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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サービスプロバイダによってサービスコンシューマに対して1つまたは複数のサービス
を提供するための方法であって、
　少なくとも1つのコアサービスと少なくとも1つの複合サービスとを定義するモデルを記
述するメタモデルをユーザに定義させること、
　前記メタモデルに基づいて前記コアサービスについてのモデルをユーザに作成させるこ
と、
　前記モデルに基づいて前記サービスプロバイダ上で前記コアサービスを実装すること、
　前記サービスプロバイダ上で前記複合サービスを実装すること、
　前記サービスコンシューマ上で前記コアサービスおよび前記複合サービスに動的にアク
セスする包括的アクセスインターフェースを実装すること、および
　前記モデルに基づいて前記コアサービスだけにアクセスするために前記サービスコンシ
ューマ上でモデルアクセスインターフェースを実装すること
　を含み、
　前記モデルアクセスインターフェースは、特定のメタモデルにアクセスするのに適切な
タイプのインターフェースを含む方法。
【請求項２】
　前記サービスプロバイダが前記メタモデルをリポジトリに記憶すること、および
　前記サービスコンシューマ上で第1のクライアントアプリケーションを展開して、前記
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コアサービスおよび前記複合サービスの少なくとも一方についての前記サービスプロバイ
ダにアクセスすること
　をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記サービスプロバイダ上で前記コアサービス中に新しいサービスを実装すること、お
よび
　前記リポジトリを構成して、前記新しいサービスを前記サービスコンシューマに対して
使用可能にすること
　をさらに含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記サービスコンシューマが前記第1のクライアントアプリケーションによる前記包括
的アクセスインターフェースを使用して前記新しいサービスにアクセスすること
　をさらに含む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　第2のクライアントアプリケーションを展開して、前記サービスコンシューマ上で前記
第1のクライアントアプリケーションを置き換えて、前記サービスについて前記サービス
プロバイダにアクセスすること
　をさらに含み、前記第2のクライアントアプリケーションが、前記新しいサービスに対
応するモデルアクセスインターフェースを有する、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　サービスプロバイダによって提供される1つまたは複数のサービスにアクセスするため
の方法であって、
　包括的アクセスインターフェースおよびモデルアクセスインターフェースを含むサービ
スコンシューマによる、前記サービスプロバイダによって提供されるサービスを要求する
サービス要求を取得すること、
　要求される前記サービスが、コアサービスであるか、あるいは複合サービスであるかを
判定すること、
　前記サービスがコアサービスである場合に、前記モデルアクセスインターフェースが、
前記コアサービスにアクセスするために使用可能であるかどうかを判定すること、および
　前記サービスがコアサービスであり、前記モデルアクセスインターフェースが使用可能
である場合に、前記サービスプロバイダによって提供される前記サービスにアクセスする
ための選択されたアクセスインターフェースとして前記モデルアクセスインターフェース
を選択すること
　を含み、
　前記モデルアクセスインターフェースは、特定のメタモデルにアクセスするのに適切な
タイプのインターフェースを含む方法。
【請求項７】
　前記サービスが複合サービスである場合、または前記サービスがコアサービスであり、
前記モデルアクセスインターフェースが使用可能でない場合に、前記サービスプロバイダ
によって提供される前記サービスにアクセスするための前記選択されたアクセスインター
フェースとして前記包括的アクセスインターフェースを選択すること
　をさらに含む、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記選択されたアクセスインターフェース上で型チェックを実施すること、および
　データコンテナを生成して、前記サービス要求および前記選択されたアクセスインター
フェースのためのランタイムメモリ空間を提供すること
　をさらに含む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記サービスコンシューマと前記サービスプロバイダが、同じコンピュータプラットフ
ォーム上にあるかどうかを判定すること、および
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　前記サービスコンシューマと前記サービスプロバイダが、同じコンピュータプラットフ
ォーム上にある場合に、直接メソッド呼出し方法により前記選択されたアクセスインター
フェースを呼び出すこと
　をさらに含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記サービスコンシューマと前記サービスプロバイダが、前記同じコンピュータプラッ
トフォーム上にない場合に、前記サービスコンシューマと前記サービスプロバイダとの間
のシンプルオブジェクトアクセスプロトコル(SOAP)チャネルを介して前記選択されたアク
セスインターフェースにアクセスすること
　をさらに含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　少なくとも1つのコアサービスと少なくとも1つの複合サービスとを含むサービスを提供
するように構成される第1のコンピュータと、
　前記第1のコンピュータによって提供される前記サービスにアクセスするように構成さ
れる第2のコンピュータと、
　前記第1のコンピュータと前記第2のコンピュータを結合するように構成される1つまた
は複数のコンピュータネットワーク接続と
　を備え、前記第1のコンピュータが、
　前記コアサービスおよび前記複合サービスを定義するモデルを記述するメタモデルに基
づいて前記コアサービスについてのモデルをユーザに作成させ、
　前記モデルに基づいて前記サービスプロバイダ上で前記コアサービスを実装し、
　前記サービスプロバイダ上で前記複合サービスを実装し、
　前記第1のコンピュータ上で前記メタモデルをリポジトリに記憶する
　ように構成されるプロセッサをさらに含み、
　前記第2のコンピュータが、さらに
　前記第2のコンピュータ上に前記コアサービスおよび前記複合サービスに動的にアクセ
スする包括的アクセスインターフェースを実装し、
　前記第2のコンピュータ上に前記モデルに基づいて前記コアサービスだけにアクセスす
るモデルアクセスインターフェースを実装し、
　前記第2のコンピュータ上に第1のクライアントアプリケーションを展開して、前記包括
的アクセスインターフェースおよび前記モデルアクセスインターフェースの一方を使用し
て前記のコアサービスおよび複合サービスの少なくとも一方についての前記サービスプロ
バイダにアクセスするように構成され、
　前記モデルアクセスインターフェースは、特定のメタモデルにアクセスするのに適切な
タイプのインターフェースを含むシステム。
【請求項１２】
　前記プロセッサが、さらに
　前記第1のコンピュータ上で前記コアサービス中に新しいサービスを実装し、前記リポ
ジトリを構成して前記新しいサービスを使用可能にするように構成される、請求項１１に
記載のシステム。
【請求項１３】
　前記第2のコンピュータが、さらに
　前記第2のコンピュータ上で前記第1のクライアントアプリケーションにより前記包括的
アクセスインターフェースを使用して前記新しいサービスにアクセスするように構成され
る、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記第2のコンピュータが、さらに
　第2のクライアントアプリケーションを展開して、前記サービスコンシューマ上で前記
第1のクライアントアプリケーションを置き換えて、前記第1のコンピュータ上で前記コア
サービスにアクセスするように構成され、前記第2のクライアントアプリケーションが、
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前記新しいサービスに対応するモデルアクセスインターフェースを有する、請求項１３に
記載のシステム。
【請求項１５】
　サービスコンシューマが、コンピュータシステム上でサービスプロバイダによって提供
されるサービスにアクセスするように構成される前記コンピュータシステム上で使用する
ためのコンピュータ読取り可能媒体であって、
　包括的アクセスインターフェースおよびモデルアクセスインターフェースを含むサービ
スコンシューマによる、前記サービスプロバイダによって提供されるサービスを要求する
サービス要求を取得すること、
　要求される前記サービスが、コアサービスであるか、あるいは複合サービスであるかを
判定すること、
　前記サービスがコアサービスである場合に、前記モデルアクセスインターフェースが、
前記コアサービスにアクセスするために使用可能であるかどうかを判定すること、および
　前記サービスがコアサービスであり、前記モデルアクセスインターフェースが使用可能
である場合に、前記サービスプロバイダによって提供される前記サービスにアクセスする
ための選択されたアクセスインターフェースとして前記モデルアクセスインターフェース
を選択すること
　を含み、
　前記モデルアクセスインターフェースは、特定のメタモデルにアクセスするのに適切な
タイプのインターフェースを含む方法を実施するためのコンピュータ実行可能命令を有す
るコンピュータ読取り可能媒体。
【請求項１６】
　前記方法が、
　前記サービスが複合サービスである場合、または前記サービスがコアサービスであり、
