
『『『『Rubyによるによるによるによる基幹業務開発基幹業務開発基幹業務開発基幹業務開発』』』』

～～～～松江市殿松江市殿松江市殿松江市殿でのでのでのでの高額合算高額合算高額合算高額合算システムシステムシステムシステムのののの開発開発開発開発をををを通通通通してしてしてして～～～～

２００８２００８２００８２００８．．．．９９９９．．．．１１１１３３３３

㈱㈱㈱㈱テクノプロジェクトテクノプロジェクトテクノプロジェクトテクノプロジェクト
吉吉吉吉 岡岡岡岡 宏宏宏宏 高木高木高木高木 丈智丈智丈智丈智



IPA公募事業公募事業公募事業公募事業 ①①①①医療医療医療医療・・・・介護高額合算介護高額合算介護高額合算介護高額合算システムシステムシステムシステム

住民記録住民記録住民記録住民記録システムシステムシステムシステム

国民健康保険国民健康保険国民健康保険国民健康保険システムシステムシステムシステム
（（（（医療保険医療保険医療保険医療保険））））

後期高齢者後期高齢者後期高齢者後期高齢者システムシステムシステムシステム
（（（（医療保険医療保険医療保険医療保険７５７５７５７５歳以上歳以上歳以上歳以上））））

介護保険介護保険介護保険介護保険システムシステムシステムシステム

医療医療医療医療

介護介護介護介護

高額高額高額高額

合算合算合算合算

ｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑ

住民異動情報住民異動情報住民異動情報住民異動情報

自己負担額自己負担額自己負担額自己負担額・・・・
資格情報資格情報資格情報資格情報

支給額情報支給額情報支給額情報支給額情報

自己負担額自己負担額自己負担額自己負担額・・・・
資格情報資格情報資格情報資格情報

支給額情報支給額情報支給額情報支給額情報

自己負担額自己負担額自己負担額自己負担額・・・・
資格情報資格情報資格情報資格情報

支給額情報支給額情報支給額情報支給額情報

窓口業務窓口業務窓口業務窓口業務

相談支援相談支援相談支援相談支援
申請受付申請受付申請受付申請受付
証明書発行証明書発行証明書発行証明書発行などなどなどなど

内部処理内部処理内部処理内部処理

自己負担額合算自己負担額合算自己負担額合算自己負担額合算
支給決定支給決定支給決定支給決定
支払支払支払支払いいいい登録登録登録登録
口座振替情報口座振替情報口座振替情報口座振替情報などなどなどなど

高額合算制度高額合算制度高額合算制度高額合算制度
医療医療医療医療・・・・介護介護介護介護のののの自己負担額自己負担額自己負担額自己負担額がががが、、、、所得所得所得所得にににに

応応応応じてじてじてじて一定額一定額一定額一定額をををを超超超超したらしたらしたらしたら還付還付還付還付をするをするをするをする。。。。

今年今年今年今年４４４４月月月月からからからからスタートスタートスタートスタートするするするする後期高齢者後期高齢者後期高齢者後期高齢者

医療保険制度医療保険制度医療保険制度医療保険制度とととと同時同時同時同時にににに実施実施実施実施されるされるされるされる。。。。

１１１１年間年間年間年間のののの自己負担合計額自己負担合計額自己負担合計額自己負担合計額がががが対象対象対象対象となとなとなとな

るためるためるためるため、、、、実質平成実質平成実質平成実質平成２１２１２１２１年度年度年度年度からからからから窓口窓口窓口窓口

業務業務業務業務がががが開始開始開始開始されるされるされるされる。。。。

既存業務既存業務既存業務既存業務システムシステムシステムシステム 今回対象今回対象今回対象今回対象システムシステムシステムシステム

市

民



IPA公募事業公募事業公募事業公募事業 ②②②②RubyRubyRubyRubyのののの新新新新しいしいしいしい取取取取りりりり組組組組みみみみ

高額高額高額高額

合算合算合算合算

ｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑ

画面画面画面画面からのからのからのからのデータデータデータデータ登録登録登録登録

少量少量少量少量ののののデータデータデータデータ処理処理処理処理

これまでにこれまでにこれまでにこれまでに実績実績実績実績のあるのあるのあるのある分野分野分野分野今回今回今回今回、、、、新新新新たにたにたにたに取取取取りりりり組組組組むむむむ分野分野分野分野

大量大量大量大量ののののデータデータデータデータ処理処理処理処理

精度精度精度精度のののの高高高高いいいい帳票印刷帳票印刷帳票印刷帳票印刷

再印刷再印刷再印刷再印刷ややややページページページページ指定印刷指定印刷指定印刷指定印刷

夜間夜間夜間夜間のののの無人運転支援無人運転支援無人運転支援無人運転支援

プログラムプログラムプログラムプログラムのののの保守性向上保守性向上保守性向上保守性向上

基幹業務基幹業務基幹業務基幹業務システムシステムシステムシステム（（（（大規模大規模大規模大規模システムシステムシステムシステム））））へのへのへのへの拡大拡大拡大拡大

COBOLエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアののののシフトシフトシフトシフト



ＲｕｂｙＲｕｂｙＲｕｂｙＲｕｂｙ ⇒ オブジェクト指向言語 ⇒ オブジェクト指向設計（ＵＭＬ）

ＣＯＢＯＬＣＯＢＯＬＣＯＢＯＬＣＯＢＯＬ ⇒ 手続き型言語 ⇒ 手続き型（構造化）設計

今回今回今回今回 手続き型（構造化）設計 ・・・ 業務フロー図、画面・帳票、機能設計書（詳細）

設計方式設計方式設計方式設計方式

ウォータフォールウォータフォールウォータフォールウォータフォールを採用 ← アジャイルではない。
しっかり設計をやり、工程毎に顧客レビューを実施

開発方式開発方式開発方式開発方式

業務開発業務開発業務開発業務開発チームチームチームチーム（ＴＰＪ：（ＴＰＪ：（ＴＰＪ：（ＴＰＪ：テクノプロジェクトテクノプロジェクトテクノプロジェクトテクノプロジェクト・・・・マツケイマツケイマツケイマツケイ中心中心中心中心））））

