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IBM は、サーバーおよびストレージ・ソリューションのリーディング・イノベーターであり、お
客様のニーズに応じて拡張可能な優れたパフォーマンス、回復力、セキュリティー機能を提供し

ます。IBM Cognitive Systems ポートフォリオの中で、IBM i は IBM Power™ サーバー向け統合

オペレーティング環境として位置付けられています。進歩的なお客様は IBM i の強みを活かし、
AI や IoT、オープンソースなどの先進テクノロジーを統合して自社のビジネスを変革し、IBM i

への投資を拡大しています。IBM のハイブリッドクラウド環境の導入を検討する企業も増えてい
ます。IBM i テクノロジーにとって、エキサイティングな時代の訪れです。

IBM i は統合された Db2® データベース・アーキテクチャーを使用して、一般に広く使われてい
るさまざまな業界アプリケーションを実行する際、コスト効率に優れ、高度な回復力と安全性を
備えた基盤を提供します。この機会をお借りして、IBM i への当社のコミットメントをあらため

てお伝えできることを光栄に思うとともに、IBM Systems ソリューションにお寄せいただいてい
る信頼に感謝いたします。IBM i は、IBM のコグニティブ・システム製品ポートフォリオ全体に
とって重要なコンポーネントです。

このホワイトペーパーは、IBM i オペレーティング環境に関する IBM の戦略とロードマップを

IT をご担当する方々にご理解していただけるよう構成されています。IBM は 2019 年に IBM i
7.4 を発表して以来、クラウドの組み込みやオープンソースおよび Red Hat テクノロジーとの

統合強化を進めてきました。今こそ、当社の戦略の最新情報を皆さまにお伝えする最適なタイミ
ングです。IBM i 7.4 はオペレーティング・システムの最新リリースであり、Db2 Mirror や画期

的なデータベース・レジリエンシー・オファリングなど新機能がふんだんに盛り込まれていま

す。このホワイトペーパーでは、ハイブリッドクラウド環境を活用するための戦略や、お客様の

アプリケーションを新しい AI ソリューションと統合するための戦略についても詳しく解説して
います。

お客様のご愛顧に改めて感謝いたします。今後の IBM i への投資にあたり、このホワイトペー
パーがお客様の成長の一助となれば幸いです。
。

Steve Sibley

IBM Power Offering Management 統括責任者
IBM Cognitive Systems

2

目次

エグゼクティブ・サマリー

4

– 未来を変革する
– 概要

4

– 最優先のソリューション

– 選択肢を提供するオープン性

IBM i 製品ポートフォリオ
– データベース

15

– ビジネス分析と最適化

– 統合による価値

– コグニティブ・コンピューティング

– アプリケーション・モダナイゼーション

デジタル変革時代のビジネス

5

– 新たな挑戦がもたらす新たなアプローチ

– オープンソース

– モバイル・コンピューティングとモバイル・
アクセス

– IBM i による企業変革

– サーバー仮想化とクラウド・テクノロジー
– 回復力と高可用性

IBM i: 変革者による変革者のための
プラットフォーム

7

市場における IBM i

7

– 世界市場における成長

– システム管理

– IBM Power サーバー

– システム・ストレージ

IBM i コミュニティーの参考情報

– 中堅企業における IBM i の利用

– IBM の参考情報

– 大企業における IBM i の利用

22

– IBM i コミュニティーの参考情報

– クラウドと IBM i

– Web サイト

– コミュニティー

概要: IBM i アーキテクチャー

– IBM i 製品ロードマップ

13

– IBM i サポート・ロードマップ

継続的な変革に向けた戦略

IBM i の中核技術

IBM i の将来: ロードマップ

– ハッシュタグ
10

1. Db2 for i と単一レベル記憶域

– Twitter
脚注

23

2. セキュリティーとインテグリティー

3. オープンソース・ランタイムおよびテクノロジー
の統合

4. マルチワークロード対応の仮想化
5. 投資の保護

IBM i | 目次

3

エグゼクティブ・サマリー
未来を変革する

デジタル・テクノロジーは人々の生活様式を一変させました。
テクノロジーは既に従来の業界構造と経済に変化を与え、顧客

概要

このホワイトペーパーでは、IBM Power の統合オペレーティン
グ環境である IBM i に関する戦略を詳述します。まず、戦略の

や都市生活者であることの意味を問い直しています。急速に変

3 つの重点分野の全体像を説明します。次に、デジタル変革時

焦点を合わせ、新たな専門知識を構築し、新しい働き方を策定

焦点を当てます。詳しく取り上げる領域は、市場における IBM

化するビジネス環境の中で成功するために、組織は新規分野に
して、これまでにない魅力的な体験をお客様に提供する必要が
あります。リーダー企業は、デジタル変革を導入してこのプロ
セスを推進しています。そして、可能性を思い描き、試行を繰
り返すことで、能力を高めるとともに新しいエコシステムを創
造しているのです。

代におけるビジネスの特性を考察し、最後に IBM i に具体的に

i の位置付け、IBM i アーキテクチャーの中核技術、IBM i の今
後のロードマップ、IBM i の多様な製品ポートフォリオなどで
す。また、IBM i コミュニティーに役立つ参考情報の一覧と、
さらに詳細な情報を探るためのリンクを掲載しています。

継続的な変革に向けた戦略

今日、企業は未だかつてない大きな変革を迫られています。お客様が最も重視していることを再検討し、競争上優位な差別化に向けて
の新たな可能性を享受できる運用モデルを構築し、テクノロジーを活用して継続的な変化に対応し計画を策定することが求められてい
るのです。企業にとっての課題は、これを、どれだけ早くどの程度まで実施できるかということです。IBM はこの課題を認識してお

り、 IBM i を活用して企業がこの変革の困難さを乗り越えるためのお手伝いをしたいと考えています。このため、IBM i ポートフォリ

オでの IBM の戦略は、デジタル変革は IT の一部であるという考えを重視しています。その戦略は、次に挙げる 3 つの重点分野で

構成されます。

1. ソリューションが最優先

2. 選択肢を提供するオープン性
3. 統合による価値

このアプローチにより、IBM は IBM i のポートフォリオに継続的な変革・進化を実現し、お客様やパートナー様にも同様の効果を発
揮するプラットフォームを提供します。IBM は、分析や仮想化、ハイブリッドクラウドなどの分野で変革を推進しています。この戦

略には、AI、機械学習、IoT (Internet of Things) 、その他のコグニティブ・コンピューティングなど、多くの企業が将来に向けて検討
している内容が含まれています。

ソリューションが最優先

IBM は、独立系ソフトウェア・ベンダー（ISV）と協力して、

り必要としないことに、すべての企業が着目しています。変化

強化、プログラミング言語、ソフトウェア開発ツール、ソフト

ビジネス上の課題を解決する際に高度な技術的専門知識をあま
の絶えない世界で成功を維持するには、企業経営に用いられる

ソフトウェア・ソリューションに新たなテクノロジーを採用/統
合することが不可欠であり、そのようなテクノロジーの中には

従来のデータセンター以外で達成できるものもあります。IBM i
は、過剰な IT リソースを必要とせずにビジネス・ソリュー

ションを導入できる、信頼性の高い統合プラットフォームを提

現在および将来の価値提供に必要となるソフトウェア・テクノ
ロジーの進歩を把握しています。そして、データベースの機能
ウェア配布方法に投資し、クラウドで利用可能なサービス・

ベースの機能など、優れたビジネス・アプリケーションを開発

するための最先端の環境を提供しています。その結果、ISV だ
けでなくすべての開発者が、ビジネスやお客様の現在のニーズ
に合わせてアプリケーションを再構築できます。

供することで高い評価を受けています。
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選択肢を提供するオープン性

IBM i は、前述のオープンソース言語を使用して、あるいは

ら移行するときに、複数の道を選択できます。その選択は、多

の統合を可能にします。

変革への道は、ただ 1 つではありません。組織は現在の環境か
くの要因、特にビジネス戦略に基づく要件に沿って行われま

す。IBM i は 20 年以上にわたってオープン・テクノロジーを
統合してきましたが、近年では、IBM i で利用できるテクノロ

ジーの数は飛躍的に増加しています。このオープン性は、まさ

に IBM i 戦略での重点分野であり続けます。なぜなら、このよ
うな選択肢を提供することで、お客様はニーズに合ったテクノ
ロジーを用いて変革を進められ、そこには紛れもない価値があ

オープンな標準インターフェースで提供されるサービスとして
ネイティブにオープン・テクノロジーを統合し、これらの価値

新しい若い人材を IBM i のお客様企業に呼び込むことも、IBM i
戦略におけるオープン性の重要な側面です。ほとんどの新人開
発者は、教育機関でオープンソース言語とツールを学んでいま

す。このような業界標準の環境を IBM i で利用できるようにす

ることで、IBM はお客様が才能のある新しいプログラマーを見

るからです。

つけて採用し、すぐに生産性を上げられるようにしています。

の機能強化により、新たな選択肢が加わります。IBM i カタロ

からいただいています。このプログラムの成功は、IBM i Fresh

オープンソースの領域では、既存の強力なプログラミング言語
グに現在登録されているオープンソース言語の多くは、ソ

リューション・イネーブラーとしてスタートしました。他にも
幅広いオープンソース・コミュニティーから選択することがで
きます。IBM の開発者やパートナー様の開発者は、しばしば

