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OpenVMS 環境への HP Integirty サーバの統合 
 
概要: 
Itanium® 2 搭載の  HP Integrity サーバを  OpenVMS 環境へ統合する作業は、新しいノードを 
OpenVMS クラスタに追加するのと同じことです。 
 
つまり、ビジネス上のニーズに従って Integrity サーバを追加する最適な時期を判断することにだけ
注力すればよく、そのための技術的な手法に煩わされる必要はありません。このドキュメントは、

HP Integrity サーバを OpenVMS 環境へ統合する最適な時期を判断するのに役立つように作成されて
います。統合に最適な時期は、組織ごとに異なります。このドキュメントは 6 つの節に分かれてお
り、各節では、どのような方針とタイミングで導入を進めるのが最善かを最終的に判断できるよう

に、意思決定の鍵となる要素と、導入のプロセスについて説明します。 
 
このドキュメントの第 1節～第 3 節では、OpenVMS オペレーティング環境を Integrity サーバ・プ
ラットフォームに対応させるための開発状況について概要を説明し、最も重要な技術面およびソリ

ューションに関する考察も行います。第 4 節では、Integrity サーバ対応に合わせて用意される新し
い OpenVMS のライセンス体系とパッケージについて説明します。第 5節では、HP Integrity サーバ
を OpenVMS 環境に統合するためのプランを作成する際に考慮すべき、導入手順や要因を示します。 
 

1. HP AlphaServer システムから HP Integrity サーバへ 
 
質の高い継続的な進化 
OpenVMS オペレーティング・システムは、1977 年に 32 ビットの VAX サーバ・シリーズが発表さ
れて以来、質の高い進化を遂げてきました。OpenVMS は、1990 年代前半に 64 ビットの Alpha ア
ーキテクチャにポーティングされました。現在、HP OpenVMS は Intel® Itanium® アーキテクチャ
への完全なポーティング作業が進行中であり、2004 年後半には HP Integrity サーバ上で正式製品バ
ージョンが利用できるようになります。 
 
シングル・ソース・コード・アプローチ 
HP は HP Integrity システムと AlphaServer システムの両方に対して、1つのソース・コード・スト
リームで OpenVMS を実装しています。このアプローチにより、ハードウェアに依存しない新機能
は、AlphaServer システムと Integrity サーバの両方で同時にリリースすることが可能になります。
Itanium® ベースの HP Integrity サーバを OpenVMS 環境に統合する場合、それぞれのハードウェア
でサポートされる機能の違いに煩わされることなく、ビジネス・ニーズに応じて自由にプランニン

グすることができます。 
 
バイナリ・レベルでのデータ・ファイルの互換性に関しては、HP AlphaServer システムと Itanium® 
ベースの HP サーバはシームレスに共存できます。既存のほとんどのアプリケーションは、単にコ
ンパイルとリンクを再実行するだけでHP Integrity サーバで実行することができ、ソース・コードの
変更が必要な場合も最小限に抑えることができます。HP は、既存のOpenVMS ソフトウェア・パー
トナーのアプリケーションがすべて HP Integrity プラットフォームにポーティングされることを目
指しています。事実、このドキュメントが発行された時点で、600 以上のアプリケーションをサポ
ートしている 280 社以上の ISV (独立系ソフトウェア・ベンダー) が、彼らの製品を新しいプラット
フォームにポーティングすることを表明しています。その後も、ポーティング予定のアプリケーシ

ョンは毎週増加しています。ポーティングに関するパートナーの方針や進捗状況の詳細については、

http://www.hp.com/products1/evolution/alpha_retaintrust/openvms/partners.html (英語)を参照してくださ
い。 
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AlphaServer のロードマップ 
AlphaServer システムを今後も利用し、AlphaServer 環境を拡張していきたいと考えているお客様は、
今後も最新バージョンの OpenVMS を利用できます。HP Integrity サーバに OpenVMS を導入したい
と考えているお客様は、業界標準の Itanium ベースのアーキテクチャで OpenVMS の機能を直ちに
活用できます。 
 
HP は少なくとも 2006 年までは AlphaServer システムの出荷を継続し、出荷終了後も少なくとも 5 
年間はサポートを継続する予定です。つまり、OpenVMS のビジネス・パートナーおよびエンド・
ユーザは、将来にわたっても、AlphaServer システム環境で OpenVMS アプリケーションの開発作業
を継続することができ、同時に Itanium アーキテクチャへのアプリケーションのポーティング作業
も進めることができます。 
 
