
 

 

 

 1.サーバサイド Java とは 
 

 

 

 この章では，サーバサイド Java の概要をつかんでいただくために，サーバサイド

Java 登場までの背景を解説する。また，第 2 章以降を読み進む際の前提知識として，

Java を使用したプログラムの基本知識や，適用方法としてのシステムパターンを説明

する。 

 

1.1 インターネット型システムの要件と Java の適用 

 21 世紀を迎え，企業を取り巻く環境は規制緩和，グローバルスタンダード経営への

対応，資本系列の崩壊など，激しい変化に対応する「スピード」が求められている。

特に，インターネットを核としたビジネス環境の広がりは，企業活動にこれまでにな

いインパクトをもたらしたということができるだろう。 

 残高照会，振込，振替サービスを提供する銀行(インターネット・バンキング)，株

式の売買，資産運用サービスを提供する証券会社(ホーム・トレード)，航空機/ホテル/

コンサートなどの各種チケット予約，日常品から自動車までありとあらゆる物品の購

入(オンライン・ショッピング)など，様々なサービスが，インターネットを通じて提

供されていることは，読者の方々にも実感していただけることと思う。 

 また，先進的な企業では，EC(電子商取引)，EDI(電子取引)システムによるキャッ

シュレス取引の実現，SCM(サプライチェーン管理)システムによる生産，販売，物流，

購買，在庫管理の最適化，CRM(顧客関係管理)システムによるワンツーワン・マーケ

ティングの実践など，企業情報システムを強化することにより，既に大きな成果を挙

げている。 

 企業にとっては，規制緩和や自由化/国際化への対応も踏まえ，これまで以上に厳し

い競争を強いられていくこととなるが，反面，競争に勝ち抜くことにより，ビジネス

は大きく広がることとなる。 
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 企業がこのような環境変化に対応し，厳しい競争に勝ち抜いていくためには，業務

効率の向上，顧客満足度の向上および売上拡大に向けての取り組みをいっそう強化し

ていく必要があり，そのためには，インターネットを活用した企業システムの強化が

不可欠である。 

 

1.1.1 インターネット/イントラネットに期待される業務要件 

 それでは，企業システムを強化するにあたって，インターネットやイントラネット

に期待される業務要件には，どのようなものがあるだろうか。 

 主な要件として考えられるのは，以下である。 

 

• 企業内やグループ内では，主に既存サービスのネットワークコンピューティング

とレベルアップ 

• 企業間では，主に企業間連携の活性化/スピードアップ 

• 社会/消費者間では，主にインターネットを利用した新規ビジネスの開拓 

 

 それぞれの詳細について，以下にまとめる。 

 

◆企業内/グループ内での情報共有(in B) 

 企業内やグループ内で情報共有するグループには，いくつかのパターンが考えられる。 

 

• 特定部門間や拠点 

• 企業内や複数部門間 

• 関連企業やグループ企業間 

 

 これらの間での情報共有には，いくつかの業務要件が考えられるが，その代表的な

ものを以下に挙げる。 

 

• 電子化，インターネット利用による囲い込み(代理店等) 

• マルチメディア情報を分かりやすく提供 

• 部門間での情報共有の促進と生産性の向上 

• 迅速/高精度な経営情報の提供 
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◆企業間での情報共有(B to B) 

 企業間での情報共有には，いくつかの業務要件が考えられるが，その代表的なもの

を以下に挙げる。 

• グループ企業間での SCM/EC の実現 

• 業界内で共同出資した会社との連携強化 

• フランチャイズ/企業会員向けサービスの拡充 

 

◆社会/お客様での情報共有(B to C) 

 社会やお客様での情報共有には，いくつかの業務要件が考えられるが，その代表的

なものを以下に挙げる。 

• 不特定多数へのチャネル創設 

• 小口取引を低コストで実現 

• 特定ユーザ/顧客への安価なサービスの提供 

 

 上記の要件を，図 1.1 にまとめる。 
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図 1.1 インターネット/イントラネットで期待される業務要件 
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 このような要件に対する 1 つの答えが「Java」だ。Java は，バイトコードを介し

たインタプリタ言語であり，プラットフォームからの独立性が高いという特徴がある。

すなわち，異機種分散の中で協調処理を実現するために，適しているということがで

きる。また，インターネットとの親和性が高いという特徴も兼ね備えている。 

 開発資産を利用・再利用するために，ベースとなる言語として，オブジェクト指向

さらにコンポーネント指向を備えた Java は，上記の要件に応えることのできる言語

なのである。 

 