オープンソース・コミュニティーに積極的に参加し、それらの

言語の発展に貢献してきました (Node.js はその一例です)。あ

る言語が IBM i コミュニティーに幅広い価値をもたらすことが
明らかになると、IBM i の開発チームはその言語を IBM i に統
合してきました。

オープン性と選択肢のもう 1 つの側面は、ビジネス価値がどこ
に存在するかに関わります。IBM i のお客様にとって、自社の
ビジネス・ロジックや Db2 for i に格納されたデータは、競争

上の優位性をもたらす独自の価値を生み出しています。この価
値をビジネスの他の領域に公開したり、自社の顧客やパート

ナーからのアクセスを許可したりすることは、多くの場合、デ
ジタル変革を進める上で最も効率的で収益性の高い方法です。

ここ数年、この戦略は非常に効果的であるとのご報告をお客様
Faces コミュニティーの成長によって証明されています。

統合による価値

IT の進化にともない、ソリューションは複数のコンポーネント
を相互に組み合わせて構成しなければならなくなっています。
IBM i に限らず、どのような環境でも、新しいテクノロジーが
進化するたびに、企業はその可能性を評価し、そのテクノロ

ジーが自社のビジネスにとって価値があるかどうかを判断する
期間を設ける必要があります。価値があると見なされれば、そ
のテクノロジーは、最終的にソリューション全体の中で期待さ

れるコンポーネントとなります。IBM はこれらの新規テクノロ
ジーの多くを IBM i 製品スイートに統合し、さらにアーキテク
チャーにも組み込んで、使いやすくしています。その結果、

IBM i のお客様は、ビジネスへの影響を最小限に抑えながら新
しいテクノロジーを使用できます。

このレベルでの継続的な統合は、IBM i のエコシステムに参加

同時に、IBM i 環境の外部でも明らかに変革が発生していて、

しているソリューション・プロバイダーにもメリットがあり、

方法を模索しています。お客様のインフラストラクチャー内の

築できます。これにより、ISV は自社のソリューションを拡張

多くのお客様がその価値を IBM i のワークロードに結びつける
クラウド環境やパブリッククラウドで利用できるサービスも、
変革に役立ちます。

デジタル変革時代の
ビジネス
新たな挑戦がもたらす新たなアプローチ

ビジネス・リーダーは、生産性と効率性を向上させ、新しい市
場に参入し、サプライチェーンを最適化するために、長年 IT

を活用してきました。最近では、お客様の期待も変化していま
す。職場でもプライベートでも、今日のユーザーはスピード、
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最新テクノロジーの上に自社のビジネス・ソリューションを構
して発展させながら、新しいテクノロジーを採り入れることが
できます。

可用性、継続的なアクセスをテクノロジーに求めています。絶
え間ない技術革新は、さまざまな面で業界に影響を与えていま

す。変革のスピードが加速する中、IT 部門は変革と成長を推進

する一方で IT 予算の削減も求められています。その結果、これ
まで以上に IT の選択および IT インフラストラクチャーの重要
性が増しています。
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クラウド、コグニティブ、モバイル、IoT などの複数のテクノ

を購入する前、あるいはその家具の製造前に 3D シミュレー

様との関係をニーズ、用途、目標のいずれかを優先とする観点

ロセスは IBM i 上で実行されていたので、同社はオープンソー

ロジーを組み合わせたデジタル変革では、お客様やパートナー
から見直すものです。デジタル変革は、組織が顧客、パート

ナー、従業員、その他のステークホルダーに対して、魅力的で
独自な体験を生み出すのに役立ちます。これらのメリットは、
その体験の有効化や実現が、製品やサービスの直接提供による
ものなのか、あるいはビジネス・エコシステムを介したパート
ナー組織の製品やサービスのオーケストレーションによるもの
なのかにかかわらず得ることができます。最も成功している企
業は、顧客のためにエンゲージメントのプラットフォームを確
立し、イネーブラー、パイプ、パートナーとしての役割を果た
すように変革してきました。

デジタル変革への最適な対応として、企業はどのようにすべき
でしょうか。変革、差別化、成長の機会をどのように活用でき
るのでしょうか。さらに、実際の総合的な企業運営の一環とし
て最新の IT を活用し最適化して、これらすべてを費用対効果
に優れた方法で行うにはどうすればいいのでしょうか。

デジタル要素と実ビジネス要素を統合する一貫した戦略を持つ
企業は、ビジネス・モデルの変革に成功し、業界全体に新たな
方向性を示すことができます。このようなトップ企業は、お客
様への価値提供の再構築とデジタル・テクノロジーを駆使した

運用モデルの再構築という 2 つの相互補完的な活動に注力し、
お客様とパートナー様の対話やコラボレーションを強化してい
ます。そのために、いずれの面でも進歩できるような新たな能
力を構築しているのです。

IBM i による企業変革

IBM i は 30 年以上にわたって、エンターテインメントから小
売、製造、金融サービス、非営利団体、グローバル物流に至る
まで、あらゆる業界の組織で使用されてきました。今日、これ
らの企業は、IBM i により最も重要なビジネス・アプリケー

ションを実行し、最も機密性の高いデータに万全なセキュリ
ティーをもたらし、デジタル変革を進めています。

IBM i のお客様である JORI 社の事例は、IBM i 戦略のさまざ

まな側面を示すよい例であると同時に、お客様が IBM i に期待

を寄せる価値を示す一例でもあります。JORI 社は、顧客が家具
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ションによる確認を可能にして、カスタム家具の製造を新しい
時代へと移行させたいと考えていました。同社のビジネス・プ

ス・ソフトウェアに習熟した若い開発者が在籍する現地の IBM
ビジネス・パートナーと契約を結びました。この開発者はオー
プンソースの知識を活用し、自身はあまり馴染みのない IBM i

上にソリューションを構築しました。パートナー企業がこの新
しいコードを既存の製造ソフトウェアおよびビジネス・ソフト

ウェアに組み込み、JORI 社はビジネスを中断することなく変革
を達成することができました。1JORI 社は、IBM i による変革

が有用であることを示す一例にすぎません。

Caixa Geral de Depositos France 社は、IBM i 上で機能してい

る既存のコア・バンキング・ソフトウェアに機械学習を組み込
みたいと考えていました。同社とそのパートナー企業はハイブ
リッドクラウド・アプローチを採用し、IBM i の統合機能を活

用して IBM Cloud 上で利用可能なサービスを導入しました。2
世界的なブランドを展開する Carhartt 社は IBM i のお客様で

あり、IBM Power 上で利用可能なあらゆるオペレーティング・
システムを活用しています。同社の総所有コストを検討する

と、このホワイトペーパーで詳述されている IBM i のみなら

ず、IBM Power 上で利用可能なワークロード統合のためのオ
ファリングの活用が有用であることが明確にわかります。3

最後の事例ですが、ID Logistics 社は小売業界や繊維業界で商品

の配送を担う世界有数の企業です。新型コロナウイルス感染症

が世界的に流行する中、同社は運用をクラウド内の IBM Power

Systems Virtual Server に移行することで、チームがより高度な
顧客サポートの提供など他の優先すべき業務に集中できるよう
にしました。4

これらは、IBM i の価値を認識してパートナーと協力している

企業のわずか 4 つの例に過ぎませんが、いずれもオペレーティ
ング・システムの統合機能を活用し、IT インフラストラク

チャーの価値を拡張することで、最新テクノロジーを自社の強
みに活かしています。このような企業はほかにもあります。

IBM ビジネス・パートナー様の HelpSystems 社は、毎年、

IBM i コミュニティーの調査を実施しています。毎年、有用な

洞察が多数得られますが、その中に IBM i の投資収益率が他の
オペレーティング・システムよりも優れているかどうかをコ

ミュニティーに問う調査項目があります。その回答は、圧倒的
に「はい」が多くなっています。5
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IBM i : 変革者による変革者のための
プラットフォーム

テクノロジーの進化にともない、企業はさらに多くのことを強いられます。IBM i のお客様は、従来のビジネス・ソリューションと

オープンソース・ソリューションのテクノロジーを統合して、IBM i 自体で動作するアプリケーションや IBM Power 上の Linux に導

入されるアプリケーションを構築しています。IBM i のお客様は、これらのいずれのビジネス・ソリューションも選択できるという点
で明らかに有利です。ビジネス課題を解決し、価値を拡大するための技術的な柔軟性こそが重要です。

IBM i のユーザーはまた、分析エンジン、推論技術、モバイル・インターフェース、そしてあらゆる種類の IoT 機能を自社のビジネ
ス・アプリケーションに組み込んでいます。このようなテクノロジーの利用は爆発的に広がっていて、コア・ビジネス・アプリケー

ションに新たな要求を生み出しています。IBM Power サーバー上の IBM i オペレーティング・システムを使用するビジネス・アプリ
ケーションを実装することで、企業は競合他社を凌駕し、自社製品を競合他社から差別化し、運用コストを投資機会へと転換できま
す。

IBM i オペレーティング・システムの核心は、ビジネスとコンピューティングはいずれも時間の経過とともに変化するということを見

越して、ビジネス・コンピューティングのニーズに適応するよう設計されたプラットフォームであるということです。IBM i は、あら
ゆる変化に適応できるよう設計されています。IBM は、IBM i を変革のための強固な基盤を IBM とお客様の双方にもたらすプラッ

