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概要
インターネット技術の革新によりシステム形態、設計方法論、ミドルウェア製品等に大きな変化が起

き、Web開発やJava言語を使用する開発が広がりを見せている。それに伴いお客さまの I Tニーズにも

変化が起き、より高度で複雑な要件が求められるようになってきた。このような変化の激しい中におい

ても、お客さまのご要望通りの機能を、短期間で品質良く、そして最小限のコストで実現することは最

も重要なテーマである。

これらを実現する手段としてフレームワーク技術が注目されており、実際にフレームワークを使って

成功した事例を報告する企業は多い。一般的には、フレームワーク導入を検討するにあたり、オープン

ソースや市販製品のフレームワーク（以下、既存フレームワーク）の利用が考えられる。しかし、実際に

検討をはじめてみると、そのカバーする範囲や機能の不足、柔軟性や拡張性等にも問題点があり、長期

的な視点から既存フレームワークを利用することは決して効果的であるとは言えない。そこで、既存フ

レームワーク適用上の問題点を解消するために、自社開発したフレームワークを利用し、業務アプリケー

ションを開発するソリューションを提案する。

今回、我々のプロジェクトでは、この方針に沿ってWebアプリケーション開発の基盤となるフレーム

ワークA2F（Agent to Framework）を開発した。このA2Fを利用することで、開発者や設計者に対して、

より簡単で使いやすい、さまざまな要件にも柔軟に対応していけるシステム開発基盤を提供することが

できた。今後、我々はA2Fを活用し、お客さまの新しいニーズに対してスピーディ、かつ柔軟に対応し

ていきたい。

1. はじめに
近年、企業内の情報系システム開発においては急激な変化が

起きている。最も象徴的なものとして、従来主流であった「ク

ライアントサーバ型開発」から「Web型開発」への変化が挙

げられる。それに伴い１９９５年に登場したJava言語が普及し、

設計手法においても「データ中心設計」に変わって「オブジェ

クト指向設計」に注目が移ってきた。また、情報系システムが

経営戦略上、重要な役割を担うようになり、ビジネスチャンス

を逃さないためにも高度なシステムを迅速にかつ高品質に構築
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することが、以前にも増して要求されるようになってきた。

これらを背景にJava開発においては、サーバ向け標準仕様

である「J２EE」が策定され、それに伴いミドルウェア製品とし

てこれに準拠したWebアプリケーションサーバーの各製品が

発表されてきた。しかし、このようなミドルウェア製品を用意

すれば容易に大規模なJava開発を行えるだろうか。実際の開

発では、以下のようなさまざまな課題に直面することになる（1）。

¡Web開発ではWebアプリケーション特有の専門知識

が要求されるが、急速なWeb技術の浸透によりWeb開

発技術者の育成が追いつかない。
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¡上流設計においても、従来データ中心設計を行ってきた

