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あ ら ま し

メインフレームは，信頼性と既存資産活用の両面から重要な基幹業務システムで幅広

く利用されている。企業は，オープンシステムとメインフレームの併用を前提に，全て

をオープン化するのではなく，既存のメインフレーム資産を有効利用するICT資産活用
を重要視している。一方，オープンシステムの世界で広がりを見せているスマートデバ

イスを業務利用する波が，メインフレームの世界にも押し寄せている。これに対し，富

士通が提供するFUJITSU Software WSMGR for Webは，メインフレームの業務アプリ
ケーションを書き換えることなく，いつでもどこでもスマートデバイスから最適な操作

性で利用できる環境を提供する。また，スマートデバイスを導入する上で，セキュリティ，

運用ノウハウなど，容易には解決できない課題が浮き彫りになっている。これらを解決

するために端末からメインフレームまで，ネットワーク・セキュリティを含め，メイン

フレームコネクトサービスとしてオールインワンで提供する。

本稿では，WSMGR for Webのスマートデバイス対応技術とモバイル利用を支えるメ
インフレームの技術，およびそれらを用いたサービスについて紹介する。

Abstract

Mainframes are widely used for running mission-critical enterprise systems as 
they provide a high level of reliability while enabling the use of existing assets.  An 
enterprise that combines the use of open systems and mainframes is generally more 
concerned about the effective use of ICT assets and in particular the use of existing 
mainframes than a full migration to open systems.  At the same time, the surge in 
using smart devices for business applications in the open-system world is now bearing 
down on the mainframe world.  The FUJITSU Software WSMGR for Web open server 
software provides an environment in which mainframe business applications can be 
used on smart devices anytime and anywhere with optimal operability without having 
to rewrite those applications.  Introducing smart devices into business operations, 
however, brings up difficult issues related to security, operations know-how, etc., so 
Fujitsu also provides a service called Mainframe Connect as an all-in-one solution that 
includes network security from the terminal to the mainframe.  This paper introduces 
WSMGR for Web technologies supporting smart devices, mainframe technologies 
supporting mobile use, and key services that make use of those technologies.
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スマートデバイス上で基幹業務を実現するWSMGR for Web
～ポケットからメインフレームを！～
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（1） 端末特性の違いに起因する課題
一般的に，80桁×24行のテキスト画面で表現
されるメインフレーム画面を画面サイズの狭いス
マートデバイスで表示すると，1画面に収まらな
いという問題が発生する。入力ではスマートデバ
イスはタッチ中心の操作に対して，メインフレー
ムはキーボードによる操作を前提にしているため，
入力操作が煩わしくなり，スマートデバイスの利
便性を低下させてしまう。
（2） 導入・運用に関する課題
セキュリティ（屋外利用，紛失，盗難），導
入・運用ノウハウ（モバイル回線，SLA：Service 
Level Agreement）などに対して，これまでメイ
ンフレームでは扱ってこなかった運用技術やノウ
ハウが必要となってくる。スマートデバイスを導
入したいが，いざ導入となると，何から手を付け
て良いか分からないという状況に直面する。この
ように，容易には解決できない課題が浮き彫りに
なってくる。

WSMGR for Webの特長

WSMGR for Webは，Webブラウザからメイン
フレームに接続し，基幹業務を遂行できるサーバ
導入型のメインフレーム端末エミュレーション
ソフトウェアである。富士通製メインフレーム
FUJITSU Server GS21（2）向け6680エミュレーショ
ンと，IBM製メインフレームの3270エミュレーショ
ンの双方に対応している（図-1）。

WSMGR for Webで提供されるモバイル最適化
技術や画面カスタマイズ機能により，従来のメイ
ンフレーム業務アプリケーションを書き換えるこ
となく，スマートデバイスから，いつでもどこで
も基幹業務にアクセスできる。
次章では，WSMGR for Webの主な技術やサー
ビスを述べる。

WSMGR for Webのモバイル最適化技術

メインフレームの画面データは，メインフレー
ム特有の属性と文字コードセットが使用され，画
面上の行と桁でアドレス指定される一連のデータ
ストリームとして端末に送られる。これらは，プ
ラットフォームが異なるスマートデバイスでは直
接表示できない。そこで，メインフレームと端

