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業務システム構築基盤のご紹介
SystemDirector Enterprise for Smart Device

本資料では SystemDirector Enterprise for SmartDeviceを、「for SmartDevice」と
略記することがあります。
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1.1.SystemDirector Enterprise の狙い

環境認識 短納期・
スピード重視

ニーズ

⻑期間の
保守メンテナンス

技術の⾼度化、
新技術の台頭

「信頼できるSI」

⽣産性の向上先端技術の活⽤
迅速な対応

⼗分な期間の
サポート提供

これらを実践するシステム構築環境を整備
今までのＮＥＣグループのシステム構築技術を結集
SystemDirector Enterprise の開発へ
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1.2.SystemDirector Enterprise の体系

▌NECグループ標準の業務システム構築基盤です。開発⽅法論、開発環境、
サポートサービスによる効率的なシステム構築を⽀援します。

◇開発環境 （何を作るか、どうやって作るのか）
- 業界標準アーキテクチャを採⽤したフレームワーク
- 開発効率を向上する開発ツールの提供

か）

年間のソフトウェア製品サポートを提供

◇サポートサービス （どのように利⽤するか）
- システム構築をさまざまな形でサポート
- トータル10年間のソフトウェア製品サポートを提供

◇開発⽅法論 （誰が、いつ、何をするのか）
- 概説書、⼿順書、ガイド、ドキュメントサンプル集
- 各⼯程の作業⼿順をサポート

開発環境

開発⽅法論

サポートサービス

先端技術の活⽤
・開発環境で取り込み

ガイドも添えて提供

⽣産性の向上
・開発⽅法論で標準作業の

効率化
・開発環境で⽣産性向上

サポート提供
・専任の技術サポート

部隊を⽤意
・⻑期サポート保証
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1.3.SystemDirector Enterprise の構成要素

▌業務システムを構築するために必要⼗分な⽀援内容を提供します。

開発環境

開発⽅法論

サポートサー
ビス

PPサポート 適⽤⽀援 教育サポートサービス

開発環境 共通基盤コンポーネント

APフレームワーク

共通部品群

開発ツール データモデリング 画⾯遷移設計

帳票設計 バッチ設計

業務モデリング

画⾯レイアウト設計

コーディング⽀援 デバッグ⽀援

テスト⽀援コンポーネント設計 ソースジェネレータ

Java(Struts, JSF) .NET(Windows/Web)

外部設計編要件定義編 結合テスト・総合テスト・移⾏編

タスク⼀覧、開発プロセス全体フロー図

実装編（Java版）※１,3

AP開発⼿順書

ドキュメントサンプル集（AP開発編）、付録資料

開発⽅法論概説書

内部設計・製造・単体テスト編

標準化編

実装編（.NET版）※２,3

実装編（バッチ・帳票版）

単体テスト仕様書作成ガイド※4

開発⽅法論

Smart Device(JavaScript)

※１:実装編
Java：Struts版
Java：JSF拡張版

※２:実装編
.NET：Windowsフォーム版
.NET：Webフォーム版

※３:実装編
HTML5拡張版

※4:Java版
.NET版
バッチ・帳票版
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1.4.SystemDirector Enterprise の製品ラインナップ

▌「オンラインシステム開発基盤」「バッチシステム開発基盤」の
▌製品カテゴリで、お客様のシステム開発を⽀援

バッチシステム開発基盤

SystemDirector Enterprise for Java Batch

オンラインシステム開発基盤
SystemDirector Enterprise Suite Package

SystemDirector Enterprise for Java

SystemDirector Enterprise for .NET

SystemDirector Enterprise for Smart Device

SystemDirector Enterprise for C Batch

SystemDirector Enterprise for Report



第２章
開発⽅法論
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2.1.概要

▌開発プロセスに従った⼿順書、ドキュメントサンプルなどを提供します。

- 作業をアクティビティ、タスクで階層化
- タスク毎の成果物を定義

フェーズ毎の
アクティビティ・タスク⼀覧

設計・実装ツール群と
有機的にリンク

SI現場の成功・失敗ノウハウを実践的な開発プロセスに結集
SIに必要な「いつ・誰が・何を・どうやって」を漏れなく重複なく体系化開発プロセス

⼿順書 ドキュメントサンプル

記述内容や記述レベルを
具体例で指南

フェーズ
(いつ)

