
し通すと若い人が育たず、ベテランと若い人との間で技術の
継承や循環が進まず、結果として企業システムの継承性や発
展性が危うくなる。

田中　実際、ベテランと若い人の間の中間層が欠けているた
めに、IBM i技術の継承や後継者問題などいろいろな問題が
起きていて、深刻な状況にあると思います。これらの問題に
は、企業のIBM iに対する考え方や利用状況、システム運営
の方針などいろいろな側面があるのでしょうが、IBM i固有
の技術とオープン系技術の断絶、もしくはそのバランスや取
り込み方の悪さという観点からも捉えられそうですね。

オープン化の情報は
活用法とセットで発信すべき

牛田　もう1つは、ベンダーの問題です。PHPを推進してき
たIBM iベンダーは、画面系や照会系などにPHPを適用して
きましたが、その先の一歩進んだ新しいソリューションを提
供できないでいます。ベンダー全体が行き詰まっているので
す。しかし、それも無理からぬところがあって、ユーザーか
ら新しいソリューションを求める動きや、ベンダーから新た
な提案、発想が出てこないと、技術のみが進んでもどうにも
ならないところがあります。たとえば、i上に蓄積されている
大量のデータを使って顧客分析システムを構築しようとなっ

IBM i市場でオープン化の
情報が流通しない事情

北原　IBM iのマーケット全体で見ると、iの上でさまざまな
オープン技術が使えることをご存じのユーザーはそれほど多
くないと感じています。その理由は、伝える人や伝える機会
がこれまで少なかったからで、情報が行き渡っていないんで
すね。

牛田　それと、i上でオープンな技術が使えることを知って
いるユーザーでも、どこで活用するのか、どう役立てるのか、
ぜんぜんピンときていないのではないかと思います。iの上
でオープンソースが動くと言われても、動いたからってどう
なるの？ という感じでしょう。IBM iのオープン化の価値や
活用についての情報も行き渡っていないですね。

北原　もっとも、IBM iを長くやってきたユーザーからする
と、IBM iはRPGだけで動かせるし、グリーン画面のほうが
簡単で速い。だから、IBM i以外へジャンプする必要はまっ
たくないし、オープン系を取り入れる必然性はない、と思え
るのでしょう。だから、iのオープン関連の情報に関心が向
かない。そうした感覚はよくわかります。
　とはいえ、若い人が入社してきた時にそれで済むかといえ
ば、別の問題が起きてきます。ベテランのそうした考えを押

Node.js サポートが示す
IBM i の明るい将来　
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IBM iのNode.jsサポートは、IBM iを軸に業務アプリケーションの開発やシステム構築に携わるエンジニアに、期待をもって、
好意的に迎えられているようだ。IBM iのオープン化の状況とNode.jsサポートをどのように見ているのか、エキスパートの3
氏に語り合っていただいた。
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牛田　ただ、それも楽観はできないのではないですか。私ど
もはユーザーからPHPのデモをよく依頼されますが、デモが
うまくいってユーザーもPHPの導入にかなり前向きになって
いるのに、ユーザーと付き合いのあるBPがオープン技術に
ネガティブであったり超が付くほど保守的で、話が進まない
ことが少なくありません。BPがユーザーの“司令塔”になっ
ていて、BPが自社でできないことはユーザーに推奨しない、
という構造もあります。

北原　そういう側面も確かにありますね。でも、IBMや
VADが積極的に動いてIBM iのオープンに関する情報をBP
にどんどん渡していけば、状況は自ずから変わっていくと思
えるのですが。

牛田　IBMやVADが、IBM iのオープン対応に関する情報
を、活用法とセットで継続的に発信してくれたらありがたい
ですね。iでオープン技術を使うとこんなにいいことがある、
という活用法を含めた情報発信。そうしたことをマーケット
に対して継続的に訴求していかないと、他のプラットフォー
ムに対する競争力も生まれてこないと思います。IBM iの将
来に希望がもてるのは、IBM iが着実にオープン技術に対応
していくという信頼感があるからです。　

