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「超高速開発」について
｢超高速開発｣という言葉をご存じだろうか。この原稿を書き始めた時点（平成 28 年 5 月）
では、まだこの言葉は日本語版のウィキペディアには登録されていない。
｢超高速開発｣という言葉からは、情報システムの開発プロセスそのものには大きく手を
加えず、なんらかのツールを使うなどして開発そのものを高速に行う方法のように受け取
られかねない。例えば、アジャイル開発1に類似したものか、その発展系のように受け止め
られやすい。
超高速開発のツールにはいくつもあるから、中にはそのようなものがあるかもしれない。
例えば超高速開発についての文献では、16 のツールが紹介されている[ICT14]。しかし、中
にはそうではないものもある。そのツールの 1 つである GeneXus（「ジェネクサス」と読
む）を使えば、各種の設計もソフトウェア開発も必要なく、要件定義の結果を GeneXus に
入力し、いくつかの指示を追加するだけで情報システムが生成できる。テストも、単体テス
トや結合テストといった初期段階のものは割愛できる。つまり、ソフトウェアの開発プロセ
スが大幅に変わることになる。
この原稿の残りの部分で、この GeneXus を例にして、超高速開発の紹介を行いたい。
GeneXus で行えること
要件定義の結果を GeneXus に入力すると、その内容は GeneXus が管理するリポジトリ
に格納される。このリポジトリに格納されている内容を使用して、GeneXus は以下のこと
を行う。


データベースの設計（第 3 正規形で、正規化が行われる）



プログラムの設計



プログラムの生成（この中に、入力されたデータでデータベースを更新し、そこか
らデータを抽出して必要な出力を作成するプログラムが含まれる。）

データベースの設計では、設計されたデータベースは結果としてリレーショナル・データ
ベースの形になるが、使用するデータベース管理システム（DBMS）はいくつかの中から自
由に選ぶことができる。この中には商用のものも、オープン・ソースのものも含まれている。
従って、テスト段階はオープン・ソース2の無料の DBMS を使用しておいて、本番稼働時に
はパーマンスの良い商用の DBMS に切り替える、などということができる3。
GeneXus が生成するプログラム言語も、いくつかの OS の基で稼働できるようになって

1
2
3

アジャイル開発については、既に第 14 章で記した。
オープン・ソース・ソフトウェアについては、次の第 29 章で述べる。
GeneXus を使えば、｢データ中心アプローチ｣の考え方で情報システムが構築される。デ
ータ中心アプローチについては、既に第 16 章で述べた。
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いる。だからテスト時は、まずテストしやすい簡便なシステムの形で、業務内容を中心に充
分にテストを行い、本番稼働時は運用も考慮したしっかりとした OS に切り替える、といっ
たことができる。
生成されるアプリケーション・プログラムも、いくつかの言語で生成することができる。
始めは単純なクライアント・サーバ方式の情報システムとして構築し、時間がたつにつれて
データ量が増加し、より複雑な運用が必要になると情報システムの形態を変える必要が生
じるかもしれない。この時にプログラム言語の変更が必要でも、一度リポジトリに格納した
データを活用して情報システムを再生成すれば良い。
GeneXus を使うことによる効果
GeneXus では上記のように、データベースの設計と、プログラムの設計と構築を行うこ
とができる。
その結果、以下のような効果が期待できる。


情報システムを構築し、維持するための作業が少なくなる。



管理しなければならない資料の量が減少する。



情報システムの開発に必要とされるマンパワーが減少する。



保守のための人数も少なくてすむ。



情報システムの品質が向上する。



開発のための期間が短縮される。



開発費用が削減される。

以下で、上記 7 項目についてそれぞれ少し議論をしたい。
作業量の削減
GeneXus で情報システムを開発すれば、基本的に前述のように要件定義とシステムテス
ト／運用テストだけ4で情報システムが構築でき、設計とプログラムの作成、単体テストや
結合テストといった初期段階のテストの作業が必要なくなる。つまり、行わなければならな
い作業が大幅に削減されることになる。これが、後述するマンパワーの削減や開発期間の短
縮、開発費用の削減などに結びつく。
これまでの情報システムの開発では、プログラムの設計から作成、単体テストまでは労働
集約的な、たいへん人手も時間もかかる作業だった。これが削減されるだけでも、効果は大
きい。1970 年頃に日本で情報システムの開発が始まった頃から、これらの作業の内容には
大きな進歩は見られなかった。このことが、情報システム開発に関わる問題の 1 つだった。
超高速開発で、これらの作業が割愛されることの意味は大きい。