OpenVMS の開発 
OpenVMS I64 Evaluation Release Version 8.1 には、当初予定されていた機能よりもはるかに多くの機
能が盛り込まれています。HP のエンジニアは、TCP/IP や DECnet などのネットワーク・スタック
や 4 way SMP システムのサポートのもと、10 台以上の AlphaServer システムと Itanium システムが
混在する複合アーキテクチャ・クラスタを稼動させています。実際に複合アーキテクチャ・クラス

タのデモンストレーションをご覧になったお客様は、Integrity サーバの導入計画を加速させていま
す。 
 
さらに、HP は、 OpenVMS のすべての開発作業を当初のスケジュールどおりに進めており、2004 
年後半にリリースが予定されている OpenVMS Version 8.2 が、HP Integrity サーバおよび 
AlphaServer プラットフォーム向けの正式製品リリースとなります。HP のお客様はまもなく、安全
性、安定性、可用性に優れたこのオペレーティング環境を業界標準アーキテクチャ上で利用できる

ようになります。 
 

2. 基本機能 
 
OpenVMS オペレーティング・システムが長期にわたり使い続けられているのは、以下の分野の基
本機能が強力だからです。 
 
• セキュリティ 
• システム管理 
• ストレージ管理 
• 高可用性とクラスタリング 

 
HP は、HP Integrity システムおよび AlphaServer システムを対象にした最新バージョンの OpenVMS 
オペレーティング・システムでも、これらの基本機能をさらに強化していきます。 

 
セキュリティ 
OpenVMS は、安全性を念頭において設計されています。最初に設計された時点から、セキュリテ
ィ機能がベース・オペレーティング・システムに組み込まれていました。OpenVMS は、DEFcon9 
ハッカー・コンベンションで「クールで堅牢」なシステムであると宣言され、ウィルスに対しても

非常に耐性の高いシステムです。さらに、悪名高いハッカーである Kevin Mitnick は、シングル構
成の OpenVMS マシンをハッキングすることができず、ハッカー・コンベンションでそのことにつ
いて証言しています。OpenVMS は、シングル・ノードやソフト・パーティション・インスタンス
をはじめ、最大 96 ノードで構成されるクラスタに至るまで、あらゆるものを網羅するシングル・
セキュリティ・ドメインとして機能するので、非常に安全性の高いシステムです。OpenVMS は US 
DOD C2 セキュリティ評価基準を満たした最初の商用オペレーティング・システムの 1 つであり、
その後の各リリースでもこのセキュリティ評価基準のテストに合格しています。異種環境で安全な

相互運用性を可能にする業界標準のセキュリティ技術により、OpenVMS は進化を続け、世の中の
変化するセキュリティ・ニーズに対応しています。すべてのセキュリティ機能が Integrity サーバや
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複合環境で完全に提供され、今後も強化されます。OpenVMS は、AlphaServer および Integrity サー
バの両方に対して最高レベルのセキュリティとデータ保護機能を提供します。 
 
OpenVMS のセキュリティ機能の詳細については 
http://h50146.www5.hp.com/products/software/oe/openvms/products/security/ (日本語)をご覧ください。 
 
システム管理 
OpenVMS の強力な機能の 1 つは、システムに組み込まれているシステム管理機能と、その管理機
能をさらに強化するための多彩な他社製アプリケーションです。この強力なシステム管理機能は、

Integrity サーバで稼動する OpenVMS でも同じです。他社製エージェントは Integrity システムでも
変わりなく機能します。さらに HP は、現在、HP OpenView Operations で OpenVMS サーバを管理
するためのエージェントを開発しています。OpenVMS で稼動する OpenView は、異種環境のエン
タープライズ管理が可能となるように設計されています。 
 
OpenVMS システム管理の詳細については、 
http://h71000.www7.hp.com/openvms/system_management.html (英語)および 
http://h50146.www5.hp.com/products/software/oe/openvms/products/management/mgmstation/index.html (日本語)を
ご覧ください。 

 
ストレージとバックアップ/リストア 
HP のストレージ戦略は、共通の SAN アーキテクチャおよびコンポーネント (ディスク、テープ、
インフラストラクチャ、管理製品など) を中心に展開されており、これらは OpenVMS、Tru64 
UNIX®、HP-UX でサポートされています。OpenVMS では、HP のストレージ・テクノロジがすべ
てサポートされます。ストレージに関してどのようなビジネス上の判断が下されても、OpenVMS 
はそれに対応できます。データの保護と回復、データの可用性、ストレージの効率とパフォーマン

