがで
きる。又、サービスは、誰かがそれを利用する前にある種の申し込みを要求するかどうか
指定することもできる。例えば、供給者は、オーダー管理サービスにおいて、買手が申し
込みの後にのみこのサービスにオーダーを送信できることを指定してもよい。
【００５３】
　申し込みプロセスは、サービスプロバイダーが、申し込み者に関する情報と、申し込み
サービスの能力とを、必要に応じて受け取ることができるようにする。この情報に基づい
て、サービスプロバイダーは、申し込みを承認するか又は拒絶するか選択することができ
る。ある当事者のアドミニストレータがあるサービスに申し込みすると、申し込まれたサ
ービス内でサービス役割及び／又は特権をグループ編成しそしてこれらのユーザ役割をユ
ーザ口座に指定することにより、それら自身の組織内でユーザの役割を生成することがで
きる。
【００５４】
　コレオグラフィー型相互作用をサポートするための別の主要課題は、バックオフィスシ
ステムである。サービスコンポジションエージェントの使用で、バックオフィスシステム
の一体化に関連した問題に対処することができる。バックオフィスシステムは、通常、コ
レオグラフィー型会話をサポートするＳＯＡＰ拡張を理解しないし、そのＳＯＡＰ拡張は
、メッセージ相関及び復帰アドレス指定をサポートするための拡張を含んでいる。それ故
、図７に示すように、バックオフィスシステムの単純なウェブサービスインターフェイス
へと双方向にマップされるコラボラティブウェブサービスインターフェイスをコンポジシ
ョンエージェントが露出させることが有用である。コンポジションエージェントは、ペイ
ロードに対してルールを実行することにより関連メッセージを相関させ、そしてアプリケ
ーションからのピア対ピア呼び出しメッセージからアプリケーションの復帰アドレスを推
論する。バックオフィスシステムは、それらの機能を異なる仕方で提示し、従って、通常
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、各バックオフィスシステムに対してサービス定義の異なるセットが存在する。コンポジ
ションエージェントは、多数の進化するバックオフィスシステムを単一のインターフェイ
スに与えることによりそれらの追跡を簡単化する。コンポジションエージェントは、正し
いバックオフィスサービス及びアクションを選択する。バックオフィスシステムは、種々
のＸＭＬドキュメント定義がＥＡＩインターフェイスで増強されたときにそれらの定義を
サポートする。それらは、例えば、ｘＣＢＬ、ＩＤＯＣ、ＯＡＧＩ、等を含む。本発明の
態様は、この種々の定義言語を使用して定義されたドキュメントを、単一ドキュメントフ
ァミリーのメンバーとして処理できるようにする。変換ロジックを呼び出して、ドキュメ
ントファミリーメンバー間でメッセージを前後に変換することができる。
【００５５】
　バックオフィスシステムへのＥＡＩインターフェイスは、通常、厳格なセキュリティや
信頼性のあるメッセージング等をサポートしない。コンポジションエージェントは、それ
自身と問合せサービスとの間でセキュリティ、信頼性等をサポートすることができる。コ
ンポジションエージェントは、頑丈さ及びセキュリティがあまりない解決策を、バックオ
フィスシステムと最後のネイティブコネクタとの間の最後のホップに使用することもでき
るし、或いは特殊なセキュリティ及び信頼性手段を採用することもできる。
【００５６】
　コンポジションエージェントのサービスは、バックオフィスシステムにより開始される
会話を含むバックオフィスシステムとの会話に対して論理的ルーティング（ペイロード検
査及び／又はレジストリールックアップによりターゲットアドレス選択）をサポートする
ことができる。メッセージの相関が図７に示されている。バックエンドシステムのような
非コレオグラフィーイネーブルシステム７１０は、イネーブルプロセス又はコンポジショ
ンエージェント７２０と通信する。これらの通信は、コンポジションエージェントが受信
するメッセージ７２１、７２２、７２３内にフィールドを指定することにより、その一部
が構成される。
【００５７】
　メッセージ相関ロジック７２４は、メッセージを新たな又は進行中のコレオグラフィー
７２５と相関させるのに使用できる。このコレオグラフィーは、上述したように、内部プ
ロセスとしてモデリングすることができる。相関ロジック７２４は、バックエンドシステ
ムからの各メッセージをそれが受信したときに処理するために、メッセージフローに配置
することができる。或いは、プロセスフロー７２５におけるプロセスステップに利用可能
なリソースがあってもよい。相関ロジック７２４の配置は、そのアクション、即ちバック
