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本稿では，レガシーシステムへのサービス指向アーキテクチャ(SOA) 適用を支援するため，手続
き型言語で書かれたプログラムから SOA のサービス候補を発見・抽出する手法を提案する．一般に，
SOA におけるサービスには，(1)オープンなインタフェースを備え，(2)自己完結であり，(3)ビジネ
スを遂行するのに適切な粒度であるという 3 つの性質が求められる．提案手法では，ソースコードと
そのデータフロー図 (DFD) を用いて，処理間のデータと制御による依存関係を分析，上記性質に適
合するサービス群を同定する．具体的には，まずソースコードをリバースエンジニアリングし DFD
を作成する．次に，DFD 上のデータを 3 種類に分類し，分類したデータと処理間の制御構造を利用
して 4種類の依存関係を設定する．この依存関係を利用し，複数の処理を自己完結したサービスとし
てくくりだすための 6つのルールを適用する．ケーススタディとして，酒屋在庫管理システムに対し
てサービス抽出を行い，ソースコードから様々な粒度のサービス抽出が可能であることを示した．

Extracting Service Candidates from Legacy Software
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To support legacy migration to service-oriented architecture (SOA), this paper presents a
method that derives candidates of SOA services from procedural program. In SOA, every ser-
vice is supposed to be a procedure with (1) open interface, (2) self-containedness, (3) coarse
granularity for business. We identify such services from the source code and its data flow
diagram (DFD), by analyzing data and control dependencies among procedures. Specifically,
we first obtain the DFD with reverse-modeling techniques. For each layer of the DFD we
classify every data flow into three categories. Using the data category and control among pro-
cedures, we characterize four types of dependencies. We finally apply six rules that aggregate
mutually dependent procedures and extract them as a service. A case study with a liquor
shop inventory control system extracts service candidates with various granularity.

1. は じ め に

ビジネス環境の急激な変化に対応するため，迅速か

つ柔軟な業務システムが求められるようになってきた．

しかし，既存のシステムの多くは，業務毎に高度に専

門化されたモノリシック (一枚岩)なシステムが多く，

任意のシステムとの相互運用性やデータの共有などが

考慮されていない．このようなシステムでは，業務手
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順 (ビジネスプロセス)が変わる度にシステムの大幅

な修正が必要となり，保守コストが膨大になることが

大きな問題とされている．

このような背景の下で，サービス指向アーキテクチャ

(SOA)5) というアーキテクチャパラダイムが注目さ

れている．SOAでは，システムの機能を「サービス」

という単位でくくりだし，ビジネスプロセスの基本構

成要素 (要素プロセスと呼ぶ)とする．これらの「サー

ビス」は，システムのプラットフォームや内部実装に

非依存なインタフェースオープンなインタフェースを

通じて疎結合される．ビジネスプロセスは既存サービ

スの緩い結合により構成され，個々のサービスの組み

換えや更新が容易である．結果的に，ビジネス環境の

変化に迅速・柔軟に対応できる．このような利点から，



最近では特に，長年に渡り保守されてきた現役のレガ

シーソフトウェア7)に SOAを適用する (SOA化する)

話題に大きな関心が集まっている．

通常の SOAに基づくシステム開発では，ビジネス環

境を分析し，必要な機能を要素プロセスとして洗い出

し，それらの機能をサービスとしてシステムを構成す

るトップダウンアプローチが良く知られている9)．し

かしながら，長年保守されてきたレガシーソフトウェ

アをベースとして SOA化を実施するには，既存シス

テムの機能を最大限再利用し，修正・改修のためのコ

ストを最小限に留めることが重要となる．

これを支援するため，本論文では，レガシーソフト

ウェアのソースコードを，データフロー図 (DFD)1)2)

を利用して分析し，ソフトウェア内の潜在的なサービ

ス (候補) をプロセス単位で抽出する手法を提案する．

具体的には，まずソースコードに対してリバースエ

ンジニアリングを適用し，DFD を取得する．次に，

DFD上のデータを 3つのカテゴリに分類し，プロセ

ス間の依存関係を性質付ける．この依存関係に基づき，

DFD上の複数のプロセスを自己完結したサービスと

してくくりだす 6 つのルールを提案する．提案手法

を酒屋在庫管理システムに適用し，サービス抽出実験

を行った．その結果，ソースコードから様々な粒度の

サービスを抽出できることを確認した．

2. 準 備

2.1 サービス指向アーキテクチャ(SOA)

