リホストの現実:
メインフレームの価値を知る

最初のメインフレーム・コンピュータは1960年代に導
入され、そして現在に至るまで、世界中の企業のビジ
ネスの主力となっています。
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現在では、企業の最もミッション・クリティカルなアプリ
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ケーションとデータがメインフレーム上に配置されおり、
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企業の信頼の基盤となっています。しかし近年では、
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メインフレームをご利用中のお客様の一部は、メイン
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フレームからワークロードを移行すること（リホストと呼

はじめに

ばれる）によりお金を節約できると信じて、それを試行
しています。

アプリケーションをメインフレームから分散環境へ移

一般的には、リホストを検討しているお客様では、古

行するという考えは、多くの場合、コスト削減への期

いハードウェアやソフトウェアをお使いであったり、メイ

待から生じています。しかし、様々な調査の結果から、

ンフレームの利用分野が少ない、あるいはメインフレ

この一般的な通念に反する以下のような結果が明ら

ームのコストと価値について十分にご理解頂いていな

かになっています。：

いという場合が多く見られます。



分散システム環境へ移行するより、そのままメイ

一部のサービス・プロバイダーがコスト削減という名

ンフレームを継続使用し、リソースを追加していく

目でメインフレーム・リホストを促進していますが、リホ

方が、コスト抑制につながる。

ストの事例を慎重に分析した結果、ほとんどのケース

多くの場合、移行に必要なコストを事前にすべて

の主張が真実ではないことが示されています。その一

洗い出せず、メインフレーム・ベースのアプリケー

方で、予算縮小、電力と冷却設備の制約、およびサ

ションを分散環境へ移行するプロジェクトの中で

ーバー数の急増といった業界動向は、メインフレーム

大幅なコスト増を強いられている。

の利用を支持しているように見えます。

メインフレームで稼働しているワークロードは、多

ハードウェア、ソフトウェア、マイグレーション、置換え

くの場合、そのプラットフォームの特性を活用し

アプリケーションの開発コスト、並行運用などのコスト

最適に処理されており、管理者は統合されたメイ

が誤って評価されると、リホストの検討結果が正しい

ンフレーム·プラットフォーム上で運用効率化を実

ものにならず、後に大幅コスト増などの問題を引き起

施済みである。

こす可能性があります。さらに、サーバーの分散・増





結論としては、アプリケーションをメインフレームから

大化がコストの大幅な増加を引き起こす可能性があ

分散環境への移行にかかるコストは、お客様が考え

る事に言及しない場合もあります。

ているよりも大きくなる可能性が高いということです。

したがって、メインフレームからワークロードをリホスト

-----------------------------------------------------------------

するための実コストを理解することが重要なのです。
IBMには、お客様がメインフレームのコストと価値を理
解するために役立つ専門家のチーム（IBM Eagle
Team）があります。Eagle Teamは、個々のケースに
応じた総所有コスト（TCO）の調査を実施し、異なるプ
ラットフォームの費用対効果を示します。多数のTCO
調査の結果、メインフレームからのオフロードでコスト
削減できた事例はほとんどありませんでした。事実、
IBM Eagle Teamが実施したTCO調査実績では、メイ