前記モデルアクセスインターフェースが使用可能でない場合に、前記サービスプロバイダ
によって提供される前記サービスにアクセスするための前記選択されたアクセスインター
フェースとして前記包括的アクセスインターフェースを選択すること
　をさらに含む、請求項１５に記載のコンピュータ読取り可能媒体。
【請求項１７】
　前記方法が、
　前記選択されたアクセスインターフェース上で型チェックを実施すること、および
　データコンテナを生成して、前記サービス要求および前記選択されたアクセスインター
フェースのためのランタイムメモリ空間を提供すること
　をさらに含む、請求項１６に記載のコンピュータ読取り可能媒体。
【請求項１８】
　前記方法が、
　前記サービスコンシューマと前記サービスプロバイダが、両方ともに前記コンピュータ
システム上にあるかどうかを判定すること、
　前記サービスコンシューマと前記サービスプロバイダが、両方ともに前記コンピュータ
システム上にある場合に、直接メソッド呼出し方法により前記選択されたアクセスインタ
ーフェースを呼び出すこと、および
　前記サービスコンシューマと前記サービスプロバイダが、両方ともには前記コンピュー
タシステム上にない場合に、前記サービスコンシューマと前記サービスプロバイダとの間
のシンプルオブジェクトアクセスプロトコル(SOAP)チャネルを介して前記選択されたアク
セスインターフェースにアクセスすること
　をさらに含む、請求項１５に記載のコンピュータ読取り可能媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般にコンピュータアプリケーションソフトウェアアーキテクチャ(compute
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r application software architecture)の分野に関し、より詳細にはモデル駆動型サービ
ス指向ソフトウェアアーキテクチャ(model driven service oriented software architec
ture)を実現する方法およびシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　コンピュータソフトウェアのプログラムまたはアプリケーションは、多くの場合に所定
の環境内の特定の1組の問題を解決するために開発される。しかし、新しい種類の問題お
よび所定の環境中における変更は、多くの場合にコンピュータソフトウェアのプログラム
またはアプリケーションの修正またはアップデートを必要とする。複雑なソフトウェアの
プログラムまたはアプリケーションが関与するときには、変更またはアップデートは、多
くの場合に完了するのに長い時間と多大な努力を要する。ソフトウェアモデルを使用して
、これらの変更またはアップデートに対応し、変更またはアップデートを完了するための
努力の量または時間の長さを低減させることができる。例えば、2005年3月24日のBloesch
等に対する米国特許出願公開第2005/0066338号は、アプリケーションの設計とオペレーテ
ィングシステムの相互作用についてのメタオブジェクトモデル(meta-object model)をサ
ポートするアプリケーションプログラミングインターフェース(application programming
 interface)およびフレームワークを開示している。しかし、そのようなオペレーティン
グシステムの相互作用技法は、大量販売のネットワークコンピューティングアプリケーシ
ョン(networking computing application)を取り扱うときにはしばしば効果的でないこと
がある。
【０００３】
　ネットワークベースのソフトウェアアプリケーションのうちでもとりわけ、エンタープ
ライズサービスソフトウェアアプリケーション(enterprise service software applicati
on)は、安定した接続、高帯域幅、およびビジネス指向アプリケーションを伴うエンター
プライズ環境のために開発することができる。エンタープライズサービスソフトウェアは
、多くの場合にトランザクショナル様式および/またはステートフル様式で実装（impleme
nt）され、機能の観点から微細細分性(fine granularity)を用いて実装することもできる
。他方、一般的なウェブサービスソフトウェアアプリケーションは、異なるコンピュータ
および異なるネットワーク接続が相互接続され、環境のステータスが多くの場合に予測で
きない場合のネットワークコンピューティング環境中における通常のインターネットベー
スのアプリケーションのために開発することができる。したがって、一般的なウェブサー
ビスソフトウェアは、多くの場合に非トランザクショナル様式および/またはステートレ
ス様式で実装され、機能の観点からかなり大きな細分性(significantly large granulari
ty)を用いて実装することもできる。
【０００４】
　以上の違いのために、エンタープライズサービスソフトウェアアプリケーションおよび
ウェブサービスソフトウェアアプリケーション(web service software application)は、
多くの場合に互いに互換性がないこともある。すなわち、エンタープライズサービスおよ
びウェブサービスは、エンタープライズサービスソフトウェアアプリケーションおよび/
またはウェブサービスソフトウェアアプリケーションに対するあまり大きな変更なしに単
一ソフトウェアフレームワークによってアクセスすることができない。エンタープライズ
サービスとウェブサービスの両方にアクセスしようとする従来の試みは、多くの場合に特
定のサービスによって取り扱われるべき必要がある追加アダプテーションレイヤおよび追
加帯域外データ(例えば、クッキーなど)を使用することができる。
【特許文献１】米国特許出願公開第2005/0066338号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、従来の技法によって使用されるそのような追加ソフトウェアコンポーネントは
、多くの場合に新しいサービスを提供することができるようになる前にかなりの量のソフ
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トウェア実装形態を必要とする。ある種の状況においては、新しい1つまたは複数のサー
ビスを提供する前にそのようなソフトウェア実装形態を作成することは、望ましくなく、
または非実用的なこともある。
【０００６】
　開示される実施形態のある種の機能と整合した方法およびシステムは、上記の1つまた
は複数の問題を解決することを対象としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様は、サービスコンシューマ(service consumer)に対するサービスプロバ
イダ(service provider)による1つまたは複数のサービスを提供するための方法を含んで
いる。本方法は、少なくとも1つのコアサービス(core service)および少なくとも1つの複
合サービス(compound service)を記述するメタモデル(meta-model)を定義すること、その
メタモデルに基づいてそのコアサービスについてのモデルを作成すること、およびそのモ
デルに基づいてサービスプロバイダ上にコアサービスを実装することを含むことができる
。本方法はまた、サービスプロバイダ上でその複合サービスを実装すること、およびサー
ビスコンシューマ上でコアサービスおよび複合サービスに動的にアクセスする包括的アク
セスインターフェース(generic access interface)を実装することを含むこともできる。
【０００８】
　本発明の別の態様は、サービスコンシューマが、サービスプロバイダによって提供され
るサービスにアクセスするための方法を含んでいる。本方法は、サービスコンシューマが
包括的アクセスインターフェースおよびモデルアクセスインターフェース(model access 
interface)を含むことができる一方で、サービスプロバイダによって提供されるサービス
を要求する、サービスコンシューマによるサービス要求を取得することを含むことができ
る。本方法はまた、要求されるサービスが、コアサービスであるか、または複合サービス
であるかを判定すること、およびサービスがコアサービスである場合に、モデルアクセス
インターフェースがコアサービスにアクセスするために使用可能であるかどうかを判定す
ることも含むことができる。さらに、本方法は、サービスがコアサービスでありモデルア
クセスインターフェースが使用可能である場合に、サービスプロバイダによって提供され
るサービスにアクセスするためのモデルアクセスインターフェースを選択することを含む
こともできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　次に添付図面に示される例示の実施形態について詳細に言及することにする。図面全体
を通して同じ参照番号を使用して、同じ部分または同様な部分について言及する。
【００１０】
　図1は、本発明のある種の実施形態を組み込むコンピュータシステムを有する例示の操
作環境100を示すものである。操作環境100は、通信ネットワークによって相互接続された
コンピュータシステムと、ある種のサービスを実行するように提供されたコンピュータソ
フトウェアプログラムとを含むことができる。操作環境100は、イントラネット102と、イ
ントラネット102に接続されたサービスプロバイダコンピュータ106(「プロバイダ106」)
と、インターネット104と、インターネット104に接続されたサービスコンシューマコンピ
ュータ108(「コンシューマ108」)とイントラネット102とインターネット104の両方にイン
ターフェースして、セキュリティ、プロトコル変換、アドレス指定などのネットワークゲ
ートウェイファンクションを提供するゲートウェイ110とを含むことができる。
【００１１】
　イントラネット102は、適切な認可を有するメンバおよび/または顧客によってアクセス
可能に設計された組織または企業体に関連するコンピュータネットワークなど、限られた