５０代ＳＥ ２名、３０代ＳＥ／ＰＧ ３名、２０代ＰＧ ３名

業務分析：顧客要件整理（含む厚生労働省の新制度説明資料）

設計（業務フロー、画面、帳票、詳細機能説明書）

開発（プログラミング、単体テスト、ソースレビュー）

テスト（結合テスト、システムテスト＝実証実験）

共通技術共通技術共通技術共通技術チームチームチームチーム（ＮａＣｌ：（ＮａＣｌ：（ＮａＣｌ：（ＮａＣｌ：ネットワークネットワークネットワークネットワーク応用通信研究所中心応用通信研究所中心応用通信研究所中心応用通信研究所中心＋ＴＰＪ）＋ＴＰＪ）＋ＴＰＪ）＋ＴＰＪ）

Ｒｕｂｙ教育、プロトタイプ作成、コーディング規約作成＆ソース点検

ツール作成（大量帳票印刷・バッチ自動運用）

ライブラリィの組み込みと使用方法整理・・・祝日判定・ＤＢ複合キーなど

共通共通共通共通ルーチンルーチンルーチンルーチン作成作成作成作成（（（（部品化部品化部品化部品化））））、開発環境整備

プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト体制体制体制体制 開発期間開発期間開発期間開発期間：：：：２００７２００７２００７２００７．．．．９９９９～～～～２００８２００８２００８２００８．．．．２２２２ オンオンオンオン：：：：１４１４１４１４本本本本、、、、バッチバッチバッチバッチ：：：：２４２４２４２４本本本本



オンラインオンラインオンラインオンライン開発開発開発開発（（（（画面画面画面画面））））

端末
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ｺﾝﾄﾛｰﾗ

業務処理

ｺﾝﾄﾛｰﾗ

業務処理

ｺﾝﾄﾛｰﾗｺﾝﾄﾛｰﾗｺﾝﾄﾛｰﾗｺﾝﾄﾛｰﾗ

業務処理

モデルモデルモデルモデル

（DB

マクロ）

データ
ベース

MySQL
ビュー

画面定義体
ビュー

画面定義体
ビュービュービュービュー

画面定義体

Ruby on Rails（（（（機能分割機能分割機能分割機能分割：：：：ﾓﾃﾓﾃﾓﾃﾓﾃﾞ゙゙゙ﾙﾙﾙﾙ・・・・ﾋﾋﾋﾋﾞ゙゙゙ｭｰｭｰｭｰｭｰ・・・・ｺﾝﾄﾛｰﾗｺﾝﾄﾛｰﾗｺﾝﾄﾛｰﾗｺﾝﾄﾛｰﾗ））））

※※※※ＲｕｂｙＲｕｂｙＲｕｂｙＲｕｂｙ ｏｎｏｎｏｎｏｎ ＲａｉｌｓＲａｉｌｓＲａｉｌｓＲａｉｌｓ

・・・・モデルモデルモデルモデル（ＤＢ（ＤＢ（ＤＢ（ＤＢマクロマクロマクロマクロ）））） 検索検索検索検索・・・・挿入挿入挿入挿入・・・・更新更新更新更新・・・・削除削除削除削除ののののＳＱＬＳＱＬＳＱＬＳＱＬ

・・・・ビュービュービュービュー（（（（画面定義画面定義画面定義画面定義）））） ＤＢＤＢＤＢＤＢのののの追加追加追加追加・・・・更新更新更新更新・・・・削除削除削除削除のののの画面画面画面画面ＨＴＭＬＨＴＭＬＨＴＭＬＨＴＭＬ

・・・・コントローラコントローラコントローラコントローラ（（（（オンラインオンラインオンラインオンライン制御制御制御制御））））

フレームフレームフレームフレームをををを自動生成自動生成自動生成自動生成してくれしてくれしてくれしてくれ、Ｗｅｂ、Ｗｅｂ、Ｗｅｂ、Ｗｅｂアプリアプリアプリアプリがががが動動動動くようになるくようになるくようになるくようになる。。。。

※※※※ビュービュービュービュー

Webののののホームページホームページホームページホームページ作成作成作成作成ツールツールツールツールででででHTML定義定義定義定義のひなのひなのひなのひな形形形形をををを作成作成作成作成するするするする。。。。

画面画面画面画面のののの統一性統一性統一性統一性をををを出出出出すためすためすためすため、、、、１１１１人人人人ののののデザイナーデザイナーデザイナーデザイナーがががが全画面作成全画面作成全画面作成全画面作成するするするする。。。。

プログラマープログラマープログラマープログラマーははははHTML定義定義定義定義ににににプログラムプログラムプログラムプログラムとのとのとのとの変数変数変数変数をををを挿入挿入挿入挿入しししし、、、、ビュービュービュービューをををを

完成完成完成完成させるさせるさせるさせる。。。。



レガシーレガシーレガシーレガシー開発開発開発開発（（（（画面画面画面画面））））
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業務処理

業務処理

DB

アクセス
ルーチン

データ
ベース

ネットワークネットワークネットワークネットワークDB

画面定義体画面定義体画面定義体

クラサバクラサバクラサバクラサバ３３３３階層開発階層開発階層開発階層開発

プレゼンテーションプレゼンテーションプレゼンテーションプレゼンテーション層層層層 アプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーション層層層層 データベースデータベースデータベースデータベース層層層層

業務処理に集中して開発できる環境があった。
オンラインやDBで、予期せぬ動きはない。安心して、開発できる環境であった。

RDB

メッセージメッセージメッセージメッセージ振振振振りりりり分分分分けけけけ
多重端末多重会話多重端末多重会話多重端末多重会話多重端末多重会話



バッチバッチバッチバッチ業務業務業務業務

必要性必要性必要性必要性
複数部門複数部門複数部門複数部門でででで利用利用利用利用するするするするシステムシステムシステムシステムのののの場合場合場合場合、、、、オンラインオンラインオンラインオンライン中中中中にににに大量大量大量大量ののののデータデータデータデータ処理処理処理処理をををを実行実行実行実行

するとするとするとすると ①①①①オンラインオンラインオンラインオンラインののののレスポンスレスポンスレスポンスレスポンス悪化悪化悪化悪化 ②②②②排他制御排他制御排他制御排他制御によりによりによりによりオンラインオンラインオンラインオンライン停止停止停止停止