スの向上、投資の保護は、Itanium アーキテクチャをベースにした OpenVMS システムに移行するに
あたって最も重視されている分野です。 
 
バックアップ戦略 
データ保護戦略をできるだけ柔軟に実現できるように、HP は OpenVMS のユーザに対して多彩な
データ・バックアップ/リストア・ソリューションを提供しています。 
 
歴史的に見ると、OpenVMS ユーザの大多数は、OpenVMS 専用のストレージ環境で「独自開発」さ
れたソリューションを要望してきました。他の環境とのデータの共有に煩わされる必要はありませ

んでした。ファイル・システムに関する知識を充実させ、シングル・ファイルをより柔軟に復元で

きる機能を向上させてきました。そして、一部のユーザは、OpenVMS グループが構築したソリュ
ーションしか信頼していません。 
 
しかし、環境の変化により、バックアップのための新しいアプローチが生まれました。企業は現在、

異種ストレージ環境で構成される Fibre Channel SAN (Storage Area Networks) を導入しています。バ
ックアップ・エンジンは SAN テクノロジのスピードとキャパシティに対応できなければなりませ
ん。 
 
現在、企業ユーザはデータ・センタ内のデータを管理するために、共通のツールや手法を求めてい

ます。環境ごとにツールや概念を用意するのではなく、1 つの共通のツールや概念でスタッフを教
育したいと要望しています。さらに、データをネイティブに取り扱うことができるホスト環境でバ

ックアップ/リストアを行うためのデータ操作機能を求めています。 
 
HP は今後も、BACKUP ユーティリティや SLS/ABS 製品ファミリなど、OpenVMS のユーザがこれ
まで長年にわたって活用してきた既存のツールのサポートを継続します。同時に、Alpha と Itanium 
の両方のプラットフォームで、OpenVMS 向けの既存のツールと統合される新しいソリューション
も提供する予定です。 
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OpenVMS ストレージ製品の詳細については、 
http://www.hp.com/go/storage (英語) 
http://h71000.www7.hp.com/openvms/fibre/index.html (英語)または 
http://h50146.www5.hp.com/products/software/oe/openvms/products/management/storage/index.html (日本
語)をご覧ください。 
 
高可用性とクラスタリング 
可用性と性能の両方を向上させるためのクラスタリング機能は、OpenVMS の技術革新として 1982 
年 5 月に初めてリリースされました。その後も OpenVMS のクラスタリング機能は、非常に優れた
スタンダードとして業界の注目を集めてきました。これは、セキュリティ、可用性、多様性、管理

容易性、耐障害性、ビジネス継続性などがきわめて優れているからです。 
 
現在、2 ～ 96 のノードで構成される 50,000 以上のクラスタが世界中にインストールされ、サポー
トされています。OpenVMS クラスタリング機能に対する HP のサポートは、さらに強化され、リ
リースのたびに新しい機能が追加されています。Integrity サーバで稼動する OpenVMS の誕生によ
り、OpenVMS Cluster のパワーと機能はさらに新たなレベルに到達しました。ここでは、OpenVMS 
Cluster の新しいサポート・プランについて簡単に説明します。 
 
限定されたクラスタ機能が複合アーキテクチャ構成 (AlphaServer と Integrity サーバ) で最初にサポ
ートされるようになったのは、OpenVMS I64 Version 8.0 Evaluation Release でした。OpenVMS for 
Integrity Servers Version 8.1 Evaluation Release では、機能に制限がありますが、複合アーキテクチャ
構成 (AlphaServer と Integrity) で 2 ～ 4 台のノードの OpenVMS Cluster がサポートされます。Host to 
Host (SCS) Communications Cluster Interconnect は Gigabit Ethernet および 10/100 Ethernet でサポート
されます。複合アーキテクチャ・クラスタでは、AlphaServer システムでは異なるバージョンの 
OpenVMS Alpha を使用できます。 
 
OpenVMS for Integrity Servers Version 8.2 では、さらにクラスタ機能が拡張され、最大 8 台のノード
がサポートされます。OpenVMS for Integrity Version 8.2 は、動作の保証された構成として、
OpenVMS for AlphaServer Version 8.2 または Version 7.3-2 との複合アーキテクチャ・クラスタ環境を
サポートします。 
 
最大 96 のノードおよび完全なクラスタ機能を備えた複合アーキテクチャ OpenVMS Cluster は、
2005 年に提供される予定です。さらに、SCS Cluster Interconnect が Fibre Channel でサポートされま
す。 
 
現時点では、複合アーキテクチャ・クラスタで OpenVMS VAX と OpenVMS for Integrity サーバの混
在をサポートする計画はありません。OpenVMS VAX システムは、複合アーキテクチャ・クラスタ
で OpenVMS Alpha システムとだけ共存できます。 
 
