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IBM i ユーザーの課題⇒

•モバイルやIOTに対応した新しい開発案件への
対応。

•RPG・COBOLなど既存アプリのメンテナンス
要員の確保

•属人化しない運用・管理体制
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既存業務アプリケーション

販売 人事

財務 物流

情報資産の分析

オープンプラットフォーム
&

クラウドインターフェース刷新
ソースコンバージョン
データコンバージョン

逆コンパイル
ソースコン
バージョン

Powerプラットフォーム
&

クラウド

24h365d監視
運用保守

Webインター
フェースの利用
モバイル対応

現有のプラットフォーム
（IBM i ）

新しいタイプの
開発

新しいタイプの
開発

既存アプリを選り分けて新しい環境に対応した開発と運用管理を
整備しなければならない。

新しいアプリの
運用管理

情報資産の継承と継続
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情報資産の継承と継続のための課題

• 膨大なプログラム資産の中から必要なものを残す

→10年20年使用し続けている場合50%以上のオブジェクトが未使用である（Arcad社調査）

• オブジェクトとソースの正しい関連付けの確認と維持

→管理費用の増大：無駄なオブジェクトの管理コストやシステムエラーの発生

• 既存アプリケーションの修正/拡張、新アプリの開発の効率化

→開発工数の少なくとも50%は既存環境の確認/理解に時間を費やしている（Arcad社調査）

• プログラム保守担当者の世代交代への対応

→現行システムの内部構造を理解している人の退職しノウハウを継承する必要がある。

→新しい世代の開発者が親しみやすい開発環境の整備

現有資産の見直しと今後10年20年を見据えた開発環境の構築
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Arcadによる現在のシステム環境の整理の価値
Arcadを使用することでシステム環境の整理と分析が可能

✓ プログラム資産、オブジェクトの利用状況確認

✓ プログラムとソースの整合性のチェック

✓ プログラムやデータベースの相関関係を表示

Arcadの価値

➢ プログラム保守コストの低減

➢ 新アプリケーション開発の効率アップ

➢ システム管理の世代交代の準備

さらに、Arcad製品はIBM i のライセンスとして安価に提供されるようになりました！

5733-AO1：Arcad Observer for IBM i 400,000円(税別)

5733-AC1： Arcad RPG Converter for IBM i 265,000円(税別)

※ただし英語版。上記２製品の日本語化モジュールをSCT社より提供いたします。(定価10万円：税別)

https://www.sct.co.jp/business/faq/arcad/



分析対象
ライブラリー
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Arcadのシステム構成

アプリケー
ションDB

登録

分析DB

Observer Observer
Clientモジュール

分析・出力生成 HTML
ドキュメント

Arcadクライアント画面
ホスト分析DBの照会、分析や
HTMLドキュメント生成操作が
出来ます。

分析対象ライブラリーの
オブジェクトを取り込ん
で相関関係などをDB化。

HTMLドキュメントは
他のPCのブラウザから
参照したり配布が可能

基本的な使い分けとしてArcadクライアント画面で整理や個別の分析を実施。
通常時のオブジェクト情報参照や相関関係の確認はHTMLドキュメントを使用。
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Arcadによるプログラムとソースの整合性のチェック

DBのDDSソースの存在有無チェックリスト プログラムのソースの存在有無チェックリスト

オブジェクトの変更日より新しいソースメンバーが存在するオブジェクトの一覧

オブジェクトより
ソースの日付が新しい

DDSソースが存在
しないオブジェクト
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Arcadによるプログラムとソースの整合性のチェック

同一名のソースメンバーが複数存在するソースメンバー一覧

同じ名前のソースメンバーが
異なるソースファイルに存在

ソースの対応するオブジェクト存在確認リスト

*NOTFOUND
対応するオブジェクトが
無いソースメンバー
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Arcad 標準リスト一覧
No List リストの内容 用途