オフィスアプリケーションインターフェイスにより発生されたメッセージを検査し、そし
てフィールドの指定を使用して、バックオフィスメッセージをコレオグラフィーインスタ
ンスと相関させることよりも重要性が低い。
【００５８】
　相関ロジックは、バックオフィスシステムにより開始される会話へと拡張することがで
きる。相関ロジックが、メッセージの送信元が常に会話を開始すると決定するか、或いは
メッセージの指定フィールドと相関する既存の会話がないと決定すると、相関ロジックは
、新たな会話インスタンスを生成する必要があることを信号できる。相関ロジックは、更
に、指定のフィールドを使用して、どんなコレオグラフィーを呼び出さねばならないか決
定することができる。例えば、バックオフィスシステムは、供給者オーダーを開始しても
よい。供給者名フィールドを使用して、適切なＣＰと、このＣＰが新たなオーダーを受信
するために利用するサービスとを識別することができる。そのサービスに関連したコレオ
グラフィーを呼び出すことができる。コンポジションエージェント７２０は、標準インタ
ーフェイス７２６、７２７を経てコレオグラフィーイネーブルサービス７３０に提示され
る。１つ又は多数のサービスがそのサービスインターフェイスを経てコンポジションエー
ジェントと相互作用することができる。コンポジションエージェント及び相関ロジックは
、コレオグラフィー型会話の状態を追跡し、そしてバックオフィスシステム７１０と交換
されるメッセージを、他のサービス７３０と交換されるメッセージに使用される適当な会
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話ＩＤに相関させる。
【００５９】
　本発明の別の態様は、単一ホスト型サービスを、ホストによりフランチャイズ処理され
る複数のエイリアシング(aliasing)を経てサービスフランチャイズへ提示することである
。ブリック・アンド・モルタル(brick and mortar)ビジネスにおけるフランチャイズとは
異なり、これらのフランチャイズは、ホストの認識を広告することは期待されない。ある
意味では、これらのサービスフランチャイズは、ＯＥＭ商品のプライベートラベラー(pri
vate labeler)に良く似ている。フランチャイズ型サービスは、他のサービスと相互作用
するように登録することもできるし、或いはホストがサポートするように設計された１つ
以上のバックオフィスシステムへルーティングすることもできる。
【００６０】
　図８及び図９は、通常の非フランチャイズ型サービスと、フランチャイズ型サービスと
の間を区別するのに役立つ。図８において、サービス８１０のレジストリーには２つのサ
ービス８１１、８１２が現われている。非フランチャイズ型の構成では、これらのレジス
トリーエントリーは、同じサービスロジックの２つの異なるインスタンス８３１及び８３
２に対応する論理的アドレスを与える。サービスロジックのこれらインスタンスは、２つ
の異なるウェブサーバーで実行されるサーバーインフラストラクチャーソフトウェアの２
つのライセンス付きコピーに類似している。図９において、サービス９１０のレジストリ
ーには３つのフランチャイズ型サービス９１１、９１２、９１３が現われている。これら
のフランチャイズ型サービスは、異なる論理的アドレスを有する。それらは、全て、ホス
トサービス９２１に論理的に接続され、該ホストサービスは、フランチャイズ型サービス
と同様にレジストリーを通して提示されない。異なる論理的アドレスに送信されるメッセ
ージは、３つのフランチャイズ型サービスのフランチャイジーに対応する異なるコンテク
ストにある。フランチャイズ型サービス９１１、９１２、９１３とホスト９２１との間の
論理的関係により設定されたコンテクストでは、ホスト９２１をフランチャイズさせたフ
ランチャイザーが、各登録されたサービスに対してロジック８３１、８３２の実行中イン
スタンスではなく、ホストロジック９３１の１つのインスタンスを使用することができる
。
【００６１】
　市場オペレータがオーダー管理アプリケーション（サービスの集合）をホストとなるよ
うに使用するケースを考える。１組の供給者が、次いで、このホストサービスパッケージ
をフランチャイズし、それらに対する全てのオーダーを管理する。このケースでは、フラ
ンチャイズへのメッセージは、＜franchisee CP＞、＜service definition＞、＜activit
y definition＞へアドレスされる。ＵＩ及びドキュメント交換サービスの両方がフランチ
ャイズされる。実際の観点では、フランチャイズ型サービスを実施する１つの実施形態は
