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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】検証のために要求される人員動員問題の解決お
よび所要時間の短縮を可能とするＩＴシステム検証方法
およびシステムを提供する。
【解決手段】検証システム３００における実取引データ
基盤のＩＴシステム検証方法は、取引システム１００と
業務システム２００間に送受信されるネットワークパケ
ットをキャプチャーして取引メッセージを得る段階とＳ
３０３、取引メッセージに含まれた要請データを検証対
象システムに伝送する段階Ｓ３０５と、検証対象システ
ムから応答データを受信する段階Ｓ３０６と、検証対象
システムから受信された応答データと取引メッセージに
含まれた応答データを対比判定する段階Ｓ３０８と、を
含む。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検証システムが、検証対象システムを自動で検証（Ｔｅｓｔｉｎｇ）する方法において
、
　（ａ）取引（Ｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎ）システムと業務（Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ）シス
テム間に送受信されるネットワークパケットをキャプチャーして取引メッセージを得る段
階；
　（ｂ）前記取引メッセージに含まれた要請データを検証対象システムに伝送する段階；
　（ｃ）前記検証対象システムから応答データを受信する段階；および
　（ｄ）前記検証対象システムから受信された応答データと前記取引メッセージに含まれ
た応答データを対比判定する段階を含む、実取引データ基盤のＩＴシステム検証方法。
【請求項２】
　前記（ａ）段階は、
　前記ネットワークパケットが暗号化されている場合、復号化するための情報を可変デー
タとして含んで前記取引メッセージを得る段階を含む、実取引データ基盤ＩＴシステム検
証方法。
【請求項３】
　前記取引メッセージは、
　要請データと前記要請データに対応する応答データで構成され、フロー（Ｆｌｏｗ）単
位で生成されたことを特徴とする、請求項１または請求項２に記載の実取引データ基盤の
ＩＴシステム検証方法。
【請求項４】
　前記（ａ）段階は、
　追跡の便宜性が確保されるようにするために、前記取引メッセージに固有識別子である
ＵＵＩＤを付与する段階を含む、請求項１または請求項２に記載の実取引データ基盤のＩ
Ｔシステム検証方法。
【請求項５】
　前記（ｂ）段階は、
　前記取引メッセージに含まれた要請データを前記検証システムの変換規則に沿って、前
記検証対象システムに定義された構造または形式に変換して前記検証対象システムに伝送
する段階を含む、請求項１または請求項２に記載の実取引データ基盤のＩＴシステム検証
方法。
【請求項６】
　前記（ｄ）段階は、
　対比判定結果および前記検証対象システムから受信された応答データを前記取引メッセ
ージとマッピングして保存する段階を含む、請求項１または請求項２に記載の実取引デー
タ基盤のＩＴシステム検証方法。
【請求項７】
　前記（ｄ）段階は、
　前記対比判定した結果、失敗結果のものと判定された場合、エラーの原因分析を実施し
て、分析されたエラー情報を前記取引メッセージとマッピングして保存する段階を含む、
請求項６に記載の実取引データ基盤のＩＴシステム検証方法。
【請求項８】
　前記（ｄ）段階は、
　前記検証システムにあらかじめ定義されている所定のマッピング規則に基づいてマッピ
ング保存を実施することを特徴とする、請求項６に記載の実取引データ基盤のＩＴシステ
ム検証方法。
【請求項９】
　前記（ｄ）段階は、
　事前に定義された規則に沿って、前記検証対象システムから受信された応答データから
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セッションＩＤおよび業務ＩＤの情報を抽出して登録を遂行することによって、以降の取
引メッセージにおいてマッピング情報として使用されるようにする段階を含む、請求項１
または請求項２に記載の実取引データ基盤ＩＴシステム検証方法。
【請求項１０】
　取引（Ｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎ）システムと業務（Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ）システム間
に送受信されるネットワークパケットをキャプチャーして取引メッセージを得るキャプチ
ャー遂行部；
　前記取引メッセージに含まれた要請データを検証対象システムに伝送する変換部；
　前記検証対象システムから受信された応答データと前記取引メッセージに含まれた応答
データを対比判定する結果処理部を含む、検証システム。
【請求項１１】
　前記キャプチャー遂行部は、
　前記ネットワークパケットが暗号化されている場合、復号化するための情報を可変デー
タとして含んで前記取引メッセージを得る、請求項１０に記載の検証システム。
【請求項１２】
　前記取引メッセージは、
　要請データと前記要請データに対応する応答データで構成され、フロー（Ｆｌｏｗ）単
位で生成されたことを特徴とする、請求項１０または請求項１１に記載の検証システム。
【請求項１３】
　前記キャプチャー遂行部は、
　追跡の便宜性が確保されるようにするために、前記取引メッセージに固有識別子である
ＵＵＩＤを付与する、請求項１０または請求項１１に記載の検証システム。
【請求項１４】
　前記変換部は、
