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XupperII＋MDFrame/Xを活用し
上流から下流までの一貫した標準化を目指す
要件定義の失敗に起因する品質問題や納期遅れ、開発スキルの属人化による品質のばらつき、変更管
理のためのメンテナンス工数増加。これらは今日、多くの IT ベンダーが直面する、システム開発の共
通課題となっている。京セラコミュニケーションシステムでは、こうした課題を解決するツールとし
て、XupperII ＋ MDFrame/X を選択。要件定義を中心とした上流工程の効率化および開発の標準化
に取り組んでいる。
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※ フレームワークをライブラリ化し、部品として一部を利用することも可能に。
これにより、Struts などオープンソースとの組み合わせといった開発者のニーズに対応

部分では、次のような効果が得られたという。
図 1：開発支援ツール・標準化の弊社の取り組み
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図 2：今後の取り組み
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