技術者にオブジェクト指向設計等の知識が要求される。

¡ Web開発自体の歴史が浅いため、その開発手法が十

分に確立されておらず、開発の標準化や部品群の整備

等が必要である。

これらの課題を解決する手段の一つとして、フレームワーク

技術が注目されている。フレームワークは、開発者に難しい専

門知識を要求せず、業務部品の設計・開発に専念させるために

標準化された半完成のアプリケーション基盤を提供する。それ

によって、Web開発の熟練者でなくとも高生産性と高品質が

実現でき、高い保守性が可能となる。

一般にフレームワークとは、開発者がカスタマイズできるア

プリケーションの骨組みのことであり、本稿では特にWebシ

ステム開発を目的としたシステム基盤となるものとして位置づ

けている。

Webアプリケーションを「骨格となる構造的な再利用する

部分（フレームワーク）」と「開発者が作成する業務部品であ

るビジネスロジック」に分け、フレームワーク側からビジネス

ロジックを呼び出す方式をとることで、開発者はビジネスロジッ

クの作成のみに注力することができる。その結果として、以下

のような効果が期待できる。

（1）生産性向上、開発期間短縮

¡難易度が高く煩雑な処理はフレームワークの中に隠蔽

し、画面や業務部品の作成に注力できるため開発期間、

テスト期間の短縮が可能となる。

¡プログラミング量を減少させ、効率の良い開発・テス

トが可能となる。

¡Web開発の専門知識がなくてもフレームワークの

使用方法の知識があれば容易に開発でき、教育コス

トの削減も可能となる。

（2）品質・保守性向上

¡フレームワークは、開発者を標準の型に強制的にはめ

込む特性があるため、自然に標準化されたソースコー

ドとなり、均質な保守性の高い開発が行える。

¡MVC (Model-View-Controller ) の各層ごとに独立し

たモジュール設計が可能になるため、問題点の発見や

対応が迅速に行える。

（3）リスク軽減

¡ストレステスト、パフォーマンステストをフレームワー

ク内で実施することにより、システムボトルネックが

発生するリスクを軽減できる。

オープンソースや市販製品といった既存のフレームワークを

アプリケーション構築に適用する方法は、短期的な視点から見

ると確かに有効である。しかし、フレームワークはサイクリッ

クに活用することで最大限の効果が得られるという点を考慮す

ると、既存フレームワークにはカバーする範囲や機能、拡張性

やサポート等のさまざまな問題点が存在する。

例えば、オープンソースであるStrutsがカバーする範囲は、

ビュー層からコントローラ層が中心である。そのため、モデル

層におけるビジネスオブジェクトの作成や、R D B

（Relational DataBase）更新におけるロック時間・排他制

御等を考慮した処理については、独自に部品を開発する必要が

ある。加えて、EJB(Enterprise Java Beans)の使用に際し

ては、オブジェクトとテーブルとの１対多のマッピングには対

応しにくい構造となっている。また、分散アプリケーションを

前提としているため、比較的小規模なアプリケーション開発に

おいては、パフォーマンス面に懸念がある。

同様に、市販製品はソースコードを非公開にしている場合が

多く、自由な機能拡張やメンテナンスが困難である。例えば、

JSP(Java Server Pages)には対応しているが、アプレット

には対応していないということがある。アプレットのビューを

作成しようとしても、カバー範囲外のことは対応できず、「自

由度が低い」という欠点が現れる。さらに、サポートに対する

不安もあり、ベンダの事情によりサポートがされなくなった場

合にはフレームワークを変更する必要が発生する。その場合、

既存アプリケーションの改修や新しいフレームワークの検討な

ど、大きな影響が発生してくる。

上記既存フレームワークの問題点を解消する手段として、フ

レームワークそのものを自社開発することが有効であると考え

た。それにより将来に渡って、業務アプリケーションのシステ

2. フレームワーク
2.1フレームワークの概要（2）

2.2 既存フレームワークの問題点

3.1 開発経緯

3.「A2F」のご紹介
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ム基盤としてのサポートを保証し、当社の業務に適合したフレー