ンフレームのリホスト・ケースの96%で、最終的にオフ

ームで、多くのワークロードが多重実行される場合に

ロード案のほうがより多くのコストを費やすという結果

恩恵を受けるように設計されています。しかも異なる

が出ています。

種類のワークロードも同一システムに共存させ同時に
処理させることができます。この設計と関連している

リホストのケースのコスト見積りは、多くの場合、次の

のが、ファームウェア・レイヤーのProcessor

理由で過小評価されています：

Resource/System Manager (PR/SM™)及び



メインフレームを置き換えるために必要な分散サ

IBM z/OS® Workload Managerによって提供される

ーバーの数を過少に見積っている。

混合ワークロードの優先管理機能です。このワークロ

リホストプロジェクトに関連するリスクと隠れたコ

ード管理機能により、重要なワークロードを指定され

スト(見落としがちなコスト)を正しく理解できてい

た優先順位で完了するようにコントロールします。

ない。

メインフレームでは、CPUが高使用率の状態におい



ても、多くの異なる特性のワークロードを同時に実行

メインフレームのワークロード及び
環境への理解

することができます。
分散サーバーは、このような効率性、合理性を考慮し
て設計されていません。一般的に、ピーク時のワーク

リホスト・サービスを提供するサービス会社は、メインフ

ロード要件、サービス·レベルを満たすためには、ワー

レーム環境を置き換えるために必要な分散サーバーの

クロードを少なくし、CPUが高使用率にならないように

数を過小評価する傾向があります。基礎的なパフォーマ

実装します。したがって、メインフレームからワークロ

ンス・テスト結果は、メインフレームの単一プロセッサー

ードを移行する際に、必要とされる分散サーバーの数

を、同じパフォーマンスを提供する分散サーバーの単一

を増やさなければなりません。専用の分散サーバー

プロセッサー・コアに置き換えることを推奨するかも知れ

を準備し、アプリケーション毎に1対1に配置すること

ません。しかし、分散サーバーとメインフレームのコアの

で、各アプリケーションが効率的に実行でき、サービ

性能特性が、それぞれの新しいハードウェアテクノロジ

ス・レベルを維持できるようにする必要があるのです。

ーにより変わっていくなかで、単純なコア換算で評価す
ることには、本質的に欠陥があります。実際には、単一

同様に、リソースの効率的使用の観点では、メインフ

プロセッサーのメインフレーム環境で実行されているア

レーム上では、商用環境以外に必要なリソースはより

プリケーションと同等の性能を得るためには、複数の分

少なく済みます。

散コアが必要とされるかもしれません。

一般的に、開発、テスト、QA（検証）環境は、商用環

この問題は、core proliferationとして知られています。コ

境のワークロードと並行して実装され、低い優先度で

ア数の大幅増加によるもう1つの問題は、分散システム

稼働されます。また、これらの低い優先順位のワーク

でのソフトウェアのコストを上昇させることです。コア数の

ロードは商用環境のピーク使用時間帯を外して実行

大幅な増加は多くの原因で引き起こされますが、一般的

される場合が多くあります。

に以下の分野でこの問題が発生します：

お客様とIBM Eagle TeamとのTCO調査の結果、メイ

・プラットフォームの性質によるもの

ンフレーム・コスト全体の約20％のリソースで非商用

・ワークロードの性質によるもの

環境を賄っていることがわかりました。
しかし、分散プラットフォームの場合はこのコストがか

使用しているプラットフォームの
性質を考慮する

なり高くなります。分散プラットフォームでは一般的に、

メインフレームは、非常に効率的な仮想化プラットフォ

ェア·システムで稼働します。さらに、QA環境のための

開発環境は、商用環境とは完全に別セットのハードウ

別セットのハードウェアが必要となります。結果として

サーバーよりメインフレームのほうがはるかに効

分散プラットフォーム上の非商用環境をカバーするた

率的に処理することができます。IBMは、コア・バ

めに、場合によっては200%近くの追加リソースが必

ンキング・ワークロードを使用してテストを実行し

要となってきます。

ており、CICS/COBOLプラットフォームについて、

従来、メインフレームで実行されているワークロードは

仮想化されたx86プラットフォームよりも、ユーザ

多くの場合、事業の根幹を支えるため不可欠なもの

ー・インタラクション当たり4.6倍少ないCPUサイ

です。

クルで処理されていることがわかっています。こ

ほとんどの企業では、致命的な障害発生に備え、ミッ