アクティビティ/タスク
(どうやって)

成果物
(何を)

ロ
ー
ル

︵
誰
が
︶

運⽤や海外活⽤などの
重要ノウハウをガイド化

ガイド
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2.2.⼀般的な開発⽅法論との違い

▌役割を意識した、⼿順、成果物、規約などを体系的に定義します。

SystemDirector Enterprise開発⽅法論は、オープン環境における業務システム開発をター
ゲットとして、ソフトウェアライフサイクルプロセス（ＳＬＣＰ）における「要件定義」
「外部設計」「内部設計」「製造・単体テスト」「結合テスト」「総合テスト」「移⾏」の
⼀連の開発プロセスを中⼼に、役割（ロール）ごとの作業⼿順、成果物（ドキュメント）、
作業規約を体系的に定めた開発⽅法論です。

▐ ⼀般的に開発⽅法論は、以下の3つで構成されます。
 オブジェクト指向やデータ中⼼アプローチなどの具体的な開発⼿法やツール類を定めた

「開発技法」
 開発をどのような⼿順で進めるかを定めた「開発プロセス」
 プロジェクトマネジメント⼿法
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2.3.共通フレーム対応

▌業界標準に準拠した体系をサポートします。
▐ 本開発⽅法論で定義しているフェーズは、業界標準（共通フレーム2013：

SLCP-JCF2013）に沿った体系となっています。本開発⽅法論は、共通フレーム
2013の要件定義・開発プロセスをサポートしております。
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2.4.フロントローディング

▌開発の前半で品質を作りこむ⼿法を取り⼊れています。

「フロントローディング」とは？

開発の後半で発⽣する問題を未然に防ぐことを⽬的に、開発初期でやるべきことを正しく
⾏い品質を作りこむ⼿法

移⾏

後半の⼯程での障害を低減前半の⼯程で品質を作りこみ

現状

フロント
ローディング

フロント
ローディング

業務単位
での要件確認

外部設計

単体テスト

製造

内部設計

要件定義

③データ準備

①シナリオによる
要件確認

開発

基本設計

機能設計

④テスト計画
シナリオ作成

②先⾏開発

⑤性能
先⾏評価

結合テスト

総合テスト

テスト⽅針
シナリオ検討

データ準備

性能評価

製造・単体テスト



第３章
開発環境
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3.1.スマートデバイスへの対応コンセプト

▌『エンジニアがビジネスロジックの開発に注⼒できる』をコンセプトに、
開発⽅法論、開発基盤、サポートサービスの3つの柱でスマートデバイス
向けの業務アプリケーション開発を⽀援

異なるOS(Android, iOS、Windows)で
移植性のあるAPをどう作る？

？

マルチタッチアプリケーションの
ユーザインタフェースはどうする？

ウェブアプリケーションから
デバイス固有機能は利⽤できる？

サーバアプリケーションとの
接続プロトコルは？

開発環境

開発⽅法論

サポートサービス

エンジニアの悩みをSystemDirector Enterpriseで解決！

スマートデバイス向けアプリケーションの標準プラッ
トフォーム、アーキテクチャの提供
統合開発環境、⾃動化ツール、部品ライブラリの提供

スマートデバイス向けアプリケーション標準プラット
フォーム、標準アーキテクチャのサポート

スマートデバイス向けアプリケーション開発プロセス
の体系化
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3.2.ターゲットとするアプリケーション形態

ウェブアプリ

Web技術(HTML5、CSS3、JavaScript)で
開発するアプリケーション
○：開発⽣産性、移植性
×：デバイス特有機能の活⽤

ネイティブアプリ

各スマートデバイス専⽤の開発⾔語で開発
するアプリケーション
×：開発⽣産性、移植性
○：デバイス特有機能の活⽤

ハイブリッドアプリケーション

アプリケーションの⼤部分を開発⽣産性、移植性の⾼いWeb技術にて開発
デバイス特有の機能を利⽤する機能をネイティブ⾔語で実装し、ウェブアプリと連携
△：開発⽣産性、移植性 （※Web技術の移植は容易。ネイティブ⾔語実装部分の移植あり）
○：デバイス特有機能の活⽤

