
 
 

 
 

SaaS/クラウドなどの新技術を用いた 
アプリケーション長寿命化への挑戦 

Attempting to Increase Longevity of Applications Based on  
New SaaS/Cloud Technology 

あらまし  
57, 3, 05,2006 

 近年，SaaS/クラウドを中心に開発・運用技術の革新が著しく，富士通をはじめとするIT
ベンダも素早く追従していくことが迫られている。この分野ではアプリケーションの長寿命

化という課題も解決する必要がある。 
 本稿では，そのための課題提起，解決のための要件，解決策のイメージ「メタフレーム

ワーク」を紹介する。解決のポイントは，設計・開発・検証に至る過程から，設計とフレー

ムワークを分離独立させ，設計が終わると同時に検証も終了するというソフトウェア開発の

理想に近づけることである。設計とフレームワークを分離させることで，設計資産の永続化

が可能になる。各種のフレームワークが載る共通の土台であるメタフレームワークを作るこ

とで，システムを 新のフレームワークに移行することが可能になる。自動生成に関連する

テンプレートを簡単に作成できるようにすることで，自動生成の範囲を拡大し，移行コスト

を低減できる。 

Abstract 

 In recent years, SaaS/Cloud technology has advanced significantly in development and 
operation, and IT vendors including Fujitsu must keep up with these developments.  In this 
field, we need to ensure applications have a long life cycle.  This paper introduces the 
concept of a meta-framework, which is a framework for resolving the issues involved in 
extending the life of applications.  The basic idea of a meta-framework is to validate the 
design and development process, and separate the design and framework processes.  This 
will bring us closer to the ideal form of software development in which the end of design 
signifies the end of testing.  By separating the design and the framework, the design can be 
a permanent asset.  In addition, by creating a common base, i.e. the meta-framework, it will 
be possible to easily migrate a system to the latest framework.  We will be able to create 
templates that are used to automatically generate source codes, and expanding the scope of 
automatic generation will reduce the cost of migration. 
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ま え が き 

 21世紀になり高速インターネットが普及すると

ともに，ITをめぐる環境が大きく変貌
ぼう

を遂げつつ

ある。Web2.0という新しい概念に代表されるよう

にWebは単なる情報の閲覧環境ではなく，また各企

業活動の基盤だけではなく社会全体の基盤としてな

くてはならないものとなり，質的にも大きく変化し

てしまった。 
 現在，グループウェア， CRM （ Customer 
Relationship Management），ERP（Enterprise 
Resource Planning）などの様々なアプリケーショ

ンがSaaS（Software as a Service）としてイン

ターネット上のサービスとして提供されるように

なった。CRMの分野で成功を収め，全世界で百万

以上のユーザライセンス数を誇るsalesforce.comが

有名である。 
 さらに，アプリケーションだけではなくハード

ウェア・OS・ミドルウェア・開発検証環境などの

IT資源そのものがサービスとしてグローバルに提

供され始めている（この分野ではマイクロソフト，

グーグル，アマゾンがリードしている）。この結果，

導入・運用にかかわるIT投資の大幅なコストダウ

ンがもたらされようとしている。例えばシステムの

負荷分散に関するネットワーク設計・構築・テスト

についてはSEが全く作業する必要がない。すなわ

ち，今までSIer（System Integrator）の大きな収

益源であった環境構築および運用保守にかかわる顧

客の投資額が大幅に圧縮される時代が迫っているの

である。 
 同様な変革は，システム開発においても起こりつ

つある。世の中でアジャイル型開発という概念が現

れて久しいが，それを実現するフレームワーク(注1)

がこの5年ほどの間に急速に進歩してきている。例

えばCOC（Convention over Configuration ）(注2)と

いう思想に基づいたRuby on Rails(1)やForce.com(2)

