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1. はじめに

概要
　金融ソリューションプロダクト事業部と(株)インテックシステム研究所は、金融機関向け情報系ソリューション

である、サービス提供型エフキューブ(F3-NX)の開発企画を進めている。F3-NXで想定しているソフトウェアを共

同利用するサービスの開発では、お客様ごとの個別開発とは異なり、仕様の違いやセキュリティ要件を同じソフ

トウェアで対応できるように開発しなければならない課題がある。

　本稿ではこの課題をアーキテクチャ、提供モデル、ユーザビリティの側面からとらえ、技術的な解決方法を検

討する。さらにF3-NXの実現に必要なマルチテナント型システム開発を支援する独自技術を解説し、実証実験に

よって実用性を確認する。

5. まとめ

2. F3-NXの技術課題

4.2  MTRA機構の性能実験
　MTRA機構がマルチテナント型システム開発に及ぼす性能

面の影響を確認し、将来的にF3-NX開発への応用可能性を考

察することを目的とした性能実験を行った。本実験を行うた

め、MTRA機構を実装したF3-NX開発プラットフォーム

(以下、SaaS P/F)を試作した。さらに、SaaS P/F上に

現エフキューブの業務機能の一部を移植したF3-NX試作サー

ビスを開発した。

　実験では設定条件を変えながら、F3-NX試作サービスに対

する要求を1ユーザあたり３秒間隔で１０回繰り返した。このと

きのSaaS P/Fに対する平均応答時間(ms:ミリ秒)、およびス

ループット(tps:1秒あたりの平均処理数=スループット)を測定

して、同時実行ユーザ数と利用テナント数の変化による性能変

化を確認した。(表２)
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　F3-NXの技術的課題は、セキュリティを考慮したマルチテナ

ント型サービスアーキテクチャ、顧客の多様性に考慮したサー

ビス提供モデル、およびUXの向上をいかにして実現するかで

あり、これらを解決する技術的アプローチについて説明した。

　特にマルチテナント型サービスの実現手段は重要であり、

F3-NXシステム開発の成否に関わるものである。我々はアプ

リケーション共通化に着目した独自技術によって、マルチテナ

ント型システム開発を支援する技術を考案・検証して、サービ

ス性能への影響が限定的であることを確認した。

　本稿では、主にシステム開発面の課題について技術的内容

を説明したが、一方で継続的なサービス提供を可能にするため

に、サービスの運用コストをどう削減するかという運用面の課

題も存在する。今後はF3-NXビジネス像をより具体化して、運

用管理を含めたサービス化技術の全体像を明らかにしてゆく

必要がある。
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　エフキューブCRMシステム（以下、F3）とは、顧客データベー

スを中心に、金融機関のセールス活動に必要な業務機能をテン

プレートとして用意したパッケージである。顧客データベースに

は、「顧客属性情報」・「取引情報」・「コンタクト情報」・「顧客

信用情報」・「案件情報」・「個社別採算情報」・「獲得実績情

報」などが一元管理されている。

　この情報をもとに、本部・営業店（渉外・窓口）・コールセン

ターなどの各種チャネルにおいて、より効率的なセールス活動

が実現できるようになっている。

　エフキューブはパッケージ販売型の製品のため、導入企業の

利用規模(利用ユーザ数)の大小にかかわらず、導入コストがほ

ぼ一定になることが多い。中小規模の金融機関では、1ユーザ

あたりの投資コストが割高になる場合があり、システム導入の

一課題となっている。

　一方で、ソフトウェアの必要な機能を必要なときだけ利用でき

る、サービス提供型ビジネス(SaaS: Software as a Service)

が注目されはじめたことで、SaaS型システム開発の重要性が

高まっている。

　このような背景から、インテックとインテックシステム研究

3.2  金融機関における必要な機能選別の提供
　F3-NXが提供する業務アプリケーションは、各金融機関が

共通利用する業務機能と、ニーズに沿って取捨選択できる業務

機能を提供し、金融機関が双方を任意に組み合わせて利用で

きる仕組みを提供する。(図1 … ③)

2.1 マルチテナント型サービスに適した　
　　 システムアーキテクチャ
　金融機関では、合併・統合やグループの再編、ならびに IT投

資の個別負担額の削減を目的として、共通基盤で複数の金融

機関が利用可能なシステムの共同利用化・共通化が進んでい

る。業務アプリケーションを仕様統一してソフトウェアを共同

利用することで、従来は金融機関ごとに行っていた個別開発や

個別管理をなくし、総コストを削減する狙いがある。

　金融機関のセキュリティ要件は極めて厳しいため、共通仕様

の業務アプリケーションを利用するうえで、各金融機関が個別

にセキュリティ対策を講じる必要がないようにすべきである。

このことから、各金融機関の異なるニーズにあわせたサービス

やデータをセキュアに提供できる、共同利用(マルチテナント)

型サービスの実現が必要である。

4.  キーテクノロジの検証
4.1  マルチテナンシ技術の概要
　マルチテナント型システム開発では、アプリケーション共通化

とデータベース共通化の２つの課題を検討する必要がある[1]
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所は、短期間かつ低コストで導入可能な、ユーザ課金型の次世

代エフキューブサービス(以下F3-NX)に向けたSaaS技術の研

究開発に取り組んでいる。

2.2 顧客の多様性に考慮したサービス提供
　　モデル
　マルチテナント型サービスでは、複数の企業が業務アプリ

ケーションを共有利用するため、企業ごとのきめ細かなカスタ

マイズに対応することが難しい。しかし、各企業が抱える固有

の業務プロセスに合わせて業務アプリケーションをカスタマイ

ズし、顧客満足度を高めてゆく必要がある。

　マルチテナント型サービスは、提携企業間で重複するコスト

の削減効果が期待できるが、その反面、自社が利用しない機能

に対するコスト負担が生じる可能性がある。各顧客企業の事

情に合わせて、業務機能を取捨選択できるサービス提供モデ

ルの構築が必要である。

2.3   ユーザ・エクスペリエンス（UX）の向上
　短期間で導入から活用を期待されるサービス型導入では、業

務アプリケーションを利用した業務遂行の習熟にかかる期間

と費用の削減効果を重視する必要がある。たとえば、マニュア

ルの熟読やシステム研修を必要とせずに、システム利用者が直

観的に操作できるユーザビリティ・デザインが実現されている

ことが理想的である。

3. F3-NXの技術アプローチ
3.1  セキュアな共同基盤利用とマルチテナンシ技術
F3-NXは、提携する金融機関が利用する共同センター利用を

前提としている。共同センターに設置したシステム資源を、イ

ンターネットを経由しないプライベートな共同ネットワークを

経由して利用すれば、一定のセキュリティレベルを保つことが

容易である。

　また、共同センターのシステム資源の多くは、すでに提携す

る金融機関で共同化されているため、各企業が個々にセキュリ

ティ対策を必要とする箇所を局所化できる利点がある。

　業務アプリケーションを共通仕様のWebアプリケーションと

して提供して、各金融機関が共同利用することで、システム投

資効果を最大化できる。 (図1 … ①)

各金融機関が業務アプリケーションに求める要件を、共同セン

ター単位でとりまとめることで、開発に必要な投資額を全体的

に抑制することが可能である。

　システム機能の取捨選択を可能にするには、機能間の内部依

存関係をなくすと同時に、利用者に対して一貫した操作感を与

えられる、組み合わせ可能(コンポジット)なユーザ・インタ

フェース（UI）を提供しなければならない。

　システム機能の内部依存関係を独立させるには、その関係を

疎結合に設計することが重要である。F3の業務機能をもとに

機能単位の独立性を高め、かつ各機能間の連携に必要な業務

データ形式を見直すことで、ステートレスな機能部品にする必

要がある。 

3.3. RIA (Rich Internet Application) 
　　　によるユーザ・エクスペリエンスの実現
　F3-NXの提供する業務アプリケーションのUI開発において、

きめ細かな対話性をもって高度なUXを実現するには、RIA 

(Rich Internet Application)技術が有効であると考える。

(図1 … ④)

　F3-NXに理想的なUXを検討するにあたって、現在のF3が有

する業務機能を分析した結果、各機能を利用頻度で次のよう

に分類できることがわかった。

　F3-NXのRIA開発に向けて、代表的なRIA技術の比較検討

を行った。評価軸としては、先に挙げた表現力に加えて、UI部

品としての再利用性と拡張性を重視した。(表1)

　他の代表的なRIA技術にAdobe社のFlashなどのプラグイン

利用型があるが、利用者環境へのプラグイン導入の煩雑さに

よって、検討対象から除外している。

　今回は汎用的に利用できる部品化技術を中心に検討した

が、今後はJavaScriptライブラリも含めて、F3-NXに有望な

技術選択を継続する予定である。

4.3  結果と考察
　実験①では、SaaS P/F利用時のテナント数の変化による

サービス性能への影響を確認するために、同時利用ユーザ数

　実験②では、MTRA機構によるサービス性能への影響を確

認するために、同一テナントの同時利用５００ユーザにおける、

MTRA機構の有効時(あり)と無効時(なし)のサービス性能を

比較した。

　実験②の結果から、スループットはMTRA無効時のほうが

約２.６tps高かった。MTRA無効時のほうが、僅かではあるが

性能が良いといえる。(表３) 

　両実験の結果から、SaaS P/FがF3-NX試作サービスの処

理時間に占める割合は小さく、サービス性能に与える影響は限

定的であるといえる。

　a. 多数のユーザが日常的に利用する機能

　b. 多数のユーザが月初め・期初めなどの特定のタイミングで

　　 利用する機能

　c. 一部のユーザが必要に応じて利用する機能

　特にa.に該当する機能にもとづいてユーザビリティ向上を検

討した結果、図２のUI部品が有効的かつ汎用的であると判断し

た。業務遂行に必要なマウスクリックやスクロールなどの動作

回数を減らすことにより、作業効率を高められると同時に、画

面遷移による応答待ち時間の改善が期待できる。さらに、画面

表示数を削減して操作性を向上できると考えている。

　紙媒体による交渉履歴などの記録では「必要に応じて文字

を大きく書く」「重要な部分に色を付ける」「図表を添付する」

などの豊富な表現で情報伝達ができるメリットがあり、業務担

当者の意志疎通や注意喚起の促進効果がある。同様に、自由

な修飾表示が可能なリッチテキストを採用することで、紙媒体

と同等以上の表現力を実現できると考えている。

これを可能にするためには、業務アプリケーションの表面的な

操作性の改善だけではなく、ユーザニーズ、業務機能の特定、

業務情報デザイン、ナビゲーションデザイン、視覚デザインを総

合的に設計した、高度なユーザ・エクスペリエンス(UX)を提供

する必要がある。[1]

　一方で、業務アプリケーションがアクセスする各金融機関の

業務データを、同じデータベースに保存管理することはセキュ

リティ面で好ましくない。そこで、各企業の業務上の機密部分

(業務データベースなど)のみを分割することで、システムの集

約効果とセキュリティ・リスク対策の両立が容易になると考え

ている。(図1 … ②)

　業務アプリケーションのバージョンを統一して、複数の金融

機関が共同利用するアプリケーションを「シングルインスタン

ス・マルチテナント」型アプリケーションと呼ぶ。シングルイン

スタンス・マルチテナント型アプリケーションは、単一バージョ

ンで異なる顧客ニーズに対応しなければならず、アプリケー

ションの修正が他の金融機関に影響を及ぼすために、個別の

カスタムコードによる拡張開発が事実上不可能である。

　この課題に対して、マルチテナント型システム開発を支援す

る技術(マルチテナンシ技術)を、キーテクノロジとして特に

４章で取り上げて説明する。

表2　実験内容

No.      実験内容                        条件設定

利用テナント数の変
化に伴う処理性能の
変化を確認する。

同ユーザ数、1テナント
で、MTRA機構の有無
の影響を確認する。

同時実行ユーザ数
                          500ユーザ

テナント数
                   1→100テナント

同時実行ユーザ数
                           500ユーザ

テナント数
                             1テナント

実験①

実験②

(F3-NX試作サービスの限界性能は、サーバ1台あたり約500ユーザである)

表3 MTRA機能の有無による性能差

MTRAの設定                        スループット(tps)

無効                                           111.18
有効                                           108.60

図4　利用テナント数を変化させた場合の実験結果

図３  個別開発とMTRA開発の違い

図2  F3-NXのUI構想

図1  F3-NXアーキテクチャ概要

を５００ユーザに設定して、テナント数を1から１００まで増加させ

たときのサービス性能を測定した。

　実験①の結果から、テナント数の増減に対する平均応答時

間の差は最大２０msである。テナント数にかかわらず、全体的

なスループットは約１１０tpsで安定していることから、F3-NX試

作サービスの性能は限界に達していると思われる。(図４)
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プレゼンテーション層 ビジネス層 データアクセス層

従来の個別開発モデル

画面制御部品　       ビジネスロジック部品　   データアクセス部品

画面A　                    ロジックA　              データベースA　              DB

画面B　                    ロジックB　              データベースB　              DB

MTRAを使ったマルチテナント対応モデル

プレゼンテーション層 ビジネス層 データアクセス層

画面制御部品　       ビジネスロジック部品　   データアクセス部品

画面A　                  ロジックA

MTRA-API テーブルA

テーブルB
データアクセス・オブジェクトの切り替え 
(例．アクセス先テーブル，
アクセス手順などを切り替える)

