
 
 

 
 

アプリケーション構成管理の拡大 
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 アプリケーションの保守は，完全性を維持しながら既存のアプリケーションを修正しなけ

ればならない。数行のプログラム修正であっても，影響がどこに及ぶかの調査と，ほかに影

響していないかを確認するためのテストを必要とする。影響調査や確認テストに保守工数の

8～9割を要している。アプリケーション保守における課題は，影響調査の精度および効率

の向上にあると考える。従来の影響調査は，担当者の経験やノウハウに依存していた。経験

豊富な担当者が影響調査をする際には，アプリケーション層のみでなく，アプリケーション

基盤，インフラ基盤および運用への影響を調査していることが分かった。このような動向を

踏まえ，影響調査に必要な構成情報の要素を整理しモデルを作成し，当モデルを

CentraSiteのレジストリに実装し，検索する仕組みを構築した。この仕組みによって，保

守担当者ならば誰でもが同じ精度で保守の影響調査を効率良く行えるようになった。 

Abstract 

 Application maintenance requires total success when changing existing applications.  
Even when changing a few lines of programming, it is necessary to investigate the impact of 
those changes and conduct tests to make sure that they do not affect other configuration 
items.  These investigations and tests make up 80% to 90% of the application maintenance 
cost.  The accuracy and efficiency of investigating the effects of any change need to be 
improved.  Usual investigation depends on experienced and skilled engineers who are in 
charge of the system and application.  They not only investigate applications but also the 
framework of applications and infrastructure.  They also consider operations.  We 
arranged configuration items that are needed for investigations and constructed a model.  
That model was applied to CentraSite’s registry, and we made an investigation method.  By 
using that method, all the engineers working in the operation and maintenance process can 
conduct investigations with the same accuracy and efficiency. 
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ま え が き 

 アプリケーションの保守においては，わずか数行

のプログラム修正ではあっても，その影響がどこに

及ぶかを調査しきらなければならない。また修正し

た箇所のテストのみではなく，ほかの箇所への影響

がないかを確認するためのテスト（リグレッション

テスト）を行う必要がある。保守の対象範囲を特定

するための調査工数が，プログラム修正の全体工数

の4割を費やしている。(1) またリグレッションテスト

には全工程の4～5割を費やしている（図-1）。この

状況を増井和也氏はソフトウェア・メンテナンス研

究会において「ふたこぶラクダ」と呼んでいる。(2)

 プログラム修正における影響範囲を確実に特定す

るためには，プログラムの相互関連および以前にリ

リースしたバージョンを構成するプログラムとその

修正レベルを把握していなければならない。また当

該アプリケーションが稼働するサーバの構成情報

（OSやミドルウェアの搭載情報などの組合せ）が複

雑化しており，それらを把握しておくことが重要に

なっている。しかし，これらの情報は検索性を考慮

して管理されていないケースが多く，影響範囲を特

定する際の漏れの要因になっている。アプリケー

ションの保守担当者が，これらを調査できる仕組み

が必要である。 
 そこで従来実施していたアプリケーションの構成

管理を拡大し，アプリケーションが運用される環境

をも含めた構成情報を把握するための仕組みを構築

した。 
 本稿では，アプリケーション保守の難しさ，およ

びアプリケーション保守における影響調査に多くの

工数を要する実態を解明し，構成要素の相互関係お

よび管理モデルを示し，それらの実装について紹介

する。 

アプリケーション保守の難しさ 

 アプリケーションの保守はJIS X0161：2008の
6章に「ソフトウェアの完全性を維持しながら，既

存のソフトウェア製品に対して修正を行うこと」と

記載されている。(3) アプリケーション保守の難しさは，

この完全性の維持の難しさにある。つまり，既存シ

ステムへの影響調査の難しさと，ほかへの影響がな

いかをいかにして完全に確認するかの難しさがある。

アプリケーション保守は新規開発とは異なり，この

完全性維持のための影響調査とテスト・リリースの

工程に多くの工数と期間を要している。これは数行

のプログラム修正であっても，修正の前に既存シス

テム全体での影響を調査して修正の是非を判断し，

修正後はテスト範囲の特定が難しいことから，シス

テム全体を対象にしたリグレッションテストを実施

する必要があるためである。このことからアプリ

ケーション保守では，この二つの山（影響調査とテ

スト・リリース）をいかに高品質かつ効率的に実施

するかが課題となっている。影響調査に多くの工数

を要するのは，従来に比べOSやミドルウェアの組

合せが複雑になっていること，および管理対象が膨

大になっていることに起因している。 
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図-1 数行の修正でも影響調査工数やテスト工数は大 