、次のステップを含む。
【００６２】
１．　サービスのホストインスタンスを生成する。
２．　１組のホストサービスを一緒に収集することによりホストパッケージを生成する。
ホストエンティティは、パッケージの所有者である。又、パッケージは、実際の実施が行
われるコネクタに結合される。
３．　フランチャイジーにより申し込まれた１組のサービスであって、フランチャイジー
が受け取ったドキュメントを処理できるようにする１組のサービスをホストパッケージに
関連付ける。これは、１つ以上のフランチャイジーがホストパッケージをフランチャイズ
できるようにしている。ステップ１及び２は、ある環境においては、コミュニティのアド
ミニストレータにより行なう必要があり、一方、ステップ３は、サービスプロバイダーに
より行うことができる。
【００６３】
　フランチャイズコラボラティブサービスは、ホストサービスＣＰへのレジストリーにお
いて認証を任意に委譲(delegate)することができる。その１つの理由は、フランチャイジ
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ーがそれ自身を完全に識別することを望まないために、フランチャイジーがフランチャイ
ジーの信用証明の使用を望まないことである。このケースでは、フランチャイジーは、こ
のフランチャイジーに代わってこのサービスからの全てのメッセージに対してホストＣＰ
への認証を委譲(delegate)することになろう。
【００６４】
　フランチャイズ型サービスは、コンテクストをセットすると共に全ての情報がホストサ
ービスへと単に流れてホストサービスにより処理できる「パススルー(pass-through)」サ
ービスに類似している。フランチャイズサービスは、ホストサービスへの参照を有し、そ
して一般に、ビジネスの必要性に基づいて幾つかのオーバーライドを許しながら、ホスト
から実施能力及びポリシーを継承する。フランチャイズサービスに直結された実施がない
のが好ましい。カスタマイゼーションが要求される場合には、多数のホストサービスバリ
エーションを申し込むのが好ましい。或いは又、多数のコレオグラフィーがホストサービ
スによりサポートされてもよく、そしてコレオグラフィーのサブセットが特定のフランチ
ャイズ型サービスに対してサポートされてもよい。フランチャイジーへのメッセージは、
あたかもフランチャイジーがスタンドアローンサービスを操作するかのように、＜franch
isee CP＞、＜service definition＞、＜activity definition＞へアドレスされる。サー
ビス消費者は、通常の即ちフランチャイズサービスに、交換可能に申し込んで利用するこ
とができる。フランチャイジーと相互作用するサービス消費者は、フランチャイズ型サー
ビスと非フランチャイズ型サービスに何ら差を見ることがない。
【００６５】
　ホストサービスパッケージは、ホストアプリケーションにより一般に実施される全ての
サービスより成るパッケージである。単一のホストアプリケーションは、多数のホストパ
ッケージを公表することができる。ほとんどの場合に、ホストアプリケーションは、単一
ホストパッケージを公表する。ホストサービスパッケージで束ねられるサービスは、２つ
の形式にグループ分けすることができる。ホストサービスの１つの形式は、フランチャイ
ジーに代わってフランチャイズ型サービスとして「再オファー（再申し出）」される。別
の形式は、フランチャイズ型サービスにより受け取られた情報を処理するためにフランチ
ャイジーにより使用されるポータル（又はＵＩ）サービスを含むが、これは、フランチャ
イジーを越えて再オファーも提示もされない。例えば、オーダー管理パッケージは、規格
ベースの「受け取りオーダー」サービスを有してもよく、又、他のＵＩサービス、例えば
、「ビューオーダー」、「オーダーレポート」、「承認オーダー」、等を有してもよい。
フランチャイジーは、オーダー管理パッケージをフランチャイズするために署名するとき
、規格ベースのドキュメント交換サービスを経てオーダーを受け取るだけでなく、それら
を見て承認する等々を行なうことができねばならない。ホストパッケージは、メッセージ
を送信又は受信するためにパッケージ内の各サービスに対してデフォルトコネクタとなる
パッケージコネクタを有する。
【００６６】
　フランチャイジーとホストプロバイダーとの間のビジネスプロセスは、フランチャイジ
ーが、必要に応じて、オンライン承認プロセスにより、ホストパッケージをオンラインで
フランチャイズできるようにされる。サービスプロバイダーがホストパッケージをフラン
チャイズするときには、フランチャイズ型サービスが自動的に生成されて、パッケージ内
