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デジタル・トランスフォーメーションが成功するのは、ビジネスニーズと優先順位に基づいて漸進的な
導入を可能にする、完全に包括的かつ継続的にトランスフォーメーションが可能なアプローチを採用し
ている場合です。これにより、企業はデジタル・トランスフォーメーションの機能を迅速に受け入れ、
変化する市場と顧客のニーズに継続的に適応することができます。IBM Z® Digital Transformation
は、バインドするスレッドとして俊敏性とエンタープライズ・フレキシビリティーを備えた、
デジタル・トランスフォーメーションに対する包括的かつ段階的なアプローチを提供します。

デジタル時代における成功は、多くのメトリクスで定義および測定されますが、基本要素にま
で掘り下げれば、繰り返されるテーマは進化です。保険業界では、顧客サービスは、現場での
対面的なやりとりから、外出先でのモバイルデバイスの利便性によって複数の保険証券を管理
できる能力にまで進化しました。顧客の一日から数時間を消費する用事を、仕事で列車に乗っ
ている間に数分で出来ることに変えてしまったのです。企業は絶えず変化、進化し続けて、よ
り多くを、より速く、どこにいても顧客に提供する新しい方法を生み出し続ける必要がありま
す。競争は激しく、ビジネスを変革することは、生き残りと今後も継続的に
成功するために不可欠です。
テクノロジーであらゆる混乱が進んでいる中で、1 つ確かなものが残っています。現在も
ビジネスの中心で拍動する心臓であり続けているメインフレームです。保険や政府から医療ま
で、世界の重要なビジネスの大半は依然としてメインフレームに依存しています。顧客
の需要や期待、経済的要因、競争の状況などにおける急速な変化が、前例のないペースでイノ
ベーションを推進します。こうした要件には、以下が含まれますが、これらに限られるわけで
はありません。






スピードと俊敏性 – 品質を犠牲とすることなく
開発者の生産性を向上させて メンテナンスのバックログを減少させる – 初心者レ
ベルおよびベテランの両方の z/OS® 開発者向け
新しいビジネスチャンスを切り開くためにすぐに実行できる洞察を生み出す文脈でデー
タを収集する
新しいデジタル・エクスペリエンスを短期間および低コストで開発、実験できるオー
プンで最新のアプリケーションプラットフォームを採用する
リスクを伴うことなく、モノリシックでビジネス・クリティカルなアプリケーションか
ら主要なサービスを特定する



新しいハイブリッドクラウド・アプリケーションで問題が発生する前にボトルネックを
特定し、予測する



エンゲージメントのシステムと記録のシステムの間で新しいビジネス機能を革新し、迅速
に進化させる
システム停止の防止と運用コストの削減
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ビジネスは、ライフサイクルの最も遅い部分のスピードでしか状況を変えることができません。
ライフサイクルのこの部分は、通常、SoRにまつわる時代遅れの開発方法論、ツール、プロセ
ス、この場合にはメインフレームによって支えられている部分です。企業が顧客対応アプリケ
ーションからバックエンドのSoRを切り離すことができると想定する「二段変速 IT（Two
speed IT）」の概念でこれを解決しようとする試みがありました。しかし、基本となる前提に
根本的な問題があるため、「二段変速 IT（Two speed IT）」は正しくないと証明されてい
ます。「二段変速 IT（Two speed IT）」のコンセプトは、メインフレームの開発は、分散プ
ラットフォーム用の開発ほど俊敏ではないという基本的な前提に基づいています。何十年にも
わたって構築されてきた既存のアセットは柔軟性がなく不変であり、進化の可能性はないとい
う一般的な諦めもあります。こうした仮定が、すべての問題を引き起こします。
では、どうすればこのサイクルを打破できるのでしょうか？どうすれば、メインフレームアプ
リケーション資産の価値を引き出すことができるでしょうか？ツールの陳腐化に対処したり、
文化を変えたり、人や文化に依存することなくプロセスを変えたりするだけでは、進歩を遂げ
ることはできません。変化は、人、文化、ツールに渡るすべての次元に取り組むことによって
推進されなければなりません。
変革を促進する IBM のアプローチの背後にある基本理念は、ビジネスを新たなリスクにさらす
ことなく、これらすべての次元に段階的に集中することです。それは、変化のための従業員のバ
リュー・プロポジションが何であるかを明示することによって、デジタル・トランスフォーメー
ションを文化として定着させなければならないことを意味します。つまり、文化の変化が焦点で
ある間は、この文化の変化が普及することを支える強力なプロセスが必要です。また、プロセス
をサポートするための適切なツールとソリューションが、文化の変化を可能にする役割を果たす
ために配置される必要もあります。こうしたツールとソリューションは、既存の IT 投資を置き
換えることはできませんし、最終的に数年後に同じ状況に陥ってしまうよう な閉鎖的なエコシ
ステムを構築し、将来的に問題を生み出してはなりません。また、これらのツールやプロセスは、
さまざまなオープンソースや商用プロバイダのソリューションをまとめて、エンドツーエンドの
デジタル・トランスフォーメーションを可能にするパッチワークでもありません。ここでの鍵は、
柔軟性と変革の堅実な文化を支えるアジャイルプロセスの採用を推進するオープン性です。
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ソリューション
IBM は、デジタル・トランスフォーメーションへの道筋のどこにいても、成功を確実にする
ためにますます増大するニーズに対応できる総合的なソリューションを提供します。
IBM Z デジタル・トランスフォーメーション・モデル (図 1) は、企業がデジタル・トランスフ
ォーメーションの真の価値を実現できるようにする、アジャイル・プラクティス、総合的なツ
ール、文化の変化によってサポートされる 3 つの主要なトランスフォーメーション・レベルを
提示しています。 それらのレベルは：
1. 公開
2. 進化
3. 最適化
これは、デジタル・トランスフォーメーションを加速するための健全なベースラインと基盤を提供
する最新レベルの IBM Z サブシステム、コンパイラー、モニタリングツールで構成される、
実行および保守 レベルによって支えられています。この基盤レベルでの効率化は、企業が
IBM Z デジタル・トランスフォーメーション・モデルの公開、進化、最適化のレベルで機能を
取り入れるためのリソースを解放できるようにする上で重要です。 これらの各レベルには、以下に
示すように、段階的に採用され、組織の主要な人物にマッピングされる、緩やかな結合で関連付け
された一連の機能があります。これらの機能により、企業は、俊敏なベストプラクティスを採用し
ながら、このジャーニーを支える強力でオープンなソリューションによってエンタープライズ・ア
プリケーション資産の価値を最大限に引き出すことができます。このホワイトペーパーの残りの部
分では、これらの各機能について詳しく説明します。