 表-1に示した産業A社の場合には，960画面・

220帳票のシステムであり，ホストを使ってCOBOL
言語で開発すると，約2000本相当（管理対象資産

Fig.1-Many person-hours of investigations and tests required  
for changing only a few lines. 
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表-1 膨大になる構成管理対象 

業種 構成管理対象の資産規模 主な開発言語 補足 
ホスト資産換算本数 
⇒COBOL 約2000本相当 
⇒関連資産 約5500本相当 

産業A社 約15万ファイル 
（画面：960，帳票：220） java 

ソースの平均ステップ数 
⇒平均348ステップ/本 
（5.1 Mステップ/14 518本） 

金融B社 約4万ファイル 
（オンライン売買，バッチ） C，java 

クレジットC社 約2万5千ファイル 
（画面：500，帳票：3000） 

C，COBOL， 
java，YPS 

拡張子の種類 
⇒76種類 
（例：java，class，so，cbl，cpy，pco，smd，

yac，bat，dll，frm…） 
平均ステップ数（手組みソース） 
⇒平均101ステップ/本 
⇒約80％は100ステップ/本以下 

で5000本）のシステムである。オープンシステム，

javaで開発すると，管理対象が約15万ファイルに

もなっている。金融B社の場合にも管理対象が約4万
ファイルにもなっている。これらの膨大なアプリ

ケーション資産を対象に，保守の影響範囲を正確に

把握するために保守費用の多くを要している。 

アプリケーション保守における影響調査モデル 

 アプリケーション保守において，アプリケーショ

ン仕様変更案件の影響調査がどのように行われ，な

ぜ多くの工数と期間を要するかを解明した（図-2）。 
 経営層や利用部門から新たな要件が出されたとす

る。このとき，システム要件への影響を確認する。

システム要件への影響を確認するためには，アプリ

ケーションの制約や実現方法を踏まえた調査が必要

である。このためには三つの視点での調査を行って

いる。 
（1） アプリケーションの制約条件からくる影響の

確認である。例えば，各種のテーブルの大きさ

からくる数量制限などである。 

流通D社 ソース：3745本 
（うち，手組みソース510本） 

java 
（EZDeveloper）
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図-2 影響調査プロセス 

Fig.2-Process of investigation of impact. 
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（2） アプリケーション内で，どのアプリケーショ