れらのタイプのワークロードがメインフレームから

ション・クリティカルな業務処理について全体的な災害

分散プラットフォームへ移行される場合、想定さ

復旧計画を持っています。

れるアプリケーション・サービス・レベルを満たす

メインフレーム上の災害対策は、典型的には、CPUス

ためには、追加の専用サーバーが必要となりま

ペア、キャパシティ・オン・デマンド、自動フェイルオー

す。

バー、そしてデータ・ミラーリングなどの低コストで信
頼性の高い機能を使用します。逆に、分散プラットフ
ォーム用の災害対策は、通常サーバーの100％のリ

必要な分散サーバー数の
見積り

ソースを確保する必要が生じます。IBM Eagle Team
のTCO調査では、メインフレームの災害対策コストは

メインフレームを置き換えるための分散サーバーの要

全直接経費の約3％です。対照的に、分散サーバー

件を評価する場合、IBM Eagle Teamは、"パフォーマ

の災害対策コストは、平均で21％近く、ミッション・クリ

ンス・ユニット"（ハードウェアベンダーに中立の情報源

ティカルなアプリケーションの場合は40％以上にも及

から提供されるデータ）を使用して分散サーバーの能

びます。

力を決定しています。メインフレームMIPSあたりのパ
フォーマンス・ユニットが、比較のポイントになります。

ワークロード特性の理解

コア数の大幅増加を示すような以下のケースを考え

メインフレーム・オフロード・プロジェクトを検討する際

てみましょう。（一見すると、コア数増大が大きいよう

には、ワークロード特性を考慮することが非常に重要

に思われますが、実際は、このケースは、IBM Eagle

です。以下の例を考えてみましょう：

TeamのTCO調査でこれまでに経験した最小のコア



数増加比率でした。）

System z®のメインフレームでは、I/O処理専用
プロセッサーがあり、このプロセッサーは、ビジネ



ス・ロジックのために使用される一般的なプロセ

ある金融サービス会社は、2台の3WAYのIBM

ッサーとは別のものです。分散サーバーは、ビジ

System z900サーバー上で1,660 MIPSのワークロー

ネス・ロジックとI/O処理の両者を1種類のプロセ

ドを実行していました。この会社では、メインフレーム

ッサーで賄う必要があります。バッチ処理やデー

上で商用環境だけではなく、開発、QA、およびテスト

タ集約型トランザクション処理のような高I/O要求

環境を稼働させていました。これらのシステムを、8コ

が発生するワークロードは、メインフレーム上で

アのx86サーバーに置き換えることができるでしょうか。

は、非常に効率的に処理されます。各種のテスト

いいえ、できません。実際には、マイグレーションは、

では一貫して、I/O集中型ワークロードにおいて、

6台の8コアx86サーバー（主にフロントエンドのデータ

メインフレーム上での1ワークロードあたりのコス

受付処理をサポート）に加えて、2台の64コアのIBM

トが低いという結果が出ています。

System P595サーバー（アプリケーションサーバー、

CICS/COBOLアプリケーションは、同等の分散

データベース、および開発用途）を追加する必要があ

りました。したがって、6個のメインフレーム・プロセッ

ンフレーム上で稼働している88 MIPS（0.24プロ

サーに比べて、リホスト先のシステムでは、合計176

セッサー）のワークロードがありました。このワー

個の分散プロセッサー、およびMIPS当たり482パフォ

クロードには、商用環境のアプリケーション及び

ーマンス・ユニットが必要という結果になりました。5年

テスト・アプリケーションのみを含んでいます。オ

間のTCO見積り結果では、メインフレームを維持した

フロード先の分散プラットフォーム環境は、4台の

場合、5年間の累積で約1790万ドルのコストがかかり

2コアIBM System P550サーバーの構成が必要

ますが、それに対して分散プラットフォームに移行した

で、これは33倍以上のコア数増と同等で、MIPS

場合、2540万ドルのコストがかかり、42％ものコスト

当たり499パフォーマンス・ユニットの能力が必要

増加になることがわかりました。

です。5年間のTCOでの比較結果では、メインフ
レームのコストが470万ドル、分散プラットフォー

しかしながら、分散サーバーが常に低コストとなるよう

ムのコストが810万ドルとなり、72％以上増加す

なMIPS値の境界線があるのではないかと思われる

ることがわかりました。

かもしれません。（それは500 MIPS程度でしょうか。）
しかしIBM Eagle Teamによって行なわれた研究では、
そのような境界線は見つかりませんでした。IBM