Z デジタル・トランスフォーメーション
ページ 1

図 1: IBM Z デジタル・トランスフォーメーション・モデル
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実行および保守
コスト削減とパフォーマンスの最大化を効率的に行う
現在のリソースを把握し、最新のコンパイラーとサブシステムを活用してコストを削減し、パフォーマ
ンスを最大化します。

組織は、コストを削減し、より少ないコストでより多くのことを行うことに継続的に挑戦して
います。IBM Z サブシステム製品とコンパイラーの最近のリリースでは、ツールの強化が顧客
によるワークロードの理解や測定に役立つと同時に、コストを削減し、ワークロードの増加を
サポートする最適化とプラットフォームの展開が提供されます。
企業がモバイル、ウェブ、ソーシャルをサポートするためにエンタープライズ資産の範囲
を拡大するにつれて、そのワークロードは劇的に増加します。 運用コストを削減するために、
企業は、これらのアプリケーションがプラットフォームで最適に実行されていることを確認す
る必要があります。

図 2: 最新レベルの IBM Z ソフトウェアでワークロードを最適化

何十年もの間、アプリケーション資産が計画どおりに機能しているため、企業は大規模な変更を
行う余裕がなく、多くの場合、変更は不可能であるだけでなく不必要でもあります。デジタル・
トランスフォーメーションのイニシアチブのために適切なアプリケーションミックスを選択する
必要がありますが、これは企業が最新のハードウェアやコンパイラの進歩を利用してもアプリケ
ーションの全般的な状況を最大限に引き上げることができないことを意味しているわけではあり
ません。最新レベルのコンパイラは、最新のハードウェア命令を利用し、パスの長さを短縮する
ことにより、再コンパイルによってパフォーマンスを向上させることができます。たとえば、
COBOL v6.2 は、10 進集中および浮動小数点集中のアプリケーションの CPU 使用率を、
COBOL v4.2 より最大で 94% も削減します (制御された環境では COBOL v5.2 より 67% 削減)。
ソースファイルのないロードモジュールがある場合、またはハードウェアの改善を利用するた
めに再コンパイルしたくない場合は、Automatic Binary Optimizer (ABO) が、最小限のテスト労
力で、したがってリスクを低減しながら、80% の改善を提供することができます。さらに、
ABO は、アプリケーション全体の再コンパイルとテストを行わずにパフォーマンスを向上さ
せることで、時間とコストを節約して、最新の COBOL コンパイラを補完します。

Z デジタル・トランスフォーメーション
ページ 3

IBM Z の顧客は、CPU と運用のコストの削減に重点を置いています。 CICS® 、IMS™ 、zTPF
などのサブシステムの最新リリースでは、これを実現するための最適化が行われています。
最新の状態を維持することが、こうした機能拡張を利用する最善の方法です。 IBM z14™
などのより新しい Z メインフレームのハードウェアへ移行することもパフォーマンスのメリッ
トがあり、最新リリースのコンパイラを使用して COBOL や PL/I のアプリケーションを再コン
パイルすることで最大のメリットが得られます。 これは、まずパフォーマンスの影響を受けや
すいアプリケーションから再コンパイルすることで、段階的に実現されます。

公開
API対応の既存のアプリケーションおよびデータによる、オープンで接続された環境による効率の改善、

コストの削減、アセットの範囲の拡大

ビジネスクリティカルなアセットのための API チャネルを定義する
世界の構造化企業データの 80% 以上がメインフレームに存在し1、220億ライン以上の COBOL
コードが主要なビジネスプロセスをキャプチャし、2メインフレームで実行されるすべてのエ
ンタープライズアプリケーショントランザクションの 55% 以上を占めています3。 したが
って、デジタル・トランスフォーメーションの重要な部分は、API 経済への本格的な参加を含
めて、メインフレームをメインフレーム以外のアプリケーションに開放することに焦点を当て
る必要があります。
実例として、あるグローバル銀行は、中核事業のバンキングサービスを API として提供する
ことで、口座開設時間を数日から数秒に短縮しました。 これにより、顧客のエクスペリエン
スと満足度が大幅に向上し、わずか数日で数億ドルもの預金口座が新設されました。
さらに別の例として、ある米国の金融サービス会社では、IBM クラウド API ソリューショ
ンと IBM z/OS Connect Enterprise Edition を併用して、Apple Pay や他のサードパーティー
支払いオプションをサポートしています。 このプロジェクトはゼロから構築を始め、わず
か 5 日間で全て稼働するプロトタイプを完成させたもので、完全本番運用の立ち上げはそ
の組織にとって記録的に短い時間で達成されました。 最後にご紹介する例は、ある米国の
健康保険会社です。同社はわずか 30 分で、既存の COBOL コードから API を構築して展開
できるようになりました。
これらは、現実の世界で IBM 製品を使用して行われた、収益を生み出し、コストとリスク