WSMGR for Webの特長

WSMGR for Webのモバイル最適化技術

ま　え　が　き

従来より，メインフレーム上ではお客様の大切
な基幹業務システムが稼働しており，以下のよう
な利点からその多くのメインフレームが継続利用
されている。
・ 大量データの安定した高速処理
・ これまで開発してきた膨大なソフトウェア資産
やDB資産の活用

・ 単一ベンダーによる一貫したサポート
・ 蓄積された開発・運用ノウハウによるトータルコ
ストの削減
このようなメインフレームの特長をそのまま生
かし，利用者が直接操作するフロントエンドにス
マートデバイスを活用することで，以下のように
堅ろうかつ柔軟にICTインフラを最適化できる。
（1） ビジネスを効果的に継続
バックエンドシステムには手を加えず，システ
ムの互換性・堅ろう性はそのままに，段階的にシ
ステムを拡張できる。
（2） ワークスタイルを変革
スマートデバイスはいつでもどこでも利用可能
なため，これまでICTの未活用分野にも最新ICTを
適用することで，時間や場所にとらわれないワー
クスタイルを実現できる。
（3） ビジネスの変化に柔軟に対応
最新ICTの活用により，システムに柔軟性を持た
せることができるため，刻々と変化するビジネス
の要求に素早く対応できる。
本稿では，これらを実現するミドルウェア製品

FUJITSU Software WSMGR for Web（1）と関連技
術について述べる。

メインフレームの資産活用における課題

スマートデバイスでメインフレームの業務アプ
リケーションを利用するためには，現状では専用
端末や端末エミュレータソフトウェアを利用し，
テキストベースの画面とキーボードによって操作
が行われている。
このような従来型の端末画面をそのままスマー
トデバイスで利用しようとした場合，次のような
問題が発生する。

ま　え　が　き

メインフレームの資産活用における課題
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を表現できない。また，日本特有の文字文化とし
て，戸籍や記号などに外字が使われることが多い。
WSMGR for Webでは，JEFコードのうちUnicode
に存在する文字パターンは，Unicodeにより端末側
の標準的な方法で文字を表示する。一方，Unicode
に存在しない文字や外字については，サーバサイ
ドで文字パターンの画像データ（GIF形式）を生成
し，HTML内に埋め込む。これにより，端末側で
特別なソフトウェア実装をすることなく，様々な
端末で表示の互換性を保つことができる。
● レスポンシブWebデザインへの対応

80桁×24行の固定的なメインフレームの画面
に対して，スマートデバイスでは画面の解像度は
機種によって様々である。また，端末を縦に持っ
た場合と，横に持った場合でも表示領域が変わる
ため，端末の機種を判定してコンテンツを画面
に収める古典的な手法にも限界がある。そこで，

末の間にWSMGR for Webを配置することで，メ
インフレームの画面データをスマートデバイスが
表示可能なHTMLとJavaScriptに逐次変換する
（図-2）。メインフレームの画面データを，スマー
トデバイスのモバイル環境に最適化するための具
体的な技術を以下に示す。
● モバイル回線への最適化
スマートデバイスを携帯回線やWi-Fiルータで接
続する場合，十分な通信速度が得られないことが
ある。このようなモバイル通信環境においても実
用性能を確保するために，WSMGR for Webでは
サーバサイドでデータ圧縮と通信回数を抑制する
最適化処理を行っている。
サーバサイドで生成したHTMLコンテンツは，
端末側のWebブラウザエンジンでレンダリングさ
れ，最終的に端末の画面に表示される。このレン
ダリングの速度は，端末の性能やブラウザエンジ
ンの実装によって左右される。この性能差を抑制
するために，ブラウザエンジンが解釈しやすいデー
タ構造をあらかじめサーバサイドで生成しておく
ことで，モバイル回線への最適化を実現している。
● メインフレーム固有文字セット，外字の表示
富士通製メインフレームの文字コードは，JEF
コードと呼ばれる富士通日本語情報システム
（JEF：Japanese processing Extended Feature）
である。