リホストのリスク及び事前見積りが
困難なコスト（隠れたコスト）を把握

Eagle Teamは数十のTCO調査に関連し、ワークロー
ドのサイズが2,000 MIPS未満、さらに500 MIPS未満

メインフレームからワークロードをリホストすることに

の調査も実施しています。

は、コア数の増大に加えて、多くのリスクと隠れたコス

以下の2つのマイグレーション・ケースを考えてみまし

トが存在します。ここでは、発生する可能性のある問

ょう：

題のいくつかをご紹介します。





ある欧州の銀行は、IBM System z890の2WAY
のメインフレームから332 MIPS（0.88プロセッサ

メインフレームの代替機能の欠落

ー分）のワークロードをオフロードすることを選択

メインフレームに存在する機能で分散プラットフォーム

しました。ワークロードは、テスト、開発、商用環

には存在しないものがあり、リホストの際に多くの問

境に加え、教育、データベース、セキュリティー、

題を引き起こす可能性があります。IMS™のような階

印刷、管理、および監視アプリケーションが存在

層型データベース、PL/I及びASMのようなメインフレ

します。オフロード先の分散プラットフォームは、

ーム言語、バッチ環境、3270インターフェース、BMS

大部分のワークロードをサポートするために2台

マップ、VSAMファイル・ストラクチャー、及びメインフ

の16コア・サーバーに加え、追加で管理、バッ

レーム・プリント機能などの機能に対して、常に代替

チ・スケジューリング、およびプロビジョニングの

可能な分散プラットフォームの機能があるわけではあ

要件をサポートする4台の1コア・サーバーが必

りません。

要となりました。この構成は、41倍のコア数増加、

いくつかのIBM Eagle TeamのTCO調査結果から、

またはMIPSあたり670パフォーマンス・ユニットと

代替できなかったシステム管理機能について記載し

なります。4年間のTCOで比較すると、メインフレ

ます：

ーム上で継続稼働させた場合には490万ドルの



米国の小売企業では、メインフレームで200種の

コストがかかりますが、分散プラットフォームに移

ソフトウェア機能を使用していましたが、15種の

行した場合には1790万ドル、つまり3.7倍以上か

機能（7.5％）のみが分散プラットフォームで代替

かるという結果が出ました。

製品がありました。この15種の機能だけのコスト

ある地方政府機関では、IBM System z890メイ

でも840万ドルの一括支払い料金に加えて年間



保守費用として180万ドル必要となりました。

境に移動することは、リスクがあまりにも高いと考えら

他の米国の小売業者では、261種のソフトウェア

れることが多いのですが、CICSアプリケーション部分

機能を使用していましたが、分散プラットフォーム

は移行できると促される可能性があります。では、そ

で代替製品を用意できたのは53種のみでした。

れがどのような結果をもたらすでしょうか？

この会社は、代替できない機能を使用しないよう

移行前は効率が良く高速であったアプリケーションと

に既存アプリケーションを書き直す、同等機能を

データ間の会話は、TCP/IP接続および処理によって

追加開発する、もしくは人手での運用で回避する

制約を受ける結果となりました。IBM Eagle Teamの

という選択をしました。どれを選択するかに関わ

TCO調査では、ネットワークの遅延により要求される

らず、代替製品が見つからないシステム機能は、

サービス・レベル要件に影響を与える数々の事例が

アプリケーションのサービス・レベルを満たさない

明らかになっています。さらに、ワークロードのすべて

リスクと、必要となる追加コストがTCOに響いて

のコンポーネントがメインフレームで緊密に処理され

きます

ていれば、外部に露出したネットワークのための追加
セキュリティー・リスクへの対策は不要です。

部分的に最適化されたパフォーマンス
分散プラットフォームへのオフロードにより、パフォー

マイグレーション失敗のリスク

マンスの全体最適化が崩れる可能性があります。多く

慎重な分析をせず、移行による影響の理解および移

の場合、これは最終的には全体コストの増加を引き

行先プラットフォームの完全な知識が十分ではない場

起こします。

合、メインフレーム・リホスト・プロジェクトを推進するこ

IBM Enterprise COBOLから他のCOBOLに移行する場

とは非常に危険です。以下の事例に示すように、プロジ

合は、パフォーマンスの全体最適化が崩れる典型的な

ェクトが成功裏に完了しない場合は、多くの面で非常に

例です。

高いコストが必要となってしまいます。

CICS®の置き換えは非常に困難です。これを証明して

カナダの歴史ある損害保険会社の1つの事例を考えて

いる事例として、CICSベースの車両登録システムを分

みましょう。この会社は、CICS/COBOL/VSAM/DB2 で

散プラットフォームのシステムへ移行した米国政府機関

構成される200MIPS分のワークロードをリホストすること

のケースを紹介します。

を決定しました。情報技術の副社長はプロジェクトを擁

移行前は、メインフレームCICSアプリケーションの応答

護し、「プロジェクトにより毎年100万ドル以上のITコスト

時間はミリ秒単位でしたが、移行後の新アプリケーション

節減ができる」と言いました。

では30秒程にまで応答時間が劣化しました。オフロー

