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まだ使えるのに仕様がわからず改修できない等、悩みを解決 

貴重な資産の“見える化”を実現し、IT 基盤を整備 
 

IBM オフィスコンピューター延命ソフト「A E X E

エックス

A- AEAnalysisE

ア ナ リ シ ス

A」11月より販売開始 

 

 

モジュレ株式会社（代表取締役：木原礼子 本社：東京都港区、JASDAQ.3043、以下「モジュレ」）

は、「X-Analysis（エックス-アナリシス）」の日本総販売代理店権を取得し、2013 年 11月より 

本格的に営業活動を展開することになりました。 

 

英国 Databorough（データボロー）社が開発した「X-Analysis」は、IBM System i資産を解析し、

その結果を可視化し文書化するソフトウェアです。 

国内で数万台の稼働実績がある IBM製のオフィスコンピューターである IBM System i は、未だ

現役といわれているものの、そのシステム開発者や運用担当者は年々減り、改修ができないなど

生産性の低下が問題になって

います。 

このように設計書のないシ

ステムや、システムの仕様を熟

知している技術者が不在のシ

ステムを、自動的に分析して常

に最新のシステム仕様を把握

できるのが「X-Analysis」です。当ソフトを使用することで、過去のプログラム資産の仕様が全

く見えず改修できない、データ項目の変更に伴って全体システムにどのくらいの影響があるかわ

からない、パッケージを導入しサブシステムを移行したいが現行仕様の抽出に時間がかかる、オ

ープンシステムに変えたいけれど棚卸だけで工数がかかり予算化できないなど、様々な悩みを解

決できます。 

 

まさに、IT基盤の最適化、近代化を目指して、稼働中の資産を活かしながら最新の設計に置き

換えることを実現できる唯一のソリューション製品です。 

 

IBM System i は、現在も 1 万台～3 万台が稼働しているといわれており、モジュレではこの度

の「X-Analysis」の販売により、初年度で 1 億円の売り上げを目標としています。 
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【製品概要】 

品名： X-Analysis（エックス-アナリシス） 

製品サイト： http://x.modulat.com 

製造元： Databorough社 (英国) 

販売元： モジュレ株式会社 

内容： 各種チャートによる分析 

  プログラムの関連性を構造化 

  プログラムとデータの関連性を視覚化 

  ソースコードをフローチャート化 

  影響分析 

価格： 5,000,000円～ 

 

 

【会社概要】 

会社名： モジュレ株式会社 

本社： 〒108-0014 東京都港区芝五丁目 25番 11号 ヒューリック三田ビル 2F 

  TEL.03-3454-2061  FAX.03-3454-2062 

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｲﾄ： http://www.modulat.com 

代表取締役： 木原 礼子 

設立： 1999年 9月 

資本金： 254,219,900円 

従業員数： 62名 

上場取引所： 東証 JASDAQ（証券コード：3043） 

 

 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

モジュレ株式会社 

広報担当：リアライズ 若杉 

TEL.080-3657-3543  wakasugi@real-ize.com 

 

 

＜本製品に関するお問い合わせ先＞ 

モジュレ株式会社 

担当責任者：石森 

TEL.090-1888-0334（直通）03-3454-2061（代表） 

sls@modulat.com 
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既存プログラムの調査・分析に
時間・工数がかかり過ぎる

　1967年に日本初の建設機械レンタ
ル会社として設立された「レンタルの
ニッケン」は、2003年から情報シス
テムの運用・保守に関わる全業務をア
イ・ティ・フロンティアへアウトソーシ
ングすることを開始した。2008年には、
契約内容の見直しを行い、従来の包括
契約から10種類の個別契約へ変更し、
アウトソーシングを継続している。
　同社は現在、全国に1支社と14の
支 店を構え、234の拠 点を設けてい
る。1980年 代には全 国に100台の
AS/400を配 置するという当 時とし
ては先進的な分散型システムを導入
し、90年代末にはその100台を1台

のAS/400へ統合して
TCOの削減と基幹シ
ステムの再構築を実施
した経緯がある。RPG
プログラムは、CLなど
を含め約2万本。そう
した大型の基幹システ
ムと情報系システム全
体が、アウトソーシン
グの対象である。
　システムの構築や改
修は、法改正やビジネ

