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受託開発における自動生成ツール利用の
課題と生産性に与える影響の考察

川口　由紀恵　　　　笹井　誠　　　　川添　恭平

概要
　当社では、全社をあげて生産性向上に力を入れている。現在は生産環境の革新の一環として、ソースコード
自動生成ツール(以下、自動生成ツール)を用いたシステム開発の自動化技術(自動開発)の研究を進めている。
　本稿では、自動開発の研究開発を通じて得た知見から、受託開発に自動生成ツールを利用する際の活用
ポイントと開発工数の削減効果を評価した。自動開発のシミュレーション結果から、開発工程全体で約20%の
削減効果が見込めることが分かった。また、すでに当社内でサービス提供を開始しているテスト自動化サービス
や、スマートデバイス向けアプリケーション開発基盤と連携して、システム開発全体の生産性を相乗的に向上
させる共通開発支援サービス構想について説明する。共通開発支援サービスの構築により、開発工程全体の削減
効果は約30%に向上する見込みである。
　今後は、当社の開発標準に適した自動生成ツールのプロトタイプ開発を行い、実際のシステム開発における
実用性を評価する。

  1.  はじめに
　当社では、ソフトウェアの品質向上および短期開発を目標とし

て、全社的なソフトウェア生産環境の革新を進めている。この取

り組みの中で、ビジネス進歩や技術革新に対応しながら飛躍的な

生産性向上を実現するために、「標準化」「再利用」「自動化」を

基本とする施策を展開している。

  「標準化」と「再利用」施策の狙いは、開発ツールと開発プロセ

スの標準化および、開発資産の部品化による、システム開発の低

コスト化と高品質化である。両施策によって、プロジェクト間のノ

ウハウ共有を活性化させ、技術者教育も含めた開発能力の強化

やノウハウの蓄積が可能になる。

  「自動化」施策の狙いは、開発プロセスの自動化による工数削

減および、人為的なミスの排除による高品質化である。自動生成

ツールは、開発工程の中でも工数が大きい製造工程を自動化し、

生産性を高める有効な手段である。

　当社では、当社の開発標準との適合性を高めた自動生成ツー

ルの開発および自動開発手法の確立のため、自動生成ツールの

研究開発に取り組んできた。本研究開発の目的は、受託開発にお

ける生産性の飛躍的向上である。
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  2.  自動生成ツールの現状分析
2.1  自動生成ツールの現状
　自動生成ツールは、主にソフトウェアの製造(プログラミング)

を自動化する開発支援ツールである。一般的な自動生成ツール

は、ソフトウェアの設計情報を入力すると、プログラム言語で書

かれたソースコードを生成する。

　ソースコード自動生成への取り組みは１９８０年代から始まって

おり、CASE(Computer Aided Software Engineering)やモ

デル駆動アーキテクチャ(MDA:Model Driven Architecture)

などとも関係がある。

　自動生成ツールは、部分生成ツールと完全生成ツールに大別

できる。部分生成ツールは、ソフトウェアの特定機能に限定した

ソースコードを生成する。代表的な部分生成ツールには、オブ

ジェクト関係マッピング(ORM:Object Relational Mapping)

やひな型生成(scaffold)ツールがある。[２][３]

　完全生成ツールは、ユーザインタフェース(UI)や業務ロジック

を含めて、ソフトウェア全体のソースコードを生成する。独自の

開発方法論にもとづくGU I (Graphical User Interface)を提

供しているものが多く、部品化したモジュールを組みたてながら

プログラミングなしでソフトウェアが作成できることから、ノン

プログラミング開発ツールと呼ぶこともある。[４][５]

