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Abstract 

The Java language has conventionally been used simply for creating easy applets and 
scripts.  However, the language is lately being used as a core part of new technology, 
represented by Servlet and EJB, for large-scale corporate systems that must be highly 
reliable.  As Java applications are further expanded, the technologies that Java application 
developers must understand become wider in range and more profound.  Moreover, to meet 
the customers’ demand for a short development cycle, improvements in application 
productivity and quality will be essential to application development in the future.  
Middleware products provide the common functions required for applications and can reduce 
programmer’s workload, increase the efficiency of application development, and improve 
application quality.  This paper describes the usefulness of framework products on the basis 
of actual data with some examples of systems that use Fujitsu’s framework products. 

 

   

昨今，Java言語は，従来からの簡単なアプレットやスクリプトでの利用にとどまらず，
大規模・高信頼性を要求されるエンタプライズ分野において，ServletやEJBに代表される
新技術の中核として利用されつつある。 

Javaの適用領域の広がりと同時に，開発者が理解しなければならない技術も広範囲とな
り，かつ，より深くなってきている。また，開発サイクルの短期化というニーズに対応する
ため，アプリケーションの生産性・品質の向上が今後の開発に必要不可欠となる。 
ミドルウェアは，アプリケーションで必要とされる共通機能を提供することにより，プロ

グラム作成者の負担を減らし，開発効率を向上させ，同時に品質の向上をもたらす。 
本稿では，富士通のフレームワーク製品を利用したシステムのいくつかの例を紹介し，具

体的なデータをもとに，フレームワークの有用性を述べる。 
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ま え が き 

 Webに代表されるインターネット技術の進化は，
いままでの社会のあり方を変えようとしている。企

業間や個人間においても，B2BやB2Cに代表され
る流れは無視できないものがある。 
 Javaは当初からインターネット上の利用を考慮
されて設計されており，セキュリティに対する対策

やマルチプラットフォーム上での利用を特長とした

言語である。現在では言語の枠にとどまらず，

ServletやEJBに代表されるJ2EEや，携帯端末など
の組み込み機器向けのJ2MEなどの中核技術として
の役割を果たすまでになってきている。 
 本稿では，Servlet/JSP（JavaServer pages）を
構築する際に，アプリケーション共通機能をフレー

ムワーク化することにより，アプリケーションの短

期間構築と，信頼性および拡張性を向上させる，富

士通のフレームワークの機能を紹介し，各種事例と

その効果について説明する。 

従来の状況と問題点 

 J2EEにおける開発手法は，Java BluePrints(1)と

してサン・マイクロシステムズからガイドラインが

示されている。本来であれば，Javaプログラミン
グに携わる開発者が意識しなければならない事柄で

あるが，実際は必ずしも守られていないことが多い。

その理由としては以下の要因が考えられる。 
（1）Servlet/JSPやEJBの本質が理解されないまま，

HTMLのように，ブラウザ1画面を1枚のJSP
ファイルで作成する手法が適用されがちである。 

（2） 各プロジェクトによりアプリケーション構成
がまちまちなものができ，同じ機能のものを作

成している。 
（3） Javaコンパイラや，Servletエンジンなどで，
システム的にガイドラインを守らせる方法が

ない。 
（4） エンハンスを繰り返すごとに，システムが複
雑化し，問題発生か所を特定することが難しく

なる。 
（5） スクリプトの過度の記述は，品質の低下や，
レベルダウンを招きやすい。 

 システムを構築するに当たって，最初はJSPを適
用したものの，規模が大きくなるにつれて，様々な

開発者が携わるようになり，開発規約が必ずしも守

られなくなるなど，コントロールが効かなくなりが

ちである。また度重なるエンハンスにより，メンテ

ナンス効率の低下や品質の低下を起こしがちである。 

問題を解決する手法・技術 

 上記問題点を解決する方法として，「フレーム

ワーク」という概念を基盤製品に導入し，文書によ

るコーディング規約でなく，基盤製品のレベルでガ

イドラインを設ける方法がある。フレームワークを

利用すると，フレームワークの規約から離れたコー

ディングをしようとしても，コンパイル時あるいは

実行時にエラーとなるので，プログラマはガイドラ

インを必然的に意識するようになる。このことは全

体的な品質の向上につながる。 
 また，フレームワークは，共通機能の提供や，部

品化，コンポーネント化を容易にする機能を提供し

ている。これらの利用は，アプリケーション側で同

等機能の作り込みが不要になるため，アプリケー

ション品質の向上につながる。 
 フレームワークで提供する機能には，大きく分け

て二つある。 
（1） 部品化を容易にする方法の提供 
 カスタムタグライブラリを利用してタグ単位での

部品化を行う方法と，ペイン（画面領域）単位での

JSPファイルの部品化を行う方法がある。 
（2） 共通機能をラッピングしたAPIの利用 
 どのアプリケーションでも共通的に利用される機

能はライブラリ化して，処理の共通化を図ることが

多い。例を挙げると，ロギング機能，パラメタの型

変換，値チェック機能などは，どのServlet/JSPや 
EJBアプリケーションでも普遍的に使われる機能
であり，フレームワーク側で提供する方が望ましい。 
 次章では富士通フレームワーク製品の具体的な機