リソースに設定情報を組み込み
(例．各種パラメータ，サブモジュールなど)

統合DB
(組織別
テーブル)

設定
情報

MTRA 機構
○テナント管理
○リソース管理

A行 B行 営業担当

ハンディ端末

高度なユーザ・エクス
ペリエンス … ④

共同ネットワーク

外部システム連携

機能a         機能b

機能c         機能d

機能e         機能f

機能g         機能h

機能i

A行機能 B行機能

機能a         機能b

機能c         機能d

機能e         機能f

機能g         機能h

機能i

A行機能 B行機能

A行DB B行DB

A行用リソース

B行用リソース ESB

勘定系ホスト

A行内別
アプリ

B行内別
アプリ

F3-NX プラットフォーム

機能a          機能i

機能e

アプリケーションのマルチ
テナント化 … ①

業務アプリ X  　　　　　業務アプリ Y

セキュアな共同基盤
プライベート・クラウド
 … ②

参加企業ごとの利用
機能選別 … ③

…

[５]。F3-NXは３.1節に示すような共同センターへの導入を前提

としているために、主にアプリケーション共通化が課題となる。

　マルチテナント型システム開発では、各金融機関(テナント)

ごとに業務データベースを個別管理しながら、ビジネスロジッ

クやデータベースへのアクセスを柔軟に切り替える、汎用的な

仕組みが必要になる。

　そこで、テナントごとに可変性を持つビジネスロジックやデー

タアクセスなどを、サービス・プログラムから利用するリソース・

オブジェクトとして集約管理し、必要に応じてサービスに提供す

ることで、マルチテナント型システム開発を効率化できる。

　このアイディアにもとづいて、サービス・プログラムに対して利

用するソフトウェア・リソースの多様性を決定する設定情報(パラ

メータ)を自動設定することで、サービス・プログラムをマルチテ

ナントに対応する仕組み(MTRA : Multi Tenant Resource 

Access機構)を考案した。

　MTRA機構は、共通仕様として設計できるモジュール(共通

モジュール)とテナントごとの個別仕様のモジュール(リソース・

オブジェクト)をテナントに応じて自動的に切り換えて、設定情

報を自動設定することで、アプリケーションの動作を変更する

仕組みを提供する。

　MTRA機構を用いた開発(MTRA開発)では、テナントごと

にプレゼンテーション層からデータベースを連携する個別開発

モデルと異なり、共通モジュールとリソース・オブジェクトを分

割して設計開発する。(図３)共通モジュールとリソース・オブ

ジェクトは、MTRA機構を利用するためのAPI（アプリケー

ション・プログラム・インタフェース）で接続する。 

　MTRA開発では、ビジネスロジックにリソース・オブジェクト

が担当する処理を直接実装しないため、ビジネスロジックの汎

用性を高めることができる。また、サービスの種別に関わら

ず、管理情報や設定情報をサービス提供者が集約管理できる

ようになることが特徴である。

ライセンス

部品化対応

カスタマイズ性

F3-NXへの適合性の予想

○タグ型実装であり、従来の技術ノウ
ハウが活用できる。
○標準部品の組み合わせで、機能拡張
可能である。

○基本部品、複合部品ともに充実して
いる。

×特定機能に特化した専用部品であ
る。

○JavaScriptによる細かなコーディング
が不要である。
×部品自体をカスタマイズする場合、高
い技術レベルを求められる。

○JavaScriptによる細かなコーディン
グが不要である。
×部品自体をカスタマイズする場合、
高い技術レベルを求められる。

○UIのカスタマイズが容易である。
×細かな動作をコントロールするに
は、ソースコードの改修が必要であ
る。

○検討したUI部品の80%程度を標準機
能で実現できる。

×βリリース機能を含むため、品質評
価が不可欠である。

×ソースコード改修時の配布条件に
制限がある。

LGPL                                                              MPL                                                                 GPL

RichFaces                                             ICEfaces                                        dxhtmlScheduler

表1  RIA技術の比較

クラウド・コンピューティング



（①一覧表における直感的なデータソート）

（②カレンダーにおけるドラッグ＆ドロップによる予定変更）

（③マウスオーバーによる追加情報の参照）

（④リッチテキストエディタによる情報登録）

（⑤開閉可能なリスト表示）
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金融機関向けCRMシステム「F3(エフキューブ)」の
クラウド化に向けたSaaS技術の検討

Examination of  Saas Technologies for Making  CRM System "F3" for Financial Institution
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1. はじめに

概要
　金融ソリューションプロダクト事業部と(株)インテックシステム研究所は、金融機関向け情報系ソリューション

である、サービス提供型エフキューブ(F3-NX)の開発企画を進めている。F3-NXで想定しているソフトウェアを共

同利用するサービスの開発では、お客様ごとの個別開発とは異なり、仕様の違いやセキュリティ要件を同じソフ

トウェアで対応できるように開発しなければならない課題がある。

　本稿ではこの課題をアーキテクチャ、提供モデル、ユーザビリティの側面からとらえ、技術的な解決方法を検

討する。さらにF3-NXの実現に必要なマルチテナント型システム開発を支援する独自技術を解説し、実証実験に

よって実用性を確認する。

5. まとめ

2. F3-NXの技術課題

4.2  MTRA機構の性能実験
　MTRA機構がマルチテナント型システム開発に及ぼす性能

面の影響を確認し、将来的にF3-NX開発への応用可能性を考

察することを目的とした性能実験を行った。本実験を行うた

め、MTRA機構を実装したF3-NX開発プラットフォーム

(以下、SaaS P/F)を試作した。さらに、SaaS P/F上に

現エフキューブの業務機能の一部を移植したF3-NX試作サー

ビスを開発した。

　実験では設定条件を変えながら、F3-NX試作サービスに対

する要求を1ユーザあたり３秒間隔で１０回繰り返した。このと

きのSaaS P/Fに対する平均応答時間(ms:ミリ秒)、およびス

ループット(tps:1秒あたりの平均処理数=スループット)を測定

して、同時実行ユーザ数と利用テナント数の変化による性能変

化を確認した。(表２)
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　F3-NXの技術的課題は、セキュリティを考慮したマルチテナ

ント型サービスアーキテクチャ、顧客の多様性に考慮したサー

ビス提供モデル、およびUXの向上をいかにして実現するかで

あり、これらを解決する技術的アプローチについて説明した。

　特にマルチテナント型サービスの実現手段は重要であり、

F3-NXシステム開発の成否に関わるものである。我々はアプ

リケーション共通化に着目した独自技術によって、マルチテナ

ント型システム開発を支援する技術を考案・検証して、サービ

ス性能への影響が限定的であることを確認した。

　本稿では、主にシステム開発面の課題について技術的内容

を説明したが、一方で継続的なサービス提供を可能にするため

に、サービスの運用コストをどう削減するかという運用面の課

題も存在する。今後はF3-NXビジネス像をより具体化して、運

用管理を含めたサービス化技術の全体像を明らかにしてゆく

必要がある。
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　エフキューブCRMシステム（以下、F3）とは、顧客データベー

スを中心に、金融機関のセールス活動に必要な業務機能をテン

プレートとして用意したパッケージである。顧客データベースに

は、「顧客属性情報」・「取引情報」・「コンタクト情報」・「顧客

信用情報」・「案件情報」・「個社別採算情報」・「獲得実績情

報」などが一元管理されている。

　この情報をもとに、本部・営業店（渉外・窓口）・コールセン

ターなどの各種チャネルにおいて、より効率的なセールス活動

が実現できるようになっている。

　エフキューブはパッケージ販売型の製品のため、導入企業の

利用規模(利用ユーザ数)の大小にかかわらず、導入コストがほ

ぼ一定になることが多い。中小規模の金融機関では、1ユーザ

あたりの投資コストが割高になる場合があり、システム導入の

一課題となっている。

　一方で、ソフトウェアの必要な機能を必要なときだけ利用でき

る、サービス提供型ビジネス(SaaS: Software as a Service)

が注目されはじめたことで、SaaS型システム開発の重要性が

高まっている。

　このような背景から、インテックとインテックシステム研究

3.2  金融機関における必要な機能選別の提供
　F3-NXが提供する業務アプリケーションは、各金融機関が

共通利用する業務機能と、ニーズに沿って取捨選択できる業務

機能を提供し、金融機関が双方を任意に組み合わせて利用で

きる仕組みを提供する。(図1 … ③)

2.1 マルチテナント型サービスに適した　
　　 システムアーキテクチャ
　金融機関では、合併・統合やグループの再編、ならびに IT投

資の個別負担額の削減を目的として、共通基盤で複数の金融

機関が利用可能なシステムの共同利用化・共通化が進んでい

る。業務アプリケーションを仕様統一してソフトウェアを共同

利用することで、従来は金融機関ごとに行っていた個別開発や

個別管理をなくし、総コストを削減する狙いがある。

　金融機関のセキュリティ要件は極めて厳しいため、共通仕様

の業務アプリケーションを利用するうえで、各金融機関が個別

にセキュリティ対策を講じる必要がないようにすべきである。

このことから、各金融機関の異なるニーズにあわせたサービス

やデータをセキュアに提供できる、共同利用(マルチテナント)

型サービスの実現が必要である。

4.  キーテクノロジの検証
4.1  マルチテナンシ技術の概要
　マルチテナント型システム開発では、アプリケーション共通化

とデータベース共通化の２つの課題を検討する必要がある[1]
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所は、短期間かつ低コストで導入可能な、ユーザ課金型の次世

代エフキューブサービス(以下F3-NX)に向けたSaaS技術の研

究開発に取り組んでいる。

2.2 顧客の多様性に考慮したサービス提供
　　モデル
　マルチテナント型サービスでは、複数の企業が業務アプリ

ケーションを共有利用するため、企業ごとのきめ細かなカスタ

マイズに対応することが難しい。しかし、各企業が抱える固有

の業務プロセスに合わせて業務アプリケーションをカスタマイ

ズし、顧客満足度を高めてゆく必要がある。

　マルチテナント型サービスは、提携企業間で重複するコスト

の削減効果が期待できるが、その反面、自社が利用しない機能

に対するコスト負担が生じる可能性がある。各顧客企業の事

情に合わせて、業務機能を取捨選択できるサービス提供モデ

ルの構築が必要である。

2.3   ユーザ・エクスペリエンス（UX）の向上
　短期間で導入から活用を期待されるサービス型導入では、業

務アプリケーションを利用した業務遂行の習熟にかかる期間

と費用の削減効果を重視する必要がある。たとえば、マニュア

ルの熟読やシステム研修を必要とせずに、システム利用者が直

観的に操作できるユーザビリティ・デザインが実現されている

ことが理想的である。

3. F3-NXの技術アプローチ
3.1  セキュアな共同基盤利用とマルチテナンシ技術
F3-NXは、提携する金融機関が利用する共同センター利用を

前提としている。共同センターに設置したシステム資源を、イ

ンターネットを経由しないプライベートな共同ネットワークを

経由して利用すれば、一定のセキュリティレベルを保つことが

容易である。

　また、共同センターのシステム資源の多くは、すでに提携す

る金融機関で共同化されているため、各企業が個々にセキュリ

ティ対策を必要とする箇所を局所化できる利点がある。

　業務アプリケーションを共通仕様のWebアプリケーションと

して提供して、各金融機関が共同利用することで、システム投

資効果を最大化できる。 (図1 … ①)

各金融機関が業務アプリケーションに求める要件を、共同セン

ター単位でとりまとめることで、開発に必要な投資額を全体的

に抑制することが可能である。

　システム機能の取捨選択を可能にするには、機能間の内部依

存関係をなくすと同時に、利用者に対して一貫した操作感を与

えられる、組み合わせ可能(コンポジット)なユーザ・インタ

フェース（UI）を提供しなければならない。

　システム機能の内部依存関係を独立させるには、その関係を

疎結合に設計することが重要である。F3の業務機能をもとに

機能単位の独立性を高め、かつ各機能間の連携に必要な業務

データ形式を見直すことで、ステートレスな機能部品にする必

要がある。 

3.3. RIA (Rich Internet Application) 
　　　によるユーザ・エクスペリエンスの実現
　F3-NXの提供する業務アプリケーションのUI開発において、

きめ細かな対話性をもって高度なUXを実現するには、RIA 

(Rich Internet Application)技術が有効であると考える。

(図1 … ④)

　F3-NXに理想的なUXを検討するにあたって、現在のF3が有

する業務機能を分析した結果、各機能を利用頻度で次のよう

に分類できることがわかった。

　F3-NXのRIA開発に向けて、代表的なRIA技術の比較検討

を行った。評価軸としては、先に挙げた表現力に加えて、UI部

品としての再利用性と拡張性を重視した。(表1)

　他の代表的なRIA技術にAdobe社のFlashなどのプラグイン

利用型があるが、利用者環境へのプラグイン導入の煩雑さに

よって、検討対象から除外している。

　今回は汎用的に利用できる部品化技術を中心に検討した

が、今後はJavaScriptライブラリも含めて、F3-NXに有望な

技術選択を継続する予定である。

4.3  結果と考察
　実験①では、SaaS P/F利用時のテナント数の変化による

サービス性能への影響を確認するために、同時利用ユーザ数

　実験②では、MTRA機構によるサービス性能への影響を確

認するために、同一テナントの同時利用５００ユーザにおける、

MTRA機構の有効時(あり)と無効時(なし)のサービス性能を

比較した。

　実験②の結果から、スループットはMTRA無効時のほうが

約２.６tps高かった。MTRA無効時のほうが、僅かではあるが

性能が良いといえる。(表３) 

