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1. EFW：ローコーディング開発基盤
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EFWとは？

EFWは弊社の20年に渡るWEBシステム開発の知見を活かして独自開発した開発フレームワークです。
AjaxとサーバサイドJavaScriptを用いて目的指向で、高速かつ高品質なWEBシステムを構築できます。

ソース公開：

https://github.com/efwGrp/efw4.X

情報処理学会収録論文：

http://id.nii.ac.jp/1001/00147552/
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従来のWEB開発によくある問題

従来のWEB開発では、以下のような問題が存在します。

問題１、基本設計書とプログラムの粒度がばらばらの問題

→仕様書の１行に対して、プログラムは数十行で組まないといけない。

問題２、仕様書とプログラムの処理順番が違う問題

→仕様書の明瞭な処理順番に対して、プログラムはあちこちに遷移し、

処理順番をはっきり読み取れない。
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問題１：設計書とプログラムの粒度に対するEFWでの解決策

ユーザマスタから以下の条件で以下項目
を取得し画面の対応項目に表示する。
条件：

ユーザID=検索条件のユーザID
取得項目：

ユーザID
ユーザ名
メールアドレス

設計書

userInput.jsp
--------------------------------
<input id=“txt_searchUserId”
・・・
<input id=“txt_userId”
・・・

User.xml
--------------------------------
<sql id=“getUserByAccount”>

select
userid,
username,
mailaddress

from 
m_user

where
userid=:account

</sql>

EFW（プログラム）

userInput_init.js
--------------------------------
userInput_init.paramformat={

“#txt_searchUserId”:”required:true”
};
userInput_init.fire(params){

var objUser=db.select(
“User”,
“getUserByAccount”,
{“account”: params [“#txt_searchUserId”]}

).map({
“#txt_userId”:”userid”,
“#txt_userName”:”username”,
“#txt_mail”:”mailaddress”

}).getSingle();

return (new Result())
.runat(“body”)
.withdata(objUser);

}

・・・

WEBシステム開発には、
「パラメータ受信・入力チ
ェック・ データ表示・活性
非活性・表示非表示・
画面遷移」などの処理が
よくあります。

E-FWはそれらをパターン
化して、WEB画面開発
の専用言語(DSL)を設
計・実装します。
言い換えると「入力データ
収集と処理結果表示の
自動化」です。
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問題２：設計書とプログラムの処理順番に対するEFWでの解決策

サーバ

顧客重複チェック

チェック結果返却

顧客情報登録

画面再表示用
データ返却

クライアント

他人操作有無
チェック

チェック結果返却

顧客情報更新

画面再表示用
データ返却

新規モード

更新モード

設計書
//新規モード
if (params[“hnd_mode”]==“new_mode”){

var blnExists=db.select( “User”, “checkExists”,
{“userId”:params[“#txt_userId”]}

).getValue(“ret”);
if (blnExists){

return (new Result())
.alert(“該当顧客はすでに登録しました。”);

}else{
db.change(“User”,”addNewUser”,{・・・});
return (new Result())

.alert(“保存しました。”)

.concat(event.fire(“userInput_show”,
{“userId”:params[“#txt_userId”]}))

.disable(“#txt_userId”);
}

//更新モード
}else{
var blnOperated=db.select(“User”,“checkOperated”,

{“userId”:params[“#txt_userId”],
“updateDate”:params[“#hdn_updateDate”]}

).getValue(“ret”);
if (blnOperated){

return (new Result())
.alert(“他人操作中のため、該当処理は実行できません。”);

}else{
db.change(“User”,”updateUser”,{・・・});
return (new Result())
.concat(event.fire(“userInput_show”,

{“userId”:params[“#txt_userId”]}))
.alert(“保存しました。”);

}
}

E-FWの仕組みには、
クライアント動作か
サーバ動作か関係なくロ
ジックはほぼ全部１つの
イベントファイルに集中し
ます。
また「目的指向」のため
プログラムの粒度は設計
書とマッピングし易いです

結果として、
イベントファイルのみで
処理の流れを分かりや
すく読み取れます。

EFW（プログラム）
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Ajax

サーバサイド
JavaScript

可読性向上
基本設計で
開発可能

プロジェクトのコスト
削減に貢献する

目的指向

ソース量削減

勉強しやすい

開発工数削減

保守しやすい

従来のjava開発と生産性を比較した場合

ソース量： ５０％削減
開発工数： ３０％削減

EFWのメリット
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EFW導入効果（実績紹介）

項目 旧版（スクラッチ） リニューアル版（EFW） パッケージ版（EFW）

クライアントJavaScript 4339 1775 2970

JSP 15212 7372 5140

コントローラ（相当） 5949 - -

外出しSQL - 5535 3562

サーバJavaScript - 14126 11264

Java 36779 13073 6220

Excelマクロ 3210 2424 -

プロシージャ 896 618 352

合計 66385 44923 29508

旧版：jsp Bean構成、インラインSQL

リニューアル版：旧版と仕様同等。HTML5対応のため、画面をEFWでリニューアル、出力などのロジックを流用

パッケージ版：不要機能を削除、実現方法を調整。Efwの割合がもっと高くなった
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EFW導入効果（分析サマリ）

案件６は
EFW適用
プロジェクト
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２．INNORULES：ノーコーディングルールエンジン
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InnoRulesとは？

