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iStanceFrameアプリケーション基盤の
継続的改善

1. はじめに

概要
　インテックSI事業本部では主に大規模案件に対応してiStanceFrameというアプリケーション基盤を構築

し、継続的に改善してきた。

　iStanceFrameでは、生産性の向上を目的として動作検証済みの共通ライブラリーを準備し、処理をパターン

化したレイヤー構造を取り入れている。また、非機能要件に対応するため物理分割を行い、保守性を向上するため

に論理分割を行っている。このように目的別にアーキテクチャーを階層化することで、分業体制によるシステム

開発を支えている。

　複数チームの分業体制でプロジェクトを推進した場合、それぞれのチームは業務の対象領域が異なるスペシャ

リストで構成される。そのため、チーム間のコミュニケーション管理等のプロジェクトマネジメントを欠かすことが

できない。iStanceFrameでは、安定的にアプリケーション開発を推進するため、アーキテクチャーの改善ととも

にチーム体制に合わせた開発プロセスの標準化も行っている。

　大規模アプリケーションの開発では、人材を確保するため、

社内だけでなく複数のベンダーやオフショアを活用するケース

がある。そのような場合、メンバーごとのスキルのばらつきや

ベンダーごとの開発プロセスの違いにより、品質を維持するこ

とが難しくなる。インテックではこうした大規模案件特有の課

題に対するソリューションを確立するため、プロジェクトマネジメ

ントを強化し、アプリケーション基盤の改善に取り組んできた。

　しかし、現在もシステム開発の現場では、今までの開発プロ

セスが通用しない要件が続々と発生している。例えば、ビジネ

スの高速化にともない、短納期化・低コスト化しているプロ

ジェクトでは、既存の開発プロセスでは必須となる「アプリ

ケーション基盤の構築期間」を十分に確保できない。この問題

を単純に、期間短縮や、メンバー追加で対応することはできな

い。開発対象の機能で分割し、優先度の高い機能のリリース速

度を優先するよう、スパイラル型の開発プロセスを取り入れて

調整を行う。そのためには既存のアーキテクチャーをベースに

機能の実装を開始し、開発を進める中でアーキテクチャーの
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変更を行う。スパイラル型の開発プロセスを取り込むうえで

は、アプリケーション基盤の構築プロセスもスパイラル型に合

わせてプロセス改善を行う必要がある。

　このようなプロセス改善を今後も継続するためには、過去に

蓄積したノウハウを整理したうえでプロジェクト特性を見極め

る必要がある。以降では、これらの課題をどのように解決してき

たかという視点でアプリケーション基盤の特性を説明する。

2.  iStanceFrameアプリケーション基盤とは
2.1  iStanceFrameとは
　インテックSI事業本部（以下、本部）では、スクラッチ開発

において、iStanceFrame for .NetとiStanceFrame for 

Javaの２種類のアプリケーション基盤を使用している。

iStanceFrameは、標準化したアーキテクチャーと共通化した

プログラムライブラリーであるアプリケーションフレームワー

クを中心に、アプリケーションサンプル、アプリケーション設

計・実装標準書、仕様書テンプレート、開発支援ツール、基盤

WBSで構成している。

2.2  iStanceFrame構築の背景
　本部内では機能の重複を排除し生産性を向上する目的で、

プロジェクトごとに自発的に共通ライブラリーを使用した開発を

行っていた。２０００年には「本部共通のJavaアプリケーション基

盤」としてISF（INTEC Struts extension Framework）を整

備し、複数のプロジェクトで共通に使用するようになった[１]。

しかし当時の共通化作業は、既存プロジェクトの成果物とプロ

ジェクトメンバーの経験をもとに、プロジェクト単位で行って

いた。

　そのような状況の中、２００７年に本部で同時に三つの大規模

なシステム開発プロジェクトが立ち上がった。３プロジェクト

を実施するにあたり、共通化作業をプロジェクトごとに行う今

までの方法ではなく、本部全体で実施することにより、生産性

の向上を図ることとなった。これが、iStanceFrame構築の発

端である。

2.3  iStanceFrame構築の目的
　２００７年当時、大規模で複雑なシステム開発プロジェクトか

らアプリケーション基盤に求められた要件は下記であった。

　 ● 高い品質の確保

　  ● 高い生産性による短納期での開発

　 ● システムリリース後の高い保守性

　これに加え、複数プロジェクトで共通に使用するため、下記

を兼ね備えている必要があった。

　 ● 業種・業務が異なるお客様の要件をシステム化する柔軟性

　 ● 直近の３プロジェクトを含め、将来のプロジェクトでも共通

　  的に使用できる汎用性

　これらの要件を実現するため、開発プロセスを標準化し、共

通化部品を柔軟に組み合わせてiStanceFrameを整備してき

た。その結果、２００７年から２０１２年までにiStanceFrameを使

用した九つの新規システム開発プロジェクトが成功裏に完了

した。

　iStanceFrameはシステム開発プロジェクトで繰り返し使用

される中で、その時々の新技術に対応し、プロジェクトで発生

した問題に対処してきた。この改善活動により、iStance-

Frameを使用するプロジェクトでは下記の効果を享受できる

ようになった。

　  ● 使用実績があり品質が保証されている安心感

　 ● 設計・開発メンバーの暗黙知を含め、システム開発のノウ

　　ハウを使用する信頼感

　 ● 業務要件の変更および新技術・新機能への対応を容易に

　　 行うことができる拡張性

　  ● 共通機能の利用による開発・テスト工数の削減

　 ● アプリケーション基盤構築の負荷を減らし、業務アプリ

　　 ケーションの設計・開発作業に注力できること

　以降では、ビジネスとテクノロジーの変化が加速する現在に

おいて、業務アプリケーションの開発に求められるアプリケー

ション基盤を、iStanceFrame for .Netを使用して説明する。

3.  アーキテクチャーの工夫点
　アプリケーション基盤の活用により、生産性・保守性の向上

を実現するためのポイントをアプリケーションフレームワーク

の構造の面から説明する。iStanceFrameではアプリケーショ

ンフレームワークの構造を、物理分割と論理分割の二つの視点

でとらえることができる。複数の視点から役割単位にアプリ

ケーション構造を分解することで、標準化と共通化が行いやす

い部品の粒度を示すことができる。

3.1  物理分割による非機能要件への対応
　物理分割とは、EXEファイル・DLLファイル・サービスなど、

アプリケーションの実体を配置する場所を視点に分割する方

式である。例えば、Web型とバッチ型であればサーバー側のみ

にアプリケーションを配置するが、スマートクライアント型で

はクライアント側とサーバー側の両方に配置する。

　さらに、Web型をインターネットに公開する場合、外部から

のアクセスを受け付けるのはWebサーバーのみに制限し、プロ

グラムはアプリケーションサーバーに配置してセキュリティを

確保する。またアプリケーションサーバーとDBサーバー間の

データ転送量を削減したい場合、DBサーバーにストアドプロ

シージャを導入する。

3.2  論理分割による保守性の向上
　論理分割とは、画面アプリケーションの場合、ユーザーが操

作する画面部分をプレゼンテーション層、業務処理をロジック

層、DBアクセス処理をデータアクセス層として、処理の種類

を視点に分割する方法である。例えば、検索画面の場合、ユー

ザーが画面から検索条件を入力し、DBから検索条件を満たす

データを取得し、画面に検索結果を表示する。この一連の処理

フローを、処理の種類ごとに役割を持たせて分けることが論理

分割であり、図２上で処理フローを縦に区切る分け方である。

また、画面アプリケーションは検索画面、登録・編集画面、帳

票出力画面など、画面種類ごとに処理のパターンが異なる。こ

れは図２上で処理フローを横に区切る分け方である。

　縦と横に処理の役割とパターンで分けることで、分割した部

分ごとの標準化をより効率的に進めることができる。部品ごと

に標準化を行うことで、設計者はどこで何の処理を設計すべき

か、開発者は実装する処理内容をどの場所にコーディングすべ

きか適切に判断することができる。多数の設計者と開発者が

参加する大規模プロジェクトでは、すべての設計書とソース

コードの処理内容が標準化されることで、可読性が向上し、生

産性と品質の向上につながる。また、システム開発時とはメン

バーが異なる保守改修時も、標準化されていることが生産性

の重要な要素となる。

図２  アプリケーションフレームワークの論理分割

4.  全体最適と個別最適の工夫点

4.1  アプリケーションフレームワークの階層モデル
　スクラッチ開発では、アプリケーション基盤の活用により生

産性を向上することも重要であるが、その結果としてお客様の要

件を制限してしまうのでは本末転倒である。またiStanceFrame

は複数システムで共通的に使用する要件がある。これらを踏ま

え、以降では、柔軟性による各システムでの個別最適化と、汎用

性による複数システムでの全体最適化のバランスをとるポイント

を、アプリケーションフレームワークの構造から説明する。

　柔軟性と汎用性を合わせ持つため、iStanceFrameではシ

ステム稼動時は一つの画面やバッチアプリケーションとして動

作するまとまりを、内部的に五つの階層構造に分割している。

図３  アプリケーションフレームワークの階層モデル

　業務指向が強い部分は上位に、基盤指向が強い部分は下位

に、階層ごとに役割を分担している。上位２階層はお客様シス

テム個別に構築し、下位３階層は複数プロジェクトで共通的に

利用する。このうち、第３層のFunU（Foundation Utility）

と、第２層のComU（Common Utility）がアプリケーションフ

レームワークの共通機能の役割を担っている。

4.2  FunUによる全体最適
　複数プロジェクトで共有するFunUは、再利用性を重視した設

計としている。例えば、ログ出力やファイル操作などの処理部品、

入力値チェックやフォーマット変更などの画面部品といった、ア

プリケーションで使用頻度が高い機能を共通部品化している。

　共通部品は内部で複雑な処理を実装しているが、FunUを使

用するComUとBizU（Business-use Application）部分の

開発者は、FunU内の複雑な処理内容を把握せずともコーディ

ングできるようにしている。この利用容易性を実現するため、

FunUでは下位の機能を隠蔽化し、インターフェースと使用方法

を標準化して共通部品化している。共通部品の標準化において

は、.Net標準のルールや仕様に則りアプリケーションフレーム

ワーク独自の特殊なルールや仕組みは極力組み込まず、.Net

標準に機能追加する方式をとっている。この標準化と共通部

品化により、BizU担当者はアプリケーションフレームワーク習

得の負荷が減り、業務アプリケーションの設計・開発作業に注

力することができる。

4.3  ComUによる個別最適
　FunUの上位に位置するComUは、システム特有の要件を実

現する役割を担っている。FunUは複数システムで使用できる

再利用性を重視しているため、システムごと個別に変更が必要

な部分が出てくる。その変更部分を吸収する拡張ポイントが

ComUである。例えば、FunUでは対応していないオープン

ソースなどのライブラリー部品の組み込み、入力値チェックの

エラー表示方法、データの排他制御、データベースの各テーブ

ルへのアクセス用インターフェースなど、システムごとに共通機

能の仕様に違いがある。これらシステム固有の共通機能が

ComUの対象となる。また、複数の画面部品をまとめた共通

画面部品、税率計算、営業日換算による日時処理、マスター

データのチェック処理など、業務固有の共通機能もComUの

対象となる。

　FunUそのものを変更するのではなく、ComUに機能を追加

することで、システム特有の仕様にも柔軟に対応することがで

きる。ComUとFunUで異なる役割を担う階層を持つことで、

各システムの個別最適と複数システムの全体最適のバランス

を保っているのである。

4.4  継続的な改善
　システム開発プロジェクトで培ったノウハウをiStance-

Frameに継続的に還元し改善を行うことで、さらなる品質向

上と生産性向上の取り組みを行っている。この取り組みは、プ

ロジェクトの計画・実施・完了の３段階で実施している。

　まず、プロジェクト計画時点で新しいテクノロジー・製品・

バージョンが必要な場合、FunUの改善を実施する。これによ

りiStanceFrameの新技術への対応を行う。次にプロジェク

ト実施中に新たに共通化が必要となった機能は、複数システム

で共通的に使用可能な内容であればFunUに機能を追加する。

そして、プロジェクト完了段階で、アプリケーション基盤に焦点

を当てた結果報告会を行っている。その中で、ComUで新たに

作り込んだ機能や変更箇所など含め、アプリケーション基盤全

般の課題および今回工夫したポイントを洗い出し、iStance-

Frameを改善している。

　このように、iStanceFrameは複数のプロジェクトで使用さ

れる中で継続的に改善が行われている。これら改善活動は、細

かな共通部品単位だけではなく、昨今のシステムでは必須とな

るセキュリティ対応、IT内部統制対応などシステム全体に影響

を及ぼす機能も対象としている。

5.  体制とプロセスの工夫点

　iStanceFrameは主に大規模案件を経験する過程で改善さ

れてきた。大規模案件は通常、複数のチーム体制となり、チーム

間のコミュニケーション管理等のプロジェクトマネジメントが重

要になる。これに対応し、iStanceFrameは共通化したアプリ

ケーションフレームワークとしての側面だけでなく、プロジェク

トを推進するための開発プロセスとしての側面も含んでいる。

5.1  スキルの分割
　システム開発に必要とされるIT関連スキルの変化は速く、

日々、範囲の広さもレベルの深さも拡大し続けている。ITスキル

標準であるITSS(Skil l Standards for IT Professionals)

では、プロジェクトマネージャー、業務スペシャリスト、ITスペ

シャリスト、ITアーキテクトなど、11職種・３５専門分野にスキ

ル体系が分かれている[２]。さらに得意分野に特化したスキル

が求められるため、一人ですべてのスキルを持つことは困難で

ある。また、プロジェクト側から見てもそのようなメンバーを

安定して確保することは非常に困難な状況である。

　そこでプロジェクトは専門分野に特化したスペシャリストで

構成することとなる。スキルごとにチーム分割した体制は、要

員確保を行いやすいばかりでなく、個人の目標とキャリアパス

の明確化といった人材育成の面でも効果がある。

5.2  チームの分割
　本部で実施するシステム開発プロジェクトでは、スペシャリ

スト化が進む状況に合わせ、チームの体制をマネジメントチー

ム、業務チーム、アプリケーション基盤チーム、インフラ基盤

チームの四つに分類している。

図４  体制図

　インフラ基盤チームは、サーバー・セキュリティ・ネットワーク・運

用管理など、基盤技術の領域ごとに専門的なチームで構成する。

　アプリケーション基盤チームは、共通化の範囲により三つの

役割を持ち、大規模プロジェクトでは三つのチームで構成す

る。このチーム構成はアプリケーションフレームワーク階層モ

デルと対応しており、税率計算などお客様の業務要件を共通

化する業務共通チームと、ログ出力やトランザクション管理な

どお客様のシステム要件を共通化するシステム共通チームは、

ComU部分を担当する。複数プロジェクト間でiStance-

Frameの共通化を行う複数システム間共通チームは、FunU部

分を担当する。

　業務チームは、画面やバッチ処理など業務アプリケーション

の設計と開発を行い、アプリケーションフレームワーク階層モ

デルのBizUを担当する。業務チームと基盤チームとを分ける

ことで、業務チームのメンバーは業務仕様のシステム化に集中

することができる。

　チームごとに作業を並列に実施していくうえでは、チーム内

およびチーム間のコミュニケーションが欠かせないなど、マネ

ジメント面の負荷も大きくなる。業務チームと基盤チームの円

滑なコミュニケーションを保つ橋渡しも、マネジメントチーム

の役割である。

5.3  プロセスの分割
　インテックではプロジェクト実施のために必要な作業プロセ

スを、インテック業務プロセス標準IP３（INTEC Processes 

for best Performance and high Productivity）として標

準化している。IP３ではシステム企画や要件定義からシステム

リリースまで、システム構築の全フェーズの作業項目と成果物

を定義している。先に述べた四つのチーム体制で、効率的なプ

ロセスのもとプロジェクトを進めるため、基盤系のプロセスは

さらに詳細化している。それが基盤WBSであり、専門分野に

特化するアプリケーション基盤とインフラ基盤では、IP３を補

完する形で使用する。基盤系プロセスを体系化した基盤WBS

は、iStanceFrameを使用したシステム開発とも整合性がと

られている。

6. おわりに
　アプリケーション基盤は、主に品質と生産性の向上に寄与し

てきた。アプリケーションフレームワークとして提供される共
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● アプリケーション基盤構築とプロジェクトマネジメントに
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● SI事業本部　システムアーキテクト部
● アプリケーション基盤構築に従事