ネットワークアクセスを有する1つまたは複数のネットワークセグメント(network segmen
t)から成るプライベートネットワーク(private network)を含むことができる。プロバイ
ダ106を使用して、その企業体によって提供されるある種のサービスをホストし、かつ/ま
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たは実装することができる。1つのサービスプロバイダコンピュータだけが図1に示される
が、任意数のサービスプロバイダコンピュータが含められてもよく、諸サービスは、複数
のサービスプロバイダコンピュータ上に分散されてもよい。
【００１２】
　インターネット104は、TCP/IP(transmission control protocol/internet protocol伝
送制御プロトコル/インターネットプロトコル)または他の適切な任意のタイプのネットワ
ークプロトコルを介して相互接続された1つまたは複数の任意のパブリックアクセス可能
ネットワークを含むことができる。インターネット104は、一般にイントラネット102から
分離されていると考えることができるが、ゲートウェイ110を介してイントラネット102に
接続することもできる。コンシューマ108は、インターネット104およびイントラネット10
2を介してプロバイダ106にアクセスして、プロバイダ106によって提供されるサービスを
要求することができる。図1は、インターネット104に接続されたたった1つのサービスコ
ンシューマコンピュータだけを示すが、任意数のサービスコンシューマコンピュータが含
められてもよい。さらに、複数のサービスコンシューマコンピュータが、同時にプロバイ
ダ106にアクセスすることもできる。
【００１３】
　プロバイダ106および/またはコンシューマ108は、適切な任意のタイプのコンピュータ
システムを含むことができる。図2は、プロバイダファンクションおよび/またはコンシュ
ーマファンクションに関連するコンピュータソフトウェアアプリケーションなど、プロバ
イダ106および/またはコンシューマ108の機能を実行するようにプロバイダ106および/ま
たはコンシューマ108として構成することができる例示のコンピュータシステム200の機能
ブロック図を示している。さらに、コンピュータシステム200は、プロバイダ106および/
またはコンシューマ108によって実装されるコンピュータソフトウェアアプリケーション
を設計し実装するコンピュータプラットフォームとして構成することもできる。コンピュ
ータソフトウェアアプリケーションは、例えば設計ドキュメントおよび/または様々なモ
デルに含められる抽象記述に基づいて実装し、または作成することができる。
【００１４】
　図2に示されるように、コンピュータシステム200は、プロセッサ202と、RAM(random ac
cess memoryランダムアクセスメモリ)204と、ROM(read-only memory読取り専用メモリ)20
6と、コンソール208と、入力デバイス210と、ネットワークインターフェース212と、デー
タベース214と、ストレージ216とを含むことができる。リストアップされたデバイスのタ
イプおよび数は、例示的なものにすぎず、限定することを意図していないことが理解され
る。リストアップされたデバイスの数は変更することができ、他のデバイスが追加されて
もよい。
【００１５】
　プロセッサ202は、適切な任意のタイプの汎用マイクロプロセッサ、デジタル信号処理
プロセッサ、またはマイクロコントローラを含むことができる。プロセッサ202は、コン
ピュータプログラム命令のシーケンスを実行して、以上で説明されるような様々なファン
クションを実施することができる。プロセッサ202は、RAM204、ROM206、コンソール208、
入力デバイス210、ネットワークインターフェース212、データベース214、および/または
ストレージ216など、他のデバイスに結合され、またはアクセスして、コンピュータプロ
グラム命令および/またはプログラムデータを実行することができる。
【００１６】
　コンピュータプログラム命令は、プロセッサ202によって実行するために読取り専用メ
モリ(ROM)206および/またはストレージ216からRAM204へとロードすることができる。スト
レージ216は、プロセッサ202が、コンピュータ実装されたプロセスを実施するために必要
とする可能性がある任意のタイプの情報を記憶するように設けられた適切な任意のタイプ
のマスストレージ(mass storage)を含むことができる。例えば、ストレージ216は、1つま
たは複数のハードディスクデバイス、光ディスクデバイス、あるいは他のタイプのストレ
ージデバイスを含むことができる。
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【００１７】
　コンソール208は、コンピュータシステム200のユーザに対して情報を表示するGUI(grap
hic user interfaceグラフィックユーザインターフェース)または他のタイプのユーザイ
ンターフェースを提供することができる。コンソール208は、適切な任意のタイプのコン
ピュータディスプレイデバイスまたはコンピュータモニタを含むことができる。入力デバ
イス210は、ユーザがコンピュータシステム200に情報を入力するために設けることができ
る。入力デバイス210は、キーボード、マウス、または他の光または無線のコンピュータ
入力デバイスなどを含むことができる。
【００１８】
　ネットワークインターフェース212は、コンピュータシステム200がイントラネット102
および/またはインターネット104を介してリモートにアクセスすることができるように通
信接続を実現することができる。データベース214は、プロセッサ202によって使用される
任意の情報を含むことができる。データベース214は、任意のタイプの商用データベース
またはカスタマイズされたデータベースを含むことができる。データベース214はまた、
データベース中の情報を解析するための解析ツールを含むこともできる。
【００１９】
　プロセッサ202は、ある種のソフトウェアプログラムを実行して、操作環境100中におい
てサービスを提供するソフトウェアフレームワークを実装することができる。図3は、そ
のソフトウェアフレームワークの例示のソフトウェアアーキテクチャを示している。
【００２０】
　図3に示されるように、ソフトウェアアーキテクチャ300は、サービス実装レイヤ(servi
ce implementation layer)302、サービスリポジトリ(service repository)308、サービス
レイヤ(service layer)320、アクセスレイヤ(access layer)318、モデルアクセスおよび
包括的アクセスのプロキシレイヤ(proxy layer)316、エンタープライズアプリケーション
310、ウェブアプリケーション312、他のアプリケーション314などを含むことができる。
さらに、サービス実装レイヤ302は、コアサービス304および複合サービス306を含むこと
ができる。ソフトウェアコンポーネントの数は例示的なものにすぎず、限定することを意
図してはいない。任意数のソフトウェアコンポーネントは、ソフトウェアアーキテクチャ
300によって実装することができる。
【００２１】
　サービス実装レイヤ302は、サービスプロバイダ(例えば、プロバイダ106)によって提供
される適切な任意のタイプのサービスを含むことができる。サービスは、あらかじめ定義
され、自己完結し、かつ/または特定のタイプのソフトウェアプラットフォームおよび/ま
たは他のファンクションのコンテキストまたは状態から独立なファンクションを意味する
ことができる。サービスは、サービスインターフェースを介してアクセスすることができ
る。サービスを提供するソフトウェアエンティティ、あるいはそのソフトウェアエンティ
ティがサービスを提供するコンピュータプラットフォームは、サービスプロバイダと称す
ることができ、サービスを要求するソフトウェアエンティティ、あるいはそのソフトウェ
アエンティティがサービスを要求するコンピュータプラットフォームは、サービスコンシ
ューマと称することができる。サービスプロバイダはまた、ある種の状況下ではサービス
コンシューマになることもできる。さらに、ソフトウェアエンティティが様々なタイプの
接続(例えば、ネットワーク接続または論理接続など)を介して互いに通信することができ
るネットワークコンピューティング環境(例えば、操作環境100)においては、サービスは
、情報を交換するための接続のエンドポイントと称することもできる。異なるサービスは
、これらの接続を介して情報を交換することもできる。
【００２２】
　サービス実装レイヤ302は、複数の異なるタイプのサービスを含むように構成すること
ができる。これらのサービスは、対応するサービスインターフェースを介して定義される
オペレーションを有するサービスの集まりとして組織化することができる。ソフトウェア
アーキテクチャ300は、様々なアプリケーションによりこれらのサービスに対するアクセ
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スを可能とし、かつ/または諸サービスの間の通信を管理するサービス実装レイヤ302を介
してこれらのサービスを提供するように設計し、かつ/または構成することができる。し
たがって、ソフトウェアアーキテクチャ300は、サービスおよびそれらの相互接続の観点
からソリューション(solution)を提供するサービス指向アーキテクチャと称することがで
きる。
【００２３】
　ソフトウェアアーキテクチャ300は、ソフトウェアモデリングツール(software modelin
g tool)を使用し、サービス実装レイヤ302によって提供されるべきサービスを定義し組織
化するように構成することができる。UML(unified modeling language統合モデリング言
語)などのソフトウェアモデリングツールを使用することにより、諸サービスは、1組のモ
デルに基づいて組織化することができる。一連の変換をモデル間に課して、諸サービスを