InnoRulesはBRMS(Business Rule Management System)と呼ばれる開発ツールです。

BRMSを利用することで、従来業務アプリケーションプログラムに含まれていたビジネスロジックを外だしにして

見やすく変更しやすい柔軟なシステムに再構成することができます。（下図イメージ）
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InnoRulesによるシステム課題の解決

【システム課題】 【InnoRulesによる解決】

①システムの複雑化

・追加、変更の繰り返しにより、システムがプログラム面、
データ面の両面で複雑化

・類似ロジックのコピー＆変更による開発でメンテナンス
コストが増大

②業務とシステムの乖離

・業務仕様と実装のマッピングが困難、もしくは乖離があり、
システムがブラックボックス化

・ドキュメントの整備が部分的に行われており
全容の把握が困難、トレースや影響分析ができない

①システムのシンプル化

・複雑なロジックや変更頻度の高いロジックはBRMSで
管理することにより、プログラムコードが縮小、単純化

・同系統のロジックはBRMSで共通部品として管理、
複数システムに跨る重複処理も一元化可能

③属人化

・難易度が高い複雑な業務処理は特定の人以外は
メンテナンスできず、マンパワーに依存する傾向が高い
・①、②の課題もあり、業務的な引継ぎが困難

②可読性可視性の向上

・業務ロジックは普段利用している業務用語で表現、
ビジネスロジックを可視化

・業務内容はトレース機能で全体の可視化が可能
ドキュメントは自動生成機能で常に最新化

③脱属人化

・可読性、トレーサビリティが高い、解かり易いシステムを
構築することで、安定した保守、生産性を実現
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①システムのシンプル化
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②可読性可視性の向上

【業務規程】（大人の普通片道料金算出）

大人の普通片道料金は以下に定める料率をもとに算出する。

乗車距離100km以下の場合10kmにつき100円、100kmを超え300km以下の場合10kmにつき80円、

300kmを超える場合10kmにつき70円として張距離割200円を減額する。

※乗車距離は1km端数を四捨五入し、10km単位とした距離とする。

InnoRulesは普段業務で利用している用語でルールを定義し、ビジネスロジックを可視化します。

運賃計算業務について、プログラム、ルールそれぞれで実装した場合の例を確認しましょう。

大人の普通片道料金の算式 乗車距離の判定条件

計算用乗車距離 × 100円 計算用乗車距離 <= 100km

計算用乗車距離 × 80円 100km < 計算用乗車距離 <= 300km

(計算用乗車距離 × 70円) – 200円(張距離割) 計算用乗車距離 > 300km

１．計算用乗車距離の算出

算式）計算用乗車距離 = 乗車距離の1km端数を四捨五入した値とする。

2 ．大人の普通片道料金の算出

上記１にて算出された計算用乗車距離より、下記表の通り、大人の普通片道料金の算出を行う。

まとめると…
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プログラムによる表現とルールによる表現の違い

１．計算用乗車距離を算出するルール

２．大人の普通片道料金を算出するルール

＜プログラミング言語での表現＞ ＜InnoRulesでの表現＞
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③脱属人化

InnoRulesに定義したルールの内容については、ExcelまたはHTML形式でのレポート出力が可能なため、

ドキュメントのメンテナンス作業が簡略化されます。
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③脱属人化

開発時や障害対応時のデバック、解析作業は有識者以外には難しい作業ですInnoRulesのトレース、

解析機能はI/Oデータ確認及び処理の流れまでを全自動で可視化することができるため、業務処理の追

跡が容易に実施できます。

InputデータがHIT
した条件及び結果

Inputデータ

Outputデータ
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InnoRulesのメリット

〇開発生産性の向上

ツールが持つ強力な開発支援機能を利用することで、大幅な開発生産性の向上が見込めます。

〇プログラムコードの簡素化

複雑な業務処理（ロジック）をルールに置き換えることで、処理・コードを簡素化します。

〇業務の可視化

属人化してきた業務をルールに置き換えることで、業務の共有、管理を容易にします。

〇変更に強いシステム

業務をアプリケーションから分離することで業務変更の影響度を極小化し、保守コストを削減します。

〇処理の自動化

担当者が行っていた業務をシステム化することで自動化し、担当者の負荷やミスを軽減します。
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3．FineReport:ノーコーディング帳票ツール
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FineReportとは？

属人化した「お客様独自の業務」を企業を支える「資産」に生まれ変わらせるノーコード型のツールです。

業務データの活用（情報共有、可視化）やEUC業務改善（脱エクセル、脱アクセス）が得意領域です
。
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業務データの活用

地図 テンプレート

グラフ・チャート テンプレート

様々な業務データを簡単かつ迅速に可視化、共有することができます。

一般的なBIツールとは異なり、簡単に使えるので利用者（役員、管理職、社員）を選びません。

ダッシュボード テンプレート
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EUC業務改善

マスタDBから
データ入力

・データはデータベースに保存
・「請求業務」にも利用可能
・後日の売上分析も可能

EUC業務で利用している既存Excelフォーム利用し、お客様データと連携させることで

簡単かつ迅速にシステム化、電子化、ペーパーレスを実現できます。（下記は見積業務の例）
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FineReport主要機能
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ありがとうございました！
お客様にECOシステムを提供することが

エスコ・ジャパンの使命

https://www.escco.co.jp/