スプロセス変更への対応のため年間を
通じて多くのタスクが立ち上がる。現
在も、全国営業拠点の業務効率化を狙
い「新営業所システム」の構築が進行
中だ。そしてこうした構築・改修のた
びに、「既存システムの調査・分析に工
数や期間がかかり、保守にかかわる費
用を膨らませる原因になっている」と
いうのが春一氏の悩みである。
　その春一氏へ「RPGシステムを調査・
分析する有力なツールがある」という
情報が寄せられたのは2012年9月の
ことである。「X-Analysis」（国内総販
売元はモジュレ株式会社）と呼ばれる
そのツールについて販売代理店のダイ
ヤオフィスシステムから説明を受けた春
一氏は、即座に「これはいけるのでは
ないか」と思ったという。
「市販の解析・文書化ツールは、当社
のプログラム（RPG Ⅳプログラム）の
ようなモジュール化され、それをバイン
ドして使うタイプのプログラムには不向
きで、その種のツールの利用はあきらめ
ていました。ところが、X-Analysisな
ら可能と聞き、すぐにアイ・ティ・フロン
ティアに検証を依頼しました」（春一氏）
　 アイ・ ティ・ フロンティアでは、
2013年1月と3月の保守作業をベー
スに、X-Analysisの導入効果を検証
した。これまでは検索機能を利用して
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● 既存プログラムの調査・分析のスピードアップの精度向上が課題
● モジュール化プログラムに対応可能なX-Analysisを導入
● 非定型の保守作業で20％の時間削減効果を確認

本　　社：東京都千代田区

設　　立：1967年

資 本 金：12億2500万円

売 上 高：780億円（2013年3月、連結）

従業員数：2420名（2013年3月、連結）

事業内容：土木建設関連機械を中心とした　

　　　　　レンタル、自社商品開発・製造・

　　　　　販売・修理

http://www.rental.co.jp/

COMPANY PROFILE

保守・改修・開発の効率化を目的に
RPGプログラム調査・分析ツール「X-Analysis」を導入

株式会社レンタルのニッケン

POINT

時間短縮・コスト削減・品質向上などを期待　　

製　造 流通・販売 IT・通信 サービス 金融・保険 運輸・物流 建設・不動産 公共・教育 医療・福祉 その他

春一 大志氏 秀丸 太郎氏
株式会社レンタルのニッケン 
情報システム部長

株式会社レンタルのニッケン
情報システム部
アプリケーションシステムチーム
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すが、それだけでなく、
上級SEを運用・保守
的な作業から解放し、
より高度な設計や開発
に回ってもらうことが
できたら、それこそ単
純な費用に換算できな
い大きな効果と言えま
す。そこにX-Analysis
への真の期待がありま
す」と春一氏。笹倉氏
は春一氏の言葉を受け
て、「X-Analysis の 活
用によって、中級SEもより難易度の
高い作業をこなせるようになると見てい
ます。運用・保守サービス全体で今ま
で以上の品質向上と効率化を期待して
います」と言う。

将来は、システム基盤整備
のためのツールとして活用へ

　X-Analysisの検証を担当したアイ・
ティ・フロンティアの丸山陽一氏（IT
マネジメントグループ アプリケーショ
ン運用第2ユニット）は、「X-Analysis
を使って高い効果を得るには、解析対
象の整備が不可欠です。例えば、コン
パイルしたソースを別のライブラリに移
動させたまま解析を行うと、正確な結
果を得ることができません。解析の結