　両実験の結果から、SaaS P/FがF3-NX試作サービスの処

理時間に占める割合は小さく、サービス性能に与える影響は限

定的であるといえる。

　a. 多数のユーザが日常的に利用する機能

　b. 多数のユーザが月初め・期初めなどの特定のタイミングで

　　 利用する機能

　c. 一部のユーザが必要に応じて利用する機能

　特にa.に該当する機能にもとづいてユーザビリティ向上を検

討した結果、図２のUI部品が有効的かつ汎用的であると判断し

た。業務遂行に必要なマウスクリックやスクロールなどの動作

回数を減らすことにより、作業効率を高められると同時に、画

面遷移による応答待ち時間の改善が期待できる。さらに、画面

表示数を削減して操作性を向上できると考えている。

　紙媒体による交渉履歴などの記録では「必要に応じて文字

を大きく書く」「重要な部分に色を付ける」「図表を添付する」

などの豊富な表現で情報伝達ができるメリットがあり、業務担

当者の意志疎通や注意喚起の促進効果がある。同様に、自由

な修飾表示が可能なリッチテキストを採用することで、紙媒体

と同等以上の表現力を実現できると考えている。

これを可能にするためには、業務アプリケーションの表面的な

操作性の改善だけではなく、ユーザニーズ、業務機能の特定、

業務情報デザイン、ナビゲーションデザイン、視覚デザインを総

合的に設計した、高度なユーザ・エクスペリエンス(UX)を提供

する必要がある。[1]

　一方で、業務アプリケーションがアクセスする各金融機関の

業務データを、同じデータベースに保存管理することはセキュ

リティ面で好ましくない。そこで、各企業の業務上の機密部分

(業務データベースなど)のみを分割することで、システムの集

約効果とセキュリティ・リスク対策の両立が容易になると考え

ている。(図1 … ②)

　業務アプリケーションのバージョンを統一して、複数の金融

機関が共同利用するアプリケーションを「シングルインスタン

ス・マルチテナント」型アプリケーションと呼ぶ。シングルイン

スタンス・マルチテナント型アプリケーションは、単一バージョ

ンで異なる顧客ニーズに対応しなければならず、アプリケー

ションの修正が他の金融機関に影響を及ぼすために、個別の

カスタムコードによる拡張開発が事実上不可能である。

　この課題に対して、マルチテナント型システム開発を支援す

る技術(マルチテナンシ技術)を、キーテクノロジとして特に

４章で取り上げて説明する。

表2　実験内容

No.      実験内容                        条件設定

利用テナント数の変
化に伴う処理性能の
変化を確認する。

同ユーザ数、1テナント
で、MTRA機構の有無
の影響を確認する。

同時実行ユーザ数
                          500ユーザ

テナント数
                   1→100テナント

同時実行ユーザ数
                           500ユーザ

テナント数
                             1テナント

実験①

実験②

(F3-NX試作サービスの限界性能は、サーバ1台あたり約500ユーザである)

表3 MTRA機能の有無による性能差

MTRAの設定                        スループット(tps)

無効                                           111.18
有効                                           108.60

図4　利用テナント数を変化させた場合の実験結果

図３  個別開発とMTRA開発の違い

図2  F3-NXのUI構想

図1  F3-NXアーキテクチャ概要

を５００ユーザに設定して、テナント数を1から１００まで増加させ

たときのサービス性能を測定した。

　実験①の結果から、テナント数の増減に対する平均応答時

間の差は最大２０msである。テナント数にかかわらず、全体的

なスループットは約１１０tpsで安定していることから、F3-NX試

作サービスの性能は限界に達していると思われる。(図４)
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プレゼンテーション層 ビジネス層 データアクセス層

従来の個別開発モデル

画面制御部品　       ビジネスロジック部品　   データアクセス部品

画面A　                    ロジックA　              データベースA　              DB

画面B　                    ロジックB　              データベースB　              DB

MTRAを使ったマルチテナント対応モデル

プレゼンテーション層 ビジネス層 データアクセス層

画面制御部品　       ビジネスロジック部品　   データアクセス部品
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データアクセス・オブジェクトの切り替え 
(例．アクセス先テーブル，
アクセス手順などを切り替える)

リソースに設定情報を組み込み
(例．各種パラメータ，サブモジュールなど)

統合DB
(組織別
テーブル)

設定
情報
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○テナント管理
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勘定系ホスト

A行内別
アプリ

B行内別
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F3-NX プラットフォーム

機能a          機能i

機能e

アプリケーションのマルチ
テナント化 … ①

業務アプリ X  　　　　　業務アプリ Y

セキュアな共同基盤
プライベート・クラウド
 … ②

参加企業ごとの利用
機能選別 … ③

…

[５]。F3-NXは３.1節に示すような共同センターへの導入を前提

としているために、主にアプリケーション共通化が課題となる。

　マルチテナント型システム開発では、各金融機関(テナント)

ごとに業務データベースを個別管理しながら、ビジネスロジッ

クやデータベースへのアクセスを柔軟に切り替える、汎用的な

仕組みが必要になる。

　そこで、テナントごとに可変性を持つビジネスロジックやデー

タアクセスなどを、サービス・プログラムから利用するリソース・

オブジェクトとして集約管理し、必要に応じてサービスに提供す

ることで、マルチテナント型システム開発を効率化できる。

　このアイディアにもとづいて、サービス・プログラムに対して利

用するソフトウェア・リソースの多様性を決定する設定情報(パラ

メータ)を自動設定することで、サービス・プログラムをマルチテ

ナントに対応する仕組み(MTRA : Multi Tenant Resource 

Access機構)を考案した。

　MTRA機構は、共通仕様として設計できるモジュール(共通

モジュール)とテナントごとの個別仕様のモジュール(リソース・

オブジェクト)をテナントに応じて自動的に切り換えて、設定情

報を自動設定することで、アプリケーションの動作を変更する

仕組みを提供する。

　MTRA機構を用いた開発(MTRA開発)では、テナントごと

にプレゼンテーション層からデータベースを連携する個別開発

モデルと異なり、共通モジュールとリソース・オブジェクトを分

割して設計開発する。(図３)共通モジュールとリソース・オブ

ジェクトは、MTRA機構を利用するためのAPI（アプリケー

ション・プログラム・インタフェース）で接続する。 

　MTRA開発では、ビジネスロジックにリソース・オブジェクト

が担当する処理を直接実装しないため、ビジネスロジックの汎

用性を高めることができる。また、サービスの種別に関わら

ず、管理情報や設定情報をサービス提供者が集約管理できる

ようになることが特徴である。

ライセンス

部品化対応

カスタマイズ性

F3-NXへの適合性の予想

○タグ型実装であり、従来の技術ノウ
ハウが活用できる。
○標準部品の組み合わせで、機能拡張
可能である。

○基本部品、複合部品ともに充実して
いる。

×特定機能に特化した専用部品であ
る。

○JavaScriptによる細かなコーディング
が不要である。
×部品自体をカスタマイズする場合、高
い技術レベルを求められる。

○JavaScriptによる細かなコーディン
グが不要である。
×部品自体をカスタマイズする場合、
高い技術レベルを求められる。

○UIのカスタマイズが容易である。
×細かな動作をコントロールするに
は、ソースコードの改修が必要であ
る。

○検討したUI部品の80%程度を標準機
能で実現できる。

×βリリース機能を含むため、品質評
価が不可欠である。

×ソースコード改修時の配布条件に
制限がある。

LGPL                                                              MPL                                                                 GPL
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表1  RIA技術の比較

クラウド・コンピューティング



（①一覧表における直感的なデータソート）

（②カレンダーにおけるドラッグ＆ドロップによる予定変更）

（③マウスオーバーによる追加情報の参照）

（④リッチテキストエディタによる情報登録）

（⑤開閉可能なリスト表示）
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金融機関向けCRMシステム「F3(エフキューブ)」の
クラウド化に向けたSaaS技術の検討

Examination of  Saas Technologies for Making  CRM System "F3" for Financial Institution

鴨川 慎太郎
KAMOGAWA Shintaro

福地 慶子
FUKUCHI Keiko

川添 恭平
KAWAZOE Kyohei

1. はじめに

概要
　金融ソリューションプロダクト事業部と(株)インテックシステム研究所は、金融機関向け情報系ソリューション

である、サービス提供型エフキューブ(F3-NX)の開発企画を進めている。F3-NXで想定しているソフトウェアを共

同利用するサービスの開発では、お客様ごとの個別開発とは異なり、仕様の違いやセキュリティ要件を同じソフ

トウェアで対応できるように開発しなければならない課題がある。

　本稿ではこの課題をアーキテクチャ、提供モデル、ユーザビリティの側面からとらえ、技術的な解決方法を検

討する。さらにF3-NXの実現に必要なマルチテナント型システム開発を支援する独自技術を解説し、実証実験に

よって実用性を確認する。

5. まとめ

2. F3-NXの技術課題

4.2  MTRA機構の性能実験
　MTRA機構がマルチテナント型システム開発に及ぼす性能

面の影響を確認し、将来的にF3-NX開発への応用可能性を考

察することを目的とした性能実験を行った。本実験を行うた

め、MTRA機構を実装したF3-NX開発プラットフォーム

(以下、SaaS P/F)を試作した。さらに、SaaS P/F上に

現エフキューブの業務機能の一部を移植したF3-NX試作サー

ビスを開発した。

　実験では設定条件を変えながら、F3-NX試作サービスに対

する要求を1ユーザあたり３秒間隔で１０回繰り返した。このと

きのSaaS P/Fに対する平均応答時間(ms:ミリ秒)、およびス

ループット(tps:1秒あたりの平均処理数=スループット)を測定

して、同時実行ユーザ数と利用テナント数の変化による性能変

化を確認した。(表２)
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　F3-NXの技術的課題は、セキュリティを考慮したマルチテナ

ント型サービスアーキテクチャ、顧客の多様性に考慮したサー

ビス提供モデル、およびUXの向上をいかにして実現するかで

あり、これらを解決する技術的アプローチについて説明した。

　特にマルチテナント型サービスの実現手段は重要であり、

F3-NXシステム開発の成否に関わるものである。我々はアプ

リケーション共通化に着目した独自技術によって、マルチテナ

ント型システム開発を支援する技術を考案・検証して、サービ

ス性能への影響が限定的であることを確認した。

　本稿では、主にシステム開発面の課題について技術的内容

を説明したが、一方で継続的なサービス提供を可能にするため

に、サービスの運用コストをどう削減するかという運用面の課

題も存在する。今後はF3-NXビジネス像をより具体化して、運

用管理を含めたサービス化技術の全体像を明らかにしてゆく

必要がある。

参考文献

[1] Jesse Garrett: “The Elements of User Experience,” 

     Peachpit Press, (2002)

[2] RichFaces: http://jboss.org/richfaces/

[3] ICEfaces: http://www.icefaces.org/

[4] dxhtmlScheduler: http://dhtmlx.com/docs/products/

     dhtmlxScheduler/index.shtml

[5] Frederick Chong, Gianpaolo Carraro, and Roger Wolter: 

   “Multi-Tenant Data Architecture,”

     http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa479086.aspx, 

     Microsoft Corporation, (2006)

　エフキューブCRMシステム（以下、F3）とは、顧客データベー

スを中心に、金融機関のセールス活動に必要な業務機能をテン

プレートとして用意したパッケージである。顧客データベースに

は、「顧客属性情報」・「取引情報」・「コンタクト情報」・「顧客

信用情報」・「案件情報」・「個社別採算情報」・「獲得実績情

報」などが一元管理されている。

　この情報をもとに、本部・営業店（渉外・窓口）・コールセン

ターなどの各種チャネルにおいて、より効率的なセールス活動

が実現できるようになっている。

　エフキューブはパッケージ販売型の製品のため、導入企業の

利用規模(利用ユーザ数)の大小にかかわらず、導入コストがほ

ぼ一定になることが多い。中小規模の金融機関では、1ユーザ

あたりの投資コストが割高になる場合があり、システム導入の

一課題となっている。

　一方で、ソフトウェアの必要な機能を必要なときだけ利用でき

る、サービス提供型ビジネス(SaaS: Software as a Service)

が注目されはじめたことで、SaaS型システム開発の重要性が

高まっている。

　このような背景から、インテックとインテックシステム研究

3.2  金融機関における必要な機能選別の提供
　F3-NXが提供する業務アプリケーションは、各金融機関が

共通利用する業務機能と、ニーズに沿って取捨選択できる業務

機能を提供し、金融機関が双方を任意に組み合わせて利用で

きる仕組みを提供する。(図1 … ③)

2.1 マルチテナント型サービスに適した　
　　 システムアーキテクチャ
　金融機関では、合併・統合やグループの再編、ならびに IT投

資の個別負担額の削減を目的として、共通基盤で複数の金融

機関が利用可能なシステムの共同利用化・共通化が進んでい

る。業務アプリケーションを仕様統一してソフトウェアを共同

利用することで、従来は金融機関ごとに行っていた個別開発や

個別管理をなくし、総コストを削減する狙いがある。

　金融機関のセキュリティ要件は極めて厳しいため、共通仕様

の業務アプリケーションを利用するうえで、各金融機関が個別

にセキュリティ対策を講じる必要がないようにすべきである。

このことから、各金融機関の異なるニーズにあわせたサービス

やデータをセキュアに提供できる、共同利用(マルチテナント)