トフォームにできるよう、投資しています。その特性は IBM i の「i」によって示される「統合(integration)」であり、お客様はより少

ないリソースと高い信頼性で、高度な技術からより多くの価値を得られます。

市場における IBM i

従来、IBM i は、卸売業、小売業、製造業といった業種や、地方自治体、教育機関などで使用されてきました。今日、最も急速な成長
を遂げているのは、銀行や保険などの金融業界、そして小売業や医療業界です。IBM i および IBM Power サーバーの最新の進化によ

り、あらゆる規模と業種の企業にとって、現在のビジネス課題を解決するために利用できるアプリケーションやインフラストラク
チャーの幅が広がりました。

現在のデジタル変革の流れは、IBM i の利用を新たなテクノロジーの統合領域へと導いています。例えば、IBM i でコア・アプリケー

ションを実行している企業は、アプリケーションを強化するために、新たな視覚認識や従来とは異なるデータ検索を模索し始めていま
す。

世界市場における成長

IBM i 市場は、大企業における厳選されたユーザー・グループ

顧客基盤があり、これらの地域での売上は IBM i の年間売上の

70%) は中堅企業で、残り 30% が従業員数 1,000 人以上の大

IBM i は、北アメリカ、西欧、日本という従来の市場に強固な
80% 以上を占めています。ここ数年、IBM i はラテンアメリ

カ、東欧、および ASEAN 地域 などの新興市場で、特に銀行お

と、中堅企業による大規模なユーザー・コミュニティーという
2 つの側面を持っています。IBM i のユーザーの過半数 (約
企業となっています。

よび流通の分野において継続的な成長を遂げています。中国は

UNIX が主流の成長市場という傾向がありますが、IBM i は、特
に銀行と金融サービスの分野で強い存在感を示しています。

IBM i | 目次 | IBM i: 変革者による変革者のためのプラットフォーム
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ウェア・ソリューションを SaaS (Software-as-a-Service) とし

中堅企業における IBM i の利用

てクラウド上に実装してきました。これにより、お客様はシス

は、最も重要なビジネス・データとアプリケーションのため

に注力できます。PaaS (Platform-as-a-Service) や DRaaS

世界中の何千もの企業が IBM i を利用していますが、その理由

に、Windows テクノロジー・ベースのサーバーに代わる、より
回復力に優れ、より安全でコスト効率に優れたソリューション

テムを管理することなく、ビジネス・ アプリケーションの管理
(Disaster-Recovery-as-a-Service) など、他のタイプのクラウ

ド・サービスを提供している多くの IBM のパートナー企業もお

を求めているためです。

られます。

要件の拡大に合わせてこれらの投資を活用することという 2 つ

うにすると発表しました。この発表以降、IBM は IBM i を

特に中堅企業には、IT 投資を最大限に活かすことと、企業での
の重要な要望があります。Windows テクノロジー・ベースの

サーバーとは異なり、IBM i オペレーティング環境は、ほとん

どの場合、複数のビジネス・アプリケーションやデータベース
を同じサーバー上で安全かつ効率的に実行するために使用され

ます。 その結果、
「IBM i で管理すると、Windows の場合より
もサーバー数が少なくて済む」という評価をいただいていま
す。これにより、企業は現在の IT 資産をより有効に活用で

き、新たなアプリケーションの導入のたびに生じる新規サー

バーの導入・管理のコストを回避できます。IBM i なら、この

ような導入、アップグレード、管理の容易さにより、TCO（総
所有コスト）の評価において大きな優位性を得られます。

大企業における IBM i の利用

近年、サーバー仮想化技術とストレージ・アーキテクチャーの
両面で飛躍的な進化がみられます。大企業のお客様は、IBM i

実装環境でこれらの利点を活用しています。分散していたサー
バーをデータセンターに集約することで、コストが大幅に削減
されます。現在、大企業では一般的に、IBM i を使用して高度

に仮想化された少数のシステムで大量のトランザクションを処
理する手法が取られています。

さらに、最近のストレージ実装では、大企業のお客様は、従来
の内部ストレージの使用と増加する SAN (IBM DS8000® や

IBM FlashSystem 7000 ファミリーなど) の使用を組み合わせて
バランスをとる傾向があります。フラッシュ・ストレージを

IBM i に接続することも可能で、これには直接接続または SAN

IBM は 2019 年初めに、IBM i を IBM Cloud で利用できるよ
IBM Power Systems Virtual Server 上に提供しました。これによ
り、規模の大小を問わず、IBM i の多くのお客様が、自社の

ワークロードの一部または全部を IBM の管理対象サービス環

境に移行できるようになりました。企業はクラウド・ソリュー

ションのベンダーを 1 社に絞ることができ、クラウド技術とオ
ペレーティング・システムの両方のプロバイダーとしての IBM
と協業できます。

お客様からの要望に応えて、IBM は、IBM Power サーバー上で
IBM i、AIX、または Linux を実行しているすべてのお客様にハ
イブリッドクラウドを提供できるよう注力しています。前述の

IBM Power Systems Virtual Server は、この戦略の基盤を担って
います。ハイブリッドクラウド戦略には、自社のすべてまたは
一部のコンピューティング環境を自社のデータセンターで実行
することを選択したお客様も含まれています。最近発表された
Power Private Cloud with Dynamic Capacity を使用すると、お

客様は自社のデータセンター内のクラウドのような環境で実行

できます。最終的に、IBM Power のハイブリッドクラウド戦略

には、これらの 3 つの環境が含まれるだけでなく、各環境間を
ほぼシームレスに移行できます。

新機能や新たな支払いオプションを利用するかどうかに関わら
ず、また他のビジネス固有の理由から、クラウドまたはクラウ
ドライクなモデルを実装する方法と実装場所を評価する IBM i
のお客様が増えています。

経由で接続します。外部ストレージを使用する傾向の高まりに

コミュニティー

PowerHA®、FlashCopy®、Metro Mirror、Global Mirror など) の

ます。IBM はコミュニティー活動を賞賛すると共に奨励し、普

より、IBM i のお客様は、ストレージや関連ソフトウェア (IBM
主流テクノロジーを活用できるようになりました。

クラウドと IBM i

クラウドはコンピューティング環境を変えつつあります。クラ
ウド・テクノロジーにより、企業はコンピューティング環境を
どこでどのように運用するかというビジネス上の意思決定がで
きるようになりました。現在、社内にインフラストラクチャー
がなく、完全にクラウドのみで運用している企業もあります。

IBM i には定評のある熱心なユーザー・コミュニティーがあり

及を支援しています。この幅広い IBM i ユーザー・グループ全
体で共通する話題は、IBM i プラットフォームへの高い評価と

貢献です。多くの場合、お客様は自社の事例を積極的に共有し
ようとします。これらの事例では、IBM i をどのように利用す

れば、最新のテクノロジーを自社のアプリケーション・ポート
フォリオに統合し、顧客に価値をもたらすことができるのかが
示されています。

IaaS (Infrastructure-as-a-Service) プロバイダーにはさまざまな

形態があり、IBM や戦略的クラウド・パートナーによって提供
されています。多くの ISV は、長年にわたって自社のソフト
IBM i | 目次 | 市場における IBM i
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IBM i Large Users Group (通称 LUG) は、年に 3 回、IBM と会
議を行う独立組織です。多くの会議をミネソタ州ロチェスター

で開催してきました。しかし、現在はコロナ禍により、LUG は
バーチャル会議を運営し、軌道に乗せています。メンバーに

は、世界最大級の IBM i ユーザーが多数含まれています。LUG

は IBM チームに対する顧問としての立場で活動し、IBM i と

IBM Power の戦略に関するフィードバックを行い、意見を述べ
ています。

国際的ユーザー・グループ COMMON は、IBM の最初の中型コ
ンピューター・システムが発売されて以来、50 年以上にわたっ
て活動を続けています。今や同組織は大きな成長を遂げ、カナ
ダ、メキシコ、米国、カリブ海諸国など、北アメリカの国々に

COMMON 組織があります。COMMON Europe には、ヨーロッ
パの文化や言語を代表する 16 のメンバー国の組織がありま

す。日本での IBM i ユーザー・コミュニティー組織の名称は

IBM i Club です。

ユーザー・コミュニティー組織は、世界中の他の地域にもあり
ます。

IBM は、CAAC (COMMON Americas Advisory Council) および

CEAC (COMMON Europe Advisory Council) と定期的に会合し、
IBM i に対する今後の機能強化の要求を理解し、優先順位を決

定します。CAAC と CEAC は年に 2 回顔を合わせ、毎月定期
的な電話会議も行なっています。

また、ローカル・ユーザー・グループ、ISV ユーザー・グルー

プ、LinkedIn グループ、Facebook コミュニティーなど、IBM i
に特化した広範なネットワークもあります。IBM i チームは、

これらのユーザー・グループと協力してフィードバックを収集
し、プラットフォームへの要望を確認しています。

IBM i | 目次 | 市場における IBM i
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IBM i の中核技術
概要: IBM i アーキテクチャー

IBM i の適応性は、独自の信頼性、セキュリティー、柔軟性、統合を提供するアーキテクチャーの上に成り立っており、このすべてが
TCO (総所有コスト) の大幅な削減につながっています。このアーキテクチャーの中核技術が、IBM i を業界で唯一の存在にしていま
す。中核技術には、次のものがあります。
1. Db2 for i と単一レベル記憶域