OpenVMS Cluster、高可用性、およびビジネス継続性の詳細については、 
http://h71000.www7.hp.com/availability/index.html (英語) 
http://h71000.www7.hp.com/openvms/products/clusters/index.html (英語)および 
http://h50146.www5.hp.com/products/software/oe/openvms/products/cluster/ (日本語)をご覧ください。 
 

3. ソリューション環境 
 
e ビジネスおよび統合のためのインフラストラクチャ 
e ビジネスおよび統合のために、HP はグローバルなマルチプラットフォーム環境でアプリケーショ
ン、ミドルウェア、およびデータの統合を容易にするインフラストラクチャを提供することで、

OpenVMS オペレーティング・システムの機能をさらに強化しています。 
 
ここでは、HP およびパートナー各社が e ビジネスおよび統合のために OpenVMS 向けにサポート
しているツール、製品、テクノロジを紹介します。 
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Web サーバとブラウザ 
• Secure Web Server (Apache) (PHP、Perl、Tomcat (JSP) のサポートを含む) 
• Secure Web Browser (Mozilla)  
 
Web サービス 
• SOAP (Simple Object Access Protocol) Toolkit 
• XML テクノロジ (パーサおよびスタイル・シート・プロセッサ) 
 
レガシーおよびデータ統合 
• BridgeWorks 
• Attunity Connect 
• TP Connector Suite 
 
ディレクトリ・サービス 
• Enterprise Directory (LDAP) 
 
開発ツール 
• Java SDK 
• NetBeans 
• 3GL (C/C++、Fortran、COBOL、Basic、Pascal、Ada) 
 
アプリケーション・サーバ 
• BEA WebLogic Server 
• Xoology Concerto 
• Tomcat 
 
ミドルウェア 
• HP ACMS 
• HP COM for OpenVMS 
• HP Reliable Transaction Router 
• 2AB orb2 (CORBA ORB) 
• 2AB iLock (ORB セキュリティ) 
• BEA MessageQ 
• Ericom Host Publisher (ターミナル・アクセス) 
• IBM WebSphere MQ (以前の名称は IBM MQSeries) 
• OCI TAO (オープンソース CORBA ORB) 
• SpiritSoft SpiritWave (JMS メッセージング・インテグレーション) および Jcache 
• Tibco Rendezvous and SmartSockets (メッセージング) 
• WRQ Verastream (ターミナル・アダプタおよびインテグレーション・ブローカ) 
 
HP の e ビジネス・ソリューションの詳細については、http://www.hp.com/go/openvms/ebusiness/ (英
語)をご覧ください。 
 
UNIX ポータビリティ 
HP は、統合されたネイティブな形式で、OpenVMS 上で UNIX インタフェースおよびツール一式を
提供することに取り組んでいます。これらのインタフェースやツールが提供されるようになると、

レイヤード・エミュレータ・ソリューションで発生する性能低下の問題を回避すると同時に、相互

運用性を強化できます。OpenVMS UNIX Portability (UP) Initiative は、C RTL、ファイル・システム
の強化拡張、および GNV という UNIX (BASH) シェルのポーティングによって、UNIX から 
OpenVMS へのアプリケーションのポーティングを簡単に行うことができるようにするための取り
組みです。今後のリリースで、HP はシンボリック・リンク、非同期 I/O、ロッキング・セマフォ、
メッセージング、スケジューリング、ファイル属性などをインプリメントすることを検討していま

す。 
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OpenVMS のネイティブな動作は今後もデフォルトの動作として残され、必要に応じて UNIX の機
能が有効になるように設定できます。OpenVMS UNIX Portability Initiative によって、UNIX アプリ
ケーションを OpenVMS へポーティングする作業が容易になるだけでなく、他の多くのタイプのア
プリケーションを OpenVMS にポーティングする作業も容易になります。たとえば、Linux アプリ
ケーション、Java アプリケーション、多くのオープンソース・アプリケーションも、UNIX 
Portability Initiative によって容易にポーティングできるようになります。 
 
UNIX ポータビリティの詳細については、http://h71000.www7.hp.com/portability/index.html (英語)をご
覧ください。 
 
レイヤード製品 
HP Integrity サーバを OpenVMS AlphaServer 環境に統合して OpenVMS 環境を進化させるという HP 
の戦略に沿って、ほとんどすべてのレイヤード製品もポーティングされています。 
 
レイヤード製品のポーティングの詳細および最新のスケジュールについては、 
http://www.hp.com/products1/evolution/alpha_retaintrust/openvms/openvms_move.html (英語)をご覧くだ
さい。 