表1 アプリケーション基盤の構成物

アプリケーション基盤の構成物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内容

アプリケーションフレームワーク

標準化した
アプリケーション
アーキテクチャー

共通化したプログラム
ライブラリー

アプリケーションサンプル

アプリケーション設計標準書

アプリケーション実装標準書

仕様書テンプレート

開発支援ツール

基盤WBS
（Work Breakdown Structure）

役割ごとに分割し、標準化した部品を組み合わせてアプリケーションを形作る構造
配置構成による物理分割、処理フローによる論理分割、役割機能による分割で多重な階層構造

業務アプリケーションで使用頻度の高い、複数システム共通で汎用的に使用可能なプログラム部品

アーキテクチャー設計に則り、共通ライブラリーを使用した、使用頻度の高い機能の業務アプリケーション
クライアントアプリケーション用、Webアプリケーション用、バッチアプリケーション用を用意

要件定義・基本設計フェーズで、アプリケーション基盤の標準化を行うための標準書サンプル
ユーザーインターフェース標準、バッチ標準、帳票標準、セキュリティ標準、データアクセス標準など

詳細設計・単体開発フェーズで、アプリケーションフレームワークを活用した実装を行うための標準書サンプル
コーディング標準、命名標準、実装ガイドライン、環境構築ガイドライン、アプリケーションフレームワーク説明書など

アプリケーションフレームワークを使用して開発を行うために最適化した設計書のセット
基本設計書、詳細設計書、テスト仕様書など

仕様書やDBテーブル定義等の情報から、機械的にプログラムソースや仕様書を部分的に出力する自動生成ツール

基盤系の作業項目と成果物を細かく分解し、関連付けを行って体系化したプロセス
アプリケーション基盤とインフラ基盤の、要件定義からリリースまでのプロセスをカバー

図1 アプリケーションフレームワークの物理分割
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通ライブラリーのように、導入実績のあるテスト済みのプログ

ラムを使用することで、一定の品質を確保しながら、開発・テス

ト工数を削減することができた。また、設計や実装をアーキテ

クチャーに沿って標準化することで、品質のばらつきを抑える

ことができた。

　しかし、ビジネスとテクノロジーの環境が急激に変化する現

在においては、要件が複雑化し、システム開発の短期化・高速

化がより求められている。品質の確保とコストの削減をしつ

つ、このようなシステム開発の課題を解決するには、今まで通

りの方法やノウハウだけでは対応が難しい状況となっている。

　インテックでは、iStanceFrameを使用して数々のシステム

開発を行う中で、プロジェクトの特性に合わせ、継続的にアプ

リケーション基盤を改善してきた。この変化に柔軟に対応する

継続的な改善の取り組みこそ、現在のシステム開発の課題を解

決するソリューションの基礎となる。短納期・低コスト・高品質

といったお客様のニーズにお応えできるよう、今後も、さらな

るシステム開発ソリューションの改善を継続していきたい。

　アプリケーションはシステムのどこで稼動するのか。アプリケー

ションを複数箇所に分散配置した場合、アプリケーション間はど

のように連携するのか。このことは、システム全体の性能に大きく

影響する。信頼性・可用性・拡張性・運用保守性・移行性・セキュリ

ティなど、物理分割の方式が非機能要件全般に影響する。

　システムごとに異なる物理分割に対応できるよう、iStance-

Frameはアーキテクチャーを構造化している。各物理階層を

独立した部品に分割しており、部品を組み合わせてアプリケー

ションを構成する。同一のロジック層とデータアクセス層を使

用し、プレゼンテーション層のみ複数のユーザーインターフェー

スに対応するアプリケーションを構築することも可能である。

データベース、Webサーバーの製品やバージョンの変更も、部

品の組み換えで対応できる。この部品単位で組み合わせを変

える仕組みにより、テクノロジーの変化に合わせてアプリケー

ション構成を柔軟に変更することができる。

.Net Framework
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iStanceFrameアプリケーション基盤の
継続的改善

1. はじめに

概要
　インテックSI事業本部では主に大規模案件に対応してiStanceFrameというアプリケーション基盤を構築

し、継続的に改善してきた。

　iStanceFrameでは、生産性の向上を目的として動作検証済みの共通ライブラリーを準備し、処理をパターン

化したレイヤー構造を取り入れている。また、非機能要件に対応するため物理分割を行い、保守性を向上するため

に論理分割を行っている。このように目的別にアーキテクチャーを階層化することで、分業体制によるシステム

開発を支えている。

　複数チームの分業体制でプロジェクトを推進した場合、それぞれのチームは業務の対象領域が異なるスペシャ

リストで構成される。そのため、チーム間のコミュニケーション管理等のプロジェクトマネジメントを欠かすことが

できない。iStanceFrameでは、安定的にアプリケーション開発を推進するため、アーキテクチャーの改善ととも

にチーム体制に合わせた開発プロセスの標準化も行っている。

　大規模アプリケーションの開発では、人材を確保するため、

社内だけでなく複数のベンダーやオフショアを活用するケース

がある。そのような場合、メンバーごとのスキルのばらつきや

ベンダーごとの開発プロセスの違いにより、品質を維持するこ

とが難しくなる。インテックではこうした大規模案件特有の課

題に対するソリューションを確立するため、プロジェクトマネジメ

ントを強化し、アプリケーション基盤の改善に取り組んできた。

　しかし、現在もシステム開発の現場では、今までの開発プロ

セスが通用しない要件が続々と発生している。例えば、ビジネ

スの高速化にともない、短納期化・低コスト化しているプロ

ジェクトでは、既存の開発プロセスでは必須となる「アプリ

ケーション基盤の構築期間」を十分に確保できない。この問題

を単純に、期間短縮や、メンバー追加で対応することはできな

い。開発対象の機能で分割し、優先度の高い機能のリリース速

度を優先するよう、スパイラル型の開発プロセスを取り入れて

調整を行う。そのためには既存のアーキテクチャーをベースに

機能の実装を開始し、開発を進める中でアーキテクチャーの
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変更を行う。スパイラル型の開発プロセスを取り込むうえで