ムワークの活用により、生産効率を最大限に発揮することが可

能になる。

当社はこれまでにWeb EAI（Enterprise Application

Integration）にエージェント技術を適用することの有効性を

提案し、顧客データの汎用検索システムを例にエージェントに

よるセッション管理、非同期検索処理を実現するシステムを構

築してきた（3）。

今回、このエージェントをベースとしたシステムを中核とし、

これと連携を可能にしたWebアプリケーションの共通基盤と

なるフレームワークA２Fを開発した。A２FのＡはエージェント、

Ｆはフレームワークを意味し、エージェント技術とフレームワー

ク技術の架け橋となるためのシステム基盤を意味する愛称であ

る。現状、A２Fは製品としての販売を目的としたものではなく、

当社内で活用することにより、効率的な開発を行うためのツー

ルとして位置づけている。

MVCの各層にA２Fの機能コンポーネントを配置した全体概

要図を図１に示す。網掛部分がフレームワークの提供部分であ

り、白色部分がA２F利用者の開発部分である。

機能概要は、以下の通りである。

（1）ビュー層

¡JSPとアプレットの両方に対応し、各ビューヘルパー

による画面入出力支援

¡ロール定義によるアクセス制御と項目属性定義による

入力データ一括チェック

（2）コントローラ層

¡通信マネージャー、データコンバータによるビュー層

からの一括したデータのシームレスなデータ交換

¡コマンドでのトランザクション制御を伴うビジネスオ

ブジェクト管理

（3）モデル層

¡ビジネスオブジェクトとRDBとのマッピングによる

シームレスなデータ更新　

¡RDBマネージャーによるRDBへの接続時間、ロック

時間を極小化した排他制御

¡MQ(Message Queuing)マネージャーによるホス

ト連携

¡エージェントメッセンジャーによる非同期処理

（4）各層間

¡セッションホルダ、データコンテナによりMVCの各

層間に渡ってシームレスなデータの受渡しを実現

3.2 機能概要

図１　A2F全体概要



このように、データ同期と入力チェックが行われたデー　

タコンテナが、各層を渡り、ダイレクトにビジネスオブジェ

クトに渡されるため、開発者は、画面に入力されたデータ

をビジネスオブジェクトまで受渡すまでのプログラミング

を一切行う必要はない。そのため、ロジックの単純化によ　

り生産性は向上し、ソースコードの属人性を排除させるこ

とによって標準化されるため、保守性の高いプログラミン　

グが可能となる。

（2）ビジネスオブジェクト設計

A２Fの中で取扱うビジネスオブジェクトは、図３のよう　

な構造を持ったスーパービジネスオブジェクトを継承した　

ものと定義している。このビジネスオブジェクトは、アイ

テム名をキーとしたデータアクセスオブジェクトと、デー

タコンテナに対する操作（メソッド）によって構成される。

オブジェクト-RDBマッピング定義では、XML情報にアイ

テム名毎のSQL文を定義し、初期化パラメータを与える　

ことによってデータアクセスオブジェクトが生成される。

そのデータアクセスオブジェクトが保持するデータ項目

と、データコンテナおよびRDBとのマッピングを定義す

ることによって、オブジェクトとRDB構造上の差異を吸

収し、データコンテナからRDBへのシームレスなデータ

の流れと、整合性を実現している。

この方式の最大のメリットは、オブジェクト指向設計と

データ中心設計の融合である。ビジネスオブジェクトの設

計を行うにはオブジェクト指向における分析・設計に関

し、熟達したスキルを必要とする。だが、そのような人材

は一朝一夕には育成できないため、分析・設計をオブジェ

クト指向で進める事が困難である場合が多い。

そこで、A２Fでは、オブジェクト指向に不慣れな設計

者にも設計しやすいように、従来主流のデータ中心設計に　
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開発スタイルは、開発者はビューとビジネスオブジェクトを

それぞれ作成し、それらを関連付けて呼び出すコマンドを定義

していく。各層間はデータコンテナと呼ばれるデータの入れ物

を使用して受渡しを行うが、そのための各層におけるXML

（eXtensible Markup Language）情報に、データコンテナ

構造とビューやビジネスオブジェクト、RDBとのマッピング

を定義していく。このような作業を行うだけでアプリケーショ

ンの大枠が完成する。

A２Fの主な特長として、各層をまたがる「シームレスなデー

タの受渡し」による開発の容易性や「ビジネスオブジェクト設

計」の容易性、「フレームワークの拡張性」があげられる。

（1）シームレスなデータの受渡し

一般的に、MVC構造を持ったアプリケーションを開

発する場合、「ビューからコントローラへ」、「コントロー　

ラからモデルへ」、「モデルからRDBへ」という各層の境

界において、取扱う項目数が多ければ多いほど、オブジ

ェクトに対するsetterやgetterの処理数が増大し、ロ

ジックは煩雑なものになる。A２Fでは、これを解決する　

手段として、データコンテナと呼ばれるデータの入れ物と　

なるオブジェクトを提供している。

データコンテナはデザインパターン（4）におけるコンポ

ジットパターンに相当し、「ファイル」と「フォルダ」の

ような関係のデータオブジェクトを容易に取扱可能に

する構造を持ったものである。これにより各層間では大

きなグループ単位でのデータ受渡しが可能になる。また、

ビジネスロジックを記述する場合には、用途に応じて

自由にデータを切り出して操作することが可能になる。

図２に開発した画面例を示す。図２のような入力項目が

多く複雑な画面においても、 A２Fを利用して画面入力項

目とデータコンテナのデータオブジェクトのマッピング

を行うことで、 画面の入力項目が変わればデータコンテ

ナの値が変わり、データコンテナの値が変われば画面の

項目値が変わるというように画面とデータコンテナの同

期を取ることができる。 また、データのプロパティ（入

力必須、桁数、入力範囲）を項目属性定義としてXML定

義情報に記述しておくことで、データコンテナで入力一

括データチェックを行い、エラーがあれば画面上の項目

を赤色反転し自動的にエラーを知らせることができる。

3.3  特長

図２　開発画面例
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時A２Fを拡張してお客様のニーズに応え、そして、設計・　