あるいはあるいはあるいはあるいは ③③③③デッドロックデッドロックデッドロックデッドロックがががが起起起起こるこるこるこる。。。。

このためこのためこのためこのため、、、、大量大量大量大量ののののデータデータデータデータ処理処理処理処理はははは、、、、オンラインオンラインオンラインオンライン終了後終了後終了後終了後にににに実行実行実行実行するするするする。。。。

スケジューリングスケジューリングスケジューリングスケジューリング
他他他他システムシステムシステムシステムとのとのとのとのデータデータデータデータ受受受受けけけけ渡渡渡渡しやしやしやしやバックアップバックアップバックアップバックアップ、、、、当日当日当日当日のののの登録登録登録登録データデータデータデータ一覧表作成一覧表作成一覧表作成一覧表作成などなどなどなど

のののの定常処理定常処理定常処理定常処理とそのとそのとそのとその日日日日にににに担当者担当者担当者担当者がががが要求要求要求要求するするするする特定帳票特定帳票特定帳票特定帳票のののの出力出力出力出力などのなどのなどのなどの処理処理処理処理があるがあるがあるがある。。。。

⇒⇒⇒⇒ 自動的自動的自動的自動的にににに運用運用運用運用したいしたいしたいしたい。。。。実行実行実行実行するするするする順番順番順番順番があるがあるがあるがある。。。。

帳票出力帳票出力帳票出力帳票出力
大量大量大量大量のののの帳票出力処理帳票出力処理帳票出力処理帳票出力処理はははは、、、、特定特定特定特定ののののページページページページのみのみのみのみ出力出力出力出力したいしたいしたいしたいケースケースケースケースややややプリンタープリンタープリンタープリンターののののトラブルトラブルトラブルトラブル

のためにのためにのためにのために再印刷再印刷再印刷再印刷するするするする機能機能機能機能がががが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。

住民住民住民住民にににに渡渡渡渡すすすす帳票帳票帳票帳票なのでなのでなのでなので、、、、フォームフォームフォームフォームをををを使用使用使用使用したしたしたした判判判判りりりり易易易易さがさがさがさが求求求求められるめられるめられるめられる。。。。



バッチバッチバッチバッチ業務業務業務業務（（（（ジョブジョブジョブジョブ管理管理管理管理））））

機能機能機能機能 ・・・・バッチジョブバッチジョブバッチジョブバッチジョブのののの実行実行実行実行パラメータパラメータパラメータパラメータをををを事前事前事前事前にににに設定設定設定設定できることできることできることできること（（（（オンラインオンラインオンラインオンライン中中中中））））
・・・・バッチバッチバッチバッチ処理処理処理処理のののの実行結果実行結果実行結果実行結果のののの確認確認確認確認をををを翌日以降翌日以降翌日以降翌日以降にできることにできることにできることにできること（（（（夜間自動運用夜間自動運用夜間自動運用夜間自動運用））））

ツールツールツールツール新規作成新規作成新規作成新規作成
バッチプログラムバッチプログラムバッチプログラムバッチプログラムのののの初期処理初期処理初期処理初期処理・・・・終了処理時終了処理時終了処理時終了処理時にににに、、、、自動運用自動運用自動運用自動運用のののの関数関数関数関数（（（（サブルーチンサブルーチンサブルーチンサブルーチン））））

DB抽出処理抽出処理抽出処理抽出処理

結果結果結果結果リストリストリストリスト出力出力出力出力

DB更新処理更新処理更新処理更新処理

JCL

ジョブジョブジョブジョブ制御制御制御制御

スクリプトスクリプトスクリプトスクリプト

ジョブジョブジョブジョブ

管理管理管理管理 運用DB

①①①①JCL  ・・・・実行実行実行実行プログラムプログラムプログラムプログラム指定指定指定指定 ・・・・ﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ｯﾁﾊｯﾁﾊｯﾁﾊｯﾁﾊﾟ゚゚゚ﾗﾒｰﾀﾗﾒｰﾀﾗﾒｰﾀﾗﾒｰﾀのののの対応付対応付対応付対応付けけけけ

②②②②ﾌﾌﾌﾌﾟ゚゚゚ﾛｸﾛｸﾛｸﾛｸﾞ゙゙゙ﾗﾑﾗﾑﾗﾑﾗﾑ ・・・・ログログログログのののの書書書書きききき出出出出しししし ・・・・ﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ｯﾁﾊｯﾁﾊｯﾁﾊｯﾁﾊﾟ゚゚゚ﾗﾒｰﾀﾗﾒｰﾀﾗﾒｰﾀﾗﾒｰﾀのののの受受受受けけけけ取取取取りりりり

・・・・ﾜｰｸﾌｧｲﾙﾜｰｸﾌｧｲﾙﾜｰｸﾌｧｲﾙﾜｰｸﾌｧｲﾙのののの定義定義定義定義（ＳＱＬ）（ＳＱＬ）（ＳＱＬ）（ＳＱＬ）

③③③③ジョブジョブジョブジョブ管理機能管理機能管理機能管理機能 ・・・・実行結果実行結果実行結果実行結果のののの判定判定判定判定 ・・・・ﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ｯﾁﾊｯﾁﾊｯﾁﾊｯﾁﾊﾟ゚゚゚ﾗﾒｰﾀﾗﾒｰﾀﾗﾒｰﾀﾗﾒｰﾀのののの事前設定事前設定事前設定事前設定

・・・・実行結果実行結果実行結果実行結果ののののログログログログ参照参照参照参照（（（（ジョブジョブジョブジョブ単位単位単位単位））））



バッチバッチバッチバッチ業務業務業務業務（（（（スプールスプールスプールスプール機能機能機能機能））））

帳票印刷帳票印刷帳票印刷帳票印刷
iReport とととと ジャスパーレポートジャスパーレポートジャスパーレポートジャスパーレポートのののの活用活用活用活用（（（（Javaオープンソースオープンソースオープンソースオープンソース、、、、フォームフォームフォームフォーム作成作成作成作成・・・・PDF変換変換変換変換））））

ツールツールツールツール新規作成新規作成新規作成新規作成

ジャスパーレポートジャスパーレポートジャスパーレポートジャスパーレポートのののの運用管理機能運用管理機能運用管理機能運用管理機能をををを新規作成新規作成新規作成新規作成するするするする。ＪＲｕｂｙ。ＪＲｕｂｙ。ＪＲｕｂｙ。ＪＲｕｂｙでででで開発開発開発開発。。。。