の各ホストサービスへパススルーとして登録される。更に、フランチャイジーは、フラン
チャイズが登録されるときに、パッケージ内の他の申し込みサービスに自動的に申し込む
（ひいては、それを使用することが許可される）。
【００６７】
　フランチャイズサービスは、上述したように、ホストサービスへの認証を任意に委譲(d
elegate)することができる。一実施形態では、ホスト側で認証を委譲するのに伴う実際の
ステップは、次のものを含む。
１．サービス（通常、ドキュメント交換サービスのみ）のホストインスタンスを生成し、
２．パッケージの一部分としてフランチャイジーにより使用される通常のサービスを生成



(16) JP 4712386 B2 2011.6.29

10

20

30

40

50

し、３．ホストパッケージを生成すると共に、フランチャイジーにより与えられたときに
イネーブルされるホストサービスの集合を指定し、４．ホストサービスに対してメッセー
ジを送信／受信するホストパッケージ用のコネクタを関連付け、５．フランチャイジーに
より申し込まれたサービスのセットであって、フランチャイジーが受信したドキュメント
を処理するのを許すサービスのセットを関連付け、６．フランチャイズが要求されたとき
に承認が必要とされるかどうかホストプロバイダーがパッケージにおいて指定でき、そし
て、７．デレゲートされた認証がこのパッケージにおいて許されるかどうかホストプロバ
イダーが指定できる。
【００６８】
　フランチャイジーの側では、１．フランチャイジーがホストパッケージのフランチャイ
ズを要求し、これが、ホストプロバイダーにより、必要に応じて、承認プロセスをトリガ
ーし、２．ホストプロバイダーが、要求を承認するための通知を受け取り、そして要求を
承認又は拒絶し、そして３．ホストプロバイダーが要求を承認する場合に、システムがフ
ランチャイズパッケージを生成し、パッケージ内の申し込みサービスへ申し込み、そして
パッケージ内のフランチャイズ可能なサービスに対してサービスをフランチャイズする。
【００６９】
　フランチャイズ型サービスの理解を容易にするために、オーダー管理システムに直面す
る供給者について考える。この説明において、このシステムは、ＳＯＭＳ（供給者オーダ
ー管理システム）と称される。ＳＯＭＳは、買手からオーダーを受け取るために供給者に
より使用できるオーダー管理システムである。一実施形態では、ＳＯＭＳを設計しそして
設定するのに次のステップが含まれる。設計者は、発表されるべきサービスを、フランチ
ャイジーによりフランチャイズされるべきサービス（例えば、受け取りオーダー、チェッ
クオーダー状態、等）、フランチャイジーにより使用（又は消費）されるべきサービス（
例えば、ビューオーダー、承認／拒絶オーダー、オーダー統計学的情報／レポート、等）
、及び他のアプリケーション又はバックオフィスシステムとの一体化（例えば、ユーザ管
理システム、パブリックレジストリー、カタログシステム等との一体化）のようなＡ２Ａ
（アプリケーション対アプリケーション）一体化に対してアプリケーションが提供するサ
ービス、を含むグループへと分割する。
【００７０】
　設計者は、全てのフランチャイジーが同じサービスセットを有するかどうか、又は異な
るサブセットを潜在的に必要とするかどうか決定する。この必要性に基づいて、１つのホ
ストサービスパッケージ、又は多数のホストサービスパッケージ、或いは又同じサービス
の多数のコレオグラフィーを識別する。ホストサービスパッケージは、「フランチャイズ
されるべき(to-be-franchised)」サービス、及び「フランチャイジーにより使用するため
の(for-use-by-franchisee)」サービスを含まねばならない。一体化に使用される他のサ
ービスは、通常、提供側ＣＰをアプリケーション又はホストプロバイダーとしてもつ通常
のサービスとして登録される。
【００７１】
　コミュニティ環境では、ホストプロバイダーは、通常、コミュニティオペレータである
が、コミュニティ内のコラボレーション当事者のいずれであってもよい。設計中には、「
フランチャイズされるべき」サービスは、実際に、多数のサービスプロバイダーに代わっ
てメッセージを受信及び送信することに留意されたい。従って、アプリケーションビジネ
スロジックは、メッセージを処理するためのコンテクストとしてメッセージ内のアドレス
を使用する必要がある。ホストサービス実施は、到来するメッセージを見て、受信者ＣＰ
を算定すると共に、適当なビジネスプロセスへトリガー／マップしなければならない。Ｕ
Ｉトリガーされるビジネスプロセスについては、ホストサービスが、フランチャイジーＣ