北原　若い人たちにIBM iをもっと使ってもらいたいと思う
のですが、実際には手を出しにくい面がありますね。Linux
ならPCやレンタルサーバーがあればすぐにいろいろ試せま
すが、IBM iは環境を作ることから始めないといけません。
そして環境を作って立ち上げても、そこからどうすればいい
か、何をするといいのか、役に立つ情報が見当たりません。

田中　Linuxやほかのプラットフォームならインターネット
上の情報量も多く、すぐに調べられるのに、そうした環境が
整っていないのはネックですね。

牛田　日本語の情報が少ないのも気になります。ここを見れ
ばぜんぶ載っているということが、スタート時点ではわから
ない。

田中　ここまで話をしてきて、IBM iはオープン化の口火を
切ったばかりという日頃の思いを、改めて深くしました。経
緯から言えば2005年にPHPがサポートされ、PHPを適用し
たシステムが開発されてきましたが、しかしこの10年は試行・
助走の期間だったと痛感しています。これまでの動きを振り
返ると、IBM i上でオープン技術を利用できる環境が整った

ても、分析のためのツールやロジック、アルゴリズムがある
程度想定されていないと、PHPなどのオープン系技術をどう
適用するか手が付けられません。理想を言えば、我々のよう
なIBM iベンダーにビッグデータやアナリティクスのコンサ
ルテーションができればいいのでしょうが、現実的には難し
い問題があります。

北原　冒頭の「伝える人が少なかった」に話を戻すと、ユー
ザーに対して情報を伝えられるチャンスがあるのは誰かと
いえば、圧倒的にBP（ビジネスパートナー）です。だから、
BPの人がiのオープン対応について積極的に語ってくれれば、
状況は相当に変わるだろうと思います。そして、そのBPに
情報を提供するのはIBMまたはVAD（ディストリビューター）
の役割です。

特集 Node.jsがやってきた！

田中 昌宏氏
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Part 3　座談会：Node.jsサポートが示すIBM iの明るい将来

のを受けてベンダーが検証や採用に動き、ユーザーが導入し
利用を始めた。それは着実な進展でしたが、マーケットの大
勢に影響を与えるものではなかった。しかし、状況は大きく
変わりつつあると感じています。
　今、IBM iユーザーに求められている要件は、かつてなく
大きく広がっています。たとえばモバイルでは、営業先での
基幹データの参照だけでなく、生産現場での部品管理、店舗
における顧客対応などさまざまな期待がかけられています。
そうした時に、IBM iのオープン対応について知っているこ
とは、大きなアドバンテージです。何ができ、何ができない
かの判断がつくので、ビジネスにスピードなどの価値をもた
らすからですが、IBM iの歴史の中でオープン化に関する知
識が大きなアドバンテージとなるのは初めてではないかと思
います。そうした地点に今、iのオープン化が立っている。オー
プン化の口火を切ったばかりというのは、そんな意味です。

PHPは代替せず
すみ分け、使い分けになる

北原　Node.jsやPythonなどのサポートもそうですが、米国
のIBM i関係者は非常によくがんばっているという印象です。
それは、IBM iを何とかしなければいけないという危機感の
表れと、IBM iに対して希望を捨てていないことの証だろう
と思います。約2年に1回のペースでメジャーバージョンアッ
プを行い、半年に1回、Technology Refleshを出し続けて、
その中でオープン系ツールをサポートしライセンスを作るの
は、たいへんなことだろうと想像します。

牛田　IBM i上でオープンな技術がサポートされ、新しく何
かができるようになることが競争力を生むわけですからね。
米国の開発陣は、継続的に競争力を生み出し続けていると言

牛田 吉樹氏 北原 征夫氏
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という特徴というか、制約がありますね。インスタンスを停
止しないとデプロイできないという特徴です。これがあると、
基幹業務では使いづらい。なので、基幹システムや基幹デー
タを活用する検索システムや分析サービスといったところで
使われるのではないかと思います。