スプールスプールスプールスプールDB

Web・・・・アプリサーバアプリサーバアプリサーバアプリサーバ プリントサーバプリントサーバプリントサーバプリントサーバ

業務処理

印刷命令

印刷制御機能

非同期通信

印刷管理

ｼﾞｬｽﾊﾟﾚﾎﾟｰﾄ

PDF変換

帳票出力帳票出力帳票出力帳票出力

スプールスプールスプールスプール機能機能機能機能
・・・・プレビュープレビュープレビュープレビュー
・・・・ページページページページ指定印刷指定印刷指定印刷指定印刷
・・・・再印刷再印刷再印刷再印刷
・・・・印刷中印刷中印刷中印刷中キャンセルキャンセルキャンセルキャンセル
・・・・検索検索検索検索・・・・削除削除削除削除

Webサービスサービスサービスサービス



バッチバッチバッチバッチ業務業務業務業務（（（（大量大量大量大量データデータデータデータ処理処理処理処理））））

遅遅遅遅くなるくなるくなるくなる例例例例

SELECT 顧客顧客顧客顧客ﾏｽﾀｰﾏｽﾀｰﾏｽﾀｰﾏｽﾀｰ
ＪＯＩＮＪＯＩＮＪＯＩＮＪＯＩＮ 取引履歴取引履歴取引履歴取引履歴ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｰﾀｰﾀｰﾀｰﾀ

SELECT 顧客属性履歴顧客属性履歴顧客属性履歴顧客属性履歴ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｰﾀｰﾀｰﾀｰﾀ
ＳＵＭＳＵＭＳＵＭＳＵＭ 年月年月年月年月

プリントプリントプリントプリント処理処理処理処理

A
B

C

DBバッファバッファバッファバッファ

一覧表 テーブルテーブルテーブルテーブルA,B,Cがそれぞれがそれぞれがそれぞれがそれぞれ格納順格納順格納順格納順

ではなくではなくではなくではなく、、、、キーキーキーキー順順順順ににににアクセスアクセスアクセスアクセスするのするのするのするの
でででで、、、、DBバッファバッファバッファバッファのののの効率効率効率効率がががが悪悪悪悪いいいい。。。。
DBへのへのへのへのDISK実実実実アクセスアクセスアクセスアクセスがががが多多多多くなるくなるくなるくなる。。。。

速速速速くなるくなるくなるくなる例例例例 SELECT 顧客顧客顧客顧客ﾏｽﾀｰﾏｽﾀｰﾏｽﾀｰﾏｽﾀｰ
WHEN ・・・・・・・・

出力出力出力出力 a

SELECT 取引履歴取引履歴取引履歴取引履歴ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｰﾀｰﾀｰﾀｰﾀ

出力出力出力出力 b

SELECT 顧客属性履歴顧客属性履歴顧客属性履歴顧客属性履歴ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｰﾀｰﾀｰﾀｰﾀ

出力出力出力出力 c

A
B

C

DBバッファバッファバッファバッファ

テーブルテーブルテーブルテーブルA,B,Cがそれぞれがそれぞれがそれぞれがそれぞれ格納順格納順格納順格納順

にににに検索検索検索検索されるのでされるのでされるのでされるので、ＤＢ、ＤＢ、ＤＢ、ＤＢバッファバッファバッファバッファのののの
効率効率効率効率がががが良良良良いいいい。。。。
ＤＢＤＢＤＢＤＢへのへのへのへのＤＩＳＫＤＩＳＫＤＩＳＫＤＩＳＫ実実実実アクセスアクセスアクセスアクセスがががが少少少少ないないないない。。。。入力入力入力入力 ａａａａ

入力入力入力入力 ｂｂｂｂ （（（（a ののののｷｰｷｰｷｰｷｰととととマッチングマッチングマッチングマッチング））））
入力入力入力入力 ｃｃｃｃ （ａ（ａ（ａ（ａ ののののｷｰｷｰｷｰｷｰととととマッチングマッチングマッチングマッチング））））

：：：：
プリントプリントプリントプリント処理処理処理処理 一覧表

a
b
c



バッチバッチバッチバッチ業務業務業務業務（（（（大量大量大量大量データデータデータデータ処理処理処理処理））））

DISKアクセスアクセスアクセスアクセスととととロジックロジックロジックロジック（ＣＰＵ）（ＣＰＵ）（ＣＰＵ）（ＣＰＵ）のののの処理時間比較処理時間比較処理時間比較処理時間比較 ・・・・・・・・・・・・ 数値数値数値数値はははは想定値想定値想定値想定値

DISKアクセスアクセスアクセスアクセス１１１１回回回回のののの処理時間処理時間処理時間処理時間 ：：：： 10ｍｍｍｍ秒程度秒程度秒程度秒程度 ＝＝＝＝ 10××××10‐‐‐‐3秒秒秒秒 ←←←← ①①①①

サーチサーチサーチサーチ時間時間時間時間：：：：7200RPM(秒当秒当秒当秒当りりりり120回転回転回転回転=8m秒秒秒秒××××1/2）＋）＋）＋）＋シークシークシークシーク時間時間時間時間＋＋＋＋転送時間転送時間転送時間転送時間
ＲｕｂｙＲｕｂｙＲｕｂｙＲｕｂｙ 100ＳｔｅｐＳｔｅｐＳｔｅｐＳｔｅｐのののの実行時間実行時間実行時間実行時間

＝＝＝＝ 100（（（（Rubyｽﾃｯﾌｽﾃｯﾌｽﾃｯﾌｽﾃｯﾌﾟ゚゚゚数数数数））））××××10（（（（倍倍倍倍））））××××5（（（（マシンマシンマシンマシン語語語語ののののステップステップステップステップ数数数数/C言語言語言語言語1ｽﾃｯﾌｽﾃｯﾌｽﾃｯﾌｽﾃｯﾌﾟ゚゚゚））））
××××5（（（（クロッククロッククロッククロック数数数数/マシンマシンマシンマシン語語語語1ｽﾃｯﾌｽﾃｯﾌｽﾃｯﾌｽﾃｯﾌﾟ゚゚゚））））××××0.5××××10‐‐‐‐9（（（（秒秒秒秒））））