　前記取引メッセージに含まれた要請データを前記検証システムの変換規則に沿って、前
記検証対象システムに定義された構造または形式に変換して前記検証対象システムに伝送
することを特徴とする、請求項１０または請求項１１に記載の検証システム。
【請求項１５】
　前記結果処理部は、
　対比判定結果および前記検証対象システムから受信された応答データを前記取引メッセ
ージとマッピングして保存する、請求項１０または請求項１１に記載の検証システム。
【請求項１６】
　前記結果処理部は、
　前記対比判定した結果、失敗結果のものと判定された場合、エラーの原因分析を実施し
て、分析されたエラー情報を前記取引メッセージとマッピングして保存する、請求項１５
に記載の検証システム．
【請求項１７】
　前記結果処理部は、
　前記検証システムにあらかじめ定義されている所定のマッピング規則に基づいてマッピ
ング保存を実施することを特徴とする、請求項１５に記載の検証システム。
【請求項１８】
　前記結果処理部は、
　事前に定義された規則に沿って、前記検証対象システムから受信された応答データから
セッションＩＤおよび業務ＩＤの情報を抽出して登録を遂行することによって、以降の取
引メッセージにおいてマッピング情報として使用されるようにする、請求項１０または請
求項１１に記載の検証システム。
【請求項１９】
　前記取引メッセージを保存する保存部；
　前記保存部に保存された取引メッセージをエンコーディングして変換部に伝送する再現
部；および
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　前記キャプチャー遂行部、保存部、再現部、変換部および結果処理部の動作状態を管理
する管理部をさらに含む、請求項１０または請求項１１に記載の検証システム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はＩＴシステム検証方法およびシステムに関し、さらに詳細には、開発システム
に対する検証において、事前に定義されたシナリオまたはケースではなく、実環境で実際
に発生するシナリオまたはケースを活用して検証を実施することによって、次世代システ
ムの構築、高度化および機能改善システム、老朽化が進んだ装備の取り換えシステム、運
営およびメンテナンスシステムの検証ソリューションとして活用され得るようにする方法
およびシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、特定システムを開発する場合、開発したシステムに対して欠陥または障害が
あるかどうかを確認するために、別途の検証手続きを遂行する。
【０００３】
　しかし、従来の開発システム検証技術では、開発者または設計者が任意の仮想データま
たは少量の実データを使用して手作業で検証ケースを生成することにより、制限された検
証を遂行するか、大量の実データを使用する場合にも、追加的な業務別切り換えプログラ
ムの開発が要求されるという短所がある。
【０００４】
　また、従来技術の場合、統合検証の遂行時、相互間の検証のために多数の管理者が集ま
って手作業で検証を遂行するところ、検証を通じて開発システムの品質を確保するために
は相対的に多くの時間と費用を必要とせざるを得ず、これと同時に検証を遂行できる人員
も制限的であるという短所がある。
【０００５】
　したがって、実使用者の取引データを検証データとして活用する一方、大規模の実使用
者を開発システムのテスターとして活用することによって、実環境で発生可能な膨大なケ
ースに対する事前対応を可能にする開発システム検証技術の開発に対する要求が次第に増
大しており、前述した問題点を解決するための解決策が急を要しているのが実情である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は前述した従来技術の問題点を解決するためのものであって、開発システムに対
する検証時、実環境で実際に発生するシナリオまたはケースを活用して、一定期間の間大
量の自動化された検証が実施されるようにすることによって、検証のために要求される人
員動員問題の解決および所要時間の短縮を可能とすることをその目的とする。
【０００７】
　本発明の目的は以上で言及した目的に制限されず、言及されていないさらに他の目的は
下記の記載から明確に理解されるであろう。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前述した目的を達成するための本発明の一実施例によると、検証システムが、検証対象
システムを自動で検証（Ｔｅｓｔｉｎｇ）する方法において、（ａ）取引（Ｔｒａｎｓａ
ｃｔｉｏｎ）システムと業務（Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ）システム間に送受信されるネット
ワークパケットをキャプチャーして取引メッセージを得る段階；（ｂ）前記取引メッセー
ジに含まれた要請データを検証対象システムに伝送する段階；（ｃ）前記検証対象システ
ムから応答データを受信する段階；および（ｄ）前記検証対象システムから受信された応
答データと前記取引メッセージに含まれた応答データを対比判定する段階を含む、実取引
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データ基盤のＩＴシステム検証方法が提供される。
【０００９】
　前記（ａ）段階は、前記ネットワークパケットが暗号化されている場合、復号化するた
めの情報を可変データとして含んで前記取引メッセージを得る段階を含むことができる。
【００１０】
　前記取引メッセージは、要請データと前記要請データに対応する応答データで構成され