型サービスの実現が必要である。

4.  キーテクノロジの検証
4.1  マルチテナンシ技術の概要
　マルチテナント型システム開発では、アプリケーション共通化

とデータベース共通化の２つの課題を検討する必要がある[1]
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所は、短期間かつ低コストで導入可能な、ユーザ課金型の次世

代エフキューブサービス(以下F3-NX)に向けたSaaS技術の研

究開発に取り組んでいる。

2.2 顧客の多様性に考慮したサービス提供
　　モデル
　マルチテナント型サービスでは、複数の企業が業務アプリ

ケーションを共有利用するため、企業ごとのきめ細かなカスタ

マイズに対応することが難しい。しかし、各企業が抱える固有

の業務プロセスに合わせて業務アプリケーションをカスタマイ

ズし、顧客満足度を高めてゆく必要がある。

　マルチテナント型サービスは、提携企業間で重複するコスト

の削減効果が期待できるが、その反面、自社が利用しない機能

に対するコスト負担が生じる可能性がある。各顧客企業の事

情に合わせて、業務機能を取捨選択できるサービス提供モデ

ルの構築が必要である。

2.3   ユーザ・エクスペリエンス（UX）の向上
　短期間で導入から活用を期待されるサービス型導入では、業

務アプリケーションを利用した業務遂行の習熟にかかる期間

と費用の削減効果を重視する必要がある。たとえば、マニュア

ルの熟読やシステム研修を必要とせずに、システム利用者が直

観的に操作できるユーザビリティ・デザインが実現されている

ことが理想的である。

3. F3-NXの技術アプローチ
3.1  セキュアな共同基盤利用とマルチテナンシ技術
F3-NXは、提携する金融機関が利用する共同センター利用を

前提としている。共同センターに設置したシステム資源を、イ

ンターネットを経由しないプライベートな共同ネットワークを

経由して利用すれば、一定のセキュリティレベルを保つことが

容易である。

　また、共同センターのシステム資源の多くは、すでに提携す

る金融機関で共同化されているため、各企業が個々にセキュリ

ティ対策を必要とする箇所を局所化できる利点がある。

　業務アプリケーションを共通仕様のWebアプリケーションと

して提供して、各金融機関が共同利用することで、システム投

資効果を最大化できる。 (図1 … ①)

各金融機関が業務アプリケーションに求める要件を、共同セン

ター単位でとりまとめることで、開発に必要な投資額を全体的

に抑制することが可能である。

　システム機能の取捨選択を可能にするには、機能間の内部依

存関係をなくすと同時に、利用者に対して一貫した操作感を与

えられる、組み合わせ可能(コンポジット)なユーザ・インタ

フェース（UI）を提供しなければならない。

　システム機能の内部依存関係を独立させるには、その関係を

疎結合に設計することが重要である。F3の業務機能をもとに

機能単位の独立性を高め、かつ各機能間の連携に必要な業務

データ形式を見直すことで、ステートレスな機能部品にする必

要がある。 

3.3. RIA (Rich Internet Application) 
　　　によるユーザ・エクスペリエンスの実現
　F3-NXの提供する業務アプリケーションのUI開発において、

きめ細かな対話性をもって高度なUXを実現するには、RIA 

(Rich Internet Application)技術が有効であると考える。

(図1 … ④)

　F3-NXに理想的なUXを検討するにあたって、現在のF3が有

する業務機能を分析した結果、各機能を利用頻度で次のよう

に分類できることがわかった。

　F3-NXのRIA開発に向けて、代表的なRIA技術の比較検討

を行った。評価軸としては、先に挙げた表現力に加えて、UI部

品としての再利用性と拡張性を重視した。(表1)

　他の代表的なRIA技術にAdobe社のFlashなどのプラグイン

利用型があるが、利用者環境へのプラグイン導入の煩雑さに

よって、検討対象から除外している。

　今回は汎用的に利用できる部品化技術を中心に検討した

が、今後はJavaScriptライブラリも含めて、F3-NXに有望な

技術選択を継続する予定である。

4.3  結果と考察
　実験①では、SaaS P/F利用時のテナント数の変化による

サービス性能への影響を確認するために、同時利用ユーザ数

　実験②では、MTRA機構によるサービス性能への影響を確

認するために、同一テナントの同時利用５００ユーザにおける、

MTRA機構の有効時(あり)と無効時(なし)のサービス性能を

比較した。

　実験②の結果から、スループットはMTRA無効時のほうが

約２.６tps高かった。MTRA無効時のほうが、僅かではあるが

性能が良いといえる。(表３) 

　両実験の結果から、SaaS P/FがF3-NX試作サービスの処

理時間に占める割合は小さく、サービス性能に与える影響は限

定的であるといえる。

　a. 多数のユーザが日常的に利用する機能

　b. 多数のユーザが月初め・期初めなどの特定のタイミングで

　　 利用する機能

　c. 一部のユーザが必要に応じて利用する機能

　特にa.に該当する機能にもとづいてユーザビリティ向上を検

討した結果、図２のUI部品が有効的かつ汎用的であると判断し

た。業務遂行に必要なマウスクリックやスクロールなどの動作

回数を減らすことにより、作業効率を高められると同時に、画

面遷移による応答待ち時間の改善が期待できる。さらに、画面

表示数を削減して操作性を向上できると考えている。

　紙媒体による交渉履歴などの記録では「必要に応じて文字

を大きく書く」「重要な部分に色を付ける」「図表を添付する」

などの豊富な表現で情報伝達ができるメリットがあり、業務担

当者の意志疎通や注意喚起の促進効果がある。同様に、自由

な修飾表示が可能なリッチテキストを採用することで、紙媒体

と同等以上の表現力を実現できると考えている。

これを可能にするためには、業務アプリケーションの表面的な

操作性の改善だけではなく、ユーザニーズ、業務機能の特定、

業務情報デザイン、ナビゲーションデザイン、視覚デザインを総

合的に設計した、高度なユーザ・エクスペリエンス(UX)を提供

する必要がある。[1]

　一方で、業務アプリケーションがアクセスする各金融機関の

業務データを、同じデータベースに保存管理することはセキュ

リティ面で好ましくない。そこで、各企業の業務上の機密部分

(業務データベースなど)のみを分割することで、システムの集

約効果とセキュリティ・リスク対策の両立が容易になると考え

ている。(図1 … ②)

　業務アプリケーションのバージョンを統一して、複数の金融

機関が共同利用するアプリケーションを「シングルインスタン

ス・マルチテナント」型アプリケーションと呼ぶ。シングルイン

スタンス・マルチテナント型アプリケーションは、単一バージョ

ンで異なる顧客ニーズに対応しなければならず、アプリケー

ションの修正が他の金融機関に影響を及ぼすために、個別の

カスタムコードによる拡張開発が事実上不可能である。

　この課題に対して、マルチテナント型システム開発を支援す

る技術(マルチテナンシ技術)を、キーテクノロジとして特に

４章で取り上げて説明する。

表2　実験内容

No.      実験内容                        条件設定

利用テナント数の変
化に伴う処理性能の
変化を確認する。

同ユーザ数、1テナント
で、MTRA機構の有無
の影響を確認する。

同時実行ユーザ数
                          500ユーザ

テナント数
                   1→100テナント

同時実行ユーザ数
                           500ユーザ

テナント数
                             1テナント

実験①

実験②

(F3-NX試作サービスの限界性能は、サーバ1台あたり約500ユーザである)

表3 MTRA機能の有無による性能差

MTRAの設定                        スループット(tps)

無効                                           111.18
有効                                           108.60

図4　利用テナント数を変化させた場合の実験結果

図３  個別開発とMTRA開発の違い

図2  F3-NXのUI構想

図1  F3-NXアーキテクチャ概要

を５００ユーザに設定して、テナント数を1から１００まで増加させ

たときのサービス性能を測定した。

　実験①の結果から、テナント数の増減に対する平均応答時

間の差は最大２０msである。テナント数にかかわらず、全体的

なスループットは約１１０tpsで安定していることから、F3-NX試

作サービスの性能は限界に達していると思われる。(図４)
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プレゼンテーション層 ビジネス層 データアクセス層

従来の個別開発モデル

画面制御部品　       ビジネスロジック部品　   データアクセス部品

画面A　                    ロジックA　              データベースA　              DB

画面B　                    ロジックB　              データベースB　              DB

MTRAを使ったマルチテナント対応モデル

プレゼンテーション層 ビジネス層 データアクセス層

画面制御部品　       ビジネスロジック部品　   データアクセス部品

画面A　                  ロジックA

MTRA-API テーブルA

テーブルB
データアクセス・オブジェクトの切り替え 
(例．アクセス先テーブル，
アクセス手順などを切り替える)

リソースに設定情報を組み込み
(例．各種パラメータ，サブモジュールなど)

統合DB
(組織別
テーブル)

設定
情報

MTRA 機構
○テナント管理
○リソース管理

A行 B行 営業担当

ハンディ端末

高度なユーザ・エクス
ペリエンス … ④

共同ネットワーク

外部システム連携

機能a         機能b

機能c         機能d

機能e         機能f

機能g         機能h

機能i

A行機能 B行機能

機能a         機能b

機能c         機能d

機能e         機能f

機能g         機能h

機能i

A行機能 B行機能

A行DB B行DB

A行用リソース

B行用リソース ESB

勘定系ホスト

A行内別
アプリ

B行内別
アプリ

F3-NX プラットフォーム

機能a          機能i

機能e

アプリケーションのマルチ
テナント化 … ①

業務アプリ X  　　　　　業務アプリ Y

セキュアな共同基盤
プライベート・クラウド
 … ②

参加企業ごとの利用
機能選別 … ③

…

[５]。F3-NXは３.1節に示すような共同センターへの導入を前提

としているために、主にアプリケーション共通化が課題となる。

　マルチテナント型システム開発では、各金融機関(テナント)

ごとに業務データベースを個別管理しながら、ビジネスロジッ

クやデータベースへのアクセスを柔軟に切り替える、汎用的な

仕組みが必要になる。

　そこで、テナントごとに可変性を持つビジネスロジックやデー

タアクセスなどを、サービス・プログラムから利用するリソース・

オブジェクトとして集約管理し、必要に応じてサービスに提供す

ることで、マルチテナント型システム開発を効率化できる。

　このアイディアにもとづいて、サービス・プログラムに対して利

用するソフトウェア・リソースの多様性を決定する設定情報(パラ

メータ)を自動設定することで、サービス・プログラムをマルチテ

ナントに対応する仕組み(MTRA : Multi Tenant Resource 

Access機構)を考案した。

　MTRA機構は、共通仕様として設計できるモジュール(共通

モジュール)とテナントごとの個別仕様のモジュール(リソース・

オブジェクト)をテナントに応じて自動的に切り換えて、設定情

報を自動設定することで、アプリケーションの動作を変更する

仕組みを提供する。

　MTRA機構を用いた開発(MTRA開発)では、テナントごと

にプレゼンテーション層からデータベースを連携する個別開発

モデルと異なり、共通モジュールとリソース・オブジェクトを分

割して設計開発する。(図３)共通モジュールとリソース・オブ

ジェクトは、MTRA機構を利用するためのAPI（アプリケー

ション・プログラム・インタフェース）で接続する。 

　MTRA開発では、ビジネスロジックにリソース・オブジェクト

が担当する処理を直接実装しないため、ビジネスロジックの汎

用性を高めることができる。また、サービスの種別に関わら

ず、管理情報や設定情報をサービス提供者が集約管理できる

ようになることが特徴である。

ライセンス

部品化対応

カスタマイズ性

F3-NXへの適合性の予想

○タグ型実装であり、従来の技術ノウ
ハウが活用できる。
○標準部品の組み合わせで、機能拡張
可能である。

○基本部品、複合部品ともに充実して
いる。

×特定機能に特化した専用部品であ
る。

○JavaScriptによる細かなコーディング
が不要である。
×部品自体をカスタマイズする場合、高
い技術レベルを求められる。

○JavaScriptによる細かなコーディン
グが不要である。
×部品自体をカスタマイズする場合、
高い技術レベルを求められる。

○UIのカスタマイズが容易である。
×細かな動作をコントロールするに
は、ソースコードの改修が必要であ
る。

○検討したUI部品の80%程度を標準機
能で実現できる。

×βリリース機能を含むため、品質評
価が不可欠である。

×ソースコード改修時の配布条件に
制限がある。

LGPL                                                              MPL                                                                 GPL

RichFaces                                             ICEfaces                                        dxhtmlScheduler

表1  RIA技術の比較

クラウド・コンピューティング



（①一覧表における直感的なデータソート）

（②カレンダーにおけるドラッグ＆ドロップによる予定変更）

（③マウスオーバーによる追加情報の参照）

（④リッチテキストエディタによる情報登録）

（⑤開閉可能なリスト表示）
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金融機関向けCRMシステム「F3(エフキューブ)」の
クラウド化に向けたSaaS技術の検討