PCやスマートデバイスでは，一般的にUnicode
が使用されており，メインフレームの全ての文字

WSMGR for WebWSMGR for Web

PC スマートデバイススマートデバイス

ブラウザで簡単アクセス モバイルでいつでもどこでも

既存資産は変更不要

Webで集中管理

IBM
メインフレーム

富士通
メインフレーム

図-1　WSMGR for Webの概要

端末（ブラウザ）

WSMGR for Web

F6680
エミュ
レータ

HTML
＋

JavaScript

メイン
フレーム

W
eb
サ
ー
バ

モバイルに最適な
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図-2　メインフレーム画面のモバイル最適化
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ながら柔軟に適用していくことができる。
スクリプトエディタでは，カスタマイズの方法
として用途に合わせて，クライアントスクリプトと
サーバスクリプトの二つのタイプから選択できる。
（1） クライアントスクリプト
クライアントスクリプトはブラウザ上で動作し，
メインフレーム画面をカスタマイズする各種部品
や入力を補助するスクリプトを作成する。また，
ユーザーが作成したHTMLを，メインフレームの
画面に重ね合わせて表示できる。スクリプトエディ
タにより，JavaScriptのコードが生成される。
（2） サーバスクリプト
サーバスクリプトは，サーバ上で動作するスク
リプトを作成する。サーバスクリプトでは，メイ
ンフレーム画面の取得や操作を行うスクリプトを
作成できる。スクリプトエディタにより，.NET 
Framework用の言語であるC#のコードが生成さ
れる。

モバイルを支えるメインフレームの技術

モバイル活用による利用者数の拡大，およびデー
タ量の増大により，レスポンスの向上が求められ
ており，メインフレーム基盤の更なる処理能力の
向上と安定稼働のために以下の実装を行った。
（1） 複数クラスタで共用する際に使用するシステ
ム記憶装置（SSU：System Storage Unit）のア
クセス性能向上
SCMP（System storage Coupled Multi-

モバイルを支えるメインフレームの技術

WSMGR for Webでは，画面レイアウトを格子状
に分解してレイアウトするグリッドシステムを採
用している。グリッドは横方向に12列に分割し，
1行に12列収まるように画面内の項目を自動的に配
置する。これにより，機種に依存しない単一の画
面コンテンツで，様々な画面サイズや画面アスペ
クト比に対応するレスポンシブWebデザインを可
能としている（図-3）。
グリッドに配置された項目と実際のメインフ
レームの表示データとのひも付けは，クライアン
トMVC（Model View Controller）モデルに基づき，
JavaScriptを活用している。このようなフロント
エンド技術を適用することによって，従来のメイ
ンフレーム画面が様々な端末環境においても最適
な操作性で利用できる。

自由な画面カスタマイズ

前章では，WSMGR for Webの標準的な画面生
成技術について述べてきたが，ユーザー自身で画
面をカスタマイズすることもできる。WSMGR 
for Webでは，スクリプトエディタと呼ぶGUI
（Graphical User Interface）ベースのカスタマイ
ズ支援ツールを提供している（図-4）。スクリプト
エディタにより，ユーザーはHTMLやJavaScript
を記述することなく，メインフレームの画面を業
務に合わせてカスタマイズできる。
カスタマイズは，WSMGR for Webを導入後に
段階的に適用していくことができる。例えば，ま
ず利用頻度の高い業務画面だけ部分的にカスタマ
イズし，その後エンドユーザーの反応を見ながら
カスタマイズの範囲を広げ，費用対効果を見極め

自由な画面カスタマイズ

図-3　レスポンシブWebデザインの画面例 図-4　スクリプトエディタ

メインフレーム画面
スマートデバイス画面
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するようにすることで，更なるシステムの安定運
用を強化した（図-7）。

メインフレームコネクト

業務にスマートデバイスを導入する際には，
ネットワーク，セキュリティ，サーバが必要とな
る。これは，セキュアーなモバイル接続環境やク
ラウドサービスをオールインワンで富士通から
サービスとして提供するメインフレームコネクト（3）

（図-8）を利用することで，ハードウェア・ソフト
ウェア資産を保有することなく月額サービスとし
て利用できる。
このサービスにより，稼働中のメインフレーム
環境はそのままで，スマートデバイスからいつで
もどこでも，セキュアーに基幹データにアクセス
できる。これまで事務所内の利用に限られていた
メインフレーム業務を，まるでポケットにメイン
フレームを携帯する感覚で場所や時間にとらわれ
ない様々なスタイルで利用できる。
（1） 多様でセキュアーな接続方式
メインフレームコネクトは，インターネット，

Wi-Fi，各携帯電話網に加え，ユーザー専用のキャ
リア閉域網など，ユーザーの要件にあった接続形
態を提供している。
これにより，スマートフォンやタブレット，PC
など，多種多様な端末が利用できる。例えば，社
内ではPCを利用し，出先ではスマートフォンを利
用するといった柔軟な運用が可能となる。
端末との接続には強固なセキュリティ対策を採
用しており，VPN（Virtual Private Network）に