1.2 情報システムの課題とサーバサイド Java への流れ 

1.2.1 3 階層クライアント/サーバ・システム 

 情報システムは，パソコンの高機能化や LAN の普及に伴って，メインフレームで

業務を一括処理するメインフレームシステムから，クライアント側で業務処理を行う

クライアント/サーバ・システムに変化してきた。 

 1970 年代は，メインフレーム中心の時代である。この時代，情報化の中心は，生産

管理システム，販売管理システムといった，企業内の基幹業務であった。データベー

スとアプリケーションはメインフレームの中にあり，クライアントはダム端というパ

ターンである。電算化の目的は，企業内基幹業務の効率化であったため，それぞれの

業務の作業場所で，システムが個々に発展していた。例えば，倉庫での在庫管理業務

システム，営業所での営業管理システムなどがそれにあたる。 

 このようなメインフレームを中心とした集中型システム形態は，業務に特化したシ

ステムであるため，業務の効率化には非常に効果があるが，システム間での情報流通

やシステムの連携が非常に困難である。システムを連携する必要が生じた場合には，

修正および再度の品質確保が大掛かりなものとなり，ビジネス環境の変化への即応が

難しいといった課題があった。 

 このような問題を解決するシステムとして，クライアント/サーバ・システムが登場

した。クライアント/サーバ・システムは，個々のシステムが行っていた業務処理を，

クライアントアプリケーション側で行っている。この方式により，企業内・部門内で

の連携，いわゆる「in B」の形態が可能となったわけである。しかし，クライアント

アプリケーションで業務処理を行うということは，必然的にクライアントの運用が重
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くなるということになる(いわゆる Fat クライアント)。また，業務の追加や変更時に

は，各クライアントマシンへ，新しいクライアントアプリケーションを配布し直さな

ければならず，入れ替えが大変となるなど，大規模な基幹業務には対応しにくいとい

う問題点が指摘されている(図 1.2)。 
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図 1.2 従来の情報システムの課題 

 

 一方，業務における処理は，画面制御，業務処理，データ処理の 3 つに大きく分け

ることができる。2 階層システムにおいては，画面制御と業務処理をクライアント側

で行っていたため，Fat クライアントにならざるを得ないという問題点があった。 

 これに対して，企業内で共通となる業務処理をサーバ側で行い，固有処理としての

画面制御をクライアントアプリケーションが担当する，というように分担を明確にし，

Thin クライアント化を進める動きの中で登場したのが，「3 階層クライアント/サー

バ・システム」である。この業務処理の実行環境として，中間層にアプリケーション

サーバを配置する「3 階層モデル」のシステム形態が登場した。 

 3 階層モデルとは，画面制御，業務処理，データ処理の 3 つの処理を，論理的に分

けて開発・運用し，分散配置した処理同士をオープンな技術で，柔軟に連携させよう

という設計理念である。 
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 画面制御の処理はクライアント，業務処理はアプリケーションサーバ，データ処理

は DB(データベース)サーバに負荷分散する。3 階層モデルでは，DB サーバを DB 層，

アプリケーションサーバをファンクション層，クライアントをプレゼンテーション層

と呼び，業務処理は，ファンクション層で独立させて行うことになる(図 1.3)。 
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図 1.3 2 階層から 3 階層クライアント/サーバ・システムへ 

 

 アプリケーションサーバで業務処理を行うことの利点を，以下に示す。 

 

• クライアント側の処理を軽減することができる(Thin クライアント)。 

• 業務を変更してもアプリケーションサーバ上の業務処理だけを入れ替えれば対

応できるので，運用管理コストの軽減を図ることができる。 

• 業務処理を独立させることにより，柔軟性や拡張性を向上させることが可能とな

る。 

 

 なお，いわゆるモバイル(携帯通信端末)が普及するにつれて，クライアントマシン

のハードスペックを考慮する必要が出てきたことも，Thin クライアント化に拍車をか

けた要因の 1 つである。 
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1.2.2 3 階層インターネット型システム 