、フロー（Ｆｌｏｗ）単位で生成されたものであることを特徴とすることができる。
【００１１】
　前記（ａ）段階は、追跡の便宜性が確保されるようにするために、前記取引メッセージ
に固有識別子であるＵＵＩＤを付与する段階を含むことができる。
【００１２】
　前記（ｂ）段階は、前記取引メッセージに含まれた要請データを前記検証システムの変
換規則に沿って、前記検証対象システムに定義された構造または形式に変換して前記検証
対象システムに伝送する段階を含むことができる。
【００１３】
　前記（ｄ）段階は、対比判定結果および前記検証対象システムから受信された応答デー
タを前記取引メッセージとマッピングして保存する段階を含むことができる。
【００１４】
　前記（ｄ）段階は、前記対比判定した結果、失敗結果のものと判定された場合、エラー
の原因分析を実施して、分析されたエラー情報を前記取引メッセージと追加でマッピング
して保存する段階を含むことができる。
【００１５】
　前記（ｄ）段階は、前記検証システムにあらかじめ定義されている所定のマッピング規
則に基づいてマッピング保存を実施することを特徴とすることができる。
【００１６】
　前記（ｄ）段階は、事前に定義された規則に沿って、前記検証対象システムから受信さ
れた応答データからセッションＩＤおよび業務ＩＤの情報を抽出して登録を遂行すること
によって、以降の取引メッセージにおいてマッピング情報として使用されるようにする段
階をさらに含むことができる。
【００１７】
　一方、本発明の他の実施例によると、取引（Ｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎ）システムと業務
（Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ）システム間に送受信されるネットワークパケットをキャプチャ
ーして取引メッセージを得るキャプチャー遂行部；前記取引メッセージに含まれた要請デ
ータを検証対象システムに伝送する変換部；前記検証対象システムから受信された応答デ
ータと前記取引メッセージに含まれた応答データを対比判定する結果処理部を含む、検証
システムが提供される。
【００１８】
　前記キャプチャー遂行部は、前記ネットワークパケットが暗号化されている場合、復号
化するための情報を可変データとして含んで前記取引メッセージを得ることができる。
【００１９】
　前記取引メッセージは、要請データと前記要請データに対応する応答データで構成され
、フロー（Ｆｌｏｗ）単位で生成されたものであることを特徴とすることができる。
【００２０】
　前記キャプチャー遂行部は、追跡の便宜性が確保されるようにするために、前記取引メ
ッセージに固有識別子であるＵＵＩＤを付与することができる。
【００２１】
　前記変換部は、前記取引メッセージに含まれた要請データを前記検証システムの変換規
則に沿って、前記検証対象システムに定義された構造または形式に変換して前記検証対象
システムに伝送することを特徴とすることができる。
【００２２】
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　前記結果処理部は、対比判定結果および前記検証対象システムから受信された応答デー
タを前記取引メッセージとマッピングして保存することができる。
【００２３】
　前記結果処理部は、前記対比判定した結果、失敗結果のものと判定された場合、エラー
の原因分析を実施して、分析されたエラー情報を前記取引メッセージと追加でマッピング
して保存することができる。
【００２４】
　前記結果処理部は、前記検証システムにあらかじめ定義されている所定のマッピング規
則に基づいてマッピング保存を実施することを特徴とすることができる。
【００２５】
　前記結果処理部は、事前に定義された規則に沿って、前記検証対象システムから受信さ
れた応答データからセッションＩＤおよび業務ＩＤの情報を抽出して登録を遂行すること
によって、以降の取引メッセージにおいてマッピング情報として使用されるようにするこ
とができる。
【００２６】
　前記取引メッセージを保存する保存部；前記保存部に保存された取引メッセージをエン
コーディングして変換部に伝送する再現部；および前記キャプチャー遂行部、保存部、再
現部、変換部および結果処理部の動作状態を管理する管理部をさらに含むことができる。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明の一実施例によると、開発者によって定義された制限的検証ではなく、実際の運
営環境の取引データを通じて、持続的かつ繰り返して回帰検証を遂行することにより、実
際の使用者は認識していない状態で開発システムをあらかじめ開通する効果を得ることが
でき、これを通じて実際の開通時点の開発システムの品質を向上させることができる効果
がある。
【００２８】
　本発明の他の実施例によると、実環境で発生する多様なケースの大量の取引データを利
用して自動化された検証を遂行するところ、システム開発後に相互間に検証を遂行する従
来技術に比べて、検証時に要求される時間、費用および人員を減縮させることができる。
【００２９】
　本発明の効果は前記した効果に限定されず、本発明の詳細な説明または特許請求の範囲
に記載された発明の構成から推論可能なすべての効果を含むものと理解されるべきである
。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の一実施例に係る実取引データ基盤のＩＴシステム自動検証システムの構
成を概略的に図示した図面。