＝＝＝＝ 12.5××××10‐‐‐‐6秒秒秒秒 ←←←← ②②②②
※※※※Rubyはははは実測実測実測実測レベルレベルレベルレベルでででで、、、、Cのののの数倍数倍数倍数倍からからからから10倍倍倍倍のののの実行速度実行速度実行速度実行速度であるであるであるである（（（（インタプリタインタプリタインタプリタインタプリタ））））
※※※※ＣＰＵ：ＣＰＵ：ＣＰＵ：ＣＰＵ：２２２２ＧＨｚＧＨｚＧＨｚＧＨｚ （（（（１１１１クロッククロッククロッククロックのののの時間時間時間時間＝＝＝＝0.5××××10‐‐‐‐9秒秒秒秒））））

⇒⇒⇒⇒ DISKアクセスアクセスアクセスアクセスととととＲｕｂｙＲｕｂｙＲｕｂｙＲｕｂｙ100ステップステップステップステップのののの実行速度実行速度実行速度実行速度はははは1000倍程度倍程度倍程度倍程度のののの差差差差があるがあるがあるがある。。。。

VB,Java

Ruby

自動化自動化自動化自動化

SEノウハウノウハウノウハウノウハウ
RDB数千万数千万数千万数千万

～～～～数億数億数億数億
GB10mSGHz現現現現 在在在在

COBOL

PL/I

SEノウハウノウハウノウハウノウハウ

ﾀﾀﾀﾀﾞ゙゙゙ｲﾅﾐｯｸｲﾅﾐｯｸｲﾅﾐｯｸｲﾅﾐｯｸ

ｽﾃｯﾌｽﾃｯﾌｽﾃｯﾌｽﾃｯﾌﾟ゚゚゚

NDB

順編成順編成順編成順編成

数十万数十万数十万数十万

～～～～数百万数百万数百万数百万
MB20～～～～40

mS

MHz

(FLOPS)    

20年年年年

程度前程度前程度前程度前

言語言語言語言語DB

チューニングチューニングチューニングチューニング

ファイルファイルファイルファイル大量大量大量大量

データデータデータデータ

メモリメモリメモリメモリDISK

アクセスアクセスアクセスアクセス

CPU速度速度速度速度

20年程度前年程度前年程度前年程度前とととと現在現在現在現在のののの比較比較比較比較



Ruby基幹業務開発基幹業務開発基幹業務開発基幹業務開発（（（（生産性生産性生産性生産性））））

①①①①システムシステムシステムシステム開発開発開発開発のののの工程別比率工程別比率工程別比率工程別比率

設計工程設計工程設計工程設計工程(30％％％％)＋＋＋＋製造工程製造工程製造工程製造工程(PG設計設計設計設計～～～～単体単体単体単体テストテストテストテスト40％％％％)＋＋＋＋テストテストテストテスト工程工程工程工程(30％％％％) ⇒⇒⇒⇒ 全工程全工程全工程全工程(100％％％％)    

②②②②Rubyによるによるによるによる生産性生産性生産性生産性（（（（Rails研修後研修後研修後研修後））））

設計工程設計工程設計工程設計工程(30％％％％)＋＋＋＋製造工程製造工程製造工程製造工程(40％％％％)××××1/2＋＋＋＋テストテストテストテスト工程工程工程工程(30％％％％)××××2/3 ⇒⇒⇒⇒ 全工程全工程全工程全工程(70％％％％)    

Ruby on Railsはははは、、、、DBののののテーブルテーブルテーブルテーブルをををを定義定義定義定義するとするとするとするとデータデータデータデータ操作用操作用操作用操作用ののののWebアプリアプリアプリアプリがががが簡単簡単簡単簡単にできるにできるにできるにできる。。。。

テストテストテストテストはははは手順手順手順手順をををを登録登録登録登録するとするとするとすると、、、、自動自動自動自動テストテストテストテストがががが可能可能可能可能であるであるであるである。（。（。（。（障害時障害時障害時障害時のののの再再再再テストテストテストテスト・・・・レグレッションテストレグレッションテストレグレッションテストレグレッションテスト））））

③③③③Rubyによるによるによるによる生産性生産性生産性生産性（（（（開発開発開発開発をををを終終終終えてえてえてえて、、、、開発者開発者開発者開発者のののの感想感想感想感想））））

設計工程設計工程設計工程設計工程(30％％％％)＋＋＋＋製造工程製造工程製造工程製造工程(40％％％％)××××3/4＋＋＋＋テストテストテストテスト工程工程工程工程(30％％％％)××××1/1 ⇒⇒⇒⇒ 全工程全工程全工程全工程(90％％％％)    

・・・・チェックチェックチェックチェック処理処理処理処理がががが多多多多いいいい。。。。１１１１つのつのつのつのデータデータデータデータ登録登録登録登録にににに、、、、１００１００１００１００ステップステップステップステップ程度程度程度程度のののの整合性整合性整合性整合性チェックチェックチェックチェックをするをするをするをする。。。。

・・・・自動自動自動自動テストテストテストテスト機能機能機能機能はははは、、、、プログラムプログラムプログラムプログラムのののの状態状態状態状態ややややデータベースデータベースデータベースデータベースのののの状態状態状態状態がががが同同同同じでなければじでなければじでなければじでなければ、、、、使使使使えないえないえないえない。。。。

短期開発短期開発短期開発短期開発ではではではでは、、、、わざわざわざわざわざわざわざわざテストテストテストテスト手順手順手順手順をををを登録登録登録登録しししし、、、、データデータデータデータををををバックアップバックアップバックアップバックアップするするするする余裕余裕余裕余裕はないはないはないはない。。。。

・・・・部品化部品化部品化部品化 ：：：： 設計中設計中設計中設計中にににに共通部品共通部品共通部品共通部品のののの洗洗洗洗いいいい出出出出しししし ⇒⇒⇒⇒ 多多多多くはできないくはできないくはできないくはできない。。。。数個程度数個程度数個程度数個程度。。。。

