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SystemDirectorでは業務システム開発環境に関する
様々なご質問やご相談にお応えします
例えば・・・

再構築を検討中のお客様に何を提案したら良いか
業務アプリケーションの開発や保守を効率化するにはどうしたら良いか
既存資産をどう活⽤したら良いか

などお気軽にご相談ください

NEC SystemDirector ご相談窓⼝

SystemDirector Webサイトからお問い合わせください
http://jpn.nec.com/SystemDirector/

２０１６年８⽉版
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業務システムを取り巻く環境変化

 ビジネス環境やＩＴトレンドが急速に変遷するも、システム投資は限定的
 ビジネスリスクに対応しつつ、最新ＩＣＴを適材適所に取り込んだ、環境の変化

に強い業務システムの構築と維持が重要

拡⼤するビジネスリスク
 少⼦⾼齢化
 異常気象、地震、⽕⼭
 パンデミック
 資源枯渇
 サイバーテロ
 セキュリティ犯罪

ビジネスチャンスの到来
 クリーンエネルギー
 次世代インフラ
 ＨＥＭＳ
 先進医療
 農業ＩＣＴ

 宇宙
 防災
 インフラ輸出
 第６次産業
 クールジャパン

社会情勢・労働環境の変化
 雇⽤延⻑、ダイバーシティ
 在宅勤務、ワークシェア
 スマートデバイス、ＢＹＯＤ
 ソーシャルメディアの普及
 グローバル分散業務ＩＣＴトレンド

 モビリティ
 ビッグデータ
 クラウド



4 © NEC Corporation 2016

SystemDirectorの位置づけ

COBOL、Java、.NETなど幅広い開発⾔語に対応した「開発⽅法論」「開発環境」
「サポートサービス」を提供し、柔軟で強固なシステム構築と、開発・保守コスト
の削減をご⽀援します

業種別アプリケーション、パッケージ

サービス実⾏基盤

情報管理ソフトウェア
（ｺﾝﾃﾝﾂ管理、情報活⽤、スケールアウト型データーベース）

⾼可⽤性ソフトウェア

環境ソフトウェア開発環境
統合運⽤管理

セキュリティ対策

ＯＳ（UNIX、Linux、Windows、SX、ACOS） Hypervisor
サーバ ストレージ ネットワーク

⾦融
製造・流通

サービス官公庁 インフラメディア テレコム
キャリア

コラボレーティブウェアコラボレーティブウェア

データベース
Oracle, SQL Server

開発⽅法論

開発環境 ソリューション

COBOL、Java、.NETなど
幅広い開発PFに対応

多くの導⼊実績により効果が
実証された開発⼿法

将来に渡って既存資産の
⻑期保守と再利⽤を⽀援

ノウハウ技術者による
導⼊・構築・移⾏⽀援

開発・保守作業を効率化する
フレームワークや開発ツール
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このような課題はございませんか？

情報システム部⾨の悩み

経営者の期待  業務プロセス刷新
（省⼒化、業務コスト削減）

 IT開発・運⽤コスト削減

 グローバル化対応
 激甚災害への対策

課題②：保守・ランニングコストの増⼤
 業務毎に最適化された複数システムが乱⽴し

（MF,C/S,Web,SaaS）個別に対応が必要なので
⾮効率

 ⻑年の保守による既存資産の仕様書やテスト環境
の⽋損によるブラックボックス化やスパゲッティ
化が進んでおり改造リスクが⾼い

課題①：開発コストの増⼤・開発の⻑期化
 最新ICTを活⽤するためのノウハウが無く、追随

するための調査・導⼊・習熟コストとリスクが⼤
きい

 既存システムが把握できず、何が再利⽤できるの
か分からない

 ⽬標の⽣産性や品質を達成できない

 柔軟で強固なシステムを構築したい
 システム開発・保守を省⼒化しコストを削減したい
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NEC ソフトウェア開発環境NEC ソフトウェア開発環境

COBOL

CASEWORLD

HolonEnterprise

SystemDirector Enterprise

企画

設計

製造

テスト

保守・運⽤

メインフレーム

PC

インターネット

クラウド

SystemDirectorのコンセプト
ソフトウェア開発環境 SystemDirectorは、最新のICTトレンドへの迅速に対応、既

存資産の⻑期間に渡る保守に強いシステム開発環境を実現します
 特⻑①：最新技術をスムーズに導⼊し技術者の早期⽴ち上げを⽀援
 特⻑②：設計情報を業務システムのノウハウとして⻑期的に活⽤
 特⻑③：⽅法論と⾼機能なツール群よる⽣産性・保守性・品質の向上
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特⻑①：最新技術の導⼊と技術者の早期⽴ち上げ