▌ウェブアプリの「開発⽣産性」、「移植性」、ネイティブアプリの「デバ
イス特有機能の活⽤」を兼ね備えたハイブリッドアプリケーション
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3.2.ターゲットとするアプリケーション形態

ブラウザブラウザ

デ
バ
イ
ス

WebサーバWebサーバ
サ
ー
バ

配布サイト

Http

ウェブアプリ ネイティブアプリ ハイブリッドアプリ

概要 HTML5をベースとした
ウェブアプリケーション

各スマートデバイス専⽤の開発⾔語で作
成されたアプリケーション

ウェブアプリとネイティブ
アプリの両⽅の性質を兼ね備える

開発⾔語 Web⾔語（HTML、CSS、
JavaScript）

ネイティブ⾔語
Objective-C or Swift(iOS)、

Java(Android)、.NET/ C#(Windows)
Web⾔語＋ネイティブ⾔語

移植性 ○
（ブラウザには依存） × △

（Web実装部分は移植が容易）
開発効率性 ○ × △
デバイス
特有機能

×
（⼀部のみ可） ○ ○

アプリストアで
の配布 不要 要 要

配布サイト

業務AP
（ネイティブ）

業務AP（HTML5）

WebサーバWebサーバ

業務AP（HTML5）

Http

業務AP（ネイティブ）

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

ブリッジブリッジ

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

▌Webアプリケーション、ハイブリッドアプリケーションの開発を⽀援
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3.2.ターゲットとするアプリケーション形態

OS、バージョン毎にAPを開発
開発、評価コストが増加

OS、バージョン毎に開発する部分を局所化
開発、評価コストを削減

Web技術による共通部分開発Web技術による共通部分開発

iOSネイティブ開発 Androidネイティブ開発

ネイティブアプリケーション ハイブリッドアプリケーション

（必要に応じて）ネイティブAPの開発（必要に応じて）ネイティブAPの開発Android⽤開発Android⽤開発

Windowsネイティブ開発

▌ネイティブ⾔語による開発を必要最⼩限にすることで、開発、評価コス
ト、保守コストを削減

Windows⽤開発Windows⽤開発

iOS⽤開発iOS⽤開発
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3.3.提供機能のポイント

▌スマートデバイスアプリケーションの開発を⽀援する各種機能を提供しま
す。

スマートデバイスアプリケーション向け「開発ツール」
マルチデバイス＆Rich UIに対応可能なSPA(Single Page Application)の開発を効率
化する開発ツール（デザイナー・ジェネレータ）を提供

ハイブリッドアプリを実現する「フレームワーク」
ウェブアプリの「開発⽣産性」、「移植性」、ネイティブアプリの「デバイス特有
機能の活⽤」を兼ね備えたハイブリッドアプリケーションを実現するフレームワーク
を提供



20 © NEC Corporation 2017

WebサーバーSPA
（Single Page Application）

補⾜. SPA（Single Page Application）とは

①最初のリクエスト

②ページ全体を応答

③発⽣したイベントに応じて
⾮同期通信でデータを要求

④JSON・XMLなどの形式で
データを受信

イベント発⽣

受信データに応じて
ビューを部分更新

サービスAPI

▌単⼀のページで構成されるWebアプリケーション
Webページ全体をロードすることがないため、レスポンスが⾼速、

オフライン処理にも対応可能
HTML5の活⽤により、マルチデバイスに対応可能
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外付けデバイス
（プリンタ、バーコードリーダ等）

内蔵デバイス
（カメラ、⾳声⼊⼒等）

3.4.1. [フレームワーク] 全体像

業務AP
ウェブアプリ

SystemDirector Enterprise 
スマートデバイスフレームワーク

ネイティブブリッジ

業務ＡＰ プロジェクト
拡張API

ネイティブ
アプリケーション

API API連携(メソッド呼出し)

ネイティブ
アプリケーション

端末状態取得

API

アプリ連携

ネイティブ連携のた
めのJavaScript API
を提供。ホワイトリスト

既存アプリ
（NEC顔認証、⼿書き等） サーバ／クラウドアプリ

Push通知 DB同期

WebviewやWebkit
などを拡張したブラ
ウジング機能を有す
るネイティブアプリ
を配置。NECのSIを
通じて提供。

汎⽤的な機能を提供

▌ウェブアプリから、スマートデバイスフレームワーク（JavaScript API）を
介してネイティブ機能にアクセス可能。プロジェクト独⾃でAPIの拡張も可能
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3.4.2. [フレームワーク] 既存資産を再利⽤