を削減する技術革新のほんの数例に過ぎません。

1
2
3

http://www.share.org/p/bl/et/blogid=2&blogaid=234
http://cobolpros.com/the-need-for-cobol/
http://www.datacenterdynamics.com/focus/archive/2013/12/research-reveals-mobiles-mainframe-impact
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こうしたサービスを展開すれば、サードパーティや外部開発者、ベンダー、パートナーのソリ
ューションにライセンス供与でこれらの API が組み込まれ、新たな使用と収益を生み出すこと
ができます。ただし、これらのサービスを提供する場合、シンプルで直感的なものでなければ
なりません。 そうでない場合、開発チームは隠れた価値を引き出すのに苦戦し、新たな事業の
試みは、開始前から頓挫することになりかねません。

アセットの変更をゼロから最小限に抑える API の発見と作成
コードの変更が最小限からゼロに抑えられる標準 REST API を使用して、相互運用システムに
選択的にアセットを提供する機能は、アプリケーションの状況を開放し、デジタル・トランス
フォーメーションへの旅に出発する重要な次のステップです。
これは、Application Discovery and Delivery Intelligence (ADDI) および IBM z/OS Connect
Enterprise Edition を活用することで実現できます。


重要なサービスを特定し、ADDI で既存のアセットを理解することで、これらのサービ
スを迅速かつ確実に提供します。 Z エンタープライズにどのようなアセットがあるか
を知り、そうしたアセット間の関係を知ることは、適切なビジネスエンティティを API
として提供するための鍵となります。



IBM z / OS Connect Enterprise Edition を使用すれば、利用可能な業界標準の RESTful
API をこれらのアセットに簡単に提供できます。 こうしたテクノロジーを利用するこ
とで、かつて統合作業に必要とされたコストのほんの一部で、以前の半分の時間によっ
て API を作成できます。4 . z/OS Connect は業界標準の Swagger 定義を使用し、オー
プン・テクノロジーを採用するという IBM の哲学に沿って、これらの REST API
を表現しています。

図 3: API の発見と作成
4

https://www.itnews.com.au/news/core-banking-overhaul-still-off-the-agenda-at-anz-bank-429979
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これらのアセットを提供するには、Application Delivery Foundation for z Systems (ADFz)
などの最新のユーザーフレンドリーなツールを使用して、API ならびにバックエンドのア
プリケーションやサブシステムを作成して使用する必要があります。現代のツールは、既
存のソフトウェア構成管理システムと連携できる機能を備えるとともに、次の機能で説明する
生産性と柔軟性を提供する必要があります。
したがって、ADDI、ADFz、z/OS Connect EE の組み合わせにより、企業はリスクを増大さ
せることなく、Z アプリケーション・アセットの範囲をさらなる市場/消費者に開発、接
続、拡張することができます。 これは、デジタル・トランスフォーメーションへの旅の重
要な第一歩です。

開発者にオープンで最新の開発環境を提供する
多くの企業は、老朽化したモノリシックアプリケーションを変更するリスクを嫌い、消極的で
す。 長年にわたり要であったアプリケーションのソースコードを戦略的に変更することはかな
りのリスクをもたらし、多くの場合、周辺の影響を最小限にして変更を安全に行うために、主
題に関する専門家の支援が必要になります。こうした経験豊富な開発者の多くは退職しつつあ
り、企業はそのスキルと知識を失いつつあります。だからこそ、オープンで最新のツールやプ
ラクティスを使用して、新しい世代の開発者で専門技術を補充することが重要です。
プリケーション・アセットの価値を引き出すための第一歩は、まずそれらのアセットをよく理
解することです。Application Discovery and Delivery Intelligence (ADDI) は静的解析を使
用して、アプリケーション、JCL、スケジューラとの統合に関するグラフィカルなビューとレ
ポートを表示し、コードの変更、テスト、操作など DevOps プロセスのデータフィードから
の情報を関連付けます。
この機能は、コードをより迅速に理解できる方法を提供しますから、保守や改善を担当する責任
を負う新しい開発者のオンボードプロセスを容易にする上で重要な役割を果たします。また、
ADDI は、コード変更の影響を受けるすべての領域を特定し、人為的なエラーを排除し、
リスクを削減することによって、影響分析を効率的に行う方法も提供します。
Forrester は、ADDI によってより迅速かつ的確に開発管理と技術サービスを提供した組織に
インタビューし、ADDI が 145% の ROI と7ヶ月未満での投資回収を含む重要な利点を提供
すると結論付けました。 組織は技術投資を正当化する必要が絶えず要求されており、投資
に関連する業績の改善を示す必要があるので、これは重要なことです。
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現代のツールは、次世代の開発者にとって魅力的であり、生産性と柔軟性を提供しながら、
既存のソフトウェア構成管理システムと連携できる必要があります。Application Delivery
Foundation for z Systems (ADFz) は、編集、コンパイル、デバッグ、コード・カバレッジ、
COBOL、PL1、アセンブラ、Java コードの提供などの包括的な機能を提供します。ADFz は、
zUnit/XATester による視覚的デバッグ、コードカバレッジ、ユニットテスト、プログ
ラム/データフロー、ソフトウェアアナライザと SonarQube の統合によるコードレビュー
機能の組み込みなどの高度な機能を提供します。 また、ADFz は、アプリケーション障害
およびパフォーマンスの分析機能も提供し、主要なレガシーソフトウェア構成管理システムと
の統合で、平均15〜25％の生産性の向上を実現し、最新のツールの導入を簡単にします。