【図２】本発明の一実施例に係る検証システムの構成を図示したブロック図。
【図３】本発明の一実施例により実取り引きデータに基づいてＩＴシステムに対する検証
自動化が遂行される過程を図示したフローチャート。
【図４】本発明の他の実施例に係る実取引データ基盤のＩＴシステム自動検証システムの
構成を概略的に図示した図面。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下では、添付した図面を参照して本発明を説明する。しかし、本発明は多様な異なる
形態で具現され得、したがってここで説明する実施例に限定されるものではない。そして
、図面で本発明を明確に説明するために、説明と関係のない部分は省略したし、明細書全
体を通じて類似する部分については類似する図面符号を付した。
【００３２】
　明細書全体で、ある部分が他の部分と「連結」されているとする時、これは「直接的に
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連結」されている場合だけでなく、その中間に他の部材を挟んで「間接的に連結」されて
いる場合も含む。また、ある部分がある構成要素を「含む」とする時、これは特に反対の
記載がない限り、他の構成要素を除外するものではなく他の構成要素をさらに具備できる
ことを意味する。
【００３３】
　以下、添付された図面を参照して本発明の実施例を詳細に説明する。
【００３４】
　図１は、本発明の一実施例に係る実取引データ基盤のＩＴシステム自動検証システムの
構成を概略的に図示した図面である。
【００３５】
　図１を参照すると、本発明の一実施例に係る実取引データ基盤のＩＴシステム自動検証
システムは、取引システム１００、業務システム２００、検証システム３００および検証
対象システム４００で構成され得る。
【００３６】
　取引システム１００、業務システム２００、検証システム３００および検証対象システ
ム４００のそれぞれは通信網を通じて連結されていてもよい。ここで、通信網は有線およ
び無線などのようなその通信様態にかかわらず構成され得、近距離通信網（ＬＡＮ：Ｌｏ
ｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、都市圏通信網（ＭＡＮ：Ｍｅｔｒｏｐｏｌｉｔａ
ｎ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、広域通信網（ＷＡＮ：Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗ
ｏｒｋ）等の多様な通信網で構成され得る。
【００３７】
　取引システム１００は使用者によって特定業務に対する処理が要請されると、該当業務
処理に対応する業務システム２００に第１要請データを伝送することができる。第１要請
データは、ＵＲＬまたは電文の形態で伝送されるものであり得る。
【００３８】
　業務システム２００は前記受信された第１要請データに対する第１応答データを取引シ
ステム１００に伝送することができ、これにより、第１要請データおよび第１応答データ
をシステム内に保存することができる。
【００３９】
　検証システム３００は、前記取引システム１００と業務システム２００間に送受信され
るネットワークパケットをキャプチャーして取引メッセージを得ることができる。
【００４０】
　具体的には、検証システム３００は、前記取引システム１００と業務システム２００間
に送受信される第１要請データおよび第１応答データを含むネットワークパケットをキャ
プチャーして取引データを取得することができる。
【００４１】
　検証システム３００は、前記受信されたネットワークパケットに含まれた第１要請デー
タおよび第１応答データを一つのメッセージに併合して取引メッセージを生成することが
でき、生成した取引メッセージには今後追跡の便宜性確保のために固有識別子であるＵＵ
ＩＤ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌｌｙ　Ｕｎｉｑｕｅ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ、汎用固有識別子
）を付与することができる。
【００４２】
　すなわち、取引メッセージは、基本的に第１要請データと第１要請データに対応する第
１応答データで構成され得、フロー（Ｆｌｏｗ）単位で生成されるものであり得る。本発
明の一実施例によると、取引メッセージには、前記第１要請データおよび第１応答データ
だけでなく、発信／着信ＩＰアドレス、ＴＣＰポート、メッセージプロトコル、データの
長さなどの共通ヘッダ情報をさらに含むことができる。また、取引メッセージ内で、デー
タの長さにより要請データと応答データが区分され得る。
【００４３】
　本発明の一実施例によると、前記ネットワークパケットが暗号化された情報を含む場合
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、検証システム３００は該当情報を復号化するための情報を可変データとしてさらに含ん
で取引メッセージを生成することができる。
【００４４】
　検証システム３００は生成した取引メッセージを取引単位でデコーディングしてシステ
ム内に保存することができる。
【００４５】
　検証システム３００は、前記取引メッセージに基づいてあらかじめ定義された規則に沿
って、第１要請データに対する変換を実施することができる。ここで、あらかじめ定義さ
れた規則は、業務システム２００と検証対象システム４００間の呼び出し方式差による変
換方法を定義した規則であり得る。
【００４６】
　具体的には、検証システム３００は、前記取引メッセージから第１要請データを抽出し