サーバ

エントリ
ポイント

REST

JSF

Thin Browser  & JavaScriptｴﾝｼﾞﾝ

Windows OS
.NET Runtime など

Windows formアプリ など

クライアント端末

業務ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ（Web）

Rich

Sublogic
（POJO）

Windows OS

ＤＡＯ

PC

ク
ラ
イ
ア
ン
ト

ス
マ
デ
バ

ク
ラ
イ
ア
ン
ト

クライアント

HTMLアプリ

JSON

クライアントにかかわらず
共通化できるサーバ資産

スマートデバイスフレームワーク
※JSON: (RFC4627) JavaScript Object Notationの略。
JavaScriptにおけるオブジェクトの表記法をベースとした

軽量なデータ記述⾔語

JSONとJavaオブジェクトのマッピングを
⽀援する部品を提供

サーバ機能と疎結合なフレームワークにより、
サーバの実装⾔語等に依存せずに開発が可能

アプリケーションライフサイクル
短（技術⾰新が速い） ⻑

▌⻑寿命のサーバサイドのビジネスロジックと疎結合な構成をとることで、
ビジネスロジックを維持したまま、スマートデバイス向けの追加開発が可能
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3.4.3. [フレームワーク] API⼀覧

▌エンタープライズ向けアプリケーションの開発に必要となる下記機能を提
供することで、ハイブリッドアプリケーションの開発を⽀援します。

機能名 概要

クライアント識別
アプリ起動時に表⽰するページの取得リクエストに、OS種別、機種などの端末情報
を付加することができます。サーバ側では、リクエストに付加された情報にあわせ
た画⾯遷移などを⾏うことが可能です。

端末リソース管理/制御
JavaScriptから端末の状態（Wi-Fi/モバイルネットワーク接続状態、バッテリー残
量、ストレージ残量、充電状態等）を取得することができます。これらの情報を使
い、端末の状態にあわせた振舞いを⾏うことが可能です。

アプリ間連携
JavaScript、またはHTMLタグから端末にインストールされている他のアプリケー
ションを起動することができます。他アプリケーションと連携することで、HTML5
とJavaScriptでは実現できない機能を実現することが可能です。

ログ機能
JavaScriptから業務APの動作情報をログとして端末内に保存することができ、また、
保存したログをサーバに送信することができます。サーバ側では、ログ情報を使っ
た端末管理などを⾏うことが可能です。

UI部品
JavaScriptからネイティブ環境が提供するダイアログ（アラートダイアログ、プロ
グレスダイアログ）を表⽰することができます。HTML5とJavaScriptでは実現でき
ない画⾯遷移時に消えないダイアログ表⽰を⾏うことが可能です。

ローカルコンテンツ 端末内や実⾏モジュール(apk、ipa)に保存した業務APを実⾏することができます。
常にオンラインではない環境でも利⽤することが可能です。

HTML5 標準のオフライン
機能

HTML5標準のOffline Web Applicationsが利⽤できます。Offline Web 
Applicationsに沿って、オフラインで業務アプリを利⽤することが可能です。
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3.5.1. [開発ツール] 全体像

▌ネイティブアプリケーションは各ベンダの開発環境を利⽤し、HTML5
ベースのアプリケーションを作成するための開発環境を提供。

web系

ネ
イ
テ
ィ
ブ
系

ク
ラ
イ
ア
ン
ト
側

SystemDirector Enterprise for Smart Device 開発環境 （HTML5/TypeScript開発環境）

リアルタイム開発デザイナー
（RDデザイナー）
- 画⾯エディタ
- 画⾯遷移エディタ 静的テスト⽀援

単体テスト⽀援

要件定義 外部設計 内部設計 製造・単体テスト 結合テスト・総合テスト

Win
dow
s

And
roid

iOS

サ
ー
バ

側 規定しない

エミュレータ

実機

Visual Studio

実機（Windowsスレート）

実機
（Windowsスレート／

Android／iOS）

Android Studio

Android エミュレータ

実機（Android）

iOSエミュレータ

実機（iOS）

XCode（MacOS）

サーバ

ジェネレータ

無線LANルータなど
N/Wが接続できる環
境の⼿配が必要

･･･SW（SystemDirector Enterpriseで提供） ･･･ SW（別途調達） ･･･HW

SystemDirector Enterprise for Java/.NET、etc

Android端末

iPad

Windowsスレート

MacOS上で開発

Visula Studio Code
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3.5.2. [開発ツール] 画⾯エディタ