図 4: オープンで最新の開発環境により迅速に変更を行う

IBM は、アジャイルな方法で作業し、それを全社的に採用することを顧客に推奨しています。
この一つの例が、IBM Explorer for z/OS Aqua です。20 種類のツールが統合されたプラットフ
ォームです。当社は、Android や IOS 用の App Store に似た簡単なダウンロードとインスト
ールの体験を提供し、これらのツールすべてに対して毎月リリースを提供しています。これら
のリリースは、当社独自のツールやオープンソースツールを使用して構築、デプロイ、テスト
しています。エンドユーザは、必要な 20 種類のツールのいずれか 1 つまたは複数をインスト
ールパッケージに選択することができます。これは、強力なユーザーエクスペリエンスとオー
プンなプラットフォームでの深い統合で構成された非常に強力な配信チャネルです。
すべての製品を簡単にインストールできるワンストップショップです。
ADFz は Aqua プラットフォーム上に構築されており、ADDI との統合により、品質を損なうこ
となく開発のスピードを大幅に高められる、変更の影響を理解する基本的な能力を含めて、
アプリケーションアセットと連携することのリスクを軽減する能力を大きく加速する豊富な差
別化された機能が解き放たれます。
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IBM のオープンで近代的な開発ソリューションによって開発者の能力を強化した組織では、
開発とテストの労力を最大 30% 削減し、コードの品質を最大 50% 向上させています。

図 5: IBM Explorer for z/OS Aqua

API を監視

クライアントは API を活用してアジリティを向上させ、より迅速にサービスを消費者に提供
することで、バックエンドの SoR に含まれるアセットを活用し、ビジネスの価値を高めるワ
ークロードを推進します。API プロバイダーにとっての課題は、従来のワークロードや SLA
には影響を与えずに、タイムリーに消費者にデータとレスポンスを提供する標準に対してサー
ビスを実行する必要があることです。最終的にメインフレームから遠く離れたモバイルアプリ
のエンドユーザーも含め、消費者の要件を満たすサービスを提供できないと、ビジネスの喪失、
導入の欠如、急速に変化する競争に対応できなくなる可能性があります。
こうした課題を解決するために、運用チームは OMEGAMON® for JVM および API Connect
を使用して、応答時間とデータスループットを予防的に監視し、インフラストラクチャが現在
のワークロードをバランスよく処理できるかどうかを把握することができます。
OMEGAMON for JVM によるモニタリングは、API の応答時間への影響を把握し、事前に
監視できるため、重要な懸念事項に対処することができます。問題が特定されると、問題がビ
ジネスのパフォーマンスに大きな影響を及ぼす前に、運用チームにアラートを出して是正処置
(たとえば、システムの容量を増やすなど) をとることができます。この可視性がなければ、
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アセットを API として提供することによって影響を受ける変更を完全に理解することはでき
ません。IBM は、エンド・ツー・エンドのモニタリングによって比類のない顧客エクスペリ
エンスを提供します。

アプリケーションエコシステムに関する最新の視点を持つ
既存のアプリケーションや新しいアプリケーションを管理するための適切な監視および管理の
ソリューションを配置して、データセンターの運用リスクを削減する必要があります。予防的
な分析機能により停止を防ぐソリューションや、障害発生時に問題を迅速に解決するソリュー
ションなどです。
IT マネージャや管理者は、メインフレームのサービスレベルを最も効率的に管理するため
に必要なツールやユーティリティを確保する必要があります。
新しい z/OS 担当者を特定の専門分野に移行させる必要性が高まっているため、プラットフ
ォーム固有の複雑さを支援し、マスクするための特別なツールが必要です。これは、使い慣れ
たユーザーエクスペリエンス、統合された分析、自動化された手順を提供することで実現でき
ます。これにより、インフラストラクチャのハードウェアおよびソフトウェアの主要サブシス
テムにおける問題の予防、識別、修正が可能になります。さらに、これらのサブシステムのパ
フォーマンスを最適化するのに役立ちます。
IBM Service Management Solution on Z (SMSz) は、統合された一連のアプリケーションの
ビジネス継続性を保証する可視性、コントロール、自動化を提供します。 これにより、
IBM Z、ネットワーク、アプリケーション、サブシステム、プロセッサを自動化および監視
する総合的なソリューションとなります。
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図 6: IBM Service Management on Z solution

進化
自動化およびトランスフォーメーションを行い、ビジネスの要求に迅速に対応できる、活気に満ちて積
極的に参加する開発者のコミュニティを持つ
現代の開発経験のための ADFz などを簡単なエントリポイントとして、企業がデジタル・トランスフォ
ーメーションへの旅を始めると、より洗練された俊敏なプラクティスを採用する基盤も形成されます。