能を紹介する。 

富士通フレームワークApcoordinatorの特徴 

 富士通では，前述した機能を実現するフレーム

ワーク製品として，“Interstage Apcoordinator”（以
下，Apcoordinator）を提供している。Apcoordinator
は，以下の特徴を持つ。 
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（1） MVC構造(注)をベースとしたモジュール分割 
（2） 拡張タグライブラリ（スクリプト生成，GUI
部品）の充実 

（3） XML形式ルール記述により相関チェックを容
易に実現 

（4） EJB呼び出しの簡易化 
（5） Webブラウザ上で本格的帳票機能を提供 
 つぎに詳細を説明する。 
● MVC構造をベースとしたモジュール分割 
 ApcoordinatorはServlet/JSPやEJBアプリケー
ションにおけるMVCモデリングを容易にする。
J2EEでも本来の規約でMVCには準じているものの，
表示部分にデータ処理ロジックを埋め込んでしまう

ことを制限する方法がないので，アプリケーション

作成者のプログラミングスタイルに左右されやすい。 
 Apcoordinatorではデータ表示（JSPファイル）
とロジック（ビジネスクラス）を密に結合せず，デー

タBeanと呼ばれるコンポーネントを介してデータ
のやり取りを行う。 
 上記により，図面のデザインと処理ロジックの依

存性を低め，分業が容易になる。 

                                                      
（注） Model-View-Controller構造のこと。モデル・ビュー・

コントローラの3種類のオブジェクトでアプリケーショ
ンを開発する指針。 

 フレームワークにおけるMVC構造を図-1に示す。 
● 拡張タグライブラリの充実 
 従来の業務システムをHTMLで作成するには，
入力値制限やフォーマッティング，あるいはチェッ

ク機能を実現するための，様々な処理をJavaScript
を利用して独自に行う必要があった。 
 また，作り込みを行った後には，ブラウザの種類

ごとに見栄えや機能のチェックをテストする必要も

あり，これらの手間が工数に影響する度合いは無視

できない状況である。 
 Apcoordinatorの拡張タグライブラリは，従来個
別にJavaScriptやスタイルシートを利用して作成し
ていた入力部品（スタイルシートに対応したテーブ

ル表示部品，各種データ型に対応した書式付き入力

フィールド部品，レイアウト部品など，計66種
類）の機能を，拡張タグとそのプロパティの変更で

容易に作成できる。 
 拡張タグライブラリを利用することにより，アプ

リケーション作成者はタグのプロパティを操作する

のみで，機能と見栄えを簡単に変更することが可能

となる。アプリケーション側での作り込みが少なく

なるため，全体的な工数も削減される。 
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図-1 フレームワークにおけるMVC構造 

Fig.1-MVC structure in framework. 
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● XML形式ルール記述により相関チェックを容
易に実現 

 アプリケーション制御構造や項目値チェックルー

チンをXML形式のテキストで記述が可能である。
これは従来コーディングレベルで行っていた事柄を，

実行モジュールとは切り離し，保守性や拡張性を向

上させた。 
 項目のチェック（単項目および複数項目相関

チェック）をソースコード内でなく別ファイルに定

義することにより，チェック項目やルールが頻繁に

変わる業務において，Javaソースコードを修正す
ることなく，テキスト編集で変更することが可能で

ある。 
● EJB呼出しの簡易化 
 EJBアプリケーションを作成する場合には，リ
モートオブジェクトの初期化や，オブジェクトリ

ファレンスの取得などの手続きがあり，オブジェク

トシリアライズに対する配慮も含め，コーディング

が煩雑になりがちである。 
 Apcoordinatorでは，EJBとServlet間で簡単にオ
ブジェクトの初期化，呼出しをする機能や，またオ

ブジェクトを効率的にやり取りするための機能が用

意されている（Webエディションを除く）。 
● Webブラウザによる帳票機能 
 Apcoordinatorの最上位エディションでは，Web
ブラウザを利用して，帳票用紙そのままのイメージ

で，データ入力・表示およびクライアント側での印

刷が可能である。Apcoordinator署名オプションと
組み合わせることにより，役所の手続きなど，個人

情報を扱うためにセキュリティが求められる用途に

も適用が可能である。 
● そのほかの機能 
・送信パラメタの抽出と型変換の自動化 
・バッファリング機能付きログ機構 
・ファイルアップロード・ダウンロード 

開発環境Apworksによる効率化 

 Apcoordinatorを利用したアプリケーション開発
には，富士通のJava統合開発環境“Interstage 
Apworks”（以下，Apworks）を利用することによ
り，さらに効率的な開発が可能となる。 
 Apworksは，携帯用アプリケーション開発から
エンタプライズ用途まで，様々な形態のJavaアプ