て、第１要請データに対するデコーディングを遂行した後、前記あらかじめ定義された規
則に沿って、第１要請データを第２要請データに変換することができる。変換が完了する
と、検証システム３００は変換された第２要請データをエンコーディング処理して検証対
象システム４００に伝送することができ、該当第２要請データに対して検証対象システム
４００から受信される第２応答データを前記取引メッセージに含まれた第１応答データと
マッピングしてその結果を保存することができる。
【００４７】
　すなわち、第２要請データは、検証システム３００の変換規則に沿って、第１要請デー
タが変換されたものとし、検証対象システム４００に定義された構造または形式に変換さ
れたものであり得る。第２要請データは、第１要請データと同様にＵＲＬまたは電文の形
態で伝送されるものであり得る。
【００４８】
　また、前記マッピング保存は、検証システム３００にあらかじめ定義されている規則に
基づいて実施されるものであり得る。
【００４９】
　検証システム３００は検証対象システム４００から受信される第２要請データに対する
第２応答データを分析し、前記あらかじめ受信された第１応答データとの比較を遂行する
ことによって、対比判定を通じて検証の成功または失敗の有無を判定することができる。
【００５０】
　本発明の一実施例によると、検証システム３００は第２応答データを分析して第１応答
データと比較した結果、失敗であると判定した場合、エラー情報を保存することができる
。この時、検証システム３００は失敗結果とエラー情報を前記取引メッセージとマッピン
グして保存することができ、あらかじめ定義されている所定の対比判定規則に基づいてマ
ッピング保存することができる。
【００５１】
　また、検証システム３００は事前に定義された規則に沿って、前記第２応答データから
セッションＩＤ、業務ＩＤなどの特定情報を抽出して登録を遂行することによって、以降
の取引メッセージで該当情報がマッピング情報として使用されるようにすることができる
。
【００５２】
　検証対象システム４００は検証システム３００から前記あらかじめ定義された規則に沿
って、変換された第２要請データを受信することができ、受信された第２要請データに対
する第２応答データを伝送することができる。
【００５３】
　図２は、本発明の一実施例に係る検証システム３００の構成を図示したブロック図であ
る。
【００５４】
　図２を参照すると、本発明の一実施例に係る検証システム３００は、キャプチャー遂行
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部３１０、保存部３２０、再現部３３０、変換部３４０、結果処理部３５０および管理部
３６０を含むことができる。
【００５５】
　キャプチャー遂行部３１０は取引システム１００と業務システム２００間に送受信され
るネットワークパケットをキャプチャーして取引メッセージを得ることができる。ここで
、取引メッセージは第１要請データと第１要請データに対応する第１応答データで構成さ
れ、フロー（Ｆｌｏｗ）単位で生成されたものであり得る。
【００５６】
　具体的には、キャプチャー遂行部３１０は取引システム１００と業務システム２００間
に送受信される第１要請データおよび第１応答データを含むネットワークパケットをキャ
プチャーして取引データを取得することができる。したがって、取引データには第１要請
データおよび第１応答データが含まれていてもよい。
【００５７】
　キャプチャー遂行部３１０は前記取引データに含まれた第１要請データおよび第１応答
データを併合して一つの取引メッセージとして生成することができ、生成された取引メッ
セージには固有識別子であるＵＵＩＤを付与することができる。
【００５８】
　本発明の一実施例によると、キャプチャーしたネットワークパケットが暗号化されてい
る場合、キャプチャー遂行部３１０は該当情報を復号化するための情報を可変データとし
てさらに含んで取引メッセージを生成することができる。
【００５９】
　換言すると、キャプチャー遂行部３１０は、取引システム１００と業務システム２００
間に送受信される第１要請データおよび第１応答データをネットワークパケットのキャプ
チャーを通じて取得することができ、取得した第１要請データと第１応答データを併合し
て一つの取引メッセージとして生成することができるが、この時、取引メッセージには前
記第１要請データおよび第１応答データだけでなく、発信／着信ＩＰアドレス、ＴＣＰポ
ート、メッセージプロトコル、メッセージの長さなどが含まれた共通ヘッダ情報と復号化
のための情報が含まれた可変データをさらに含んで取引メッセージとして生成することが
できる
【００６０】
　保存部３２０はキャプチャー遂行部３１０で生成された取引メッセージを取引単位でデ
コーディングして保存することができ、保存された取引メッセージのそれぞれの位置情報
をインデックス情報として別途に保存することができる。
【００６１】
　前記取引メッセージの保存時、保存部３２０は一時的な保存ではなく永久的な保存を遂
行することによって、今後保存された取引メッセージに基づいてリアルタイム方式または
バッチ方式で取り引きが再現されるようにすることができる。
【００６２】
　再現部３３０は前記保存部３２０に保存された取引メッセージをエンコーディングして
変換部３４０に伝送することができ、伝送された取引メッセージの位置情報を別途に保存
することができる。
【００６３】
　本発明の一実施例によると、変換部３４０に伝送する取引メッセージに対応する開始イ
ンデックス情報と終了インデックス情報が存在する場合、再現部３３０は取引メッセージ