▌開発環境で最新技術をラッピングして提供するため、必要な技術に不慣れな開発者
も習得に⼿間取らず、早期に開発へ着⼿することが可能

▌SystemDirectorがプラットフォームや技術の変化を継続的に吸収し、全体アーキ
テクチャを崩すことなく業務APの最新化をご⽀援

動作検証済みミドルウェア
APサーバ：WebOTX、WebLogic、Windows Server・・・
etc
DB ：Oracle、SQL Server

SystemDirector 開発環境
フレームワーク、共通部品（ライブラリ）

OS
サーバ系：Linux、Windows、HP-UX、Solaris、ACOS
クライアント系：Windows7、iOS、Android

バージョンアップしたミドルウェアやOSの
動作を検証し、開発環境で差異を吸収

開発⽅法論と開発環境が
プラットフォームや技術の変化に対応

SystemDirector
開発⽅法論

ミ
ド
ル
ウ
ェ
ア
・
Ｏ
Ｓ
層

Ａ
Ｐ
・
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
層

開発者は技術の変遷にとらわれず、
標準化された開発⼿順で設計情報を再利⽤し

業務APの改造や追加が可能
リポジトリ

設計情報
（業務ロジック）

業務AP

業務
ロジック

ソース⾃動⽣成・
ビルド
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特⻑②：設計情報の⻑期的活⽤

▌プラットフォームや開発技術に依存しない設計情報（モデル）を⻑期的に保管すべ
き資産として重視、再利⽤による開発リスクを軽減

▌設計情報を統⼀した形式でリポジトリへ保管し、レガシー資産の更改・維持にス
ピーディーに対応

設計情報

 業務モデル
 データモデル
 プロセス定義

プラットフォームA（HW・OS・MW）

業務AP

 ソースコード
 設定情報
 実⾏モジュール

フレームワークA

設計情報は業務ノウハウとして
⼤切に保管

リポジトリ

A環境向け
ジェネレータ

・ビルダ

寿命が短い業務APは
移⾏先のプラットフォームに

合わせて再⽣成

B環境向け
ジェネレータ

・ビルダ

プラットフォームB（HW・OS・MW）

業務AP

 ソースコード
 設定情報
 実⾏モジュール

フレームワークBプラットフォームや技術が変遷しても、
設計情報を再利⽤し開発・移⾏を効率化

（マルチターゲット対応）
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企画

設計
製造

テスト

保守・運⽤

特⻑③：開発⽣産性・保守性・品質の向上
▌業界標準に準拠した開発⽅法論と、要件定義から保守まで⼀貫したツールチェーン

を利⽤し、⾼い⽣産性で業務アプリケーションを開発・保守
▌上流⼯程に品質を作り込む作業を重点的に配置したフロントローディング（※）により

瑕疵を早期是正し、⾼品質で保守性の⾼いシステムを構築

※：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

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

開発プロセス開発プロセス

⼿順書
ドキュメント
サンプル
ドキュメント
サンプル

運⽤や海外活⽤などの
重要ノウハウをガイド
化

記述内容や記
述レベルを
具体例で指南ガイド

フェーズ
(いつ)

アクティビティ
(どうやって)

成果物
(何を)

ロ
ー
ル

︵
誰
が
︶

コーディングツールテスト⽀援ツール

モデリングツール

リポジトリ

CRUDレポートツール・
最新設計書

⼀貫した
ツールチェーン
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SystemDirector製品体系

最新システム向けオープン⾔語と、⼤規模基幹システムで多数の実績を持つNEC
製⾔語の開発環境をカバーする製品群とサポートサービスをご提供します

CASEWORLDメインフレームのシステム開発に適した
NEC製4GLベースの開発環境

ソフトウェア開発環境・開発⽅法論(製品)

SystemDirector Enterprise (SDE)
スマートデバイス、最新オープンPFに対応する
Java、C#ベースの開発環境

COBOLあらゆるPFに対応する
世界標準の業務開発⾔語環境

HolonEnterpriseC/Sシステム開発に適した
NEC製4GLベースの開発環境

モダナイゼーション

開発ツール帳票やテスト⽀援など
あらゆるPFに対応したデファクトツール群

製品技術サポート 開発⾃動化

ソリューション
品質エンジニアリング



11 © NEC Corporation 2016

SystemDirector Enterprise 概要
業務システム構築基盤 SDE はオープン開発⾔語に対応したインターネット・クラウ
ドシステムの構築を⽀援するソフトウェア開発環境です

 開発環境
 フレームワークとGUIベースのツール群を提供、

⾼度な技術をラッピングし⾼品質な開発を実現
 設計情報を管理しコードを⾃動⽣成するジェネ

レータ機構により⾼⽣産性を実現

 開発⽅法論
 各種業界標準(SLCPやISO等)と整合した開発⽅法論を提

供
 NECが⻑年培った技術やノウハウを概説書、⼿順

書、ドキュメントサンプル等の体系的なガイドと
して提供

上流ツール
画⾯遷移
エディタ

コンポーネント
エディタ データ

モデリング

/リポジトリ
標準設計モデル

/リポジトリ

設計情報 実体＝
システム実体に対応した
最新設計情報を管理。

システム実体に対応した
最新設計情報を管理。

ビルド

セッション管理 認証管理 メニュー管理

テンプレート テンプレート テンプレート テンプレート

業務
ロジック

業務
ロジック

業務
ロジック

開発者が
コーディング
ジェネレータに
よる⾃動⽣成

開発者は業務ロジックの開発のみに
集中することが可能

開発者は業務ロジックの開発のみに
集中することが可能

共通機能は
あらかじめ準備部品群

業務
ロジック

業務
ロジック

ムダを排除し最⼤限効率化された開発プロセスを標準化
オープン技術のメリットを享受しつつ、独⾃技術により⾰新的な⾼⽣産性、⾼品質を実現

 対応プラットフォーム
対応OS ： Linux、Windows、Android、iOS 他
対応⾔語： Java、 C#、 C(※1)、PL/SQL(※1) 他

※1：バッチシステムのみ

メリット
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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。