リケーションを開発するための，ウィザード機能や，

業務に必要なコンポーネントを備えた各種クラスラ

イブラリ，リモートおよびローカル環境でのデバッ

グをサポートしている。 
 Apworksの利用により，以下のメリットがある。 
（1） ひな形作成機能による，定型的な処理の自動
生成 

（2） 2Wayエディタ（GUIとテキスト）によるJSP
ファイルの効率的編集 

（3） ローカルデバッグ機能による開発環境上での
デバッグが可能（別サーバ不要） 

Apcoordinator適用事例 

 Apcoordinatorは既に社内外200プロジェクトを
超えて適用が進んでいる。業種も，行政，金融，保

険，流通，電機，小売業など様々であり，適用形態

も，ショッピングサイト，社内基幹システム，事務

処理パッケージと，幅広く適用されている。 
 この章では，具体的な顧客事例を以下に紹介する。 
● 事例1 A社オフィス業務システム   
 Java（Servlet/JSP），OLTP機能，負荷分散機能，
クラスタ対応機能などをフルに生かした先進的な

Webアプリケーションシステムである。 
 業務コンポーネントは，伝票処理コンポーネント

23種類，共通/マスタ処理16種類と様々な業務プロ
ジェクトにおいて共通なソースコードを流用できる

開発方式をとっている。 
 システム構成例を図-2に示す。 
● 事例2 B社保険代理店システム 
 保険代理店での保険募集から契約締結，顧客管理

を行うシステムである。保険業界標準データ

（XML）を利用して企業間取引を実現している。 
 頻繁に追加，変更される保険商品の適用条件（加

入条件など）を柔軟かつ短期間に変更できるシステ

ムを構築し，代理店システムのメンテナンスを軽減

している。 
 本事例のシステム構成例を図-3に示す。 
● 事例3 C社資材流通情報サービス 
 Webによる電材・流通情報サービスを実現してい
る。代理店ホームページを開設し，各種サービスを

インターネット環境で提供している。 
 柔軟なシステム構築，業務追加を可能にし，頻繁

な画面変更に対応可能としている。 
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 本事例のシステム構成例を図-4に示す。 

Apcoordinator適用効果 

 適用効果の評価のため，Apcoordinatorを適用し
た40プロジェクトの分析を行った。その結果を以

下に示す。 
 同規模のシステムで，フレームワーク非適用時と

比較した場合のフレームワーク適用効果（工数ベー

ス）を生産性（表-1），保守性・拡張性（表-2）に
示す。 
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図-2 オフィス業務システム構成例 

Fig.2-Example of office business system. 
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図-3 保険業務システム構成例 

Fig.3-Example of insurance system. 
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 また品質向上については，障害件数が1/8に減少
し，テスト工数が平均20％減少した。このように，
フレームワーク適用において，プロジェクトによっ

て多少のばらつきはあるものの，生産性で10～
40％，保守性で20～60％の向上が見られた。 
 以上の結果から，アプリケーション共通基盤とし

てフレームワークを適用することは，生産性を高め，

かつ保守フェーズでのメンテナンス効率を高めるた

めに，有用であることを確信してる。 

課題と今後の方向 

 2001年のWEBCOORDINATOR（Apcoordiantor
の旧製品名）の出荷以降，他社においてもフレーム

ワーク製品が相次いで発表され，最近ではWebアプ
リケーションの開発ではフレームワークはなくては

ならないものになってきている。実際，富士通内外

においても，Apcoordinator適用プロジェクトは既
に200を超え，フレームワークの採用は標準化され
つつある。 
 しかし，業務システム開発の生産性を高めるため

には， 
・バッチ処理などを含んだ業務処理に即した部品化

の促進 
・上流工程からフレームワーク適用に向けたパター

ン化 
が必要となる。 
 さらに，大規模ミッションクリティカルシステム

におけるWebシステム開発では，セキュリティ性，
高可用性，さらなるメンテナンス性，拡張性が要求

されるため，これらについてもフレームワークとし

て対応していかなければならない。 
 これら顧客Webシステム開発において必要となる
機能を，Apcoordinatorは汎用フレームワークの基
盤として位置付け，さらに上位のフレームワークと

連携して，顧客システムにとって，顧客にとって，

最適なソリューションを提供し，かつ，他社フレー

ムワークとの連携も含み地位を確立していく。 
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図-4 資材流通システム構成例 

Fig.4-Example of materials distribution system configuration. 
 

表-1 生産性 
適用度合 効果 

単純にフレームワークを適用した場合 10％～20％向上 
上記に加え，業務向け共通部品を整備 20％～40％向上 
上記に加え，テンプレートの適用と自動生
成機能などの周辺ツールを利用 30％～50％向上 

 
表-2 保守性・拡張性 

カストマイズの種類 効果 
ロジックの変更が伴うカストマイズ 20％～30％向上 
画面変更のみのカストマイズ 30％～60％向上 
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む  す  び 

 本稿では，フレームワークを基盤製品に組み込む

ことにより，業務アプリケーションの生産性，保守

性・拡張性，品質向上の各面で，効果が上がってい

ることを述べた。 
 今後はフレームワークの適用範囲を更に広げ，時

代の流れに即応した効率的なシステム開発が行える

ように，普及を進めていきたい。 
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