Examination of  Saas Technologies for Making  CRM System "F3" for Financial Institution

鴨川 慎太郎
KAMOGAWA Shintaro

福地 慶子
FUKUCHI Keiko

川添 恭平
KAWAZOE Kyohei

1. はじめに

概要
　金融ソリューションプロダクト事業部と(株)インテックシステム研究所は、金融機関向け情報系ソリューション

である、サービス提供型エフキューブ(F3-NX)の開発企画を進めている。F3-NXで想定しているソフトウェアを共

同利用するサービスの開発では、お客様ごとの個別開発とは異なり、仕様の違いやセキュリティ要件を同じソフ

トウェアで対応できるように開発しなければならない課題がある。

　本稿ではこの課題をアーキテクチャ、提供モデル、ユーザビリティの側面からとらえ、技術的な解決方法を検

討する。さらにF3-NXの実現に必要なマルチテナント型システム開発を支援する独自技術を解説し、実証実験に

よって実用性を確認する。

5. まとめ

2. F3-NXの技術課題

4.2  MTRA機構の性能実験
　MTRA機構がマルチテナント型システム開発に及ぼす性能

面の影響を確認し、将来的にF3-NX開発への応用可能性を考

察することを目的とした性能実験を行った。本実験を行うた

め、MTRA機構を実装したF3-NX開発プラットフォーム

(以下、SaaS P/F)を試作した。さらに、SaaS P/F上に

現エフキューブの業務機能の一部を移植したF3-NX試作サー

ビスを開発した。

　実験では設定条件を変えながら、F3-NX試作サービスに対

する要求を1ユーザあたり３秒間隔で１０回繰り返した。このと

きのSaaS P/Fに対する平均応答時間(ms:ミリ秒)、およびス

ループット(tps:1秒あたりの平均処理数=スループット)を測定

して、同時実行ユーザ数と利用テナント数の変化による性能変

化を確認した。(表２)
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　F3-NXの技術的課題は、セキュリティを考慮したマルチテナ

ント型サービスアーキテクチャ、顧客の多様性に考慮したサー

ビス提供モデル、およびUXの向上をいかにして実現するかで

あり、これらを解決する技術的アプローチについて説明した。

　特にマルチテナント型サービスの実現手段は重要であり、

F3-NXシステム開発の成否に関わるものである。我々はアプ

リケーション共通化に着目した独自技術によって、マルチテナ

ント型システム開発を支援する技術を考案・検証して、サービ

ス性能への影響が限定的であることを確認した。

　本稿では、主にシステム開発面の課題について技術的内容

を説明したが、一方で継続的なサービス提供を可能にするため

に、サービスの運用コストをどう削減するかという運用面の課

題も存在する。今後はF3-NXビジネス像をより具体化して、運

用管理を含めたサービス化技術の全体像を明らかにしてゆく

必要がある。
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　エフキューブCRMシステム（以下、F3）とは、顧客データベー

スを中心に、金融機関のセールス活動に必要な業務機能をテン

プレートとして用意したパッケージである。顧客データベースに

は、「顧客属性情報」・「取引情報」・「コンタクト情報」・「顧客

信用情報」・「案件情報」・「個社別採算情報」・「獲得実績情

報」などが一元管理されている。

　この情報をもとに、本部・営業店（渉外・窓口）・コールセン

ターなどの各種チャネルにおいて、より効率的なセールス活動

が実現できるようになっている。

　エフキューブはパッケージ販売型の製品のため、導入企業の

利用規模(利用ユーザ数)の大小にかかわらず、導入コストがほ

ぼ一定になることが多い。中小規模の金融機関では、1ユーザ

あたりの投資コストが割高になる場合があり、システム導入の

一課題となっている。

　一方で、ソフトウェアの必要な機能を必要なときだけ利用でき

る、サービス提供型ビジネス(SaaS: Software as a Service)

が注目されはじめたことで、SaaS型システム開発の重要性が

高まっている。

　このような背景から、インテックとインテックシステム研究

3.2  金融機関における必要な機能選別の提供
　F3-NXが提供する業務アプリケーションは、各金融機関が

共通利用する業務機能と、ニーズに沿って取捨選択できる業務

機能を提供し、金融機関が双方を任意に組み合わせて利用で

きる仕組みを提供する。(図1 … ③)

2.1 マルチテナント型サービスに適した　
　　 システムアーキテクチャ
　金融機関では、合併・統合やグループの再編、ならびに IT投

資の個別負担額の削減を目的として、共通基盤で複数の金融

機関が利用可能なシステムの共同利用化・共通化が進んでい

る。業務アプリケーションを仕様統一してソフトウェアを共同

利用することで、従来は金融機関ごとに行っていた個別開発や

個別管理をなくし、総コストを削減する狙いがある。

　金融機関のセキュリティ要件は極めて厳しいため、共通仕様

の業務アプリケーションを利用するうえで、各金融機関が個別

にセキュリティ対策を講じる必要がないようにすべきである。

このことから、各金融機関の異なるニーズにあわせたサービス

やデータをセキュアに提供できる、共同利用(マルチテナント)

型サービスの実現が必要である。

4.  キーテクノロジの検証
4.1  マルチテナンシ技術の概要
　マルチテナント型システム開発では、アプリケーション共通化

とデータベース共通化の２つの課題を検討する必要がある[1]
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所は、短期間かつ低コストで導入可能な、ユーザ課金型の次世

代エフキューブサービス(以下F3-NX)に向けたSaaS技術の研

究開発に取り組んでいる。

2.2 顧客の多様性に考慮したサービス提供
　　モデル
　マルチテナント型サービスでは、複数の企業が業務アプリ

ケーションを共有利用するため、企業ごとのきめ細かなカスタ

マイズに対応することが難しい。しかし、各企業が抱える固有

の業務プロセスに合わせて業務アプリケーションをカスタマイ

ズし、顧客満足度を高めてゆく必要がある。

　マルチテナント型サービスは、提携企業間で重複するコスト

の削減効果が期待できるが、その反面、自社が利用しない機能

に対するコスト負担が生じる可能性がある。各顧客企業の事

情に合わせて、業務機能を取捨選択できるサービス提供モデ

ルの構築が必要である。

2.3   ユーザ・エクスペリエンス（UX）の向上
　短期間で導入から活用を期待されるサービス型導入では、業

務アプリケーションを利用した業務遂行の習熟にかかる期間

と費用の削減効果を重視する必要がある。たとえば、マニュア

ルの熟読やシステム研修を必要とせずに、システム利用者が直

観的に操作できるユーザビリティ・デザインが実現されている

ことが理想的である。

3. F3-NXの技術アプローチ
3.1  セキュアな共同基盤利用とマルチテナンシ技術
F3-NXは、提携する金融機関が利用する共同センター利用を

前提としている。共同センターに設置したシステム資源を、イ

ンターネットを経由しないプライベートな共同ネットワークを

経由して利用すれば、一定のセキュリティレベルを保つことが

容易である。

　また、共同センターのシステム資源の多くは、すでに提携す

る金融機関で共同化されているため、各企業が個々にセキュリ

ティ対策を必要とする箇所を局所化できる利点がある。

　業務アプリケーションを共通仕様のWebアプリケーションと

して提供して、各金融機関が共同利用することで、システム投

資効果を最大化できる。 (図1 … ①)

各金融機関が業務アプリケーションに求める要件を、共同セン

ター単位でとりまとめることで、開発に必要な投資額を全体的

に抑制することが可能である。

　システム機能の取捨選択を可能にするには、機能間の内部依

存関係をなくすと同時に、利用者に対して一貫した操作感を与

えられる、組み合わせ可能(コンポジット)なユーザ・インタ

フェース（UI）を提供しなければならない。

　システム機能の内部依存関係を独立させるには、その関係を

疎結合に設計することが重要である。F3の業務機能をもとに

機能単位の独立性を高め、かつ各機能間の連携に必要な業務

データ形式を見直すことで、ステートレスな機能部品にする必

要がある。 

3.3. RIA (Rich Internet Application) 
　　　によるユーザ・エクスペリエンスの実現
　F3-NXの提供する業務アプリケーションのUI開発において、

きめ細かな対話性をもって高度なUXを実現するには、RIA 

(Rich Internet Application)技術が有効であると考える。

(図1 … ④)

　F3-NXに理想的なUXを検討するにあたって、現在のF3が有

する業務機能を分析した結果、各機能を利用頻度で次のよう

に分類できることがわかった。

　F3-NXのRIA開発に向けて、代表的なRIA技術の比較検討

を行った。評価軸としては、先に挙げた表現力に加えて、UI部

品としての再利用性と拡張性を重視した。(表1)

　他の代表的なRIA技術にAdobe社のFlashなどのプラグイン

利用型があるが、利用者環境へのプラグイン導入の煩雑さに

よって、検討対象から除外している。

　今回は汎用的に利用できる部品化技術を中心に検討した

が、今後はJavaScriptライブラリも含めて、F3-NXに有望な

技術選択を継続する予定である。

4.3  結果と考察
　実験①では、SaaS P/F利用時のテナント数の変化による

サービス性能への影響を確認するために、同時利用ユーザ数

　実験②では、MTRA機構によるサービス性能への影響を確

認するために、同一テナントの同時利用５００ユーザにおける、

MTRA機構の有効時(あり)と無効時(なし)のサービス性能を

比較した。

　実験②の結果から、スループットはMTRA無効時のほうが

約２.６tps高かった。MTRA無効時のほうが、僅かではあるが

性能が良いといえる。(表３) 

　両実験の結果から、SaaS P/FがF3-NX試作サービスの処

理時間に占める割合は小さく、サービス性能に与える影響は限

定的であるといえる。

　a. 多数のユーザが日常的に利用する機能

　b. 多数のユーザが月初め・期初めなどの特定のタイミングで

　　 利用する機能

　c. 一部のユーザが必要に応じて利用する機能

　特にa.に該当する機能にもとづいてユーザビリティ向上を検

討した結果、図２のUI部品が有効的かつ汎用的であると判断し

た。業務遂行に必要なマウスクリックやスクロールなどの動作

回数を減らすことにより、作業効率を高められると同時に、画

面遷移による応答待ち時間の改善が期待できる。さらに、画面

表示数を削減して操作性を向上できると考えている。

　紙媒体による交渉履歴などの記録では「必要に応じて文字

を大きく書く」「重要な部分に色を付ける」「図表を添付する」

などの豊富な表現で情報伝達ができるメリットがあり、業務担

当者の意志疎通や注意喚起の促進効果がある。同様に、自由

な修飾表示が可能なリッチテキストを採用することで、紙媒体

と同等以上の表現力を実現できると考えている。

これを可能にするためには、業務アプリケーションの表面的な

操作性の改善だけではなく、ユーザニーズ、業務機能の特定、

業務情報デザイン、ナビゲーションデザイン、視覚デザインを総

合的に設計した、高度なユーザ・エクスペリエンス(UX)を提供

する必要がある。[1]

　一方で、業務アプリケーションがアクセスする各金融機関の

業務データを、同じデータベースに保存管理することはセキュ

リティ面で好ましくない。そこで、各企業の業務上の機密部分

(業務データベースなど)のみを分割することで、システムの集

約効果とセキュリティ・リスク対策の両立が容易になると考え

ている。(図1 … ②)

　業務アプリケーションのバージョンを統一して、複数の金融

機関が共同利用するアプリケーションを「シングルインスタン

ス・マルチテナント」型アプリケーションと呼ぶ。シングルイン

スタンス・マルチテナント型アプリケーションは、単一バージョ

ンで異なる顧客ニーズに対応しなければならず、アプリケー

ションの修正が他の金融機関に影響を及ぼすために、個別の

カスタムコードによる拡張開発が事実上不可能である。

　この課題に対して、マルチテナント型システム開発を支援す

る技術(マルチテナンシ技術)を、キーテクノロジとして特に

４章で取り上げて説明する。

表2　実験内容

No.      実験内容                        条件設定

利用テナント数の変
化に伴う処理性能の
変化を確認する。

同ユーザ数、1テナント
で、MTRA機構の有無
の影響を確認する。

同時実行ユーザ数
                          500ユーザ

テナント数
                   1→100テナント

同時実行ユーザ数
                           500ユーザ

テナント数
                             1テナント

実験①

実験②

(F3-NX試作サービスの限界性能は、サーバ1台あたり約500ユーザである)

表3 MTRA機能の有無による性能差

MTRAの設定                        スループット(tps)

無効                                           111.18
有効                                           108.60

図4　利用テナント数を変化させた場合の実験結果

図３  個別開発とMTRA開発の違い

図2  F3-NXのUI構想

図1  F3-NXアーキテクチャ概要

を５００ユーザに設定して、テナント数を1から１００まで増加させ

たときのサービス性能を測定した。

　実験①の結果から、テナント数の増減に対する平均応答時

間の差は最大２０msである。テナント数にかかわらず、全体的

なスループットは約１１０tpsで安定していることから、F3-NX試

作サービスの性能は限界に達していると思われる。(図４)
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プレゼンテーション層 ビジネス層 データアクセス層

