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ソフトウェア開発自動化の必要性

グローバル化等によるビジネス環境の急激な変化に対応

しなければならない現代においては，その変化に迅速に対

応できることが重要な経営課題となっています．迅速な対

応はビジネスを支えるITシステムにも求められ，したがっ

て，「開発期間の短期化」への要求が年々高まっています．

開発期間が短期の案件数の増加傾向は当社においても顕著

になってきており，6カ月以下の開発期間のプロジェクトの

件数が5年で約2.5倍となっています（図１）．つまり，よ

り開発期間を短期化する倍速開発が求められています．

開発の短期化が求められる一方で，開発しなければなら

ないソフトウェアの規模は逆に増加しています．携帯電話

の世界では約3年ごとにソフトウェア規模が倍になっている

データもあり，ソフトウェア規模のムーアの法則＊とも呼ば

れています．よって，開発期間の短期化が求められる一方

で開発規模は大規模化していくという二重苦の状況といえ

ます．

そのように大規模化し，かつ短期化するソフトウェア開

発に対して，開発者の増員や作業方法の見直し等，プロ

ジェクトマネジメントの工夫により対応することも可能で

す．ただ，そのような人に依存した方法だけでは品質のば

らつき，管理コストの増大を招き，すでに限界となってき

ています．よって，これまで以上に開発者1人が生産できる

ソフトウェア量を拡大する必要があります．ソフトウェア

開発自動化はそのための有力な技術です．

ソフトウェア開発自動化技術の技術トレンド

ソフトウェア開発自動化とは，ソフトウェア生産にかか

わるあらゆる作業のコンピュータによる機械化・自動化の

ことですが，ここでは主にプログラムの自動生成のことを

指します．ソフトウェア開発自動化は全く新しい技術では

ありません．古くからあり，今でも使われている自動化技

術としてアセンブラ，コンパイラがあります．これは，人

間に分かりやすい抽象化されたプログラム言語から，コン

ピュータのCPUが直接理解し実行できるマシン語を自動生

成（変換）するものです．今ではJavaやC#といった高級

言語からの自動生成に発展しており，これら自動化技術の

発展により，人間が扱えるソフトウェアの規模をより大き

くすることに成功しています．

さらに近年は第四世代言語（4GL）やMDA（Model

Driven Architecture：モデル駆動アーキテクチャ）と呼

ばれる，自動化をより発展させる技術も登場してきました．

しかし残念ながら，これらの技術は必ずしも広く普及して

いるわけではありません．例えばMDAは，UML（Unified

Modeling Language：統一モデリング言語）により記述

されたソフトウェア設計情報に基づきプログラムを自動生

成可能にする技術です．これは，開発対象とするソフト

ウェアを，利用するプラットフォームやプログラム言語に

依存せずに，UMLで完全にモデリングできることを前提と

しています．しかしながら，これは不可能であることが分
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図１　NTT データにおける短期開発案件の増加 
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かってきています．