画⾯エディタ 部品パレットから画⾯設
計部に必要な部品をド
ラッグ＆ドロップするこ
とでHTMLを作成

画⾯設計部

HTMLをDOMツ
リーから編集する
ことも可能

▌SPAの画⾯をリアルタイム開発デザイナーにてグラフィカルに設計可能な
⽀援機能を提供。

リアルタイム開発デザイナー
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3.5.3. [開発ツール] サブステートエディタ

サブステートエディタ

論理画⾯(ステート)の画⾯項⽬
の表⽰、⾮表⽰、⾮活性を設計

同⼀画⾯だが、イベントによって表
⽰する項⽬を動的に変更できる

▌サブステートエディタでサブステートIDを設定することにより、画⾯項
⽬の表⽰・⾮表⽰・⾮活性をイベントによって動的に変更することが可能

リアルタイム開発デザイナー
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SPA（Single Page Application）

3.5.4. [開発ツール] ジェネレータ

画⾯遷移エディタ

画⾯エディタ

SystemDirector Enterprise Smart Device Framework
HTML5⇔ネイティブブリッジ機能

ネイティブAP

外付けデバイス内蔵デバイス既存アプリ

JavaScript
API連携

ソース
ファイル

ビルド
ファイル

Angular最新版に
対応したSPAを⾃動⽣成

SPAからネイティブ機能を
活⽤可能な

JavaScript API連携に対応

各開発⼯程に合わせた
SPAのビルド機能の提供

⾃動
⽣成

▌リアルタイム開発デザイナーの設計情報を元に、Angular最新版に対応し
たSPAのソースコードを⾃動⽣成。

リアルタイム開発デザイナー
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Node.jsVisual Studio Codeリアルタイム
開発デザイナー

設計データ
（ＸＭＬ）

画⾯遷移エディタ

画⾯エディタ
ジェネ
レータ

コーディング
⽀援

CDI⽀援
TSLint

単体テスト
Karma／
Jasmine

結合テスト
Protoractor

内部設計 製造・単体テスト要件定義 機能設計 結合テスト

ＨＴＭＬ
ファイル機能設計書 ソース

コード
ＣＤＩ
結果

ビルド⽀援

実⾏
モジュール

単体テスト
結果

結合
テスト
ケース

結合テスト
結果

単体
テスト
ケース

3.6.6. [開発ツール] ツールチェーン

▌Angular/TypeScript開発を効率化するツールチェーンを提供

凡例
成果物

⽀援機能
(SystemDirector
Enterprise独⾃)

⽀援機能
(OSS利⽤)
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3.6.動作環境

※１：NECのSIを通じて提供
※２：必要に応じてプロジェクトにて実装
※３：Smart Device Framework Windows ネイティブ実装はWindows 7／8.1には未対応

クライアント

Windows版 Android版 iOS版

ハードウェア 調達品ソフト プロジェクトが開発した資産凡例
SystemDirector Enterprise

for Smart Device
自製ライブラリ

SystemDirector Enterprise
for Smart Device

OSSライブラリ

Internet 
Explorer 

11
Microsoft 

Edge

Smart Device
Framework

Windows ネイティブ実装
(※１)

H/W

Windows
ネイティブ

アプリケーション
(※２)

Windows 7(32bit)/8.1(64bit)
/10 Version 1607(64bit)(※３)

View
(HTML)

Model
(TypeScript)

ViewModel
(TypeScript)

Angular 4.1.3

Smart Device Framework API

Webkit

標準ブラウザ

Smart Device
Framework

iOS ネイティブ実装
(※１)

H/W

iOS
ネイティブ

アプリケーション
(※２)

iOS 10.3.2(64bit)