2. セキュリティーとインテグリティー

3. オープンソース・ランタイムおよびテクノロジーの統合

4. マルチワークロード対応の仮想化

5. 投資の保護

IBM i アーキテクチャー

図 1 — IBM i アーキテクチャー
これらの中核技術は、他のオペレーティング・システムとの明確な差別化要因であるとともに、継続的な変革を実現するための比類な
き基盤となり、最新の IBM i 7.4 にも引き継がれています。

IBM i | 目次 | IBM i の中核技術
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1. Db2 for i と単一レベル記憶域

IBM i は、他のオペレーティング・システムの中でも、独

自な方法でデータを取り扱います。金融、在庫管理などの
基幹業務を実行するトランザクション・ワークロードの処
理には、リレーショナル・データベースが最適です。今日
のほとんどのオペレーティング・システムで提供されるの
は、汎用ファイル・システムのみです。このため、お客様
はリレーショナル・データベースを追加で購入し、インス
トールして管理する必要があります。しかし、IBM i は違
います。

IBM i には、SQL 準拠の完全にリレーショナルなデータ

ベース Db2 for i が、統合機能としてアーキテクチャーに組
み込まれています。さらに、統合のみならず、他のプラッ
トフォームでは通常データベース管理者やストレージ管理

者が実行しなければならない多くのタスクが、 Db2 for i で
は自動化されているのです。一例として、データベース表
における索引のリバランスがあります。これは、IBM i の
もう 1 つの独自技術である単一レベル記憶域アーキテク

チャーとの連携によって実現されています。各データの保
管場所はオペレーティング・システムによって決定される
ため、データの分析と配置が自動化され、高いパフォーマ
ンスが保証されます。

2. セキュリティーとインテグリティー

IBM i は、他のオペレーティング・システムよりも高いレ

ベルのインテグリティーとデータ保全性を提供するさまざ
まな特性を持ちますが、その中でも特に重要なのは、オブ
ジェクト・ベースのアーキテクチャーとハードウェアによ
るストレージ保護です。

オブジェクト・ベースのアーキテクチャーとは、IBM i に
おけるすべての「モノ」には、事前定義された用途が備

わっていることを意味します。例えば、プログラム・オブ
ジェクトには、プログラムは実行できるがファイルは実行
できないという「用途」が事前定義されています。オブ
ジェクト・ベースのアーキテクチャー上に構築されたセ

キュリティーにより、IBM i におけるそれぞれの「モノ」

は、そのオブジェクト・タイプで許可されている場合のみ
使用でき、それ以外の使用はできません。IBM i は、この

重要なアーキテクチャー設計のおかげで、他の環境では悩
みの種である「トロイの木馬」攻撃からも保護されていま
す。トロイの木馬ウィルスは、別のものを装った悪意のあ
るコードです。例えば、ユーザーには写真や動画のように
見えますが、実はそれは重要な情報を削除してしまうプロ
グラムであり、その「ファイル」がアクティブ化される

と、悪意のあるプログラムが実行されてしまうといったも
のがあります。IBM i オブジェクトでは、このようなこと

は起こり得ません。プログラムが他のものを装うことがで
きないからです。
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一方、ウィルスは既存のプログラムに入り込み、プロセッ
サーの命令を変えてしまうことがよくあります。

ウィルスはこれを実現するために、あるメモリー・ロケー
ションへのポインターを取得し、不要な命令を挿入できる
別のロケーションを指すように変更します。IBM i は

Power プロセッサーと連携して、このようなことが発生し
ないようにします。固有の単一レベル記憶域アーキテク

チャーはポインター操作への強制力を持つため、オペレー
ティング・システム外から持ち込まれたコードがプロセッ
サー命令を変更できないようになっています。

これらのセキュリティー機能とインテグリティー機能は、
他のさまざまな機能と同様に、オペレーティング・システ
ムに追加されているだけでなく、設計段階から組み込まれ
ています。

3. オープンソース・ランタイムおよび
テクノロジーの統合

IBM i のデータベースとセキュリティー・インフラストラ

クチャーの統合は前の 2 つのセクションで既に明らかにな
りましたが、IBM i でのテクノロジー統合は、それらをは
るかに超えるものとなっています。

時の経過とともに、アプリケーションは自身のタスクを実
行するために、ますます複雑化する多数のテクノロジーを
必要としてきました。IBM i は、ミドルウェアと呼ばれて

いるこのテクノロジーを、オペレーティング・システムと
それに関連する統合オファリングに組み込んでいるため、
ユーザーはソフトウェアを追加購入する必要がありませ
ん。

Web サーバー、アプリケーション・サーバー、プログラ

ム・インテグリティー・ツール、デジタル証明書管理、監

査機能、ディレクトリーおよびユーザー ID サービスは、

すべて IBM i の一部であり、ともに構築されてテストされ
た上で提供されています。また、これらのテクノロジーは

時の経過とともに進化するため、IBM はこれらの機能を最
新かつ最良の状態で IBM i ポートフォリオに組み込んでい

ます。

IBM i に必要不可欠な要素は、IBM Portable Application

Solutions Environment for i (PASE) です。PASE は技術的

に、Power プロセッサーの能力を利用して、複数タイプの
オペレーティング・システムを同時に実行できます。これ

には、IBM i、UNIX 系統 (AIX® および Linux）が含まれま

す。Power のこの能力を使用して、IBM i には AIX カーネ
ルが組み込まれています。AIX 用にコンパイルされたソフ

トウェアを IBM i によって、あるいは IBM i 内部で直接使

用できるのは、この PASE 環境があるからです。

しかし、IBM i における PASE の最も重要な用途の 1 つ

は、オープンソースのコンポーネントをプラットフォーム
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に組み込むことです。ほとんどのオープンソース開発は

この比類なき前方互換性は、IBM i 独自のもう 1 つのアー

め、PASE で実行可能なオープンソース・ソフトウェアを

Independent Machine Interface) によって実現されていま

UNIX ベースのオペレーティング環境を対象としているた
検索または作成するのに、苦労はほとんどありません。こ
れにより、IBM i で利用可能なソリューションとソフト
ウェア・コンポーネントの数が大幅に増加します。

4. マルチワークロード対応の仮想化

1990 年代の後半以降、ほとんどの企業はサーバーに複数
の処理を実行させる必要がありました。IBM i は当初か

ら、給与計算ソフトウェアや CRM (カスタマー・リレー
ションシップ・マネジメント) アプリケーション、Web

サーバーが実行されている IBM i インスタンスと同じイン
スタンス上で、お客様が ERP (エンタープライズ・リソー
ス・プランニング) ソリューションを同時に実行できるよ

う設計されていました。その結果、1 つのサーバー、IBM i

製品ポートフォリオの 1 つのインスタンス、複数のアプリ
ケーションがすべて 1 箇所で実行されます。

しかし、IBM i は、複数のクライアントが同じサーバー上

で同じソフトウェアを同時に実行できるようにも設計され
ています。組み込みのワーク・マネジメント・サブシステ

ム機能と Db2 for i 固有のセキュリティー機能を連携して使
用することで、IBM i はワークロードの分離を提供しま

す。どのクライアントも、他のクライアントのデータと相
互作用する必要はありません。クラウド・テクノロジーが
普及するかなり前からこれらの組み込み技術を使用して

IBM i 向けのソリューションを開発していた ISV は、IBM i
の単一のインスタンスで複数のクライアントにリモート・

キテクチャー中核技術である TIMI (Technology

す。IBM i 上でソフトウェア・プログラムをコンパイルす

るとき、他のオペレーティング・システムとは異なり、プ
ログラムは特定のプロセッサー命令用にはコンパイルされ

ません。代わりに、MI 命令と呼ばれる中間層の命令セット
にコンパイルされます。この中間層は、その下のテクノロ
ジー層が変化しても、変更されずにとどまります。例え

ば、お客様が Power9 ハードウェアに移行する際に、アプ
リケーション・コードを再コンパイルまたは再変換する必

要はありません。IBM i が、既存の MI 命令を最新のプロ
セッサー・アーキテクチャーに合わせて変換します。

この独自技術のもう 1 つの利点は、オペレーティング・シ
ステムのエンジニアが IBM Power サーバーの高度な機能
を活用することで、IBM i のユーザー・ソフトウェアのパ
フォーマンスを向上させることができることです。

IBM i のアーキテクチャーは、常に時代を先取りしてきま

した。1988 年当時、設計担当者は将来コンピューティン

グがどこへ向かうのかという構想を描いて、このような重
要な中核技術を実装しました。チップ設計、セキュリ

ティー、仮想化、モバイル・コンピューティング、そして

現在の AI など、コンピューティングに高度な機能が登場
する中、IBM i のアーキテクチャーは、重要なビジネス機

能を保護しながら常に最新の進歩をもたらすことでお客様
の成長と進化を可能にすると同時に、IBM i 自体もお客様
と共に成長してきました。

サービスを提供することができました。

このようなレベルの仮想化により、購入が必要なシステム
の数が少なくなるとともに、購入が必要なライセンスやサ

ポート契約の数も少なくなります。まさに IBM i は、TCO
(総所有コスト) 削減につながるマルチワークロード管理を
お客様に提供するよう設計されたプラットフォームなので
す。

5. 投資の保護

一度ビジネス・ソリューションを開発して、それを再コン
パイルする必要がない状況を想像できるでしょうか。もち
ろん、IBM i のお客様なら想像するまでもありません。こ