は、アプリケーション基盤の構築プロセスもスパイラル型に合

わせてプロセス改善を行う必要がある。

　このようなプロセス改善を今後も継続するためには、過去に

蓄積したノウハウを整理したうえでプロジェクト特性を見極め

る必要がある。以降では、これらの課題をどのように解決してき

たかという視点でアプリケーション基盤の特性を説明する。

2.  iStanceFrameアプリケーション基盤とは
2.1  iStanceFrameとは
　インテックSI事業本部（以下、本部）では、スクラッチ開発

において、iStanceFrame for .NetとiStanceFrame for 

Javaの２種類のアプリケーション基盤を使用している。

iStanceFrameは、標準化したアーキテクチャーと共通化した

プログラムライブラリーであるアプリケーションフレームワー

クを中心に、アプリケーションサンプル、アプリケーション設

計・実装標準書、仕様書テンプレート、開発支援ツール、基盤

WBSで構成している。

2.2  iStanceFrame構築の背景
　本部内では機能の重複を排除し生産性を向上する目的で、

プロジェクトごとに自発的に共通ライブラリーを使用した開発を

行っていた。２０００年には「本部共通のJavaアプリケーション基

盤」としてISF（INTEC Struts extension Framework）を整

備し、複数のプロジェクトで共通に使用するようになった[１]。

しかし当時の共通化作業は、既存プロジェクトの成果物とプロ

ジェクトメンバーの経験をもとに、プロジェクト単位で行って

いた。

　そのような状況の中、２００７年に本部で同時に三つの大規模

なシステム開発プロジェクトが立ち上がった。３プロジェクト

を実施するにあたり、共通化作業をプロジェクトごとに行う今

までの方法ではなく、本部全体で実施することにより、生産性

の向上を図ることとなった。これが、iStanceFrame構築の発

端である。

2.3  iStanceFrame構築の目的
　２００７年当時、大規模で複雑なシステム開発プロジェクトか

らアプリケーション基盤に求められた要件は下記であった。

　 ● 高い品質の確保

　  ● 高い生産性による短納期での開発

　 ● システムリリース後の高い保守性

　これに加え、複数プロジェクトで共通に使用するため、下記

を兼ね備えている必要があった。

　 ● 業種・業務が異なるお客様の要件をシステム化する柔軟性

　 ● 直近の３プロジェクトを含め、将来のプロジェクトでも共通

　  的に使用できる汎用性

　これらの要件を実現するため、開発プロセスを標準化し、共

通化部品を柔軟に組み合わせてiStanceFrameを整備してき

た。その結果、２００７年から２０１２年までにiStanceFrameを使

用した九つの新規システム開発プロジェクトが成功裏に完了

した。

　iStanceFrameはシステム開発プロジェクトで繰り返し使用

される中で、その時々の新技術に対応し、プロジェクトで発生

した問題に対処してきた。この改善活動により、iStance-

Frameを使用するプロジェクトでは下記の効果を享受できる

ようになった。

　  ● 使用実績があり品質が保証されている安心感

　 ● 設計・開発メンバーの暗黙知を含め、システム開発のノウ

　　ハウを使用する信頼感

　 ● 業務要件の変更および新技術・新機能への対応を容易に

　　 行うことができる拡張性

　  ● 共通機能の利用による開発・テスト工数の削減

　 ● アプリケーション基盤構築の負荷を減らし、業務アプリ

　　 ケーションの設計・開発作業に注力できること

　以降では、ビジネスとテクノロジーの変化が加速する現在に

おいて、業務アプリケーションの開発に求められるアプリケー

ション基盤を、iStanceFrame for .Netを使用して説明する。

3.  アーキテクチャーの工夫点
　アプリケーション基盤の活用により、生産性・保守性の向上

を実現するためのポイントをアプリケーションフレームワーク

の構造の面から説明する。iStanceFrameではアプリケーショ

ンフレームワークの構造を、物理分割と論理分割の二つの視点

でとらえることができる。複数の視点から役割単位にアプリ

ケーション構造を分解することで、標準化と共通化が行いやす

い部品の粒度を示すことができる。

3.1  物理分割による非機能要件への対応
　物理分割とは、EXEファイル・DLLファイル・サービスなど、

アプリケーションの実体を配置する場所を視点に分割する方

式である。例えば、Web型とバッチ型であればサーバー側のみ

にアプリケーションを配置するが、スマートクライアント型で

はクライアント側とサーバー側の両方に配置する。

　さらに、Web型をインターネットに公開する場合、外部から

のアクセスを受け付けるのはWebサーバーのみに制限し、プロ

グラムはアプリケーションサーバーに配置してセキュリティを

確保する。またアプリケーションサーバーとDBサーバー間の

データ転送量を削減したい場合、DBサーバーにストアドプロ

シージャを導入する。

3.2  論理分割による保守性の向上
　論理分割とは、画面アプリケーションの場合、ユーザーが操

作する画面部分をプレゼンテーション層、業務処理をロジック

層、DBアクセス処理をデータアクセス層として、処理の種類

を視点に分割する方法である。例えば、検索画面の場合、ユー

ザーが画面から検索条件を入力し、DBから検索条件を満たす

データを取得し、画面に検索結果を表示する。この一連の処理

フローを、処理の種類ごとに役割を持たせて分けることが論理

分割であり、図２上で処理フローを縦に区切る分け方である。

また、画面アプリケーションは検索画面、登録・編集画面、帳

票出力画面など、画面種類ごとに処理のパターンが異なる。こ

れは図２上で処理フローを横に区切る分け方である。

　縦と横に処理の役割とパターンで分けることで、分割した部

分ごとの標準化をより効率的に進めることができる。部品ごと

に標準化を行うことで、設計者はどこで何の処理を設計すべき

か、開発者は実装する処理内容をどの場所にコーディングすべ

きか適切に判断することができる。多数の設計者と開発者が

参加する大規模プロジェクトでは、すべての設計書とソース

コードの処理内容が標準化されることで、可読性が向上し、生

産性と品質の向上につながる。また、システム開発時とはメン

バーが異なる保守改修時も、標準化されていることが生産性

の重要な要素となる。

図２  アプリケーションフレームワークの論理分割

4.  全体最適と個別最適の工夫点

4.1  アプリケーションフレームワークの階層モデル
　スクラッチ開発では、アプリケーション基盤の活用により生

産性を向上することも重要であるが、その結果としてお客様の要

件を制限してしまうのでは本末転倒である。またiStanceFrame

は複数システムで共通的に使用する要件がある。これらを踏ま

え、以降では、柔軟性による各システムでの個別最適化と、汎用

性による複数システムでの全体最適化のバランスをとるポイント

を、アプリケーションフレームワークの構造から説明する。

　柔軟性と汎用性を合わせ持つため、iStanceFrameではシ

ステム稼動時は一つの画面やバッチアプリケーションとして動

作するまとまりを、内部的に五つの階層構造に分割している。

図３  アプリケーションフレームワークの階層モデル

　業務指向が強い部分は上位に、基盤指向が強い部分は下位

に、階層ごとに役割を分担している。上位２階層はお客様シス

テム個別に構築し、下位３階層は複数プロジェクトで共通的に

利用する。このうち、第３層のFunU（Foundation Utility）

と、第２層のComU（Common Utility）がアプリケーションフ

レームワークの共通機能の役割を担っている。

4.2  FunUによる全体最適
　複数プロジェクトで共有するFunUは、再利用性を重視した設

計としている。例えば、ログ出力やファイル操作などの処理部品、

入力値チェックやフォーマット変更などの画面部品といった、ア

プリケーションで使用頻度が高い機能を共通部品化している。

　共通部品は内部で複雑な処理を実装しているが、FunUを使

用するComUとBizU（Business-use Application）部分の

開発者は、FunU内の複雑な処理内容を把握せずともコーディ

ングできるようにしている。この利用容易性を実現するため、

FunUでは下位の機能を隠蔽化し、インターフェースと使用方法

を標準化して共通部品化している。共通部品の標準化において

は、.Net標準のルールや仕様に則りアプリケーションフレーム

ワーク独自の特殊なルールや仕組みは極力組み込まず、.Net

標準に機能追加する方式をとっている。この標準化と共通部

品化により、BizU担当者はアプリケーションフレームワーク習

得の負荷が減り、業務アプリケーションの設計・開発作業に注

力することができる。

4.3  ComUによる個別最適
　FunUの上位に位置するComUは、システム特有の要件を実

現する役割を担っている。FunUは複数システムで使用できる

再利用性を重視しているため、システムごと個別に変更が必要

な部分が出てくる。その変更部分を吸収する拡張ポイントが

ComUである。例えば、FunUでは対応していないオープン

ソースなどのライブラリー部品の組み込み、入力値チェックの

エラー表示方法、データの排他制御、データベースの各テーブ

ルへのアクセス用インターフェースなど、システムごとに共通機

能の仕様に違いがある。これらシステム固有の共通機能が

ComUの対象となる。また、複数の画面部品をまとめた共通

画面部品、税率計算、営業日換算による日時処理、マスター

データのチェック処理など、業務固有の共通機能もComUの

対象となる。

　FunUそのものを変更するのではなく、ComUに機能を追加

することで、システム特有の仕様にも柔軟に対応することがで

きる。ComUとFunUで異なる役割を担う階層を持つことで、

各システムの個別最適と複数システムの全体最適のバランス

を保っているのである。

4.4  継続的な改善
　システム開発プロジェクトで培ったノウハウをiStance-

Frameに継続的に還元し改善を行うことで、さらなる品質向

上と生産性向上の取り組みを行っている。この取り組みは、プ

ロジェクトの計画・実施・完了の３段階で実施している。

　まず、プロジェクト計画時点で新しいテクノロジー・製品・

バージョンが必要な場合、FunUの改善を実施する。これによ

りiStanceFrameの新技術への対応を行う。次にプロジェク

ト実施中に新たに共通化が必要となった機能は、複数システム

で共通的に使用可能な内容であればFunUに機能を追加する。

そして、プロジェクト完了段階で、アプリケーション基盤に焦点

を当てた結果報告会を行っている。その中で、ComUで新たに

作り込んだ機能や変更箇所など含め、アプリケーション基盤全

般の課題および今回工夫したポイントを洗い出し、iStance-

Frameを改善している。

　このように、iStanceFrameは複数のプロジェクトで使用さ

れる中で継続的に改善が行われている。これら改善活動は、細

かな共通部品単位だけではなく、昨今のシステムでは必須とな

るセキュリティ対応、IT内部統制対応などシステム全体に影響

を及ぼす機能も対象としている。

5.  体制とプロセスの工夫点

　iStanceFrameは主に大規模案件を経験する過程で改善さ

れてきた。大規模案件は通常、複数のチーム体制となり、チーム

間のコミュニケーション管理等のプロジェクトマネジメントが重

要になる。これに対応し、iStanceFrameは共通化したアプリ

ケーションフレームワークとしての側面だけでなく、プロジェク

トを推進するための開発プロセスとしての側面も含んでいる。

5.1  スキルの分割
　システム開発に必要とされるIT関連スキルの変化は速く、

日々、範囲の広さもレベルの深さも拡大し続けている。ITスキル

標準であるITSS(Skil l Standards for IT Professionals)

では、プロジェクトマネージャー、業務スペシャリスト、ITスペ

シャリスト、ITアーキテクトなど、11職種・３５専門分野にスキ

ル体系が分かれている[２]。さらに得意分野に特化したスキル

が求められるため、一人ですべてのスキルを持つことは困難で

ある。また、プロジェクト側から見てもそのようなメンバーを

安定して確保することは非常に困難な状況である。

　そこでプロジェクトは専門分野に特化したスペシャリストで

構成することとなる。スキルごとにチーム分割した体制は、要

員確保を行いやすいばかりでなく、個人の目標とキャリアパス

の明確化といった人材育成の面でも効果がある。

5.2  チームの分割
　本部で実施するシステム開発プロジェクトでは、スペシャリ

スト化が進む状況に合わせ、チームの体制をマネジメントチー

ム、業務チーム、アプリケーション基盤チーム、インフラ基盤

チームの四つに分類している。

図４  体制図

　インフラ基盤チームは、サーバー・セキュリティ・ネットワーク・運

用管理など、基盤技術の領域ごとに専門的なチームで構成する。

　アプリケーション基盤チームは、共通化の範囲により三つの

役割を持ち、大規模プロジェクトでは三つのチームで構成す

る。このチーム構成はアプリケーションフレームワーク階層モ

デルと対応しており、税率計算などお客様の業務要件を共通

化する業務共通チームと、ログ出力やトランザクション管理な

どお客様のシステム要件を共通化するシステム共通チームは、

ComU部分を担当する。複数プロジェクト間でiStance-

Frameの共通化を行う複数システム間共通チームは、FunU部

分を担当する。

　業務チームは、画面やバッチ処理など業務アプリケーション

の設計と開発を行い、アプリケーションフレームワーク階層モ

デルのBizUを担当する。業務チームと基盤チームとを分ける

ことで、業務チームのメンバーは業務仕様のシステム化に集中

することができる。

　チームごとに作業を並列に実施していくうえでは、チーム内

およびチーム間のコミュニケーションが欠かせないなど、マネ

ジメント面の負荷も大きくなる。業務チームと基盤チームの円

滑なコミュニケーションを保つ橋渡しも、マネジメントチーム

の役割である。

5.3  プロセスの分割
　インテックではプロジェクト実施のために必要な作業プロセ

スを、インテック業務プロセス標準IP３（INTEC Processes 

for best Performance and high Productivity）として標

準化している。IP３ではシステム企画や要件定義からシステム

リリースまで、システム構築の全フェーズの作業項目と成果物

を定義している。先に述べた四つのチーム体制で、効率的なプ

ロセスのもとプロジェクトを進めるため、基盤系のプロセスは

さらに詳細化している。それが基盤WBSであり、専門分野に

特化するアプリケーション基盤とインフラ基盤では、IP３を補

完する形で使用する。基盤系プロセスを体系化した基盤WBS

は、iStanceFrameを使用したシステム開発とも整合性がと

られている。

6. おわりに
　アプリケーション基盤は、主に品質と生産性の向上に寄与し

てきた。アプリケーションフレームワークとして提供される共
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表1 アプリケーション基盤の構成物

アプリケーション基盤の構成物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内容

アプリケーションフレームワーク

標準化した
アプリケーション
アーキテクチャー

共通化したプログラム
ライブラリー

アプリケーションサンプル

アプリケーション設計標準書

アプリケーション実装標準書

仕様書テンプレート

開発支援ツール

基盤WBS
（Work Breakdown Structure）

役割ごとに分割し、標準化した部品を組み合わせてアプリケーションを形作る構造
配置構成による物理分割、処理フローによる論理分割、役割機能による分割で多重な階層構造

業務アプリケーションで使用頻度の高い、複数システム共通で汎用的に使用可能なプログラム部品

アーキテクチャー設計に則り、共通ライブラリーを使用した、使用頻度の高い機能の業務アプリケーション
クライアントアプリケーション用、Webアプリケーション用、バッチアプリケーション用を用意

要件定義・基本設計フェーズで、アプリケーション基盤の標準化を行うための標準書サンプル
ユーザーインターフェース標準、バッチ標準、帳票標準、セキュリティ標準、データアクセス標準など

詳細設計・単体開発フェーズで、アプリケーションフレームワークを活用した実装を行うための標準書サンプル
コーディング標準、命名標準、実装ガイドライン、環境構築ガイドライン、アプリケーションフレームワーク説明書など

アプリケーションフレームワークを使用して開発を行うために最適化した設計書のセット
基本設計書、詳細設計書、テスト仕様書など

仕様書やDBテーブル定義等の情報から、機械的にプログラムソースや仕様書を部分的に出力する自動生成ツール

基盤系の作業項目と成果物を細かく分解し、関連付けを行って体系化したプロセス
アプリケーション基盤とインフラ基盤の、要件定義からリリースまでのプロセスをカバー

図1 アプリケーションフレームワークの物理分割
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通ライブラリーのように、導入実績のあるテスト済みのプログ

ラムを使用することで、一定の品質を確保しながら、開発・テス

ト工数を削減することができた。また、設計や実装をアーキテ

クチャーに沿って標準化することで、品質のばらつきを抑える

ことができた。

　しかし、ビジネスとテクノロジーの環境が急激に変化する現

在においては、要件が複雑化し、システム開発の短期化・高速

化がより求められている。品質の確保とコストの削減をしつ

つ、このようなシステム開発の課題を解決するには、今まで通

りの方法やノウハウだけでは対応が難しい状況となっている。

　インテックでは、iStanceFrameを使用して数々のシステム

開発を行う中で、プロジェクトの特性に合わせ、継続的にアプ

リケーション基盤を改善してきた。この変化に柔軟に対応する

継続的な改善の取り組みこそ、現在のシステム開発の課題を解

決するソリューションの基礎となる。短納期・低コスト・高品質

といったお客様のニーズにお応えできるよう、今後も、さらな

るシステム開発ソリューションの改善を継続していきたい。

　アプリケーションはシステムのどこで稼動するのか。アプリケー

ションを複数箇所に分散配置した場合、アプリケーション間はど

のように連携するのか。このことは、システム全体の性能に大きく

影響する。信頼性・可用性・拡張性・運用保守性・移行性・セキュリ

ティなど、物理分割の方式が非機能要件全般に影響する。

　システムごとに異なる物理分割に対応できるよう、iStance-

Frameはアーキテクチャーを構造化している。各物理階層を

独立した部品に分割しており、部品を組み合わせてアプリケー

ションを構成する。同一のロジック層とデータアクセス層を使

用し、プレゼンテーション層のみ複数のユーザーインターフェー

スに対応するアプリケーションを構築することも可能である。

データベース、Webサーバーの製品やバージョンの変更も、部

品の組み換えで対応できる。この部品単位で組み合わせを変

える仕組みにより、テクノロジーの変化に合わせてアプリケー

ション構成を柔軟に変更することができる。

.Net Framework
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iStanceFrameアプリケーション基盤の
継続的改善

1. はじめに

概要
　インテックSI事業本部では主に大規模案件に対応してiStanceFrameというアプリケーション基盤を構築

し、継続的に改善してきた。

　iStanceFrameでは、生産性の向上を目的として動作検証済みの共通ライブラリーを準備し、処理をパターン

化したレイヤー構造を取り入れている。また、非機能要件に対応するため物理分割を行い、保守性を向上するため

に論理分割を行っている。このように目的別にアーキテクチャーを階層化することで、分業体制によるシステム

開発を支えている。

　複数チームの分業体制でプロジェクトを推進した場合、それぞれのチームは業務の対象領域が異なるスペシャ

リストで構成される。そのため、チーム間のコミュニケーション管理等のプロジェクトマネジメントを欠かすことが

できない。iStanceFrameでは、安定的にアプリケーション開発を推進するため、アーキテクチャーの改善ととも

にチーム体制に合わせた開発プロセスの標準化も行っている。

　大規模アプリケーションの開発では、人材を確保するため、

社内だけでなく複数のベンダーやオフショアを活用するケース

がある。そのような場合、メンバーごとのスキルのばらつきや

ベンダーごとの開発プロセスの違いにより、品質を維持するこ

とが難しくなる。インテックではこうした大規模案件特有の課

題に対するソリューションを確立するため、プロジェクトマネジメ

ントを強化し、アプリケーション基盤の改善に取り組んできた。

　しかし、現在もシステム開発の現場では、今までの開発プロ

セスが通用しない要件が続々と発生している。例えば、ビジネ

スの高速化にともない、短納期化・低コスト化しているプロ

ジェクトでは、既存の開発プロセスでは必須となる「アプリ

ケーション基盤の構築期間」を十分に確保できない。この問題

を単純に、期間短縮や、メンバー追加で対応することはできな

い。開発対象の機能で分割し、優先度の高い機能のリリース速

度を優先するよう、スパイラル型の開発プロセスを取り入れて

調整を行う。そのためには既存のアーキテクチャーをベースに

機能の実装を開始し、開発を進める中でアーキテクチャーの
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変更を行う。スパイラル型の開発プロセスを取り込むうえで

