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Kohtaroh Hayashi and Tatsuhiko Kakimoto
各プロジェクトでは属人的手法でアーキテクチャー設計を行っており，アーキテクチャー再利用がなさ
れていると言い難い．
また，
主非機能要件への影響を考慮しないと最適なアーキテクチャー適用が難しい．
本論文では問題領域に対するアーキテクチャーをパターン化し，
非機能要件の観点でパターン化したアー
キテクチャーのトレード・オフ分析を行う手法を提案する．この手法は，標準化したモデル表記にて実績
のあるアーキテクチャーをパターン化し，マトリックス形式のフレームワークを用いてトレード・オフ分析結果
を整理することで，最適なアーキテクチャー選択を可能とする．この手法により，さまざまな課題や要因に
適用可能なアーキテクチャー意志決定を支援するアセット作成を可能とし，要件定義局面でのアーキテ
クチャー選択作業が効率化される．
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❷
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In the real projects, the way of designing an architecture depends on individualʼ s abilities and
experiences, and it is difficult to reuse it. Considering the effects of NFR(Non-functional requirements)
is critical to choose an appropriate architecture as a solution. In this paper, the authors propose a
method that define architecture patterns for an issue and analyze trade-offs from standardized NFR
viewpoints. In this method, we define architecture patterns from proven architectures with standardized
notation, analyze them using the NFR-based trade-off analysis framework to support to make the right
architectural decisions in the right way. This method makes it possible for us to create assets which
support architecture decisions that can apply various problems and contexts and makes it easy for us to
select architecture efficiently in the phase of requirement definition.

❹

Words & Phrases： アーキテクチャー，非機能要件，オペレーショナル・モデル，トレード・オフ分析，
アーキテクチャー意志決定
Architecture, Non-functional requirements, Operational model, Trade off analysis,
Architecture decision

1．はじめに
ソフトウェア・エンジニアリング領域での活発な研究に
より，ソフトウェア主体のシステムを対象とした工学的アプ
ローチによる設計・開発手法は急激に進化しており，

IBM 独自の技術であるオペレーショナル・モデリング［3］
（以下 OM と略す）がアーキテクチャー設計技法とし
て規定されている．開発手法の適用により作業項目，

Rational Unified Process などの開発手法も一般的に広

技法等の標準化により成果物の再利用が推進され，プ

く知られるようになっている．IBM は，サービス・ビジネス

ロジェクト現場における作業の効率化や品質確保の実

における世 界 規 模 での 競 争 力 強 化を目指し，IBM

現が可能となってきている．

Global Service Method（以下 GS-Method と略す）［1］

では，アーキテクチャー自体の標準化は推進されてい

と呼ばれるシステム開発手法をグローバルで展開してい

るのであろうか．GS-Method では非機能要件（Non-

る．GS-Method では，アーキテクチャー設計作業がシス

Functional requirements, 以 下 NFR と略す）の分 類

テム開発プロセスにおける重要な作業項目として定義さ

定義を行い，NFR をアーキテクチャー構成要素に割り

れ，UML 表記によるコンポーネント・モデリング［2］と

当てると定義しているが，その手法は示されていない．
プロジェクト現場では，与えられた制約のもとで，お客様
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要件を実現するシステムアーキテクチャー設計を属人的

本論文で述べる手法の全体的な流れを把握するた

が推進されているとは言い難い（課題 1）．アーキテク

め，この手法で定義した主要タスク，各タスクでの入力

チャーには，
品質向上の主目的となる NFR を持っており，

情報，各タスクでの作成成果物の関連を，図 1 で示す．

副作用として他 NFR に好影響あるいは悪影響を与える

提案する手法は , 次の 2 点を目的としている .
（1）実際のプロジェクトにおいて対応すべき代表的な問

チャーの選択を行うと，
副次的なNFR の品質劣化を招き，

題領域に対するソリューション・アーキテクチャー・

システム品質低下を招くリスクがある
（課題 2）
．［4］
［5］

パターンを定義し，NFR の観点で副次的影響を整

［6］

❶
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という特徴がある．この特徴を認識せずにアーキテク
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な手法で実施しており，アーキテクチャー自体の再利用

理する .