れこそが、お客様が 30 年以上にわたり IBM i を信頼し続
けてきた礎です。1980 年代に開発されてコンパイルされ

たアプリケーション・コードは、元々 48 ビットのシング
ル・スレッド・プロセッサーで実行されていましたが、現

在でも、最新のマルチコア/マルチスレッド Power9™ プロ

セッサーでそのまま実行でき、お客様はソフトウェアを変
更することも、再コンパイルすることさえも必要ありませ
ん。
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IBM i の将来: ロードマップ

IBM i には、製品ロードマップとサポート・ロードマップという 2 つのロードマップがあります。この 2 つのロードマップは、IBM

が IBM i 製品ポートフォリオに投資している内容と、各リリースの存続期間がかなり長いことを理解する上で重要です。

IBM i 製品ロードマップ

う新しいプログラム製品です。この製品は、アプリケーション

を戦略的に提供していることがわかります。まず、IBM は IBM

接続、最新の IBM Power サーバー、および IBM i 7.4 を利用

製品ロードマップでは、IBM が 2 つの側面から IBM i の機能
i のメジャー・リリースを 2 年から 4 年ごとに提供します。

以下のロードマップ (図 2) には、最新のリリースである IBM i

7.4 が中央に示されています。その左側には、前の 2 つのメ

ジャー・リリースがあり、右側には将来の 2 つのメジャー・リ
リースがあります。IBM は 10 年以上もこのロードマップに
沿って提供を続け、大きな変革をお届けしています。

の継続的な可用性を提供するための IBM i の機能強化です。常
時利用可能なプラットフォームを必要とするお客様は、高速な
することで、継続的な可用性を実現できます。

IBM i 7.3 では、蓄積された過去からの業務データをアクティブ

な最新データに統合しておける機能など、統合分析機能の Db2
サポートが導入されました。その結果、過去のデータの分析が
簡素化され、将来に関する意思決定を行う際に役立てることが

できるようになりました。また、IBM i 7.3 には、権限収集とい

各メジャー・リリースでは、幅広い機能強化と新機能を提供し

う IBM i の新しいセキュリティー機能が搭載されました。権限

はメジャー・リリースの概要を簡単にご紹介しながら、各リ

およびアプリケーション・オブジェクトをどのように使用して

ています。数が多すぎてその詳細を書き切れませんが、ここで
リースに含まれる広範な開発内容をお伝えします。

最新のメジャー・リリース IBM i 7.4 には、多くの新機能が導

入されました。最も注目されるのは、IBM Db2 Mirror for i とい

収集は、アプリケーション・ユーザーがデータ・オブジェクト
いるかを監視します。お客様は、セキュリティー・ポリシーが
正しく運用されているか監視し、ビジネス・データがポリシー
によって保護されていることを監査者に証明できます。

IBM i リリース・ロードマップ

IBM i 7.2

IBM i 7.3

IBM i 7.4

IBM i (次)

IBM i (次の次)

テクノロジーの更新

図 2 — IBM i 製品ロードマップ
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IBM i 7.2 には、Db2 の RCAC (Row and Column Access

Control) が搭載され、お客様は統合化および自動化された方法
でビジネス・データを保護できるようになりました。また、

IBM i 7.2 では、 多くの新しいオープンソース言語環境が提供

されるとともに、RPG が更新されてフリー・フォーマット化さ
れました。

IBM i 製品ロードマップのもう 1 つの戦略的な側面は、メ

ジャー・リリースとメジャー・リリースの間にも新しい機能を

継続的に提供することです。2010 年以降、IBM は年に数回、
IBM i の機能強化を提供しています。これには、半期に一度の

Technology Refresh (TR) も含まれます。これらの TR では、仮
想化、I/O、ストレージ機能など、IBM i 製品スイートと IBM

Power サーバー・テクノロジーの利用に関連する重要なアップ
デートが提供されます。IBM i がクラウドに参加するために必

要なサービスの多くは、リリースとリリースの間に追加された

機能によって実現されました。TR による 提供方式は、IBM が
IBM i を継続的に変革している姿勢を明示しています。

IBM i は統合オペレーティング・システムであり、多くのコン
ポーネントで構成されています。新規の各リリースと TR で

は、新しい機能を提供するコンポーネントの範囲が重要です。
IBM は、業界のニーズとさらに重要なユーザー・コミュニ

ティーのニーズを満たすために、IBM i の進化に多大な投資を

行っています。メジャー・リリースと TR の定期的な提供は、
IBM の継続的なコミットメントの表れです。

IBM は、IBM i の将来のリリースの内容や日付に関する情報を

開示していませんが、ロードマップには、今後もリリースの提
供を予定していることが明確に示されています。

IBM i サポート・ロードマップ

IBM i のお客様は、オペレーティング・システムおよび関連す

るプログラム製品に対する高品質で信頼性の高い長期間にわた
るサポートを高く評価しています。これまで、お客様は非常に
満足している領域の 1 つとしてサポートを挙げてきました。

IBM i サポート・ロードマップには、このサポートに関して重

要な点が 2 つ示されています。まず 1 つ目は、IBM i の各リ

リースには、頼りになる基本サポートの期間があることです。
前例に基づくと、IBM i の戦略としてリリースが一般出荷可能

になってから約 7 年間この基本サポートが提供されます。現行
リリースへの移行に時間のかかるお客様のためには、前例に基

づくと、通常さらに 3 年間の延長サポートが提供されます。こ

の 2 つを合わせて、リリースが発表されてから製品寿命が終了
するまでの期間は約 10 年となります。

図 3 — IBM i サポート・ロードマップ
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IBM i サポート・ロードマップのもう 1 つの重要な点は、製品

年 + 3 年」のサポート戦略により、2029 年頃までは、基本サ

が得られることです。存続期間が 10 年間のサポート戦略を考

ドマップには未発表の他のリリースがあるため、 2030 年代ま

ロードマップでは未発表の将来のリリースに関するガイダンス
慮すると、将来のリリースとサポートを予測できます。例え

ば、IBM i 7.4 は 2019 年に登場したばかりです。つまり、「7

ポートと延長サポートが提供されると考えられます。製品ロー
で予測できるかもしれません。

IBM i 製品ポートフォリオ

前述のとおり、IBM i および関連製品のポートフォリオに関する戦略の方向性は、次の 3 つの方針に重点が置かれています。

1. 最優先のソリューション: AI、コグニティブ、クラウド、IoT などの最新テクノロジーとの統合により最新のビジネス・ソ
リューションを提供します。

2. 選択肢を提供するオープン性: オープンソース・コンポーネントを組み込めるように IBM i オペレーティング・システムを開

放し、新規または既存のアプリケーションを多数の最先端技術と統合できるようにします。これには、AIX や Linux 上で稼働
するアプリケーションも含まれます。

3. 統合による価値: セキュリティー、信頼性、可用性を損なうことなく、IBM i 統合という指針の下で多くの新しい機能を提供し
ます。

基盤となる Power テクノロジーの絶え間ない進化とそのハードウェアのさらなる強化にともない、IBM i はこれらのテクノロジーの
変化に対応し、新たな機能を活用する必要があります。このことは、プロセッサーやメモリーの進化だけでなく、IBM Power に接続
されるさまざまな周辺機器 (外部ストレージ・デバイスなど) にもあてはまります。

これらの重要方針を支援しているのは、オペレーティング・システムの各主要機能に関連する以下の戦略分野です。
– データベース

– ビジネス分析と最適化

– コグニティブ・コンピューティング

– アプリケーション・モダナイゼーション
– オープンソース

– モバイル・コンピューティングとモバイル・アクセス
– サーバー仮想化とクラウド・テクノロジー
– 回復力と高可用性
– システム管理

– IBM Power サーバー

– システム・ストレージ
– データ転送
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IBM のビジネス分析ソフトウェアを使用すると、組織は時間と

データベース

場所を問わず分析結果を意思決定に適用できます。IBM i のお

統合されています。IBM Db2 for i は、ネイティブのデータベー

り適切に分析することで、コストを削減し、業務全体でサービ

Db2 for i のフル実装が、IBM i オペレーティング・システムに

ス・レコード・レベルのアクセスと標準ベースの SQL の両方を

客様は Db2 Web Query for IBM i を使用して自社のデータをよ
スを向上できます。IBM は Information Builder 社と協力し

利用できます。Db2 for i は、IBM i オペレーティング・システ

て、さまざまなビジネス・インテリジェンス・ソリューション

応えるためにゼロから設計されました。このデータベースの優

テクノロジーを装備したフル・スイートを提供しています。

ムと同様に、ビジネス・コンピューティングのニーズと期待に
れたアーキテクチャーにより、柔軟性、拡張性、セキュリ

ティー、使いやすさ、堅固な安定性といった形でビジネス価値
がもたらされます。これまで、多くの企業が DBA スタッフへ

の投資をほとんど行うことなく IBM i を利用して業務を遂行し
ており、TCO (総所有コスト) を削減してきました。

Db2 for i が提供する多くの機能と機能強化によって、お客様は
データ中心の技術と分析技術の両方を導入することができまし
た。処理の役割を Db2 for i に委ねることで、お客様はパ