実装（implement）することができる。モデルマッピング、モデル変換、および/またはコ
ード生成など、そのような変換は、ソフトウェアモデリングツールによって自動的に実施
し、あるいはソフトウェア開発業者などのユーザが手作業で実施することができる。した
がって、ソフトウェアアーキテクチャ300はまた、モデル駆動型サービス指向アーキテク
チャと称することもできる。
【００２４】
　サービス実装レイヤ302によって提供されるサービスを定義するモデル(すなわち、サー
ビス特有のモデル)は、メタモデルで記述することができる。メタモデルは一般に、統合
モデリング言語(UML)などの言語を記述するモデルを意味することができ、この言語から
モデルを表現することができる。すなわち、メタモデルは、ビジネスモデル、医学的モデ
ル、ウェアハウスモデルなどの様々なサービス特有のモデルを作成するためのビルディン
グブロックを含むことができる。図示するために、メタモデルによって記述されるサービ
ス特有のモデルは、具体的なメタモデル、または単にモデルと称して、サービス特有のモ
デルが、特定のメタモデルを使用して定義されることを指し示すことができ、またメタモ
デルにとって使用可能なある種の変換を受けることができる。例えば、具体的なメタモデ
ルは、メタデータによって表現することができ、このメタデータは、XMI(XML metadata i
nterchange XMLメタデータ交換)などある種のデータ交換規格を使用して変換し、または
アクセスすることができる。
【００２５】
　以上に説明されるように、サービス実装レイヤ302は、異なるタイプのサービスを含む
ことができる。ある種の実施形態においては、サービス実装レイヤ302は、コアサービス3
04と複合サービス306とを含むことができる。しかし、他のタイプのサービスを使用する
こともできる。
【００２６】
　コアサービスは、個別にアクセスすることができるオペレーションの微細細分性をサポ
ートするサービスのことを意味することができる。オペレーションの細分性は、そのオペ
レーションによってアクセスされるべきサービスの属性の範囲または領域を意味すること
ができる。オペレーションの微細細分性により、属性の一部分または個別の属性は、単一
のオペレーションによってアクセスし、または操作することができるようになり得る。コ
アサービスは、異なるオペレーションによって個別にアクセスすることができるオペレー
ション多数の属性を含むことができる。さらに、コアサービスは、そのコアサービスのラ
ンタイム状態が、コアサービスのオペレーション中に保持され得る点でステートフルとす
ることができる。例えば、コアサービスは、個別の属性のステータスを提供し、または個
別の特性のうちの特性を変更するクエリインターフェース(query interface)を含むこと
ができる。コアサービス304は、特定のコアサービスの適切な任意のタイプの実装形態(す
なわち、特定のコアサービスのバックエンド実装形態)を含むことができ、またそのサー
ビスに関連した状態情報を含むこともできる。
【００２７】
　例えば、コアサービス304は、ビジネストランザクション中に作成される購買注文を含
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むことができる。そのコアサービス購買注文は、顧客情報(例えば、顧客名、住所、電話
番号など)、発注情報(例えば、注文番号、日付、場所など)、およびアイテム情報(例えば
、ストック番号、価格、場所など)に関連する属性を含むことができる。さらに、ヘッダ
情報を購買注文に含めて、その情報にアクセスするためのインデックスを提供することが
できる。また、ノートを含めて任意のテキストメッセージを記録することもできる。
【００２８】
　さらに、コアサービス購買注文により、サービスコンシューマは、他の属性にアクセス
することなく、ある種の属性に個別にアクセスすることができるようになり得る。例えば
、そのサービスコンシューマは、注文情報にアクセスすることなく、顧客情報にアクセス
することができる。代わりに、サービスコンシューマは、単に顧客名だけにアクセスする
こともできる。サービスコンシューマとサービスプロバイダとの間で交換されるデータ量
は、要求される情報だけに制限することができる。さらに、説明されるように、コアサー
ビス304のソフトウェア実行の状態情報は、コアサービス304のサービスプロバイダが保持
することができる。
【００２９】
　複合サービスは、コアサービスに比較してオペレーションの大きな細分性をサポートす
るサービスを意味することができる。オペレーションの大きな細分性により、属性の大部
分または属性のすべては、単一のオペレーションによってアクセスし、または操作するこ
とができるようになり得る。したがって複合サービスは、全体または大きなグループにお
けるサービス属性にアクセスする限られた数のオペレーションを含むことができる。さら
に、複合サービスは、複合サービスがサービス属性に個別にアクセスすることができない
ように構成することができ、また属性のすべてまたは属性の組にアクセスするように構成
することができる。そのように大きな細分性は、単一のオペレーションによって交換され
るべき大量のデータを含むことができる。また、複合サービスの状態情報は、しばしば複
合サービスのオペレーション中に保持されないこともある。複合サービス306は、特定の
複合サービスの適切な任意のタイプの実装形態(すなわち、特定の複合サービスのバック
エンド実装形態)を含むことができる。
【００３０】
　購買注文の以上の例に従って、複合サービス308は、購買注文サービスを含むこともで
きる。しかし、複合サービス購買注文は、サービスコンシューマに単一のアクセスですべ
ての属性にアクセスすることを必要にし得る限られたインターフェースを提供することだ
けができるようにし、これは、サービスプロバイダとサービスコンシューマとの間で転送
される大量のデータをもたらす可能性がある。さらに、複合サービス306は、ステートレ
スであってもよい。すなわち、サービスプロバイダは、複合サービス306のソフトウェア
実行の状態情報を保持することができなくてもよい。
【００３１】
　サービス実装レイヤ302、またはコアサービス304と複合サービス306のバックエンド実
装形態は、コアサービス304と複合サービス306を定義するモデルに基づいて適切な任意の
タイプのコンピュータのハードウェアプラットフォームまたはソフトウェアプラットフォ
ーム上に実装することができる。一実施形態においては、サービス実装レイヤ302に含ま
れるサービスは、複数のハードウェアおよび/またはソフトウェアのプラットフォーム上
に実装することができる。
【００３２】
　以上で説明されるように、メタモデルを使用してサービス特有のモデルを定義すること
ができる。ある種の実施形態においては、統合メタモデルは、コアサービス304と複合サ
ービス306の両方を定義するように提供することができる。すなわち、コアサービス304お
よび複合サービス306の完全な記述は、ESDL(enterprise services definition language
エンタープライズサービス定義言語)などの統合メタモデルに含めることができる。コア
サービス304および複合サービス306の個々のサービスの具体的なメタモデルは、ビジネス
オブジェクトモデルや購買注文モデルなどの統合メタモデルを使用して定義することがで
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きる。コアサービス304および複合サービス306のメタモデルおよび具体的なメタモデルは
、サービスリポジトリ308に記憶することができる。したがって、サービスリポジトリ308
は、サービス実装レイヤ302によって提供されるサービスを記述する様々なメタデータと
、そのメタデータを定義し、それにアクセスするためのインターフェースを含むこともで
きる。
【００３３】
　統合メタモデルは、コアサービス304と複合サービス306の両方のサービスインターフェ
ースの完全なリストを記述することができるので、コアサービス304と複合サービス306の
両方に共通の定義は、コアサービス304と複合サービス306の両方について定義し、使用す
ることができる。他方、コアサービス304と複合サービス306に共通でない定義は、統合メ
タモデルに別々に含めることができる。
【００３４】
　以上の購買注文例においては、コアサービス購買注文(例えば、コアサービス304)は、
統合メタモデルの下のビジネスオブジェクトメタモデル(business object meta-model)に
よって説明することができる。ビジネスオブジェクトメタモデルは、インターフェース、
オペレーション、およびタイプを含むことができる。インターフェースは、サービスとイ
ンターフェースするために設けることができ、インターフェースパターン(すなわち、相
互作用のあらかじめ定義された抽象定義)によって定義することができる。例えば、イン
ターフェースパターンは、クエリ、アクセス、アクション、トランザクション、メッセー
ジ、動的特性、変更通知、および/または値のヘルプ(value help)などを含むことができ
る。さらに、ビジネスオブジェクトメタモデルの動的特性は、イネーブル/ディスエーブ
ル、必須、非アクティブ、読取り専用、作成可能、アップデート可能、および/または削
除可能など適切な任意のランタイム特性を含むこともできる。
【００３５】
　コアサービス購買注文メタモデルは、サービスコンシューマがコアサービス304におけ
る購買注文にアクセスする様々なオペレーションを含むことができる。例えば、コアサー
ビス購買注文メタモデルは、購買注文のヘッダ情報を読み取る「ヘッダ読取り(read head
er)」オペレーション、購買注文における特定のアイテムについて検索する「アイテム発
見(find item)」オペレーション、購買注文中のインデックス付け情報(例えば、ヘッダ情
報)を求めて検索する「ナビゲート」オペレーション、および/または関連した情報を獲得
するための「関連付けによる取出し」オペレーションなどを含むことができる。上記のオ