サービス指向アーキテクチャ(SOA)5)6) とは，ソフ

トウェアの機能をサービスという単位でくくり出し，

複数のサービスを連携・統合することでシステムを構

築するソフトウェアアーキテクチャである．サービス

の定義に関しては様々なものが存在するが，本論文で

はサービスを以下の 3つの条件を満たすソフトウェア

処理 (プロセス，タスク)の集合と位置づける．

(条件 1)オープンなインタフェース： サービスは，

外部から利用可能なオープンなインタフェース

を備える．本稿ではオープンなインタフェースを，

(a)インタフェースそのものがサービスの実装や

プラットフォームに依存しないこと，(b)インタ

フェースの入出力データが実装に中立であること，

すなわち特定の実装でのみ利用される一時データ

のような汎用性の低いデータ構造を取らないこと，

の 2 点を満たすインタフェースと定義する．(a)

についてはWebサービス技術におけるWSDLの

ような SOA実行基盤によって実現されるものと

し，本稿では特に (b)に着目してインタフェース

のオープン性を分析する．

(条件 2)自己完結： サービスは他のサービスに依存

せずに実行可能である．つまり，他の処理を実行

した後でなければ実行できない処理や，入力と

して他の処理の出力が必須となるような処理は，

サービスの単位として適切であるとはいえない．

(条件 3)粗粒度： サービスは，それ単体でビジネス

の構成単位として機能する粗粒度の処理である．

さらに，複数のサービスを組み合わせて利用する

ことで，より高機能・粗粒度なサービスを実現で

きる．

これらの条件は，SOAにおける一般的なサービスに要

求される必要条件である9)．これらの条件から，サー

ビス同士の結合度は弱く保たれる (疎結合8))．よって，

サービス内部の変更がシステム全体に波及せず，サー

ビスの組み換えも容易となる．その結果，ビジネス環

境の変化に対応しうる柔軟なシステム環境を実現する

ことが可能となる．

2.2 レガシーシステムの SOA化

文献 9)において，SOAに準拠したシステム開発手

法が提案されている．この手法では，まずビジネス環

境のフロー分析を行い，業務の流れを抽象化・単純化

したプロセスモデルとして表現する．さらに，プロセ

スをそれ以上細分化できない要素プロセスまで詳細化

する．次に，システム化の側面から分析を行い，シス

テムを構成する細かいコンポーネントやプログラムを

適切な粒度のモジュールにまとめ，サービスとして要

素プロセスに対応付ける．

しかし，新規開発の場合と異なり，レガシーシステ

ムを SOA化する場合には，この方法を直接適用する

ことは難しいと考えられる．ビジネス環境のプロセス

モデル化はレガシーシステムの実装を考慮せずに行わ

れるため，対応するサービスをレガシーシステムから

抽出するためにはシステム側の大幅な修正が必要とな

る可能性がある．しかし，レガシーシステムには，(i)

長年に渡る保守作業の結果，更なる修正が難しい状態

になっている7)，(ii) 現在も業務で使用されているた

め大幅な改修を加えることが難しい，といった問題が

ある．従って，レガシーシステムを SOA化する場合

には，まずシステム側からの分析を行い，現行のシス

テム機能をできるだけ再利用する形で，要素プロセス

とシステム機能とのすり合わせを行うボトムアップア

プローチが現実的であると考えられる．

2.3 レガシーシステムからのサービス抽出

レガシーシステムの SOA化を支援するために，本

論文では以下の問題に取り組む．



/*グローバル変数宣言*/

extern struct CONTAINER  *soukoDB; /*酒在庫ＤＢ*/

extern struct HUSOKU     *husokuDB;  /*在庫不足票控えＤＢ*/

/*  在庫不足解消 – 与えられた不足票の在庫不足を解消する． */

void resolve_husoku(struct HUSOKU *hp)  /*在庫不足票*/ {

/*ローカル変数宣言*/

struct CONT_TREE *clist;  /*出庫対象のコンテナリスト*/

int count; /*出庫対象のコンテナ数*/

/*自分より若い未処理の不足票がなく，酒が十分にあれば*/

if (!is_husoku_wait(hp)

&& is_liquor(hp)) {

/*出庫手続きを行う．コンテナリストと数を受取る*/

clist = shukko_liquor(hp, &count);