開発者に対しては、必要最小限の教育を行うだけで、これ

までと同じフレームワークの文化の中での開発環境を提供

することができる。

A２Fの適用実績については図４の通りである。２社で７つのシ

ステムを構築済みであり、Ｃ社様では営業支援システムを構築

中である。

Ａ社様においては、A２Fを使用し２システムを自社開発され、

無事カットオーバーしている。特にA２Fを適用した最初のシス

テム開発では、Java開発の初級者が開発者全体の約７０％を占

め、短期間の開発であったにもかかわらず、納期通りにカット

オーバーできた。また、本稼動後もアプリケーション上のトラ

ブルの報告はなく、短期間で高品質なシステム開発を達成でき

たと評価している。

A２Fを適用して開発したシステムの実績をもとに生産性の評

価を行った。評価については、開発時のプロジェクトにおける

独自方式で算出した開発ステップ数を基準にして生産性指標と

した。その結果を表１に示す。

このシステム開発は開発工数が約９人月で５名の要員で開発

し、約８,３００ステップ/月の生産性を達成することができた。

これまでに既存フレームワークを使用したことがあり、そちら

の生産性指標で平均約８,３００ステップ/月を達成していたため、

それを目標として開発を進めたが、A２Fにおいても同レベルの

生産性を達成することができた。これは、従来採用していた生

産性指標の見積と比較し、約３倍程度と評価している。

慣れ親しんできた設計者が、これまで通りデータに注目し

て分析・設計を行い、A２Fに従ってビジネスオブジェク　

トを設計していく方式を採用した。

この方式は、オブジェクト指向の考え方に則っていない

ように思えるが、データ項目や操作の追加等、再利用性や

拡張性、柔軟性といったオブジェクト指向の特長は保持し　

ている。そして、設計者・開発者に対して、オブジェクト

指向の高いスキルを要求しないというフレームワークの目

的に合致し、設計者・開発者の確保という点において大き

な意義を持つ。

（3）フレームワークの拡張性

フレームワークを自社開発するメリットの一つとして拡　

張性、保守性、カスタマイズ等に対する自由度が挙げられ

る。A２Fでは、エージェントを利用した非同期検索処理

や他システム連携を実現している。

今回、A２Fの開発と同時に、既存システムであるエージェ　

ントベースの汎用検索システムを中核とし、この汎用検索

機能を利用する業務アプリケーションを開発した。この開

発では、エージェント連携により、既存システムに改修を　

行うことなく、容易にアプリケーション連携をすることが

できた。また、お客さまの要望で、MQによるホスト連携

にも対応した。このような独自技術の取込みや、お客さま

の要望に柔軟に対応できたのも、自社開発によりフレーム

ワーク内を自由にカスタマイズできた成果と考えている。

今後、新しい要件により、既存システムの再利用を目的

としたアプリケーション連携や、さまざまな機器等との連

携、また、Webサービス等の新しい技術への対応等も想

定される。A２Fでは、各層の独立性が高く、また、独自

開発のためフレームワークの基盤部分の改修による対応が

比較的行いやすい。このように、新しい要件に対しては随
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4.2 生産性評価

4.「A2F」の活用効果
4.1 適用実績

図３　ビジネスオブジェクト構造

図４　A２Fの適用実績



また、このシステムではJava未経験者を１名参画させ、生

産性指標の目標値を６,０００ステップ/月と設定した。当初は

Java言語・各種標準化の習得、フレームワーク使用方法の理

解と開発を並行させながらも約４,０００ステップ/月の生産性を

達成し、２ヵ月後には目標値をクリアすることができた。

既存フレームワークを利用する問題点を解消し、MVCの各

層をカバーした簡単で使いやすいフレームワークを作成できた

と評価している。

（1）高い生産性と品質の確保

¡Web開発およびJava言語の未経験者においても容

易に開発可能であることを確認した。今後、A２Fと

Java開発の経験者数を増強し、活用実績を増やすこ

とでさらなる生産性向上が期待できると考えている。

¡本稼動後のトラブルもなく短期間開発で高い品質を

確保できた。

（2）拡張性と自由度の高いフレームワーク

¡各層の独立性が高く機能拡張を行うことが容易であ

り、今後の新しい要件、新しい技術に対しても柔軟

に対応をとることが可能なシステム構築ができた。

（3）役割を明確にした開発体制

¡Web開発やJava言語の熟練者がフレームワーク開

発を行い、一般技術者および業務スペシャリストがビ

ジネスロジック開発を行うというように役割を明確に

し、分業した開発を容易に行うことができた。

今後は、Web開発を行う際の共通基盤フレームワークの一

つとして定着を図り、フレームワークと業務アプリケーション

5. おわりに

吉江　公伸
Koshin Yoshie

・北陸地区本部
金融システム部

・エージェント技術を利用したアプリケーション開発、
およびフレームワークの開発に従事

を組合せたソリューションを展開していきたい。そして、各プ

ロジェクト間で共通のシステム基盤として位置づけることで、

開発要員の柔軟な再編成が可能となり、属人的な体制を排除で

きると考えている。

しかし、A２Fを拡大していくには、まだまだ残された課題も

多い。

¡開発標準、マニュアル等の整備を充実する必要がある。

今後のプロジェクトで順次利用して行くことで問題点、

不足点を整理し、より完成度を高めていく計画である。

¡A２Fは現状、社内向けに特化したツールだが、フレーム

ワーク単体としての製品化も視野に入れ、製品としての

完成度を高めていくことも検討している。

最後に、より低コストでのシステム開発を目指して、当社の

優秀でかつ低コストな人材を保有する中国大連ソフトウェア工

場を活用したオフショア開発にも、A２Fの導入を推進していき

たい。オフショア開発を行うにあたり、A２Fの利用がより効果

的であると考えている。現状、２００３年１２月より１カ月間のパ

イロットプロジェクトを実施、計画通りに完了しているが、今

後は徐々にオフショア開発を拡大させていく計画である。

このように、上記の課題の解消や方向性をもとにして、お客

さまに短期間で品質の良い、しかも安価なシステム構築を提案

していきたい。
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