SystemDirector Enterprise
開発⽅法論とは

▌ 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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結合テスト
(T503)

パフォーマンス
測定・負荷

テストツール

性能測定
・分析ツール

SystemDirector Enterprise
開発環境とは

▌開発⽅法論に沿った各種開発ツールにより、各⼯程の開発効率化を実現

凡例
アクティビティ

開発ツール（SDEが提供）

フェーズ

ロール

要件定義 外部設計 内部設計 製造・単体Ｔ 結合Ｔ

機能設計者 実装設計者 製造者業務設計者 DB設計者 機能/
実装設計者

単体テスト
(T401)

製造・デバッグテスト
(A401)

単体テスト準備
(T303)

オンライン実装設計
(A301/A302)

論理/物理
データモデル
設計
(D202/203)

ソフトウェア機能設計
(A207)

単体テスト
ツール

カバレッジ
ツール

テストデータ
⽣成⽀援

CDIﾂｰﾙ

画⾯エディタ 機能
設計書
機能
設計書

データ
モデリング

プログラミング
環境

モジュール設計
I/F設計

画⾯遷移エディタ

業務フロー
整理

(A107)

システム機能分析
(A201)他

ビジネスプロセス
モデリング
ツール

※対象モデルによりツールの名称、提供機能は異なり
ます。

※別途購⼊が必要なツールがございます

開発ツール（別途購⼊必要）
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各層のフレームワークを柔軟に組み合わせて活⽤できるアーキテクチャです。
各技術の組合せ動作保証バージョンを明確にすることで、プロジェクトの検証負荷を軽減します。
OSS標準の機能に加えて、SDE独⾃の拡張フレームワークも提供しております。

JDBC(※5)

JPAJSF Spring

MyBatis

AP層 DB層PR層

EJB3

HTML5/JavaScript

.NET Framework
Silverlight

Windows Form
Web Form.NET

Smart Device

Spring Batch(※1)
Java

バ
ッ
チ
︵※

２
︶

Java Batch

C Batch

JDBC
POJO
Spring Batch(※6)

SDE for C Batch Framework(※3) Oracle Call Interface

オ
ン
ラ
イ
ン

Struts拡張
JDBC拡張POJO拡張

EJB2拡張(※4)

JSF拡張

※1 ⼩規模簡易バッチAP開発向け
※2 ⼤・中規模⾼速バッチAP開発向け
※3 NEC製フレームワーク

※4 V9.0でDeprecated
※5 Spring/JDBCはExpressのみ
※6 WebOTX Batch Server必須

※各線の接続はツールかガイドで提供

製品分類

NEW

SystemDirector Enterprise
多様な選択肢を提供するSDEアーキテクチャ 2015年4⽉強化リリース
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SystemDirector Enterprise for Java
リアルタイム開発による画⾯仕様の早期決定

SDE

画⾯エディ
タを起動

画⾯遷移定義
機能概要⼊⼒

画⾯処理説明⼊⼒

画⾯レイアウト編集

部品選択

プロパティ設定

JavaScript編集

ドラッグ&ド
ロップで⾃由に
画⾯をデザイン

リアルタイム開発デザイナーリアルタイム開発デザイナー

Step2：画⾯の遷移情報や処理概要を整理

Step3 ：ドラック＆ドロップでユーザーと画⾯をデザイン

Step1:事前準備
ＡＰ雛型の作成

設計書 ソース
コード

Step4 ：
ワンクリックで
設計書とソース

を⾃動⽣成

APサーバー

Step5 ：
実際に動かしな
がらユーザーと
要件を最終確認

部品定義
ファイル

・画⾯、画⾯遷移、業務
ロジックの⾃動⽣成のた
めのプロジェクト⽤ひな
形整備
※整備には、ロールアウ
ト機能を利⽤

プロジェクト
カスタマイズ可能

Excel
表⽰⽤データ

上流⼯程で画⾯・帳票のレイアウト/データ表⽰/遷移要件を反映した実物に近いAPを繰り返し⽣成。
実際の画⾯や操作の仕上がりを確認しながら、早期にユーザインタフェースを確定できます。

2015年4⽉強化リリース
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Windows Android iOS

開発⽅法論に沿った形で、要件定義〜単体テスト⼯程までの各作業を効率化するための開発ツール、
業界標準に対応した実装フレームワークにより、⾼品質なシステムの早期実現を⽀援します