1 LSTDBFFLD すべてのデータベースのフィールド一覧

2 LSTDECLAR1 分析可能なオブジェクト一覧

3 LSTEPTMBR 空のソースメンバーの一覧 不要なソースなので整理が可能

4 LSTILEPGM 分析対象ライブラリの中のILEプログラム一覧

5 LSTLIB 分析対象ライブラリ一覧

6 LSTLIBL ADDLIBLE,CHGLIBLを含むソースメンバ一覧 環境変更により修正が必要な可能性があるファイル。(開発：テスト)

7 LSTMODADD プログラム作成時に使用したが、現在存在していないサービスプログラムの一覧 リコンパイルの際に該当サービスプログラムが必要

8 LSTMSGF メッセージファイル一覧

9 LSTOBJ PGM,FILE,CMD,MENU,PNLGRPの一覧

10 LSTOBJDBL 分析対象の中で複数存在するオブジェクトの一覧 LSTUNUSEDやLSTOBJWSRCの項目より要不要の判断をし、整理が可能

11 LSTOBJIFS IFSコンポーネントの一覧

12 LSTOBJREF Arcad分析対象のオブジェクト一覧

13 LSTOBJWSRC 関連するソースが分析対象ライブラリに存在しないオブジェクト一覧 プログラム改修が必要な場合、逆コンパイルが必要

14 LSTPF 分析対象ライブラリに存在する物理ファイル一覧

15 LSTSRC ソースメンバー一覧

16 LSTSRCDAT オブジェクトの変更日付よりも新しいソースメンバーが存在するオブジェクトの一覧 リコンパイルの要不要の判断材料となる。

17 LSTSRCDBL 同一名のソースメンバーが複数存在するソースメンバー一覧 正しいソースを見極めることで、システム再構築の際に誤ったソースでのリコンパイルを避ける

18 LSTSRCWOBJ 関連するオブジェクトが分析対象ライブラリに存在しないソースメンバー コンパイルの要不要の判断材料となる。

19 LSTUNUSED 一度も使用されていないオブジェクト一覧 必要、不必要の判断を実施し、整理が可能

20 LSTUSEMOD 対象アプリケーション上プログラムが使用しているプログラムやサービスプログラム システム改修の際に該当オブジェクトも改修対象となる可能性がある。(改修対象を絞ることが可能)

21 LSTXREF クロスリファレンスの結果
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Arcadを用いた相関関係の分析

• アプリケーション開発/修正において、既存システムの内部構造の理解は非常に重要です。

– プログラム同士の相関関係

– データベース同士の相関関係

– プログラムとデータベースの相関関係

– 物理ファイルと論理ファイルの構成

– データベースファイルの内部構造

• 影響分析により開発影響範囲が判明する。

– 無駄な開発をする必要がなくなる

Arcadによる影響分析の特長

– Arcadにより、影響範囲を図によりわかりやすく表示が可能。

– HTMLドキュメントにより、情報共有が簡単にできる。

– ドキュメントのバージョン管理により変更履歴をとることが可能。
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左リストから参照するプログラム
を右Diagram欄にドラックアンド
ドロップをしてDiagram図内で分
析をすることが可能です。

Arcadを用いた相関関係の分析（クライアント画面）

プログラム-ファイル相関図

プログラム相関図に
表示を切り替えることも可能

関連オブジェクトを選択して
詳細情報表示も可能
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Arcadを用いた相関関係の分析（クライアント画面）

CUSTOMER(物理ファイル)を分析し
た結果、フィールド変更等により、
影響を受ける可能性があるファイル
が4本あることが判明

データベースの相関関係
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Arcadを用いた相関関係の分析（HTMLドキュメント）

対象ファイルに関連するオブジェクトをダ
イアグラムで表示します。

機能選択タブ
呼び出し先プログラムの一覧を表示します。

DBやプログラムをを修正するとき
影響を受ける可能性のあるオブ
ジェクトを容易に参照できます。

HTMLファイルを利用すると
プログラムやファイルについて、連携してい
るオブジェクトの情報や呼出元、呼び出し先
となるプログラムなど様々な情報を容易に参
照することが出来ます。
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Arcad HTMLドキュメント情報一覧