View
(HTML)

Model
(TypeScript)

ViewModel
(TypeScript)

Angular 4.1.3

Smart Device 
Framework API

Smart Device
Framework

Android ネイティブ実装
(※１)

H/W

Android
ネイティブ

アプリケーション
(※２)

Android 7.1.2(64bit)

View
(HTML)

Model
(TypeScript)

ViewModel
(TypeScript)

Angular 4.1.3

Smart Device Framework API

Chrome
55



第４章
サポートサービス
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4.1.サポートメニュー

▌サービスメニュー として、以下のサービスを提供します。お客様のご要
望に応じて内容を組み⽴てさせていただくことも可能です。

▌基本サービスに含まれないものでも、ご要望があれば調整可能です。
例）SystemDirector Enterpriseを新規に導⼊する場合の環境構築／プロジェクト⽴ち上げ教育

といった導⼊⽀援
例）お客様専⽤窓⼝の設置によるホットラインサポート（メールに加えて、電話・現地での問い

合わせ対応なども実施）

(最新から２バージョン前になった時点
から)５年間：標準サポート

３年間：
延⻑サポート

２年間：
限定サポート

トータル１０年間＋αのサポートを保証

システム安定稼動までは標準サポート サポート内容を限定 特定ユーザ

レスポンス
サービス 電⼦メールでの問い合わせ対応 電⼦メールでの問い合

わせ対応
電⼦メールでの問

い合わせ対応

バージョンアッ
プサービス バージョンアップ申請を受け付けての対応 バージョンアップ申請

を受け付けての対応
バージョンアップ
申請を受け付けて

の対応

リビジョンアッ
プサービス
（障害パッチ

提供）
フル提供

障害は既存パッチのみ。
クリティカル、セキュ
リティ関係は新規対応

障害は既存パッチ
のみ。新規パッチ

は別途有償
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4.2.教育メニュー

Java .NET Smart Device

前
提
コ
ー
ス

▌現在、定期開催されているコースはございませんが、ご要望いただければ時
期・内容・場所など含めて開催調整させていただきます。お気軽にご相談くだ
さい。

▌なお、SystemDirector Enterpriseのベースとなっている⼀般知識は前提とな
ります。前提知識を習得するための教育コースもございますので、合わせてご
検討ください。

▌SystemDirector Enterpriseの全体像が把握できる研修メニューを、NEC
マネジメントパートナーのラーニング事業と連携して提供します。ニーズ
に合わせたカスタマイズメイド教育として実施します。

JavaによるWebアプリケーション開発1
－サーブレット・JSP－

Javaによるデータベースアクセス

Javaプログラミング基礎
（⼊⾨、基礎1、基礎2）

Visual Studio による
Windowsプログラミング

Webアプリケーション開発⼊⾨
（ASP.NET編）

ＮＥＣマネジメントパートナー ラーニング事業サイト
https://www.neclearning.jp/

HTML5/CSS3基礎

JavaScriptプログラミング
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4.3.お問い合わせ先

ご購⼊前のお問い合わせ

NEC SystemDirector Enterprise お問い合わせ窓⼝
Web
http://jpn.nec.com/SystemDirectorEnterprise/contact.html

記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
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▌SystemDirector Enterprise, InfoFrame は⽇本電気株式会社の登録商標です。
▌SVF, SVFX-Designerは、ウイングアーク１ｓｔ株式会社の登録商標です。
▌Windows, Office, Excel, Visual Studio, .NET Framework はMicrosoft Corporationの

⽶国およびその他の国における登録商標です。 また、Windows の正式名称は Microsoft
Windows Operating System です。

▌ JavaはOracle Corporation の⽶国およびその他の国における登録商標です。
▌Amazon Web Services, “Powered by Amazon Web Services”ロゴ、その他のAWS商標

はAmazon.com, Inc.の⽶国およびその他の国における登録商標です。
▌ Log4jはThe Apache Software Foundationの登録商標です。
▌Eclipseは Eclipse Foundation, Inc. の⽶国およびその他の国における登録商標です。
▌AndroidはGoogle Inc. の⽶国およびその他の国における登録商標です。
▌ iOS はCisco Systems G.K.の⽶国およびその他の国における登録商標です。

▌その他、記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。