プログラムを調査し、変更による影響
分析などを行っていたが、その作業に
X-Analysisを適用し比較したものだ。
　その結果は、非定型業務の調査・分
析作業で約20％、その工程を含む非
定型業務の保守作業全体で約10％の
時間削減効果が見られた。仮に、非定
型業務の調査・分析に300時間、保
守・改修全体で1000時間かかる案件
とすると、それぞれで60時間、100時
間の削減効果が見込まれる。これは、
1秒のTime-to-Marketを競うビジネス
では“戦力になるツール”と言えよう。
春一氏は「X-Analysisを使いこなして
いけば、この検証数値を上回ることも
可能なはず」と期待を寄せている。
　また、レンタルのニッケンのアウト
ソーシングを統括するアイ・ティ・フ
ロンティアの笹倉賢治氏（ITマネジメ
ントグループ アプリケーション運用第
2ユニット サービスエグゼクティブ）は、
「レンタルのニッケン様のシステムは非
常に大きく複合的なので、保守の範囲
は幅広く、改修による影響は多岐にわ
たります。そうしたシステムを運用・
保守していくには、システムの品質を
一定レベル以上に保っていくことが重
要です。X-Analysisには時間短縮効果
だけでなく、問題箇所を的確かつ網羅
的に検出する品質面の効果も期待でき
ると思っています」と評価する。
　一方、レンタルのニッケンで検証を
行った秀丸太郎氏（情報システム部ア
プリケーションシステムチーム）は、「シ
ステム改修による影響範囲の分析は、
X-Analysisを使えば、ベテランがやっ
ても新人がやっても同じ客観的な結果
が出てきます。これは非常に有効な機
能で、既存システムと連携する新規シ
ステムの開発にも大いに使えると思い
ました」と感想を述べる。
「結局、何にコストがかかっているのか
というと人件費です。当社のシステム
の運用・保守には、多くの外部要員が
張り付いており、アウトソーシング費用
も少なくありません。X-Analysisには
コスト削減効果を大いに期待していま

果の信頼度を高めるには環境の整備が
非常に重要です。レンタルのニッケン
様のシステムは大規模なので、そうし
た整備作業は現時点では全体の4割程
度ですが、それが完了すればさらに大
きな効果が得られると期待しています」
と語る。
　X-Analysisの本格的な活用はこれか
らだが、春一氏は「RPGシステムを将
来、別のプラットフォームへマイグレー
ションするようなことがあれば、その時
にも戦力になるのではないかと考えてい
ます。X-Analysisによる分析結果から
Javaを生成できるのは非常に魅力的で
す。こうしたオプションを頭に置きなが
ら、まずは既存のRPGシステムにかか
るコスト、品質面への効果を定期的に
点検していく予定です」と語る。

図表1 X-Analysis の機能

IBM i資産

ディスプレイ

プログラム
RPG／COBOL

データベース

帳　票

データ資産

X-Analysisの機能

X-Analysis

アウトプット

ＵＩデザインと
ロジック

ビジネスルール
ロジック

データモデル

クロスレファレンス
データ

解析

可視化

文書化

変換

機能

モデル

アクション図

エンティティ

笹倉 賢治氏 丸山 陽一氏
株式会社アイ・ティ・フロンティア
ITマネジメントグループ
アプリケーション運用第2ユニット
サービスエグゼクティブ

株式会社アイ・ティ・フロンティア
ITマネジメントグループ
アプリケーション運用第2ユニット

49http://www.imagazine.co.jp/

a.hirokawa
タイプライターテキスト
本記事はi Magazine2013年11月号に掲載されたものです。 　(C) i Magazine 2013



〒108-0014　東京都港区芝五丁目25番11号
TEL：03-3454-2061（代）　FAX：03-3454-2062　
http://www.modulat.com

モジュレ株式会社

IBM i資産を 見える化
そして基盤整備まで

スパゲッティ状態のプログラム 解り易く整理されたドキュメント

X-Analysisは、こんなお悩みを解決します。

ＵＩデザイン
とロジック

ビジネス
ルール
ロジック

データ
モデル

クロス
レファレンス

データ

機能

アクション図

エンティティ

モデル

解析

文書化

可視化

変換

IBM i
資産

ディスプレイ

データベース

帳票 データ資産

プログラム
  RPG ／
COBOL

X-Analysisは、IBM i資産を解析し、その結果を可視化し文書化するツールです。
UMLクラス図へ出力でき、資産を再利用するための基盤整備が行えます。

X-Analysis

http://x.modulat.com詳しくは
こちらから

各種チャートによる分析

プログラムの関連性を構造化

データ間の関連性を可視化

プログラムとデータの関連性を視覚化

ソースコードをフローチャート化

影響分析

システムの属人化

システム化対応の遅れ

監査対応

生産性の低下

意思決定の遅延

X-Analysis

エックス–アナリシス

お問い合わせはこちらから▶▶▶SLS@modulat.com　
ソフトウェア ソリューション サービス　担当：石森（直通：090-1888-0334）

 先着10社様まで

無料で分析診断
実施中！

X-Analysis
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