本論文では，アーキテクチャーの再利用を促進する

（2）提案活動やプロジェクトの要件定義局面で実践可
能な，アーキテクチャー選択手法を作成する .

❷
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ため，問題領域を定義し，機能要件を実現するアーキ
テクチャーをボトムアップで洗い出し，パターン化して
OM にて文書化する手法について述べる．さらに，最適

目的の実現にかかる主要タスク作業として以下を行う.

なアーキテクチャー選択を可能とするため，
策定したアー

（1）プロジェクトでの要件・課題の位置付けを明確化す
るため，問題領域を定義

キテクチャー・パターンに対して NFR の各項目を評価し，

意思決定の文書化

結果をマトリックス形式化する手法について述べる．
この手法により，さまざまな課題や要因に適用可能な

（3）（2）から課題（機能要件）とアーキテクチャー候

アーキテクチャー意思決定を支援する成果物作成を可

補を抽出し，アーキテクチャーのパターン化および

能とし，作成した成果物の利用により，提案活動や要件

OM による文書化を実施

定義局面におけるアーキテクチャー選択作業の効率化

❸

（2）問題領域に対するプロジェクトでのアーキテクチャー
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アーキテクチャー・パターン適用によるトレード・オフ分析

❹

（4）NFR 分類の標準化，
（3）で作成したアーキテク
チャー・パターンに対するトレード・オフ分析および

が図れる．

NFRトレード・オフ・マトリックスの作成

以下，2 章で提案の目的を整理し提案アプローチ
全体の概要を紹介し，3 章以下で提案アプローチの
4 つのタスクである，①問題領域定義，②アーキテク

以下で各主要タスクの詳細について記述する．

チャー意思決定の文書化，③ソリューション・アーキテ
クチャー定義，④ NFRトレード・オフ分析，について

3．問題領域定義

順次紹介する．
プロジェクトで頻繁に発生すると考えられる要件・課
題の位置付けを明確にするため，実際のプロジェクトに

2．提案アプローチの全体像

て対応すべき代表的な問題領域を定義する．対象とす
る問題領域の網羅性を確保するために，GS-Method を
参照，カスタマイズして，表 1 にある問題領域一覧表を
プロジェクト
成果物

定義した．

各種資料
（論文、事例等）

表 1．問題領域一覧表

2. アーキテクチャー
意思決定の
文書化

1. 問題領域定義

アーキテクチャー
意思決定文書

問題領域一覧

3. ソリューション・
アーキテクチャー
定義

アーキテクチャー・
パターン図

4. NFRトレード・
オフ分析

NFRトレード・
オフ・マトリックス

凡例
実施タスク

作成成果物

入力情報

図 1．提案手法におけるタスク関連図

項番

問題領域名

1

プレゼンテーション・デリバリー・サービス

2

Web エンハンシング・サービス

3

Web アプリケーション・サービス

4

ビジネス・プロセス・オートメーション

5

インテグレート・エンタープライズ・サービス

6

認証・許可サービス

7

セキュリティー

8

システム・マネージメント・サービス

9

ネットワーキング・サービス

10

ビジネス継続性・災害対策サービス
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4．アーキテクチャー意志決定の文書化

• 同期処理におけるデータ加工の必要性
ソリューション・アーキテクチャーの意思決定には，対
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• オリジナル・データの更新頻度
これらの項目（7 項目）に対して、2 値の可変性しか

象とする課題（機能要件）に加えて，お客様の環境，

ないと仮定したときも，最大で 27 通りの組み合わせを考

要求事項，前提・制約および，それらの優先順位などさ

慮する必要がある．また，それぞれの組み合わせに対応

まざまな要因（コンテキスト）を考慮する必要がある．ソ

した意思決定文書の作成が求められる．これは，限られ

リューション・アーキテクチャーのパターン化にあたり，以

た時間の中でのタスクでの作業の実現性だけでなく，ア

下の二つのアプローチが考えられる．

セット利用の容易性の観点でも非現実的であると判断し
て，機能要件を実現するアーキテクチャーのパターン化

（1）意思決定文書の形で，機能要件とコンテキストを収
集・パターン化し，コンテキスト・パターンとアーキテ

のアプローチ（2）を選択し，課題に対するリファレンス・
アーキテクチャー・カタログ作成を目指した．

クチャー・パターンを関連付ける．お客様から提示さ
れ たコンテキストと，コンテキスト・パターンの

5．ソリューション・アーキテクチャー定義

Fit&Gap を行うことで，最適なアーキテクチャー・パ
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ターンを意思決定する．
（2）機能要件を実現するアーキテクチャー・パターンを