Ｐをプロセスコンテクストへの入力とみなし、そしてこれをプロセス内のデレゲーション
ポリシーに使用しなければならない。
【００７２】
　少なくとも幾つかの実施形態では、設計及びコード化の後に、サンプルＳＯＭＳサービ
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スを登録することが必要となる。フランチャイズされるべきサービス、フランチャイジー
により使用されるべきサービス、及びホストサービスパッケージそれ自体の登録は、図中
、多数の設定スクリーンで示されている。登録の一部分は、フランチャイズされるべきホ
ストサービスを登録することである。一実施形態では、レジストリーマネージャーＵＩを
使用して、サービスに対する新たなサービス定義を生成する（それがまだ存在しない場合
に）。
【００７３】
　次いで、アプリケーションに対してコネクタを使用できることを確認する。これは、フ
ランチャイザーに使用可能なデフォールトコネクタでもよいし、又はフランチャイザーの
アプリケーションに対して登録される個別のコネクタでもよい。又、必要なドキュメント
識別子がレジストリーにロードされたことも確認する。次いで、ホストサービスを次のよ
うに生成する。図１０は、ホストパッケージ管理スクリーンである。「Ｒｅｇｉｓｔｅｒ
　Ｎｅｗ（新規登録）」１００１をクリックする。図１１は、新規ホストサービスを登録
する部分を示す。サービス定義１１０１を選択する。オペレータ当事者を「Ｐｒｏｖｉｄ
ｉｎｇ　Ｐａｒｔｙ（提供者）」１１０２として取り上げるか、又は異なる当事者を適宜
に使用する。サービス情報１１０３を指定し、「Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｉｎｓｔａｎ
ｃｅ　Ｎａｍｅ（アプリケーションインスタンス名）」及び「Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　
Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ（アプリケーションサービス識別子）」をブラン
クのまま残す。
【００７４】
　任意であるが、このサービスに関連付けねばならないサービス分類１１０４を指定する
。このサービスによりサポートされるコレオグラフィー１１０５及び好みの順序を選択す
る。ｖｉｓｉｂｉｌｉｔｙ（視認性）１１０６を、「Ｖｉｓｉｂｌｅ　ｔｏ　Ａｌｌ　Ｐ
ａｒｔｉｅｓ　ｉｎ　Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ（コミュニティ内の全当事者を視認する）」で
あるデフォルト設定にセットする。サポートされるドキュメント交換アクティビティ１１
０７を選択し、そして図１２のようなスクリーンを使用してアクティビティを編集する。
ｐｒｉｖｉｌｅｇｅ（特権）１２０１を生成する。アプリケーションが特殊な配送受領取
り扱いを必要としない限り、「Ｍｅｓｓａｇｅｉｎｇ　Ｐｏｌｉｃｉｅｓ（メッセージン
グポリシー）」１２０２をそのままにする。入力１２１０及び／又は出力１２２０のメッ
セージについては、書名及び暗号化ポリシー１２１３、１２２３を「ｒｅｑｕｉｒｅｄ（
必要）」にセットする。必要な部分１２１４、１２２４を編集し、そしてサポートされた
ドキュメント識別子のオーダーリストを指定する。レジストリーにおいて発表することの
できる任意のメッセージ部分を追加する。
【００７５】
　図１３のようなスクリーンを使用して、ポリシーを次のように確認又は変更する。非同
期配送受領１３０１を「Ｙｅｓ」にセットする。「Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｍｏ
ｄｅ（認証モード）」１３０２を「Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｓｉｎｇｌｅ　Ｓｉｇｎ－ｏｎ（
ドキュメントシングルサインオン）」にセットする。「Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　
Ｍｅｃｈａｎｉｓｍ（認証メカニズム）」１３０３を「Ｕｓｅｒｎａｍｅ／ｐａｓｓｗｏ
ｒｄ（ユーザ名／パスワード）」にセットする。次いで、任意であるが、サービス役割１
３０４を指定する。「Ｓｕｂｍｉｔ／Ｓａｖｅ（提出／セーブ）」１３０５をクリックし
て、サービスを登録する。
【００７６】
　登録の別の部分は、フランチャイジーにより使用されるべき通常のサービスを登録する
ことである（ホストサービスとは対照的に）。これは、ウェブサービスの開発にとって通