フォーマンスと拡張性への要望を満たしながら、次なるビジネ

ス要件の課題の解決に注力できます。DDS から SQL DDL への
モダナイゼーション、非常に大規模なデータに対応するための

SQL DDL の刷新、集合単位で操作する (set-at-a-time) SQL 照
会構成の習熟、データベース・ルールによるビジネスに欠くこ
とのできないデータの保護、データベース・エンジニアとして
の位置づけの見直しなど、お客様がどのようなタスクを求めて

いるかにかかわらず、Db2 for i には各種タスクに最適なツール
が備えられています。

「インメモリー」データベース・テクノロジーは業界で新しい

概念のように思われますが、IBM i のアーキテクチャーは 1988
年からインメモリー・データベースを備えています。IBM i の
単一レベル記憶域とは、メモリーとディスクを単一のアドレ

ス・スペースとして (あたかも、すべてがメモリーであるかの

ように) 扱うシステムを意味します。現在のリリースでは、IBM

i のインメモリー機能は、メモリー上に配置する表や索引だけで
なく、表と索引のどのサブセットを含めるかをお客様自身が選
択できるようになっており、他の実装よりも飛躍的に進歩して
います。IBM i のお客様は、メディアとメモリーのプリファレ
ンスを使用して、どのデータを自社の Power プロセッサーの
最も近くに配置するかをきめ細かく制御できます。

ビジネス分析と最適化

分析を行なっている企業は、同業他社を凌駕しているという調

査があります。また、
「分析指数」の高い企業、つまり広範な基
盤を持ち、分析を重視する企業文化を持つ企業は、平均して 3
倍の実績を上げています。ビジネス分析によって、組織はわず

に対応できる、照会、レポート作成、OLAP、ダッシュボード・
Db2 Web Query を使用して、データを別のシステムにオフロー
ドする煩雑な処理を行わずに、思考と同等のスピードで業務を
進められます。

IBM i 7.4 には、オープンソース言語 R と Python のデータサ
イエンス機能が追加され、IBM i データの分析を構築するため
のプログラム機能がもたらされました。

コグニティブ・コンピューティング

コグニティブ・コンピューティングは、組織のビジネスの優位
性獲得を実現する革新的テクノロジーとして急速に発展してい

ます。AI とも呼ばれるコグニティブ・テクノロジーは、膨大な
量のデータから新たなインテリジェンスを導き出して人間の専
門知識を増補し、詳細で予測的な洞察を大規模に提供します。
学習と推論が可能なシステムへの移行は、特に最終的な収益と
密接な関係があります。今日、コグニティブの時代が到来した
大きな理由は、ビジネスにおいて実用的な意味合いを持つため
です。コグニティブ・コンピューティング・テクノロジーへの
需要が急増しているのは、当然のことと言えます。

IBM は過去 3 年間、IBM i のお客様をコグニティブ・コン

ピューティングの世界にいざなってきました。これは、競争上
の優位性を獲得し、顧客にメリットを提供するための新しい方
法を検討しようと考えているお客様やパートナー様との取り組
みです。

IBM i のお客様である Caixa Geral de Depósitos France 社は最

近、銀行業務アプリケーションを拡張し、利用可能なソーシャ
ル・データから情報を取得する機能を組み込みました。これに
より、金融ローンを審査する際に適切な意思決定を行える確率
が向上しました。6

他にも、AI をヘルプ・デスク業務に利用し、24 時間の有人対
応を不要にした企業もあります。有人対応の代わりに、IBM

Watson® が顧客からの問い合わせに答えたり、サービスを提供
したりしています。

かな傾向やパターンでも認識することができ、起こりうる事象
を予測しながら実行にうつし、成果を改善できます。その結
果、売り上げ増加を図りながらコストを制御できるだけでな

く、リスクを事前に特定しやすくなり、事業計画を頓挫させず
に修正することが可能になります。
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お客様は最近、視覚認識やテキストから音声への変換など、従

RPG のこのバージョンは、若い開発者が使い慣れている他の多

たな付加価値を実現する機会を検討し始めています。これらの

す。

来とは異なるテクノロジーを利用して、アプリケーションの新
ことは、IBM Cloud や、IBM Watson Machine Learning

Accelerator を実行している IBM Power AC922 サーバーなど
のオンプレミス・ソリューションで可能です。IBM i 上で直接

実行できる機械学習ライブラリーもあるので、お客様は IBM i
環境の内外で機械学習アプリケーションを柔軟に作成できま

す。これらのテクノロジーは、ユーザーの操作性の改善といっ
た基本的なタスクから、不正検知などの複雑なタスクにまで幅
広く活用できます。今日の多くの企業が、機械学習、ディー

プ・ラーニング、AI を自社のビジネス・アプリケーションに組
み込むことで得られるビジネス上のメリットを認識していま
す。

コグニティブの時代が AI の世界に向かい、グラフィック・

ベースの処理とコンピューティング・ベースの処理が融合する
のにともない、IBM i 自体も進化することで、お客様がこれら
の最新テクノロジーを活用するために必要となるインター
フェースやコードを提供します。

アプリケーション・モダナイゼーション

IBM i のお客様の中には、業界固有の ISV アプリケーションを
利用している企業もありますが、多くのお客様は独自のアプリ
ケーションを開発し保守しています。さらに多くのお客様が、

自社環境に合わせて ISV アプリケーションをカスタマイズして
います。例えば、ノルウェー航空救急財団は IBM i と Db2 を
同財団の HemsWX 気象カメラ・システムのシステムとデータ
ベースに使用しています。この気象カメラ・システムは、ノル
ウェーおよびデンマーク全域の気象データを収集して配信し、
救助活動を最適化しています。7

IBM i では、従来 の RPG、COBOL、C、C++、Java 言語を含
む多くの開発言語を選択できます。また、この 6 年間、IBM

はユーザーからの要望に応えて、オープンソースのさまざまな
言語、ツール、環境を IBM i に提供してきました。

今やほとんどの企業、ほとんどのアプリケーションで、複数言

語の使用が一般的になっています。通常、RPG や COBOL はト
ランザクション処理やビジネス・ロジックに使用され、オープ
ンソース言語は AI や IoT デバイス、ユーザーとのインター

くの「最新の」言語に形式が似ており、彼らに人気がありま

COBOL 言語 は、30 年以上にわたり IBM i で使用されてきま

した。IBM はこの言語を継続的にレビューして更新すること

で、お客様が要望する追加機能を提供してきました。2019 年

に発表された IBM i 7.4 リリースには、そのような追加機能の
一部が含まれています。

IBM は、IBM i 向けの最先端の開発ツールとエンタープライ

ズ・モダナイゼーション機能を提供しています。Eclipse 標準を
ベースとする Rational® Developer for i (RDi) は、開発者の生産
性を最大限に高めます。RDi を熟知した業界エキスパートは、

デスクトップの統合開発環境に移行するだけで 25% から 50%
の生産性向上を実現できると述べています。IBM Team Concert

と IBM Urban Code Deploy は IBM が提供するツールで、アプ
リケーションとシステム全体でコードのデプロイメントとト
ラッキングを支援しています。

IBM i 向けのアプリケーション開発ツールは、業界のエキス

パート・ベンダーからも提供されています。その多くは、従来
型とオープンソースの開発をサポートしており、お客様が今日
のビジネス要件に合わせてアプリケーションを開発できるよう

支援する独自の機能が追加されています。IBM は、これらのベ
ンダーが提供しているモダナイゼーション・ツールのうち、1)
従来の RPG コードをフリー・フォーム RPG に変換する

ARCAD Converter、2) 古いスタイルのアプリケーション・コー
ドの解釈とモジュール化を支援する ARCAD Observer の 2 製
品をチャネルに含めました。

IBM i は、Java や Web 機能を組み込むためにアプリケーショ
ン・ポートフォリオを拡張しているお客様に向けて、IBM

WebSphere® 製品ポートフォリオと緊密に統合されています。
最新バージョンである Liberty Profile (旧称 IBM WebSphere

Application Server) は IBM i の一部として出荷されており、

Web アプリケーション・サービスの導入、構成、管理を容易に
します。IBM i に組み込まれた統合アプリケーション・サー

バーは、あまり複雑でない Web アプリケーションのサポート
を必要とするお客様に、使いやすく高性能な環境を提供しま
す。

フェースに使用されます。

RPG や COBOL といった従来型の言語は、ここ 10 年間で大

きく変わりました。IBM は RPG IV へのオープン・アクセス・
コンポーネントの出荷を開始し、開発者は RPG から他の言語

やインターフェースを直接呼び出せるようになりました。これ
は、モバイル・デバイスを含む複数のユーザー・インター

フェースをサポートする必要があったからです。最近では、フ

リー・フォーム RPG が数年前に発表され、それ以降、RPG 開
発者のコミュニティーによって急速に受け入れられています。
IBM i | 目次 | IBM i 製品ポートフォリオ
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援に役立つテクノロジーを数多く有しています。IBM i に統合

オープンソース

されたセキュリティーと重要なビジネス・データを容易にロッ

IBM i に提供しました。それ以降、IBM i 上でのオープンソース

り、お客様はアプリケーションのユーザー・インターフェース

IBM は 10 年以上前に、最初のオープンソース言語 PHP を

の実装が劇的に増加しました。

現在、Perforce 社の Zend Server が IBM i とともに出荷され

ており、PHP ランタイムとツールキットを提供するとともに、
IBM i アプリケーションとデータへの容易なアクセスを可能に
しています。Zend Server の最新リリースでは、PHP アプリ