の一部に対してのみエンコーディングして変換部３４０に伝送することができ、前記取引
メッセージの一部は、全体の取引メッセージのうち前記取引メッセージに含まれた開始イ
ンデックス情報と終了インデックス情報内の区間に該当する取引メッセージを意味するも
のであり得る。
【００６４】
　変換部３４０は取引メッセージに含まれた第１要請データを第２要請データに変換して
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検証対象システム４００に伝送することができ、第２要請データは検証システム３００の
変換規則に沿って、検証対象システム４００に定義された構造または形式に変換されて検
証対象システム４００に伝送されるものであり得る。
【００６５】
　具体的に説明すると、変換部３４０は業務システム２００と検証対象システム４００が
使用するプロトコル（例えば、ＨＴＭＬ、ＸＭＬ、ＪＳＯＮ、ＴＣＰ電文など）に応じて
変換処理をするための前処理作業を遂行することができるが、前処理作業は圧縮解除、キ
ャラクターセットの変換および前記取引メッセージの第１応答データからセッション情報
およびクッキー情報などを抽出することを含むことができる。
【００６６】
　本発明の一実施例によると、前記第１要請データが暗号化されている場合、変換部３４
０は暗号化方式による復号化処理をさらに遂行できる。
【００６７】
　前記第１要請データに対する前処理作業が完了すると、変換部３４０はあらかじめ定義
された規則に沿って、第１要請データを第２要請データに変換することができる。
【００６８】
　前記あらかじめ定義された規則は、管理部３６０を通じて業務システム２００と検証対
象システム４００間の呼び出し規則が定義されたものであって、これにより、前記変換さ
れた第２要請データは検証対象システム４００のプロトコルに相応するように変換された
データであり得る。
【００６９】
　また、変換部３４０は変換された第２要請データの一部をマスキングまたはエンコーデ
ィング処理して検証対象システム４００に伝送することができる。
【００７０】
　結果処理部３５０は検証対象システム４００から前記第２要請データに対する第２応答
データを受信することができ、受信された第２応答データを分析することができる。
【００７１】
　結果処理部３５０は前記分析を通じて、第２応答データとあらかじめ受信されて保存さ
れた第１応答データを比較して対比判定することができ、これにより、検証に対する成功
または失敗を判定することができる。
【００７２】
　また、結果処理部３５０は対比判定結果および前記第２応答データをあらかじめ受信さ
れている取引メッセージとマッピングして保存することができ、対比判定結果、検証失敗
と判定された場合、失敗に対するエラー情報を追加分析して該当エラー情報と取引メッセ
ージを追加でマッピングして保存することができる。
【００７３】
　ここで、前記マッピング保存は、あらかじめ定義されている所定のマッピング規則に基
づいて実施され得る。
【００７４】
　また、結果処理部３５０は事前に定義された規則に沿って、前記第２応答データを分析
してセッションＩＤおよび業務ＩＤなどの特定情報を抽出して保存することによって、以
降の取引メッセージにおいてマッピング情報として使用されるようにすることができる。
【００７５】
　本発明の一実施例によると、結果処理部３５０は業務システム２００および検証対象シ
ステム４００のセッションが維持されるように、各システムのセッション情報をマッピン
グして保存し、これに基づいてアップデートを遂行できる。換言すると、結果処理部３５
０は業務システム２００で遂行された第１要請データを含む取引メッセージのセッション
情報と検証対象システム４００で第２要請データに基づいて遂行された取り引きのセッシ
ョン情報をマッピングして保存することができる。ちなみに、セッション情報マッピング
保存過程も管理部３６０を通じてあらかじめ定義されているマッピング規則に沿ってマッ
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ピングされて保存されるものであり得る。
【００７６】
　また、本発明の一実施例によると、結果処理部３５０は検証対象システム４００から受
信される前記第２応答データを分析して、新規に生成された業務のキー値が存在する場合
、該当キー値を前記取引メッセージに含まれて保存された業務システム２００の取引デー
タに対するキー値、すなわち、可変データとマッピングして保存することができる。換言
すると、結果処理部３５０は業務システム２００から受信された第１要請データを含む取
引データに対するキー値と検証対象システム４００から受信された第２要請データを含む
取引データに対するキー値をマッピングして保存することができる。同様に、可変データ
マッピング保存過程も管理部３６０を通じてあらかじめ定義されているマッピング規則に
沿ってマッピングされて保存されるものであり得る。
【００７７】
　この時、結果処理部３５０は前記キー値マッピングのために、検証対象システム４００
から受信される第２応答データからキー値を探すための多様な検索方法（例えば、ＬＥＦ
Ｔ　ＢＯＵＮＤ／ＲＩＧＨＴ　ＢＯＵＮＤ、ＪＳＯＮ　ＰＡＴＨ、ＸＰＡＴＨなど）を提
供することができる。
【００７８】
　また、結果処理部３５０は検証対象システム４００のログ情報およびローデータ情報を
別途に保存することができる。
【００７９】
　その結果、結果処理部３５０は総合的な遂行結果および統計と個別取引メッセージに対
する詳細情報およびエラー情報を保存して管理することができ、管理者によって該当情報