/*リストに基づき出庫指示票を作成*/

/*メッセージヘッダを出力*/

print_shukko_header(hp, count);

/*メッセージ本体を出力*/

print_shukko_data(clist); 

/*処理済控を更新する*/

update_husoku(hp);

}

/*処理済の在庫不足票控を消去*/

delete_husoku();

}

(1)不足票チェックプロセス

(2)酒在庫チェックプロセス

(3)出庫手続きプロセス

(4)出庫指示票ヘッダ出力プロセス

(5)出庫指示票データ出力プロセス

(6)処理済控更新プロセス

(7)処理済控消去プロセス

図 1 在庫不足解消プロセスのソースコード

サービス抽出問題

入力： システムのソースコードC．Cは手続き型言

語で書かれるものとする．

出力： サービスの集合 S = {s1, s2,…, sn}．ただし，
各 siは Cで実装される処理の部分集合で，2.1節

の条件 1～3を満たす．

2.4 酒屋在庫管理システム

サービス抽出手法の説明上，理解の助けとなるよう

に，レガシーシステムの例として酒屋在庫管理システ

ム10) を用いる．このシステムはプログラミング教育

等で酒屋問題として知られる問題の実装であり，酒屋

の倉庫管理が主題となっている．酒屋在庫管理システ

ムでは，受付係，配送係，倉庫係の 3 者の間で伝票

をやり取りし，酒の在庫管理を行う．在庫管理は，入

庫，出庫，在庫不足解消等のプロセスによって行われ

る．以降では，酒屋在庫管理システムのある実装から，

図 1の在庫不足解消プロセスのコードを例に用いる．

3. 提案するサービス抽出手法

3.1 DFDの導入

本研究では，サービス抽出においてシステムのソー

スコードおよびそのデータフロー図 (DFD)1)2) を

用いる．本稿の DFDでは，プロセスを円，データフ

ローを実線矢印，データストアを平行線，外部エンティ

ティを四角で表す．例として，図 1のコードに対応す

る DFDを図 2に示す．なお，ここで作成した DFD

は実際にある開発者によって作成された酒屋在庫管理

システムの一実装 (図 1を含む) を基にして作成され

(5)出庫指示票
データ出力

(5)出庫指示票
データ出力

在庫不足票在庫不足票

(2)酒在庫チェック(2)酒在庫チェック

(1)不足票チェック(1)不足票チェック

(7)処理済控消去(7)処理済控消去

(6)処理済控更新(6)処理済控更新

酒在庫ＤＢ酒在庫ＤＢ

(3)出庫手続き(3)出庫手続き

在庫不足票控ＤＢ在庫不足票控ＤＢ

コンテナ数

出庫対象コンテナリスト出庫対象コンテナリスト

(4)出庫指示票
ヘッダ出力

(4)出庫指示票
ヘッダ出力

出庫指示票出庫指示票出庫指示票

図 2 在庫不足解消プロセスの DFD

たものであるため，必ずしも理想的な酒屋在庫管理シ

ステムおよび DFDを示しているわけではない．

DFDを採用した理由は，構造化言語で書かれてい

ることが多いレガシーシステムと相性がよいこと，プ

ログラムを処理 (= コト �= モノ) 単位で視覚化でき

るためサービス候補 (= コト) を見つけやすいこと，

DFDの段階的詳細化により様々な粒度のサービスを

分析可能であることが挙げられる．

3.2 提案手法のキーアイデアとアウトライン

2.1で述べたように，SOAにおけるサービスはソフ

トウェア処理 (=プロセス)であるが，DFDの各プロ

セスが必ずしも SOAのサービスになるとは限らない．

そこで，DFD内のプロセスを 2.1 で述べたサービス

の条件に基づいて分析する．

3.2.1 条件 1: インタフェースのオープン性の分析

DFDにおいて，プロセスは手続き型言語における

プロシージャ(関数)に相当し，プロシージャ間でやり

とりされるデータがデータフローとして表現される．

そこで，各データが特定の実装に依存していないか

(データの中立性と呼ぶ)を分析し，そのプロセスが持

つ入出力 (すなわちインタフェース)の条件 1 への適

合度合いを評価する．

ここで，ポインタやデータカウンタ等，特定のプロ

シージャでしか利用されず，汎用性の低くシステム外

部から観察した際にデータ構造が理解しにくいデータ

のことを中立性の低いデータと呼ぶ．逆に，システム