　完全生成ツールは、ユーザ企業自身が自社の業務システムを

開発するエンドユーザ開発(EUD:End User Development)で

積極的に利用され始めている。EUDを行っている多くの開発現

場では、高度な開発スキルを持つスタッフが不足がちであり、か

つ業務システム開発に多額の投資がしづらくなっている。その

ため、低価格で実現できるシステム開発が求められており、この

ような状況において、専門知識を持たなくてもシステムを簡単

に自社開発できる完全生成ツールに対する期待が大きくなって

いる。

　完全生成ツールを用いた開発では、システム要件とツールの

機能が適合すると生産性の飛躍的な向上が期待できる。以降

では、完全生成ツールに焦点をあて、受託開発における生産性

に与える影響を検討する。

2.2  自動生成ツールの活用ポイント
　顧客のニーズに適合する業務システムをオーダメイドで請け

負う受託開発では、高度な開発技術を持つ専門スタッフや高い

技術レベルを期待されるため、システムの機能面だけではなく、

品質や性能など非機能面の要求が高くなる傾向にある。

　また、自動生成ツールは個々に特徴があり、適用範囲や開発

手法が異なる。そのため、受託開発で自動生成ツールを効率的

に利用するためには、次の点を考慮したツール選定を行う必要

がある。

(１)生産性と開発自由度が開発案件に適していること

　自動生成ツールを用いると、生成するソフトウェアの生産

性と開発自由度は一般的にトレードオフの関係になる。自動

化効率の高い自動生成ツールは、自動開発の対象範囲が業

務機能に適合すると極めて高い生産性を発揮する一方で、

非定型業務や複雑な独自仕様の業務機能を容易に開発でき

ない場合が多い。

　顧客の求めるデザインや操作性はシステムの満足度に大

きく影響するため、UI 生成の自由度の高い自動生成ツール

が有利である。あらかじめ準備されたデザインやUI を組み

合わせて自動生成を実現している自動生成ツールでは、独自

のデザインや操作性を求められる画面仕様に十分対応でき

ないことがある。

(２)成果物の非機能要件を保証していること

　業務システムの安定利用が必須条件となる受託開発で

は、性能や品質をより高く求められる。自動生成ツールに

よって生成されたソフトウェアは、開発者のプログラミン

グスキルに依存せずプログラムミスが発生しにくいため、セ

キュリティ対策やプログラム品質が均質的である。

　その反面、生成するソフトウェアを業務システムの処理内

容に合わせて個別最適化することが困難なことから、高性能

を求められるシステムには不向きである。非機能面を考慮し

ていない自動生成ツールを用いると、性能改善や品質保証に

多くの手間がかかり、自動開発のメリットが得られなくなる。

(３)適切な開発方法論に対応していること

　要件や複雑さの異なるシステム開発では、自動生成ツール

に対する要求や期待効果も異なる。自動生成ツールは、デー

タ中心アプローチ(DOA:Data Oriented Approach)など

の標準的な開発方法論に対応したものから、ツールベンダー

独自の開発方法論を採用したものまで多種多様であり、生成

する成果物や対象範囲も異なる。

　したがって、開発対象のシステム要件と自動生成ツールの

機能マッチングを十分に考慮する必要がある。自動生成ツー

ルの選定を誤ると、想定していた開発方法論とのミスマッチ

によって生産性が低下する恐れがある。
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(４)成果物の保守開発性が高いこと

　仕様変更やバージョンアップにともなう保守開発におい

ても、自動生成ツールを継続的に利用することで生産性を

高められる。このとき、自動生成ツールが生成したソース

コードに対して手作業による内容変更を行ったときは、再

生成時にその変更内容を引き継ぐことで成果物の整合性を

保証する必要がある。

　生成したソースコードを手作業で直接修正して、成果物に

対する変更を再生成結果に反映できない自動生成ツールを

用いるときは、手動開発と自動開発を矛盾なく進められる

ような開発プロセスと成果物管理の仕組みが必要になる。

  3.  受託開発における自動開発の課題
3.1  生産性に与える影響
　本節では、自動生成ツールが生産性に与える影響を考察する

ため、受託開発を想定して手動開発と自動生成ツール(完全生成

ツール)を用いた自動開発の工数比較シミュレーションを行う。

　本シミュレーションの自動開発では、詳細設計工程と製造工

程において自動生成ツールで生成可能な業務機能(定型業務)と

生成できない機能(非定型業務)を区別して、定型業務に対しての

み、自動生成ツールを適用する開発パターンを想定する。(表１)

　ここで、ソフトウェアデータ白書[６]の工程別実績の基本統

計量データを参考にして、小規模な新規システム開発案件にお

ける、主要５工程(基本設計、詳細設計、製造、結合テスト、総

合テスト)の基準工数を設定した。ここで、同文献で調査対象

にしたシステムのファンクション・ポイント(FP)の規模別分布

から、４００FP未満のシステム規模を小規模とした。４００FP未

満の新規システム開発では、製造工程の比率が最も高い。

　また、過去に開発した複数の顧客管理システムや在庫管理シ

ステムの業務仕様と実績工数を参考にして、小規模システムの

　さらに、開発規模の違いによる自動開発の影響を明らかにす

るために、同様の手順で開発規模のより大きな４００FP以上のシ

ミュレーションを行った。ソフトウェアデータ白書から、開発規

模の大小によって工程別の実績工数が異なることが分かる。自

動生成ツールを利用した場合、主に詳細設計と製造の生産性に

影響があるが、開発規模が大きくなると詳細設計の比率は増加

し、製造工程の比率は減少する。

　ここで、４００FP未満の条件設定と同様に、大規模システム開

発の定型業務における割合を、詳細設計と製造でそれぞれ６０%

と３０%に設定した。主要5工程の手動開発と自動開発の工数比

率は９１%となり、９%の工数削減が見込める。詳細設計と製造

を合わせた同工数比率は８４%となり、同工程で１６%の工数削

減が見込める。(表２)