ペレーションは、例示的なものにすぎず、限定することを意図してはおらず、他のオペレ
ーションを含めることもできる。
【００３６】
　さらに複合サービス購買注文メタモデルはまた、統合メタモデルの下で定義することも
できる。例えば、統合メタモデルは、1つのオペレーションで購買注文におけるすべての
情報を取り出す「データ読取り(read data)」オペレーションなど、1つまたは複数の複合
サービスオペレーションを含むことができる。
【００３７】
　ある種の実施形態においては、統合メタモデルがコアサービス304と複合サービス306の
両方のインターフェースを記述するときに、統合メタモデルは、コアサービス304と複合
サービス306についての別個のインターフェースを含むことができる。ある種の他の実施
形態においては、統合メタモデルは、コアサービス304と複合サービス306の両方について
の共通のインターフェースを含むことができる。余分な制約条件を共通のインターフェー
スを表すインターフェースパターンに追加して、例えばアクセスされるべきサービスのタ
イプなどを記述する追加の情報を提供することができる。余分な制約条件はまた、コアサ
ービス304のインターフェースパターンに追加することもできる。コアサービス304が複合
サービス306のインターフェースを介してアクセスされる場合、余分な制約条件は、より
遅い速度および/またはより低い効率などの劣化した性能を伴うアクセスを可能にするこ
とができる。
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【００３８】
　例示の購買注文を定義するビジネスオブジェクトメタモデルは、例示の目的のためにす
ぎないことに注意すべきである。サービスリポジトリ308は、統合メタモデルの下で定義
される他のエンタープライズに関連した具体的な任意のメタモデルを含むことができる。
例えば、サービスリポジトリ308は、コアサービス304と複合サービス306の両方について
のビジネスウェアハウスおよびOLAP(online analytical processオンライン解析的プロセ
ス)などのためのビジネス情報メタモデルを含むことができる。
【００３９】
　具体的なメタモデルが統合メタモデルの下で定義され、メタデータが生成され、サービ
スリポジトリ308に記憶された後に、コアサービス304および複合サービス306は、サービ
スレイヤ320を介してソフトウェアアプリケーションによってアクセスすることができる
。サービスレイヤ320はまた、具体的なメタモデルおよび統合メタモデルに基づいて作成
することもできる。サービスレイヤ320は、サービス実装レイヤ302(例えば、コアサービ
ス304、複合サービス306など)およびサービスリポジトリ308についてのブローカとしての
役割を果たすことができる。例えば、サービス層320は、インターフェースパターン中の
余分な制約条件中で提供される追加情報を使用して、サービス要求がコアサービス304ま
たは複合サービス306について意図されるかどうかを判定することができる。サービスレ
イヤ320は、ある種の要求に応答して、使用可能なサービスを識別するためにサービスリ
ポジトリ308にアクセスすることもできる。
【００４０】
　サービスレイヤ320、サービス実装レイヤ302、およびリポジトリ308は、サービスを提
供するサービスプロバイダ(例えば、プロバイダ106)によって実装することができる。サ
ービスコンシューマは、サービスプロバイダに対してサービス要求メッセージを送信し、
サービスプロバイダからの戻された応答メッセージを受信することにより、サービスにア
クセスすることができる。実際には、サービスコンシューマは、エンタープライズアプリ
ケーション310、ウェブアプリケーション312、他のアプリケーション314などある種のク
ライアントソフトウェアアプリケーションを使用することにより、サービスにアクセスす
ることができる。
【００４１】
　エンタープライズアプリケーション310は、コアサービス304にアクセスするように設計
された適切な任意のタイプのソフトウェアアプリケーションを含むことができ、ウェブア
プリケーション312は、複合サービス306にアクセスするように設計された適切な任意のタ
イプのソフトウェアアプリケーションを含むことができる。他方、他のアプリケーション
314は、ある種の共通の規格に従ってソフトウェアアーキテクチャ300の特定の構造の知識
なしに一般的なサービスにアクセスするように独立に設計された適切な任意のタイプのサ
ードパーティソフトウェアアプリケーションを含むことができる。エンタープライズアプ
リケーション310、ウェブアプリケーション312、および他のアプリケーション314のすべ
ては、モデルアクセスおよび包括的アクセスのプロキシレイヤ316を介してサービス実装
レイヤ302にアクセスすることができる。
【００４２】
　モデルアクセスおよび包括的アクセスのプロキシレイヤ316は、サービス実装レイヤ302
に対するアクセスをスムーズに進めまたは実現する任意のソフトウェアプログラムを含む
ことができる。例えば、モデルアクセスおよび包括的アクセスのプロキシレイヤ316は、
サービス実装レイヤ302によって提供される任意のサービスにアクセスするための包括的
なインターフェースを提供することができる。その包括的インターフェースを使用して、
使用可能なサービスプロバイダを動的に調べ、その使用可能なサービスプロバイダによっ
て提供されるサービスのインターフェースおよび/またはオペレーションを取り出すこと
ができる。次いで取り出されたインターフェースおよび/またはオペレーションを使用し
て、サービスにアクセスすることができる。包括的なアクセスをエンタープライズアプリ
ケーション310、ウェブアプリケーション312、および他のアプリケーション314のうちの
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どれかが使用して、コアサービス304または複合サービス306のいずれかにアクセスするこ
とができる。
【００４３】
　他方、モデルアクセスおよび包括的アクセスのプロキシレイヤ316は、サービス実装レ
イヤ302によって提供される任意のサービスにアクセスするためのモデルアクセスインタ
ーフェースを提供することができる。そのモデルアクセスインターフェースは、特定の具
体的なメタモデルにアクセスする適切な任意のタイプのインターフェースを含むことがで
きる。モデルアクセスインターフェースは、具体的なメタモデルから導き出すことができ
、ビジネスオブジェクトメタモデルなど、特定のメタモデルクラスに対応することができ
る。特定の具体的なメタモデルは、あらかじめ定義され、よくドキュメント化されている
ので、具体的なメタモデルのインターフェースは、ソフトウェアアプリケーション(例え
ば、エンタープライズアプリケーション310)に知られていることもあり、動的調査または
動的結合は、不必要なこともある。すなわち、速度および効率は、かなり増大させること
ができる。
【００４４】
　モデルアクセスインターフェースも包括的アクセスインターフェースも、サービス実装
レイヤ302のサービスを提供しアップデートするために必要なこともある。例えば、新し
いサービス(すなわち、追加されるべきサービス、または既存のサービスに対するアップ
デート)が、元のソフトウェア製品中で実装されるときに、クライアントアプリケーショ
ンは、1つまたは複数のモデルアクセスインターフェースを使用して、その新しいサービ
スに速やかにアクセスすることができる。さらに、新しいサービスが、既存のソフトウェ
ア製品に後で追加されるときに、クライアントアプリケーションは、そのクライアントア
プリケーションを変更することなく、1つまたは複数の包括的アクセスインターフェース
を介してその新しいサービスにアクセスすることを直ちに開始することができる。モデル
アクセスインターフェースは、クライアントアプリケーション中において後で開発され展
開（deploy）されて、それらのアプリケーションのアクセス効率を改善することができる
。
【００４５】
　さらに、新しいインターフェース、新しい特性などの新しい1つまたは複数のサービス
のメタモデルは、適切な任意のタイプのリポジトリ構成ツールを使用することにより、サ
ービスリポジトリ308に追加することができる。アップデートされたリポジトリ308は、新
しい1つまたは複数のサービスに関するサービスコンシューマからの問い合わせに応答す
ることができる。
【００４６】
　クライアントアプリケーション(例えば、エンタープライズアプリケーション310、ウェ
ブアプリケーション312など)とモデルアクセスおよび包括的アクセスのレイヤは1つまた
は複数のサービスコンシューマ(例えば、コンシューマ108)によって実装することができ
る。モデルアクセスおよび包括的アクセスのプロキシレイヤ316は、アクセスレイヤ318を
介してサービスプロバイダのサービスレイヤ320にアクセスすることができる。
【００４７】
　アクセスレイヤ318は、DCOM(distributed component object model分散コンポーネント
オブジェクトモデル)、SOAP(simple object access protocol単純オブジェクトアクセス
プロトコル)、CORBA(common object request broker architectureコモンオブジェクト要
求ブローカアーキテクチャ)、JINIネットワークアーキテクチャ、RPC(remote procedure 
callリモートプロシージャコール)、RMI(remote method invocationリモートメソッド呼
出し)など、特定の規格に従って通信および/または他のサポートするファンクションを提
供する適切な任意のタイプのソフトウェアプログラムを含むことができる。アクセスレイ
ヤ318は、サービスプロバイダ(例えば、プロバイダ106)とサービスコンシューマ(例えば
、コンシューマ108)の両方によって実装して、サービスプロバイダとサービスコンシュー
マとの間の情報を交換することができる。
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【００４８】