テンプレート

業務AP

開発ツール開発ツール 実装フレームワーク実装フレームワーク

ジェネレート機構により、実装の
⾃動化、設計情報と実装情報の乖

離を防⽌

point
２

上流から下流まで⼀貫した、
各種ツール群により、

上⼯程からの品質の作り込みを⽀援

point
１

⽣成

⾼度な技術をラッピングする
アーキテクチャおよびフレームワークにより、
属⼈性を排除した、⾼品質なシステムを⽀援

point
３

業務AP 業務AP

SDE スマートデバイスフレームワーク
Webフレームワーク

画⾯制御基盤

マッシュアップ基盤 ネイティブ連携

クライアント識別 オフライン対応

汎⽤拡張I/F ログ出⼒ 汎⽤MDM連携機能

SystemDirector Enterprise for Smart Device
⾼品質・⾼⽣産性スマートデバイス開発 2015年4⽉強化リリース
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▌主な機能と導⼊効果

 ビジュアルなアプリケーション設計を可能とし、簡
単な操作でソースコードを⾃動⽣成。

 ⽣成対象⾔語は、Java、Pro*C/C++、PL/SQLをサ
ポート。

1. バッチ系システム開発(SI)の⽣産性向上

2. バッチAPの品質・実⾏性能の向上

3. バッチAPの保守性の向上

 フレームワークに依存しない柔軟な設計ができ、PJ毎の
フレームワークカスタマイズも可能。

 Javaバッチに特化した⾼速DB/ファイル処理ライブラリ
を提供、JavaとCで同等の実⾏性能。

 InfoFrame DataBoosterと連携しC/Javaバッチを⾼速化
(6〜13倍）する「インメモリオプション」を提供。

 バッチ詳細仕様書/テスト仕様書を⽣成し、
ソースと仕様書の⼀貫性を維持。

 プロセス指向の処理⽅式を採⽤し現⾏資産移⾏も容易

SystemDirector Enterprise for Batch
⼤規模Java／Cバッチのインメモリ⾼速化

バッチ系システム構築における開発⽅法論、開発基盤、サポートサービスを体系化し、各開発⼯
程間の作業をシームレスに連携したバッチ系SI統合開発環境です。過去10年以上に渡り、⾃治
体、製造業、流通業などのお客様に利⽤されており、⼤規模案件の事例も多数あります。

----------------------------
商品コード､ 商品名､･･ 原価、･･･
----------------------------
A0012001 商品名ＡＢＣ 0800 ･･･
A0012002 商品名ＤＥＦ 1100 ･･･

･
･

SystemDirector Enterprise for Batch/Studio 設計エディタ設計エディタ

起
動
起
動

内部(詳細)設計書内部(詳細)設計書
単体テスト仕様書単体テスト仕様書

テストデータテストデータ
LOOP

BEGIN
FETCH CurAlCur000 INTO stTinAlCur000;

END;
gBcFetchCount03 := gBcFetchCount03 + 1;
gBcFetchCount := gBcFetchCount03;
IF CurAlCur000%NOTFOUND THEN

EXIT;
END IF;
BEGIN

INSERT INTO ⼈気商品表 (
商品名称,
週間売上数

･･

ソースコードソースコード

⽣成対象⾔語⽣成対象⾔語

PL/SQLPL/SQL

Pro*C/C++Pro*C/C++

PL/pgSQLPL/pgSQL

ECPGECPG

JavaJava

⽣成⽣成
⽣
成
⽣
成

実⾏モジュール

インメモリ
オプション

＋
DataBooster

ビ
ル
ド

ビ
ル
ド

強化

強化強化

2015年4⽉強化リリース
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COBOL 概要

COBOLは最新のCOBOL2002規格に対応した幅広い業務システムの構築を⽀
援するソフトウェア開発環境です

 開発⽅法論
 データ中⼼型設計技法とウォーターフォール型開

発技法をベースにソフトウェア品質技術・プロセ
ス改善技術を体系化したSTEPSⅡを提供

オブジェクト指向開発・オープン連携など幅広くサポート
基幹システム向け⼤規模OLTPやバッチ処理から、中⼩規模向け業務システムまで対応

 対応プラットフォーム
対応OS ： ACOS(※1)、Linux、Windows 他
対応⾔語： COBOL、COBOL/S

※1：第3次規格（COBOL85）までサポート

Web APWeb AP 分散 APGUI APGUI AP

編集

ビルド

実⾏

デバッグ

⼤規模ﾊﾞｯﾁAP

分散開発へも対応

 開発環境
 COBOLの記述を容易化するCOBOL/Sを提供
 Generalized Macro Processor(GMP)を利⽤する

ことでパラメータに連動した複雑なロジックを⾃
動展開

 COBOL2002規格のリポジトリ機能提供。プログ
ラムや関数、メソッドの呼び出し関係や継承関係
の適合検査で実⾏後障害の予防が可能

メリット

（※1）

(*1) 対応時期未確定
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COBOL
オープン環境の最新技術の活⽤