3.2  自動開発の課題
　３.１の結果から、自動生成ツールを利用した自動開発によっ

て一定の工数削減を見込むことができると判断できる。また、

同ツールの導入効果が抑制される原因として、以下が明らかに

なった。

定型業務に関わる割合を、詳細設計と製造でそれぞれ８０%と

５０%に設定した。

　手動開発の基準工数をもとにして自動開発の基準工数を計

算した結果、詳細設計と製造工程における手動開発と自動開

発の工数比率は６９%となり、同工程で３１%の工数削減が見込

める。主要５工程全体では、同工数比率は８２%となり、１８%の

工数削減が見込める。(図１)
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表１  シミュレーションにおける自動開発の実施条件

図１  新規システム開発案件における自動開発のシミュレーション結果

表２  開発規模による自動化効率の比較
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(１)自動生成ツールを前提とした詳細設計の工数は増加する

　自動開発は手動開発と比較して製造工数が減少するが、

詳細設計工数は逆に増加する。自動生成ツールは詳細設計

を入力としてソースコードを生成するため、詳細設計が曖

昧または不完全なときはソースコードを生成することがで

きない。自動開発では、手動開発より詳細かつ完全な設計

書を作成する必要があるため、減少した製造工数の一部が

詳細設計に付け替えられているといえる。 

(２)開発規模が大きくなると効果が出にくくなる

　４００FP未満と４００FP以上の結果を比較すると、４００FP

未満のほうがやや自動開発の効率が高いことが分かる。開

発規模が大きくなると、全工数に対する詳細設計の割合は

大きくなり、製造の割合は下がる。自動生成ツールを用いた

開発では、詳細設計の工数は増加し、製造の工数は減少す

る。このことから、開発規模が大きくなると、自動生成ツー

ルの効果が得られる製造の割合が小さくなるため、効果が

小さくなるといえる。

(３)定型業務の割合が低いと自動生成ツールの導入効果が出にくい

　自動生成ツールは、画面仕様や業務ロジックがパターン

化している定型業務に向いている。一方で、画面仕様や業

務ロジックが複雑でパターン化できない非定型業務は自動

生成の対象外となる。開発対象の定型業務の割合が高けれ

ば自動生成ツールの導入効果は高く表れるが、反対に非定

型業務の割合が高ければ導入効果は出にくくなる。

　以上から、全体に対して詳細設計と製造の割合が高い中小

規模、かつ定型業務の割合の高いシステム開発では、自動生

成ツールによる一定の生産性向上が期待できる。ただし、自動

生成ツールの導入は無条件に生産性向上につながるわけでは

ない。自動生成ツールの導入効果を十分に発揮するためには、

開発案件が導入条件を満たしているかどうか判断が必要であ

る。開発案件が自動生成ツールの導入条件に適合すること、ま

たは自動生成ツールの利用を前提とした開発案件を獲得する

ことで、大きな導入効果が期待できる。

  4.  共通開発支援サービスの構想
4.1  開発支援サービス共通化の狙い
　当社は生 産環境の共 通化を目的とした、共 通開発 基盤

ezPlatformを社内提供しており、２０１３年６月末時点で１３０

以上のプロジェクトで利用されている。ezPlatform上では、

すでにテスト自動化サービス(TaaS:Test as a Service)や

スマートデバイス向けアプリケーション開発基盤(開発コー

ド:SPeeDy)などの開発支援サービスが稼働しており、各サー

ビスは個別に効果をあげている。[１][７]