　例えば、サービスプロバイダとサービスコンシューマが同じコンピュータ上で実装され
る場合のある種の状況においては、アクセスレイヤ318は、サービスコンシューマが、サ
ービスプロバイダによって提供される諸サービスに直接にアクセスすることができるよう
にするDMI(direct method invocation直接メソッド呼出し)インターフェースを含むこと
もできる。ある種の実施形態においては、その直接アクセスは、ソフトウェアファンクシ
ョンコールとして実装することができる。
【００４９】
　ソフトウェアアーキテクチャ300によるソフトウェアフレームワークまたはソフトウェ
アプログラムの作成および/またはオペレーションは、コンピュータシステム200など、1
つまたは複数のコンピュータシステムによって実行することができる。図4は、コンピュ
ータシステム200、および/またはコンピュータシステム200のユーザによって、またより
詳細にはある種の開示された実施形態と整合したプロセッサ202によって実施することが
できる例示のソフトウェア作成プロセスを示している。
【００５０】
　図4に示されるように、プロセッサ202は、ソフトウェアアーキテクチャ300において提
供されるべき1つまたは複数のコアサービスを識別することができる(ステップ402)。プロ
セッサ202は、提供されるべきすべてのサービスとサポートされるべきサービスのすべて
のインターフェースを識別し、かつ/またはドキュメント化することができる。プロセッ
サ202は、ソフトウェアアーキテクチャ300において提供されるべき複合サービスを識別す
ることもできる(ステップ404)。そのように行う際に、プロセッサ202は、識別された複合
サービスのすべてのインターフェースを提供することもできる。
【００５１】
　さらに、プロセッサ202は、識別されたコアサービスと複合サービスの完全な記述を提
供する統合メタモデルを定義することができる(ステップ406)。統合メタモデルは、以前
に説明されるようにコアサービスと複合サービスの両方のインターフェースの完全なリス
トを含むことができる。統合メタモデルが定義された後に、プロセッサ202は、コアサー
ビスと複合サービスを記述する1つまたは複数のモデルまたは具体的なメタモデルを作成
することができる(ステップ408)。諸モデルは、新しいサービスが追加されるべきときに
はいつでも再使用することができる。
【００５２】
　モデルに基づいて、プロセッサ202は、サービスプロバイダ(例えば、プロバイダ106)に
ついての1つまたは複数のコアサービス(例えば、コアサービス304)を実装することができ
る(ステップ410)。プロセッサ202はまた、サービスプロバイダについての1つまたは複数
の複合サービス(例えば、複合サービス306)を実装することもできる(ステップ412)。コア
サービスおよび複合サービスは、異なるソフトウェア構造またはプログラミング言語で実
装することができる。さらに、プロセッサ202は、ある種のコアサービスおよび/またはあ
る種の複合サービスを提供する任意のサードパーティソフトウェアプログラムを組み込む
こともできる。
【００５３】
　様々な具体的なメタモデルまたはモデルは、モデルリポジトリに記憶することができる
。プロセッサ202は、そのリポジトリを作成し、かつ/または構成して、統合メタモデル、
具体的なメタモデル、および任意のメタモデルまたは他の関連したデータをリポジトリに
記憶することができる(ステップ414)。プロセッサ202は、適切な任意のタイプの構成ツー
ルを使用してリポジトリを構成することができる。さらに、プロセッサ202は、リポジト
リを任意のサービスコンシューマがアクセスして、サービスを見出し、サービスにアクセ
スすることができるように、リポジトリの他の機能を実装することもできる。
【００５４】
　さらにプロセッサ202は、サービス(例えば、コアサービス304および複合サービス306な
ど)にアクセスするためのアクセス規格(例えば、アクセスレイヤ318)を選択することがで
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きる(ステップ416)。プロセッサ202は、諸サービスのソフトウェアプラットフォーム、プ
ログラミング言語、操作環境などに基づいてアクセス規格を選択することができる。複数
の規格を同時にサポートすることができる。
【００５５】
　プロセッサ202は、コアサービスおよび複合サービスについてのサービスインターフェ
ース(例えば、サービスレイヤ320)を提供することもできる(ステップ418)。プロセッサ20
2は、特定のコアサービスおよび複合サービスと独立なサービスインターフェースを実装
して、例えば新しいコアサービスおよび/または複合サービスをアップデートし、かつ/ま
たは追加するときの努力を低減させ、あるいはなくすることができる。
【００５６】
　プロセッサ202は、コアサービスおよび複合サービスにアクセスするクライアントソフ
トウェアフレームワークを実装することもできる。さらにプロセッサ202は、コアサービ
スおよび複合サービスにアクセスする包括的アクセスインターフェースを実装することも
できる(ステップ420)。プロセッサ202は、包括的アクセスインターフェースを使用して、
統合メタモデルの下の任意のコアサービスおよび/または複合サービスに基づいたモデル
にアクセスすることができるように、任意の特定のコアサービスおよび/または複合サー
ビスから独立した包括的アクセスインターフェースを実装することができる。アクセスさ
れるべきサービスの特定のタイプ、インターフェース、および/またはオペレーションは
、ランタイム中にサービスに動的にアクセスする包括的アクセスインターフェースに渡す
こともできる。
【００５７】
　プロセッサ202は、特定のサービス特有のメタモデル実装形態にアクセスするモデルア
クセスインターフェースを実装することもできる(ステップ422)。モデルアクセスインタ
ーフェースは、コアサービスおよび/または複合サービスの特定のサービスに対応する具
体的なメタモデルオブジェクトに基づいて実装することができる。さらに、プロセッサ20
2は、モデルアクセスインターフェースおよび/または包括的インターフェースを使用する
クライアントアプリケーションを実装し展開することもできる(ステップ424)。クライア
ントアプリケーションのユーザは、モデルアクセスインターフェースおよび/または包括
的インターフェースを介してコアサービス、複合サービス、またはその両方にアクセスす
ることができる。
【００５８】
　ソフトウェアフレームワークまたはソフトウェアプログラムの作成の後に、ソフトウェ
アフレームワークまたはソフトウェアプログラムは、サービスプロバイダ上のソフトウェ
アフレームワークまたはソフトウェアプログラムのユーザによって展開することができる
。さらに、新しいサービスを既存の、または展開済みのコアサービスおよび/または複合
サービスに追加することもでき、また既存のサービスをアップデートすることもできる。
図5は、新しいサービスを追加し既存のサービスをアップデートするための例示のアップ
グレードするプロセスを示している。
【００５９】
　図5に示されるように、プロセッサ202は、新しいサービスまたはサービスアップデート
を実装することができる(ステップ502)。新しいサービスまたはサービスアップデートは
、統合メタモデルの下の記述を有する新しいモデルに基づいたものとすることができる。
しかし、新しいサービスまたはサービスアップデートのインターフェースが、あらかじめ
定義されたメタモデルに完全に含まれない場合、新しいインターフェースをメタモデルに
追加することができ、リポジトリ(例えば、サービスリポジトリ308)もまたアップデート
することができる。リポジトリをアップデートすることは、以上で説明されるようにある
種の構成ツールを使用してリポジトリを構成することにより実施することができる。
【００６０】
　プロセッサ202は、既存のソフトウェアフレームワークまたはソフトウェアプログラム
中において新しいサービスまたはサービスアップデートを展開することができる(ステッ
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プ504)。すなわち、新しいサービスは、アクセスするために使用可能にするためにバック
エンドサービス実装レイヤ302に追加することができる。他方、プロセッサ202はまた、包
括的アクセスインターフェースに基づいて新しいサービスまたはサービスアップデートに
ついての既存のクライアントアプリケーションに対する変更を実装し、展開することもで
きる(ステップ506)。包括的アクセスインターフェースは、特定のタイプのコアサービス
または複合サービスから独立したものとすることができるので、既存のクライアントアプ
リケーションに対する変更は最小限に、あるいはなくすることができる。新しいサービス
またはサービスアップデートは、包括的アクセスインターフェースを使用して通常のソフ
トウェア変更またはアップグレーディングによって必要とされる期間よりもかなり短い期
間の後にアクセスすることができる。
【００６１】
　諸サービスは、包括的アクセスインターフェースを介してアップデートされたクライア
ントアプリケーションによってアクセスすることができるが、プロセッサ202はまた、新
しいサービスまたはサービスアップデートに対するさらに具体的なアクセスを実現するモ
デルアクセスインターフェースを実装することもできる(ステップ508)。モデルアクセス
インターフェースは、包括的アクセスインターフェースに比べて実装するために、より長
い時間とより多くの努力を要する可能性があるが、アクセスの速度および効率をかなり改
善することができる。
【００６２】
　モデルアクセスインターフェースが実装された後に、プロセッサ202は、モデルアクセ
スインターフェースに基づいてクライアントアプリケーションに対する変更を実装し展開
することができる(ステップ510)。包括的アクセスインターフェースに比べてモデルアク
セスインターフェースに基づいては、クライアントアプリケーションに対する変更を実装
し展開するために、より多くの努力を必要とする可能性があるので、もっと長い時間がか