1 章で提示した課題 1 の解決策として，アーキテク
チャーの再利用性を推進するため，4 章で作成した課

定義して，NFR 間のトレード・オフ分析を行う．そして，

題（機能要件）を解決するアーキテクチャーを洗い出し

分析結果とコンテキストの Fit&Gap を行うことで，最

てパターン化し，リファレンス・アーキテクチャーとして活

適なパターンを意思決定する．

用できるようにカタログ作成する手法について記述する．

❹

以下でその手法ならびに工夫した点を記述する．
どちらのアプローチを選択すべきか判断することを目
的の一つとして，3 章で定義した問題領域に対して，プ

5.1 設計対象物の標準化

ロジェクトで経験したアーキテクチャー意思決定の文書

設計対象物の粒度が標準化されていないと，設計対

化を行った．文書化項目として，アーキテクチャー意志

象粒度に差異が生じ成果物再利用の阻害要因となる．

決定における問題記述（機能要件），動機（NFR），

よってモデリング手法を利用するにあたり，モデル化対象

仮定や前提・制約，
検討した選択肢（アーキテクチャー・

物の粒度を標準化することは，最初の段階で実施すべ

パターン候補），選択した理由，妥当性（トレード・オフ

き重要な項目である．特に，モデル図上の主要構成要

分析），派生要件（リスクと軽減策）などを定義する．

素である，ノード，コンポーネント群の粒度，名称，ID 等

これにより，意思決定のアカウンタビリティーを明確化し，

の標準化は非常に重要である．特にコンポーネント群な

トレーサビリティーを確保でき，再利用性向上が図れる．

どの構成要素に ID を付与し後工程に引き継ぐことで，

文書化フォーム作成には GS-Method 内に記述されて

設計と実装・テスト作業間のトレーサビリティーを確保す

いるサンプルを参照して，意志決定記述形式と内容を

ることが可能である．

標準化して記述内容の統一化を行う．
前述（1）のコンテキストのパターン化を行うためには，
アーキテクチャー意思決定に影響を与える要素数と可

成果物表記内容の統一性を図るため，OM を使用す

変性により指数関数的にパターンが増加してしまう．例

る際の表記方法は GS-Method や［7］を参照し，以下

えば，
「データ同期」という課題（機能要件）を考慮

の設計対象の記述内容と想定される構成要素を事前に

したとき，

定義して，成果物の標準化を行う．

アーキテクチャー意思決定に影響を与える代表的な

• ロケーション／ゾーン／境界

要因としては，以下のような事項が挙げられる．

• ノード

• データ配置場所（同一インスタンスか否か）

• 実行コンポーネント（プロセス）／データ・コンポーネン

• データ配置場所（同一ロケーションか否か）

ト（データ・ストア）／プレゼンテーション・コンポーネント

• DBMS の種類（同一種類か否か）

• コネクション

• 同期対象データの鮮度

• コンポーネント群のノードへの配置記述

• 更新データ量
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表 2 で示すように，例とするアーキテクチャー・パター