 言うまでもなく，インターネットの利点とは，離れた場所にあるもの同士が，特別

にネットワークを敷くことなく，機敏に情報のやり取りができることにある。 

 3 階層クライアント/サーバ・システムが，その形態から，あくまで企業内・部門内

における共通化(in B)を実現するものであるのに対し，インターネット型システムは，

そのネットワークインフラとしての威力を利用することで，B to B，B to C の実現を

目指すものでなければならない。 

 B to B，B to C 実現を具体的に考えるため，まずは，インターネット型システムの

歩みを振り返ってみよう。 

 インターネット型システムは，前項のクライアント/サーバ・システムの発展とは別

の経路を歩んできた。初期のシステムは，Web ブラウザを利用して，オンラインマニュ

アルなどの決まった文章を手軽に参照することを可能としたもので，WWW サーバが

ブラウザから要求されたデータ(HTML)を返すだけのシンプルな構成であった。 

 次の段階では，検索結果画面などのように，それぞれのユーザの要求に応じた画面

を表示することを可能とした。すなわち，ブラウザからの要求を WWW アプリケー

ションに送り，WWW アプリケーションで処理された結果(HTML)をブラウザに返す

というものである。WWW アプリケーションでは，データベース連携も可能で，複雑

な業務処理を行うことができる。また，WWW アプリケーション連携を行うためには，

CGI，NSAPI，ISAPI といった API(Application Programming Interface)が提供され

ており，これを利用すれば，Perl，C，Java などの様々な言語で開発されたアプリケー

ションを使用できる。 

 このシステムは，ブラウザの要求ごとにアプリケーションが起動，終了するために，

1 回のアクセスで処理が完了するようなアプリケーションには適しているが，DB の

トランザクション管理や排他制御，同一ユーザのアクセスかどうかを判断する処理(セ

ション管理)などが必要になり，開発工数が多くかかるといった問題がある。 

 しかし，当然ながら，インターネット型システムは，ネットワークインフラを利用

してシステムの共有範囲を広げたものである。クライアント/サーバ型に比べて，利用

者も多く，利用者の特定も難しいため，一番肝心なのが，このトランザクション管理，

排他制御，セション管理といった部分となり，これを容易に実現できる仕組みが必要

となってくる。 
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 もう 1 点重要なのは，インターネット型システムでは，クライアント/サーバ型シス

テムよりもさらに，クライアントアプリケーションで行う処理が制限されるというこ

とである。クライアント/サーバ型よりも多く，特定しにくい利用者を持つということ

は，業務の追加や変更時のクライアントアプリケーション配布が，さらに困難である

ためだ。 

 そこで，インターネット型システムに必要なのは，「サーバサイドで実行されるア

プリケーションと，その実行環境が，共有システム構築に必要な機能を備えているこ

と」ということができる。 

 

1.2.3 J2EE とアプリケーションサーバ 

 前項での要件を実現する仕組みとして，大きく「規約」と「アプリケーションサー

バ」の 2 つを挙げることができる。 

 規約について解説する前に，「J2EE」というキーワードについて，確認しておき

たい。サン・マイクロシステムズ社では，Java の第 2 版であるプログラミング言語

「Java 2」の，標準機能セットとして J2SE(Java 2 Standard Edition)を，企業向け

機能セットとして J2EE(Java 2 Enterprise Edition)を，家電製品や携帯情報端末，携

帯電話などのコンシューマデバイス用機能セットとして J2ME(Java 2 Micro 

Edition)を提供している。 

 J2EE には，サーバ用の API や諸機能が含まれており，Web サーバ機能を拡張し，

Web クライアントとの対話を実行する「サーブレット」や，Web ページに Java プロ

グラムを埋め込んで内容を動的に生成する「JavaServer Pages」(JSP)，Java プログ

ラムを部品化して組み合わせることができるようにする「Enterprise JavaBeans」

(EJB)などの技術も含まれている。 

 具体的には，Servlet API 2.2，JSP1.1，EJB1.1 などといった，各プログラム開発

における「規約」が，J2EE で示されている。この規約は，共有システム構築のため

に必要となる様々な仕組み(前述のトランザクション管理，排他制御，セション管理と

いったもの)を実現するための「枠組」と考えていただければよい。 

 J2EE の動作環境を実装したものが，各社の「アプリケーションサーバ」製品であ

る。アプリケーションサーバは，一種の制御プログラムである。アプリケーションサー

バは，WWW サーバのインターネット技術をベースに，Java テクノロジーに加え，

基幹業務では必須である OLTP(On-Line Transaction Processing)機能を搭載し，情
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報発信から基幹業務システムにまで幅広く適用できるようになってきている。すなわ

ち，データベースシステムや Web サーバと組み合わせて使うようになっているため，

それらとの連携部分は，アプリケーションサーバ側で解決できるようになっていると

いうことである。 

 枠組に合わせて開発したプログラムと，それを実行するアプリケーションサーバを

用意することで，効率的な共有システム構築を実現することができる。 

 インターネット型システム＝共有システムを構築するために，サーバサイド Java

技術が注目されている理由が，お分かりいただけただろうか。 
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