かって初めて、クライアントアプリケーションは諸サービスにアクセスすることができる
。しかし、諸サービスは、最初に包括的アクセスインターフェースによってアクセスされ
てもよいが、それと同時にモデルアクセスインターフェースは実装されている。したがっ
て、諸サービスは、後でモデルアクセスインターフェースによってアクセスすることがで
きる。
【００６３】
　図6は、ソフトウェアアーキテクチャ300と整合した、ランタイム中にサービスを提供し
サービスにアクセスするためのさらに詳細を伴う例示のソフトウェアアーキテクチャ600
を示している。ソフトウェアアーキテクチャ600は、サービス実装レイヤ601(例えばサー
ビス実装レイヤ302)と、ソフトウェアコントローラ602と、サービスランタイムリポジト
リ608(例えば、サービスリポジトリ308)と、ローカルクライアントプロキシ604と、サー
ビスマネージャ606(例えば、サービスレイヤ320)とを含むことができる。ソフトウェアア
ーキテクチャ600はまた、クライアントアプリケーション628と、型付けプロキシ(typed p
roxy)630-1から630-4と、型付けリポジトリプロキシ(typed repository proxy)632と、ビ
ジネスオブジェクトモデルプロキシ642と、ビジネス情報モデルプロキシ644と、プロセス
オブジェクトモデルプロキシ646と、包括的クライアントプロキシ648と、リポジトリマネ
ージャプロキシ650とを含むこともできる。
【００６４】
　プロキシは、一般に別のアプリケーションまたはコンピュータシステムに関与する詳細
を示さないまま、別のアプリケーションまたはコンピュータシステムの代わりにある種の
1つまたは複数のファンクションおよび/またはある種の1つまたは複数のオペレーション
を実施するソフトウェアエージェントと称することができる。例えば、ビジネスオブジェ
クトモデルプロキシ642は、統合メタモデルの下で定義されるビジネスオブジェクトモデ
ルのサービスに対応することができる。
【００６５】
　さらに、ソフトウェアアーキテクチャ600はまた、サービスマネージャプロキシ624と、
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エンタープライズデータオブジェクト626と、直接メソッド呼出し(DMI)620と、単純オブ
ジェクトアクセスプロトコル(SOAP)チャネル622などを含むこともできる。当業者なら、
他のコンポーネントおよび/または異なる数のコンポーネントをソフトウェアアーキテク
チャ600によって実装することができるので、リストアップされたコンポーネントは、単
に例示的なものにすぎず、限定することを意図していないことが理解されよう。
【００６６】
　ビジネスオブジェクトプロバイダ612、ビジネス情報プロバイダ614、ビジネスプロセス
プロバイダ616、および複合サービスプロバイダ618によって提供される複合サービスおよ
びコアサービスについての完全な記述を含むメタモデル(例えば、統合メタモデル)を定義
することができる。サービス実装レイヤ601は、ビジネスオブジェクトプロバイダ612と、
ビジネス情報プロバイダ614と、ビジネスプロセスプロバイダ616と、複合サービスプロバ
イダ618とを含むことができる。ビジネスオブジェクトプロバイダ612、ビジネス情報プロ
バイダ614、およびビジネスプロセスプロバイダ616は、様々なコアサービスを提供するこ
とができる。
【００６７】
　より詳細には、ビジネスオブジェクトプロバイダ612は、ビジネストランザクションの
具体的なメタモデル記述に基づいてコアサービスを提供することができ、ビジネス情報プ
ロバイダ614は、ビジネスウェアハウス(例えば、データベースウェアハウス)およびオン
ライン解析的処理(OLAP)を記述する具体的なメタモデルに基づいてコアサービスを提供す
ることができ、ビジネスプロセスプロバイダ616は、特定の顧客のための特定の出力、ま
たは組織内のマーケット横断時間(market across time)および空間を生成するように設計
されたビジネスアクティビティを記述する具体的なメタモデルに基づいてコアサービスを
提供することができる。
【００６８】
　定義されたメタモデル、具体的なメタモデル、および関連するメタデータは、サービス
ランタイムリポジトリ608(例えば、リポジトリ308)に記憶することができ、ランタイム中
にアクセスすることができる。諸サービスとサービスランタイムリポジトリ608は、サー
ビスマネージャ606(例えば、サービスレイヤ320)を介してアクセスすることができる。
【００６９】
　さらに、ソフトウェアコントローラ602は、サービスプロバイダ(例えば、ビジネスオブ
ジェクトプロバイダ612、ビジネス情報プロバイダ614、ビジネスプロセスプロバイダ616
、および複合サービスプロバイダ618)と、サービスマネージャ606と、サービスランタイ
ムリポジトリ608との間の相互作用を調整することができる。例えば、ソフトウェアコン
トローラ602は、サービスプロバイダおよび/またはサービスリポジトリ608に対するアク
セスをスムーズに進める命名サービスやディレクトリサービスなど、ある種のサービスハ
ンドラおよび/またはウェブサービスユーティリティを提供することができる。ソフトウ
ェアコントローラ602はまた、統合メッセージハンドリング、接続チャネル通知、および/
または動的特性ハンドリングなどを提供することもできる。
【００７０】
　クライアントアプリケーション628(例えば、エンタープライズアプリケーション310、
ウェブアプリケーション312、他のアプリケーション314など)は、異なるインターフェー
スを介してサービスプロバイダにアクセスすることができる。例えば、クライアントアプ
リケーション628は、包括的クライアントプロキシ648(例えば、包括的アクセスインター
フェース)を直接に使用して、あるいは型付けプロキシ630-4を介して包括的クライアント
プロキシ648を使用して、サービスプロバイダにアクセスすることができる。クライアン
トアプリケーション628はまた、ビジネスオブジェクトモデルプロキシ642、ビジネス情報
モデルプロキシ644、またはプロセスオブジェクトモデルプロキシ646を使用して、あるい
はそれぞれ型付けプロキシ630-1、型付けプロキシ630-2、または型付けプロキシ630-3を
介してビジネスオブジェクトモデルプロキシ642、ビジネス情報モデルプロキシ644、また
はプロセスオブジェクトモデルプロキシ646を使用してサービスプロバイダにアクセスす
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ることもできる。
【００７１】
　包括的クライアントプロキシ648は、サービス実装レイヤ601によって提供されるサービ
スにアクセスするための包括的アクセスインターフェースを提供することができる。包括
的クライアントプロキシ648によって提供される包括的アクセスインターフェースを使用
するために、対応する具体的なメタモデルおよび/またはメタデータなどの情報は、リポ
ジトリマネージャプロキシ650を介してサービスランタイムリポジトリ608からクライアン
トアプリケーション628によって取得されてもよい。しかし、他のリポジトリサービスが
、包括的クライアントプロキシ648によって使用されてもよい。
【００７２】
　ビジネスオブジェクトモデルプロキシ642、ビジネス情報モデルプロキシ644、またはプ
ロセスオブジェクトモデルプロキシ646は、それぞれビジネスオブジェクトプロバイダ612
、ビジネス情報プロバイダ614、またはビジネスプロセスプロバイダ616に対応するサービ
スにアクセスするためのモデルアクセスインターフェースを提供することができる。様々
なモデルプロキシは、対応するサービスプロバイダ、または対応する具体的なメタモデル
によって提供される特定のタイプのコアサービスについての特定のインターフェース、特
性、および/またはオペレーションを含むことができる。
【００７３】
　型付けプロキシ(例えば、型付けプロキシ630-1から630-4および型付けリポジトリプロ
キシ632など)は、対応するプロキシ(例えば、ビジネスオブジェクトモデルプロキシ642、
ビジネス情報モデルプロキシ644、プロセスオブジェクトモデルプロキシ646、包括的クラ
イアントプロキシ648、およびリポジトリマネージャプロキシ650など)の型チェック呼出
しを実現することができる。型付けプロキシによって実現される型チェックは、対応する
プロキシの任意の呼出しのシンタックスをランタイムコンパイルエラーおよび/または他
のタイプのランタイムエラーを低減させるために正しいものとして保証することができる
。
【００７４】
　さらに、プロキシは、サービスマネージャプロキシ624を介してサービスプロバイダに
アクセスすることができる。サービスマネージャプロキシ624は、サービスマネージャ606
を介してサービスプロバイダに対する接続を実現する機能インターフェースまたはメソッ
ド呼出しインターフェースを含むことができる。サービスマネージャプロキシ624はまた
、一部または全部のプロキシに共通のデータコンテナを提供するエンタープライズデータ
オブジェクト626を含むこともできる。サービスマネージャプロキシ624は、直接メソッド
呼出し620により、または単純オブジェクトアクセスプロトコル(SOAP)チャネル(例えば、
アクセスレイヤ318など)を経由したサービスマネージャ606に対する接続を実現すること
ができる。他のミドルウェア規格が、使用されてもよい。
【００７５】
　手段、クライアントアプリケーション628が、サービスプロバイダと同じコンピュータ
プラットフォーム上にあるときなど、直接メソッド呼出し620が使用されるときには、ロ
ーカルクライアントプロキシ604を使用して、他のタイプのアクセスについてのメッセー
ジ処理の代わりに、メソッド呼出し(またはファンクションコール)を取り扱うことができ
る。さらに、サービスマネージャプロキシ624はまた、SDO規格に準拠したサードパーティ
アプリケーションが、サービスマネージャプロキシ624を介してサービスプロバイダにア