API を管理して、セキュリティと再利用を最大化する
REST API は、アプリケーションが相互に通信し、サービス、アプリケーション、システムを
リンクする「デジタル接着剤」となるための汎用言語を提供します。サービスがメインフレー
ムによって提供されるかどうか、またメインフレームのどのサブシステムで提供されるのかを
気にする必要はありません。IBM API Connect などの効果的な API ガバナンス・ソリュー
ションは、アプリケーション開発者と API を共有しながら、さまざまなレベルのセキュリティ
可視性、レート制限を設定することにより、ビジネスレベルの制御で API を管理することで、
コミュニティベースのアプローチを使用して開発者が容易に API を見つけられるようにして、
API のオーケストレーション、統制、消費を支援します。
Representational State Transfer (RESTful) API として信頼性が高く、スケーラブルで応答性の
高いコアサービスを提供して活用することは、これまでよりもずっと簡単です。 そして、
IBM Z プラットフォームは、これまでにない高水準のパフォーマンスとセキュリティを提供
できるため、お客様は安心して API を公開できます。
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図 7: API 有効化を加速する

トランスフォーメーションに最適な言語を活用する
Java は世界で最も人気のある言語であり、開発者数は 1,400 万人を超えています。
IBM Z で実績のあるエンタープライズ言語であり、Z エコシステムと深く統合されています
Java で書かれたビジネスロジックは、バッチおよびオンラインの両方のアプリケーションで、
IBM ミドルウェア (CICS、IMS、Db2® 、WebSphere® ) とシームレスに連携できます。
IBM Java は Z アーキテクチャーを完全に活用しており、2005 年に初めて導入されて以来、
パフォーマンスと機能に関して優れたリリース毎での向上を示しています。2017 年 7 月、
Java はポーズレス・ガベージコレクションや暗号コプロセッサの新機能の開発など、数々
の革新的機能を z14 に導入しました。
ここ数年は、Node.js が企業内で有望な選択肢として浮上してきました。世界中で、
1,150 万人以上の開発者が使用しています。また、開発者は、アプリケーションで使用できる
500,000以上の Node.js npm (ノードパッケージマネージャ) モジュールによるエコシステムを
利用することもできます。さらに、アプリケーションスタック全体で共通のプログラミング言
語 (例、JavaScript) を使用することにより、同じチームの Node.js プログラマーがクラ
イアント側とサーバ側の両方のアプリケーションで作業をすることができます。 これに
より、組織の障害を取り除き、アプリケーションの開発効率を高め、納期を短縮するのに役立
ちます。
Apple が Swift をオープンソースにしたと同じ日に、IBM は IBM Swift Sandbox を導入し、
Swift をサーバープラットフォームに導入する旅を開始しました。既に Swift を Linux® on Z
に移植し、現在は Swift を z/OS に移植しつつあります。Swift はモバイル開発者が広く使用
しており、アプリケーション開発コミュニティで勢いを増しています。z/OS で Swift をサ
ポートすることで、何百万人もの Swift 開発者のためのプラットフォームとなり、企業はフ
ロントエンド (モバイル開発) とバックエンド (サーバー開発) の間で同じスキルを容易に共
有することができるようになります。 Swift を z に移すと、SoRに近づき、z/OS で実行さ
れる Swift アプリケーション・バックエンドのパフォーマンス上のメリットが得られます。
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早期テストの統合をサポート (シフト・レフト)
開発ライフサイクル全体で俊敏性を高め、品質を向上させるには、早期のテスト統合またはシ
フト・レフト・テストが不可欠です。 シフト・レフト・テストは、ライフサイクルの早
い段階でテストすることを意味します。ライフサイクルのなるべく早い段階で品質が確保され
ていることを保証するために、開発とテストの統合を重視しています。
アプリケーションを実稼働環境に投入した後ではなく、ライフサイクルの早い段階で欠陥をキ
ャッチするだけで、企業がより多くのコストを節約することができるという、シフト・レ
フト、コスト削減には非常に明確な根拠があります。このアプローチには、より優れたソフト
ウェア品質による顧客満足の向上や、一般的にウォーターフォール型のスタンドアローンの QA
フェーズではなく、テストのサイクルが開発の不可欠な部分であることによる迅速な製品化な
ど、その他の利点があります。ただし、利用可能である、またはベンダーが提供するソリュー
ションは、テスト環境の立ち上げからすべてを総合的に自動化して継続的な統合/継続的な展開
(CI/CD) パイプラインの一環として自動化されたテストを推進するより、テストライフサイクル
の一部のみを自動化することに重点を置いています。 これが、IBM ソリューションが
市場における他のソリューション/アプローチよりも優れた価値を提供できる場面です。
近代的な開発経験のための ADFz のようなシンプルなエントリーポイントを使用し、シフ
ト・レフト・テストのようなより洗練され、アジャイルなプラクティスを採用する基礎を築い
ています。ADF では、バッチ用のユニットテスト機能がありますが、XaTester などのパ
ートナーツールを活用する柔軟性もあります。XaTester は、IBM Z でプログラムの自動化
されたユニットテストおよび統合テストの作成と実行を行う高度で柔軟なツールです。ADFz
が提供する zUnit for Batch のワークロード機能に加えて、CICS および IMS トランザクシ
ョン・ワークロードの自動テストを提供し、ADFz を補完します。 XaTester は ADFz との
統合で、バッチアプリケーションとオンラインアプリケーションの両方に対してユニットテス
ト機能を提供します。このインラインのユニットテスト機能はユニークであり、シフト・レフ
トを望んでいる企業にとって重要です。 これは、CI/CD パイプラインおよび品質ゲートの一部
として、ソナーの統合によるコードレビューとコード品質チェックとともに含まれています。
IBM z Systems Development and Test Environment (zD&T) は、最新で純正の z/OS ソフト
ウェアおよびミドルウェアを実行する業界唯一の Intel ベースの環境です。zD&T の登場に
より、メインフレーム・ショップは、オンプレミスとクラウドの両方で z/OS テスト環境を
迅速にスピンアップし、必要に応じてダウンできるようになりました。開発チームに自律性を
持たせることで、独自のテスト環境を構築し、リソースの対立やキャパシティの競合の問題を
回避できます。
この機能は、従来のテスト LPAR から zD＆T 環境への PDS、データ、その他のアセットの
転送を可能にするプロビジョニングツールの追加によって大幅に強化されています。ADDI
アプリケーションアセットに対する理解と zD&T の統合により、テスト環境のターゲット
とされるプロビジョニングが「インテリジェント」に容易になります。この機能は、問題の一
部だけに対処するソリューションとの真の差別化となります。この独自のアプローチは、メイ
ンフレームでのテストでよりアジャイルになる必要がある企業にとって「ゲームチェンジ
ャー」になります。
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図 8: シフト・レフト・テスト