などのフレームワークが挙げられる。特長は，モデ

ルを定義すると大部分のソースコードを自動生成す

ることと，結果が瞬時に検証実行環境で確認できる

                                                      
（注1）アプリケーションを開発する上での実装手法。Javaの世

界ではEclipse＋Strutsが広く知られている。 
（注2）設定でアプリケーションを制御するよりも，名前付けな

どの規約を用いるほうがソフトウェア構造が単純になる

という考え方。ソースコードの効率的な自動生成には必須。 

ということである。Force.comではエンドユーザの

ためのセルフカスタマイズ画面に至るまで自動生成

している。 
 さらにクラウドの世界では，システムの開発・運

用環境がサービスとして提供されるので，その上の

資産であるシステムの長寿命化が顧客から期待され

ている。今まではCPU，OS，ミドルウェア，フ

レームワークを更新するたびに巨額な投資が必要で

あったのが，それを著しく減少するもしくは低いレ

ベルで平準化するであろうという期待である。 
 このように，開発・導入・運用保守のいずれにお

いても環境変化により著しいコストダウンを迫られ

ており，それに耐えてビジネスを拡大しない限り，

ITベンダとしては生き残れない時代になってきた。

また，SaaS/クラウドにおいては国境なき競争が行

われている。そのような時代で生き残るためには，

グローバルに適用できる高競争力のクラウドプラッ

トフォームおよび開発基盤が必要となる。 
 本稿では，SaaS/クラウドなどの新技術から見え

てくる次世代のアプリケーション開発スタイルの方

向性について述べる。 

システム開発における課題 

 開発・運用の変革およびシステムの長寿命化を実

現するためには，以下のような課題を解決する必要

がある。 
（1） フレームワークがバラバラ 
 SIの世界では業種ごとあるいは顧客企業ごとに

フレームワークが異なると言われるほど，様々な種

類が存在する。アプリケーションを開発するために

は，各フレームワークの上に業種に依存したデータ

モデル，ワークフロー，画面レイアウト・項目，画

面遷移があるため，ノウハウ・部品の標準化・再利

用が進まないでいる。開発スキルのある要員も固定

化してしまい，需要に応じた再配置もままならない。

結果的にコストが高くなるという構造である。 
 また，各フレームワークは世の中のソフトウェア

技術の進歩を単独で追いかけることになるので，フ

レームワークそのもののエンハンス投資も効率が悪

い。そのうちに世の中の技術の進歩にも追従できな

くなり，不足した機能を補うためにSEの手作り部

分が大きくなって，さらにコスト高になる。結果と

して，時代遅れのものになり淘汰
と う た

されてしまう可能
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性が高い。 
（2） SIerの開発スタイルがスクラッチビルドに偏重 
 今までのSIerの考え方，プロセス，フレームワー