の提供が要請されると、該当情報を提供することができる。
【００８０】
　管理部３６０は所定のマッピング規則または変換規則を定義することができ、前記キャ
プチャー遂行部３１０、保存部３２０、再現部３３０、変換部３４０および結果処理部３
５０に対する動作状態の管理、制御および環境構成の変更などを遂行できる。
【００８１】
　図３は、本発明の一実施例により実取り引きデータに基づいてＩＴシステムに対する検
証自動化が遂行される過程を図示したフローチャートである。
【００８２】
　まず、業務システム２００は取引システム１００から第１業務に対する第１要請データ
が受信されると（Ｓ３０１）、第１要請データに対する第１応答データを取引システム１
００に伝送することができる（Ｓ３０２）。このような第１要請データおよび第１応答デ
ータの送受信は一つの取り引きを意味し得る。
【００８３】
　検証システム３００は取り引きが発生することによって、取引システム１００と業務シ
ステム２００間に送受信される取引データである前記第１要請データと第１応答データの
ネットワークパケットをキャプチャーして保存することによって、取引メッセージを得る
ことができる（Ｓ３０３）。すなわち、取引メッセージは、第１要請データと第１要請デ
ータに対応する第１応答データで構成され、フロー（Ｆｌｏｗ）単位で生成されたものを
意味し得る。
【００８４】
　具体的には、検証システム３００は、前記第１要請データと第１応答データを併合して
一つの取引メッセージとして生成することによって取引単位で保存を遂行することができ
るが、該当取引メッセージに固有識別子であるＵＵＩＤを付与することによって、今後Ｕ
ＵＩＤを通じてのデータの追跡を可能にして追跡に対する便宜性を提供することができる
。
【００８５】
　本発明の一実施例によると、前記キャプチャーしたネットワークパケットが暗号化され
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ている場合、検証システム３００は該当ネットワークパケット復号化のためにキー値を可
変データとして含んで取引メッセージを生成することができる。
【００８６】
　また、検証システム３００は、前記生成した取引メッセージに対してシステム内に永久
的に保存することができる。
【００８７】
　検証システム３００は、前記生成した取引メッセージの第１要請データをデコーディン
グしてあらかじめ定義されている変換規則に沿って、第２要請データへの変換を遂行でき
る（Ｓ３０４）。
【００８８】
　換言すると、前記変換は、前記あらかじめ定義されている変換規則が業務システム２０
０と検証対象システム４００間の呼び出し規則を定義した規則であることにより、業務シ
ステム２００で使用するプロトコルに対する第１要請データを検証対象システム４００で
使用するプロトコルに合わせて第２要請データとして変換することを意味し、これにより
、第２要請データは検証対象システム４００に定義された構造または形式に変換されるこ
とを意味し得る。
【００８９】
　本発明の一実施例によると、前記取引メッセージの第１要請データが暗号化されている
場合、検証システム３００は暗号化方式による復号化処理を遂行した後、前記あらかじめ
定義されている規則に沿って変換を遂行できる。
【００９０】
　検証システム３００は変換が完了すると、変換された第２要請データを検証対象システ
ム４００に伝送することができ（Ｓ３０５）、第２要請データに対する第２応答データを
検証対象システム４００から受信することができる（Ｓ３０６）。
【００９１】
　この後、検証システム３００は受信された第２応答データを保存および分析することが
できる（Ｓ３０７）。
【００９２】
　具体的には、検証システム３００は検証対象システム４００から第２応答データが受信
されると、第２応答データを前記業務システム２００から受信した取引メッセージに含ま
れた第１応答データとマッピングして保存するが、この時、あらかじめ定義されたマッピ
ング規則に基づいてマッピングを実施することができる。
【００９３】
　また、検証システム３００は、前記第２応答データに対するマッピング保存時に分析結
果に対する情報もマッピングして保存することができる。
【００９４】
　検証システム３００は、前記第２応答データに対する分析結果に基づいてマッピング保
存された第１応答データと対比判定して検証成功または失敗の結果を判定することができ
る（Ｓ３０８）。
【００９５】
　前記結果判定を通じて検証失敗と判定された場合、検証システム３００は失敗の原因情
報に該当するエラー情報を追加分析して保存することができ、エラー情報もあらかじめ定
義されている所定のマッピング規則に基づいて取引メッセージとマッピングされて保存さ
れ得る。
【００９６】
　検証システム３００は事前に定義された規則に沿って、前記第２応答データからセッシ
ョンＩＤ、業務ＩＤなどの特定情報を抽出して、該当特定情報が以降の取引メッセージに
おいてマッピング情報として使用されるようにする過程をさらに遂行できる。
【００９７】
　また、前記のすべてのマッピングされた情報が検証システム３００にＵＵＩＤに区分さ
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れて保存されることにより、今後データの追跡または照会が容易であり、検証済みのデー
タに対する管理が可能となる。
【００９８】
　図４は、本発明の他の実施例に係る実取引データ基盤のＩＴシステム自動検証システム
の構成を概略的に図示した図面である。
【００９９】
　図４を参照すると、本発明の他の実施例に係る実取引データ基盤のＩＴシステム自動検