▌オープン環境との親和性が拡⼤
オブジェクト指向機能でCOBOLプログラムをカプセル化することにより、Javaなどの他⾔語から利⽤

が可能となるほか、各種オープンデータベース、帳票・OLTPミドルウェアに対応。オープン環境の最
新技術を取り⼊れた柔軟なシステムの構築が可能となります。

▌最新規格、最新技術に対応
 NECのCOBOLは、バッチ処理領域に注⼒し、データベースのインメモリ化(*1)や並列化による⾼速

化、そして、ビッグデータ活⽤(*1)などの先進技術に継続的に対応していきます。

COBOLアプリケーション

スケールアウト型データベース
NEC InfoFrame Relational Store (IRS)

SQLｱｸｾｽ

(*1) 2017年以降に対応予定

ビッグデータ利⽤例

ビッグデータを
捨てずに⻑期保存
ビッグデータを

捨てずに⻑期保存

新たな軸を加えた
柔軟な分析

新たな軸を加えた
柔軟な分析
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COBOL Enterprise Edition

▌主な機能と導⼊効果

 Windows 64ビットネイティブやLinux(RHEL)
上での実⾏をサポート

1. 最新HW/OS提供の性能をそのまま享受

2. オープン環境のシステム構築強化

基幹業務システムを⽀える新たなオープンＣＯＢＯＬが登場

従来のCOBOL85を刷新し、実⾏性能・開発⽣産性をワンランクアップ

 COBOL SQLアクセスによりODBC経由で様々
なオープンデータベースへの接続が可能。

 Open COBOL Factory 21互換のクライアント/
サーバ形態のシステムや、CUIの対話型アプリ
ケーションの開発・実⾏が可能。(Windowsのみ)

3. 既存COBOL資産を最⼤限活⽤可能
 第4次規格（COBOL2002）に対応する⼀⽅、

ACOS-2/4,HP-UXのCOBOL85機能を継承。
 メインフレームで実績のあるCOBOL/SやGMP

のサポートにより⽣産性を向上。
 業務処理プログラムに必須の『データ編集/検

査』『⽇付処理』等のCOBOL拡張部品ライブ
ラリを提供。

Web APWeb AP

分散 AP

GUI AP

編集

ビルド

実⾏

デバッグ ⼤規模ﾊﾞｯﾁｼｽﾃﾑ

分散開発環境分散開発環境

COBOL V2.0では、スタンドアロ
ンシステムから⼤規模業務システ
ムまで、いずれの業務アプリケー
ションも開発可能

（※1）

(*1) 対応時期未確定
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▌主な機能と導⼊効果

 Windows 64ﾋﾞｯﾄﾈｲﾃｨﾌﾞ実⾏をサポート
1. 最新HW/OS提供の性能をそのまま享受

基幹業務システムを⽀える新たなオープンＣＯＢＯＬが登場

最新技術・規格に対応しつつ、A-VX COBOL、Open COBOL Factory 21との⾼い互換性を実現

3. 既存COBOL資産を最⼤限活⽤可能
 COBOL85と従来互換を保ちつつ第4次規格

（COBOL2002）に対応。
 オープン環境ならではのシステム構築を可能と

するオプション製品群(GUI, WEBなどの対話型
アプリケーションの開発・実⾏、ODBC経由の
オープンデータベースアクセス)を提供。

COBOL V1および関連製品を利⽤す
ることで、オフコンとほぼ同様なシ
ステム環境構築が可能となります。

2. A-VX 、Open COBOL Factory 21からの
⾼移⾏性を実現するミドルウェアを提供

 A-VX、Open COBOL Factory 21のファイル、
画⾯⼊出⼒、印刷他のNEC拡張機能に対応。

 A-VXと同様のｼｽﾃﾑ運⽤環境(画⾯/プリン
タ/実⾏制御)を実現するCOBOL WSエミュ
レータ/COBOL アプリケーション実⾏環境
を提供

 COBOL A-VX互換機能/カンパニIDオプションに
よりA-VXのカンパニIDごとのアクセス制御が可能

COBOL Standard Edition
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開発ツール
帳票基盤製品

▌総合帳票基盤
WebSAM SVF

「SVF」１つで業種・業務を問わず、社内
帳票から顧客向け帳票まで設計可能
要件に応じて複数の製品を使い分ける必要

がなく、開発コスト削減を実現

電⼦帳票
連携製品

○○○伝票

製品
名

⾦
額

ＣＣ
Ｃ

ＡＡ
Ａ

ＢＢ
Ｂ

¥230

¥420

¥170

帳票設計

業務アプリケーション

印刷要求
CSV

ファイル

○○○伝票

製品
名

⾦
額

帳票
フォーム

印刷管理帳票印刷

電⼦帳票

○○○伝票

製品
名

⾦
額

ＣＣ
Ｃ

ＡＡ
Ａ

ＢＢ
Ｂ

¥230

¥420

¥170

PDF
ファイ

ル

バッチ印刷・運⽤管理オンライン印刷クライアント・サー
バ印刷

プリンタ出⼒

PDFPDFPDF

▌統合帳票運⽤⽀援ソフトウェア
WebSAM Rakuform

帳票設計、帳票印刷、印刷管理、電⼦帳票
の４つの領域をシームレスに連携し、様々
な業種の帳票の作成、保管、印刷を容易に
実現
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従来製品強化製品