全体で共通して利用され，汎用性や再利用性が高く，

外部アクタからも理解可能な標準的な構造を持った

データのことを中立性の高いデータと呼ぶ．

我々はすべてのデータを (1) 外部のアクタとやり

とりをする外部データ，(2)グローバル変数やデータ

ベース等の複数のプロセスからアクセス可能なシステ

ムデータ，(3)ローカル変数などの特定プロセスでし

か利用できないモジュールデータの 3 種類に分類す

る．データの中立性を評価することで，それらを入出



力するプロセスのインタフェースのオープン性を評価

する．

3.2.2 条件 2：自己完結性の分析

サービスは他のサービスに依存せずに単独で実行可

能でなければならない．つまり，強い依存関係を持つ

処理同士は一つのサービスとしてまとめるべきであ

る．そこで，DFD内の任意のプロセス間の依存関係

を，データおよび制御の観点から分析する．

データ依存関係は，プロセス同士がその間に流れ

るデータを介して生じる依存関係を指す．ここでは，

データの中立性分析の結果を利用することで，データ

依存を (MD) モジュールデータ依存，(SD) システム

データ依存の 2種類に分類する．3.2.1 節で述べたよ

うに，中立性の低いデータは限られたプロセスでしか

利用できない．すなわち，ポインタ等のローカル変数

を入出力データとして持つインタフェースを伴うプロ

セスは，そのデータを理解できるプロセスからしか呼

び出すことができないため，自己完結であるとはいえ

ない．そのため，中立性の低いデータを共有するプロ

セス同士を互いに強い依存関係を持つものと判断する．

また，制御依存関係は，プロセス間の制御を介した

依存関係であり，DFDとソースコードを参照しなが

ら分析する．ここでは，(TR)トランザクション依存

と (CO)条件依存の 2種類の制御依存を分析する．ト

ランザクション依存は，同一のトランザクション内で

実行しなければならないプロセス間の強い依存関係，

条件依存はあるプロセスの実行結果が他のプロセスの

実行条件を決定する比較的弱い依存関係をさす．

3.2.3 条件 3：ビジネスに応じた粗粒度

DFDの異なる階層では，異なる粒度のプロセスが

記述される．そのため，サービス抽出を DFDの各レ

イヤで行うことで，様々な粒度のサービス候補が抽出

される．本手法の使用者は，抽出された様々な粒度の

サービス候補の中から，適用するシステムやビジネス

に応じて，最適なものを選択するものとする．

3.2.4 サービス抽出ルール

インタフェースのオープン性や自己完結性が低いプ

ロセスについては，依存するプロセス群を結合し粒度

を上げることで，オープン性・自己完結性が改善する

ことがある．そこでサービスとして抽出可能なプロセ

ス集合を発見するための 6つの抽出ルールを提案する．

3.2.5 サービス抽出のアウトライン

本稿で提案するサービス抽出プロセスでは，DFD

を用いて，ソースコード C における処理間のデータ

依存解析を行い，サービスとなりうる処理群をくくり

出す．以下の 4つのステップにより行う．

(STEP1) ソースコード Cを DFDに変換する．

(STEP2) DFD上のデータ (フロー)を分類する．

(STEP3) DFD上の処理間に依存関係を設定する．

(STEP4) DFDにサービス抽出ルールを適用する．

なお，(STEP1)については本稿では割愛するが，手

続き型のソースコードをリバースエンジニアリングし，

階層的DFDを導出する手法1)2)を用いることで，機械

的にSTEP1を実行することが可能である．以降の節で

は，導出されたDFDの各レイヤに対して，(STEP2)

以降を適用する方法について具体的に説明する．

3.3 データの分類 (STEP2)

DFD上のデータを 3.2.1 で述べた 3 種類に分類す

る．図 2で示した DFDに対し，データ分類を適用し

たものを図3に示す．以下分類ごとに詳細を説明する．

3.3.1 外部データ (E)

外部データは，コード上ではファイルや標準入出力，

UIへの出力などが該当する．図 3の例では，受付係に

送付される出庫指示票のみが外部データとなる (他の

データは外部アクタに提示されないため)．外部デー

タは DFD上のデータフローに Eとラベル付けする．

3.3.2 システムデータ (S)