証システムは、取引システム１００、業務システム２００、第１検証システム３０１、第
２検証システム３０２、検証対象システム４００および機関システム５００で構成され得
る。
【０１００】
　取引システム１００、業務システム２００、第１検証システム３０１、第２検証システ
ム３０２、検証対象システム４００および機関システム５００のそれぞれは通信網を通じ
て連結されていてもよい。ここで、通信網は有線および無線などのようなその通信様態に
かかわらず構成され得、近距離通信網（ＬＡＮ：Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ
）、都市圏通信網（ＭＡＮ：Ｍｅｔｒｏｐｏｌｉｔａｎ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、
広域通信網（ＷＡＮ：Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）等の多様な通信網で構成さ
れ得る。
【０１０１】
　具体的には、図４は図１の実施例で業務システム２００が機関システム５００との連動
が必要な場合の実施例を示した図面であって、取引システム１００の要請によって取引シ
ステム１００と業務システム２００間の第１要請データおよび第１応答データの送受信で
取り引きが遂行され、第１検証システム３０１がこのような第１要請データおよび第１応
答データを含んだネットワークパケットをキャプチャーして取引メッセージを生成するこ
とにより、生成した取引メッセージに基づいてあらかじめ定義されている規則で第１要請
データに対する変換を実施して、変換された第２要請データを検証対象システム４００に
伝送して該当要請データに対する第２応答データを受信し、第１応答データと第２応答デ
ータを比較することによって検証成功または失敗の有無を判定する図１に図示されたシス
テム構成は同じである。
【０１０２】
　ただし、業務システム２００が機関システム５００と連動されている場合、複数の検証
システム３０１、３０２が存在して、取引システム１００と業務システム２００間の取引
に対するネットワークパケットは第１検証システム３０１によりキャプチャーされ、業務
システム２００と機関システム５００間の取り引きに対するネットワークパケットは第２
検証システム３０２によりキャプチャーされ得る。
【０１０３】
　これにより、第２検証システム３０２は第１検証システム３０１と同様に業務システム
２００と機関システム５００間に送受信される要請データおよび応答データを含むネット
ワークパケットをキャプチャーして取引メッセージを生成することができ、生成した取引
メッセージに基づいて、あらかじめ定義されている変換規則に基づいて要請データの変換
を遂行できる。
【０１０４】
　また、前記変換された要請データは、検証対象システム４００に伝送され、これにより
、第２検証システム３０２は検証対象システム４００から受信される応答データに基づい
てあらかじめ保存された応答データを比較して、その結果により検証成功または失敗の有
無が判定され得る。
【０１０５】
　また、検証対象システム４００が機関システム５００と直接的に連動できない場合には
、機関システム５００の代わりに第２検証システム３０２と連動して第２検証システム30
2に保存された実連動データを取得してもよい。



(14) JP 2021-157255 A 2021.10.7

10

20

30

40

【０１０６】
　このように、本発明の一実施例によると、開発者によって定義された制限的検証ではな
く、実際の運営環境の取引データを通じて、持続的かつ繰り返して回帰検証を遂行するこ
とによって、実際の使用者は認識していない状態で開発システムをあらかじめ開通する効
果を得ることができ、これを通じて実際の開通時点の開発システムの品質を向上させるこ
とができる効果がある。
【０１０７】
　また、本発明の一実施例によると、実環境で発生する多様なケースの大量の取引データ
を利用して開発システムの自動化された検証を遂行するところ、システム開発後に手作業
で相互間に検証を遂行する従来技術に比べて、検証時に要求される時間、費用および人員
を減縮させることができる。
【０１０８】
　本発明の効果は前記した効果に限定されず、本発明の詳細な説明または特許請求の範囲
に記載された発明の構成から推論可能なすべての効果を含むものと理解されるべきである
。
【０１０９】
　前述した本発明の説明は例示のためのものであって、本発明が属する技術分野の通常の
知識を有する者は、本発明の技術的思想や必須の特徴を変更することなく他の具体的な形
態に容易に変形可能であることが理解できるであろう。したがって、前述した実施例はす
べての面で例示的なものであり限定的ではないものと理解されるべきである。例えば、単
一形で説明されている各構成要素は分散して実施されてもよく、同様に分散されたものと
して説明されている構成要素も結合された形態で実施され得る。
【０１１０】
　本発明の範囲は後述する特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲の意味および
範囲、そしてその均等概念から導き出されるすべての変更または変形された形態も本発明
の範囲に含まれるものと解釈されるべきである。
【符号の説明】
【０１１１】
１００：取引システム
２００：業務システム
３００：検証システム
３１０：キャプチャー遂行部
３２０：保存部
３３０：再現部
３４０：変換部
３５０：結果処理部
３６０：管理部
４００：検証対象システム
５００：機関システム
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