をパターン化するにあたり，以下の作業項目を定義する．

ンで問題を解決する主要な NFR は可用性である．可

• ソリューション・アーキテクチャー定義

用性を向上するためにテクニカルな判断により追加した

ＩＢＭプロフェッショナル論文

• アーキテクチャー・パターン図作成

構成要素は，E_ApplServer や E_DBMS の自動リカバ

❶

• ウォークスルー実施と詳細記述

リー機能要素（TE_RRS,TE_ARM）である．図 2 は，

以下に実際に各作業で作成した成果物を利用して，
詳細内容と工夫した点について記述する．

ネントにはコンポーネント名に「T」の接頭語を付与する．

アプリケーション・ノードや DB ノードにテクニカル・コン
ポーネント群を追加したアーキテクチャー・パターン図を
示している．

（1）ソリューション・アーキテクチャー定義
N2

課題（機能要件）とアーキテクチャー候補を抽出し，パ

E2

ＩＢＭプロフェッショナル論文

❷

4 章で作成したアーキテクチャー意志決定文書より，

N̲DBNode1
E̲ApplServer

E̲DBMS

TE̲RRS

TE̲ARM

L̲SystemCenter

ターン化するアーキテクチャーの定義を明記する．表 2
は作成文書の一例であり，提示するアーキテクチャー・

❸
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パターンの特徴を記述している．

N̲CF
TE̲CF

表 2. アーキテクチャー・パターン特徴
N̲DBNode2
項目

内容記述

アーキテク
チャー目的

Web システム環境におけるノード配置決定のため
のアーキテクチャー・パターン

動機

アプリケーション・ノード及び DB ノードシステ
ム基盤実現で，可用性を評価対象としてアーキテ
クチャーを決定する．

前提事項

アーキテクャー・
パターン

N1

N2

E1(Prime)

E2

E̲ApplServer

E̲DBMS

❹
TE̲RRS

TE̲ARM

N̲ExtDisk

アプリケーション呼び出しは http を想定．
：
通常稼働時可用性，システム保守時 1 ノード停
止を考慮し，アプリケーション・ノードおよび
DB ノードは 3 ノード構成とする．

N̲DBNode3
N2

E̲ApplServer

E̲DBMS

TE̲RRS

TE̲ARM

D̲TxData

E2

アプリケーション , DB ノード同一ノード配置
アプリケーション , DB 非同一ノ−ド

図 2. アーキテクチャー・パターン図

（2）アーキテクチャー・パターン図作成
アーキテクチャー・パターン図作成にあたり，5.2 項で
モデル表記方法の標準化を行って作成した成果物を参
照して，モデルの標準化を行えるようにしている．

（3）ウォークスルー実施と詳細記述
アーキテクチャー・パターン図のノードとコンポーネント
配置の充足性・妥当性，コンポーネント間連携の妥当性，

アーキテクチャー・パターンをモデル化する第 1 ステッ

モデルの実現性可能性を検証するため，アーキテク

プとして，
アーキテクチャーの目的および前提事項をもとに，

チャー・パターン図上でウォークスルーを実施し，その詳

アーキテクチャー・パターンに必要なノード配置，ノード

細記述を文書化して OM の検証を行う．

配置後アーキテクチャーの機能要件を満たすコンポーネ
ント群をノードに配置する．

ＩＢＭプロフェッショナル論文

OM にて課題（機能要件）に対するアーキテクチャー

5.3 アーキテクチャーのパターン化

動的関連図はシーケンス・ダイアグラム図で記載する
ように定義されている［8］が，作業工数削減と OM の

第 2 ステップとして，テクニカル・コンポーネントのノー

検証という目的を達成するため，図 3 で示すコンポーネ

ドへの配置を行う．機能要件を実現するために必須のコ

ント群の静的関連図上に時系列の番号をつけた処理フ

ンポーネント群をアプリケーション・コンポーネント群と，要

ローを記述して，ウォークスルーを実施する．また，通常

求された NFR を実現するために追加された構成要素を

時および障害（ノード障害）時の処理の違いを明確に

テクニカル・コンポーネント群と定義する．モデル図にお

するため，独立したモデル図としてウォークスルーを文書

いて両者の違いを明記するために，テクニカル・コンポー

化する．
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表 3. NFR 分類項目表
N̲DBNode1

N2

❷

❸
E̲ApplServer

E2
❻

E̲DBMS
❺

❹
TE̲RRS

ＩＢＭプロフェッショナル論文

❶

❶

N̲CF
TE̲CF

N̲DBNode2
N2

E1(Prime)