　現在、すでに稼働している開発支援サービスと同様に、

ezPlatformに自動開発の技術を組み込み、従来個別に利用し

ていたサービスを連携利用させることで、システム開発全体の

生産性を相乗的に向上させる共通開発支援サービス構想を検

討している。

4.2  共通開発支援サービスの概要
　共通支援サービスの概要を図２に示す。自動開発を他サービス

の中継サービスに位置づけると、以下のようなメリットがある。

(１)他開発支援サービスとの連携による全体最適化

　各開発支援サービスの提供によって各開発工程において

作業効率が向上し、部分最適化が促進されている。共通開

発支援サービスでは、各サービスを連携することで全体最適

化を促進する仕組みを提供する。

　自動開発とTaaSを連携すると、製造工程とテスト工程で

相乗的な効率向上が図れる。TaaSは結合テストの自動実

行を行い、マルチプラットフォームやマルチブラウザテストと

いった回帰テストで工数削減の効果を発揮する。しかし、テ

ストの実施仕様(シナリオ)は手作業で作成する必要があり、

同作業が全テスト工数に占める割合は約８割と大きい。

　自動生成ツールでは、データ定義やアプリケーションの設

計情報を持っている。そこで、設計情報にテストシナリオを

生成するための補完情報を追加することで、アプリケーショ

ンとテストシナリオを自動生成するサービスを検討してい

る。TaaSは自動生成したテストシナリオを利用することで、

製造工程とテスト工程を通じた最適化がなされる。

　加えて、設計から結合テストにおける成果物(設計書、アプ

リケーション、テスト仕様書、テスト結果)を全てリポジトリに

一元管理する。これにより、開発者が必要に応じて更新・参

照を行える環境を構築し、バージョン管理やテスト結果を可

視化することで、成果物の一貫性や整合性を確保する。

(２)スマートデバイス向け開発への開発対象の拡大

　スマートフォンやタブレット端末などのスマートデバイス

の普及によって、スマートデバイス向けアプリケーション開

発が急激に増加すると予想している。従来のコンピュータ

向け開発に加えて、スマートデバイス向け開発の効率化も



第14号

2014

個
別
論
文

58

開発部門

iPhone iOS

スマートデバイス向け
アプリ開発基盤

ソースコード
自動生成ツール

テスト自動化
(TaaS)

（2）開発対象の拡大

（1）全体最適化

アプリ提供

スマートデバイス向けアプリ 設計書・アプリ

アプリ提供

スマートデバイス向けアプリ 設計書・アプリ

テスト
シナリオ

テスト結果

共通開発支援サービス

共同開発基盤 (ezPlatform)

設計書
ソースコード
テストシナリオ
テスト結果

40　 39　     100　     40   30

40　 45　  50　   30

0　   50　100   150    200   250

基本設計

詳細設計

製造

結合テキスト

総合テスト

11.6

40　 45　  50　        3036.8

自動開発・
TasS連携

自動開発・
TasSテスト

手動開発・
手動テスト

達成しなければならない。

　SPeeDyでは、スマートデバイス向けアプリケーション

を容易に開発するためのライブラリやプラグインを含んだ

開発基盤を提供している。スマートデバイスは従来のコン

ピュータと異なり、カメラやセンサーなどの機能を持ってい

る。また、機種ごとに異なる仕様を持つため、多様な機種に

対応するためには個別開発が必要になっていた。自動開発

とSPeeDyを連携して、同一の設計情報から異なるプラッ

トフォームのソースコードを生成する仕組みを提供すれば、

開発対象を広く支援することが可能になる。

4.3  テスト自動化サービスとの連携の期待効果
　４.２で述べたとおり、自動開発とTaaSを連携した共通開発

支援サービスでは、各サービスを個々に利用するよりも高い生

産性が期待できる。両サービスを連携した際の効果を検証する

ために、「① 自動開発とTaaSを連携した開発」、「② 自動開発

とTaaSを併用した開発」、「③ 手動開発」の３通りについて主

要５工程の基準工数をシミュレーションで比較した。①は前述

のとおり自動生成ツールがテストシナリオを自動生成するが、②

では自動生成ツールとTaaSが独立しているため、テストシナリ

オを手作業で作成する必要がある。

　シミュレーションの条件は、３.１の４００FP未満の新規システ

図２  共通開発支援サービス

ム開発案件と同様とする。また、自動開発とTaaSの連携効果と

して、TaaSに必要なテストケースの７０%が自動開発の設計情報

から生成可能であると見積もった。

　主要５工程の開発パターン②と③の工数比率は８１%となり、

１９%の工数削減になる。②については、TaaSでの回帰テスト

を考慮せず初回のテストを想定している。そのため、テストシ

ナリオ作成の工数が大きく、TaaS利用の削減効果は小さい。

TaaSの効果は保守開発やマルチブラウザでのテストで効果を

発揮する。

　開発パターン①と③の同工数比率は７１%となり、２９%の工数

削減となる。この結果から、自動開発とTaaSの連携により、初

回テスト時から生産性向上の効果が見込める。(図３)

図３  TaaS との連携による期待効果
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  5.  おわりに
　本稿では、当社における生産改革の一環である自動生成ツー

ルの研究開発の知見にもとづいて、受託開発における自動生

成ツール利用の課題と生産性に与える影響を予想した。この結

果、中小規模の新規システム開発案件で、約２０%の工数削減効

果が見込めることが分かった。さらに、共通開発支援サービス

構想にもとづく自動開発とTaaSの連携で、相乗的な効果が期

待できる。

　今後は、当社の開発標準に適した自動生成ツールのプロトタ

イプ開発を行い、実際のシステム開発における実用性を評価す

る予定である。さらに、同ツールの自動開発サービス化と共通

開発支援サービスの実現によって、当社のシステム開発の生産

性を飛躍的に向上させたい。

川口　由紀恵
KAWAGUCHI Yukie

笹井　誠
SASAI Makoto

川添　恭平
KAWAZOE Kyohei
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