ンにどのくらい影響があるかという視点での調

査である。例えば，サブモジュールとの関係，

データベースを介して，別のモジュールへ影響

していないかの調査である。 
（3）運用観点での影響調査である。例えば，性能，

容量，時間など運用要件への影響を調査する。 
 アプリケーション間での影響を調査する際には，

アプリケーション基盤への影響を考慮する必要があ

る。アプリケーション基盤の影響を調査する際にも

三つの視点での調査を行っている。 
（1） アプリケーション基盤の制約条件からくる影

響の確認である。 
（2） アプリケーション基盤の構成部品内でどのく

らいの影響があるかを調査する。 
（3） 運用観点での影響調査であり，アプリケー

ション基盤の変更が及ぼす性能，容量，時間な

どの運用要件への影響を調査する。 
 以下同様にシステム基盤，運用保守の各層での影

響を調査することになる。そして影響調査の結果を

もとに，要件の実現方法・変更方法の案を作成し業

務層に報告する。業務層では経営層と相談し，

「だったら，こうしたい」という別の要件が出てく

る。そうするとこの別の要件について再び影響調査

を行い，実現方法・変更方法の案をまとめることに

なる。これを繰り返して実施することになる。この

ためアプリケーション保守においては，結果的に数

行のプログラム変更になったとしても，そこに至る

前に影響調査の工数が膨大になるのである。 
 前述したように影響調査はアプリケーション内に

とどまらず，アプリケーション基盤，システム基盤

なども対象とする必要がある。このため影響調査を

行うためには，現在のシステム資源の構成情報が正

しく管理されていなければならない。アプリケー

ションの構成，アプリケーション基盤の構成，およ

び運用環境の構成などが正しく管理され，検索でき

る仕組みが必要である。 

構成管理の実態 

 アプリケーション保守において，構成情報の管理

がどのように行われているかを調査した。1700以
上のプロジェクトについて運用保守プロセスの診断

を実施した。約40％のプロジェクトで構成管理の

実施レベルが低く（レベル0～1），個人のノウハウ

に依存した管理になっていた（図-3）。このためア

プリケーションの保守担当者が構成情報を有効に活

用できていなかった。影響調査を行う際に，管理さ

れている構成情報が活用されず，担当者の経験やノ

ウハウによって調査結果にバラツキがでている。 

構成要素の相互関係および管理モデル 

 アプリケーション保守現場で確認した結果，トラ

ブルが発生した際の影響調査を行う手順において，

構成管理の実施レベルが低いために対象としている

範囲を効果的に探る方法がないことが分かった。ま

た，この対象範囲の絞込みは，保守が分担され，例
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図-3 運用保守プロセス診断結果 

Fig.3-Result of diagnosing operation and maintenance process. 
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えば業務担当・インフラ担当といった体制で調査対

象の範囲が分断されるケースがある。このためそれ

ぞれが調査した結果の構成情報がお互いに共有され

ず，影響調査の漏れの要因ともなっている。このた

めインフラとアプリケーションの相互関係をどのよ

うに管理すれば効果的な情報を取得できるかを検討

した。 
 ITシステムにおける構成要素を整理する観点と

して，保守における影響範囲の把握を最重要視した。

これらの情報を抽出する基礎情報として，富士通研

究所が2004年から仕様策定しているITインフラの

構成情報“RCXML”（約1000エンティティ）を用

いた。 
 アプリケーションとの相互関係については，過去

のトラブル事例のサンプリングを行い，「この関係

が分かっていればトラブルは防げた」という視点か

ら項目の絞込みを行った。これらの作業は，事例ご

とに項目の集約・レビューを繰り返し，絞込みを

行った。これにより，プログラムソース，メイク

ファイル，実行モジュールなどの26エンティティ

に集約した（図-4）。 
 さらに，トラブル時の調査事例をもとに，例えば

実行モジュール←→メイクファイル←→プログラム

ソースという実際の関連（図-4の実線）に加え，実

行モジュール←→プログラムソースという検索性を

向上させるための関連（図-4の破線）を付け，影響

調査を効率的に行えるように工夫した。これにより

どの資産を起点として調査しても関係する資産をた

どることができ，保守の影響の範囲を，効率的に把

握できる。 

管理モデルの実装 

 トラブルの発生事象から，構成管理情報をもとに

原因にたどり着くまでのシミュレーションを実施し

た。実施に当たっては，実際の構成情報の相互関係

のレジストリとして富士通製の“CentraSite”（
図-5）を使用した。 
 この製品は，プログラムソース・実行モジュー

ル・サーバ・OSなどの関連（相互関係）をレジス

トリとして登録でき，その関連性を様々な観点から

 

図-4 構成管理情報の相互関係 
Fig.4-Information interrelationships of configuration management. 
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図-5 CentraSiteの概要 

Fig.5-Overview of CentraSite. 
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図-6 サーバとミドルウェア・実行モジュールの関係 

Fig.6-Relationships among server, middleware and execution module. 
 