従来の個別開発モデル

画面制御部品　       ビジネスロジック部品　   データアクセス部品

画面A　                    ロジックA　              データベースA　              DB

画面B　                    ロジックB　              データベースB　              DB

MTRAを使ったマルチテナント対応モデル

プレゼンテーション層 ビジネス層 データアクセス層

画面制御部品　       ビジネスロジック部品　   データアクセス部品

画面A　                  ロジックA

MTRA-API テーブルA

テーブルB
データアクセス・オブジェクトの切り替え 
(例．アクセス先テーブル，
アクセス手順などを切り替える)

リソースに設定情報を組み込み
(例．各種パラメータ，サブモジュールなど)

統合DB
(組織別
テーブル)

設定
情報

MTRA 機構
○テナント管理
○リソース管理

A行 B行 営業担当

ハンディ端末

高度なユーザ・エクス
ペリエンス … ④

共同ネットワーク

外部システム連携

機能a         機能b

機能c         機能d

機能e         機能f

機能g         機能h

機能i

A行機能 B行機能

機能a         機能b

機能c         機能d

機能e         機能f

機能g         機能h

機能i

A行機能 B行機能

A行DB B行DB

A行用リソース

B行用リソース ESB

勘定系ホスト

A行内別
アプリ

B行内別
アプリ

F3-NX プラットフォーム

機能a          機能i

機能e

アプリケーションのマルチ
テナント化 … ①

業務アプリ X  　　　　　業務アプリ Y

セキュアな共同基盤
プライベート・クラウド
 … ②

参加企業ごとの利用
機能選別 … ③

…

[５]。F3-NXは３.1節に示すような共同センターへの導入を前提

としているために、主にアプリケーション共通化が課題となる。

　マルチテナント型システム開発では、各金融機関(テナント)

ごとに業務データベースを個別管理しながら、ビジネスロジッ

クやデータベースへのアクセスを柔軟に切り替える、汎用的な

仕組みが必要になる。

　そこで、テナントごとに可変性を持つビジネスロジックやデー

タアクセスなどを、サービス・プログラムから利用するリソース・

オブジェクトとして集約管理し、必要に応じてサービスに提供す

ることで、マルチテナント型システム開発を効率化できる。

　このアイディアにもとづいて、サービス・プログラムに対して利

用するソフトウェア・リソースの多様性を決定する設定情報(パラ

メータ)を自動設定することで、サービス・プログラムをマルチテ

ナントに対応する仕組み(MTRA : Multi Tenant Resource 

Access機構)を考案した。

　MTRA機構は、共通仕様として設計できるモジュール(共通

モジュール)とテナントごとの個別仕様のモジュール(リソース・

オブジェクト)をテナントに応じて自動的に切り換えて、設定情

報を自動設定することで、アプリケーションの動作を変更する

仕組みを提供する。

　MTRA機構を用いた開発(MTRA開発)では、テナントごと

にプレゼンテーション層からデータベースを連携する個別開発

モデルと異なり、共通モジュールとリソース・オブジェクトを分

割して設計開発する。(図３)共通モジュールとリソース・オブ

ジェクトは、MTRA機構を利用するためのAPI（アプリケー

ション・プログラム・インタフェース）で接続する。 

　MTRA開発では、ビジネスロジックにリソース・オブジェクト

が担当する処理を直接実装しないため、ビジネスロジックの汎

用性を高めることができる。また、サービスの種別に関わら

ず、管理情報や設定情報をサービス提供者が集約管理できる

ようになることが特徴である。

ライセンス

部品化対応

カスタマイズ性

F3-NXへの適合性の予想

○タグ型実装であり、従来の技術ノウ
ハウが活用できる。
○標準部品の組み合わせで、機能拡張
可能である。

○基本部品、複合部品ともに充実して
いる。

×特定機能に特化した専用部品であ
る。

○JavaScriptによる細かなコーディング
が不要である。
×部品自体をカスタマイズする場合、高
い技術レベルを求められる。

○JavaScriptによる細かなコーディン
グが不要である。
×部品自体をカスタマイズする場合、
高い技術レベルを求められる。

○UIのカスタマイズが容易である。
×細かな動作をコントロールするに
は、ソースコードの改修が必要であ
る。

○検討したUI部品の80%程度を標準機
能で実現できる。

×βリリース機能を含むため、品質評
価が不可欠である。

×ソースコード改修時の配布条件に
制限がある。

LGPL                                                              MPL                                                                 GPL

RichFaces                                             ICEfaces                                        dxhtmlScheduler

表1  RIA技術の比較

クラウド・コンピューティング



（①一覧表における直感的なデータソート）

（②カレンダーにおけるドラッグ＆ドロップによる予定変更）

（③マウスオーバーによる追加情報の参照）

（④リッチテキストエディタによる情報登録）

（⑤開閉可能なリスト表示）
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金融機関向けCRMシステム「F3(エフキューブ)」の
クラウド化に向けたSaaS技術の検討

Examination of  Saas Technologies for Making  CRM System "F3" for Financial Institution

鴨川 慎太郎
KAMOGAWA Shintaro

福地 慶子
FUKUCHI Keiko

川添 恭平
KAWAZOE Kyohei

1. はじめに

概要
　金融ソリューションプロダクト事業部と(株)インテックシステム研究所は、金融機関向け情報系ソリューション

である、サービス提供型エフキューブ(F3-NX)の開発企画を進めている。F3-NXで想定しているソフトウェアを共

同利用するサービスの開発では、お客様ごとの個別開発とは異なり、仕様の違いやセキュリティ要件を同じソフ

トウェアで対応できるように開発しなければならない課題がある。

　本稿ではこの課題をアーキテクチャ、提供モデル、ユーザビリティの側面からとらえ、技術的な解決方法を検

討する。さらにF3-NXの実現に必要なマルチテナント型システム開発を支援する独自技術を解説し、実証実験に

よって実用性を確認する。

5. まとめ

2. F3-NXの技術課題

4.2  MTRA機構の性能実験
　MTRA機構がマルチテナント型システム開発に及ぼす性能

面の影響を確認し、将来的にF3-NX開発への応用可能性を考

察することを目的とした性能実験を行った。本実験を行うた

め、MTRA機構を実装したF3-NX開発プラットフォーム

(以下、SaaS P/F)を試作した。さらに、SaaS P/F上に

現エフキューブの業務機能の一部を移植したF3-NX試作サー

ビスを開発した。

　実験では設定条件を変えながら、F3-NX試作サービスに対

する要求を1ユーザあたり３秒間隔で１０回繰り返した。このと

きのSaaS P/Fに対する平均応答時間(ms:ミリ秒)、およびス

ループット(tps:1秒あたりの平均処理数=スループット)を測定

して、同時実行ユーザ数と利用テナント数の変化による性能変

化を確認した。(表２)
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　F3-NXの技術的課題は、セキュリティを考慮したマルチテナ

ント型サービスアーキテクチャ、顧客の多様性に考慮したサー

ビス提供モデル、およびUXの向上をいかにして実現するかで

あり、これらを解決する技術的アプローチについて説明した。

　特にマルチテナント型サービスの実現手段は重要であり、

F3-NXシステム開発の成否に関わるものである。我々はアプ

リケーション共通化に着目した独自技術によって、マルチテナ

ント型システム開発を支援する技術を考案・検証して、サービ

ス性能への影響が限定的であることを確認した。

　本稿では、主にシステム開発面の課題について技術的内容

を説明したが、一方で継続的なサービス提供を可能にするため

に、サービスの運用コストをどう削減するかという運用面の課

題も存在する。今後はF3-NXビジネス像をより具体化して、運

用管理を含めたサービス化技術の全体像を明らかにしてゆく

必要がある。
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　エフキューブCRMシステム（以下、F3）とは、顧客データベー

スを中心に、金融機関のセールス活動に必要な業務機能をテン

プレートとして用意したパッケージである。顧客データベースに

は、「顧客属性情報」・「取引情報」・「コンタクト情報」・「顧客

信用情報」・「案件情報」・「個社別採算情報」・「獲得実績情

報」などが一元管理されている。

　この情報をもとに、本部・営業店（渉外・窓口）・コールセン

ターなどの各種チャネルにおいて、より効率的なセールス活動

が実現できるようになっている。

　エフキューブはパッケージ販売型の製品のため、導入企業の

利用規模(利用ユーザ数)の大小にかかわらず、導入コストがほ

ぼ一定になることが多い。中小規模の金融機関では、1ユーザ

あたりの投資コストが割高になる場合があり、システム導入の

一課題となっている。

　一方で、ソフトウェアの必要な機能を必要なときだけ利用でき

る、サービス提供型ビジネス(SaaS: Software as a Service)

が注目されはじめたことで、SaaS型システム開発の重要性が

高まっている。

　このような背景から、インテックとインテックシステム研究

3.2  金融機関における必要な機能選別の提供
　F3-NXが提供する業務アプリケーションは、各金融機関が

共通利用する業務機能と、ニーズに沿って取捨選択できる業務

機能を提供し、金融機関が双方を任意に組み合わせて利用で

きる仕組みを提供する。(図1 … ③)

2.1 マルチテナント型サービスに適した　
　　 システムアーキテクチャ
　金融機関では、合併・統合やグループの再編、ならびに IT投

資の個別負担額の削減を目的として、共通基盤で複数の金融

機関が利用可能なシステムの共同利用化・共通化が進んでい

る。業務アプリケーションを仕様統一してソフトウェアを共同

利用することで、従来は金融機関ごとに行っていた個別開発や

個別管理をなくし、総コストを削減する狙いがある。

　金融機関のセキュリティ要件は極めて厳しいため、共通仕様

の業務アプリケーションを利用するうえで、各金融機関が個別

にセキュリティ対策を講じる必要がないようにすべきである。

このことから、各金融機関の異なるニーズにあわせたサービス

やデータをセキュアに提供できる、共同利用(マルチテナント)

型サービスの実現が必要である。

4.  キーテクノロジの検証
4.1  マルチテナンシ技術の概要
　マルチテナント型システム開発では、アプリケーション共通化

とデータベース共通化の２つの課題を検討する必要がある[1]
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所は、短期間かつ低コストで導入可能な、ユーザ課金型の次世

代エフキューブサービス(以下F3-NX)に向けたSaaS技術の研

究開発に取り組んでいる。

2.2 顧客の多様性に考慮したサービス提供
　　モデル
　マルチテナント型サービスでは、複数の企業が業務アプリ

ケーションを共有利用するため、企業ごとのきめ細かなカスタ

マイズに対応することが難しい。しかし、各企業が抱える固有

の業務プロセスに合わせて業務アプリケーションをカスタマイ

ズし、顧客満足度を高めてゆく必要がある。

　マルチテナント型サービスは、提携企業間で重複するコスト

の削減効果が期待できるが、その反面、自社が利用しない機能

に対するコスト負担が生じる可能性がある。各顧客企業の事

情に合わせて、業務機能を取捨選択できるサービス提供モデ

ルの構築が必要である。

2.3   ユーザ・エクスペリエンス（UX）の向上
　短期間で導入から活用を期待されるサービス型導入では、業

務アプリケーションを利用した業務遂行の習熟にかかる期間

と費用の削減効果を重視する必要がある。たとえば、マニュア

ルの熟読やシステム研修を必要とせずに、システム利用者が直

観的に操作できるユーザビリティ・デザインが実現されている

ことが理想的である。

3. F3-NXの技術アプローチ
3.1  セキュアな共同基盤利用とマルチテナンシ技術
F3-NXは、提携する金融機関が利用する共同センター利用を

前提としている。共同センターに設置したシステム資源を、イ

ンターネットを経由しないプライベートな共同ネットワークを

経由して利用すれば、一定のセキュリティレベルを保つことが

容易である。

　また、共同センターのシステム資源の多くは、すでに提携す

る金融機関で共同化されているため、各企業が個々にセキュリ

ティ対策を必要とする箇所を局所化できる利点がある。

　業務アプリケーションを共通仕様のWebアプリケーションと

して提供して、各金融機関が共同利用することで、システム投

資効果を最大化できる。 (図1 … ①)

各金融機関が業務アプリケーションに求める要件を、共同セン

ター単位でとりまとめることで、開発に必要な投資額を全体的

に抑制することが可能である。

　システム機能の取捨選択を可能にするには、機能間の内部依

存関係をなくすと同時に、利用者に対して一貫した操作感を与

えられる、組み合わせ可能(コンポジット)なユーザ・インタ

フェース（UI）を提供しなければならない。

　システム機能の内部依存関係を独立させるには、その関係を

疎結合に設計することが重要である。F3の業務機能をもとに

機能単位の独立性を高め、かつ各機能間の連携に必要な業務

データ形式を見直すことで、ステートレスな機能部品にする必

要がある。 

3.3. RIA (Rich Internet Application) 
　　　によるユーザ・エクスペリエンスの実現
　F3-NXの提供する業務アプリケーションのUI開発において、

きめ細かな対話性をもって高度なUXを実現するには、RIA 

(Rich Internet Application)技術が有効であると考える。

(図1 … ④)

　F3-NXに理想的なUXを検討するにあたって、現在のF3が有

する業務機能を分析した結果、各機能を利用頻度で次のよう

に分類できることがわかった。

　F3-NXのRIA開発に向けて、代表的なRIA技術の比較検討

を行った。評価軸としては、先に挙げた表現力に加えて、UI部

品としての再利用性と拡張性を重視した。(表1)