zD&T を Rational® Test Virtualization Server (RTVS) および Rational Test Workbench (RTW)
のサービス仮想化機能と組み合わせると、アジャイルテストを妨げるボトルネックが包括的に
解決されます。RTW および RTVS は、メインフレーム内とメインフレーム間の相互作用を
効果的に仮想化する能力を提供します。 Db2 on z/OS コール、CICS トランザクションコー
ル仮想化などのメインフレーム内での仮想化機能に焦点を当てていることが重要な差別化要因
となっており、これらはIBM ツールならではのものであり、メインフレーム対応を謳っている
市場で入手可能なより分散型のサービス仮想化ソリューションでは提供されていません。

配信パイプラインの自動化

自動配信パイプラインは、アイデアから構築やデプロイメントまでのすべてのアクティビティ
を自動化された形で統合します。この機能は、市場により敏感なシステムを作成するためのデ
ジタル・トランスフォーメーションへの旅の重要な部分です。 顧客が、さまざまなテクノロジ
ーにわたる協調的な IT 環境を構築し、テクノロジー、運用、開発を分断する従来のサイロを打
ち破り、市場のニーズに迅速に対応できるように支援します。
アジャイルなライフサイクル管理機能は、他のベンダーが提供する前世紀の SCM にはあ
りません。 一部のベンダーが行っているような、前世紀の俊敏でない SCM を改造し、
最先端技術として販売する戦略は最適ではなく、顧客に戦略的価値を提供しません。
IBM の Rational Team Concert® だけが、チームがクロスプラットフォームの DevOps
を実行してデジタル・トランスフォーメーションを加速するために必要な、統合されたアジャ
イル計画、SCM、構築およびコラボレーションのためのプラットフォームを提供できます。
業界で最もオープンな統合 SCM、構築およびコラボレーションの環境です。 これに
は、業界をリードする最新の開発プラットフォーム (ADFz)、JIRA や GIT などのオープ
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ンソースの統合、ならびに業界で最も強力なクロスプラットフォームのデプロイメントプ
ラットフォームである UrbanCode™ Deploy との統合が含まれます。
IBM UrbanCode Deploy は、貴社の環境でアプリケーションを自動化するためのツールで
す。 プロダクションで必要な監査証跡、バージョン管理、承認を提供しながら、迅速なフ
ィードバックとアジャイル開発の継続的な配信を容易にできるように設計されています。
UrbanCode Deploy の自動デプロイメント機能と Jenkins を結合し、z/OS MF
ワークフローを活用することで、メインフレームと分散プラットフォームの両方にまたがる
CI/CD パイプラインの一部として完全に自動化されたプロビジョニング、デプロイメント、
テスト、プロモーションを推進することが可能になりました。UrbanCode Deploy は、
Z 上のサーバーエージェントと、マルチプラットフォームでのデプロイメントの調整を容易
にする分散化で、真に Z をサポートしています。市場にある他のソリューションは、成果物
のデプロイメントのためのスクリプトベースの実行を通じてのみメインフレームと相互作用が
できる、見せかけのワークフローエンジンです。 また、UrbanCode Deploy は、品質チェック
の失敗をバージョン化、コミットおよびロールバックする機能も提供するので、メインフレー
ムの CI/CD を本当に採用する機能を強化します。
IBM のエンドツーエンドのクロスプラットフォーム配信パイプラインソリューションは、
さまざまなオープンソースおよびサードパーティのツールと統合することでオープンソースツ
ールとエンタープライズツールのバランスを取り、ビジネスニーズに基づいて組織に適したパ
イプラインを選択することを可能にします。
提供される統合には、以下のものがあります：
 タスク管理のための Jira - Jira は、主に使いやすさと低コストという 2 つの理由
から、タスク管理で定評があるツールです。 Jira は、UrbanCode Deploy ならびに
ADFz とうまく統合できます。
 SCM としての GIT - GIT はオープンソースの SCM であり、技術を超えてゆっくり
と市場を獲得しています。 GIT が組織のエンタープライズ標準 SCM である場合、
z/OS にも使用できない理由はありません。 IBM は、GIT 用の Dependency Based
Build をベータ版で提供しています。さらに、GIT は ADFz と統合されています。
 パイプラインのオーケストレーターとしての Jenkins - Jenkins は、IT アプリケーシ
ョン全体で使用されるさまざまなサードパーティのツールを接続するために使用できる
プラグインを使用して、配信パイプラインの構築とオーケストレーションを自動化でき
るオープンソースツールです。 Jenkins は、GIT ビルドをトリガするために使用でき、
RTC および UrbanCode Deploy ともうまく統合できます。
 SonarQube は、幅広い技術を扱う定評あるエンタープライズ規模の品質検査ツール
です。ADFz は、稼働中の品質チェックで Sonar とシームレスに統合されています。
統合されたオープンソースのパイプラインを持つことは、ビジネスが要求するスピードで組織
が移行できるようにする重要な転換です。これが、チームをまとめて、サイロを分解し、異な
るチームと組織のさまざまな部分との間にある障壁を解消します。
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IBM は、エンド・ツー・エンドのクロスプラットフォームの開発ソリューションを提供する
唯一の企業です。 IBM の理念は、オープンソース、サードパーティー、レガシーツールとの
クリーンな統合を可能にし、最善の組み合わせのツールを混在させ、適合させ、変革の旅の間
も顧客による既存の投資を保護することです。