常のやり方で行なわれる。
【００７７】
　図１４のようなスクリーンを使用して、ホストサービスパッケージも登録される。「Ｒ
ｅｇｉｓｔｅｒ　ａ　Ｎｅｗ　Ｈｏｓｔ　Ｐａｃｋａｇｅ（新規ホストパッケージの登録
）」スクリーンにおいて、パッケージ名１４０１及び記述１４０２を指定する。アプリケ
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ーション名１４０３を指定する。オペレータ当事者を「Ｈｏｓｔ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｐｒ
ｏｖｉｄｅｒ（ホストサービスプロバイダー）」１４０４として取り上げるか、又は異な
る当事者を適宜に使用する。サービス情報を指定する（「Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｉｎ
ｓｔａｎｃｅ　Ｎａｍｅ　ａｎｄ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｉｄｅｎ
ｔｉｆｉｅｒ（アプリケーションインスタンス及びアプリケーションサービス識別子）」
をブランク状態に保つ）。このパッケージをフランチャイズするのに承認が必要かどうか
指定する（１４０５）。もし「Ｙｅｓ」であれば、ＣＰがこのパッケージをフランチャイ
ズするときに承認プロセスがトリガーされる。アプリケーションコネクタを指定する（１
４０６）。
【００７８】
　フランチャイジーがホストサービスプロバイダーへの認証を委譲することが許されるか
どうか指定する（１４０７）。フランチャイジーによりフランチャイズされるべきサービ
スを、ホストサービスプロバイダーによりオファーされるホストサービスのリストから選
択する（１４０８）。フランチャイジーにより申し込まれるべきサービスのリストを、ホ
ストサービスプロバイダーによりオファーされる通常サービスのリストから選択する（１
４０９）。「Ｓａｖｅ（セーブ）」１４１０をクリックして、ホストサービスパッケージ
を登録する。
【００７９】
　又、フランチャイジーは、図１５のようなスクリーンから、フランチャイズすべき新た
なパッケージを選択して登録する。無線ボタン１５０１を選択しそして「Ｓｅｌｅｃｔ（
選択）」１５０２をクリックすることにより１つ以上のホストパッケージが選択される。
図１６のようなスクリーンにアクセスできるようになる。フランチャイジーのオプション
は制限され、従って、設定が単純化される。別の実施形態では、特に、フランチャイジー
がサービスを再オファーする環境において、フランチャイジーが、オファーすべきサービ
ス及び／又は申し込むべきサービスに関するオプションを有することになる。認証がフラ
ンチャイジーの信用証明を使用するか、又はホストに対してデレゲートされるか判断する
（１６０１）。オファーされるべき１つ以上のサービスを編集し（１６０２）、編集に対
して指示された要求を満足する（１６０３）。「Ｓｕｂｍｉｔ（提出）」１６０４を選択
して、フランチャイズを処理のために提出する。
【００８０】
　サービスの詳細が編集されると、図１７のようなスクリーンにアクセスできるようにな
る。ある実施形態では、与えられる詳細のほとんどが、ホストでなければ編集できず、フ
ランチャイジーでは編集できない。これは、図１７を図１１及び１３と比較することによ
り明らかである。与えられた詳細の幾つかは、ホストがそれらをフランチャイジーに適用
するのと同様に、サービスが再オファーされる下流のユーザに適用される。図１１の記載
が一般に適用される。更に、特権をグループ分けするサービス役割は、上述したように確
立することができる。
【００８１】
　フランチャイジーが申し込みできる幾つかのサービスは、ポータルサービスである。ポ
ータルサービス（又はＵＩサービス）は、ポータルを経てアクセスされるサービスである
。これらは、単に、ユーザがアプリケーションと相互作用できるようにアプリケーション
により提示されるサービスである。これは、ユーザが、アプリケーションのサービス指向
のビューをもつことができるようにする。特定のユーザは、異なるアプリケーションから
のサービスと相互作用してもよく、そして１つのアプリケーションからの全てのサービス
と相互作用してもよいし／しなくてもよい。これらのケースのいずれにおいても、アドミ
ニストレーション、アクセス制御／特権、シングルサインオン、ナビゲーション等に関す
るアプリケーションにわたる経験は、同一であると共に、サービスパラダインに基づくも
のである。
【００８２】
　ポータルサービスは、サービス定義をもたなくてもよい。（まだ規格は存在しない。こ