は、アプリケーション基盤の構築プロセスもスパイラル型に合

わせてプロセス改善を行う必要がある。

　このようなプロセス改善を今後も継続するためには、過去に

蓄積したノウハウを整理したうえでプロジェクト特性を見極め

る必要がある。以降では、これらの課題をどのように解決してき

たかという視点でアプリケーション基盤の特性を説明する。

2.  iStanceFrameアプリケーション基盤とは
2.1  iStanceFrameとは
　インテックSI事業本部（以下、本部）では、スクラッチ開発

において、iStanceFrame for .NetとiStanceFrame for 

Javaの２種類のアプリケーション基盤を使用している。

iStanceFrameは、標準化したアーキテクチャーと共通化した

プログラムライブラリーであるアプリケーションフレームワー

クを中心に、アプリケーションサンプル、アプリケーション設

計・実装標準書、仕様書テンプレート、開発支援ツール、基盤

WBSで構成している。

2.2  iStanceFrame構築の背景
　本部内では機能の重複を排除し生産性を向上する目的で、

プロジェクトごとに自発的に共通ライブラリーを使用した開発を

行っていた。２０００年には「本部共通のJavaアプリケーション基

盤」としてISF（INTEC Struts extension Framework）を整

備し、複数のプロジェクトで共通に使用するようになった[１]。

しかし当時の共通化作業は、既存プロジェクトの成果物とプロ

ジェクトメンバーの経験をもとに、プロジェクト単位で行って

いた。

　そのような状況の中、２００７年に本部で同時に三つの大規模

なシステム開発プロジェクトが立ち上がった。３プロジェクト

を実施するにあたり、共通化作業をプロジェクトごとに行う今

までの方法ではなく、本部全体で実施することにより、生産性

の向上を図ることとなった。これが、iStanceFrame構築の発

端である。

2.3  iStanceFrame構築の目的
　２００７年当時、大規模で複雑なシステム開発プロジェクトか

らアプリケーション基盤に求められた要件は下記であった。

　 ● 高い品質の確保

　  ● 高い生産性による短納期での開発

　 ● システムリリース後の高い保守性

　これに加え、複数プロジェクトで共通に使用するため、下記

を兼ね備えている必要があった。

　 ● 業種・業務が異なるお客様の要件をシステム化する柔軟性

　 ● 直近の３プロジェクトを含め、将来のプロジェクトでも共通

　  的に使用できる汎用性

　これらの要件を実現するため、開発プロセスを標準化し、共

通化部品を柔軟に組み合わせてiStanceFrameを整備してき

た。その結果、２００７年から２０１２年までにiStanceFrameを使

用した九つの新規システム開発プロジェクトが成功裏に完了

した。

　iStanceFrameはシステム開発プロジェクトで繰り返し使用

される中で、その時々の新技術に対応し、プロジェクトで発生

した問題に対処してきた。この改善活動により、iStance-

Frameを使用するプロジェクトでは下記の効果を享受できる

ようになった。

　  ● 使用実績があり品質が保証されている安心感

　 ● 設計・開発メンバーの暗黙知を含め、システム開発のノウ

　　ハウを使用する信頼感

　 ● 業務要件の変更および新技術・新機能への対応を容易に

　　 行うことができる拡張性

　  ● 共通機能の利用による開発・テスト工数の削減

　 ● アプリケーション基盤構築の負荷を減らし、業務アプリ

　　 ケーションの設計・開発作業に注力できること

　以降では、ビジネスとテクノロジーの変化が加速する現在に

おいて、業務アプリケーションの開発に求められるアプリケー

ション基盤を、iStanceFrame for .Netを使用して説明する。

3.  アーキテクチャーの工夫点
　アプリケーション基盤の活用により、生産性・保守性の向上

を実現するためのポイントをアプリケーションフレームワーク

の構造の面から説明する。iStanceFrameではアプリケーショ

ンフレームワークの構造を、物理分割と論理分割の二つの視点

でとらえることができる。複数の視点から役割単位にアプリ

ケーション構造を分解することで、標準化と共通化が行いやす

い部品の粒度を示すことができる。

3.1  物理分割による非機能要件への対応
　物理分割とは、EXEファイル・DLLファイル・サービスなど、

アプリケーションの実体を配置する場所を視点に分割する方

式である。例えば、Web型とバッチ型であればサーバー側のみ

にアプリケーションを配置するが、スマートクライアント型で

はクライアント側とサーバー側の両方に配置する。

　さらに、Web型をインターネットに公開する場合、外部から

のアクセスを受け付けるのはWebサーバーのみに制限し、プロ

グラムはアプリケーションサーバーに配置してセキュリティを

確保する。またアプリケーションサーバーとDBサーバー間の

データ転送量を削減したい場合、DBサーバーにストアドプロ

シージャを導入する。

3.2  論理分割による保守性の向上
　論理分割とは、画面アプリケーションの場合、ユーザーが操

作する画面部分をプレゼンテーション層、業務処理をロジック

層、DBアクセス処理をデータアクセス層として、処理の種類

を視点に分割する方法である。例えば、検索画面の場合、ユー

ザーが画面から検索条件を入力し、DBから検索条件を満たす

データを取得し、画面に検索結果を表示する。この一連の処理

フローを、処理の種類ごとに役割を持たせて分けることが論理

分割であり、図２上で処理フローを縦に区切る分け方である。

また、画面アプリケーションは検索画面、登録・編集画面、帳

票出力画面など、画面種類ごとに処理のパターンが異なる。こ

れは図２上で処理フローを横に区切る分け方である。

　縦と横に処理の役割とパターンで分けることで、分割した部

分ごとの標準化をより効率的に進めることができる。部品ごと

に標準化を行うことで、設計者はどこで何の処理を設計すべき

か、開発者は実装する処理内容をどの場所にコーディングすべ

きか適切に判断することができる。多数の設計者と開発者が

参加する大規模プロジェクトでは、すべての設計書とソース

コードの処理内容が標準化されることで、可読性が向上し、生

産性と品質の向上につながる。また、システム開発時とはメン

バーが異なる保守改修時も、標準化されていることが生産性

の重要な要素となる。

図２  アプリケーションフレームワークの論理分割

4.  全体最適と個別最適の工夫点

4.1  アプリケーションフレームワークの階層モデル
　スクラッチ開発では、アプリケーション基盤の活用により生

産性を向上することも重要であるが、その結果としてお客様の要

件を制限してしまうのでは本末転倒である。またiStanceFrame

は複数システムで共通的に使用する要件がある。これらを踏ま

え、以降では、柔軟性による各システムでの個別最適化と、汎用

性による複数システムでの全体最適化のバランスをとるポイント

を、アプリケーションフレームワークの構造から説明する。

　柔軟性と汎用性を合わせ持つため、iStanceFrameではシ

ステム稼動時は一つの画面やバッチアプリケーションとして動

作するまとまりを、内部的に五つの階層構造に分割している。

図３  アプリケーションフレームワークの階層モデル

　業務指向が強い部分は上位に、基盤指向が強い部分は下位

に、階層ごとに役割を分担している。上位２階層はお客様シス

テム個別に構築し、下位３階層は複数プロジェクトで共通的に

利用する。このうち、第３層のFunU（Foundation Utility）

と、第２層のComU（Common Utility）がアプリケーションフ

レームワークの共通機能の役割を担っている。

4.2  FunUによる全体最適
　複数プロジェクトで共有するFunUは、再利用性を重視した設

計としている。例えば、ログ出力やファイル操作などの処理部品、

入力値チェックやフォーマット変更などの画面部品といった、ア

プリケーションで使用頻度が高い機能を共通部品化している。

　共通部品は内部で複雑な処理を実装しているが、FunUを使

用するComUとBizU（Business-use Application）部分の

開発者は、FunU内の複雑な処理内容を把握せずともコーディ

ングできるようにしている。この利用容易性を実現するため、

FunUでは下位の機能を隠蔽化し、インターフェースと使用方法

を標準化して共通部品化している。共通部品の標準化において

は、.Net標準のルールや仕様に則りアプリケーションフレーム

ワーク独自の特殊なルールや仕組みは極力組み込まず、.Net

標準に機能追加する方式をとっている。この標準化と共通部

品化により、BizU担当者はアプリケーションフレームワーク習

得の負荷が減り、業務アプリケーションの設計・開発作業に注

力することができる。

4.3  ComUによる個別最適
　FunUの上位に位置するComUは、システム特有の要件を実

現する役割を担っている。FunUは複数システムで使用できる

再利用性を重視しているため、システムごと個別に変更が必要

な部分が出てくる。その変更部分を吸収する拡張ポイントが

ComUである。例えば、FunUでは対応していないオープン

ソースなどのライブラリー部品の組み込み、入力値チェックの

エラー表示方法、データの排他制御、データベースの各テーブ

ルへのアクセス用インターフェースなど、システムごとに共通機

能の仕様に違いがある。これらシステム固有の共通機能が

ComUの対象となる。また、複数の画面部品をまとめた共通

画面部品、税率計算、営業日換算による日時処理、マスター

データのチェック処理など、業務固有の共通機能もComUの

対象となる。

　FunUそのものを変更するのではなく、ComUに機能を追加

することで、システム特有の仕様にも柔軟に対応することがで

きる。ComUとFunUで異なる役割を担う階層を持つことで、

各システムの個別最適と複数システムの全体最適のバランス

を保っているのである。

4.4  継続的な改善
　システム開発プロジェクトで培ったノウハウをiStance-

Frameに継続的に還元し改善を行うことで、さらなる品質向

上と生産性向上の取り組みを行っている。この取り組みは、プ

ロジェクトの計画・実施・完了の３段階で実施している。

　まず、プロジェクト計画時点で新しいテクノロジー・製品・

バージョンが必要な場合、FunUの改善を実施する。これによ

りiStanceFrameの新技術への対応を行う。次にプロジェク

ト実施中に新たに共通化が必要となった機能は、複数システム

で共通的に使用可能な内容であればFunUに機能を追加する。

そして、プロジェクト完了段階で、アプリケーション基盤に焦点

を当てた結果報告会を行っている。その中で、ComUで新たに

作り込んだ機能や変更箇所など含め、アプリケーション基盤全

般の課題および今回工夫したポイントを洗い出し、iStance-

Frameを改善している。

　このように、iStanceFrameは複数のプロジェクトで使用さ

れる中で継続的に改善が行われている。これら改善活動は、細

かな共通部品単位だけではなく、昨今のシステムでは必須とな

るセキュリティ対応、IT内部統制対応などシステム全体に影響

を及ぼす機能も対象としている。

5.  体制とプロセスの工夫点

　iStanceFrameは主に大規模案件を経験する過程で改善さ

れてきた。大規模案件は通常、複数のチーム体制となり、チーム

間のコミュニケーション管理等のプロジェクトマネジメントが重

要になる。これに対応し、iStanceFrameは共通化したアプリ

ケーションフレームワークとしての側面だけでなく、プロジェク

トを推進するための開発プロセスとしての側面も含んでいる。

5.1  スキルの分割
　システム開発に必要とされるIT関連スキルの変化は速く、

日々、範囲の広さもレベルの深さも拡大し続けている。ITスキル

標準であるITSS(Skil l Standards for IT Professionals)

では、プロジェクトマネージャー、業務スペシャリスト、ITスペ

シャリスト、ITアーキテクトなど、11職種・３５専門分野にスキ

ル体系が分かれている[２]。さらに得意分野に特化したスキル

が求められるため、一人ですべてのスキルを持つことは困難で

ある。また、プロジェクト側から見てもそのようなメンバーを

安定して確保することは非常に困難な状況である。

　そこでプロジェクトは専門分野に特化したスペシャリストで

構成することとなる。スキルごとにチーム分割した体制は、要

員確保を行いやすいばかりでなく、個人の目標とキャリアパス

の明確化といった人材育成の面でも効果がある。

5.2  チームの分割
　本部で実施するシステム開発プロジェクトでは、スペシャリ

スト化が進む状況に合わせ、チームの体制をマネジメントチー

ム、業務チーム、アプリケーション基盤チーム、インフラ基盤

チームの四つに分類している。

図４  体制図

　インフラ基盤チームは、サーバー・セキュリティ・ネットワーク・運

用管理など、基盤技術の領域ごとに専門的なチームで構成する。

　アプリケーション基盤チームは、共通化の範囲により三つの

役割を持ち、大規模プロジェクトでは三つのチームで構成す

る。このチーム構成はアプリケーションフレームワーク階層モ

デルと対応しており、税率計算などお客様の業務要件を共通

化する業務共通チームと、ログ出力やトランザクション管理な

どお客様のシステム要件を共通化するシステム共通チームは、

ComU部分を担当する。複数プロジェクト間でiStance-

Frameの共通化を行う複数システム間共通チームは、FunU部

分を担当する。

　業務チームは、画面やバッチ処理など業務アプリケーション

の設計と開発を行い、アプリケーションフレームワーク階層モ

デルのBizUを担当する。業務チームと基盤チームとを分ける

ことで、業務チームのメンバーは業務仕様のシステム化に集中

することができる。

　チームごとに作業を並列に実施していくうえでは、チーム内

およびチーム間のコミュニケーションが欠かせないなど、マネ

ジメント面の負荷も大きくなる。業務チームと基盤チームの円

滑なコミュニケーションを保つ橋渡しも、マネジメントチーム

の役割である。

5.3  プロセスの分割
　インテックではプロジェクト実施のために必要な作業プロセ

スを、インテック業務プロセス標準IP３（INTEC Processes 

for best Performance and high Productivity）として標

準化している。IP３ではシステム企画や要件定義からシステム

リリースまで、システム構築の全フェーズの作業項目と成果物

を定義している。先に述べた四つのチーム体制で、効率的なプ

ロセスのもとプロジェクトを進めるため、基盤系のプロセスは

さらに詳細化している。それが基盤WBSであり、専門分野に

特化するアプリケーション基盤とインフラ基盤では、IP３を補

完する形で使用する。基盤系プロセスを体系化した基盤WBS

は、iStanceFrameを使用したシステム開発とも整合性がと

られている。

6. おわりに
　アプリケーション基盤は、主に品質と生産性の向上に寄与し

てきた。アプリケーションフレームワークとして提供される共
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表1 アプリケーション基盤の構成物

アプリケーション基盤の構成物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内容

アプリケーションフレームワーク

標準化した
アプリケーション
アーキテクチャー

共通化したプログラム
ライブラリー

アプリケーションサンプル

アプリケーション設計標準書

アプリケーション実装標準書

仕様書テンプレート

開発支援ツール

基盤WBS
（Work Breakdown Structure）

役割ごとに分割し、標準化した部品を組み合わせてアプリケーションを形作る構造
配置構成による物理分割、処理フローによる論理分割、役割機能による分割で多重な階層構造

業務アプリケーションで使用頻度の高い、複数システム共通で汎用的に使用可能なプログラム部品

アーキテクチャー設計に則り、共通ライブラリーを使用した、使用頻度の高い機能の業務アプリケーション
クライアントアプリケーション用、Webアプリケーション用、バッチアプリケーション用を用意

要件定義・基本設計フェーズで、アプリケーション基盤の標準化を行うための標準書サンプル
ユーザーインターフェース標準、バッチ標準、帳票標準、セキュリティ標準、データアクセス標準など

詳細設計・単体開発フェーズで、アプリケーションフレームワークを活用した実装を行うための標準書サンプル
コーディング標準、命名標準、実装ガイドライン、環境構築ガイドライン、アプリケーションフレームワーク説明書など

アプリケーションフレームワークを使用して開発を行うために最適化した設計書のセット
基本設計書、詳細設計書、テスト仕様書など

仕様書やDBテーブル定義等の情報から、機械的にプログラムソースや仕様書を部分的に出力する自動生成ツール

基盤系の作業項目と成果物を細かく分解し、関連付けを行って体系化したプロセス
アプリケーション基盤とインフラ基盤の、要件定義からリリースまでのプロセスをカバー

図1 アプリケーションフレームワークの物理分割
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通ライブラリーのように、導入実績のあるテスト済みのプログ

ラムを使用することで、一定の品質を確保しながら、開発・テス

ト工数を削減することができた。また、設計や実装をアーキテ

クチャーに沿って標準化することで、品質のばらつきを抑える

ことができた。

　しかし、ビジネスとテクノロジーの環境が急激に変化する現

在においては、要件が複雑化し、システム開発の短期化・高速

化がより求められている。品質の確保とコストの削減をしつ

つ、このようなシステム開発の課題を解決するには、今まで通

りの方法やノウハウだけでは対応が難しい状況となっている。

　インテックでは、iStanceFrameを使用して数々のシステム

開発を行う中で、プロジェクトの特性に合わせ、継続的にアプ

リケーション基盤を改善してきた。この変化に柔軟に対応する

継続的な改善の取り組みこそ、現在のシステム開発の課題を解

決するソリューションの基礎となる。短納期・低コスト・高品質

といったお客様のニーズにお応えできるよう、今後も、さらな

るシステム開発ソリューションの改善を継続していきたい。

　アプリケーションはシステムのどこで稼動するのか。アプリケー

ションを複数箇所に分散配置した場合、アプリケーション間はど

のように連携するのか。このことは、システム全体の性能に大きく

影響する。信頼性・可用性・拡張性・運用保守性・移行性・セキュリ

ティなど、物理分割の方式が非機能要件全般に影響する。

　システムごとに異なる物理分割に対応できるよう、iStance-

Frameはアーキテクチャーを構造化している。各物理階層を

独立した部品に分割しており、部品を組み合わせてアプリケー

ションを構成する。同一のロジック層とデータアクセス層を使

用し、プレゼンテーション層のみ複数のユーザーインターフェー

スに対応するアプリケーションを構築することも可能である。

データベース、Webサーバーの製品やバージョンの変更も、部

品の組み換えで対応できる。この部品単位で組み合わせを変

える仕組みにより、テクノロジーの変化に合わせてアプリケー

ション構成を柔軟に変更することができる。

.Net Framework
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iStanceFrameアプリケーション基盤の
継続的改善