図 9: 配信パイプラインの自動化

デバイスからバックエンドへのパフォーマンスに対する可視性を持つ
今日のデジタルビジネスは、その組織の歴史を通じて構築された大量のソフトウェアシステム
に依存しています。 IT における最近の焦点の大部分は、モバイルアプリやウェブアプリなどの
エンゲージメントシステムにありましたが、こうした最新のアプリケーションの下には無数の
システムがあります。 世界中の多くの大企業で、IBM Z は、新しいエンタープライズ・
アプリケーションに不可欠なコアなＳoRアプリケーションを実行しています。
このテクニカルスタックの複雑さが増した結果、多数の異なるオペレーションチームがさまざ
まなツールとビューを使用し、特定のプラットフォームや複数のプラットフォームを監視する
ようになっています。問題は、誰も完全なエンド・ツー・エンドのビューを持っておらず、問
題が発生すると、多くの場合、複数のチームを指令室で働かせる必要があり、誰もが問題を並
行して処理し、障害は「自分」が担当するアプリケーションではないと主張しようとすること
です。
Application Performance Management (APM) ソフトウェアは、モバイルからメインフレー
ムまで、アプリケーション全体のエンド・ツー・エンドのビューを提供します。これにより、問
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題の迅速な分離が可能になり、解決までの時間が大幅に短縮されます。 しかし、今日では、
IBM Z をサポートする主要な APM ベンダーはほとんどありません。
IBM Z APM Connect を使用すると、メインフレーム・アプリケーション・コンポーネントが
IBM Cloud APM v8 および AppDynamics APM 製品の両方で表示されるようになります。
これにより、IBM Z で実行されるSoRのアプリケーションを持つ企業は、これらのアプリケ
ーションコンポーネントを APM ソフトウェアで視認できるようになります。 複数の APM
ベンダーをサポートすることで、クライアントは APM ベンダーを選択できる柔軟性と選択肢
を獲得し、クリティカルな Z アプリケーションコンポーネントが APM ダッシュボードに表示
されることを知り、安全でいられます。

最適化
予測して、対処し、ビジネスの目標を達成し、サービスの中断を防ぐために最高水準の信頼と俊敏性を
実現します。

高度な分析による開発の最適化
DevOps のライフサイクル全体を通じて、コード、設計、テストケース、テスト実行記録、
アプリケーションに関する運用情報など、膨大な量のデータが生成されます。高度な分析を使
用して、この情報を分析してより効果的に機能させることができます。たとえば、強力な洞察
を提供する相互依存性やコード内の問題を特定することが困難になる可能性があります。ADDI
の分析機能により、ユーザーは、関連するランタイムのパフォーマンスデータを、静的コード
品質データとともに、時間の経過に伴うテストの詳細を分析することができます。早期の問題
検出について予防的にユーザーに警告し、注意を必要とする領域にリソースを移すことができ
ます。
企業にとっての悩みの種の 1 つは、アプリケーション開発データの収集と理解、それが IT
運用にどのような影響を与えるかを把握するための闘いです。ADDI では、オートメーション
とインテリジェンスが数百万行のコード、運用ログ、コードメトリクス、コードカバレッジか
らデータを収集するのに役立ち、それらを使って重要なデータを識別し、そのデータを理解
し、得られた洞察を自信を持ってさらに調査するために視覚的に伝えます。これは、問題に対
処するために非常に予防的なアプローチ (反応的なアプローチとは対照的に) を取ることに基
づいており、それによってリスクが軽減されます。そのため、ADDI は、開発プロセスを改善
し、問題を予測するために、データの海からの重要な情報をインテリジェントに接続するスマ
ートで信頼できるアドバイザーになります。たとえば、OMEGAMON の運用データがアプリケ
ーションの応答時間が増加していることをレポートしていて、このデータを最近の変更に関す
る Application Discovery のデータと相関付けると、パフォーマンス低下の理由をすばやく特定
できます。 さらに、複雑さと保守性の情報を使用して、パフォーマンスの問題を修正
することに関連するリスクのレベルをクライアントに警告することができます。
テストは、トランスフォーメーションの機会が豊富な領域です。 大規模なコードベースを扱
ったり、多くのテストを実行したりする場合、特にテストを手動で実行するなら、テストを最
適に実行するためにリソースを効率的に使用する必要があります。ADDI はコー
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ドカバレッジデータとコード変更に関するデータを使用して、実行するテストを迅速に決定す
るために必要な時間とリソースを最適化します。たとえば - 変更に基づくカバレッジの影響が
最も大きい最小限のテストのセットは何ですか？1000 件のテストケースが利用可能で、5 行
のコードが変更されている場合は、1000 件のテストケースではなく、それら 5 行のコード
に触れるテストケース 10 件だけを実行すればよいので、手作業によるテスト労力を 99%
節約できます。さらに、古いコードでの過去のテスト実行と比較して、アプリケーションに追
加された新しいコードに十分なカバレッジがあるかどうかの可視性が必要です。最後のビルド
でアプリケーションに追加された新しいコードは、以前のビルドと比較して十分なカバレッジ
がありますか？テストは、アプリケーションの変更に対応していますか？ADDI は、
すべてのビルドのコードカバレッジとコード変更データをすべて保存して分析し、強力な洞察
を提供します。コードのどの部分が最も多く実行され、最も変更されたか、最も問題を経験し
たかを把握し、テストチームにリスクを軽減し、生産性を向上させる洞察力を与えることがで
きます。
ADDI は、統合されたインテリジェントな DevOps エクスペリエンスをもたらし、効率的な
アプリケーション開発とデプロイメントを促進します。