システムデータは，コード上では内部データベース

(DB)への入出力データやグローバル変数など，多く

のプロセスで共有されるデータが該当する．プロセス

とデータストア間のデータフローのうち，複数のプロ

セスが共通して利用するものはシステムデータに分類

が可能で，DFD上では S とラベル付けする．

図 3の例では，在庫不足票が複数のプロセスで共有

されている．そのため，(1) 不足票チェックや (2) 酒

在庫チェックプロセス等へのフローにシステムデータ

(S)のラベルが付与される．

3.3.3 モジュールデータ (M)

モジュールデータは，コード上では主にローカル変

数が該当する．2つのプロセス間で直接受け渡しされ

るデータや，データストアのうち特定のプロセスしか

使わないものはモジュールデータに分類され，DFD

上でMとラベル付けする．

図 3 の例では，(3) 出庫手続きがローカル変数

count(出庫対象コンテナ数)，clist(出庫対象コンテナ

リスト)にデータを返し，それぞれ (4)出庫指示票ヘッ

ダ出力，(5)出庫指示票データ出力へ渡している (図 1

のソースコード参照)．countや clistは，これらのプ

ロセスでしか利用されない中立性の低いデータである

ので，モジュールデータ (M)とラベル付けされる．

3.4 依存関係の設定 (STEP3)

STEP2の結果とソースコードを利用し，3.2.2で述
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図 4 データ依存解析を行った在庫不足解消プロセス

べたデータ依存 (MD:モジュールデータ依存，SD:シ

ステムデータ依存)，制御依存 (TR:トランザクション

依存，CO:条件依存)それぞれについて，プロセス間

の依存関係分析を行う．なお，MD，TRを強い依存

関係，SD，COを弱い依存関係とし，データ依存，制

御依存それぞれにおいて，複数の依存関係が成立する

場合には強い依存関係を優先する．

表記上，DFDのプロセス間のデータ依存関係を破

線矢印で表し，制御依存関係を一点鎖線矢印であらわ

す．以降，P1, P2を任意のプロセスとし，dを任意の

データとする．また，dの 3.3で述べたデータ分類を

L(d)(∈ {M, S, E})と書くものとする．
3.4.1 モジュールデータ依存 (MD)

プロセス間でモジュールデータをやりとりすること

により発生する依存関係をモジュールデータ依存と

呼ぶ．モジュールデータは特定のプロセス間でしか利

用できないため，モジュールデータのやりとりを行う

プロセス同士は非常に強い依存関係にあると考える．

今，P1 から P2 に dのデータフローが存在するとき，

P1
d�→ P2 と書くものとする．このとき，MD(P1, P2)

を P1 から P2 にモジュールデータ依存が存在するこ

とを示すものとし，次のように定義する．

MD(P1, P2) ⇔ ∃d:((L(d) = M)∧ (P1
d�→ P2))

ここで，P1
d�→ P2 は P1 から P2 への直接的なフ
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図 5 制御依存解析を行った在庫不足解消プロセス

ローとデータストアを介した間接的なフローの両方

を示す．図 3の例では，プロセス (3)，(4)，(5)の間

で，MD((3), (4)) およびMD((3), (5)) が成り立つ．

DFD上ではデータの入出力と同じ方向に破線矢印を

引き，MDとラベル付けを行う．

3.4.2 システムデータ依存 (SD)

プロセス間でシステムデータをやりとりすることに

より発生する依存関係をシステムデータ依存と呼ぶ．

システムデータは複数のプロセスが共通してアクセス

できるため，モジュールデータと比してより中立性の

高いデータである．そのため，システムデータを介した

依存関係はMDと比較して弱い．ここで，SD(P1, P2)

を P1 から P2 にシステムデータ依存が存在すること

を示すものとし，次のように定義する．

SD(P1, P2) ⇔ ∃d:((L(d) = S)∧(¬MD(P1, P2))∧
(P1

d�→ P2))

図 3 の例では，酒在庫 DB を介して SD((3), (2))

が，在庫不足票控DBを介して SD((6), (7))などが成

立する．DFD上ではデータの入出力と同じ方向に破

線矢印を引き，SDとラベル付けを行う．図 3のDFD

にデータ依存関係を追記した DFDを図 4に示す．

3.4.3 トランザクション依存 (TR)

