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要旨 

  Javaによるバッチシステム開発は生産性や性能⾯等の課題から⾒送られる傾向にありましたが、昨今、

様々な環境が整備され、開発者だけでなくエンドユーザ様の間においても注目されています。 

  本稿ではJavaによるバッチシステム開発の現状を簡単にご説明したうえで、Javaバッチシステム開発向け

の業務システム構築基盤 SystemDirector Enterprise for Java Batch をご紹介します。  

 

 

1. はじめに 
従来、バッチシステムの開発言語はCOBOL やC

言語が主流でした。しかし、これら言語を習得した要
員が減少しつつある昨今、新規システム開発時または
現⾏システムの移⾏時に、新しい言語を採⽤しようと
する動きがでてきました。 

 
このような状況の下、バッチシステムの新しい開発

言語として、Java が期待されています。 
 
【Java が期待される理由】 

� 開発生産性の向上 
画⾯システムでは従来からJava が最も多く
採⽤されているため、バッチシステムでも
Java を採⽤し、開発言語を統一することで、
業務処理部品を共通化できて重複開発が抑え
られる。また、デバッグ環境やテスト環境が
充実し日々発展している。 
 

� 保守コスト削減 
画⾯システムとバッチシステムでそれぞれ開
発言語が異なる場合は、それぞれの言語に精
通した保守要員を確保する必要があったが、
言語を統一することで保守要員を統一しコス
トが削減できる。 

2. バッチシステムへ Javaを導入するときの課題 
しかしながら、バッチシステムの開発言語として

Java を採⽤する際には、以下のような課題が上げられ
ています。 

 
【Java 導入時の課題】 

� 新しい言語の採⽤によるリスク 
不慣れな言語を採⽤することによる、システ
ム開発の生産性/品質/保守性の低下の懸念が
払しょくできない 
 

� 実⾏性能 
Javaは従来のバッチ開発言語と⽐べて実⾏性
能が低く、バッチ性能要件に耐えられないの
ではないか 
 

 
 
3. SystemDirector Enterprise for Java Batch 

SystemDirector Enterprise for Java Batchは、これ
らの課題を様々な機能により解決します。以下では、生
産性向上/品質向上/保守性向上を実現するための仕組
みや機能をご説明します。  
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(1) 業務パターンテンプレートを利⽤した簡易な開発 
   方法の提供  

 
単純なバッチアプリケーションについては、

SystemDirector Enterprise for Java Batch が提供す
る業務パターンテンプレート (Java プログラムソー
スおよび XML のテンプレート) が利⽤可能です。業
務パターンテンプレートを利⽤した開発では、開発者
は SystemDirector Enterprise for Java Batch の
GUI を使ってプログラム構造を定義し、入⼒表と出⼒
表の各項目の転記関係を設定するだけで、実⾏可能な
状態のソースコード(Java ファイル、XML ファイル)
を生成します。  

GUI で定義するプログラム構造は COBOL や C 言
語でバッチアプリケーションを開発するときと同じイ
メージで設計できるので、Java 固有のクラスの概念を
意識しなくても実⾏可能なバッチアプリケーションを
簡単に作成できます。  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) オウンコーディングによる複雑な処理への対応  
 
業務パターンテンプレートを使えば GUI だけで簡

単なバッチアプリケーションを作れますが、業務パタ
ーンテンプレートはパターン化された処理を対象とし
ているため⾃由度が低く、複雑な処理を必要とするバ
ッチアプリケーションには向いていません。  

そこで SystemDirector Enterprise for Java 
Batch ではGUI での設定に加え、開発者がオウンコー
ディングできる部分を様々な箇所に設けることで、
Java コードの挿入を可能にし、実装の⾃由度を⾼くし
ています。このようにして、バッチアプリケーション

の基本的な部分は⾃動生成しつつ、開発者がそれぞれ
オウンコーディングした部分と合わせて1つのバッチ
アプリケーションを作り出します。  

バッチアプリケーションは⼤量の表項目変数の定
義や定型的/共通的な処理が占める割合が多く、C 版の
SystemDirector Enterprise for C Batch では全体の
うち平均 7 割を⾃動生成できている実績があります。
Java 版ではそれよりも⾃動生成できる部分が多いた
め、8 割以上を⾃動生成ができると⾒込んでいます。  

 
 