モノリシックなアプリケーションをきめ細かいサービスに転換する
ビジネスが真に俊敏であるには、疎結合のきめ細かいアーキテクチャが必要です。進化する既
存のアーキテクチャーとプロセスが両輪となって、最高レベルのスピードと俊敏性を実現しま
す。 モノリシックなアプリケーションがビジネスの俊敏性に影響を与える場合、ADDI と
ADFz を併用することで、そうしたアプリケーションをインテリジェントにリファクタリング
することができます。API の経済性への参加のための API イネーブルメント、プログラミング
なしでビジネス・ルールの更新を実現するためのビジネス・ルールの抽出、マイクロサービス
・アーキテクチャへの動きなどのビジネス・イニシアチブはすべて、既存のプログラムを再構
築する必要性につながる可能性があります。 リファクタリングには、エンタープライズビュ
ーが必要です。ADDIはこれを提供することができます。また、 プログラム呼び出しグラ
フ、データ・フロー分析、コード複雑度メトリクスおよびコードカバレッジの監視などの機能
を使用して、リファクタリングの候補を特定し、リファクタリング活動を管理します。ADFz
を使用して、より深いプログラム可視化、リファクタリング・ウィザード、ビジュアル・デバ
ッグ、およびコードカバレッジ収集を用いて、再構築を実行できます。リファクタリングは、
企業によるアプリケーションのメンテナンスを容易にするだけでなく、ビジネスクリティカル
なロジックをパートナーや他社のプロジェクトに提供する機能を付与します。エンド・ツー・
エンドのパイプラインが配置され、転換作業の一環として自動テストが設定されると、リファ
クタリングの実行可能性を確認するテストの再実行が簡単になり、リファクタリング後のコー
ド品質が保証されます。
IBM は、エンド・ツー・エンドのクロスプラットフォームの DevOps ソリューション内で
アプリケーション・アーキテクチャーの迅速なリファクタリングを可能にするツールを提供す
る唯一のベンダーです。
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図 10: モノリシックなアプリケーションのリファクタリング

サービスの中断を予測して自動的に対応する
24 時間 365 日連続稼動し高パフォーマンスを実施するオペレーションのニーズが高まって
います。これは、IT 予算が緊縮されている中、サービスウインドウが縮小され、頻度が減
っていることとつながっています。 企業は、パブリッククラウド、分散インフラストラクチャ
ー、IBM Z など、幅広い種類のハイブリッド環境にわたって、アプリケーションとイ
ンフラストラクチャーをシームレスに管理する必要があります。
IBM Operations Analytics for z Systems (IOAz) および IBM Common Data Provider for z
Systems (CDPz) は、Z サーバーの膨大な運用データにほぼリアルタイムでアクセスできる
ようにすることで、IBM Z サーバーが最高のパフォーマンスで動作するようにします。これ
により、分析エコシステムを構築し、データを迅速に分析することができます。 この
IBM ソリューションを導入したクライアントは、根本原因分析を実行するために必要な時間を
最大 60% 短縮し、潜在的な問題が発生する前に把握することもできました。

IOAz を使用すると、IBM Z ログおよび SMF データの異なるセットを取り込み、検索、視覚化
して、問題の根本原因を迅速に突き止めることができます。問題に関する洞察、ダッシュボー
ド、推奨されるアクション、迅速な検索が含まれ、問題が発生したときに運用チームの時間を
節約できます。IOAz の zAware コンポーネントは、問題を防ぐことができる Z
ログデータの異常を検出することにより、潜在的な問題を顧客に警告します。
CDPz は、幅広い種類の IT 運用データ (140以上のデータソースが利用可能) を一度に収集し、
ほぼリアルタイムで複数の宛先にデータをストリーミングします。市場をリードする分析エン
ジン (Splunk、Elastic、IBM) と統合されています。 IBM は Splunk と提携し、迅速に
情報を入手して強力な洞察力に変える機能を顧客に提供しています。
-------------------------------------------------------------------------
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