複数のプロセスをまとめて同一のトランザクション

内で実行する必要があるときに，それらのプロセス間

の依存関係をトランザクション依存と呼ぶ．トランザ

クションとは，複数の処理を一貫性を保持した形で一

度に実行する制御上の制約である．我々の手法では，

ソースコード中で同一制御ブロック (分岐，反復)にあ

るプロセス同士を同一のトランザクションにあるもの

とみなす．トランザクション依存の関係にある P1,P2

を TR(P1, P2)と記述する．

P2 を実行する前提として，P1 の実行が必要

な場合や，順序は問わないが必ず両者一緒に実行

しなければならない場合等がトランザクション依

存に該当する．図 1，図 3 の例では，(3)(4)(5)(6)



のプロセスがコード上同一ブロック内で実行され

るため，TR((3), (4))，TR((3), (5))，TR((3), (6))，

TR((4), (5))，TR((4), (6))，TR((5), (6))が成立する．

DFD上では，処理の順序が決まっている場合にはそ

の向きの一点鎖線矢印を，決まっていない場合は双方

向の矢印を引き，TRとラベル付けを行う．

3.4.4 条件依存 (CO)

P1 の出力に基づく条件判定によって，P2 の実行の

有無が決定する (つまり，P1 が P2 の制御フラグとな

る)場合，P1，P2間に条件依存が発生するという．こ

こで，P1が P2の制御フラグになることを IF (P1, P2)

と書くと，P1,P2 間の条件依存 CO(P1, P2) は，TR

との優先を考慮して以下のように定義される．

CO(P1, P2) ⇔ ¬TR(P1, P2) ∧ IF (P1, P2)

図 1，図 3の例では，プロセス (1),(2)の条件によっ

てプロセス (3),(4),(5),(6) の実行有無が決まるため，

これらのプロセスの間に条件依存の関係がある．DFD

では条件依存関係をその依存の方向に従って一点鎖線

矢印で示し，COとラベル付けを行う．

図 3 に制御依存を追加したものを図 5 に示す．な

お，図の見にくさを避けるため，プロセス (3)～(6)を

一点鎖線で囲み，プロセス (1),(2)からこれら 4プロ

セスへの条件依存を略記している．

3.5 サービスの抽出 (STEP4)

STEP3の依存関係を利用し，依存の強いプロセス

群を結合し，自己完結でオープンなインタフェースを

持ったサービスとして抽出する．DFD 上で P1 から

P2へ依存関係の矢印があり，かつ，P1と P2を 1つの

サービス内に結合する必要がある場合，両者の結合を

結合プロセスと呼び，P1 + [P2と書く．P1と P2が分

割可能な場合，これらを分割プロセスと呼び，P1|P2

と書く．以下に，プロセス結合の要否を判断する 6つ

のルールを挙げる．

(ルール 1)モジュールデータ依存プロセスの結合

MD(P1, P2)であるプロセスP1, P2はひとつのサー

ビスとして結合される．これらはもし分割されると，

利用者はプロセス P1,P2 をこの順に実行し，両プロ

セス間の入出力データ (モジュールデータ)の受け渡

しを代行しなければならない．これはサービスの条件

1,2 に反する．ゆえに P1 + [P2 とする．図 4 の例で

は，(3) + [(4)と (3) + [(5)が成立する．

(ルール 2)システムデータ依存プロセスの分割

SD(P1, P2)であるようなプロセスP1, P2は一つ一

つがサービスとして分割される．ここで P1, P2 は中

間のデータストアに適切なデータが格納されていれば

個別に実行可能である．そのためサービスの条件 1，2

を充足可能であると考えられるため，P1|P2 が成立す

る．ただし必要に応じて，両者を結合プロセスとする

こともできる．図 4の例では，(1)|(7)や (2)|(3) など
が該当する．

なお，P1 と P2 の間に同時に TR(P1, P2)が成立す

る場合は，以下のルール 3に準拠するものとする．

(ルール 3)トランザクション依存プロセスの結合

TR(P1, P2)であるようなケースでは，プロセス P2

は，P1が実行されていることを前提としており，単独

で実行することはできない．このため，プロセス P1，

プロセス P2 を分割して別個のサービスとしてしまう

と，サービス利用者側で実行順序を付ける必要があり，

サービスの条件 2に反する．以上より，P1 + [P2 が成

立する．図 5の例では，(3) + [(4)や (4) + [(5)など

が該当する．

(ルール 4)条件依存プロセスの分割

ここで P1 は P2 の実行コンテキストを指定してい

るだけであるため，P2はそれを実行するための最低限

の条件が整っていさえすれば，単独あるいは別のコン

テキスト下でも実行可能である．このため，プロセス

P1とプロセスP2を別個のサービスとして分割しても

条件 1，2を充足可能であると考える．以上より，P1｜

P2 が成立する． なお，P1 と P2 の間にMD(P1, P2)