　他の代表的なRIA技術にAdobe社のFlashなどのプラグイン

利用型があるが、利用者環境へのプラグイン導入の煩雑さに

よって、検討対象から除外している。

　今回は汎用的に利用できる部品化技術を中心に検討した

が、今後はJavaScriptライブラリも含めて、F3-NXに有望な

技術選択を継続する予定である。

4.3  結果と考察
　実験①では、SaaS P/F利用時のテナント数の変化による

サービス性能への影響を確認するために、同時利用ユーザ数

　実験②では、MTRA機構によるサービス性能への影響を確

認するために、同一テナントの同時利用５００ユーザにおける、

MTRA機構の有効時(あり)と無効時(なし)のサービス性能を

比較した。

　実験②の結果から、スループットはMTRA無効時のほうが

約２.６tps高かった。MTRA無効時のほうが、僅かではあるが

性能が良いといえる。(表３) 

　両実験の結果から、SaaS P/FがF3-NX試作サービスの処

理時間に占める割合は小さく、サービス性能に与える影響は限

定的であるといえる。

　a. 多数のユーザが日常的に利用する機能

　b. 多数のユーザが月初め・期初めなどの特定のタイミングで

　　 利用する機能

　c. 一部のユーザが必要に応じて利用する機能

　特にa.に該当する機能にもとづいてユーザビリティ向上を検

討した結果、図２のUI部品が有効的かつ汎用的であると判断し

た。業務遂行に必要なマウスクリックやスクロールなどの動作

回数を減らすことにより、作業効率を高められると同時に、画

面遷移による応答待ち時間の改善が期待できる。さらに、画面

表示数を削減して操作性を向上できると考えている。

　紙媒体による交渉履歴などの記録では「必要に応じて文字

を大きく書く」「重要な部分に色を付ける」「図表を添付する」

などの豊富な表現で情報伝達ができるメリットがあり、業務担

当者の意志疎通や注意喚起の促進効果がある。同様に、自由

な修飾表示が可能なリッチテキストを採用することで、紙媒体

と同等以上の表現力を実現できると考えている。

これを可能にするためには、業務アプリケーションの表面的な

操作性の改善だけではなく、ユーザニーズ、業務機能の特定、

業務情報デザイン、ナビゲーションデザイン、視覚デザインを総

合的に設計した、高度なユーザ・エクスペリエンス(UX)を提供

する必要がある。[1]

　一方で、業務アプリケーションがアクセスする各金融機関の

業務データを、同じデータベースに保存管理することはセキュ

リティ面で好ましくない。そこで、各企業の業務上の機密部分

(業務データベースなど)のみを分割することで、システムの集

約効果とセキュリティ・リスク対策の両立が容易になると考え

ている。(図1 … ②)

　業務アプリケーションのバージョンを統一して、複数の金融

機関が共同利用するアプリケーションを「シングルインスタン

ス・マルチテナント」型アプリケーションと呼ぶ。シングルイン

スタンス・マルチテナント型アプリケーションは、単一バージョ

ンで異なる顧客ニーズに対応しなければならず、アプリケー

ションの修正が他の金融機関に影響を及ぼすために、個別の

カスタムコードによる拡張開発が事実上不可能である。

　この課題に対して、マルチテナント型システム開発を支援す

る技術(マルチテナンシ技術)を、キーテクノロジとして特に

４章で取り上げて説明する。

表2　実験内容

No.      実験内容                        条件設定

利用テナント数の変
化に伴う処理性能の
変化を確認する。

同ユーザ数、1テナント
で、MTRA機構の有無
の影響を確認する。

同時実行ユーザ数
                          500ユーザ

テナント数
                   1→100テナント

同時実行ユーザ数
                           500ユーザ

テナント数
                             1テナント

実験①

実験②

(F3-NX試作サービスの限界性能は、サーバ1台あたり約500ユーザである)

表3 MTRA機能の有無による性能差

MTRAの設定                        スループット(tps)

無効                                           111.18
有効                                           108.60

図4　利用テナント数を変化させた場合の実験結果

図３  個別開発とMTRA開発の違い

図2  F3-NXのUI構想

図1  F3-NXアーキテクチャ概要

を５００ユーザに設定して、テナント数を1から１００まで増加させ

たときのサービス性能を測定した。

　実験①の結果から、テナント数の増減に対する平均応答時

間の差は最大２０msである。テナント数にかかわらず、全体的

なスループットは約１１０tpsで安定していることから、F3-NX試

作サービスの性能は限界に達していると思われる。(図４)
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プレゼンテーション層 ビジネス層 データアクセス層

従来の個別開発モデル

画面制御部品　       ビジネスロジック部品　   データアクセス部品

画面A　                    ロジックA　              データベースA　              DB

画面B　                    ロジックB　              データベースB　              DB

MTRAを使ったマルチテナント対応モデル

プレゼンテーション層 ビジネス層 データアクセス層

画面制御部品　       ビジネスロジック部品　   データアクセス部品

画面A　                  ロジックA

MTRA-API テーブルA

テーブルB
データアクセス・オブジェクトの切り替え 
(例．アクセス先テーブル，
アクセス手順などを切り替える)

リソースに設定情報を組み込み
(例．各種パラメータ，サブモジュールなど)

統合DB
(組織別
テーブル)

設定
情報

MTRA 機構
○テナント管理
○リソース管理

A行 B行 営業担当

ハンディ端末

高度なユーザ・エクス
ペリエンス … ④

共同ネットワーク

外部システム連携

機能a         機能b

機能c         機能d

機能e         機能f

機能g         機能h

機能i

A行機能 B行機能

機能a         機能b

機能c         機能d

機能e         機能f

機能g         機能h

機能i

A行機能 B行機能

A行DB B行DB

A行用リソース

B行用リソース ESB

勘定系ホスト

A行内別
アプリ

B行内別
アプリ

F3-NX プラットフォーム

機能a          機能i

機能e

アプリケーションのマルチ
テナント化 … ①

業務アプリ X  　　　　　業務アプリ Y

セキュアな共同基盤
プライベート・クラウド
 … ②

参加企業ごとの利用
機能選別 … ③

…

[５]。F3-NXは３.1節に示すような共同センターへの導入を前提

としているために、主にアプリケーション共通化が課題となる。

　マルチテナント型システム開発では、各金融機関(テナント)

ごとに業務データベースを個別管理しながら、ビジネスロジッ

クやデータベースへのアクセスを柔軟に切り替える、汎用的な

仕組みが必要になる。

　そこで、テナントごとに可変性を持つビジネスロジックやデー

タアクセスなどを、サービス・プログラムから利用するリソース・

オブジェクトとして集約管理し、必要に応じてサービスに提供す

ることで、マルチテナント型システム開発を効率化できる。

　このアイディアにもとづいて、サービス・プログラムに対して利

用するソフトウェア・リソースの多様性を決定する設定情報(パラ

メータ)を自動設定することで、サービス・プログラムをマルチテ

ナントに対応する仕組み(MTRA : Multi Tenant Resource 

Access機構)を考案した。

　MTRA機構は、共通仕様として設計できるモジュール(共通

モジュール)とテナントごとの個別仕様のモジュール(リソース・

オブジェクト)をテナントに応じて自動的に切り換えて、設定情

報を自動設定することで、アプリケーションの動作を変更する

仕組みを提供する。

　MTRA機構を用いた開発(MTRA開発)では、テナントごと

にプレゼンテーション層からデータベースを連携する個別開発

モデルと異なり、共通モジュールとリソース・オブジェクトを分

割して設計開発する。(図３)共通モジュールとリソース・オブ

ジェクトは、MTRA機構を利用するためのAPI（アプリケー

ション・プログラム・インタフェース）で接続する。 

　MTRA開発では、ビジネスロジックにリソース・オブジェクト

が担当する処理を直接実装しないため、ビジネスロジックの汎

用性を高めることができる。また、サービスの種別に関わら

ず、管理情報や設定情報をサービス提供者が集約管理できる

ようになることが特徴である。

ライセンス

部品化対応

カスタマイズ性

F3-NXへの適合性の予想

○タグ型実装であり、従来の技術ノウ
ハウが活用できる。
○標準部品の組み合わせで、機能拡張
可能である。

○基本部品、複合部品ともに充実して
いる。

×特定機能に特化した専用部品であ
る。

○JavaScriptによる細かなコーディング
が不要である。
×部品自体をカスタマイズする場合、高
い技術レベルを求められる。

○JavaScriptによる細かなコーディン
グが不要である。
×部品自体をカスタマイズする場合、
高い技術レベルを求められる。

○UIのカスタマイズが容易である。
×細かな動作をコントロールするに
は、ソースコードの改修が必要であ
る。

○検討したUI部品の80%程度を標準機
能で実現できる。

×βリリース機能を含むため、品質評
価が不可欠である。

×ソースコード改修時の配布条件に
制限がある。

LGPL                                                              MPL                                                                 GPL

RichFaces                                             ICEfaces                                        dxhtmlScheduler

表1  RIA技術の比較

クラウド・コンピューティング



（①一覧表における直感的なデータソート）

（②カレンダーにおけるドラッグ＆ドロップによる予定変更）

（③マウスオーバーによる追加情報の参照）

（④リッチテキストエディタによる情報登録）

（⑤開閉可能なリスト表示）
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金融機関向けCRMシステム「F3(エフキューブ)」の
クラウド化に向けたSaaS技術の検討

Examination of  Saas Technologies for Making  CRM System "F3" for Financial Institution

鴨川 慎太郎
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福地 慶子
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川添 恭平
KAWAZOE Kyohei

1. はじめに

概要
　金融ソリューションプロダクト事業部と(株)インテックシステム研究所は、金融機関向け情報系ソリューション

である、サービス提供型エフキューブ(F3-NX)の開発企画を進めている。F3-NXで想定しているソフトウェアを共

同利用するサービスの開発では、お客様ごとの個別開発とは異なり、仕様の違いやセキュリティ要件を同じソフ

トウェアで対応できるように開発しなければならない課題がある。

　本稿ではこの課題をアーキテクチャ、提供モデル、ユーザビリティの側面からとらえ、技術的な解決方法を検

討する。さらにF3-NXの実現に必要なマルチテナント型システム開発を支援する独自技術を解説し、実証実験に

よって実用性を確認する。

5. まとめ

2. F3-NXの技術課題

4.2  MTRA機構の性能実験
　MTRA機構がマルチテナント型システム開発に及ぼす性能

面の影響を確認し、将来的にF3-NX開発への応用可能性を考

察することを目的とした性能実験を行った。本実験を行うた

め、MTRA機構を実装したF3-NX開発プラットフォーム

(以下、SaaS P/F)を試作した。さらに、SaaS P/F上に

現エフキューブの業務機能の一部を移植したF3-NX試作サー

ビスを開発した。

　実験では設定条件を変えながら、F3-NX試作サービスに対

する要求を1ユーザあたり３秒間隔で１０回繰り返した。このと

きのSaaS P/Fに対する平均応答時間(ms:ミリ秒)、およびス

ループット(tps:1秒あたりの平均処理数=スループット)を測定

して、同時実行ユーザ数と利用テナント数の変化による性能変

化を確認した。(表２)
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　F3-NXの技術的課題は、セキュリティを考慮したマルチテナ

ント型サービスアーキテクチャ、顧客の多様性に考慮したサー

ビス提供モデル、およびUXの向上をいかにして実現するかで

あり、これらを解決する技術的アプローチについて説明した。

　特にマルチテナント型サービスの実現手段は重要であり、

F3-NXシステム開発の成否に関わるものである。我々はアプ

リケーション共通化に着目した独自技術によって、マルチテナ

ント型システム開発を支援する技術を考案・検証して、サービ

ス性能への影響が限定的であることを確認した。

　本稿では、主にシステム開発面の課題について技術的内容

を説明したが、一方で継続的なサービス提供を可能にするため

に、サービスの運用コストをどう削減するかという運用面の課

題も存在する。今後はF3-NXビジネス像をより具体化して、運

用管理を含めたサービス化技術の全体像を明らかにしてゆく

必要がある。
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　エフキューブCRMシステム（以下、F3）とは、顧客データベー

スを中心に、金融機関のセールス活動に必要な業務機能をテン

プレートとして用意したパッケージである。顧客データベースに

は、「顧客属性情報」・「取引情報」・「コンタクト情報」・「顧客

信用情報」・「案件情報」・「個社別採算情報」・「獲得実績情

報」などが一元管理されている。

　この情報をもとに、本部・営業店（渉外・窓口）・コールセン

ターなどの各種チャネルにおいて、より効率的なセールス活動

が実現できるようになっている。

　エフキューブはパッケージ販売型の製品のため、導入企業の

利用規模(利用ユーザ数)の大小にかかわらず、導入コストがほ

ぼ一定になることが多い。中小規模の金融機関では、1ユーザ

あたりの投資コストが割高になる場合があり、システム導入の

一課題となっている。

　一方で、ソフトウェアの必要な機能を必要なときだけ利用でき

る、サービス提供型ビジネス(SaaS: Software as a Service)

が注目されはじめたことで、SaaS型システム開発の重要性が

高まっている。

　このような背景から、インテックとインテックシステム研究

3.2  金融機関における必要な機能選別の提供
　F3-NXが提供する業務アプリケーションは、各金融機関が

共通利用する業務機能と、ニーズに沿って取捨選択できる業務

機能を提供し、金融機関が双方を任意に組み合わせて利用で

きる仕組みを提供する。(図1 … ③)