(3) 汎⽤ライブラリの部品化と品質向上 
 

バッチアプリケーションは殆どがファイルや DB
表を扱うため、通常はまずそのアクセス処理の部品化
を⾏います。部品側に⾼度な機能を持たせるほど、個々
のバッチアプリケーションの品質が向上することにな
ります。SystemDirector Enterprise for Java Batch
では固定⻑/可変⻑ファイルを扱う部品、⽂字列編集す
る部品、DB 処理部品、ログ部品、チェックポイント
処理部品等、⾼度で基本的な部品を汎⽤ライブラリと
して提供しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
更に、これら部品の呼び出し処理を生成コードに⾃

動展開するため、バッチアプリケーション開発者はこ
れら部品を意識する必要はありません。 

 
 

(4) 情報の一元管理と保守性の向上 
 

SystemDirector Enterprise for Java Batch は、
エディタ上で、ひとつのバッチアプリケーションの全
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情報(詳細設計情報/ソース/単体テスト仕様情報)を一
元管理しています。そして、詳細設計書と単体テスト
仕様書兼テスト結果報告書も⾃動生成することができ
ます。このように、ウォータフォールのＶ字型開発モ
デルにおける最下部のＶ字の設計情報をエディタ上で
一元管理しつつ成果物をそれぞれ生成することで、設
計情報の一貫性を保ち、保守性を向上させています。 

また、管理された設計情報を必要に応じて抽出する
ことで、DB 表やファイルのレイアウトが変更された
ときに影響を受けるバッチアプリケーションを検索し
たりCRUD 表を生成したりすることができ、保守性を
向上させます。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
4. Javaバッチと処理性能 

Javaバッチアプリケーションの性能向上のために
は、複数の観点による多角的な取り組みが必要です。 

 

(1) 開発環境における性能向上  
 

SystemDirector Enterprise for Java Batch では
バッチアプリケーションの生成コードや汎⽤ライブラ
リに、実⾏性能を向上する仕組みを組み込んでいます。 

 
� DB アクセス処理では JDBC を採⽤しており、

DB 表の入⼒/更新時にバッチ処理(addBatach
メソッドやexecuteBatchメソッドを⽤いて複
数の SQL を一括して処理する機能)を利⽤する
コードを生成し、実⾏性能を向上しています。 
 

 

DB 表を入⼒として、ループ処理中でレコードを読み
込み、別のDB 表に出⼒する、という処理を実測する
と、C とJava ではほぼ同等の性能がでています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 実⾏環境における性能向上 
 

Java アプリケーションを実⾏するには個々に
JVM(Java Virtual Machine)を起動する必要がありま
す。しかし、JVM の起動はそれ⾃体で性能⾯/CPU 消
費⾯/メモリ消費⾯において負荷がかかります。そこで、
NEC のバッチアプリケーション実⾏基盤である
WebOTX Batch Server は、JVM を常駐化してJava
アプリケーションの起動オーバヘッドを削減する機能
を提供しており、バッチシステムの性能向上だけでな
く安定稼働にも寄与します。 

  
 

(3) インメモリ技術の採⽤による更なる性能向上 
 

更に、次バージョンではNEC 独⾃のインメモリ技
術を取り込むことで、従来から懸念になっていたルー
プ処理中でのマスタ参照処理を⾼速化します。バッチ
アプリケーション中で頻繁にアクセスするマスタ表の
レコードをメモリにすべて展開しておき、マスタ参照
する際にはメモリ内のレコードを⾼速アクセスする機
能です。プロトタイプ版では従来より 10~20 倍の性
能向上の結果がでることがわかっています。 
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5. おわりに 
 

Javaバッチシステム開発においては、これまでに
述べたような技術的な要素と業務的な要素を分離し、
技術的な要素はツールや部品側に隠ぺいすることによ
り、システム開発者に業務設計に専念してもらうこと
が、効果的なバッチシステム開発のポイントと考えて
います。 

SystemDirector Enterprise for Java Batch では
様々な仕組みや機能により効果的な開発の⽀援を⾏い
ますので、是非ご活⽤ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【関連するNECのサービス・製品】 
●SystemDirector Enterprise for Java Batch 

http://jpn.nec.com/SystemDirectorEnterprise/function_batch.html 

 
●WebOTX Batch Server 
  http://jpn.nec.com/webotx/batch/ 
 
【お問い合わせ先】 
ＮＥＣ プラットフォームビジネス本部 
 
〒108-8424 
東京都港区芝五丁目33番8号（第一田町ビル） 
TEL：03(3798)7177 
受付時間：9:00〜12:00 13:00〜17:00 
     月曜日〜⾦曜日（祝日・NEC所定の休日を除く） 
http://jpn.nec.com/SystemDirectorEnterprise/function_batch.html 
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