ＲａｉｌｓＲａｉｌｓＲａｉｌｓＲａｉｌｓのののの組組組組みみみみ込込込込みみみみ部品部品部品部品がががが有効有効有効有効。。。。例例例例））））20件件件件ののののﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｰﾀｰﾀｰﾀｰﾀをををを検索表示検索表示検索表示検索表示 →→→→ 次次次次のののの20件件件件がががが部品部品部品部品。。。。

・・・・プログラムプログラムプログラムプログラム修正修正修正修正からからからから単体単体単体単体テストテストテストテストががががスムーズスムーズスムーズスムーズにできるにできるにできるにできる。。。。

・・・・基本的基本的基本的基本的にににに、、、、１１１１度限度限度限度限りのりのりのりの開発開発開発開発であるであるであるである。。。。繰繰繰繰りりりり返返返返しによるしによるしによるしによる部品部品部品部品のののの充実充実充実充実がががが図図図図れないれないれないれない。。。。

COBOL開発開発開発開発（（（（ホストホストホストホスト・・・・オフコンオフコンオフコンオフコン・・・・クラサバクラサバクラサバクラサバ３３３３階層階層階層階層））））ととととRuby(Rails)はははは、、、、ほぼほぼほぼほぼ同同同同じであるじであるじであるじである。。。。



・・・・基幹業務基幹業務基幹業務基幹業務はははは、、、、企業活動企業活動企業活動企業活動になくてはならないになくてはならないになくてはならないになくてはならないシステムシステムシステムシステムでありでありでありであり、、、、変化変化変化変化にににに対応対応対応対応してしてしてして

長長長長いいいい期間利用期間利用期間利用期間利用されるされるされるされる。。。。ロングライフロングライフロングライフロングライフであることであることであることであること。。。。

・・・・長長長長いいいいシステムシステムシステムシステムのののの利用利用利用利用のののの中中中中ではではではでは、、、、プログラムプログラムプログラムプログラムのののの担当担当担当担当SEがががが替替替替わりわりわりわり、、、、メンテナンスメンテナンスメンテナンスメンテナンスがががが

継続継続継続継続してしてしてして行行行行なわれるなわれるなわれるなわれる。。。。誰誰誰誰でもでもでもでもメンテナンスメンテナンスメンテナンスメンテナンスできることできることできることできること。。。。

前提前提前提前提

管理管理管理管理されたされたされたされた開発開発開発開発 ⇒⇒⇒⇒ 可読性可読性可読性可読性がががが良良良良くなるくなるくなるくなる

標準化標準化標準化標準化＝＝＝＝コーディングコーディングコーディングコーディング規約規約規約規約をををを厳厳厳厳しくしくしくしく設設設設けるけるけるける。。。。

ソースレビューソースレビューソースレビューソースレビューのののの徹底徹底徹底徹底（（（（スパゲティスパゲティスパゲティスパゲティ状態状態状態状態にならないことにならないことにならないことにならないこと））））

豊富豊富豊富豊富ななななRubyのののの言語仕様言語仕様言語仕様言語仕様をををを制限制限制限制限してしてしてして利用利用利用利用するするするする。。。。

Ruby：：：：プログラミングプログラミングプログラミングプログラミングのたのしさのたのしさのたのしさのたのしさ

（（（（プログラマープログラマープログラマープログラマーがががが想像力豊想像力豊想像力豊想像力豊かにかにかにかに、、、、自由自由自由自由にににに組組組組めるめるめるめる）））） 封印封印封印封印
プロジェクトチームプロジェクトチームプロジェクトチームプロジェクトチームによるものづくりのによるものづくりのによるものづくりのによるものづくりの楽楽楽楽しさしさしさしさ

基幹業務基幹業務基幹業務基幹業務システムシステムシステムシステム構築構築構築構築 ｂｙｂｙｂｙｂｙ Ruby

Ruby基幹業務開発基幹業務開発基幹業務開発基幹業務開発（（（（メンテナンスメンテナンスメンテナンスメンテナンス性性性性））））



①①①①データデータデータデータののののテーブルテーブルテーブルテーブル名名名名・・・・項目名項目名項目名項目名 ：：：： 日本語名称日本語名称日本語名称日本語名称をををを使用使用使用使用しないしないしないしない ＝＝＝＝ ソースソースソースソースのののの可読性可読性可読性可読性がががが低下低下低下低下するするするする

受給申請者受給申請者受給申請者受給申請者 →→→→ jukyu-shinsei-sha

日本語日本語日本語日本語サポートサポートサポートサポート（（（（RubyととととＭｙＳＱＬＭｙＳＱＬＭｙＳＱＬＭｙＳＱＬはははは単独単独単独単独ででででOK、Ｒａｉｌｓ、Ｒａｉｌｓ、Ｒａｉｌｓ、Ｒａｉｌｓももももモデルモデルモデルモデルにににに事例事例事例事例ナシナシナシナシ）、）、）、）、HTMLのののの中中中中にににに、、、、日本語日本語日本語日本語

名称名称名称名称がががが入入入入るとるとるとるとエラーエラーエラーエラーとなるとなるとなるとなる。。。。 Input-id=“product_日本語名称日本語名称日本語名称日本語名称” ⇒⇒⇒⇒ ＸＨＴＭＬＸＨＴＭＬＸＨＴＭＬＸＨＴＭＬをををを利用利用利用利用すればすればすればすればＯＫ。ＯＫ。ＯＫ。ＯＫ。

Railsははははテーブルテーブルテーブルテーブル名名名名：：：：複数形複数形複数形複数形、、、、クラスクラスクラスクラスはははは単数形単数形単数形単数形にににに自動変換自動変換自動変換自動変換するするするする。。。。

例例例例））））日本語日本語日本語日本語ののののケースケースケースケース ：：：： 顧客顧客顧客顧客 →→→→ 顧客顧客顧客顧客s 英語英語英語英語ののののケースケースケースケース ：：：： Customer →→→→ Customers     

②②②②計算精度計算精度計算精度計算精度 ：：：： 固定小数点演算固定小数点演算固定小数点演算固定小数点演算ををををサポートサポートサポートサポートしているしているしているしている。。。。

（（（（RubyととととMySQLででででDecimal属性属性属性属性ををををサポートサポートサポートサポート））））

小数点小数点小数点小数点２２２２桁目桁目桁目桁目をををを四捨五入四捨五入四捨五入四捨五入しししし、、、、小数点小数点小数点小数点１１１１桁目桁目桁目桁目までをまでをまでをまでを求求求求めるめるめるめる。。。。