クセスすることができるように、SDO(service data objectサービスデータオブジェクト)
652をサポートすることもできる。
【００７６】
　ソフトウェアアーキテクチャ600によるソフトウェアフレームワークを作成し、かつ/ま
たはアップデートすることは、ソフトウェアアーキテクチャ300によるソフトウェアのフ
レームワークまたはプログラムと同様の方法で実行することができる。ソフトウェアアー
キテクチャ600によるクライアントアプリケーションの操作プロセスは、より詳細なオペ
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レーションを含むことができる。図7は、コンピュータシステム200によって、より詳細に
はプロセッサ202によって実施することができる例示のクライアントアプリケーション操
作プロセスを示している。
【００７７】
　図7に示されるように、クライアントアプリケーション操作プロセスの最初にプロセッ
サ202は、サービス要求を取得することができる(ステップ702)。クライアントアプリケー
ション628のユーザが、クライアントアプリケーション628のある種のプログラムを呼び出
すときに、あるいは他の任意のソフトウェアプログラムによって要求されるときに、プロ
セッサ202は、サービス要求を取得することができる。サービス要求を取得した(ステップ
702)後に、プロセッサ202は、要求されたサービスがコアサービスか、または複合サービ
スかを判定することができる(ステップ704)。プロセッサ702が、要求されたサービスが複
合サービスであることを判定する場合(ステップ704;no)、プロセッサ202は、包括的クラ
イアントプロキシ650を選択することができる(ステップ710)。
【００７８】
　他方、プロセッサ202が、要求されたサービスがコアサービスであることを判定する場
合(ステップ704;yes)には、プロセッサ202は、さらに対応するモデルプロキシ(例えば、
ビジネスオブジェクトモデルプロキシ642、ビジネス情報モデルプロキシ644、またはプロ
セスオブジェクトモデルプロキシ646など)が使用可能であるかどうかを判定することがで
きる(ステップ706)。対応するモデルプロキシが使用可能でない場合(ステップ706;no)、
プロセッサ202はまた包括的クライアントプロキシを選択することもできる(ステップ710)
。しかし、対応するモデルプロキシが使用可能である場合(ステップ706;yes)には、プロ
セッサ202は、要求されたコアサービスにアクセスするための使用可能なモデルプロキシ
を選択することができる(ステップ708)。
【００７９】
　さらに、プロセッサ202は、型付けアクセスが要求されるかどうかを判定することがで
きる(ステップ712)。型付けアクセスが要求される場合(ステップ712;yes)、プロセッサ20
2は、選択されたモデルプロキシまたは包括的クライアントプロキシについての型付けプ
ロキシ630-1から630-4や型付けリポジトリプロキシ632など、対応する型付けプロキシを
コンパイルし、かつ/または呼び出すことができる(ステップ714)。プロセッサ202はまた
、型付けアクセス中に任意のコンパイルエラーを報告することもできる。型付けアクセス
が要求されない場合(ステップ712;no)、あるいは対応する型付けプロキシがエラーなしで
コンパイルされた(ステップ714)後に、プロセッサ202は、エンタープライズデータオブジ
ェクト626を要求されるサービスのために使用されるデータコンテナとして生成すること
ができ、またサービスマネージャプロキシ624を呼び出して(ステップ716)、要求されたサ
ービスにアクセスすることができる。
【００８０】
　プロセッサ202はまた、要求アクセスが、直接またはローカルのアクセスであるかどう
かを判定することもできる(ステップ718)。要求されたアクセスが、直接またはローカル
のアクセスである場合(ステップ718;yes)、プロセッサ202は、直接メソッド呼出しにより
要求されたサービスにアクセスすることができる(ステップ720)。他方、要求されたアク
セスが、直接またはローカルのアクセスではない場合(ステップ718;no)には、プロセッサ
202は、SOAPチャネル622を介して要求されたサービスにアクセスすることができる。しか
し、他の接続を使用することもできる。サービスプロバイダは、要求されたサービスを受
信することができ、また以前に説明されたように、以上に開示されるアクセス方法を使用
してクライアントアプリケーション628に対して対応するサービス応答を送信することが
できるが、逆の順序(例えば、直接呼出しメソッド620またはSOAPチャネル622、サービス
マネージャプロキシ624など)である。
【００８１】
　モデルアクセスインターフェース(例えば、ビジネスオブジェクトモデルプロキシ642、
ビジネス情報モデルプロキシ644、プロセスオブジェクトモデルプロキシ646、またはリポ
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ジトリマネージャプロキシ650など)と、包括的アクセスインターフェース(例えば、包括
的クライアントプロキシ648など)の両方を使用することにより、クライアントアプリケー
ション628は、同じソフトウェアフレームワーク内のコアサービスと複合サービスの両方
に柔軟にアクセスすることができる。さらに、新しいサービスまたは既存のサービスのア
ップデートを、包括的アクセスインターフェースを介して提供して、市場に出るまでの時
間および/または実装努力の量をかなり低減させることができるが、より高度でさらに具
体的なソリューションを新しいサービスまたはサービスアップデートについて後で提案し
て、そのソフトウェアフレームワークの速度および/または効率を増大させることができ
る。
【００８２】
　したがって、ユーザまたはソフトウェアプロセスは、統合メタモデルを使用して、サー
ビスプロバイダ上のコアサービスと複合サービスの両方を定義することができ、またクラ
イアントソフトウェアアプリケーションを使用して、共通のソフトウェアフレームワーク
またはアーキテクチャを介してコアサービスおよび複合サービスにアクセスすることもで
きる。コアサービスおよび複合サービスのモデルをエンタープライズ内で再使用して、テ
ストされたソリューションを実現することができる。サードパーティソフトウェアコンポ
ーネントはまた、共通の規格を使用することにより統合することもできる。
【００８３】
　開示された例示の方法およびシステムの他の実施形態、特徴、態様、および原理は、当
業者には明らかになり、様々な環境およびシステム中において実装することができる。例
えば、サードパーティソフトウェアアプリケーション開発業者は、開示されたソフトウェ
アアーキテクチャを適応させて、ウェブサービスアプリケーションにおけるコアサービス
と複合サービスの両方を利用したソフトウェアプログラムを作成し、あるいは開示された
サービスプロバイダアーキテクチャなどと共に機能するクライアントソフトウェアアプリ
ケーションを作成することを可能にすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００８４】
【図１】ある種の開示された実施形態と整合した操作環境のブロック図である。
【図２】ある種の開示された実施形態と整合したコンピュータシステムのブロック図であ
る。
【図３】ある種の開示された実施形態と整合した例示のソフトウェアアーキテクチャのブ
ロック図である。
【図４】ある種の開示された実施形態と整合した例示の作成プロセスのフローチャートで
ある。
【図５】ある種の開示された実施形態と整合した例示のアップグレーディングプロセスの
フローチャートである。
【図６】ある種の開示された実施形態と整合した別の例示のソフトウェアアーキテクチャ
のブロック図である。
【図７】ある種の開示された実施形態と整合した例示の操作プロセスのフローチャートで
ある。
【符号の説明】
【００８５】
　100　操作環境
　102　イントラネット
　104　インターネット
　106　サービスプロバイダコンピュータ、プロバイダ
　108　サービスコンシューマコンピュータ、コンシューマ
　110　ゲートウェイ
　200　コンピュータシステム
　202　プロセッサ
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　204　ランダムアクセスメモリ(RAM)
　206　読取り専用メモリ(ROM)
　208　コンソール
　210　入力デバイス
　212　ネットワークインターフェース
　214　データベース
　216　ストレージ
　300　ソフトウェアアーキテクチャ
　302　サービス実装レイヤ
　304　コアサービス
　306　複合サービス
　308　サービスリポジトリ
　310　エンタープライズアプリケーション
　312　ウェブアプリケーション
　314　他のアプリケーション
　316　モデルアクセスおよび包括的アクセスのプロキシレイヤ
　318　アクセスレイヤ
　320　サービスレイヤ
　600　ソフトウェアアーキテクチャ
　601　サービス実装レイヤ
　602　ソフトウェアコントローラ
　604　ローカルクライアントプロキシ
　606　サービスマネージャ
　608　サービスランタイムリポジトリ
　612　ビジネスオブジェクトプロバイダ
　614　ビジネス情報プロバイダ
　616　ビジネスプロセスプロバイダ
　618　複合サービスプロバイダ
　620　直接メソッド呼出し(DMI)
　622　単純オブジェクトアクセスプロトコル(SOAP)チャネル
　624　サービスマネージャプロキシ
　626　エンタープライズデータオブジェクト
　628　クライアントアプリケーション
　630-1～630-4　型付けプロキシ
　632　型付けリポジトリプロキシ
　642　ビジネスオブジェクトモデルプロキシ
　644　ビジネス情報モデルプロキシ
　646　プロセスオブジェクトモデルプロキシ
　648　包括的クライアントプロキシ
　650　リポジトリマネージャプロキシ
　652　サービスデータオブジェクト
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