が成立する場合は，ルール 1 に準拠するものとする．

図 5の例では，(1)|(3)や (2)|(3)などが該当する．
(ルール 5)結合プロセスの合流

結合プロセス P1 + [P3 と P2＋ [P3 が存在する場

合，P3を実行する前提としてP1と P2が必要となる．

P1＋ [P3 と P2＋ [P3 を別個のサービスに分割してし

まうと，P3 を実行するために必要なデータや処理順

序が満たされなくなる．以上より，P1，P2，P3 を結

合する必要があり，P1 + [P2＋ [P3 とする．本ルール

の適用対象は，MDが発生しているプロセスもしくは

TR が発生しているプロセスである．図 5 の例では，

(4) + [(6)(ルール 3)と (5) + [(6)(ルール 3)の合流に

より，(4) + [(5) + [(6)が成立する．

(ルール 6)結合プロセスの連鎖

結合プロセス P1 + [P2と P2 + [P3が存在する場合，

P3 を実行するためには P2 が，P2 を実行するために

は P1 がそれぞれ必要となる．よって，P3 を実行す

るためには P1 の実行が必要となる．以上より，P1，

P2，P3 を一つのサービスとして結合する必要があり，

P1 + [P2 + [P3 とする．本ルールの適用対象は，MD

が発生しているプロセスと，TRが発生しているプロ

セスである．以上のステップを DFDの各レイヤに適

用することで，サービスの抽出を行う．図 4，図 5の
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図 6 在庫不足解消プロセスにおけるサービス抽出

例では，(3) + [(4)(ルール 1)と (4) + [(5) + [(6)(ルー

ル 5)の連鎖による (3)+ [(4)+ [(5)+ [(6)が該当する．

図 6に，在庫不足解消プロセスからサービス抽出を

行った例を示す．この STEP4において，不足票チェッ

クサービス，酒在庫チェックサービス，処理済控消去

サービス，不足解消サービスの 4つのサービスが抽出

された．全てのサービスはシステムデータ以上の中立

性を持つデータのみを引数とし，単独で正常に動作す

る自己完結性を備えていることがわかる．

4. ケーススタディ

ケーススタディとして，酒屋在庫管理システムの一

実装 (C言語，約 800 行)全体に提案法を適用し，サー

ビス抽出実験を行った．

図 7 に酒屋在庫管理システム全体の DFD(レイヤ

1) からサービス抽出を行った結果を示す．この実装

からは 5 つのプロセスがサービス候補として切り出

せた．依存関係のあるプロセスのうち，(ルール 2)に

より，(2)と (3)，(1)と (4)，(1)と (3)はいずれも分

割が可能である．他に適用可能なルールはないので，

(1)|(2)|(3)|(4)|(5) が酒屋システムのレイヤ 1 から抽

出可能なサービスである．それぞれ，「在庫不足票作

成サービス」，「入庫サービス」，「在庫不足解消サービ

ス」，「出庫サービス」，「空き倉庫削除サービス」とな

り，直感的に，基本業務として成立するサービスが切

り出せている．この実装では元来システムの主な処理

が 5つの結合の低いプロセスとしてうまく分割されて

いたことがわかる．

同様に，酒屋在庫管理システムの異なるレイヤの

DFD から抽出したサービス一覧を表 1 に示す．表

中，レイヤは DFDの階層を表し，0がトップレベル

DFD(=コンテキストダイヤグラム)，1が図 7で示し

た DFD，2が図 7の 5つのプロセスそれぞれを詳細

化した DFD(例えば，図 3など)である．表に見られ

るように，今回のケーススタディで抽出された 17個
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図 7 酒屋在庫管理システム全体の DFD