Node.js独特の
注目すべき機能

北原　そもそも用途が違うのでしょうね。Node.jsが普及し
たのはゲーム業界です。ゲーム・アプリケーションの画面の
一部がクリックされると、画面全体を一気に更新するのでは
なく、そのクリックされた部分だけを更新する。それを実現
するために、小さな細かいアクセスをサーバーに頻繁に投げ、
更新して表示するということをやります。Node.jsは、そう
した処理に対応できるツールで、だからゲーム業界で普及し
たのですね。
　それとサーバー側からプッシュできるのも、Node.jsの特
徴であり強みです。たとえばクライアント側で在庫管理の画
面を開いておくと、通常はクライアント側からコミットしな
いとサーバー上の更新情報を確認できませんが、Node.jsを
使えば、サーバー側で更新された情報が何もせずに次々に表
示されていきます。IBM iユーザーにとっては使いやすい機
能ではないかと思います。

田中　配送車のドライバーが本部や拠点に対してプッシュ型
で連絡をとらないといけないような業務アプリケーションな
どで使えそうですね。要所要所でいろいろな使い方が考えら
れるかと思います。

牛田　そういったマルチで、かつリアルタイムに情報を更新
できる機能は面白いですね。すべての業務に今すぐ使えると
いうわけではないので、使える業務とそうでないところを、
きちんと切り分けることが重要になりますね。

北原　だから、今は入力系や更新系で利用するメリットはあ
まり感じていません。

牛田　参照系ですね。今後、そうした検証を含めてNode.js
の機能と制約が確認できたら、もう少し用途がはっきりして
くると思います。そして、サービスを止めずにホットデプロ
イできるようになると、PHPの代わりとなって、IBM i上の
オープンソースの主役になるかもしれません。いろいろな意
味で注目のツールです。

えるかと思います。

北原　IBM i上でNode.jsがサポートされるだいぶ前のことで
すが、IBM i上でJavaScriptが動くのはいいね、という話を
牛田さんとしたことがありました。

牛田　試したら動くので感動した、という話でしたね。

北原　ただ、IBMが正式にサポートしない限り業務システム
では使えませんから、Node.jsがサポートされた時はよかっ
たと思いました。

田中　IBM は 昨 年、Node.js の 主 要 プ ロ バ イダ ー で あ る
StrongLoop を買収しています。Node.js や JavaScript に相
当力を入れている印象ですね。Node.jsは既にBluemixにお
いてもサポートされていますから、IBM iのシステム開発が
Bluemixなどにも広がってくると、非常に面白くなると思い
ます。

牛田　本当にそうですね。この先、JavaScriptがIBM iの利
用環境の中で広がってくると、サーバーサイドもJavaScript、
クライアントもJavaScriptとなって、また一段、iのオープン
化の敷居が低くなると思います。Node.jsの機能とは別のメ
リットも出てきますね。

田中　オープンソース協議会の分科会でNode.jsを検証して
いますが、サーバーもクライアントもJavaScriptで一貫し
てコーディングできるのは大きなメリットだと実感していま
す。それと、IBM iが今後、IBM i上のシステムをサービス
としてAPI経由で提供するようになると、さらに特徴を活か
せると思っています。分科会のほうでは、IBM iの中でNode.
jsをどう使っていくかを模索しているところです。

北原　個人的に検証した結果では、Node.jsはスピードを重
視するアプリケーションに向くと見ています。PHPのほうは
オールマイティですから、PHPとNode.jsは使い分けられて
いくという見方です。PHPを代替するものではありませんね。
　ただ、IBM i対応の今のNode.jsは発展途上の段階ではない
かと思います。クリティカルな問題ではありませんが、IBM i
環境で広く普及させるにはIBMの今後の対応にかかっている
と思います。

牛田　Node.jsでは、システムの改修などを行った際、サー
ビスをいったん止めないとソフトウェアを書き換えられない

特集 Node.jsがやってきた！
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