検索・表示することができる。例えば，プログラム

とほかのプログラムやドキュメントとの関係，プロ

グラムと運用サーバとの関係などを登録し，参照で

きるようになる。図-4に示す構成管理情報の相互関

係をもとに検証環境を構築した。この環境のもとで，

シミュレーションを行った事例を紹介する。 
【ケース1：搭載ミドルウェアの相違チェック事例】 

 実際のトラブル事例をもとに検証した。アプリ

ケーションの実行モジュールが必要とするミドル

ウェアが，当該アプリケーションの運用環境に搭載

されているか否かの確認である。以前はアプリケー

ションの関係は調査できても，その運用環境には必

要なミドルウェアは当然搭載されているものとして

調査すらしていなかった。またインフラの構成管理

担当も，アプリケーションの追加で新たに必要にな

るミドルウェアがいつから必要になるかという情報

が把握できていなかった。このため必要なミドル

ウェアがなく当該アプリケーションが実行できな

かったという事例である。 
 CentraSiteのレジストリに，サーバ・OS・ミド

ルウェア・アプリケーションの実行モジュールの関

係が登録されている。このレジストリの検索を図-6
に示す。プログラム名（図-6の“ソースA”）から

検索しても，実行されるサーバや搭載ミドルウェア

が検索できる。またミドルウェア名（図-6の“前提

製品X”）から検索しても，搭載されているサーバ

や当該サーバで運用される実行モジュール名が検索

できる。影響調査を行う担当者によって検索の入口

が異なっても，同じ調査結果を得ることができるこ

とを確認した。 
【ケース2：対象プログラムの関連ドキュメントの把握事例】 

 アプリケーションを修正する場合，プログラムの

設計書や修正する際に必要な規約（命名規約，コー

ディング規約，修正規約など）のドキュメントを参

照する必要がある。この場合の検索を図-7に示す。

まずアプリケーション層から該当するプログラム
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図-7 対象ソースと関連ドキュメント 

Fig.7-Target source and related documents. 
 

ソース資産を選択する（図-7の“ソース1”）。そう

すると当該プログラムの実行モジュールが左側に，

また当該プログラムが使用しているサブモジュール

やデータ定義の関係とともに設計書や規約書類が画

面の右側に表示され，必要なドキュメントを参照す

ることができるようになる。 
 このように関連する設計書や規約のドキュメント

を把握し参照できるようにすることによって，影響

調査の品質を高めることができる。 
 CentraSiteによる構成情報の調査を行うメリッ

トは，アプリケーション間の相互関係およびアプリ

ケーションとインフラの相互関係を，誰もが同じ精

度で効率良く調査をできることである。従来の調査

方法では，プログラム資産以外の情報はドキュメン

トから調査する必要があった。このため調べたい情

報によっては一覧からの読み取り，文章からの設定

値の抽出など担当者の手作業となっており，担当者

によって影響調査にバラツキが生じていた。このバ

ラツキがなくなり，影響調査の精度とスピードが向

上した。 
 さらに，ツールによるデータの検索性だけではな

く，閲覧性も向上することによって，例えば担当者

の引継ぎなどによるノウハウ継承の際にも情報共有

手段として活用できる。 

今後の展開 

 従来から行ってきたアプリケーションの構成管理

を拡大し，アプリケーションの構成情報とインフラ

の構成情報を合わせて検索できるようにした。この

めアプリケーション仕様変更の影響調査を，より

確実に行えるようになりアプリケーション保守の品

質向上，運用時のトラブル削減に貢献している。 
 今後はアプリケーションとインフラとで別々に行

われている変更管理の共有を進めていくことによっ

て，より運用品質の向上に貢献できると考える。

BCP（ビジネス継続プランニング）のためにはシ

ステムの重要度に応じた対策の検討，システムぜい

弱性の可視化が求められる。継続すべき重要業務を

支えるIT資源の構成の明確化が必須である。アプ

リケーション保守の構成管理だけでなく，BCP領

域への活用も広めていきたい。 

む  す  び 

 本稿ではアプリケーションの構成管理を拡大し情

報を業務層，アプリケーション層，インフラ層，

データ層，バックアップ層の五層にモデル化して，

見える化することでアプリケーションの修正時の影

響調査の効率化を上げるとともに，品質を高めるこ

とを紹介した。これからも富士通の運用保守サービ

ス技術をエンハンスし，アプリケーション保守の品

質向上に貢献していく計画である。 
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