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こに示す実施形態では、ポータルサービスのためのサービス定義を要求しないが、将来は
、ポータルサービスのためのサービス定義が存在すると想像される。）ポータルサービス
は、全てポータルを経てアクセスできる登録されたアクティビティのリスト（必要に応じ
て、ＵＲＬと共に）を有する。アクティビティについては、アクティビティにアクセスで
きるようにする特権のリストも指定される。更に、ウェブエージェント及び保護されたリ
ソース経路のようなシングルサインオン（ＳＳＯ）情報も、サービス又は各アクティビテ
ィについて指定される。又、レポートグループ／フォルダーをアクティビティとして登録
することにより、レポートへのアクセスもポータルサービスを経てイネーブルされる。
【００８３】
　アプリケーションに対して登録されるべきＵＩサービスを識別するときには多数の要因
を考慮するのが有用である。ターゲットユーザ又は当事者を考慮する。アプリケーション
インターフェイスは、異なるターゲットユーザにより使用するように設計される。例えば
、あるＵＩは、アドミニストレータを意味し、あるＵＩは、買手を意味し、あるＵＩは、
供給者を意味し、等々である。役割で区別されるこれらのＵＩは、別々のサービスでなけ
ればならない。あるインターフェイスが、あるクラスの供給者又は買手のみをターゲット
するかどうか考える。例えば、進歩型供給者のみに対して付加的な機能をイネーブルする
ことを希望する。これらを別々のサービスに保持する。
【００８４】
　１つのターゲットグループ（例えば供給者）をターゲットとする多数のサービスを有す
る場合には、サービス申し込みパッケージを生成して、それらをユーザが便利なようにグ
ループ分けすることを考える。コラボレーション当事者がサービスを申し込み、当事者の
中のユーザに、サービス内の特定の特権が許可される。これは、当事者にわたる特権及び
アクティビティを混合してはならないことを意味する。例えば、買手がＲＦＰを提出する
ことと、売手がＲＦＰ特権に応答することは、２つの異なるサービスにおいて行われねば
ならない。
【００８５】
　ポータルサービスについては、特定の表示カテゴリーに関連付けることができる。表示
カテゴリーは、サービスに対しポータルに関するタブを予約する。多数のポータルサービ
スを１つの表示カテゴリーに入れることができる。表示カテゴリーには、アプリケーショ
ンにより指定されたサービスルームＵＲＬが関連付けられる。このサービスルームＵＲＬ
を登録することにより、アプリケーションは、タブ内のポータルにおいてサービスをいか
にレンダリングするかについて完全な制御を保持する。多数の表示カテゴリーとしてアプ
リケーションをレンダリングすることを望む場合には、それに関連する表示カテゴリーに
基づいてサービスを識別する。
【００８６】
　サービス、アクティビティ、特権、及びウェブエージェントの間で次の関係が遵守され
るのが好ましい。１．サービスは、１つ以上のアクティビティを有することができる。２
．アクティビティは、ゼロ以上の特権に関連付けることができる。３．特権は、サービス
に所属しそしてサービス内で独特である。４．特権は、同じサービス内の１つ以上のアク
ティビティに関連付けることができる。５．サービスは、サービスを通してアクセスでき
るウェブリソース経路のリストと共にシングルサインオン（ＳＳＯ）を取り扱うデフォー
ルトウェブエージェントに関連付けることができる。６．サービスの各アクティビティは
、サービスウェブエージェントに関連付けできるか、又は異なるウェブエージェントでオ
ーバーライドすることができる。アクティビティ特有のリソース経路へのアクセスも指定
することができる。
【００８７】
　ＵＩサービスにおいてアクティビティ及び特権を識別する際に多数の要因を考慮するの
が有用である。１．サービスにおけるアクティビティ及び特権は、コラボレーション当事
者内でターゲットとならねばならない。これは、当事者にわたる特権及びアクティビティ
が同じサービスの一部分であってはならないことを意味する。この場合も、買手がＲＦＰ
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を提出することと、売手がＲＦＰ特権に応答することが、同じサービスで行われてはなら
ない。２．アプリケーションにおける各リンクをＵＩサービスにおけるアクティビティと
して登録することは好ましくない。アクセス制御が必要とされる場合には、これらを特権
として登録することができる。３．簡単なケースでは、ポータルサービスは、１つのアク