クがスクラッチからの開発を前提にしている。技術

的にも段階的に機能アップできるアーキテクチャを

実現することは，不可能と考えられていた。機能追

加に当たっては改修の影響が全体に及び，多大なコ

ストが必要になる。近年では設計情報から初期ソー

スを出力するフレームワークが登場し，効率化に貢

献する場面も多いが，一度完成したものに機能を追

加しようとすると，自動生成したソースコードを含

めて広範囲に改修せざるを得なくなってしまう。 
 このため，顧客から機能追加を要望されても，追

加機能の付加価値以上のコストが必要となる。 
（3） システムの長寿命化へのアプローチがない 
 顧客にとって付加価値のないシステムには投資し

にくい。実際に稼働しているシステムをハードウェ

アやOSの更改に伴って移行する場合，基本的に機

能は大きく変わらない。しかし，SIerの見積りでは，

プラットフォームの更改だけでさえすべてが作り直

しなので多大なコストが必要になり，顧客の満足感

は得られない。一度作って動いているモノが，移行

だけで巨額になってしまうのである。 
 これはオープンな世界の宿命でもあった。CPU，

OS，ミドルウェア，フレームワークがSIerの手が

届かない世界で更改されてしまうからである。しか

し，システムをクラウド環境で提供する場合には，

システムの基盤は顧客から隠蔽
ぺい

されてしまうため

に，更改のコストを説明しにくくなるであろう。 
 標準化されたフレームワークを採用すれば（1），
（2）の問題を解決できるという考え方もあるだろ

う。しかし，フレームワークにも寿命が存在するの

である。ソフトウェア技術の進歩に伴い，標準化さ

れたフレームワークも形を変えていく。例えば，

StrutsもV1からV2に移行した際に，代替わりと思

えるほどの差異が存在した。今までにない新しい機

能，例えばグリッドコンピューティングや分散デー

タベースなどの取込みや，今後の開発・運用保守性

向上への追従のためなどである。結果として，追従

できなくなったフレームワークは淘汰されるし，フ

レームワークも骨格を変える。そのような場合，フ

レームワーク自身も少なからぬ非互換を伴う実質的

な代替わりをするのである。 

メタフレームワークの提言 

 フレームワークは，前章で述べたような課題を抱

えている。また，富士通の例をとれば，汎用的なフ

レームワークとしてEZDeveloper，(3) QuiQpro，(4) 
eProad(5)があり，これを統一することも考えられ

る。これらのアーキテクチャは基本的にMVCモデ

ルとなっており，親和性はもともと高い。そのよう

なフレームワーク間では設計情報とソースコード生

成エンジンとデータモデルの共有は不可能ではない。 
 この方向性をさらに進めれば前章で提起した問題

が解決されるのではないかと想定し，その枠組みを

構成する要件を以下にまとめた。 
（1） データモデルや画面モデルの共通化 
 本来，データモデルや画面は言語，アーキテク

チャ，フレームワークに依存するものではなく，

も基本的かつ共通化可能な設計情報である。個々の

システムの設計情報を言語・フレームワークに無依

存な形で記述し管理することにより，純粋な設計情

報を抽出することができる。これは基盤がいかなる

形を取ろうとも，不変となる部分である。 
（2） マルチフレームワーク 
 必要に応じて同じ設計情報から業種や運用形態に

応じた 適なフレームワークに移行することが可能

になれば理想的である。そのためには，様々な業種

依存のデータモデルや画面標準に基づいたソース

コードも出力できるような拡張性が必要である。設

計情報からソースコードを出力するためのテンプ

レートやソースコード生成エンジンを業種ごとに簡

単に拡張できれば，多くの業種分野だけではなく顧

客特有のフレームワークに基づいたソースコード生

成も可能になり，幅広い分野の生産性・品質の向上

ばかりか，新ハードウェア/OSへの移行作業のコス

トも低減できると期待される。 
（3） 双方向性 
 多くの場合，自動生成されたソースコードだけで

は顧客の要件を満たすことはできず，出力された

ソースコードを編集する作業が必要となる。一度，

編集してしまうと，成果物はもとの設計情報とは同

期しなくなり，一方を修正すると他方を手作業で修

正しなくてはならない。例えば，ソースコード変更

後に設計の修正を行う場合には，ソースコードの自

動生成の恩恵を受けることができなくなってしまう。
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このため，ソースコード自動生成機能はスクラッチ

開発（独自のシステムを開発）の初期にしか使うこ

とができず，恒常的に機能を拡張するパッケージや

SaaS開発や追加型SI開発の効率化には寄与できない。 
 このような開発の仕組みでは，開発プロセスが一

方向にしか流れない。これを双方向にできれば，修

正作業の効率化が図れるし，小さく作って大きく育

てる追加型開発をすることが可能になってくる。こ

のためには，追加されたソース部分を抽出管理し，

ソース生成テンプレートに反映する仕組みが必要に

なる。この問題については，デザインパターンの中

のGeneration GapパターンやHook Operationパ
ターン(6)が方向性を示しているが，現実のアプリ

ケーションに適用する場合の制限事項などを検証す

る必要がある。 
（4） リアルタイム動作検証 
 Force.comやRuby on Railsのようなアジャイル

型フレームワークでは，モデル（設計情報）を変更

した次の瞬間にはソースコードへの反映，サーバへ

の配布が検証環境で自動的に行われ，すぐに動作確

認することができる。これは問題があった場合の手

戻りを極小化するために有効な手段であり，開発コ

ストの低減に寄与すると期待される。 
 次世代の開発環境では，設計変更の結果がリアル

タイムに確認できることが一般的になるであろう。 
 （1）～（4）で述べた仕組みはフレームワーク

に依存しておらず，極めて汎用的な開発手法である。

複数のフレームワークに共通する土台であるので

「メタフレームワーク」と呼ぶことにする。 
 図-1に示すメタフレームワークで想定している開

発スタイルの概念を説明する。 
①モデル設計 
 モデル辞書には，あらかじめ主要なデータモデル

が登録されている。例えば，人，組織，商品などで

ある。モデル設計用のGUIツールで基になるデー

タモデルを選び，派生したモデルを作成し，モデル

間の関係付けなどを行う。 
②画面設計 
 画面設計テンプレートで基になる画面を選択し，

①で作成したモデルとの関係をGUIツールで設定

する。 
③自動生成エンジン 
 ①，②および言語・フレームワークに依存する

ソーステンプレートを入力にして，ソースコードを

 

コンパイル
展開・確認

編集
VisualStudio，Eclipse

反映 編集されたソースコード
本体（セルカス込み）
テスト
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GUIツール
（モデル設計）

GUIツール
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④
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図-1 メタフレームワークの概念 

Fig.1- Concept of “Meta-Framework”. 
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（3） アジャイル型開発による効率化と追加型商談

への対応 
出力する。 
④編集 

 小さく始めて大きく育てることが可能になる。顧

客のIT投資予算のうち新規開発は約2割と言われて

いる。スクラッチビルドではなく，運用・保守を行

いながら，合理的なコストでいかにシステムの改善

を提案するかが今後のビジネスの柱の一つになる。 

 必要に応じて，ソースコードを修正する。修正し

た結果は追加ソーステンプレートに変換し，③の入

力の一部になる。これにより双方向性を実現する。 
⑤展開・確認 
 生成したソースをコンパイルし，開発・検証環境

に配布・展開・実行する。 
む  す  び 

 単純な属性の追加ならば，①以降，②③⑤が自動

実行され，瞬時に結果を確認できるというレベルに

なれば望ましいが，フレームワークのレベルでは

Force.comやRuby on Railsで一部できていること

である。 

 富士通および富士通研究所では，クラウド時代の

開発運用環境のフィジビリティを含む検討を開始し

ている。メタフレームワークはこの中のテーマの一

つである。今後，調査検討をさらに進め，2009年度

内には中間報告できるレベルの技術検証を行いたい。 
メタフレームワークの効果と今後の展開 
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