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■ JPML 技術について  IT 技術による『社会』の進化 

 

5 年、10 年、30 年先の社会を想像してみると、様々な分野にロボットが人の生活、職場に導入される。ロ

ボットが人と会話し、人＋ロボットの社会へ変わりつつあるでしょう。将来の社会への進化には、高度な IT

技術が必要となり、ソフトウェア工業化技術は欠かせない重要な役割を果たすことになります。 

 

ソフトウェア工業化技術として様々な取り組みがありました。パッケージ、ケースツールなどの導入による

開発効率化を図れる一方、開発参加者に高い技術力と理解力が要求されるため、普及に至るものが少ないです。 

 

JPML 技術では、ソフトウェアの販売から、設計開発および保守までのビジネスモデルに着目し、人『顧客

側、開発側』、商品、利益のバランス管理をより効率的に、そして高い生産性を実現できるために考案された

Mewix 独自の工学的なアプローチです。 

 

JPML 基盤技術では、次のような課題をテーマとして対応策を講じます。 

□ JPML 基盤 － 構造 

□ JPML 基盤 － グリッドクラウド 

□ JPML 基盤 － モデリング言語 

□ JPML 基盤 － 通信アーキテクチャ 

□ JPML 基盤 － 仮想環境『JARE』 

□ JPML 基盤 － アプリケーション基盤 

□ JPML 基盤 － 開発環境 

□ JPML 開発 － 部品の見える化 

□ JPML 開発 － プロダクトライン 

□ JPML 開発 － 構築例 

 

■ JPML 基盤 – 構造 

  

JPML 基盤構造を図 1 のようにレイアウトすることができます。 
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図１．JPML 基盤構造 

JARE: JPML Application Runtime Environment 

 

□ ハードウェア 

 

各種サーバ、ストレージ、ネットワーク、デバイスなどで構成され、クラウド環境の場合は、PaaS 環境も対象と

なります。 

 

□ 仮想環境『JRE』 

 

JPML のコア基盤技術『JARE』は『JRE』技術はの仮想エンジン機能を利用し、アプリケーション仮想化を実現し

ます。 

 

■ JPML 基盤 – グリッドクラウド 

  

現行主流のクラウドは『サーバ型クラウド』であることに対して、JPML では『分散型』のグリッドクラウドを提案し

ます。ここでは、クラウド環境の違いを分析しながら、JPML の分散型グリッドクラウドの仕組みを説明します。 
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現行主流の『サーバ型クラウド』 JPML『分散型』グリッドクラウド 

 

図 2 『サーバ型』クラウド構成 

 

 
 

 

図 3 『分散型』グリッドクラウド構成 

コンセプト：『サーバ中心型』 

□ データ、APP 仮想化などサーバで行う 

□ クラウド I/F に依存 

□ ユーザからクラウド・サービスを分離する 

□ サーバ駆動型サービス 

コンセプト：『分散型』 

□ データと APP 仮想化を分散管理 

□ クラウド I/F がなし 

□ ユーザとサービスがクラウドの中で見える 

□ ユーザ駆動型サービス 

  

特徴の対比  

□ 『アプリケーション』仮想化：サーバで行う 

□ サーバ管理方式：開発、配布、環境 

□ 開発：クライアント開発あり 

   データベース開発あり 

サーバ開発あり 

クラウド I/F があって、対応開発が発生 

□ 配布：サーバ配布 

□ 性能：サーバ、ネットワークに依存⇒劣る 

□ 費用：従来通り 

 

 

 

□ 連携：クラウド I/F の制限あり、連携費用が高い 

□ 移行：クラウド間での移行が極めて困難 

□ 『アプリケーション』仮想化：JARE で実現 

□ サーバ管理：配布 

□ 開発：クライアント開発あり 

     データベース開発あり 

     サーバ開発無し 

     クラウド I/F なし 

□ 配布：サーバ配布 

□ 性能：優れる 

□ 費用：サーバ開発がなし⇒大幅低減 

     見える部品の再利用効果が高い 

     DB 開発が C/S と同様で安い 

     高品質：工程簡略、部品品質 

□ 連携：クラウド I/F がなく、容易にできる 

□ 移行：手間なく 
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□ リスク対応：対応費用が高い 

 

□ リスク対応：少費用で対応しやすい 

  
□ JPML 通信アーキテクチャ 

 

JPML 通信は既存の TCP/HTTP/HESSIAN 通信技術を活用し、独自の通信処理プログラムを搭載したサーバを提

供し、JPML クライアントと各種サーバ・サービスとの通信を抽象化し、同様なプログラムで様々なクラウド環境

での運用を可能にすることができます。 

● RJEngine 

JDBC プロトコールをラップし、リモート通信を実現する仕組みです。 

● SOAEngine 

各種複雑な SOA サービスを簡易にアクセスするための通信処理を提供します。 

 