1. はじめに

概要
　インテックSI事業本部では主に大規模案件に対応してiStanceFrameというアプリケーション基盤を構築

し、継続的に改善してきた。

　iStanceFrameでは、生産性の向上を目的として動作検証済みの共通ライブラリーを準備し、処理をパターン

化したレイヤー構造を取り入れている。また、非機能要件に対応するため物理分割を行い、保守性を向上するため

に論理分割を行っている。このように目的別にアーキテクチャーを階層化することで、分業体制によるシステム

開発を支えている。

　複数チームの分業体制でプロジェクトを推進した場合、それぞれのチームは業務の対象領域が異なるスペシャ

リストで構成される。そのため、チーム間のコミュニケーション管理等のプロジェクトマネジメントを欠かすことが

できない。iStanceFrameでは、安定的にアプリケーション開発を推進するため、アーキテクチャーの改善ととも

にチーム体制に合わせた開発プロセスの標準化も行っている。

　大規模アプリケーションの開発では、人材を確保するため、

社内だけでなく複数のベンダーやオフショアを活用するケース

がある。そのような場合、メンバーごとのスキルのばらつきや

ベンダーごとの開発プロセスの違いにより、品質を維持するこ

とが難しくなる。インテックではこうした大規模案件特有の課

題に対するソリューションを確立するため、プロジェクトマネジメ

ントを強化し、アプリケーション基盤の改善に取り組んできた。

　しかし、現在もシステム開発の現場では、今までの開発プロ

セスが通用しない要件が続々と発生している。例えば、ビジネ

スの高速化にともない、短納期化・低コスト化しているプロ

ジェクトでは、既存の開発プロセスでは必須となる「アプリ

ケーション基盤の構築期間」を十分に確保できない。この問題

を単純に、期間短縮や、メンバー追加で対応することはできな

い。開発対象の機能で分割し、優先度の高い機能のリリース速

度を優先するよう、スパイラル型の開発プロセスを取り入れて

調整を行う。そのためには既存のアーキテクチャーをベースに

機能の実装を開始し、開発を進める中でアーキテクチャーの
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変更を行う。スパイラル型の開発プロセスを取り込むうえで

は、アプリケーション基盤の構築プロセスもスパイラル型に合

わせてプロセス改善を行う必要がある。

　このようなプロセス改善を今後も継続するためには、過去に

蓄積したノウハウを整理したうえでプロジェクト特性を見極め

る必要がある。以降では、これらの課題をどのように解決してき

たかという視点でアプリケーション基盤の特性を説明する。

2.  iStanceFrameアプリケーション基盤とは
2.1  iStanceFrameとは
　インテックSI事業本部（以下、本部）では、スクラッチ開発

において、iStanceFrame for .NetとiStanceFrame for 

Javaの２種類のアプリケーション基盤を使用している。

iStanceFrameは、標準化したアーキテクチャーと共通化した

プログラムライブラリーであるアプリケーションフレームワー

クを中心に、アプリケーションサンプル、アプリケーション設

計・実装標準書、仕様書テンプレート、開発支援ツール、基盤

WBSで構成している。

2.2  iStanceFrame構築の背景
　本部内では機能の重複を排除し生産性を向上する目的で、

プロジェクトごとに自発的に共通ライブラリーを使用した開発を

行っていた。２０００年には「本部共通のJavaアプリケーション基

盤」としてISF（INTEC Struts extension Framework）を整

備し、複数のプロジェクトで共通に使用するようになった[１]。

しかし当時の共通化作業は、既存プロジェクトの成果物とプロ

ジェクトメンバーの経験をもとに、プロジェクト単位で行って

いた。

　そのような状況の中、２００７年に本部で同時に三つの大規模

なシステム開発プロジェクトが立ち上がった。３プロジェクト

を実施するにあたり、共通化作業をプロジェクトごとに行う今

までの方法ではなく、本部全体で実施することにより、生産性

の向上を図ることとなった。これが、iStanceFrame構築の発

端である。

2.3  iStanceFrame構築の目的
　２００７年当時、大規模で複雑なシステム開発プロジェクトか

らアプリケーション基盤に求められた要件は下記であった。

　 ● 高い品質の確保

　  ● 高い生産性による短納期での開発

　 ● システムリリース後の高い保守性

　これに加え、複数プロジェクトで共通に使用するため、下記

を兼ね備えている必要があった。

　 ● 業種・業務が異なるお客様の要件をシステム化する柔軟性

　 ● 直近の３プロジェクトを含め、将来のプロジェクトでも共通

　  的に使用できる汎用性

　これらの要件を実現するため、開発プロセスを標準化し、共

通化部品を柔軟に組み合わせてiStanceFrameを整備してき

た。その結果、２００７年から２０１２年までにiStanceFrameを使

用した九つの新規システム開発プロジェクトが成功裏に完了

した。

　iStanceFrameはシステム開発プロジェクトで繰り返し使用

される中で、その時々の新技術に対応し、プロジェクトで発生

した問題に対処してきた。この改善活動により、iStance-

Frameを使用するプロジェクトでは下記の効果を享受できる

ようになった。

　  ● 使用実績があり品質が保証されている安心感

　 ● 設計・開発メンバーの暗黙知を含め、システム開発のノウ

　　ハウを使用する信頼感

　 ● 業務要件の変更および新技術・新機能への対応を容易に

　　 行うことができる拡張性

　  ● 共通機能の利用による開発・テスト工数の削減

　 ● アプリケーション基盤構築の負荷を減らし、業務アプリ

　　 ケーションの設計・開発作業に注力できること

　以降では、ビジネスとテクノロジーの変化が加速する現在に

おいて、業務アプリケーションの開発に求められるアプリケー

ション基盤を、iStanceFrame for .Netを使用して説明する。

3.  アーキテクチャーの工夫点
　アプリケーション基盤の活用により、生産性・保守性の向上

を実現するためのポイントをアプリケーションフレームワーク

の構造の面から説明する。iStanceFrameではアプリケーショ

ンフレームワークの構造を、物理分割と論理分割の二つの視点

でとらえることができる。複数の視点から役割単位にアプリ

ケーション構造を分解することで、標準化と共通化が行いやす

い部品の粒度を示すことができる。

3.1  物理分割による非機能要件への対応
　物理分割とは、EXEファイル・DLLファイル・サービスなど、

アプリケーションの実体を配置する場所を視点に分割する方

式である。例えば、Web型とバッチ型であればサーバー側のみ

にアプリケーションを配置するが、スマートクライアント型で

はクライアント側とサーバー側の両方に配置する。

　さらに、Web型をインターネットに公開する場合、外部から

のアクセスを受け付けるのはWebサーバーのみに制限し、プロ

グラムはアプリケーションサーバーに配置してセキュリティを

確保する。またアプリケーションサーバーとDBサーバー間の

データ転送量を削減したい場合、DBサーバーにストアドプロ

シージャを導入する。

3.2  論理分割による保守性の向上
　論理分割とは、画面アプリケーションの場合、ユーザーが操

作する画面部分をプレゼンテーション層、業務処理をロジック

層、DBアクセス処理をデータアクセス層として、処理の種類

を視点に分割する方法である。例えば、検索画面の場合、ユー

ザーが画面から検索条件を入力し、DBから検索条件を満たす

データを取得し、画面に検索結果を表示する。この一連の処理

フローを、処理の種類ごとに役割を持たせて分けることが論理

分割であり、図２上で処理フローを縦に区切る分け方である。

また、画面アプリケーションは検索画面、登録・編集画面、帳

票出力画面など、画面種類ごとに処理のパターンが異なる。こ

れは図２上で処理フローを横に区切る分け方である。

　縦と横に処理の役割とパターンで分けることで、分割した部

分ごとの標準化をより効率的に進めることができる。部品ごと

に標準化を行うことで、設計者はどこで何の処理を設計すべき

か、開発者は実装する処理内容をどの場所にコーディングすべ

きか適切に判断することができる。多数の設計者と開発者が

参加する大規模プロジェクトでは、すべての設計書とソース

コードの処理内容が標準化されることで、可読性が向上し、生

産性と品質の向上につながる。また、システム開発時とはメン

バーが異なる保守改修時も、標準化されていることが生産性

の重要な要素となる。

図２  アプリケーションフレームワークの論理分割

4.  全体最適と個別最適の工夫点

4.1  アプリケーションフレームワークの階層モデル
　スクラッチ開発では、アプリケーション基盤の活用により生

産性を向上することも重要であるが、その結果としてお客様の要

件を制限してしまうのでは本末転倒である。またiStanceFrame

は複数システムで共通的に使用する要件がある。これらを踏ま

え、以降では、柔軟性による各システムでの個別最適化と、汎用

性による複数システムでの全体最適化のバランスをとるポイント

を、アプリケーションフレームワークの構造から説明する。

　柔軟性と汎用性を合わせ持つため、iStanceFrameではシ

ステム稼動時は一つの画面やバッチアプリケーションとして動

作するまとまりを、内部的に五つの階層構造に分割している。

図３  アプリケーションフレームワークの階層モデル

　業務指向が強い部分は上位に、基盤指向が強い部分は下位

に、階層ごとに役割を分担している。上位２階層はお客様シス

テム個別に構築し、下位３階層は複数プロジェクトで共通的に

利用する。このうち、第３層のFunU（Foundation Utility）

と、第２層のComU（Common Utility）がアプリケーションフ

レームワークの共通機能の役割を担っている。

4.2  FunUによる全体最適
　複数プロジェクトで共有するFunUは、再利用性を重視した設

計としている。例えば、ログ出力やファイル操作などの処理部品、

入力値チェックやフォーマット変更などの画面部品といった、ア

プリケーションで使用頻度が高い機能を共通部品化している。

　共通部品は内部で複雑な処理を実装しているが、FunUを使

用するComUとBizU（Business-use Application）部分の

開発者は、FunU内の複雑な処理内容を把握せずともコーディ

ングできるようにしている。この利用容易性を実現するため、

FunUでは下位の機能を隠蔽化し、インターフェースと使用方法

を標準化して共通部品化している。共通部品の標準化において

は、.Net標準のルールや仕様に則りアプリケーションフレーム

ワーク独自の特殊なルールや仕組みは極力組み込まず、.Net

標準に機能追加する方式をとっている。この標準化と共通部

品化により、BizU担当者はアプリケーションフレームワーク習

得の負荷が減り、業務アプリケーションの設計・開発作業に注

力することができる。

4.3  ComUによる個別最適
　FunUの上位に位置するComUは、システム特有の要件を実

現する役割を担っている。FunUは複数システムで使用できる

再利用性を重視しているため、システムごと個別に変更が必要

な部分が出てくる。その変更部分を吸収する拡張ポイントが

ComUである。例えば、FunUでは対応していないオープン

ソースなどのライブラリー部品の組み込み、入力値チェックの

エラー表示方法、データの排他制御、データベースの各テーブ

ルへのアクセス用インターフェースなど、システムごとに共通機

能の仕様に違いがある。これらシステム固有の共通機能が

ComUの対象となる。また、複数の画面部品をまとめた共通

画面部品、税率計算、営業日換算による日時処理、マスター

データのチェック処理など、業務固有の共通機能もComUの

対象となる。

　FunUそのものを変更するのではなく、ComUに機能を追加

することで、システム特有の仕様にも柔軟に対応することがで

きる。ComUとFunUで異なる役割を担う階層を持つことで、

各システムの個別最適と複数システムの全体最適のバランス

を保っているのである。

4.4  継続的な改善
　システム開発プロジェクトで培ったノウハウをiStance-

Frameに継続的に還元し改善を行うことで、さらなる品質向

上と生産性向上の取り組みを行っている。この取り組みは、プ

ロジェクトの計画・実施・完了の３段階で実施している。

　まず、プロジェクト計画時点で新しいテクノロジー・製品・

バージョンが必要な場合、FunUの改善を実施する。これによ

りiStanceFrameの新技術への対応を行う。次にプロジェク

ト実施中に新たに共通化が必要となった機能は、複数システム

で共通的に使用可能な内容であればFunUに機能を追加する。

そして、プロジェクト完了段階で、アプリケーション基盤に焦点

を当てた結果報告会を行っている。その中で、ComUで新たに

作り込んだ機能や変更箇所など含め、アプリケーション基盤全

般の課題および今回工夫したポイントを洗い出し、iStance-

Frameを改善している。

　このように、iStanceFrameは複数のプロジェクトで使用さ

れる中で継続的に改善が行われている。これら改善活動は、細

かな共通部品単位だけではなく、昨今のシステムでは必須とな

るセキュリティ対応、IT内部統制対応などシステム全体に影響

を及ぼす機能も対象としている。

5.  体制とプロセスの工夫点

　iStanceFrameは主に大規模案件を経験する過程で改善さ

れてきた。大規模案件は通常、複数のチーム体制となり、チーム

間のコミュニケーション管理等のプロジェクトマネジメントが重

要になる。これに対応し、iStanceFrameは共通化したアプリ

ケーションフレームワークとしての側面だけでなく、プロジェク

トを推進するための開発プロセスとしての側面も含んでいる。

5.1  スキルの分割
　システム開発に必要とされるIT関連スキルの変化は速く、

日々、範囲の広さもレベルの深さも拡大し続けている。ITスキル

標準であるITSS(Skil l Standards for IT Professionals)

では、プロジェクトマネージャー、業務スペシャリスト、ITスペ

シャリスト、ITアーキテクトなど、11職種・３５専門分野にスキ

ル体系が分かれている[２]。さらに得意分野に特化したスキル

が求められるため、一人ですべてのスキルを持つことは困難で

ある。また、プロジェクト側から見てもそのようなメンバーを

安定して確保することは非常に困難な状況である。

　そこでプロジェクトは専門分野に特化したスペシャリストで

構成することとなる。スキルごとにチーム分割した体制は、要

員確保を行いやすいばかりでなく、個人の目標とキャリアパス

の明確化といった人材育成の面でも効果がある。

5.2  チームの分割
　本部で実施するシステム開発プロジェクトでは、スペシャリ

スト化が進む状況に合わせ、チームの体制をマネジメントチー

ム、業務チーム、アプリケーション基盤チーム、インフラ基盤

チームの四つに分類している。

図４  体制図

　インフラ基盤チームは、サーバー・セキュリティ・ネットワーク・運

用管理など、基盤技術の領域ごとに専門的なチームで構成する。

　アプリケーション基盤チームは、共通化の範囲により三つの

役割を持ち、大規模プロジェクトでは三つのチームで構成す

る。このチーム構成はアプリケーションフレームワーク階層モ

デルと対応しており、税率計算などお客様の業務要件を共通

化する業務共通チームと、ログ出力やトランザクション管理な

どお客様のシステム要件を共通化するシステム共通チームは、

ComU部分を担当する。複数プロジェクト間でiStance-

Frameの共通化を行う複数システム間共通チームは、FunU部

分を担当する。

　業務チームは、画面やバッチ処理など業務アプリケーション

の設計と開発を行い、アプリケーションフレームワーク階層モ

デルのBizUを担当する。業務チームと基盤チームとを分ける

ことで、業務チームのメンバーは業務仕様のシステム化に集中

することができる。

　チームごとに作業を並列に実施していくうえでは、チーム内

およびチーム間のコミュニケーションが欠かせないなど、マネ

ジメント面の負荷も大きくなる。業務チームと基盤チームの円

滑なコミュニケーションを保つ橋渡しも、マネジメントチーム

の役割である。

5.3  プロセスの分割
　インテックではプロジェクト実施のために必要な作業プロセ

スを、インテック業務プロセス標準IP３（INTEC Processes 

for best Performance and high Productivity）として標

準化している。IP３ではシステム企画や要件定義からシステム

リリースまで、システム構築の全フェーズの作業項目と成果物

を定義している。先に述べた四つのチーム体制で、効率的なプ

ロセスのもとプロジェクトを進めるため、基盤系のプロセスは

さらに詳細化している。それが基盤WBSであり、専門分野に

特化するアプリケーション基盤とインフラ基盤では、IP３を補

完する形で使用する。基盤系プロセスを体系化した基盤WBS

は、iStanceFrameを使用したシステム開発とも整合性がと

られている。

6. おわりに
　アプリケーション基盤は、主に品質と生産性の向上に寄与し

てきた。アプリケーションフレームワークとして提供される共
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表1 アプリケーション基盤の構成物