E2

E̲ApplServer

分析観点

パフォーマ
ンス・キャ
パシティー

レスポンス，スループット，キャパシティーを分析．

可用性

システム機能等、使いたい時使えるという性質

運用管理

システム運用管理容易性

：

：

信頼性

機能が正しく動くこと，故障が起こりにくい性質

：

：

派生要件

・分析にて劣化する NFR を向上するため必要な追加機能
・課せられる制約事項

TE̲ARM

❼

N1

NFR 分類
L̲SystemCenter

E̲DBMS
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❷

TE̲RRS

TE̲ARM

N̲ExtDisk

N̲DBNode3

ＩＢＭプロフェッショナル論文

❸

N2

E̲ApplServer

D̲TxData

E̲DBMS

6.2 NFRトレード・オフ・マトリックスの作成
5 章で作成したソリューション・アーキテクチャー定義
に対し，標準化した NFR 分類項目とその定義内容に

E2
TE̲RRS

TE̲ARM

基づいて各 NFR 項目に対する評価を行い，他 NFR
に対する副次的な影響，効果および派生要件を定義し，

❹

図 3．通常時処理シーケンス図

図 4 に示すような NFRトレード・オフ・マトリックスを作
成する．

6．NFRトレード・オフ分析

作成するマトリックスへの記述項目と内容，
トレード・オ
フ分析結果の記述に対し工夫した点を，以下に示す．

1 章で提示した課題 2 への対応策として，アーキテク
チャーの NFR を評価する手法を提案する．
提案手法では，定義したアーキテクチャー・パターン

（1）アーキテクチャー・パターンに関する記述
トレード・オフ分析の対象とするアーキテクチャー・パター

の評価を行うにあたり，GS-Method で定義される NFR

ンの概要や特性を示すため，以下を記述する．

分 類を統 一フレームワークとして採 用し，アーキテク

• 実装例の記述

チャー・パターン毎に，NFR 分類の観点で，パターン適

特定の課題（機能要件）における NFR を実現する

用により想定される影響をマトリックス形式で記述する手

ために，特定の製品機能を前提とするケースがある．

法を導入する．マトリックスの各項目（マトリックスの交点）

また，アーキテクチャーのシステム設計への転換を支

には，パターン適用による副次的影響，制約事項，およ

援するために，実装例を記述する．

びリスクを定義しており，この内容と実際のお客様の前
提・制約事項を比較することで，最適なソリューションの
選択を可能とする分析フレームワークとしている．

• 評価するアーキテクチャー・パターンの前提・制約
事項
パターン適用における代表的な前提・制約を定義する
ことで，パターン選択における迅速な意思決定を支援

6.1 NFR 分類の標準化

トレード・オフ分析を行う上で，NFR は分析の評価基
準項目に位置付けられる．よって各 NFR 項目内容を定

する．
• アーキテクチャー・パターン選択により向上する主 NFR
項目

義付けすることは，
トレード・オフ分析の精度を向上する
点で重要であり，前述したように GS-Method をリファレン
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（2）トレード・オフ分析結果の記述

スとして，
トレード・オフ分析における分析観点を標準化

各 NFR 項目に対し，該当アーキテクチャー・パターン

する．NFR 分類項目名だけでは解釈が属人的になるた

を選択することにより，良くなる事項および劣化する事項

め，各分類における分析観点も標準化し文書化する．表

を記述する．またトレード・オフ分析の結果，他の NFR

3 で NFR 分類項目と分析観点の文書化の抜粋を示す．

とのトレード・オフにより品質劣化する NFR がある場合，
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ソリューション・
アーキテクチャー名

ソリューション・
アーキテクチャー・
パターン名

05-03 AppL-DB 連携方式

実行時品質要件（Runtime NFR）
概要

Primary Quality

Managebility

2

ビジネス・ロジックの
デ ー タ・ アク セ ス 部
分をストアドプロシー
ビジネス・ロジッ ジャーとして，DB サー
ク の 一 部 を AP バーに登録し，AP サー
サーバーに配置
バ ー 上 の アプリケ ー
ションからストアドプ
ロシージャーを CALL
する．

DB アク セ ス 時
の 障 害 を AP
サーバーで検知
可能なため，問
題判断が行いや
すい．

Performance
and Capacity
データ・アクセ
ス が DB サ ー
バー上に集約
されるため，パ
フォーマンスが
良好．

B. 運用・
管理容易性
（Managedility）

Primary Quality
［N］SQL 発 行 の 都 ［P］AP サ ー バ ー 上
度，AP サ ー バ ー ／ で障害検知が可能．
DB サーバー間に通 ロジックが AP サ ー
信が発生するため， バー上のアプリケー
パフォーマンスが悪 ションに集約されて
い．
いるため，問題判断
がしやすい．