現在では，そのような過度な汎用性を目指すことの問題

点を改め，何かに特化することによって利用効果を高める

ことを目指した自動化技術が登場しています（表）．それら

は特化する対象の違いにより，大きく2つのタイプがありま

す．今後はこの2つの方向で自動化技術は進化していくと思

われます．

■フレームワーク特化型の自動化技術（水平特化）

特定の領域のアプリケーション（例えばWebアプリケー

ション等）を開発するために，アプリケーションに共通す

る基本的な機能やプログラム構造を提供する「アプリケー

ションフレームワーク」が普及しています．有名なものと

して，Struts，Spring FrameworkなどのOSS（Open

Source Software）があり，デファクト標準として広く普

及しています．フレームワーク特化型の自動化技術は，そ

のような標準的なアプリケーションフレームワークの利用

を前提とし，そのうえで作成しなければならない設定ファ

イルやプログラムの雛形を自動生成する技術です．標準フ

レームワークを利用して開発するソフトウェアであれば自

動化の恩恵を受けることができるため，次に説明する特定

システム特化型よりも汎用的です．習得を含めた導入コス

トが低くなる反面，特定の業務に向けた自動生成を行わな

いため，ソフトウェア全体に対する自動生成率は低くなり

ます．

■特定システム特化型の自動化技術（垂直特化）

特定の業務や機能の記述に特化し，表現が限定・抽象化

されたモデリング言語を定め，その言語で記述された情報

からプログラムを自動生成する技術です．特定の業務や機

能の記述に特化した言語は，DSL（Domain Specific

Language：ドメイン特化言語）とも呼ばれており，近年，

普及の兆しをみせています．JavaやC♯などの汎用的なプ

ログラム言語に比較して5～10倍の生産性があるとの報告

もあります．一方でそのような特化言語と専用ツールを開

発するための初期投資が必要となります．

NTTデータのソフトウェア開発自動化

NTTデータでは，上述した自動化技術のトレンドを踏ま

え，2つのタイプの自動化ツールを開発し，お客さまシステ

ムの開発プロジェクトに適用しています．

(1) TERASOLUNA IDE

1つはフレームワーク特化型の自動化ツールにあたる

TERASOLUNA IDEです．Webアプリケーションの開発で

あればほとんど多くのプロジェクトで利用できるため，汎用

型自動化ツールとも呼んでいます．図２はTERASOLUNA

IDEにおける自動生成の概要を示したものです．

NTTデータでは，Webアプリケーションの開発用途に

「TERASOLUNAフレームワーク」を開発し，全社標準と

して展開を図るとともに，OSSとして外部にも提供してい

ます．そして，TERASOLUNA IDEは，専用のGUIエディ

タやMicrosoft Excelにより作成した設計情報から，

TERASOLUNAフレームワークを利用した場合に作成すべ

きプログラムや設定ファイルの自動生成を行います．一般

的なWebアプリケーション開発において，全体の30％程

度の自動生成が可能となっています．それ以外の部分は業

務に依存した部分となり，開発者がプログラムを手動で作

成します．

TERASOLUNA IDEでは，対象がWebアプリケーショ

ン開発であれば，業務・機能の種類を問わず幅広く適用で

き，習得を含めた導入コストが低いことが特長となります．

反面，特定の業務に向けた自動生成を行わないため，ソフ

トウェア全体に対する自動生成率は低くなります．

(2) TERASOLUNA ViSC

もう1つは特定システム特化型の自動化ツールにあたる

TERASOLUNA ViSCです．図３はTERASOLUNA ViSC

における自動生成の概要を示したものです．

TERASOLUNA ViSCは，開発対象のソフトウェアに合

わせてカスタマイズして利用することを前提としたツール

です．カスタマイズすることにより対象ソフトウェアのプ

ログラムを100％自動生成できるようにします．

したがって，TERASOLUNA ViSCはTERASOLUNA

IDEと異なり，すぐさま適用できるものではなく，ツールを

カスタマイズするための導入フェーズが必要となります．

カスタマイズは，オリジナルのTERASOLUNA ViSCに対

して，開発対象のソフトウェアの固有性に合わせて，設計

の記述をより抽象化したり，記述の自由度に制約を設けた

表　今後の自動化技術の進化の２つの方向性

概　要

生産性
自動化効果

汎用性
導入しやすさ

フレームワーク特化型 特定システム特化型

特定業務を記述するための独自の設計形式・入力項目を定
め，プログラムを自動生成．対象業務の範囲を限定するこ
とにより高い自動化率を実現する

基本的に雛型の生成にとどまり，追加作成しなければならな
い部分が残るため，生産性向上は限定的となる

標準フレームワーク・言語をベースにするため，開発ノウハ
ウ・有スキル人材も豊富で，教育等も含めた導入障壁が低い

標準のアプリケーションフレームワークを前提とし，設定ファ
イルやプログラムの雛形を自動生成．アプリケーション基盤を
固定することにより目的に応じた多様な自動化を可能にする

対象システムの業務・機能に特化したツールを利用でき，
自動化率が大きく，生産性向上率は高い

専用ツールの開発・カスタマイズ，専用言語の習得といっ
た作業・教育が必要となる
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りすることによって行います．専用の開発ツールをつくり