③③③③データデータデータデータ交換交換交換交換 ：：：： スペーススペーススペーススペースをををを詰詰詰詰めめめめ込込込込むむむむ関数関数関数関数でででで対応対応対応対応。。。。

レガシーレガシーレガシーレガシーやややや金融機関金融機関金融機関金融機関とのとのとのとのデータデータデータデータ交換交換交換交換にににに固定長固定長固定長固定長ののののデータデータデータデータ形式形式形式形式がががが必要必要必要必要となるとなるとなるとなる。。。。

④④④④Ajax ：：：：全面的全面的全面的全面的にににに採用採用採用採用したしたしたした。。。。

画面画面画面画面のののの一部一部一部一部をををを書書書書きききき換換換換えるえるえるえる処理処理処理処理がががが多多多多いいいい。。。。画面画面画面画面ののののチラツキチラツキチラツキチラツキをををを押押押押さえたさえたさえたさえた使使使使いやすいいやすいいやすいいやすい画面画面画面画面をををを実現実現実現実現。。。。

⑤⑤⑤⑤コーディングコーディングコーディングコーディング規約規約規約規約 ：：：： インデントインデントインデントインデント（（（（字下字下字下字下げげげげ）、）、）、）、１１１１行行行行のののの桁数桁数桁数桁数８０８０８０８０、、、、メソッドメソッドメソッドメソッドののののカッコカッコカッコカッコをををを必須必須必須必須、、、、改行改行改行改行コードコードコードコードははははLF

文字列文字列文字列文字列ののののクォートクォートクォートクォートはははは‘（（（（シングルシングルシングルシングル）、）、）、）、unlessはははは使用禁止使用禁止使用禁止使用禁止、、、、グローバルグローバルグローバルグローバル変数変数変数変数のののの使用使用使用使用、、、、SQL記述記述記述記述 などなどなどなど

⑥⑥⑥⑥データベースデータベースデータベースデータベースのののの主主主主キーキーキーキー ：：：： 複合複合複合複合キーキーキーキー （（（（複数複数複数複数のののの項目項目項目項目をををを組組組組みみみみ合合合合わせたものをわせたものをわせたものをわせたものを主主主主キーキーキーキーとするとするとするとする））））

例例例例）））） 年度年度年度年度＋＋＋＋申請者番号申請者番号申請者番号申請者番号＋＋＋＋履歴番号履歴番号履歴番号履歴番号

⑦⑦⑦⑦オープンソースオープンソースオープンソースオープンソースをををを複数種類組複数種類組複数種類組複数種類組みみみみ合合合合わせたわせたわせたわせた開発開発開発開発はははは、、、、初期初期初期初期コストコストコストコストがががが確実確実確実確実にににに安安安安くなるくなるくなるくなる。。。。但但但但しししし、、、、それぞれでそれぞれでそれぞれでそれぞれでバージョンバージョンバージョンバージョン

アップアップアップアップをするのでをするのでをするのでをするので、、、、要注意要注意要注意要注意。。。。 ⇒⇒⇒⇒ 実績実績実績実績のあるのあるのあるのある組合組合組合組合わせわせわせわせ

Ruby基幹業務開発基幹業務開発基幹業務開発基幹業務開発（（（（そのそのそのその他他他他ののののポイントポイントポイントポイント））））



・・・・自治体自治体自治体自治体のののの特性特性特性特性

住民住民住民住民サービスサービスサービスサービス ⇒⇒⇒⇒ 起算日処理起算日処理起算日処理起算日処理がががが必要必要必要必要（（（（申請申請申請申請やややや届届届届けけけけ出出出出のののの遅遅遅遅れをれをれをれを取取取取りりりり戻戻戻戻すすすす））））

データデータデータデータ修正修正修正修正のののの記録記録記録記録（（（（履歴管理履歴管理履歴管理履歴管理））））

フォームフォームフォームフォームをををを使使使使ったったったった判判判判りやすいりやすいりやすいりやすい帳票帳票帳票帳票

職員職員職員職員のののの定期的定期的定期的定期的なななな異動異動異動異動 ⇒⇒⇒⇒ 他他他他システムシステムシステムシステムとととと同等同等同等同等なななな使使使使いいいい勝手勝手勝手勝手

判判判判りやすさりやすさりやすさりやすさ ＝＝＝＝ 画面画面画面画面のののの階層階層階層階層をををを浅浅浅浅くするくするくするくする（（（（細細細細かなかなかなかな処理処理処理処理にににに分分分分けないけないけないけない））））

＝＝＝＝ １１１１つのつのつのつの画面画面画面画面がががが複雑複雑複雑複雑になるになるになるになる（（（（登録登録登録登録・・・・訂正訂正訂正訂正・・・・削除削除削除削除がががが１１１１画面画面画面画面））））

・・・・業務業務業務業務のののの特性特性特性特性

医療保険医療保険医療保険医療保険やややや介護保険介護保険介護保険介護保険のののの自己負担自己負担自己負担自己負担のののの還付制度還付制度還付制度還付制度とととと類似類似類似類似しているしているしているしている。。。。

法律法律法律法律のあいまいさのあいまいさのあいまいさのあいまいさ ＝＝＝＝ 詳細詳細詳細詳細なななな箇所箇所箇所箇所がががが記載記載記載記載されていないされていないされていないされていない ＝＝＝＝ 厚労省厚労省厚労省厚労省とのとのとのとのQAががががロジックロジックロジックロジック化化化化

業種業種業種業種・・・・業務業務業務業務ノウハウノウハウノウハウノウハウ

Ruby基幹業務開発基幹業務開発基幹業務開発基幹業務開発（（（（COBOLCOBOLCOBOLCOBOL’’’’ererererのののの復活復活復活復活））））

基幹業務開発基幹業務開発基幹業務開発基幹業務開発：：：：ベテランベテランベテランベテランSE（（（（COBOL’er））））ののののノウハウノウハウノウハウノウハウがががが重要重要重要重要

ホストホストホストホスト・・・・オフコンオフコンオフコンオフコン

COBOL中心中心中心中心

クラサバクラサバクラサバクラサバ

VB中心中心中心中心、、、、一部一部一部一部COBOL

Web開発開発開発開発

Java中心中心中心中心 Ruby（（（（Rails)    