C. 使用性（Usability）

❶
D. 可用性
（Availability）

N/A

［P］同期処理である
た め，AP サ ー バ ー
障 害 時 は，AP サ ー
バー側アプリの再実
行で対応可能．

N/A

［P］同期処理である
た め，AP サ ー バ ー
障 害 時 は，AP サ ー
バー側アプリの再実
行で対応可能．

E. セキュ
（Secu

❷

Primary Quality
［P］
データ・アクセス
を行うロジックをホ
ストに配置すること
により，AP サーバー
／ DB サーバー間の
通信回路が削減され
るため，パフォーマ
ンスが向上する．

［P］AP サ ー バ ー 上
で障害検知が可能．
［N］ スト アド プ ロ
シージャー障害時の
情報が少ないため，
問題判断のためにス
トレース・ツールが
必要．

❸

ＩＢＭプロフェッショナル論文

1

AP サーバー上 のアプ
リケーションにビジネ
ビジネス・ロジッ
ス・ ロ ジックを 含 み，
クを AP サ ー バ ー
DRDA(JDBC/SQLJ) 接
に配置
続にて直接データ・ア
クセスを行う．

A. パフォーマンス
＆キャパシティー
（Performance and
Capacity）

ＩＢＭプロフェッショナル論文

A

トレード・オフ分析

ＩＢＭプロフェッショナル論文

ソリューション・アーキテクチャー・パターン

順番

ＩＢＭプロフェッショナル論文

アーキテクチャー・パターン概要・特性

図 4. NFRトレード・オフ・マトリックス例

品質劣化を抑止するための対策（リスク軽減策）の一
例を記述する．
トレード・オフ分析結果の具体例として，図 4 にて
NFRトレード・オフ・マトリックス作成の一例を示す．
マトリックスの列名は，アーキテクチャー・パターン概
要・特 性および NFRトレード・オフ分 類 項目を示し，
行名はソリューション・アーキテクチャー・パターンを
示している．
分析結果は，アーキテクチャー・パターン選択の上で

❹

• アーキテクチャーの再利用を促進するため，問題領域
を定義し , 機能要件を実現するアーキテクチャーをボ
トムアップで洗い出し，パターン化して OM にて文書化
した .
• プロジェクトで実施した意思決定を文書化して，アー
キテクチャー・パターン候補の抽出に活用した．
• 対象とする問題領域として業務機能だけではなく，シ
ステム・ライフサイクルを考慮した網羅的な領域を対
象とした．

考慮しなければいけない事項を示すものであり，ここで

• アーキテクチャーのトレード・オフ分析を行うための統

の考慮事項を考慮しないと，全体の品質劣化を招くリス

一フレームワークを定義し，異なる問題領域に属する

クがある．分 析 結 果を，お客 様 のコンテキストとの

アーキテクチャーの分析を統一基準で行うことを可能

Fit&Gap を行うことで，パターン選択の意思決定を支援

とした．

することを目的としている．

• アーキテクチャー・パターン適用によるトレード・オフ分
析結果をマトリックス化し，パターン適用による副次的

7．おわりに

影響やリスクを定義し，
お客様とのコンテキストを比較し，
最適なソリューション選択を可能とする分析フレーム

本論文ではプロジェクトでの代表的な問題領域に対

ワークとした .

するソリューション・アーキテクチャーをパターン化し，
トレー
ド・オフ分析による制約事項・リスクを整理することで，

本論文で提示した手法を適用して，タスクチームにて，

アーキテクチャー意思決定を支援するためのパターン

20 程度のソリューション・アーキテクチャー・パターン定

化手法を提示した．今回提示した手法の特徴は以下

義と NFRトレード・オフ・マトリックスを成果物として作成

の通りである．

した．また，成果物を提案活動やアーキテクチャー設計
作業にて活用し，意志決定におけるリファレンスアーキテ
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ＩＢＭプロフェッショナル論文

クチャーとして効果があることを確認した．
今後の検討課題点として，ソリューション・アーキテク
チャー・パターンの拡張，アーキテクチャー・パターン選
択時における閾値を定義し，品質属性の観点から意思
決定を評価する手法の追求を行いたいと考えている．

ＩＢＭプロフェッショナル論文
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