アプリケーション基盤の構成物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内容

アプリケーションフレームワーク

標準化した
アプリケーション
アーキテクチャー

共通化したプログラム
ライブラリー

アプリケーションサンプル

アプリケーション設計標準書

アプリケーション実装標準書

仕様書テンプレート

開発支援ツール

基盤WBS
（Work Breakdown Structure）

役割ごとに分割し、標準化した部品を組み合わせてアプリケーションを形作る構造
配置構成による物理分割、処理フローによる論理分割、役割機能による分割で多重な階層構造

業務アプリケーションで使用頻度の高い、複数システム共通で汎用的に使用可能なプログラム部品

アーキテクチャー設計に則り、共通ライブラリーを使用した、使用頻度の高い機能の業務アプリケーション
クライアントアプリケーション用、Webアプリケーション用、バッチアプリケーション用を用意

要件定義・基本設計フェーズで、アプリケーション基盤の標準化を行うための標準書サンプル
ユーザーインターフェース標準、バッチ標準、帳票標準、セキュリティ標準、データアクセス標準など

詳細設計・単体開発フェーズで、アプリケーションフレームワークを活用した実装を行うための標準書サンプル
コーディング標準、命名標準、実装ガイドライン、環境構築ガイドライン、アプリケーションフレームワーク説明書など

アプリケーションフレームワークを使用して開発を行うために最適化した設計書のセット
基本設計書、詳細設計書、テスト仕様書など

仕様書やDBテーブル定義等の情報から、機械的にプログラムソースや仕様書を部分的に出力する自動生成ツール

基盤系の作業項目と成果物を細かく分解し、関連付けを行って体系化したプロセス
アプリケーション基盤とインフラ基盤の、要件定義からリリースまでのプロセスをカバー

図1 アプリケーションフレームワークの物理分割
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通ライブラリーのように、導入実績のあるテスト済みのプログ

ラムを使用することで、一定の品質を確保しながら、開発・テス

ト工数を削減することができた。また、設計や実装をアーキテ

クチャーに沿って標準化することで、品質のばらつきを抑える

ことができた。

　しかし、ビジネスとテクノロジーの環境が急激に変化する現

在においては、要件が複雑化し、システム開発の短期化・高速

化がより求められている。品質の確保とコストの削減をしつ

つ、このようなシステム開発の課題を解決するには、今まで通

りの方法やノウハウだけでは対応が難しい状況となっている。

　インテックでは、iStanceFrameを使用して数々のシステム

開発を行う中で、プロジェクトの特性に合わせ、継続的にアプ

リケーション基盤を改善してきた。この変化に柔軟に対応する

継続的な改善の取り組みこそ、現在のシステム開発の課題を解

決するソリューションの基礎となる。短納期・低コスト・高品質

といったお客様のニーズにお応えできるよう、今後も、さらな

るシステム開発ソリューションの改善を継続していきたい。

　アプリケーションはシステムのどこで稼動するのか。アプリケー

ションを複数箇所に分散配置した場合、アプリケーション間はど

のように連携するのか。このことは、システム全体の性能に大きく

影響する。信頼性・可用性・拡張性・運用保守性・移行性・セキュリ

ティなど、物理分割の方式が非機能要件全般に影響する。

　システムごとに異なる物理分割に対応できるよう、iStance-

Frameはアーキテクチャーを構造化している。各物理階層を

独立した部品に分割しており、部品を組み合わせてアプリケー

ションを構成する。同一のロジック層とデータアクセス層を使

用し、プレゼンテーション層のみ複数のユーザーインターフェー

スに対応するアプリケーションを構築することも可能である。

データベース、Webサーバーの製品やバージョンの変更も、部

品の組み換えで対応できる。この部品単位で組み合わせを変

える仕組みにより、テクノロジーの変化に合わせてアプリケー

ション構成を柔軟に変更することができる。

.Net Framework
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iStanceFrameアプリケーション基盤の
継続的改善