ファイル/プログラムそれぞれブラウザ左のタブから上記の情報を選択して参照できます。

No 項目 対象 詳細

1

データベースリレーションシップダイ

アグラム ファイル

データベースフィールドの相関関係を表示します。

相関関係を持ったフィールドを確認することが出来、フィールド変更の際の手間を省くことが出来ます。

2 データベースリンクの情報 ファイル データベース間の相関関係を表示します。

3 従属ファイル ファイル 参照元の物理ファイルや、参照先の物理ファイルの一覧を表示します。

4 詳細説明 ファイル オブジェクトの詳細情報を表示します。

5 フィールド ファイル 構成するフィールドの一覧を表示します。

6 主キー ファイル 対象ファイルのプライマリキーを表示します。

7 プログラムの相互参照 ファイル 対象ファイルが変更されることで影響があるオブジェクト一覧(クロスリファレンス)を表示します。

8 トリガー ファイル 対象ファイルに設定されているトリガープログラムの一覧を表示します。

9 ファイル使用ダイアグラム ファイル 対象ファイルに関連するオブジェクトがダイアグラムで表示します。

10 呼出ツリー プログラム 呼び出し元プログラムや、呼び出し先プログラムがツリー構造で表示します。

11 ＜呼出プログラム プログラム 呼び出し先プログラムの一覧が表示します。

12 ＞呼出プログラム プログラム 呼び出し元プログラムの一覧が表示します。

13 詳細説明 プログラム オブジェクトの詳細情報を表示します。

14 ファイルクロスリファレンス プログラム 対象プログラムが変更されることで影響があるオブジェクト一覧(クロスリファレンス)を表示します。

15 ILEリンク プログラム ILEリンクの一覧が表示します。

16 入出力レポート プログラム 入出力対象のファイルを図で表示します。

17 ファイルのフィールドが変更された プログラム 対象プログラムにて、参照、更新、追加、削除されるフィールド一覧を表示します。
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BEFORE AFTER

ARCAD-TransformerRPG IBM i modernization  

※FFRPG変換はArcad TransformerRPG
が提供する機能です。

若年層プログラマの不足や、スキルトランスファーの手間を最低限に抑える為、
オープン系技術者でも理解しやすいFreeFormRPG(FFRPG)へ自動変換します！
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従来型のソース編集ツール（SEU）
実施したい操作ごとに画面を切り換えて処理

GUIソース編集ツール（RDi）
画面を切り換えることなく今までのオペレーションを全て網羅

ナビゲータ：
編集したいソースを選択

複数のソースを同時展開可能

オペレーションメニュー：
コンパイル操作はメニュー

から実行可能

編集領域：
GUIならではの『戻る』操作

(Ctrl+Z)などが使用可能

情報領域：
ライブラリリスト追加などのコ
マンド実行時のログやコンパイ
ルエラーなどの情報を表示

コンパイルをする為に
前画面に戻って・・・

コンパイル結果を見る為に
スプールを確認し・・・

エラーがあったら
ソース編集に戻る・・・

FFRPG化とともに開発環境もオープン系開発者の馴染み易いRDiに移行できます！

FreeFormRPG化によるメリット
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アプリケーション開発は単にコードを書くだけではありません、、、

アプリケーション開発のさまざまな局面
設計、開発、テスト、導入を個別のツールで
各々の方法で実施する部分最適の環境。

アプリケーション開発(Dev)、運用(Ops)の各局面を
一体化したサイクルで連携する環境の構築。

Dev Ops
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Arcadは開発のライフサイクル管理を提供する統合ツールです

分析 変更 開発 テスト 配布

DevOps
環境実現

今回ご提供するのは分析ツールObserver（Audit同梱）ですが、Arcadファミリーは
変更管理、開発、テスト、配布ツールなど拡張してDevOps環境に至ることが出来ます。

5733-AO1：Arcad Observer for IBM i に相当

5733-AC1： Arcad RPG Converter for IBM i に相当

DOT-Verifier
regression testing

DOT-
Anonymizer
Data masking

Application 
Release 

Automation 
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Arcadによるプログラム資産管理の価値

➢ Arcadを使用することでシステム環境の整理と分析で見える化で

保守コストの削減と開発の効率アップ。

✓ 画面ベースに対象オブジェクトの最新情報を様々な視点で照会可能

✓ HTMLドキュメントを生成して情報の共有、配布が容易

➢ Arcadはプログラム資産の見える化のほか、FFRPG化などで

世代交代の橋渡しとなる。

➢ 総合的な開発ライフサイクル管理への拡張性がある。

✓ Profoundなど新しい開発環境とも整合

✓ 開発と運用が効率的に正確に連携するDevOpsの実現



ありがとうございました

三和コムテック株式会社
〒106-0032 東京都港区六本木3-4-3 三和ビル

TEL. 03-3583-2518

FAX. 03-3583-2387

sales@sct.co.jp