図 4．JPML 通信アーキテクチャ 

 

□ 仮想環境『JARE』 

 

JARE とは、アプリケーションの仮想化を実現するための実行環境です。物理的なハードウェアを抽象化してグリ

ッドクラウドの論理的なネットワーク型ノード（あるいは、自律型クライアント）を構成し、各種トポロジーの構

成、ノード稼動状況、アプリケーション実行など管理します。 

JARE はサーバ型のクラウドに対し、分散型のグリッドクラウドを提案します。アプリケーションの運用面で考え

ると、サーバ型クラウドよりクライアントの仮想化技術がリソース共有の 大限化、リスクの分散および技術進化

の自由度拡大などのメリットをもたらしてくれます。 

 

JARE の分散思考： 

部品、データ、業務ロジックなど 大限に分散することによって、疎結合＋分散型の業務機能を構築することが容

易となり、プロダクトラインによる部品の組立て工程をモデリングすることができます。自立型の部品仕様を標準

化することができれば、シンプルな JARE 環境で様々なプロダクトラインを実行することが考えられます。 
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図 2．JPML の仮想環境『JARE』概念 

 

□ アプリケーション基盤 

 

システム開発を効率的に行えるために、必要となるソフトウェアプラットフォーム、言語、モデルおよび各種エン

ジンを提供し、ソフトウェアの部品化、見えるかを実現しやすいソフトウェアです。 

図 3．JPML アプリケーション基盤 
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□ アプリケーション開発 

 

JPML 各種開発ツールを用いて、ソフトウェア工業化技術のコアとなる部品化、部品組立てコンセプトを業務要件

定義から、機能設計、開発実装、検証まで具体化する工程です。 

 

 

図 3．JPML アプリケーション開発環境 

□ アプリケーション構成 

 

JPML ではシステム構築に必要となる基本アーキテクチャを提供し、部品群とプロダクトラインを強化することで

アーキテクチャを豊かにすることができます。 

 

 

図 4．JPML 構築アーキテクチャ 
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■ JPML 部品 － 部品の資産化 

 

ソフトウェアの無形の特徴によって、ソフトウェアの資産化が困難でした。JPML ソフトウェアの見える化技術を活用

することで、部品化されたソフトウェアを部品工場で蓄積し、長期的に再利用することはソフトウェア資産を 大化す

ることが可能です。図 5 では、ソフトウェア部品の資産化率が部品の蓄積に伴い、高まっていくことを説明します。 

 

システム開発 6 ヶ月 1 年 1.5 年 2 年 合計 

新規開発した部品 250   300     80    150    330 

再利用可能な部品 40    70    350   400   1300 

資産化率 24%   20%   22.8%   37.5%  25.4% 

 

 

図 5．ソフトウェア部品の資産化     

 

システム開発時の部品選択もしくは部品設計の前について、一貫性があるようなシステム部品化の原則を設ける必要が

あります。JPML では次のような基礎原則を進めています。 

□ 再利用目的の部品を明確に決める 

□ 部品設計からできるだけ人的な要素を排除する 

□ 部品の粒度を適切に設定し、インテグレート部品も有効に使用する 

□ 部品の品質が部品の寿命に関係する 

□ 部品の品質がシステムの品質向上に貢献するが、システムの品質保証の決定要素ではない 

□ 部品の組立て技術がシステムの品質保証の重要要素である 

 

■ JPML 開発 － 構築例 

 

既存基幹システムと連携し、基幹システムで対応しきれない業務を対応するケースを考えて見ます。 

 

お客様は SAP R/3 を中心に、各種業務情報を管理しています。財務諸表など SAP で対応しきれない表示の組替え、情

報の付加があり、項目や形式が異なる点もあります。SAP 帳票を作成しても、後の調整には多くの作業が発生し、担当
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部署の負荷が高く、いかに作業工数を軽減できるかが大きな課題となります。 

 

JPML 基盤技術を活用することで、次のようなシステム構成で柔軟に業務要件を満たすことを提案することができます。 

● 課題：コスト低減 

①．サーバ開発が発生しないため、20％コストの削減が見込む 

②．基幹システムとの通信は JPML-C/S 方式と JPML-RJ 方式で構築し、開発コストがかからない 

③．JPML クライアント技術と Excel VBA の活用で帳票作成コストを大幅低減できる 

● 課題：グローバル利用 

①．社内では JPML-C/S 方式でご利用していただく 

②．海外では JPML-RJ 方式で基幹システムと通信する 

● 課題：複雑な業務画面 

①．JPML リッチクライアントを採用し、基幹システムと同じ UI を提供する 

②．JARE 配布はサーバより行い、通信課題が発生しない 

 

 
図 6．JPML 開発の構築例

 