ケーションのサーバー・コンポーネントとモバイル・デバイス
上で動作するコードへの分割がサポートされています。Swift

Transportation 社などのお客様は、自社のアプリケーション・
ポートフォリオで PHP を幅広く使用し、グラフィカル・イン
ターフェースをユーザーに提供しています。例えば、RPC

Superfos 社は、バックエンドのコア・オペレーション用に自社
の RPG 環境の大部分をフリー・フォーム RPG に変換し、フ
ロントエンドのユーザー・インターフェースをモダナイゼー
ションするために新しいオープンソース言語 (Python や

ク・ダウンできる機能の上に構築された多数の ISV ツールがあ
を携帯電話やタブレットへと拡張できます。例えば、川崎重工

は新しい eKanban モバイル・ソリューションを開発しまし

た。このソリューションを使用すると、組立在庫の専門家が組
立ラインで部品の搬入をスキャンまたは入力し、ラインとフロ
アにおける部品のバランスを監視できます。9

IBM が提供するツールの利用範囲が広がるにつれ、自社のビジ
ネス・アプリケーションにモバイル・インターフェースを構築
している企業を支援するためのツールやサービスが、経験豊富
な多数のベンダーから提供されるようになりました。その多く
は、複数のモバイル・プラットフォームを対象とするコード生
成機能を持っています。また、ガイダンスやテンプレートを提

供するベンダーもあり、 開発者が企業の要求に合わせてこれら
をカスタマイズできるようになっています。

Node.js など) を導入しました。8

サーバー仮想化とクラウド・テクノロジー

プンソース言語、ツール、環境を IBM i に提供することに懸命

想化テクノロジーの財産があります。このオペレーティング・

2014 年に IBM i 7.2 を発表して以来、IBM はより多くのオー

に取り組んできました。現在、パッケージの数は 250 を超えて
います。これらのパッケージは、Red Hat などさまざまな

Linux ディストリビューションで従来から使用されている RPM
形式で配布されます。IBM はこの新しいメカニズムにより、

バージョンやリリース、さらには TR の発表を通じた従来型の
コード提供を待たずして、多数のオープンソース・オファリン
グの新規バージョンを迅速に提供できるようになりました。

オープンソースは、よくコグニティブの言語や IoT の言語と呼
ばれることがあります。IoT に対応する多くのデバイスは、

オープンソースで書かれたインターフェースを持っています。
IBM Watson など多くのコグニティブ・サービスには、オープ

ンソース・テクノロジーを使用して容易にアクセスできます。
これらのテクノロジーを使用して倉庫内のロボットや製造現場
のセンサーと通信しているお客様事例もあります。

オープンソース言語は、世界で最も広く教えられている開発言

語です。これらの若い開発者が IBM i に関わる職場に加わるに

IBM i には、1988 年に発表された AS/400 までさかのぼる仮
システム設計には、複数のアプリケーションを単一システム・
イメージ内で個別に実行できるサブシステムという特徴があり
ます。

1999 年には、IBM は最初の PowerVM® 論理区画化テクノロ

ジーを導入し、 複数の仮想マシンを同じ IBM Power サーバー

上で実行できるようにしました。PowerVM はすべての Power9
サーバーに搭載されて出荷され、AIX、IBM i、および Linux の
各環境でスケーラブルでセキュアなサーバー仮想化を実現しま
す。PowerVM は、コアあたり最大 20 のマイクロ・パーティ
ショニングやサーバー間の Live Partition Mobility、プロセッ

サーやメモリー・リソースの動的再配置または自動再配置、幅
広い I/O 仮想化機能などを備えています。PowerVM および

IBM i サブシステムの仮想化は、IBM i のお客様に広く使用され
ており、運用コスト削減するための主要な推進要因となってい
ます。

つれて、開発環境も進化し、可能な限り最新の環境を提供する
ことが重要になってきます。

モバイル・コンピューティングとモバイル・
アクセス

モバイル・デバイスからのアクセスの提供は、アプリケーショ
ンを提供する上で重要な検討項目となっています。モバイル・

ユーザーは、幅広い企業と安全に取引できるモバイル Web サ
イトやモバイル・アプリケーションを必要としています。

IBM i は、モバイル・コンピューティングを導入する企業の支
IBM i | 目次 | IBM i 製品ポートフォリオ
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今日の世界では、クラウドの重要性がますます高まっていま

企業は、効果的なクラウド・コンピューティング環境を導入す

業界でクラウドと呼ばれるようになるずっと以前から、多くの

ネスの変革を実現できるようになります。例えば、家族経営の

す。IBM i にとって、クラウドは新しいことではありません。

ISV が「クラウド」オプションをお客様に提供してきました。
これらの SaaS モデルは、エンド・ユーザーと ISV の双方に

とって、引き続き成長が見込める投資分野です。

クラウド向け IaaS および PaaS モデルの普及により、IBM i

のお客様の中でもこれらのサービスを利用するケースが増えて
います。これらのモデルを利用すると、お客様は自社のインフ

ることで、IT コストの削減、サービス提供の改善、およびビジ
ワイン業者である Wijnen Van Maele 氏は、IBM Power System
S924 上で稼働するクラウド・バージョンの IBM i に移行する

ことで、より多くの顧客を獲得できただけでなく、革新的なブ
ロックチェーン・ソリューションを構築し、資本コストの発生
を回避できました。10

ラストラクチャーを社外に、つまり第三者のプロバイダーが所

回復力と高可用性

お客様が期待しているのは、データセンターの複雑な管理を自

プローチがあります。継続的な可用性、論理レプリケーショ

有して運用しているデータセンターへと移すことができます。
社で行う必要がなくなり、別のタスクに人材を再配置できるこ
とです。

IBM は先日、IBM i と AIX が IBM Cloud 経由で利用可能にな

ることを発表しました。IBM i のお客様は今後、IBM が運営す

るオフプレミス・データセンターに自社のワークロードを移す
ことができるようになります。市場の他のサービス・プロバイ

ダーも、同様のサービスを IBM Cloud に提供しています。詳細

IBM i の高可用性/災害復旧ソリューション実装には、3 つのア
ン、そしてハードウェア・クラスタリングです。HA/DR テクノ

ロジーと同様に、この 3 つのソリューションはいずれも、実動
システムから別のシステムにデータを複製し、実動システムで
障害が発生した場合に、この 2 つのシステム間で切り替え

(ロール・スワップと呼ばれることもあります) を実行します。
ただし、各アプローチの実装方法はまったく異なります。

については、IBM 担当員または IBM のビジネス・パートナー

にお問い合わせください。

図 4 — Db2 Mirror for IBM i
IBM i 7.4 の新しい LPP である IBM Db2 Mirror for i は、継続
的なアプリケーション可用性が必要な環境、つまり目標復旧時

間 (RTO) がゼロ、目標復旧時点 (RPO) がゼロの環境に対応す
るよう設計されています。
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その基盤となるテクノロジーは IBM i の統合オペレーティン

グ・システムの機能に基づいており、IBM i に統合された IBM

Db2 データベースの 2 つのコピーが、データベース・レベル

で緊密に結合されたアクティブ−アクティブ構成に沿って、2 つ

ベースの使いやすい管理ソリューションであり、システム管理

者が IBM i 実装のパフォーマンス特性をより深く理解できるよ

う補助します。複数の IBM i システムを使用している企業のた

めに IBM Administration Runtime Expert 製品が用意されてい

のシステム間で挿入、更新、削除を同期的に複製できます。ア

ており、システム間の環境 (ジョブ実行パラメーター、ジョブ

アクティブ構成またはアクティブ−パッシブ構成で導入でき、ど

テム管理者はこの情報を使用して、実行時の不具合のデバッグ

プリケーション・レベルでは、アプリケーションをアクティブ−
ちらの構成でもほぼゼロの RTO を実現できます。Db2 Mirror

によって提供される継続的な可用性は、最大規模の IBM Power
であっても、世界中の何千もの企業で使用されているスケール
アウト・サーバーであっても、IBM i のお客様が使用するシス

テムとストレージの全領域で利用可能です。Db2 Mirror は、ス

トレージ・エリア・ネットワーク (SAN) に実装でき、特に最新

記述情報、PTF レベルなど) を比較するのに役立ちます。シス

に対する支援や、ロケーション間での修正レベルの配布とイン
ストールの管理を行えます。

また、IBM ソフトウェアから提供されている統合サービス・マ

ネジメント・ツールも利用できます。

の NVMe デバイスを備えた直接接続のストレージにも実装でき

IBM Power サーバー

IBM PowerHA は、IBM i にディスク・クラスタリング・ソ

多様なワークロードやミッション・クリティカルなアプリケー

ます。

リューションを提供します。PowerHA は管理が容易なクラスタ
リング・ソリューションであり、システム間の切り替えや保守

が容易で、IBM によるサポートを直接受けられます。SAN へ移

行する IBM i のお客様が増加するのに伴い、PowerHA は、
IBM i オペレーティング・システムと IBM System Storage®

サーバーおよびソフトウェアの両方と緊密に統合された回復
力・ソリューションという利点も提供します。

IBM i オペレーティング・システムのリモート・ジャーナル機

IBM Power サーバーは、IBM i、AIX、Linux の各環境における

ションに価値を提供するために構築された強力で柔軟なサー

バーです。これらのサーバーには、最新の Power9 プロセッ

サー・テクノロジーが採用されています。常に利用可能な統合
されたリソース・セットと包括的なデータ管理機能を備えた

Power9 サーバーは、テクノロジーをビジネスのニーズに合わ

せ、データから新しい価値を導き出し、変革を推進できます。
また、安全かつ効率的にビジネス・サービスを提供し、コスト
削減に貢献します。

能にソフトウェア基盤を置く論理レプリケーション・ソリュー

Power プロセッサー・テクノロジーは IBM Power サーバー設

これらのディスク・クラスタリングや論理レプリケーションの

やデータを多用するワークロード (Web、分析、モバイル、AI

ションが、ISV から提供されています。

オプションがあるので、IBM i のお客様は高可用性と災害復旧
のニーズに対して幅広い選択肢が得られます。

システム管理

システム管理とは幅広い意味を持つ用語で、ハードウェアとソ
フトウェアの構成、リソースの割り当て、ワークロードの分

散、パフォーマンスの監視、セキュリティーおよびシステム・
アクセスの維持、キャパシティー・プラン、効率的なリソース
割り当てに関連するその他のタスクの実行などの機能を示す際
に使用されます。