メインフレームコネクト

Processor：SSUを共有してホットスタンバイシス
テムを実現するシステム構成）システムにおいて，
データベースの各種情報をSSUに配置し，クラス
タ間で共用している。SSUの複数バッファーへの
アクセスを一括化することにより，SSUアクセス
性能が向上し，SCMPシステム全体のトランザク
ション性能が向上した（図-5）。
（2） 仮想計算機（VM）のI/O接続装置数の拡張

VMに接続できるI/O装置数を10倍に拡張し，本
番VMと同じ規模の開発VMが構築できるようにな
り，安定稼働を実現した。
（3） 論理ボリュームの容量拡大
ディスクの論理ボリューム内部の各種制御情報
を拡張し，ボリューム容量を16倍に拡大した。こ
れにより，バックアップ運用などの手番を削減す
るとともに，安定した運用を実現した（図-6）。
（4） ネットワーク不当電文のガード強化
メインフレームの周囲に不当な電文を発する故
障したネットワーク機器があった場合，この不
当電文をメインフレームには入れずにONA装置
（Open Network Adapter：ギガビットイーサネッ
トとの接続をサポートするLANアダプタ）で破棄

図-6　論理ボリューム容量の拡大 図-7　不当電文のガード強化

図-5　SSUアクセス性能の向上
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より通信は暗号化やID認証はもちろん，個々のス
マートデバイスを個体識別して利用機器を限定で
きる。また，専用ブラウザを利用することで，スマー
トデバイス上でのコピー＆ペーストの抑止や，業
務終了時にはデータを自動的に削除できる。
（2） 高信頼な実行環境
メインフレームコネクトは，堅ろうなデータセ
ンターで運用される，高信頼・高可用性かつ高セ
キュリティなプライベートクラウド上の仮想環境
で実行する。
高可用な冗長構成により，99.99％のインフラ
稼働率を実現するとともに，高セキュリティな専
用線ネットワークで接続された機密性の高いユー
ザー専用環境を提供する。
● 基幹業務をサポートする運用保守サービス
メインフレームコネクトは，信頼性が求められ
る基幹業務を日々サポートする運用環境や，保守
サービスを提供する。統合的な運用管理機能によ
り，ユーザー管理者はWebブラウザベースのダッ
シュボードを使用し，アクセス制御やログの統合
管理機能を利用できる。
保守サービスについても，24時間365日体制で
ユーザーの基幹業務をサポートする。また，導入
時の定義や画面カスタマイズなどの導入支援サー
ビスも利用できる。

む　　す　　び

日々の基幹業務における重要なシステムである

む　　す　　び

メインフレームを有効活用することで，低コスト
でICT未活用領域へ基幹業務システムを適用可能と
なる。スマートデバイスが有するいつでもどこで
も使える特長を生かすことで，これまでの事務所
内に限られていた業務が出先にも広がり，ワーク
スタイルを変革できる。このワークスタイルの変
革により，また新たなビジネスへの適用への幅が
広がっていく。ビジネス機会を拡大し，将来にわ
たってお客様のビジネスを向上させる。また，競
争が激しいお客様のビジネス環境において，これ
らの価値ある利活用で競争力の強化にもつなげる
ことができる。
富士通は，お客様の重要な基幹システムを支え
るメインフレームのハードウェアやソフトウェア
は今後も自社開発を続け，ハードウェア，ネット
ワーク，ミドルウェア，セキュリティ，モバイル
環境を含めて全て一体提供し，メインフレームと
最新ICT環境との融合を図る製品・サービスを提供
していくことによって，更なるICTの活用を進めて
いく。
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図-8　メインフレームコネクト

メインフレーム

認証

ポータル

ID管理

富士通データセンター

VPN

専用ブラウザ

ユーザーごとの
専用空間

端末識別

専用線

専用ネットワーク

メインフレームコネクト

既存
業務

WSMGR for Web

プライベートクラウド

http://software.fujitsu.com/jp/wsmgrweb/
http://globalserver.fujitsu.com/jp/
http://globalserver.fujitsu.com/jp/topics/mf-connect/


FUJITSU. 66, 1 （01, 2015） 31

スマートデバイス上で基幹業務を実現するWSMGR for Web ～ポケットからメインフレームを！～
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