COBOL エンジニアエンジニアエンジニアエンジニアのののの復活復活復活復活

※※※※レガシーレガシーレガシーレガシー：：：：過去過去過去過去のののの遺産遺産遺産遺産・・・・時代遅時代遅時代遅時代遅れれれれ



ITのトレンド

①①①① 70~80年代年代年代年代（（（（昭和昭和昭和昭和）））） プロプライエタリィプロプライエタリィプロプライエタリィプロプライエタリィのののの時代時代時代時代

１１１１ベンダベンダベンダベンダ(メーカメーカメーカメーカ)のののの技術技術技術技術でででで全全全全てがてがてがてが提供提供提供提供されるされるされるされる。。。。 ＩＩＩＩ・・・・ＦＦＦＦ・・・・ＮＮＮＮ・・・・ＨＨＨＨ

ハードハードハードハード+OS+ミドルミドルミドルミドル+言語言語言語言語+システムシステムシステムシステム開発開発開発開発 ・・・・・・・・・・・・ 高額高額高額高額

②②②② 90年代年代年代年代（（（（平成平成平成平成）））） OPEN化化化化のののの時代時代時代時代

クライアントサーバシステムクライアントサーバシステムクライアントサーバシステムクライアントサーバシステム(Windows・・・・UNIX・・・・データベースデータベースデータベースデータベース・・・・言語言語言語言語)    

プロプライエタリィプロプライエタリィプロプライエタリィプロプライエタリィのののの世界世界世界世界ににににマイクロソフトマイクロソフトマイクロソフトマイクロソフト社社社社,サンマイクロサンマイクロサンマイクロサンマイクロ社社社社,オラクルオラクルオラクルオラクル社社社社などなどなどなど

サードパーティサードパーティサードパーティサードパーティがががが参入参入参入参入しししし、、、、価格破壊価格破壊価格破壊価格破壊がががが起起起起こるこるこるこる。。。。・・・・・・・・・・・・ 低価格化低価格化低価格化低価格化

③③③③ 2000年代年代年代年代 オープンソースオープンソースオープンソースオープンソースのののの時代時代時代時代

LAMP(ランプランプランプランプ)をををを活用活用活用活用したしたしたしたWebアプリアプリアプリアプリのののの構築構築構築構築がががが主流主流主流主流となるとなるとなるとなる。。。。

オープンソースオープンソースオープンソースオープンソースをををを代表代表代表代表するするするする製品製品製品製品：：：：Linux、、、、Apache、、、、MySQL、、、、Peal/PHP

OS・・・・ミドルミドルミドルミドル・・・・言語言語言語言語のののの費用費用費用費用ががががゼロゼロゼロゼロにににに近近近近くなるくなるくなるくなる。。。。 ・・・・・・・・・・・・ 無償無償無償無償（（（（サポートサポートサポートサポート料料料料ありありありあり））））

但但但但しししし、、、、システムシステムシステムシステム開発費開発費開発費開発費やややや運用運用運用運用・・・・保守保守保守保守にににに掛掛掛掛かるかるかるかる費用費用費用費用はははは、、、、従来通従来通従来通従来通りかりかりかりか一部低価格一部低価格一部低価格一部低価格となるとなるとなるとなる。。。。

ＲｕｂｙＲｕｂｙＲｕｂｙＲｕｂｙはははは、、、、世界世界世界世界にににに普及普及普及普及したしたしたしたオープンソースオープンソースオープンソースオープンソースのののの中中中中でででで、、、、唯一唯一唯一唯一のののの国産国産国産国産でありでありでありであり、、、、国国国国のののの応援応援応援応援があるがあるがあるがある。。。。







２００８２００８２００８２００８．．．．６６６６．．．．２３２３２３２３

JRuby 開発者開発者開発者開発者
チャールズチャールズチャールズチャールズ・・・・ナッターナッターナッターナッター氏氏氏氏
松江訪問松江訪問松江訪問松江訪問

Ruby基幹業務開発基幹業務開発基幹業務開発基幹業務開発をををを
プレゼンプレゼンプレゼンプレゼン



IPA's event (1)  Return Excess of Payment System

Resident registration 

system 

National medical

insurance system

for family

National medical
insurance system
for age 75 and over

National long term care

insurance system

Return

Excess of

Payment

System

Payment ,

qualification

Return info.

Service over 

the counter

Consultation

Acceptance of

application

Issue the certificate

and so on
Internal process

Calculate the own

expenses

Decision of an allowance

registration of payment

Information of account

transfer and so on

Back ground

Japanese government set new values

for payment of medical care and long

term care expenses. When total cost of

the individual payment is over the

standard, return excess of payment.

Already existing system

(Almost legacy system on main frame)    
Target system

citizenResident info.

Payment ,

qualification

Payment ,

qualification

Return info.

Return info.



they have “Many Business Skills”.

rich experience of software development, human network of end users.

But, they are older, their technology is legacy.

COBOL programmers

Enterprise system development needs Many Business Skills

Main frame

COBOL,PL/I

CSS 3 layers

main VB、、、、partly cobol

Web application

main Java Ruby（（（（Rails)    

Revival of COBOL programmers

Ruby development in Enterprise System (COBOLer's revival)    

IT makes explosion of Ruby  all over the world on software development



Sunset  at  Lake SINJIKO in Matsue City

where Matz lives.

The END

公開ページ ： www.tpj.co.jpwww.tpj.co.jpwww.tpj.co.jpwww.tpj.co.jp
IPA公募事業成果「高額合算ｼｽﾃﾑ」

ITプロプロプロプロののののWebﾏｶﾏｶﾏｶﾏｶﾞ゙゙゙ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ﾝﾝﾝﾝ：：：：エンタープライズジンエンタープライズジンエンタープライズジンエンタープライズジン
今日今日今日今日のののの日記記事日記記事日記記事日記記事 ランキングランキングランキングランキング 先頭先頭先頭先頭にににに表示表示表示表示
““““エンタープライズエンタープライズエンタープライズエンタープライズ開発開発開発開発のののの現場現場現場現場でででで感感感感じたじたじたじたRubyののののメリットメリットメリットメリット””””
http://enterprisezine.jp/news/