1. はじめに

概要
　インテックSI事業本部では主に大規模案件に対応してiStanceFrameというアプリケーション基盤を構築

し、継続的に改善してきた。

　iStanceFrameでは、生産性の向上を目的として動作検証済みの共通ライブラリーを準備し、処理をパターン

化したレイヤー構造を取り入れている。また、非機能要件に対応するため物理分割を行い、保守性を向上するため

に論理分割を行っている。このように目的別にアーキテクチャーを階層化することで、分業体制によるシステム

開発を支えている。

　複数チームの分業体制でプロジェクトを推進した場合、それぞれのチームは業務の対象領域が異なるスペシャ

リストで構成される。そのため、チーム間のコミュニケーション管理等のプロジェクトマネジメントを欠かすことが

できない。iStanceFrameでは、安定的にアプリケーション開発を推進するため、アーキテクチャーの改善ととも

にチーム体制に合わせた開発プロセスの標準化も行っている。

　大規模アプリケーションの開発では、人材を確保するため、

社内だけでなく複数のベンダーやオフショアを活用するケース

がある。そのような場合、メンバーごとのスキルのばらつきや

ベンダーごとの開発プロセスの違いにより、品質を維持するこ

とが難しくなる。インテックではこうした大規模案件特有の課

題に対するソリューションを確立するため、プロジェクトマネジメ

ントを強化し、アプリケーション基盤の改善に取り組んできた。

　しかし、現在もシステム開発の現場では、今までの開発プロ

セスが通用しない要件が続々と発生している。例えば、ビジネ

スの高速化にともない、短納期化・低コスト化しているプロ

ジェクトでは、既存の開発プロセスでは必須となる「アプリ

ケーション基盤の構築期間」を十分に確保できない。この問題

を単純に、期間短縮や、メンバー追加で対応することはできな

い。開発対象の機能で分割し、優先度の高い機能のリリース速

度を優先するよう、スパイラル型の開発プロセスを取り入れて

調整を行う。そのためには既存のアーキテクチャーをベースに

機能の実装を開始し、開発を進める中でアーキテクチャーの

第13号

特集

特
集

インテックにおけるソフトウェア生産環境の革新 2013

第13号

特
集

2013

第13号

特
集

2013

牛尾　誠一　　　　　　阿戸　信則

変更を行う。スパイラル型の開発プロセスを取り込むうえで

は、アプリケーション基盤の構築プロセスもスパイラル型に合

わせてプロセス改善を行う必要がある。

　このようなプロセス改善を今後も継続するためには、過去に

蓄積したノウハウを整理したうえでプロジェクト特性を見極め

る必要がある。以降では、これらの課題をどのように解決してき

たかという視点でアプリケーション基盤の特性を説明する。

2.  iStanceFrameアプリケーション基盤とは
2.1  iStanceFrameとは
　インテックSI事業本部（以下、本部）では、スクラッチ開発

において、iStanceFrame for .NetとiStanceFrame for 

Javaの２種類のアプリケーション基盤を使用している。

iStanceFrameは、標準化したアーキテクチャーと共通化した

プログラムライブラリーであるアプリケーションフレームワー

クを中心に、アプリケーションサンプル、アプリケーション設

計・実装標準書、仕様書テンプレート、開発支援ツール、基盤

WBSで構成している。

2.2  iStanceFrame構築の背景
　本部内では機能の重複を排除し生産性を向上する目的で、

プロジェクトごとに自発的に共通ライブラリーを使用した開発を

行っていた。２０００年には「本部共通のJavaアプリケーション基

盤」としてISF（INTEC Struts extension Framework）を整

備し、複数のプロジェクトで共通に使用するようになった[１]。

しかし当時の共通化作業は、既存プロジェクトの成果物とプロ

ジェクトメンバーの経験をもとに、プロジェクト単位で行って

いた。

　そのような状況の中、２００７年に本部で同時に三つの大規模

なシステム開発プロジェクトが立ち上がった。３プロジェクト

を実施するにあたり、共通化作業をプロジェクトごとに行う今

までの方法ではなく、本部全体で実施することにより、生産性

の向上を図ることとなった。これが、iStanceFrame構築の発

端である。

2.3  iStanceFrame構築の目的
　２００７年当時、大規模で複雑なシステム開発プロジェクトか

らアプリケーション基盤に求められた要件は下記であった。

　 ● 高い品質の確保

　  ● 高い生産性による短納期での開発

　 ● システムリリース後の高い保守性

　これに加え、複数プロジェクトで共通に使用するため、下記

を兼ね備えている必要があった。

　 ● 業種・業務が異なるお客様の要件をシステム化する柔軟性

　 ● 直近の３プロジェクトを含め、将来のプロジェクトでも共通

　  的に使用できる汎用性

　これらの要件を実現するため、開発プロセスを標準化し、共

通化部品を柔軟に組み合わせてiStanceFrameを整備してき

た。その結果、２００７年から２０１２年までにiStanceFrameを使

用した九つの新規システム開発プロジェクトが成功裏に完了

した。

　iStanceFrameはシステム開発プロジェクトで繰り返し使用

される中で、その時々の新技術に対応し、プロジェクトで発生

した問題に対処してきた。この改善活動により、iStance-

Frameを使用するプロジェクトでは下記の効果を享受できる

ようになった。

　  ● 使用実績があり品質が保証されている安心感

　 ● 設計・開発メンバーの暗黙知を含め、システム開発のノウ

　　ハウを使用する信頼感

　 ● 業務要件の変更および新技術・新機能への対応を容易に

　　 行うことができる拡張性

　  ● 共通機能の利用による開発・テスト工数の削減

　 ● アプリケーション基盤構築の負荷を減らし、業務アプリ

　　 ケーションの設計・開発作業に注力できること

　以降では、ビジネスとテクノロジーの変化が加速する現在に

おいて、業務アプリケーションの開発に求められるアプリケー

ション基盤を、iStanceFrame for .Netを使用して説明する。

3.  アーキテクチャーの工夫点
　アプリケーション基盤の活用により、生産性・保守性の向上

を実現するためのポイントをアプリケーションフレームワーク

の構造の面から説明する。iStanceFrameではアプリケーショ

ンフレームワークの構造を、物理分割と論理分割の二つの視点

でとらえることができる。複数の視点から役割単位にアプリ

ケーション構造を分解することで、標準化と共通化が行いやす

い部品の粒度を示すことができる。

3.1  物理分割による非機能要件への対応
　物理分割とは、EXEファイル・DLLファイル・サービスなど、

アプリケーションの実体を配置する場所を視点に分割する方

式である。例えば、Web型とバッチ型であればサーバー側のみ

にアプリケーションを配置するが、スマートクライアント型で

はクライアント側とサーバー側の両方に配置する。

　さらに、Web型をインターネットに公開する場合、外部から

のアクセスを受け付けるのはWebサーバーのみに制限し、プロ

グラムはアプリケーションサーバーに配置してセキュリティを

確保する。またアプリケーションサーバーとDBサーバー間の

データ転送量を削減したい場合、DBサーバーにストアドプロ

シージャを導入する。

3.2  論理分割による保守性の向上
　論理分割とは、画面アプリケーションの場合、ユーザーが操

作する画面部分をプレゼンテーション層、業務処理をロジック

層、DBアクセス処理をデータアクセス層として、処理の種類

を視点に分割する方法である。例えば、検索画面の場合、ユー

ザーが画面から検索条件を入力し、DBから検索条件を満たす

データを取得し、画面に検索結果を表示する。この一連の処理

フローを、処理の種類ごとに役割を持たせて分けることが論理

分割であり、図２上で処理フローを縦に区切る分け方である。

また、画面アプリケーションは検索画面、登録・編集画面、帳

票出力画面など、画面種類ごとに処理のパターンが異なる。こ

れは図２上で処理フローを横に区切る分け方である。

　縦と横に処理の役割とパターンで分けることで、分割した部

分ごとの標準化をより効率的に進めることができる。部品ごと

に標準化を行うことで、設計者はどこで何の処理を設計すべき

か、開発者は実装する処理内容をどの場所にコーディングすべ

きか適切に判断することができる。多数の設計者と開発者が

参加する大規模プロジェクトでは、すべての設計書とソース

コードの処理内容が標準化されることで、可読性が向上し、生

産性と品質の向上につながる。また、システム開発時とはメン

バーが異なる保守改修時も、標準化されていることが生産性

の重要な要素となる。

図２  アプリケーションフレームワークの論理分割

4.  全体最適と個別最適の工夫点

4.1  アプリケーションフレームワークの階層モデル
　スクラッチ開発では、アプリケーション基盤の活用により生

産性を向上することも重要であるが、その結果としてお客様の要

件を制限してしまうのでは本末転倒である。またiStanceFrame

は複数システムで共通的に使用する要件がある。これらを踏ま

え、以降では、柔軟性による各システムでの個別最適化と、汎用

性による複数システムでの全体最適化のバランスをとるポイント

を、アプリケーションフレームワークの構造から説明する。

　柔軟性と汎用性を合わせ持つため、iStanceFrameではシ

ステム稼動時は一つの画面やバッチアプリケーションとして動

作するまとまりを、内部的に五つの階層構造に分割している。

図３  アプリケーションフレームワークの階層モデル

　業務指向が強い部分は上位に、基盤指向が強い部分は下位

に、階層ごとに役割を分担している。上位２階層はお客様シス

テム個別に構築し、下位３階層は複数プロジェクトで共通的に

利用する。このうち、第３層のFunU（Foundation Utility）

と、第２層のComU（Common Utility）がアプリケーションフ

レームワークの共通機能の役割を担っている。

4.2  FunUによる全体最適
　複数プロジェクトで共有するFunUは、再利用性を重視した設

計としている。例えば、ログ出力やファイル操作などの処理部品、

入力値チェックやフォーマット変更などの画面部品といった、ア

プリケーションで使用頻度が高い機能を共通部品化している。

　共通部品は内部で複雑な処理を実装しているが、FunUを使

用するComUとBizU（Business-use Application）部分の

開発者は、FunU内の複雑な処理内容を把握せずともコーディ

ングできるようにしている。この利用容易性を実現するため、

FunUでは下位の機能を隠蔽化し、インターフェースと使用方法

を標準化して共通部品化している。共通部品の標準化において

は、.Net標準のルールや仕様に則りアプリケーションフレーム

ワーク独自の特殊なルールや仕組みは極力組み込まず、.Net

標準に機能追加する方式をとっている。この標準化と共通部

品化により、BizU担当者はアプリケーションフレームワーク習

得の負荷が減り、業務アプリケーションの設計・開発作業に注

力することができる。

4.3  ComUによる個別最適
　FunUの上位に位置するComUは、システム特有の要件を実

現する役割を担っている。FunUは複数システムで使用できる

再利用性を重視しているため、システムごと個別に変更が必要

な部分が出てくる。その変更部分を吸収する拡張ポイントが

ComUである。例えば、FunUでは対応していないオープン

ソースなどのライブラリー部品の組み込み、入力値チェックの

エラー表示方法、データの排他制御、データベースの各テーブ

ルへのアクセス用インターフェースなど、システムごとに共通機

能の仕様に違いがある。これらシステム固有の共通機能が

ComUの対象となる。また、複数の画面部品をまとめた共通

画面部品、税率計算、営業日換算による日時処理、マスター

データのチェック処理など、業務固有の共通機能もComUの

対象となる。

　FunUそのものを変更するのではなく、ComUに機能を追加

することで、システム特有の仕様にも柔軟に対応することがで

きる。ComUとFunUで異なる役割を担う階層を持つことで、

各システムの個別最適と複数システムの全体最適のバランス

を保っているのである。

4.4  継続的な改善
　システム開発プロジェクトで培ったノウハウをiStance-

Frameに継続的に還元し改善を行うことで、さらなる品質向

上と生産性向上の取り組みを行っている。この取り組みは、プ

ロジェクトの計画・実施・完了の３段階で実施している。

　まず、プロジェクト計画時点で新しいテクノロジー・製品・

バージョンが必要な場合、FunUの改善を実施する。これによ

りiStanceFrameの新技術への対応を行う。次にプロジェク

ト実施中に新たに共通化が必要となった機能は、複数システム

で共通的に使用可能な内容であればFunUに機能を追加する。

そして、プロジェクト完了段階で、アプリケーション基盤に焦点

を当てた結果報告会を行っている。その中で、ComUで新たに

作り込んだ機能や変更箇所など含め、アプリケーション基盤全

般の課題および今回工夫したポイントを洗い出し、iStance-

Frameを改善している。

　このように、iStanceFrameは複数のプロジェクトで使用さ

れる中で継続的に改善が行われている。これら改善活動は、細

かな共通部品単位だけではなく、昨今のシステムでは必須とな

るセキュリティ対応、IT内部統制対応などシステム全体に影響

を及ぼす機能も対象としている。

5.  体制とプロセスの工夫点

　iStanceFrameは主に大規模案件を経験する過程で改善さ

れてきた。大規模案件は通常、複数のチーム体制となり、チーム

間のコミュニケーション管理等のプロジェクトマネジメントが重

要になる。これに対応し、iStanceFrameは共通化したアプリ

ケーションフレームワークとしての側面だけでなく、プロジェク

トを推進するための開発プロセスとしての側面も含んでいる。

5.1  スキルの分割
　システム開発に必要とされるIT関連スキルの変化は速く、

日々、範囲の広さもレベルの深さも拡大し続けている。ITスキル

標準であるITSS(Skil l Standards for IT Professionals)

では、プロジェクトマネージャー、業務スペシャリスト、ITスペ

シャリスト、ITアーキテクトなど、11職種・３５専門分野にスキ

ル体系が分かれている[２]。さらに得意分野に特化したスキル

が求められるため、一人ですべてのスキルを持つことは困難で

ある。また、プロジェクト側から見てもそのようなメンバーを

安定して確保することは非常に困難な状況である。

　そこでプロジェクトは専門分野に特化したスペシャリストで

構成することとなる。スキルごとにチーム分割した体制は、要

員確保を行いやすいばかりでなく、個人の目標とキャリアパス

の明確化といった人材育成の面でも効果がある。

5.2  チームの分割
　本部で実施するシステム開発プロジェクトでは、スペシャリ

スト化が進む状況に合わせ、チームの体制をマネジメントチー

ム、業務チーム、アプリケーション基盤チーム、インフラ基盤

チームの四つに分類している。

図４  体制図

　インフラ基盤チームは、サーバー・セキュリティ・ネットワーク・運

用管理など、基盤技術の領域ごとに専門的なチームで構成する。

　アプリケーション基盤チームは、共通化の範囲により三つの

役割を持ち、大規模プロジェクトでは三つのチームで構成す

る。このチーム構成はアプリケーションフレームワーク階層モ

デルと対応しており、税率計算などお客様の業務要件を共通

化する業務共通チームと、ログ出力やトランザクション管理な

どお客様のシステム要件を共通化するシステム共通チームは、

ComU部分を担当する。複数プロジェクト間でiStance-

Frameの共通化を行う複数システム間共通チームは、FunU部

分を担当する。

　業務チームは、画面やバッチ処理など業務アプリケーション

の設計と開発を行い、アプリケーションフレームワーク階層モ

デルのBizUを担当する。業務チームと基盤チームとを分ける

ことで、業務チームのメンバーは業務仕様のシステム化に集中

することができる。

　チームごとに作業を並列に実施していくうえでは、チーム内

およびチーム間のコミュニケーションが欠かせないなど、マネ

ジメント面の負荷も大きくなる。業務チームと基盤チームの円

滑なコミュニケーションを保つ橋渡しも、マネジメントチーム

の役割である。

5.3  プロセスの分割
　インテックではプロジェクト実施のために必要な作業プロセ

スを、インテック業務プロセス標準IP３（INTEC Processes 

for best Performance and high Productivity）として標

準化している。IP３ではシステム企画や要件定義からシステム

リリースまで、システム構築の全フェーズの作業項目と成果物

を定義している。先に述べた四つのチーム体制で、効率的なプ

ロセスのもとプロジェクトを進めるため、基盤系のプロセスは

さらに詳細化している。それが基盤WBSであり、専門分野に

特化するアプリケーション基盤とインフラ基盤では、IP３を補

完する形で使用する。基盤系プロセスを体系化した基盤WBS

は、iStanceFrameを使用したシステム開発とも整合性がと

られている。

6. おわりに
　アプリケーション基盤は、主に品質と生産性の向上に寄与し

てきた。アプリケーションフレームワークとして提供される共
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表1 アプリケーション基盤の構成物

アプリケーション基盤の構成物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内容

アプリケーションフレームワーク

標準化した
アプリケーション
アーキテクチャー

共通化したプログラム
ライブラリー

アプリケーションサンプル

アプリケーション設計標準書

アプリケーション実装標準書

仕様書テンプレート

開発支援ツール

基盤WBS
（Work Breakdown Structure）

役割ごとに分割し、標準化した部品を組み合わせてアプリケーションを形作る構造
配置構成による物理分割、処理フローによる論理分割、役割機能による分割で多重な階層構造

業務アプリケーションで使用頻度の高い、複数システム共通で汎用的に使用可能なプログラム部品

アーキテクチャー設計に則り、共通ライブラリーを使用した、使用頻度の高い機能の業務アプリケーション
クライアントアプリケーション用、Webアプリケーション用、バッチアプリケーション用を用意

要件定義・基本設計フェーズで、アプリケーション基盤の標準化を行うための標準書サンプル
ユーザーインターフェース標準、バッチ標準、帳票標準、セキュリティ標準、データアクセス標準など

詳細設計・単体開発フェーズで、アプリケーションフレームワークを活用した実装を行うための標準書サンプル
コーディング標準、命名標準、実装ガイドライン、環境構築ガイドライン、アプリケーションフレームワーク説明書など

アプリケーションフレームワークを使用して開発を行うために最適化した設計書のセット
基本設計書、詳細設計書、テスト仕様書など

仕様書やDBテーブル定義等の情報から、機械的にプログラムソースや仕様書を部分的に出力する自動生成ツール

基盤系の作業項目と成果物を細かく分解し、関連付けを行って体系化したプロセス
アプリケーション基盤とインフラ基盤の、要件定義からリリースまでのプロセスをカバー

図1 アプリケーションフレームワークの物理分割
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通ライブラリーのように、導入実績のあるテスト済みのプログ

ラムを使用することで、一定の品質を確保しながら、開発・テス

ト工数を削減することができた。また、設計や実装をアーキテ

クチャーに沿って標準化することで、品質のばらつきを抑える

ことができた。

　しかし、ビジネスとテクノロジーの環境が急激に変化する現

在においては、要件が複雑化し、システム開発の短期化・高速

化がより求められている。品質の確保とコストの削減をしつ

つ、このようなシステム開発の課題を解決するには、今まで通

りの方法やノウハウだけでは対応が難しい状況となっている。

　インテックでは、iStanceFrameを使用して数々のシステム

開発を行う中で、プロジェクトの特性に合わせ、継続的にアプ

リケーション基盤を改善してきた。この変化に柔軟に対応する

継続的な改善の取り組みこそ、現在のシステム開発の課題を解

決するソリューションの基礎となる。短納期・低コスト・高品質

といったお客様のニーズにお応えできるよう、今後も、さらな

るシステム開発ソリューションの改善を継続していきたい。

　アプリケーションはシステムのどこで稼動するのか。アプリケー

ションを複数箇所に分散配置した場合、アプリケーション間はど

のように連携するのか。このことは、システム全体の性能に大きく

影響する。信頼性・可用性・拡張性・運用保守性・移行性・セキュリ

ティなど、物理分割の方式が非機能要件全般に影響する。

　システムごとに異なる物理分割に対応できるよう、iStance-

Frameはアーキテクチャーを構造化している。各物理階層を

独立した部品に分割しており、部品を組み合わせてアプリケー

ションを構成する。同一のロジック層とデータアクセス層を使

用し、プレゼンテーション層のみ複数のユーザーインターフェー

スに対応するアプリケーションを構築することも可能である。

データベース、Webサーバーの製品やバージョンの変更も、部

品の組み換えで対応できる。この部品単位で組み合わせを変

える仕組みにより、テクノロジーの変化に合わせてアプリケー

ション構成を柔軟に変更することができる。
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iStanceFrameアプリケーション基盤の
継続的改善

1. はじめに

概要
　インテックSI事業本部では主に大規模案件に対応してiStanceFrameというアプリケーション基盤を構築

し、継続的に改善してきた。

　iStanceFrameでは、生産性の向上を目的として動作検証済みの共通ライブラリーを準備し、処理をパターン

化したレイヤー構造を取り入れている。また、非機能要件に対応するため物理分割を行い、保守性を向上するため

に論理分割を行っている。このように目的別にアーキテクチャーを階層化することで、分業体制によるシステム

開発を支えている。

　複数チームの分業体制でプロジェクトを推進した場合、それぞれのチームは業務の対象領域が異なるスペシャ

リストで構成される。そのため、チーム間のコミュニケーション管理等のプロジェクトマネジメントを欠かすことが

できない。iStanceFrameでは、安定的にアプリケーション開発を推進するため、アーキテクチャーの改善ととも

にチーム体制に合わせた開発プロセスの標準化も行っている。

　大規模アプリケーションの開発では、人材を確保するため、

社内だけでなく複数のベンダーやオフショアを活用するケース

がある。そのような場合、メンバーごとのスキルのばらつきや

ベンダーごとの開発プロセスの違いにより、品質を維持するこ

とが難しくなる。インテックではこうした大規模案件特有の課

題に対するソリューションを確立するため、プロジェクトマネジメ

ントを強化し、アプリケーション基盤の改善に取り組んできた。

　しかし、現在もシステム開発の現場では、今までの開発プロ

セスが通用しない要件が続々と発生している。例えば、ビジネ

スの高速化にともない、短納期化・低コスト化しているプロ

ジェクトでは、既存の開発プロセスでは必須となる「アプリ

ケーション基盤の構築期間」を十分に確保できない。この問題

を単純に、期間短縮や、メンバー追加で対応することはできな

い。開発対象の機能で分割し、優先度の高い機能のリリース速

度を優先するよう、スパイラル型の開発プロセスを取り入れて

調整を行う。そのためには既存のアーキテクチャーをベースに

機能の実装を開始し、開発を進める中でアーキテクチャーの
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変更を行う。スパイラル型の開発プロセスを取り込むうえで