2.1 マルチテナント型サービスに適した　
　　 システムアーキテクチャ
　金融機関では、合併・統合やグループの再編、ならびに IT投

資の個別負担額の削減を目的として、共通基盤で複数の金融

機関が利用可能なシステムの共同利用化・共通化が進んでい

る。業務アプリケーションを仕様統一してソフトウェアを共同

利用することで、従来は金融機関ごとに行っていた個別開発や

個別管理をなくし、総コストを削減する狙いがある。

　金融機関のセキュリティ要件は極めて厳しいため、共通仕様

の業務アプリケーションを利用するうえで、各金融機関が個別

にセキュリティ対策を講じる必要がないようにすべきである。

このことから、各金融機関の異なるニーズにあわせたサービス

やデータをセキュアに提供できる、共同利用(マルチテナント)

型サービスの実現が必要である。

4.  キーテクノロジの検証
4.1  マルチテナンシ技術の概要
　マルチテナント型システム開発では、アプリケーション共通化

とデータベース共通化の２つの課題を検討する必要がある[1]
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所は、短期間かつ低コストで導入可能な、ユーザ課金型の次世

代エフキューブサービス(以下F3-NX)に向けたSaaS技術の研

究開発に取り組んでいる。

2.2 顧客の多様性に考慮したサービス提供
　　モデル
　マルチテナント型サービスでは、複数の企業が業務アプリ

ケーションを共有利用するため、企業ごとのきめ細かなカスタ

マイズに対応することが難しい。しかし、各企業が抱える固有

の業務プロセスに合わせて業務アプリケーションをカスタマイ

ズし、顧客満足度を高めてゆく必要がある。

　マルチテナント型サービスは、提携企業間で重複するコスト

の削減効果が期待できるが、その反面、自社が利用しない機能

に対するコスト負担が生じる可能性がある。各顧客企業の事

情に合わせて、業務機能を取捨選択できるサービス提供モデ

ルの構築が必要である。

2.3   ユーザ・エクスペリエンス（UX）の向上
　短期間で導入から活用を期待されるサービス型導入では、業

務アプリケーションを利用した業務遂行の習熟にかかる期間

と費用の削減効果を重視する必要がある。たとえば、マニュア

ルの熟読やシステム研修を必要とせずに、システム利用者が直

観的に操作できるユーザビリティ・デザインが実現されている

ことが理想的である。

3. F3-NXの技術アプローチ
3.1  セキュアな共同基盤利用とマルチテナンシ技術
F3-NXは、提携する金融機関が利用する共同センター利用を

前提としている。共同センターに設置したシステム資源を、イ

ンターネットを経由しないプライベートな共同ネットワークを

経由して利用すれば、一定のセキュリティレベルを保つことが

容易である。

　また、共同センターのシステム資源の多くは、すでに提携す

る金融機関で共同化されているため、各企業が個々にセキュリ

ティ対策を必要とする箇所を局所化できる利点がある。

　業務アプリケーションを共通仕様のWebアプリケーションと

して提供して、各金融機関が共同利用することで、システム投

資効果を最大化できる。 (図1 … ①)

各金融機関が業務アプリケーションに求める要件を、共同セン

ター単位でとりまとめることで、開発に必要な投資額を全体的

に抑制することが可能である。

　システム機能の取捨選択を可能にするには、機能間の内部依

存関係をなくすと同時に、利用者に対して一貫した操作感を与

えられる、組み合わせ可能(コンポジット)なユーザ・インタ

フェース（UI）を提供しなければならない。

　システム機能の内部依存関係を独立させるには、その関係を

疎結合に設計することが重要である。F3の業務機能をもとに

機能単位の独立性を高め、かつ各機能間の連携に必要な業務

データ形式を見直すことで、ステートレスな機能部品にする必

要がある。 

3.3. RIA (Rich Internet Application) 
　　　によるユーザ・エクスペリエンスの実現
　F3-NXの提供する業務アプリケーションのUI開発において、

きめ細かな対話性をもって高度なUXを実現するには、RIA 

(Rich Internet Application)技術が有効であると考える。

(図1 … ④)

　F3-NXに理想的なUXを検討するにあたって、現在のF3が有

する業務機能を分析した結果、各機能を利用頻度で次のよう

に分類できることがわかった。

　F3-NXのRIA開発に向けて、代表的なRIA技術の比較検討

を行った。評価軸としては、先に挙げた表現力に加えて、UI部

品としての再利用性と拡張性を重視した。(表1)

　他の代表的なRIA技術にAdobe社のFlashなどのプラグイン

利用型があるが、利用者環境へのプラグイン導入の煩雑さに

よって、検討対象から除外している。

　今回は汎用的に利用できる部品化技術を中心に検討した

が、今後はJavaScriptライブラリも含めて、F3-NXに有望な

技術選択を継続する予定である。

4.3  結果と考察
　実験①では、SaaS P/F利用時のテナント数の変化による

サービス性能への影響を確認するために、同時利用ユーザ数

　実験②では、MTRA機構によるサービス性能への影響を確

認するために、同一テナントの同時利用５００ユーザにおける、

MTRA機構の有効時(あり)と無効時(なし)のサービス性能を

比較した。

　実験②の結果から、スループットはMTRA無効時のほうが

約２.６tps高かった。MTRA無効時のほうが、僅かではあるが

性能が良いといえる。(表３) 

　両実験の結果から、SaaS P/FがF3-NX試作サービスの処

理時間に占める割合は小さく、サービス性能に与える影響は限

定的であるといえる。

　a. 多数のユーザが日常的に利用する機能

　b. 多数のユーザが月初め・期初めなどの特定のタイミングで

　　 利用する機能

　c. 一部のユーザが必要に応じて利用する機能

　特にa.に該当する機能にもとづいてユーザビリティ向上を検

討した結果、図２のUI部品が有効的かつ汎用的であると判断し

た。業務遂行に必要なマウスクリックやスクロールなどの動作

回数を減らすことにより、作業効率を高められると同時に、画

面遷移による応答待ち時間の改善が期待できる。さらに、画面

表示数を削減して操作性を向上できると考えている。

　紙媒体による交渉履歴などの記録では「必要に応じて文字

を大きく書く」「重要な部分に色を付ける」「図表を添付する」

などの豊富な表現で情報伝達ができるメリットがあり、業務担

当者の意志疎通や注意喚起の促進効果がある。同様に、自由

な修飾表示が可能なリッチテキストを採用することで、紙媒体

と同等以上の表現力を実現できると考えている。

これを可能にするためには、業務アプリケーションの表面的な

操作性の改善だけではなく、ユーザニーズ、業務機能の特定、

業務情報デザイン、ナビゲーションデザイン、視覚デザインを総

合的に設計した、高度なユーザ・エクスペリエンス(UX)を提供

する必要がある。[1]

　一方で、業務アプリケーションがアクセスする各金融機関の

業務データを、同じデータベースに保存管理することはセキュ

リティ面で好ましくない。そこで、各企業の業務上の機密部分

(業務データベースなど)のみを分割することで、システムの集

約効果とセキュリティ・リスク対策の両立が容易になると考え

ている。(図1 … ②)

　業務アプリケーションのバージョンを統一して、複数の金融

機関が共同利用するアプリケーションを「シングルインスタン

ス・マルチテナント」型アプリケーションと呼ぶ。シングルイン

スタンス・マルチテナント型アプリケーションは、単一バージョ

ンで異なる顧客ニーズに対応しなければならず、アプリケー

ションの修正が他の金融機関に影響を及ぼすために、個別の

カスタムコードによる拡張開発が事実上不可能である。

　この課題に対して、マルチテナント型システム開発を支援す

る技術(マルチテナンシ技術)を、キーテクノロジとして特に

４章で取り上げて説明する。

表2　実験内容

No.      実験内容                        条件設定

利用テナント数の変
化に伴う処理性能の
変化を確認する。

同ユーザ数、1テナント
で、MTRA機構の有無
の影響を確認する。

同時実行ユーザ数
                          500ユーザ

テナント数
                   1→100テナント

同時実行ユーザ数
                           500ユーザ

テナント数
                             1テナント

実験①

実験②

(F3-NX試作サービスの限界性能は、サーバ1台あたり約500ユーザである)

表3 MTRA機能の有無による性能差

MTRAの設定                        スループット(tps)

無効                                           111.18
有効                                           108.60

図4　利用テナント数を変化させた場合の実験結果

図３  個別開発とMTRA開発の違い

図2  F3-NXのUI構想

図1  F3-NXアーキテクチャ概要

を５００ユーザに設定して、テナント数を1から１００まで増加させ

たときのサービス性能を測定した。

　実験①の結果から、テナント数の増減に対する平均応答時

間の差は最大２０msである。テナント数にかかわらず、全体的

なスループットは約１１０tpsで安定していることから、F3-NX試

作サービスの性能は限界に達していると思われる。(図４)
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プレゼンテーション層 ビジネス層 データアクセス層

従来の個別開発モデル

画面制御部品　       ビジネスロジック部品　   データアクセス部品

画面A　                    ロジックA　              データベースA　              DB

画面B　                    ロジックB　              データベースB　              DB

MTRAを使ったマルチテナント対応モデル

プレゼンテーション層 ビジネス層 データアクセス層

画面制御部品　       ビジネスロジック部品　   データアクセス部品

画面A　                  ロジックA

MTRA-API テーブルA

テーブルB
データアクセス・オブジェクトの切り替え 
(例．アクセス先テーブル，
アクセス手順などを切り替える)

リソースに設定情報を組み込み
(例．各種パラメータ，サブモジュールなど)

統合DB
(組織別
テーブル)

設定
情報

MTRA 機構
○テナント管理
○リソース管理

A行 B行 営業担当

ハンディ端末

高度なユーザ・エクス
ペリエンス … ④

共同ネットワーク

外部システム連携

機能a         機能b

機能c         機能d

機能e         機能f

機能g         機能h

機能i

A行機能 B行機能

機能a         機能b

機能c         機能d

機能e         機能f

機能g         機能h

機能i

A行機能 B行機能

A行DB B行DB

A行用リソース

B行用リソース ESB

勘定系ホスト

A行内別
アプリ

B行内別
アプリ

F3-NX プラットフォーム

機能a          機能i

機能e

アプリケーションのマルチ
テナント化 … ①

業務アプリ X  　　　　　業務アプリ Y

セキュアな共同基盤
プライベート・クラウド
 … ②

参加企業ごとの利用
機能選別 … ③

…

[５]。F3-NXは３.1節に示すような共同センターへの導入を前提

としているために、主にアプリケーション共通化が課題となる。

　マルチテナント型システム開発では、各金融機関(テナント)

ごとに業務データベースを個別管理しながら、ビジネスロジッ

クやデータベースへのアクセスを柔軟に切り替える、汎用的な

仕組みが必要になる。

　そこで、テナントごとに可変性を持つビジネスロジックやデー

タアクセスなどを、サービス・プログラムから利用するリソース・

オブジェクトとして集約管理し、必要に応じてサービスに提供す

ることで、マルチテナント型システム開発を効率化できる。

　このアイディアにもとづいて、サービス・プログラムに対して利

用するソフトウェア・リソースの多様性を決定する設定情報(パラ

メータ)を自動設定することで、サービス・プログラムをマルチテ

ナントに対応する仕組み(MTRA : Multi Tenant Resource 

Access機構)を考案した。

　MTRA機構は、共通仕様として設計できるモジュール(共通

モジュール)とテナントごとの個別仕様のモジュール(リソース・

オブジェクト)をテナントに応じて自動的に切り換えて、設定情

報を自動設定することで、アプリケーションの動作を変更する

仕組みを提供する。

　MTRA機構を用いた開発(MTRA開発)では、テナントごと

にプレゼンテーション層からデータベースを連携する個別開発

モデルと異なり、共通モジュールとリソース・オブジェクトを分

割して設計開発する。(図３)共通モジュールとリソース・オブ

ジェクトは、MTRA機構を利用するためのAPI（アプリケー

ション・プログラム・インタフェース）で接続する。 

　MTRA開発では、ビジネスロジックにリソース・オブジェクト

が担当する処理を直接実装しないため、ビジネスロジックの汎

用性を高めることができる。また、サービスの種別に関わら

ず、管理情報や設定情報をサービス提供者が集約管理できる

ようになることが特徴である。

ライセンス

部品化対応

カスタマイズ性

F3-NXへの適合性の予想

○タグ型実装であり、従来の技術ノウ
ハウが活用できる。
○標準部品の組み合わせで、機能拡張
可能である。

○基本部品、複合部品ともに充実して
いる。

×特定機能に特化した専用部品であ
る。

○JavaScriptによる細かなコーディング
が不要である。
×部品自体をカスタマイズする場合、高
い技術レベルを求められる。

○JavaScriptによる細かなコーディン
グが不要である。
×部品自体をカスタマイズする場合、
高い技術レベルを求められる。

○UIのカスタマイズが容易である。
×細かな動作をコントロールするに
は、ソースコードの改修が必要であ
る。

○検討したUI部品の80%程度を標準機
能で実現できる。

×βリリース機能を含むため、品質評
価が不可欠である。

×ソースコード改修時の配布条件に
制限がある。

LGPL                                                              MPL                                                                 GPL

RichFaces                                             ICEfaces                                        dxhtmlScheduler

表1  RIA技術の比較

クラウド・コンピューティング