SORTKIT/Enterprise

SORTKIT for PC

サーバクライアント

６４ビット

３２ビット

SORTKIT/Enterprise
Client

充実したインタフェース

開発ツール
⼤量データ⾼速ソート・マージユーティリティ SORTKIT

▌主な機能と導⼊効果
⾼速ソート
•Windowsの標準コマンドより約５〜７倍速い
ソート処理を実現。

既存のバッチプログラムや業務アプリケー
ションにアドオンするだけで⼤量データ処
理の⾼速化を実現
•充実したインタフェース
•ビジネス⽤途に必要な各ファイルタイプ（テキ
ストファイル、固定⻑レコードファイルなど）
をサポート。

諸元拡⼤
•従来のクライアント製品「SORTKIT for PC」の
制限である、⼊出⼒ファイルサイズ制限2GB、
キー数制限64個、固定⻑キー⻑合計制限4096B
を超える指定が可能。

社製品COBOLと連携可能
• COBOL Standard Edition に整列併合機能を拡
張することが可能。

強化製品の
位置付け

⼤量データを⾼速処理するためのソート／マージ専⽤ユーティ
リティ。多様なデータ・レコードフォーマットに対応し、バッ
チ処理や業務アプリケーションのソート処理を⾼速化。

＜製品概要＞

強化

強化
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①ＡＰとマクロ定義を分離→ＡＰのマクロ参照でマクロ定義を引⽤しマクロ展開

②プログラミング⾔語⾮依存→様々なプログラミング⾔語で活⽤可能

③強⼒なマクロプログラミング機能で複雑なルールによるソース⽣成にも対応

【ＧＭＰの特徴】

開発ツール
汎⽤マクロプロセッサ ＧＭＰ

▌⾔語に依存しない強⼒なマクロ定義・参照機能によって、ＡＰの開発品質・⽣産
性、保守性を⾼め、コスト削減に効果を発揮します

マクロ定義

開発・保守
対象ソース

（マクロ参照利⽤）

コンパイル
対象ソース

（マクロ展開済）

汎⽤マクロプロセッサ
ＧＭＰ

コンパイラ
（COBOL,C,Java,…）

オブジェクト
プログラム

開発者
保守担当者

設計者
マクロ仕様ドキュメント １

２ ３

マクロを設計し、マクロ定義を登録

マクロを利⽤したプログラミング マクロ参照のソース⽣成（マクロ展開）

登録

利⽤
参照

マクロ定義 雛形ソースとカスタマイズ規則、⽣成規則をプログラミ
ング

マクロ参照 雛形ソースに対するカスタマイズ/⽣成パラメータを伴
うマクロ呼び出しをＡＰソースプログラムに記述

マクロ展開 マクロ定義にカスタマイズ/⽣成パラメータを適⽤して
カスタマイズされた雛形ソース等を⽣成

雛形ソースの⾃動カスタマイズ、ルールに基づくソース⽣成等によってコーディ
ング量を⼤幅に削減し、⽣産性を向上

開発⽣産性向上

コーディング量削減による品質低下機会の低減に加えて、具体的な処理内容のブ
ラックボックス化でスキル不⾜による品質低下等を抑⽌

ＯＳ等のＩ／Ｆ、他プログラムＩ／Ｆの隠ぺいにより、ＡＰソースの他への依存
性を低減し、Ｉ／Ｆ変更をマクロ定義に限定することで保守性を向上

開発品質向上

保守性向上

・・・
¥Ｍ１ Y1,Y2;
・・・

・・・
/*¥Ｍ１ Y1,Y2*/;
X=Lookup(Y1;);
Y=Read(X,Y2;);
・・・

マクロ展開
ソース↑マクロ参照

【ＧＭＰ利⽤により期待される効果】
メインフレームの⽣産性、品質、保守性を
⽀えたマクロ機能をオープン環境でも提供

Ｃ⾔語のマクロ機能を凌ぐ強⼒なマクロ機能により
ＡＰの⽣産性、品質、保守性の改善に効果を発揮

¥DEF M1（・・・）；
・・・
¥END;

マクロ定義
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開発ツール
OpenMeisterEnterprise
▌ 業務アプリケーションを開発するためのテンプレートベースの開発フレームワー

クです。「コスト削減」 「期間短縮」 「技術的リスク低減」 を実現します

JavaEEを利⽤したEF版と、.NET Frameworkを
利⽤した.NET版を提供

品質の良い業務アプリケーション開発に必要な
「システム基盤(フレームワーク)」と
「開発ガイド(開発標準・ドキュメント群)」を提供

評価版貸出サービスにより、
ご購⼊前の事前評価が可能

業種・業務を問わず、さまざまなユーザやプロジェクトでの豊富な利⽤実績
お客様の主な業種：医療機器メーカー、飲料メーカー、官庁・公共団体、⾦属メーカー、⾦融機関、娯楽サービス会社、⾃動⾞メー
カー、⾃動⾞部品メーカー、商社、⾷品メーカー、スポーツ⽤品メーカー、製薬会社、ディスプレイメーカー、鉄道会社、電⼒会社、
物流会社など(1000プロジェクト以上の利⽤実績)

