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自動アプリケーション検出および解析を通したソフトウェア品質の改善
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大規模組織では、一般的にコーディングの標準が低いこと、
ア
プリケーション知識の低下、およびアプリケーションの複雑性
の増大などに関連するアプリケーション・ソフトウェア品質の問
題のために、
アプリケーション保守に IT 予算の大部分を使わ
ざるをえません。
アプリケーションインベントリや構造情報の詳細が欠如してい
るために、IT 管理部門が持つ、
これらのソフトウェアの品質問
題が、経費、
リソースそしてサービスにどのような影響を与える
かに対する認識が限定される可能性があります。

解放
IBM ADDI は、アプリケーシ
ョン・ソースコードの評価を
自動化し、以下の正確な最
新ビューを取得します。

•
•
•
•
•
•
•

インベントリ
構造
相互依存性
複雑性
品質
標準
コンプライアンス

権限付与
アプリケーション・ライフサ
イクル全体を通して使用さ
れる IBM ADDI は、アプリケ
ーション・ソースコード改善
の特定と実行を支援し、以下
のような商機を含む総合的
な品質レベルの改善を推進
します:

•
•
•

簡素化
コード標準化
変換

評価
IBM の ADDI はアプリケー
ション・ポートフォリオの総
合的な品質に関する主要指
標を収集し関連づけるため、
改善を長期的に追跡でき
ます:

•
•
•
•
•
•

複雑性
パフォーマンス
コスト
リソース
標準
コンプライアンス

図 1: IBM ADDI のソフトウェア品質管理のための 3 ステップ・アプローチ

ソフトウェア品質管理プロセスとツールの制度化を達成するた
めにIT組織は、わかりやすく一貫性のあるアプローチを各ステ
ップを支える同一のツール・セットを用いて適用し、インベント
リ、構造的品質、そして長期にわたる改善について
「唯一の真
実」を提供する必要があります。ADDI の 3 ステップアプロー
チでは、最新のものではない、
または品質標準を開発者が適用
するには十分に詳細な情報を提供しないことが多い設計情報
の主観的な評価ではなく、実際のコード・コンポーネントの客
観的な分析を基にして行われる必要があります。

この解析を活用して、ベースラインを確立し、
アプリケーション
変更の影響を評価し、
アプリケーションのアーキテクチャと保
全性を積極的に改善することで、開発部門が納品するたびごと
に品質が改善されます。
アプリケーション納品を明確に規定されたマトリクスと対比して評
価することにより、
マネージャーはソフトウェア品質の改善が達成
され、
組織に目に見える価値を貢献していることを確認できます。
アプリケーション保守予算が削減された状態が長年続く中、
多くの組織は、
自動化されたアプリケーション解析とレポート・
ツールを使用することによって、
ソフトウェア品質を改善でき、
手が回っていなかったアプリケーション保守と改善プロジェク
トに着手できることに気がついています。

「IBM の Application Discovery and
Delivery Intelligence を使用することによ
り、弊社のアプリケーション管理と保守
を大幅に改善できました。
トランザクシ
ョンのコントロールとデータ・フロー解
析に以前は 4 日間かかっていました
が、ADDI を使用することによって今で
は数分で完了できます。
– 大手保険会社のチーフアーキテクト

Application Discovery and Delivery
Intelligence について

ADDI は、
アプリケーション・ライフサイクルの最初から最後に
いたるまで、
アプリケーションの検出、解析、
レポートを自動化
します。開発者は、社内開発者、外部開発者かにかかわらず、
ア
プリケーション変更の与える潜在的な影響を解析する必要が
あり、
この作業には、
ときに、
これらの変更にかけられる時間の
大部分を費やす必要があります。
これは組織にとって大きなコ
ストになります。
これに加え、解析結果は、異なるアプローチ、方
式、能力のために、多くの場合、不完全で一貫性がなく、不正確
です。ADDI はこの解析を自動化し、
コスト削減、品質改善、将
来の IT 予算の優先順位付けして、お客様が目に見えるビジネ
ス・バリューを提供できるよう手助けします。

3

ADDI コア・テクノロジー

ADDI は、図に示されているように、
アプリケーション・ランドス
ケープの各レイヤーの最新情報を動的に提供します。
ADDI コア・テクノロジーは、エンタープライズ・アプリケーショ
ンおよびアーキテクチャ情報を収集、処理、結果をオープンなリ
レーショナル・データベース・リポジトリに保存するコンパイラ
ーとエージェントの上に構築されています。収集された情報は、
エンタープライズ・アプリケーションの理解、
アーキテクチャの
理解、および SOA 候補の識別で構成されています。
これは、
プ
ラットフォームや環境を超えて (メインフレーム、Java など) ポー
トフォリオ、
アプリケーションおよびコンポーネントレベルで動
作し、
プロセスおよびトランザクションの「エンドツーエンド」ビ
ューを提供します。
このリポジトリは、ADDI ツールに「唯一の
真実」を提供します。

ツールの ADDI スイート
解析

図 3 に示したように、ADDI の解析ツールは、
アプリケーショ
ン・コンポーネント間の関係を関連づけ、内部構造、依存関係、
およびデータ・フローをソース・コードと完全に同期させて可
視化します。

ADDI 階層マッピング
図 3: ADDI は、アプリケーション・コンポーネント間の関係を解析します
レポート

ADDI のレポートツールは、業界標準またはカスタマイズ可能
なメトリクスを使ってアプリケーション・ポートフォリオの複数
の側面を測定します。

図 2: ADDI 階層は、オープンで連合されたアーキテクチャを基にマッピングされ
ているため、情報は単一のリポジトリに保管され、すべての ADDI ツールは、他
の関連情報と統合された顧客指向のレポートのために外部からもアクセスでき
るようになります。

図 4: ADDI 保全性レポート
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Application Delivery Intelligence

ADDI には、
プロジェクトレベルのインベントリ、複雑性、ADDI
リポジトリからの品質メトリクスを解析し、開発部門によるアプ
リケーション品質の改善と長期にわたる保全性の管理に貢献
する IBM Application Delivery Intelligence が含まれていま
す。

z Systems について

IBM z Systems および Enterprise DevOps ソリューションの
詳細については、
日本 IBM 営業担当員または IBM ビジネ
ス・パートナーにお問い合わせいただくか、次の Web サイト
をご覧ください。ibm.com/systems/z/ および
ibm.com/systems/z/solutions/enterprise-devops/
また、IBM グローバル・ファイナンシングは、ビジネス・ニーズ
に合った費用対効果の高い戦略的 IT ソリューションの調達
を支援します。IBM グローバル・ファイナンシングは、信用審
査で承認されたお客様のために、IT 融資ソリューションをビ
ジネス要件に合わせてカスタマイズし、効果的なキャッシュ管
理を可能にして総所有コストを改善します。IBM グローバル
・ファイナンシングは、重要な IT 投資資金を調達しビジネス
を前進させる上で、
スマートな選択となります。詳細について
は、次の Web ページをご覧ください：ibm.com/financing

図 5: ADDI アプリケーション傾向分析
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