企業の IT人材不足という問題解消のために

IBM が学生向けに

メインフレームのコンテストを開催

今なお企業システムの根幹を支えているのは、メインフレームである。しかし、メイン
フレームに対応できる人材は年を追うごとに少なくなってきている。大学などでも
メインフレームに関して教える講座は皆無といっていい。こうした人材のミスマッチ
を解消するため、学生向けにメインフレームに対応した人材の養成を目的とした
コンテストが開かれた。そこでの取り組みは企業内での IT人材育成にも通用する。

ビジネスで活躍する

IBM z Systems

IT 基盤というと多くの人は PC サーバやクラウドサービス

システムとしての重要性が高まるものの、若手のエンジニア

企業の基幹システムはメインフレーム上で稼働している。

対応した人材の不足は深刻になりつつある。それを示

を思い浮かべるかもしれない。しかし、今なお多くの

システムの信頼性を強く求められる銀行などでは多くの
アプリケーションがメインフレーム上にあるといわれて
いる。しかもメインフレームの役割は近年さらに重要に
なりつつある。スマートフォンやウェブのアプリケーション

が多くのビジネスシーンで使われるようになるほど、
メインフレームとの連携や連動が必要になってくるから
だ。例えば、ユーザが入 力した購買データはメイン
フレーム上の販売管理システムに引き渡され、在庫管理
システムを通して、商品が発送されるといった具合だ。

一方で問題もある。メインフレームを扱える人材が不足

が育ってこないという状況によって、メインフレームに
すのが米国におけるメインフレーム人材の年収の高騰
だ。COBOL などのメインフレームのプログラミング言

語が使えるエンジニアの年は、他の言語が使える人よ
り日本円換算で 100 万円ほど高い。

こうした中で、IBM ではメインフレーム人材の育成に

つなげるべく、学生向けにメインフレームのプログラミ
ング・コンテストを行っている。それが「IBM Master

the Mainframe（IBM メインフレーム・コンテスト）
IBMメインフレーム・コンテスト」である。すでに世界 58
カ国以上で開催され、日本でも今年 2 回目が開催された。

していることだ。企業内でメインフレームを担当してきた

人材不足の解消のためには、いかに若いメインフレーム

身近なスマートフォンやインターネットに興味を持ち、

たちにメインフレームに触れる機会を提供することが

エンジニアが年齢を重ねる一方で、多くの若い人たちは
メインフレームの勉強をする人は少ない。

人材を育てるかが鍵となる。コンテストを通して若い人
大きな狙いの一つである。

■ IBM メインフレームコンテスト 2016 開催結果
■ 参加者数
合計

Part 1

352 名（284 名）

（）内は 2015 年度開催結果

■ 課題完了者数

パート1：
メインフレームを使ってみる

114 名（ 97 名）
パート２：
システムプログラマーとして体験する

46 名（ 18 名）
パート1：
プログラミング・チャレンジ

13 名（ 5 名）
（）内は 2015 年度開催結果

メインフレームを
使ってみる

・メインフレームとは何かを知る
・端末となるあなたのPCの準備
・z/VM, z/Linux, z/OSにログイン して
使ってみる

自分のパソコンからメ
インフレーム環 境 に
アクセスしてみます。

Part 2
・z/OS : ISPF, JCL, SDSF,・ RACF,

CommServer(TCPIP)

・プログラミング : 言語, Linux
シェルスクリプト, DB2
・運用監視 : Omegamon, Netview,

z/VM, z/TPF

Part 3
・JCL, SORT, DB2/SQL, COBOL
・Credit card transaction
・Analytics and reporting

プログラミング・
チャレンジ

実際の業務システムを
想定し課題が与えられ
ます。

システムプログラマー
として体験する

パート１で習得した知
識を生かしながら、
より
実践的なハズオン・ト
レーニングを行います。

企業でも使えるコンテストの課題
このコンテストでは、個人のパソコンから米国に置か

今年の「IBM メインフレーム・コンテスト2016」は、7 月

いく。課 題を通して段階的にメインフレームやプロ

今回からパート１とパート２については日本語で提供さ

コンピューティングスキルが身に付けられるように

を募るのが狙いだ。実際にコンテストの参加者は昨年

れたメインフレームにアクセスして、課題をクリアして
グラミングの基本が学べ、ビジネスで必要とされる
配慮されている。最終課題で作成するプログラムの
品質を競い、優秀賞受賞者にはニューヨークにある IBM
の研究所などの見学ツアーに招待される。