OpenMeisterEnterprise/EF システム基盤の構成例

OpenMeisterEnterprise.NET 2005 システム基盤の構成例
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0

100

200

300

⼤量データのDWH/アドホック検索を⾼速化するソフトウェア
カラムストア型のインメモリデータ処理エンジン

アプリケーション
Ｃ Ｊａｖａ ＳＱＬ

DataBooster V6.1

t1:1億件
t2:100万件
t3:1万件
3表をジョイン、集計してソート

【測定条件】
CPU: Intel Xeon E5504 2GHz

(4C/4T) x 2
メモリ：42GB
OS：Windows Server 2012

11.8秒

インメモリ技術による⾼速性の⼀例

秒

従来RDB

299.5秒

【測定SQL】
select t2.c3, sum(t1.c8*t3.c2) 
from t1, t2, t3 where t1.c5 = 
t3.c1 and t1.c3 = t2.c1 and 
t1.c6 < 500  group by t2.c3  
order by 2 desc;

25倍⾼速

業務システムで利⽤されるデータベースでは、データ量が多くなると
結合（ジョイン）、並び替え（ソート）、集計（グルーピング）、⼀括変換

の各処理に意外と時間がかかってしまいます。DataBooster はこれらの処理をメモリ上
で⾼速に実⾏するので、⼤幅な時間短縮が可能です

数時間から数⼗分に
処理時間を短縮

数時間から数⼗分に
処理時間を短縮

InfoFrame
DataBooster

分析ＤＢ

基幹ＤＢ

BIツール

Excel

CSVCSVCSV

CSV
検索加⼯分析集計

CPUキャッシュメモリのヒット率向上による⾼速化
メモリ上のデータ配置に応じて、最適なアルゴリズムの組合せを決定

CPUキャッシュメモリのヒット率向上による⾼速化
メモリ上のデータ配置に応じて、最適なアルゴリズムの組合せを決定

メモリデータ処理 アルゴリズム
CPUコストの削減、データ量に⽐例したコスト

メモリデータ処理 アルゴリズム
CPUコストの削減、データ量に⽐例したコスト

重複データを排除する
機能で使⽤メモリ量を削減

インメモリ技術

カラムストア技術

インメモリ⾼速データ処理エンジン
InfoFrame DataBooster



27 © NEC Corporation 2016

SystemDirectorソリューションとは

▌ソフトウェア開発環境 SystemDirectorでは、 “開発⾃動化” “品質エンジニア
リング” “モダナイゼーション”をご⽀援するソリューション・製品群をご提供

▌アプリケーションライフサイクル⾃動化や既存資産の活⽤、DevOpsで注⽬され
ている開発⽣産性と品質の両⽴を専⾨技術者がご⽀援します

開発
ﾌﾟﾛｾｽ

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・運⽤

開
発
⾃
動
化

品
質

エ
ン
ジ
ニ
ア
リ

ン
グ

モ
ダ
ナ
イ

ゼ
ー
シ
ョ
ン

ドキュメント診断サービス
ソースコード診断サービス

メインフレームマイグレーションサービス

Windows移⾏⽀援サービス
VBA移⾏⽀援サービス

品質管理⽀援サービス

評価⽀援サービス
セキュリティ脆弱性診断

サービス

テスト⾃動化サービス

テスト品質向上⽀援サービス

デバッグ作業効率化⽀援サービス
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CASEWORLD 概要
CASEWORLDはミッションクリティカルな⼤規模基幹システム向け統合開発
環境です

 開発環境
 専⽤エディタや仕様情報からプログラムや

ドキュメントの⾃動⽣成により、開発⽣産
性や保守性を向上

 ⼤規模資産および資産間の関係情報をリポ
ジトリで⼀元管理

 開発⽅法論
 データ中⼼型設計技法とウォーターフォー

ル型開発技法をベースにソフトウェア品質
技術・プロセス改善技術を体系化した
STEPSⅡを提供

NECが永年培ってきたノウハウを開発⽅法論として標準化
上流から下流まで⼀貫した開発環境による⾼⽣産・⾼品質の開発を実現

 対応プラットフォーム
対応OS ： ACOS、HP-UX、Windows
対応⾔語： IDL Ⅱ、COBOL、COBOL/S

OS
共通処理

ＯＳ

AP

Ｄ
Ｂ
共
通
処
理

DIOSA

ＤＢ

ACOSホスト(本番機)ACOSホスト(開発機)

PCクライアント(開発機) PCサーバ(ローカル資産)

設計
仕様書印刷
プロダクト情報
検索

資産の管理
・⽤語辞書
・設計資産

通信機能

機能 機能

設計参照／
保存

⽣成要求
設計情報転送

資産の管理
・⽤語辞書
・設計資産
・プロダクト情報
資産⽣成
(IDLⅡ,COBOL)
テスト⽀援

機能

ローカル
リポジトリ

ACOS、PCサーバ、PCを
⽤いた開発環境

⾃動
デリバリ

セントラル
リポジトリ

AP

プリンタサーバ

フォーム
オブジェクト

フォームオ
ブジェクト

⽣成

メリット



29 © NEC Corporation 2016

HolonEnterprise 概要
HolonEnterpriseはオープンシステムのあらゆる処理形態のアプリケーション
開発に対応したソフトウェア開発環境です