IBM Access Client Solutions for i は、システム管理者が IBM i

の管理に使用する戦略的な製品です。名前からわかるように、
エンド・ユーザーがシステム・リソースにアクセスするために
使用します。また、データベース・ツールとインターフェース
のスイートを使用して、データベース・エンジニアは、ビジネ
ス・ニーズを確実に満たすために必要な種類のデータベース構
成と監視を行うことができます。Access Client Solutions for i

は、IBM i コミュニティーからの要望に基づいて定期的に更新
されます。

IBM Navigator for i ツールはグラフや可視化機能を備えた Web
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計の基盤となるものであり、従来型のトランザクション処理

(金融アプリケーションや ERP アプリケーションなど) と計算
アプリケーションのワークロードなど) の両方に最適化されて
います。これは、世界最速の 2 台のスーパーコンピューター

Summit と Sierra を駆動しているものと同じ IBM Power9 プ

ロセッサーによるものです。 最大限のパフォーマンスを実現す
るために、Power9 プロセッサー搭載システムは、パフォーマ

ンスと仮想化を動的に最適化するテクノロジーを用いて設計さ
れており、さまざまなワークロードに合わせてシステムを自動

的にチューニングできます。現在の Power9 プロセッサー搭載
システムは、AIX、IBM i、Linux という 3 種類のオペレーティ

ング・システムをサポートしています。

IBM Power では、スタック内のすべてのレイヤー (プロセッ

サー、システム、ファームウェア、OS、ハイパーバイザー) に
セキュリティー機能が組み込まれています。また、チップに内
蔵された高速の暗号化技術によって、データは転送中も保存中
も保護されます。

IBM Power サーバーはエンタープライズ・コンピューティング
の厳しい要求に合わせて最適化されていますが、アプリケー

ションやビジネス・プロセスにはさまざまなニーズがあり、1
つですべてを賄えるものはないことも IBM は理解していま

す。インフラストラクチャー・テクノロジーをビジネスに確実
20

に適合させるために、IBM は IBM Power サーバーをフル・レ

されるデータを SSD に配置し、ストレージ・オプションの階

ティー、パフォーマンス、拡張性に関するクラス最高の機能を

な管理においてトップクラスの地位を維持しています。

ンジで取り揃えています。それぞれのサーバーは、セキュリ
備えています。

IBM は、あらゆる種類のビジネス戦略をサポートするのに最適
なサーバーをご用意しています。いずれも、ハイブリッドクラ

ウド戦略を実現するための柔軟性を備え、x86 サーバーと比べ
て、短いダウンタイム、低廉なライセンス料、容易な管理とい
う特徴を持っています。

システム・ストレージ

IBM i のお客様には、容量、パフォーマンス、コストに基づく

さまざまなストレージ要件があります。これらの要件は、内部
ストレージと外部ストレージのいずれかを使用して満たすこと
ができます。

これまで、IBM i のお客様のほとんどは、オペレーティング・

システムによって直接管理および最適化される統合ストレージ

(内部ストレージ) を導入してきました。高速 RAID アダプター
を使用すると、特に大容量のトランザクション処理を行うアプ
リケーションの場合、内部ストレージの方が最適なパフォーマ
ンスを得ることができるからです。内部ストレージは待ち時間

が最も短いストレージの 1 つであり、IBM i にとっても最適化
されたストレージ・オプションであり続けます。

超高速 I/O 性能を備えた SSD ドライブによって、多くの IBM

i のお客様が、毎日、毎週、毎月行われるバッチ・ジョブの実行
時間を大幅に短縮できました。IBM i は、最も頻繁にアクセス
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層を管理することで、SSD におけるデータのインテリジェント
しかし、時の経過とともに、オペレーティング・システムと外
部ストレージ・サーバーの両方によって管理される外部スト

レージを採用する IBM i のお客様が増えています。外部スト

レージは、内部ストレージでは利用できない機能を IBM i プ

ラットフォームにもたらしました。例えば、外部ストレージで
のコピー・サービスを使用することで、バックアップの新しい
手法がもたらされ、ダウン時間も大幅に短縮することができま
す。PowerHA はオペレーティング・システム機能と外部スト
レージを統合し、堅固な HA/DR ソリューションを提供しま

す。PowerVM は構成の柔軟性を活用して、LPM (Live Partition
Mobility) などの機能を提供します。PowerVC は外部ストレー
ジを使用して、わずか数分で IBM i の論理区画を提供できま
す。

IBM i は、IBM DS8000 ファミリー、IBM Spectrum® Virtualize
ベースのシステム、Flash Systems といった IBM ストレー

ジ・サーバーをサポートしています。この接続オプションは、
性能が最適化されたものから高度に仮想化されたものまでさま
ざまあるため、外部ストレージに適切に合わせることができま
す。

IBM は、利用可能なさまざまなストレージ・オプションをサ

ポートできるよう、ストレージ・ハードウェアとソフトウェア
を定期的に更新し、柔軟性を提供して、お客様の要件を満たせ
るようにしています。
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IBM i コミュニティーの参考情報

前述のように、IBM i には、熱心で活発な多くのユーザー・グループで構成される大規模なコミュニティーが世界中に存在していま
す。IBM i コミュニティーで利用できる参考情報は多岐にわたります。以下のセクションでご紹介します。

IBM 参考情報

– IBM Power Community と IBM i Community はプロフェッ
ショナルの技術者を対象としており、簡単にアクセスでき
るさまざまな技術記事やチュートリアルに加え、新規リ
リース、IBM i TR の情報を掲載しています。

– IBM Db2 for i コンサルタントの Kent Milligan 氏による

「Db2 for i」ブログには、データベース管理者やデータベー
ス・プログラマーにとって、新しい機能や特徴だけでな

く、従来の手法に代わる新たな手法を学習する際に役立つ
ヒントも掲載されています。

– Db2 Web Query シニア・コンサルタント Doug Mack 氏に

– COMMON Europe は COMMON North America と同様の組

織です。16 の参加国があり、年次コンファレンスが毎年、
各参加国の持ち回りで開催されます。また、各参加国にお
いて、毎年さまざまなイベントが開催されています。

– 地域や地方ごとのユーザー・グループが世界中に散在して

おり、IBM i のお客様が集い、アイデアや活用事例を交換す
るための素晴らしい機会を提供しています。

Web サイト

– IBM i ホーム・ページ

よる「IBM Db2 Web Query for i」には、新機能の概要や

https://www.ibm.com/jp-ja/it-infrastructure/power/os/ibm-i

ティス、Watson の API にアクセスする方法などが記載さ

https://www.ibm.com/it-infrastructure/usen/resources/power/ibm-i-customer-stories/

Db2 Web Query を分析に使用するときのベスト・プラク
れています。

– IBM Champions プログラムでは、IBM のお客様とビジネ
ス・パートナー様で構成されるビジネス・コミュニティー
および技術コミュニティーからソート・リーダーを選出し

ています。IBM i を対象分野とし、信望を集める彼ら専門家
たちが幅広いトピックに言及しており、Champions for IBM
Power の Web サイトでご覧いただけます。

– IBM TechU は対面あるいは仮想環境で、IT プロフェッショ
ナル向けの IBM Power と IBM i に関するトピックを扱っ
ています。

IBM i コミュニティーの参考情報

– Dawn May 氏による「i Can」 ブログには、IBM i 技術エキ
スパート向けに、特殊な方法やベスト・プラクティスのア
ドバイスが掲載されています。

– IBM i お客様事例のページ (英語)

– Support Life Cycle (英語)
https://www.ibm.com/support/pages/ibm-i-release-support

ハッシュタグ
#IBMi

#POWER9

Twitter
@IBMservers
@IBMChampions
@ITJungleNews
@SiDforIBMi

– IBM Champion の Paul Tuohy 氏は、自らの電子出版物

「iTalk with Tuohy」で、IBM i コミュニティーで活躍する

さまざまな業界エキスパートたちへのインタビュー記事を
公開しています。

– COMMON North America は、基礎から上級まであらゆるス
キル・レベルを対象とした多数の出版物や教育資料を提供
しています。また、春には大規模な年次コンファレンス

を、秋にはテーマを絞った比較的小規模なイベントを毎年
開催しています。
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5. 「2019 IBM i Marketplace Survey Results」、Tom Huntington、
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