4

もちろんこれらの作業を行うための計画作りや環境整備などの準備、終わった後の整理
やまとめ、作業の途中の管理などの作業は必要である。
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管理対象の減少
これまで情報システムの開発では、要件定義書から始まって各種の設計書、ソース・プロ
グラム、テスト計画やそのテストの結果、移行計画、利用者とセンターのための運用マニュ
アルなど、多くの資料が作成され、さらに本番稼働後もその中の多くのものが廃棄されずに
管理され続けてきた。
超高速開発では、要件定義書と後期のテスト／移行のための資料、利用者とセンター向け
の運用マニュアルは作成も管理も必要だが、設計書は作成されなくなり、ソース・プログラ
ムの管理は必須ではなくなる。
また保守段階で手を加えなければならない資料も主として要件定義書だけとなり、設計
書とソース・プログラムに手を加える必要がなくなる。このことから、現実の情報システム
とそれに関わる文書類との乖離を起こさないようにする手間が少なくなる。つまり、「情報
システムとそれに関わるドキュメントの不整合」という現状のたいへん大きな問題が解消
できることになる。この意味も大きい。
開発と保守のマンパワーの減少
これまでの議論で、新規開発と保守のマンパワーが削減されることは明らかだろう。日本
ではすでに若い労働者の人手不足が深刻で、これからますます人手不足が深刻になると予
想されている。これを受けて、既にプログラム作成については海外へのアウトソーシングが
活発に行われている。ここで、超高速開発で新規開発と保守のマンパワーが削減されること
は、開発費用と保守費用の削減だけでなく、もっとマクロな意味でも効果が大きい。
さらに、人間は間違いを犯す。労働集約的なこれまでの開発作業では、設計内容やプログ
ラムの中に多くの間違い（バグ）が埋め込まれてきた。それらを見つけ、取り除く作業もた
いへんだった。これらの間違いの元を絶つことができることも、次に述べる品質向上の面で
効果が大きい。
情報システムの品質の向上
超高速開発で、人による間違いの埋め込みが少なくなることから、そのことだけでも情報
システムの品質の向上が期待できる。
さらに、レビューを必要とする対象物が減少することからレビューの作業品質の向上が
期待でき、このことからも情報システムの品質の向上に結びつく5。
開発期間の短縮
何度も記述したように、GeneXus による情報システムの構築では要件定義と後期のテス
トが主な作業となり、作業負荷の高かった設計やプログラミング、初期のテストの作業がな
5