ティビティと、１束の特権しか登録できない。例えば、特定のビッド機能を許す１組の特
権と共に１つのアクティビティ「ビッド」を有する「アクションビッド」サービスが存在
し得る。ユーザに指定された特権に基づいて、アプリケーションは、完全に異なるページ
をレンダリングするか、或いは異なるオプションがイネーブルされた同じページをレンダ
リングするように選択できる。これらのアクティビティへのリンクが他のアプリケーショ
ン／サービスからイネーブルされる場合には、ユーザは、粒度の大きなアクティビティを
ＵＲＬと共に登録して、レジストリーを経てこれらを発見できるようにすることを希望す
る。例えば、「カタログマネージメント」は、「サーチカタログ」アクティビティを「マ
ネージカタログ」アクティビティと共に登録することを希望してもよい。「サーチカタロ
グ」アクティビティは、調達スクリーン、送信元スクリーン、契約管理スクリーン、及び
管理カタログスクリーンにおけるリンクとして表示されてもよい。５．サービス内のある
リンクが、異なるアプリケーションサーバー又はウェブサーバーにおいてホストされ、そ
してそれらを保護するために個別のウェブエージェントを必要とする場合には、これらを
別々のサービスへとグループ分けすることもできるし、又は同じサービスにおける別々の
アクティビティとして登録することもできる。（例えば、残りのカタログサービスアクテ
ィビティからの異なるウェブサーバーにおいて実行できる製品構成アクティビティ。）
【００８８】
　以上、好ましい実施形態及び実施例を参照して本発明を説明したが、これらは、本発明
を例示するものであって、限定するものではないことを理解されたい。以上の説明から、
当業者であれば、種々様々なシステム及び方法を本発明により構成できることが明らかで
あろう。前記実施形態では、コンピュータ支援処理が示唆される。従って、本発明は、コ
ンピュータ支援の処理方法、この方法を実施するためのロジックを含むシステム、この方
法を実施するためのロジックが銘記された媒体、この方法を実施するためのロジックが銘
記されたデータストリーム、或いはコンピュータアクセス可能な処理サービスにおいて実
施することができる。又、当業者であれば、本発明の精神及び範囲内で種々の変更や組合
せがなされ得ることが理解されよう。
【図面の簡単な説明】
【００８９】
【図１】ドキュメントバージョン及び変換、サービスバージョン、及びコレオグラフィー
バージョンを動的に決定する能力を示す図である。
【図２】サービスバージョンに関するメッセージ交換をいかに行なうか示す図である。
【図３】ネゴシエーションのための情報を発見するのに使用される１つ以上のレジストリ
ーへの参照を示す図である。
【図４】４つの形式のアクティビティを示す図である。
【図５】アクティビティと内部プロセスとの間の相互作用を示す図である。
【図６】コレオグラフィーエージェントを構成するのに使用されるプロセスエンジンにお
いて実行される内部プロセスフローを示す図である。
【図７】メッセージ相関を示す図である。
【図８】通常の非フランチャイズ型サービスと、フランチャイズ型サービスとの間を区別
する上で助けとなる図である。
【図９】通常の非フランチャイズ型サービスと、フランチャイズ型サービスとの間を区別
する上で助けとなる図である。
【図１０】本発明の一実施形態のスクリーンショットで、管理ホストパッケージスクリー
ンを示す図である。
【図１１】本発明の一実施形態のスクリーンショットで、新たなホストサービスを登録す
る部分を示す図である。
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【図１２】本発明の一実施形態のスクリーンショットで、ドキュメント交換アクティビテ
ィを編集するのに使用されるスクリーンを示す図である。
【図１３】本発明の一実施形態のスクリーンショットで、署名及び暗号化ポリシーを照合
又は変更するのに使用されるスクリーンを示す図である。
【図１４】本発明の一実施形態のスクリーンショットで、ホストサービスパッケージを登
録するのに使用されるスクリーンを示す図である。
【図１５】本発明の一実施形態のスクリーンショットで、フランチャイズすべき新たなパ
ッケージを選択するのに使用されるスクリーンを示す図である。
【図１６】本発明の一実施形態のスクリーンショットで、フランチャイズオプションを選
択するのに使用されるスクリーンを示す図である。
【図１７】本発明の一実施形態のスクリーンショットで、サービス詳細を編集するのに使
用されるスクリーンを示す図である。

【図１】 【図２】
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