上げるイメージです．開発者はその専用開発ツールを利用

してソフトウェアの設計情報を投入することにより，プロ

グラムやレビュー用の設計書を完全に自動生成することが

できます．完全に自動生成できることの利点は，設計情報

とプログラムが完全に同期できることです．特にソフト

ウェアを長期間維持管理する場合，設計情報とプログラム

が乖離してしまう問題がよく指摘されます．設計情報とプ

ログラムの完全同期によってそのような問題も解消されま

す．その一方で，ツールをカスタマイズすることが必要と

なるため，適用までに一定の準備期間・コストが必要とな

ります．そのため，投資対効果に見合う，ある程度規模の

大きいプロジェクトへの適用が想定されます．

NTTデータグループではこれら2つのタイプのツールを，

お客さまが必要とするソフトウェアの規模や特性・種類に

合わせて選択する，または組み合わせて利用することによ

り，倍速開発の実現を目指しています．

自動化ツールの副次的効果

上述の2つの自動化ツールはプログラムの自動生成が主目

的ですが，特にTERASOLUNA ViSCについては，当社に

NTTデータfrom

図２　TERASOLUNA IDE での自動生成 
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図３　TERASOLUNA ViSC での自動生成 
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おける適用事例の中で，注目すべき副次的な効果が報告さ

れています．それは「オフショア開発」（ソフトウェア開発

を海外の事業者や海外子会社に委託すること）において，

国内・海外の開発者の言語の違いによる問題を自動化ツー

ルにより克服できるというものです．

具体的に説明します．TERASOLUNA ViSCではExcel

の専用形式で業務ロジックを定義すると，それに合わせた

日本語が自動生成されるようになります（図４）．例えば，

中国の開発者が日本語で設計情報を作成する際，日本語が

優秀な開発者でも「てにをは」まで正確に記述するのは難

しいのが現状です．そのため，その確認・修正のため「日

本語チェッカー」の役割の担当者を別途置いているプロ

ジェクトもあります．しかし，TERASOLUNA ViSCの場

合，中国の開発者はExcelの専用形式の書き方のみを覚える

だけでよく，日本語の書き方を学習する必要がなくなりま

す．一方で，日本側でのレビューにおいても，日本語レベ

ルが低い設計書では本来必要となる設計内容の確認以外に，

日本語自体の確認が必要となり，時間がかかるだけではな

くレビュアに多大なストレスがかかっていました．

TERASOLUNA ViSCの場合，設計情報から自動生成され

る正確な日本語表現の設計書をレビューするため，レビュ

アはストレスなく本来確認すべきことに注力できるように

なります．

このように自動化ツールは言語の壁も越える可能性を秘

めており，当社およびお客さまのビジネスのグローバル展

開に向けて非常に重要な技術になると考えています．

自動化技術がもたらすソフトウェア開発
の将来

昨今のITシステム開発の現場は，「きつい，厳しい，帰れ

ない」の3K状態だといわれています．これは，冒頭にも述

べたように，開発しなければならないソフトウェア規模が

より大きくなり，その開発期間もより短くなっている状況

に対して，「大量の開発者による労働集約型ワークスタイル」

で対応しているという現状があるためです．3Kを脱するた

めには，これを「少数精鋭の開発者による知識集約型ワーク

スタイル」へ変革する必要があります．その変革を実現す

る核が自動化技術と考えています．そのためにNTTデータ

では，今回紹介した2つのタイプのツールの改良を進め，適

用範囲を拡大し，今後も倍速開発を推進していきます．

◆問い合わせ先
NTTデータ
技術開発本部
ソフトウェア工学推進センタ
TEL 050-5546-2482
FAX 03-3536-3007
E-mail terasoluna kits.nttdata.co.jp
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図４　 TERASOLUNA ViSC の設計情報自動生成 

日本語ができ 
なくても入力 
簡単 

日本語チェックでは 
なく本来レビュー 
すべきことに注力 

設計担当者 

レビュア 

業務の設計情報を 
ViSC形式で入力 

自動で設計情報 
（日本語）を生成 