レビューについては既に第 18 章で、ソフトウェアの品質については第 5 章で、それぞ
れ述べた。
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くなる。
このことから、当然の結果として情報システムの開発期間の短縮が可能になる。
開発費用の削減
これまで述べたことを総合して、GeneXus を使用すれば情報システムの新規開発の費用
が削減される。
これは単に単発の情報システムの新規の投資額を削減するだけでなく、次に述べる第三
次オンライン・システムの再構築など、これまでマンパワーも含めて対応が不可能、あるい
は著しく困難と考えられてきたことへの対応に、道筋が見えるようになることを意味する。
このことの意味は、やはりたいへんに大きい。
GeneXus の使い方／リバース・エンジニアリング・ツールとの組み合わせ
1980 年代後半から 1990 年代の初めにかけて、都市銀行を始めとする大規模なコンピュ
ータ・ユーザの間で、｢第三次オンライン・システム｣と呼ばれる情報システムの開発が相次
いだ。1990 年といえば｢ダウン・サイジング｣とか「オープン・システム化」と呼ばれるよ
うになる今の形態でのコンピュータの使い方が利用可能になる前で、IBM や富士通といっ
たメイン・フレームと呼ばれる大型コンピュータのメーカが、独自のアーキテクチャでコン
ピュータや OS など基本ソフトウェアを作っていた時代だった。第三次オンライン・システ
ムの特徴は、
「この独自のアーキテクチャを基にした、メイン・フレームによる情報システ
ム」ということができる。
それから 4 分の 1 世紀以上が経過し、第三次オンライン・システムはレガシーな情報シ
ステムの象徴のような存在になってしまった。ユーザが情報システムに接するユーザ・イン
タフェースの部分には手を入れてダウン・サイジングとオープン・システム化を実現したか
もしれないが、データベースを含む情報システムの「核」の部分には手をつけられず、開発
当初のままの形態がそのまま残っている情報システムが多いと推察する。
このことにより、どんな問題が起きているだろうか。ダウン・サイジングとオープン・シ
ステム化は情報システムの運用のコストを削減した。しかしレガシーな第三次オンライン・
システムはその恩恵を充分に受けることができず、今でも割高な運用費用を払い続けてい
る可能性が高い。
さらに情報システムのアーキテクチャが古くなり、プログラムの修正がどんどん困難に
なって、保守でも苦労が絶えないという企業が多いのではないだろうか。もちろん中には第
四次オンライン・システムや第五次オンライン・システムを構築し、これらの深刻な問題に
煩わされていない企業も存在するだろう。しかし第三次オンライン・システムのままで今に
至り、頭を抱えている企業も多いに違いない。仮にそのような企業が情報システムの再構築
を構想したとしても、社内外の技術者の調達の問題とそれに関連する費用の問題、開発に要
する期間の問題などから、構想を具体的なテーマとして踏み出すことに大いに躊躇してい
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るのが現状と判断する。ここで、そのような企業に 1 つの提案をしたい。
今日本には、リバース・エンジニアリングのツールが入手可能である6。リバース・エン
ジニアリングとは製品を分析して仕様書を作成する技術7で、一般に「産業スパイの技術」
といわれている。しかしソフトウェアでは、情報システムをソース・プログラムや作業のや
り方を支持する JCL と呼ばれる作業の定義、データベースの定義などをコンピュータで分
析して、ソース・プログラムから要件定義書を作成することができる。ここで分析の対象に
なるソース・プログラムの言語は、主として COBOL である。
従って COBOL で書かれた古い情報システムをリバース・エンジニアリング・ツールに
かけてその情報システムの要件定義書を入手して、今の時代に合うようにその要件定義書
を修正の上 GeneXus に入力することで、必要な機能を持った、新しいアーキテクチャの、
最新のプログラム言語で書かれた情報システムを入手することが可能である。
ただしこのリ・エンジニアリングを行う際に必須のことは「データの標準化」、つまり「全
社で 1 つのデータに 1 つの名前」を実現しておくことである。
1997 年にチェスで人間の世界チャンピオンに勝ったコンピュータは、2010 年には将棋
で人間に勝ち、今年（2016 年）に囲碁で人間に勝った8[NIKKEI16a]。囲碁では打ち手のバ
リエーションが 10 の 360 乗あり、将棋などよりはるかに複雑だという。今回の囲碁のソフ
トウェアはこの天文学的な数字を克服した訳で、コンピュータは驚くべきスピードで進化
している。
この進化しているコンピュータ・パワーを我々が今抱えている深刻な問題の解決に活用
しない手はない。第三次オンライン・システムの維持で苦労している企業の技術者は、その
問題解決に向けて第一歩を踏み出し、調査を着手していただきたい。
キーワード
第三次オンライン・システム、ダウン・サイジング、オープン・システム化、レガシーな
情報システム、リバース・エンジニアリング、リバース・エンジニアリング・ツール、リ・
エンジニアリング、データの標準化
参考文献とリンク先
[ICT14] 関隆明監修、ICT 経営パートナーズ協会著、
「超高速開発が企業システムに革命
を起こす」、日経 BP 社、2014 年．

6
7

8

リバース・エンジニアリングについては、第 34 章で述べる。
仕様書から製品を作る技術を、リバース・エンジニアリングとの対比で｢フォワード・エ
ンジニアリング｣と呼ぶ。さらにリバース・エンジニアリングとフォワード・エンジニ
アリングを結合して、今の製品から新しい製品を作成する技術を「リ・エンジニアリン
グ」と呼ぶ。
これらの情報システムで使われている技術が、今の GeneXus で使われている訳ではな
い。
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[NIKKEI16a] 「トップ棋士に圧勝 「直感」身につけたグーグル AI」、日経電子版、2016
年 3 月 13 日．
この記事は、以下の URL からアクセスできる。
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO98306810R10C16A3000000/
（2016 年（平成 28 年）5 月 17 日
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