 開発環境
 リポジトリや⽤語辞書、GUIツールにより

開発の効率化と⾼品質を実現
 コンポーネント作成⽀援機能やビジネス

ルールベース開発機能を提供し、 PDF帳票
やXML帳票にも対応

 開発⽅法論
 分析・設計等の開発技法、開発作業⼿順の

設定、命名規則の標準化作業等、コンポー
ネントベースの開発⽅法論を体系化した
BrainMethodを提供

ミッションクリティカルな⼤規模基幹システム開発向け統合開発環境
CASEWORLDの技術を継承し、オープンシステムの開発に必要な機能を整備

 対応プラットフォーム
対応OS  : Windows、HP-UX、Linux(Red Hat)
対応⾔語：ABL

Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｓ
ｅｒｖｅｒ

このイメージは、現在表示できません。 帳票ＡＰ帳票ＡＰ

Ｌｉｎｕｘ

ＨｏｌｏｎＥｎｔｅｒｐｒｉｓｅの対象範囲

ミドルウェア
WebOTX、
OpenDIOSA、
Tuxedo…

ＤＬＬＤＬＬ

サーバＡＰサーバＡＰ
帳票ＡＰ帳票ＡＰ

バッチＡＰバッチＡＰ

帳票ＡＰ帳票ＡＰ

バッチＡＰバッチＡＰ

ｼｪｱｰﾄﾞﾗｲﾌﾞﾗﾘｼｪｱｰﾄﾞﾗｲﾌﾞﾗﾘ

サーバＡＰサーバＡＰ

HP-UX

帳票ＡＰ帳票ＡＰ

ＤＬＬＤＬＬ

クライアントＡＰクライアントＡＰ

Ｗｉｎｄｏ
ｗｓ

バッチＡＰバッチＡＰ

ｼｪｱｰﾄﾞﾗｲﾌﾞﾗﾘｼｪｱｰﾄﾞﾗｲﾌﾞﾗﾘ

サーバＡＰサーバＡＰ

メリット
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製品技術サポートサービス

 過去の豊富な実績をもとに専⾨の技術者が、ソフトウェア開発環境製品の適⽤や、
開発⽅法論の活⽤をご⽀援する各種サービスをご提供しています

 詳細については窓⼝までお問い合わせください

サービス名 概要 対応環境
技術⽀援  ドキュメントレビューや標準化⽀援といった設計⽀援だけ

でなく、テーラリング⽀援や導⼊⽀援などの技術サポート
を提供いたします

各開発環境共通

環境構築  各開発環境製品の適⽤にあたり、インストールや環境設定
等の環境構築をご⽀援します

各開発環境共通

製品カスタマイズ  各開発環境製品の機能をお客様やプロジェクトのご要望に
合わせて強化・拡張させて頂きます

各開発環境共通

要員教育  各開発環境製品の利⽤⽅法についてスムーズに習熟頂ける
ようご⽀援します

各開発環境共通



CASEWORLDメインフレームのシステム開発に適した
NEC製4GLベースの開発環境

ソフトウェア開発環境・開発⽅法論(製品)

SystemDirector Enterprise (SDE)
スマートデバイス、最新オープンPFに対応する
Java、C#ベースの開発環境

COBOLあらゆるPFに対応する
世界標準の業務開発⾔語環境

HolonEnterpriseC/Sシステム開発に適した
NEC製4GLベースの開発環境

モダナイゼーション

開発ツール帳票やテスト⽀援など
あらゆるPFに対応したデファクトツール群

製品技術サポート 開発⾃動化

ソリューション
品質エンジニアリング
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⽇本電気株式会社 〒211-8666 神奈川県川崎市中原区下沼部1753 （⽟川ソリューションセンター）

NEC SystemDirector ご相談窓⼝ ：
http://jpn.nec.com/SystemDirector/

お問い合わせは、下記へ

●本紙に掲載された社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●本製品の輸出（⾮居住者への役務提供等を含む）に際しては、外国為替及び外国貿易法等、関連する輸出管理法令等をご確認の上、必要な⼿続きをお取りください。

ご不明な場合、または輸出許可等申請⼿続きにあたり資料等が必要な場合には、お買い上げの販売店またはお近くの弊社営業拠点にご相談ください。
●本紙に掲載された製品の⾊は、印刷の都合上、実際のものと多少異なることがあります。また、改良のため予告なく形状、仕様を変更することがあります。

本書に掲載のない製品やツールについても、お客様のニーズに応じて対応します
業務システム開発に関するご相談は下記窓⼝をご利⽤ください

 Java／.NET開発環境
 COBOL開発環境
 開発⾃動化、品質エンジニアリング、モダナイゼーションサービス
 各種開発ツール

に関するご相談はぜひNEC ソフトウェア開発環境 SystemDirectorまで！