しかし、1年後、この仕事のために雇っていた企業が必

ド・プロジェクトとして2830万ドルのコストがかかり、3年

要なスキルを持っておらず、リホスト・プロジェクトをあき

もプロジェクトが遅延したにもかかわらず、お客様に不満

らめました。その時点までで数百万ドルを費やしていまし

をもたらす結果となりました。

たが、結果は出せませんでした。

一つまたは複数のデータベースに対して、多くのデータ

費用がかかりすぎて、リホストが失敗したもう1つの例は、

読み込みと更新を必要とする会話型アプリケーションは、

大規模なアジアの銀行の例です。

通常はメインフレームからオフロードする対象としては適

彼らは、メインフレーム上のIMSデータベースを残して、

切ではありません。

CICS/COBOLの60MIPSのアプリケーションおよび

実際には、ほとんどのCICSアプリケーションはVSAM

30MIPSのバッチ処理のオフロードに着手しました。2年

またはDB2® for z/OSのデータにアクセスしており、

後、このプロジェクトは追加開発が必要となり、対応でき

非常に大量のデータアクセスもあるかもしれません。

ず、中止されました。お客様は、570万ドルのコストを費

お客様は、データベースをメインフレームから分散環

やしましたが、それでも最終的な完了予測を立てること

はできませんでした。10人のチームメンバーがいました

リホスト・サービスを提供する企業と会話する際は、必ず

が、だれ一人、この遭遇した問題について説明できず、

事例を確認してください。類似の移行を成功裏に完了さ

その後全員が会社を去りました。

せたお客様名を聞き、直接その企業に内容を確認頂くこ
とを推奨します。

次のステップを考える：
IBMの支援

業にご相談ください。

メインフレームのリホストを検討している場合、関連する

直接、英語でIBM Eagleチームへお問い合わせいただく

すべての事項についての検証を確実に実施してください。

際のコンタクト先 [ eagletco@us.ibm.com ]

原点に立ち戻り、関連するコストについて見直してくださ

このチームは、個々のケースに応じたTCO評価を実施し、

い。チャージバック（注：ITコストの配賦）の割り当てを詳

貴社のITコストを理解するのに役立ちます。また、意思

しく調べることで、提供されるサービスの品質レベルと比

決定に影響を与える可能性のある隠れたコストやリスク

較した実際のコストについて完全な理解と知見を得るこ

を理解するのに役立ちます。 Eagle TCO評価は無料で

とができます。

すが、貴社の最高の「投資」になるかもしれません。

また、全体的なTCO評価については、ご担当のIBM営

チャージバックは通常、平均コストを反映しているため、
メインフレームの増分コストを過大評価していると同時に、

参考情報について

分散システムの増分コスト（高品質のサービス・アプリケ

本稿でご紹介した内容の詳細情報については、以下の

ーションの場合）を過小評価していることを覚えておいて

リソースを参照してください：

下さい。

― IBM System z—Migrate to IBM
http://www-03.ibm.com/systems/z/migratetoibm/com

同等の分散プラットフォームと比べて、メインフレーム・プ

pare.html

ラットフォームの生産性を徹底的に比較してください。ど

― The Mainframe Strikes Back: Five Reasons to

ちらが少ない時間でより多くのスループットを出すでしょ

Keep Your Applications on the Mainframe, by Dr.

うか。 どちらが、ワークロード当たりで高いコストパフォ

John Shedletsky

ーマンスを提供するでしょうか。プラットフォームを比較し

http://documents.bmc.com/products/documents/00/0

ている時、コストが正確に説明できるかどうかを確認して

1/200001/200001.pdf

ください。すべての商用環境、開発環境、システムおよ

― Follow a Multistep Process for Deciding Whether

びすべてのプラットフォームの環境コストが含まれている

a Migration Off the Mainframe Is Warranted, 22 May

かどうかを確認してください。

2013 ID:G00251621

リホスト・プロジェクトは大規模かつ長期的な投資である

http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-

ことに留意してください。すべての関連するコスト（初期

1FTBDC8&ct=130530&st=sb

投資と運用維持管理コストの両者）と考えられるすべ
てのリスクを考慮してください。投資対効果をどのよう
に、どれだけの期間に渡って評価しますか。稼働中のメ
インフレーム・システムを置き換えるのではなく、メインフ
レームをアップグレードすることでより低リスク、低コスト
の投資を行うほうが賢明ではないでしょうか？
リホストにより、事業への投資のためにどのくらいをコス
トを節約できますか？

なんら義務も負うことのない、自ら適切と信ずる方法で、使用も
しくは配布することができるものとします。
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