のサービスは全て，酒屋在庫管理システムのサービス

候補といえるものである．これらは，システムデータ

以上の中立性の高いデータのみを入出力し，単独で動

作することが確認できている．

5. 考 察

5.1 提案手法の特徴

5.1.1 サービス内部仕様の隠蔽

提案手法により抽出されるサービスでは，サービス

を構成するプロセスの実行ロジックや，実装に依存し

た内部データといった内部仕様が隠蔽される．提案す

るサービス抽出ルールによって，決められた順序で実

行しなければならないプロセスは同じサービス内に隠

蔽され，その実行順序を外部利用者が意識することは

ない．また，実装に強く依存するモジュールデータも

外部から見えることはない．

提案手法で得られたサービスでは，実装に依存する

内部データは入出力から排除される．よって条件 1を

満たす．同様に，抽出されたサービスは内部仕様が隠

蔽され，他サービスとの依存を気にすることなく実行

可能である．従って条件 2を満たす．

5.1.2 DFDの詳細度に応じたサービス抽出

提案手法では，ソースコードから得られた DFDに

対して，適用すべき DFD レイヤを自由に選択するこ

とが出来る．上位レイヤに対して適用した場合には抽

出されるサービスの粒度は粗くなる．この場合抽出さ

れるサービスは，下位レイヤのサービスをまとめた高

機能なものとなる．下位レイヤに対して適用した場合

には抽出されるサービスの粒度は細かくなり，低機能

ではあるが再利用を想定したサービス抽出が期待でき

る．対象とするビジネスアプリケーションに応じて，適

切な DFDの詳細レベルを選択することにより，サー

ビスの条件 3を充足可能である．



表 1 酒屋システム全体から抽出したサービス候補

サービス名 入力 出力

積荷票 処理結果（成功/失敗）

出庫依頼票 出庫指示票

在庫不足票

1 入庫 積荷票 処理結果（成功/失敗）

2 積荷票チェック 積荷票 処理結果（真/偽/失敗）

2 入庫手続き 積荷票 処理結果（成功/失敗）

処理結果（成功/失敗）

出庫指示票

処理結果（成功/失敗）

出庫指示票

2 処理済控消去 なし 処理結果（成功/失敗）

2 不足票チェック 在庫不足票 処理結果（真/偽/失敗）

2 酒在庫チェック 在庫不足票 処理結果（真/偽/失敗）

処理結果（成功/失敗）

出庫指示票

在庫不足票

2 依頼票チェック 出庫依頼票 処理結果（真/偽/失敗）

出庫依頼票

在庫不足票

2 酒在庫チェック 出庫依頼票 処理結果（真/偽/失敗）

処理結果（成功/失敗）

出庫指示票

処理結果（成功/失敗）

在庫不足票

1 在庫不足票作成 なし 処理結果（成功/失敗）

1 空き倉庫削除 なし 処理結果（成功/失敗）

レイヤ

2

1

1

0

なし

不足解消 在庫不足票

出庫 出庫依頼票

酒在庫管理

在庫不足解消

処理結果（真/偽/失敗）

2 在庫不足登録 出庫依頼票

出庫手続き 在庫依頼票2

出庫待ちチェック2

5.2 提案手法の限界と属人性について

サービス抽出を効率よく行うためには依存関係分析

における属人性の排除が非常に重要な問題となる．本

稿では，プロセス間のデータ種別に基づくデータ依

存 (SD,MD)と制御依存 (TR,CO)を定義することで，

サービスとして処理をまとめる手法を提案した．制御

依存は，ソースコードにもとづく制御構造と DFDに

よって機械的に依存関係分析が可能である．一方で，

システムデータとモジュールデータの区分はサービス

抽出者の判断によるところが大きい．プログラマの都

合でグローバル変数とされているデータや，システム

全体ではないが多くのモジュールから参照されている

データ等をどのように扱うかの判断は困難な問題であ

るといえる．

今後，プログラム構造の「サービス化しやすさ」を

判断するためのメトリクスや，データ分類のための判

断基準を考察し，上記限界の改善を図る予定である．

5.3 関 連 研 究

3)，4)は，レガシーシステムから多様な情報を収集

し，新たなサービス分析・設計を行うための一連のプ

ロセスを提供している．が，DFDおよびプロセス間

のデータフローに着目してサービス抽出を支援する手

法は含まれていない．今後，より包括的なレガシーマ

イグレーションを実現する際に，既存手法と我々の手

法との併用が有効であると考えている．

6. お わ り に

本稿では，DFDを用いてレガシーソフトウェアの

依存解析を行い，SOAのサービス候補を抽出する手

法を提案した．また，酒屋在庫管理システムのプログ

ラムからサービス抽出実験を行い，有効性を確認した．

今後の課題としては，5.1で述べたサービス化のため

のリファクタリング手法や評価メトリクス，データ分

類の提案を行っていきたい．
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