課題は大きく3 つのパートに分かれる。パート1 の「メイン
フレームを使ってみる」とパート２の「システムプログ

ラマーとして体験する」では、メインフレームに触れ、
操作方法やシステム環境を理解する。パート 3 では

プログラミング言語を学習し、1 7 の課題を読み解きな

がら、課題解決のためのプログラムを作成していく。

25 日から 9 月 16 日に実施された。課題は世界共通だが、

れるようになった。ハードルを低くして、より広く参加者
の 284 名から 352 名に増え、パート2 の課題完了者は

昨年の 2 倍以上になるなど、全体のレベルも向上した。

パート 3 の課題をクリアするには、IT スキル以外にも、
英語の課題を読んで問題点を理解する英語読解力、
プログラムを設計して作成する構想力、そして帳票の
形式に出力するデザイン力も必要となる。パート 3 の課

題を完了した人たちはビジネスの即戦力といえるレベ
ルにあるという。

実社会に生きるプログラミングに初挑戦
今年の「IBM メインフレーム・コンテスト 2016」では

3 名の優秀賞と2 名の特別賞が選ばれ、10月25日に都内
のホテルで表彰された。優秀賞に選ばれた 3 名は 11 月
14 日から 5 日間、ニューヨークを訪問した。

学生向けのプログラムコンテストは数多く開催されて

■ 課題例
【出題例】

世界中の国勢調査のデータ（地域、年齢、性別
など）を集計して、国別に人口増加率・幼児死
亡率・平均寿命・男女比率をリポートするプロ
グラムを作成してください。
データはリレーショナルデータベースに表形式
で保持。集計は COBOL 言語で開発し、バッチ
処理により実行。リポート出力は Java により
開発し、オンライン処理でも実行できるように
すること。
【図】パート３では上記のような課題が英語で出題された

いるが、メインフレームや業務に関連したものは他に

なく、学生からは「企業で使われているシステムを知る
ことができて新鮮だった」という声が多い。課題を解き

ながら学んでいくスタイルなので、初心者でも応募でき
るという意見もあった。

【優秀賞】九州大学大学院工学府 航空宇宙工学専攻 渡邊 一史 さん
優秀賞を受賞した九州大学修士課程 1 年の渡邉一史さんは「今まで全く興味

がなかった分野でしたが、ニューヨークに行ってみたくて応募しました。Mac や

Unix の経験はあったので、プログラミング自体には大きな違和感はありませ
んでした」と話す。

【優秀賞】東京大学教養学部理科一類 小泉 淳之介 さん
優秀賞の小泉淳之介さんは東京大学の学部 1 年生。プログラムは独学で少々

できたというが「実社会で使われているシステムに触れるのは初めてで新鮮

でした。パート 3 で機械語の命令を読むのは大変でしたが、コンピュータの

中身を見ている感じがして楽しかった」と語る。
【優秀賞】大阪府立大学大学院 酒井 学 さん工学研究科

小泉 淳之介 さん

優秀賞の大阪府立大学の酒井学さんは、博士後期課程 3 年で来年には社会人

になる。
「学生最後の年なので、いろいろ挑戦したいと思って参加しました。
黒い画面にテキスト文字でプログラミングしていくのは、普通の学生とは違う
ことをしているという優越感みたいなものがありました」と話す。

彼らにはニューヨークツアー以外にも、得るものが多
かったようだ。小泉さんは「SQL はパワフルでやりたい
ことがスムーズにできる言語。これからも勉強して役立
てたい」と話し、航空宇宙工学を専攻する渡邉さんは

「今回の経験で IT に抵抗感がなくなりました。より

積極的な姿勢で IT に取り組めるようになった」と話す。

酒井さんは「短期間でいろいろなタスクをクリアする

ことで、物事を効率的にこなすスキルがついた」と社会人
に向けた準備に役立ったと話す。

それぞれ進むべき道は違うが、コンテストを通して得た
スキルと自信が彼らを成長させている。それは企業が

次世代を担う IT人材を育てることにも、共通する部分

があるのではないだろうか。

■ 特典のニューヨーク旅行
お問い合わせ

IBM アクセスセンター
0120 - 550 - 210
ポケプシーにある
IBM z Systemsの製造開発
拠点内にあるブリーフィング
センターにて

z Systems の 製 造 テストや

組み立て工場の現場を見学
し、z Systems の歴史から最
新機能全般を学んできました。

受付時間 9：00 〜 17：00（土、日、祝日を除く）
Watson リサーチセンターにて

セントラルパークにて

施設内にある THINK Lab や
図書室などを見学し、ここで
働く研究者から最新の研究
内容を学んだり、理系学生の
キャリアについてアドバイス
を受けてきました。

観光では、セントラルパーク
を散歩したり、自由の女神や
トランプタワーも見てきまし
た。

製品情報

「z Systems」
で検索

https://www.ibm.com/systems/jp-ja/z/
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