は、アプリケーション基盤の構築プロセスもスパイラル型に合

わせてプロセス改善を行う必要がある。

　このようなプロセス改善を今後も継続するためには、過去に

蓄積したノウハウを整理したうえでプロジェクト特性を見極め

る必要がある。以降では、これらの課題をどのように解決してき

たかという視点でアプリケーション基盤の特性を説明する。

2.  iStanceFrameアプリケーション基盤とは
2.1  iStanceFrameとは
　インテックSI事業本部（以下、本部）では、スクラッチ開発

において、iStanceFrame for .NetとiStanceFrame for 

Javaの２種類のアプリケーション基盤を使用している。

iStanceFrameは、標準化したアーキテクチャーと共通化した

プログラムライブラリーであるアプリケーションフレームワー

クを中心に、アプリケーションサンプル、アプリケーション設

計・実装標準書、仕様書テンプレート、開発支援ツール、基盤

WBSで構成している。

2.2  iStanceFrame構築の背景
　本部内では機能の重複を排除し生産性を向上する目的で、

プロジェクトごとに自発的に共通ライブラリーを使用した開発を

行っていた。２０００年には「本部共通のJavaアプリケーション基

盤」としてISF（INTEC Struts extension Framework）を整

備し、複数のプロジェクトで共通に使用するようになった[１]。

しかし当時の共通化作業は、既存プロジェクトの成果物とプロ

ジェクトメンバーの経験をもとに、プロジェクト単位で行って

いた。

　そのような状況の中、２００７年に本部で同時に三つの大規模

なシステム開発プロジェクトが立ち上がった。３プロジェクト

を実施するにあたり、共通化作業をプロジェクトごとに行う今

までの方法ではなく、本部全体で実施することにより、生産性

の向上を図ることとなった。これが、iStanceFrame構築の発

端である。

2.3  iStanceFrame構築の目的
　２００７年当時、大規模で複雑なシステム開発プロジェクトか

らアプリケーション基盤に求められた要件は下記であった。

　 ● 高い品質の確保

　  ● 高い生産性による短納期での開発

　 ● システムリリース後の高い保守性

　これに加え、複数プロジェクトで共通に使用するため、下記

を兼ね備えている必要があった。

　 ● 業種・業務が異なるお客様の要件をシステム化する柔軟性

　 ● 直近の３プロジェクトを含め、将来のプロジェクトでも共通

　  的に使用できる汎用性

　これらの要件を実現するため、開発プロセスを標準化し、共

通化部品を柔軟に組み合わせてiStanceFrameを整備してき

た。その結果、２００７年から２０１２年までにiStanceFrameを使

用した九つの新規システム開発プロジェクトが成功裏に完了

した。

　iStanceFrameはシステム開発プロジェクトで繰り返し使用

される中で、その時々の新技術に対応し、プロジェクトで発生

した問題に対処してきた。この改善活動により、iStance-

Frameを使用するプロジェクトでは下記の効果を享受できる

ようになった。

　  ● 使用実績があり品質が保証されている安心感

　 ● 設計・開発メンバーの暗黙知を含め、システム開発のノウ

　　ハウを使用する信頼感

　 ● 業務要件の変更および新技術・新機能への対応を容易に

　　 行うことができる拡張性

　  ● 共通機能の利用による開発・テスト工数の削減

　 ● アプリケーション基盤構築の負荷を減らし、業務アプリ

　　 ケーションの設計・開発作業に注力できること

　以降では、ビジネスとテクノロジーの変化が加速する現在に

おいて、業務アプリケーションの開発に求められるアプリケー

ション基盤を、iStanceFrame for .Netを使用して説明する。

3.  アーキテクチャーの工夫点
　アプリケーション基盤の活用により、生産性・保守性の向上

を実現するためのポイントをアプリケーションフレームワーク

の構造の面から説明する。iStanceFrameではアプリケーショ

ンフレームワークの構造を、物理分割と論理分割の二つの視点

でとらえることができる。複数の視点から役割単位にアプリ

ケーション構造を分解することで、標準化と共通化が行いやす

い部品の粒度を示すことができる。

3.1  物理分割による非機能要件への対応
　物理分割とは、EXEファイル・DLLファイル・サービスなど、

アプリケーションの実体を配置する場所を視点に分割する方

式である。例えば、Web型とバッチ型であればサーバー側のみ

にアプリケーションを配置するが、スマートクライアント型で

はクライアント側とサーバー側の両方に配置する。

　さらに、Web型をインターネットに公開する場合、外部から

のアクセスを受け付けるのはWebサーバーのみに制限し、プロ

グラムはアプリケーションサーバーに配置してセキュリティを

確保する。またアプリケーションサーバーとDBサーバー間の

データ転送量を削減したい場合、DBサーバーにストアドプロ

シージャを導入する。

3.2  論理分割による保守性の向上
　論理分割とは、画面アプリケーションの場合、ユーザーが操

作する画面部分をプレゼンテーション層、業務処理をロジック

層、DBアクセス処理をデータアクセス層として、処理の種類

を視点に分割する方法である。例えば、検索画面の場合、ユー

ザーが画面から検索条件を入力し、DBから検索条件を満たす

データを取得し、画面に検索結果を表示する。この一連の処理

フローを、処理の種類ごとに役割を持たせて分けることが論理

分割であり、図２上で処理フローを縦に区切る分け方である。

また、画面アプリケーションは検索画面、登録・編集画面、帳

票出力画面など、画面種類ごとに処理のパターンが異なる。こ

れは図２上で処理フローを横に区切る分け方である。

　縦と横に処理の役割とパターンで分けることで、分割した部

分ごとの標準化をより効率的に進めることができる。部品ごと

に標準化を行うことで、設計者はどこで何の処理を設計すべき

か、開発者は実装する処理内容をどの場所にコーディングすべ

きか適切に判断することができる。多数の設計者と開発者が

参加する大規模プロジェクトでは、すべての設計書とソース

コードの処理内容が標準化されることで、可読性が向上し、生

産性と品質の向上につながる。また、システム開発時とはメン

バーが異なる保守改修時も、標準化されていることが生産性

の重要な要素となる。

図２  アプリケーションフレームワークの論理分割

4.  全体最適と個別最適の工夫点

4.1  アプリケーションフレームワークの階層モデル
　スクラッチ開発では、アプリケーション基盤の活用により生

産性を向上することも重要であるが、その結果としてお客様の要

件を制限してしまうのでは本末転倒である。またiStanceFrame

は複数システムで共通的に使用する要件がある。これらを踏ま

え、以降では、柔軟性による各システムでの個別最適化と、汎用

性による複数システムでの全体最適化のバランスをとるポイント

を、アプリケーションフレームワークの構造から説明する。

　柔軟性と汎用性を合わせ持つため、iStanceFrameではシ

ステム稼動時は一つの画面やバッチアプリケーションとして動

作するまとまりを、内部的に五つの階層構造に分割している。

図３  アプリケーションフレームワークの階層モデル

　業務指向が強い部分は上位に、基盤指向が強い部分は下位

に、階層ごとに役割を分担している。上位２階層はお客様シス

テム個別に構築し、下位３階層は複数プロジェクトで共通的に

利用する。このうち、第３層のFunU（Foundation Utility）

と、第２層のComU（Common Utility）がアプリケーションフ

レームワークの共通機能の役割を担っている。

4.2  FunUによる全体最適
　複数プロジェクトで共有するFunUは、再利用性を重視した設

計としている。例えば、ログ出力やファイル操作などの処理部品、

入力値チェックやフォーマット変更などの画面部品といった、ア

プリケーションで使用頻度が高い機能を共通部品化している。

　共通部品は内部で複雑な処理を実装しているが、FunUを使

用するComUとBizU（Business-use Application）部分の

開発者は、FunU内の複雑な処理内容を把握せずともコーディ

ングできるようにしている。この利用容易性を実現するため、

FunUでは下位の機能を隠蔽化し、インターフェースと使用方法

を標準化して共通部品化している。共通部品の標準化において

は、.Net標準のルールや仕様に則りアプリケーションフレーム

ワーク独自の特殊なルールや仕組みは極力組み込まず、.Net

標準に機能追加する方式をとっている。この標準化と共通部

品化により、BizU担当者はアプリケーションフレームワーク習

得の負荷が減り、業務アプリケーションの設計・開発作業に注

力することができる。

4.3  ComUによる個別最適
　FunUの上位に位置するComUは、システム特有の要件を実

現する役割を担っている。FunUは複数システムで使用できる

再利用性を重視しているため、システムごと個別に変更が必要

な部分が出てくる。その変更部分を吸収する拡張ポイントが

ComUである。例えば、FunUでは対応していないオープン

ソースなどのライブラリー部品の組み込み、入力値チェックの

エラー表示方法、データの排他制御、データベースの各テーブ

ルへのアクセス用インターフェースなど、システムごとに共通機

能の仕様に違いがある。これらシステム固有の共通機能が

ComUの対象となる。また、複数の画面部品をまとめた共通

画面部品、税率計算、営業日換算による日時処理、マスター

データのチェック処理など、業務固有の共通機能もComUの

対象となる。

　FunUそのものを変更するのではなく、ComUに機能を追加

することで、システム特有の仕様にも柔軟に対応することがで

きる。ComUとFunUで異なる役割を担う階層を持つことで、

各システムの個別最適と複数システムの全体最適のバランス

を保っているのである。

4.4  継続的な改善
　システム開発プロジェクトで培ったノウハウをiStance-

Frameに継続的に還元し改善を行うことで、さらなる品質向

上と生産性向上の取り組みを行っている。この取り組みは、プ

ロジェクトの計画・実施・完了の３段階で実施している。

　まず、プロジェクト計画時点で新しいテクノロジー・製品・

バージョンが必要な場合、FunUの改善を実施する。これによ

りiStanceFrameの新技術への対応を行う。次にプロジェク

ト実施中に新たに共通化が必要となった機能は、複数システム

で共通的に使用可能な内容であればFunUに機能を追加する。

そして、プロジェクト完了段階で、アプリケーション基盤に焦点

を当てた結果報告会を行っている。その中で、ComUで新たに

作り込んだ機能や変更箇所など含め、アプリケーション基盤全

般の課題および今回工夫したポイントを洗い出し、iStance-

Frameを改善している。

　このように、iStanceFrameは複数のプロジェクトで使用さ

れる中で継続的に改善が行われている。これら改善活動は、細

かな共通部品単位だけではなく、昨今のシステムでは必須とな

るセキュリティ対応、IT内部統制対応などシステム全体に影響

を及ぼす機能も対象としている。

5.  体制とプロセスの工夫点

　iStanceFrameは主に大規模案件を経験する過程で改善さ

れてきた。大規模案件は通常、複数のチーム体制となり、チーム

間のコミュニケーション管理等のプロジェクトマネジメントが重

要になる。これに対応し、iStanceFrameは共通化したアプリ

ケーションフレームワークとしての側面だけでなく、プロジェク

トを推進するための開発プロセスとしての側面も含んでいる。

5.1  スキルの分割
　システム開発に必要とされるIT関連スキルの変化は速く、

日々、範囲の広さもレベルの深さも拡大し続けている。ITスキル

標準であるITSS(Skil l Standards for IT Professionals)

では、プロジェクトマネージャー、業務スペシャリスト、ITスペ

シャリスト、ITアーキテクトなど、11職種・３５専門分野にスキ

ル体系が分かれている[２]。さらに得意分野に特化したスキル

が求められるため、一人ですべてのスキルを持つことは困難で

ある。また、プロジェクト側から見てもそのようなメンバーを

安定して確保することは非常に困難な状況である。

　そこでプロジェクトは専門分野に特化したスペシャリストで

構成することとなる。スキルごとにチーム分割した体制は、要

員確保を行いやすいばかりでなく、個人の目標とキャリアパス

の明確化といった人材育成の面でも効果がある。

5.2  チームの分割
　本部で実施するシステム開発プロジェクトでは、スペシャリ

スト化が進む状況に合わせ、チームの体制をマネジメントチー

ム、業務チーム、アプリケーション基盤チーム、インフラ基盤

チームの四つに分類している。

図４  体制図

　インフラ基盤チームは、サーバー・セキュリティ・ネットワーク・運

用管理など、基盤技術の領域ごとに専門的なチームで構成する。

　アプリケーション基盤チームは、共通化の範囲により三つの

役割を持ち、大規模プロジェクトでは三つのチームで構成す

る。このチーム構成はアプリケーションフレームワーク階層モ

デルと対応しており、税率計算などお客様の業務要件を共通

化する業務共通チームと、ログ出力やトランザクション管理な

どお客様のシステム要件を共通化するシステム共通チームは、

ComU部分を担当する。複数プロジェクト間でiStance-

Frameの共通化を行う複数システム間共通チームは、FunU部

分を担当する。

　業務チームは、画面やバッチ処理など業務アプリケーション

の設計と開発を行い、アプリケーションフレームワーク階層モ

デルのBizUを担当する。業務チームと基盤チームとを分ける

ことで、業務チームのメンバーは業務仕様のシステム化に集中

することができる。

　チームごとに作業を並列に実施していくうえでは、チーム内

およびチーム間のコミュニケーションが欠かせないなど、マネ

ジメント面の負荷も大きくなる。業務チームと基盤チームの円

滑なコミュニケーションを保つ橋渡しも、マネジメントチーム

の役割である。

5.3  プロセスの分割
　インテックではプロジェクト実施のために必要な作業プロセ

スを、インテック業務プロセス標準IP３（INTEC Processes 

for best Performance and high Productivity）として標

準化している。IP３ではシステム企画や要件定義からシステム

リリースまで、システム構築の全フェーズの作業項目と成果物

を定義している。先に述べた四つのチーム体制で、効率的なプ

ロセスのもとプロジェクトを進めるため、基盤系のプロセスは

さらに詳細化している。それが基盤WBSであり、専門分野に

特化するアプリケーション基盤とインフラ基盤では、IP３を補

完する形で使用する。基盤系プロセスを体系化した基盤WBS

は、iStanceFrameを使用したシステム開発とも整合性がと

られている。

6. おわりに
　アプリケーション基盤は、主に品質と生産性の向上に寄与し

てきた。アプリケーションフレームワークとして提供される共
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表1 アプリケーション基盤の構成物

アプリケーション基盤の構成物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内容

アプリケーションフレームワーク

標準化した
アプリケーション
アーキテクチャー

共通化したプログラム
ライブラリー

アプリケーションサンプル

アプリケーション設計標準書

アプリケーション実装標準書

仕様書テンプレート

開発支援ツール

基盤WBS
（Work Breakdown Structure）

役割ごとに分割し、標準化した部品を組み合わせてアプリケーションを形作る構造
配置構成による物理分割、処理フローによる論理分割、役割機能による分割で多重な階層構造

業務アプリケーションで使用頻度の高い、複数システム共通で汎用的に使用可能なプログラム部品

アーキテクチャー設計に則り、共通ライブラリーを使用した、使用頻度の高い機能の業務アプリケーション
クライアントアプリケーション用、Webアプリケーション用、バッチアプリケーション用を用意

要件定義・基本設計フェーズで、アプリケーション基盤の標準化を行うための標準書サンプル
ユーザーインターフェース標準、バッチ標準、帳票標準、セキュリティ標準、データアクセス標準など

詳細設計・単体開発フェーズで、アプリケーションフレームワークを活用した実装を行うための標準書サンプル
コーディング標準、命名標準、実装ガイドライン、環境構築ガイドライン、アプリケーションフレームワーク説明書など

アプリケーションフレームワークを使用して開発を行うために最適化した設計書のセット
基本設計書、詳細設計書、テスト仕様書など

仕様書やDBテーブル定義等の情報から、機械的にプログラムソースや仕様書を部分的に出力する自動生成ツール

基盤系の作業項目と成果物を細かく分解し、関連付けを行って体系化したプロセス
アプリケーション基盤とインフラ基盤の、要件定義からリリースまでのプロセスをカバー

図1 アプリケーションフレームワークの物理分割
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お客様システム用業務アプリケーション
BizU（ Business-use Application ）

お客様システム用フレームワーク
ComU（ Common Utility ）

インテック社内フレームワーク
FunU（ Foundation Utility ）

オープンソースライブラリー、
サードパーティーモジュール

お客様個別
に構築

複数のお客様
共通で利用

お客様システム開発プロジェクト

システムアーキテクト部

プロジェクト
マネジメントチーム

マネジメント
担当
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通ライブラリーのように、導入実績のあるテスト済みのプログ

ラムを使用することで、一定の品質を確保しながら、開発・テス

ト工数を削減することができた。また、設計や実装をアーキテ

クチャーに沿って標準化することで、品質のばらつきを抑える

ことができた。

　しかし、ビジネスとテクノロジーの環境が急激に変化する現

在においては、要件が複雑化し、システム開発の短期化・高速

化がより求められている。品質の確保とコストの削減をしつ

つ、このようなシステム開発の課題を解決するには、今まで通

りの方法やノウハウだけでは対応が難しい状況となっている。

　インテックでは、iStanceFrameを使用して数々のシステム

開発を行う中で、プロジェクトの特性に合わせ、継続的にアプ

リケーション基盤を改善してきた。この変化に柔軟に対応する

継続的な改善の取り組みこそ、現在のシステム開発の課題を解

決するソリューションの基礎となる。短納期・低コスト・高品質

といったお客様のニーズにお応えできるよう、今後も、さらな

るシステム開発ソリューションの改善を継続していきたい。

　アプリケーションはシステムのどこで稼動するのか。アプリケー

ションを複数箇所に分散配置した場合、アプリケーション間はど

のように連携するのか。このことは、システム全体の性能に大きく

影響する。信頼性・可用性・拡張性・運用保守性・移行性・セキュリ

ティなど、物理分割の方式が非機能要件全般に影響する。

　システムごとに異なる物理分割に対応できるよう、iStance-

Frameはアーキテクチャーを構造化している。各物理階層を

独立した部品に分割しており、部品を組み合わせてアプリケー

ションを構成する。同一のロジック層とデータアクセス層を使

用し、プレゼンテーション層のみ複数のユーザーインターフェー

スに対応するアプリケーションを構築することも可能である。

データベース、Webサーバーの製品やバージョンの変更も、部

品の組み換えで対応できる。この部品単位で組み合わせを変

える仕組みにより、テクノロジーの変化に合わせてアプリケー

ション構成を柔軟に変更することができる。
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