 
アプリケーション 
できるだけ早期にアプリケーションがポーティングされるように、HP は OpenVMS の早期バージ
ョン(評価版)をアプリケーション・プロバイダに提供しています。初の正式出荷バージョンとなる 
OpenVMS Version 8.2 がリリースされる時点では、かなり多くのアプリケーションがすでにポーテ
ィングされ、テストを完了し、稼動できる状態になっていると思われます。すでに 280 社以上のパ
ートナーからポーティングの表明 (Integrity サーバ上の OpenVMS にアプリケーションをポーティン
グするプラン) を受け取っています。 
 
ポーティングされるアプリケーションは今後も追加されます。アプリケーションをポーティングし

ているパートナーの一覧は定期的に更新されますので、 
http://www.hp.com/products1/evolution/alpha_retaintrust/openvms/partners.html (英語)で確認してくださ
い。 
 

4. ライセンスとパッケージ 
 
OpenVMS Version 8.2 のリリースに合わせ、HP は Integrity サーバ上の OpenVMSで適用されるライ
センスおよびパッケージがシンプルになっています。新しいライセンスおよびパッケージは、これ

までより簡素化されるだけでなく、OpenVMS 環境のコストを削減するのにも役立ちます。HP のパ
ッケージおよびライセンスには以下の特徴があります。 
 
• オペレーティング環境ごとに 1 つのライセンスを適用することで、ライセンス管理が簡単にな
ります。 

• 品質管理、テスト、導入、サポートを向上するために、ソフトウェア構成が標準化されます。 
• プロセッサ単位のライセンスにより、魅力的な価格が実現します。 
• 投資を保護するための、有利なトレードイン・プログラムが用意されています。 
• 非常に複雑で高度なオペレーティング環境を 1 枚の DVD から簡単にインストールできるよう
になります。 

 
オペレーティング環境パッケージ 
OpenVMS for Integrity Servers Version 8.2 以降、基本オペレーティング環境、エンタープライズ・オ
ペレーティング環境、ミッション・クリティカル・オペレーティング環境の、3 つの枠組みが提供
されます。なお、3 つのオペレーティング環境の内容は変更される可能性がありますのでご注意く
ださい。 
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基本オペレーティング環境 (FOE)  
基本オペレーティング環境はインターネット対応の経済的な機能セットであり、次の要素が含まれ

ています。 
 
• OpenVMS オペレーティング・システム 
• OpenVMS Unlimited User Licensing 
• TCP/IP Services for OpenVMS 
• DECnet-Plus for OpenVMS End System 
• DECwindows Motif for OpenVMS 
• DECnet IV 
 
統合テクノロジ 
• BridgeWorks 
• COM for OpenVMS  
• Secure Web Server (SWS)  
• Secure Web Browser (SWB) 
• SDK for the Java(tm) Platform 
• XML Technology  
• NetBeans 
• Simple Object Access Protocol (SOAP) Toolkit 
• Kerberos 
• Enterprise Directory 
• CDSA 
• SSL 
• OpenSource Tools 
 
エンタープライズ・オペレーティング環境 (EOE) 
エンタープライズ・オペレーティング環境は、管理容易性、シングル・システム可用性、および性

能を向上させる機能を提供します。このパッケージには、FOE に含まれるすべての要素に加えて、
以下の機能も含まれています。 
 
• RMS ジャーナリング 
• Volume Shadowing 
• DECram 
 
OpenVMS for Integrity Servers システム管理ツール 
 
• OpenVMS Management Station 
• The Data Collector - TDC 
• Enterprise Capacity Planner (ECP) および Performance Analyzer 
• Availability Manager 
• HP Management Web Agents 
• HP WBEM (Web-Based Enterprise Management) Services 
 
ミッション・クリティカル・オペレーティング環境 (MCOE) 
最高レベルのミッション・クリティカル・オペレーティング環境 (MCOE) パッケージは、マルチシ
ステム可用性および負荷管理の分野で最強の機能を提供します。このパッケージには、FOE および 
EOE に含まれるすべての要素に加えて、以下の機能も含まれています。 
 
• OpenVMS Clusters 
• Reliable Transaction Router (RTR) 

 
トレードイン・ポリシー 
Integrity サーバへの移行をサポートするために、ソフトウェア・ライセンスの新しいトレードイ
ン・ポリシーおよびトランスファー・ポリシーが導入されました。Alpha サーバ向けの OpenVMS 
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オペレーティング・システムおよびレイヤード製品のライセンスは、対応する Integrity サーバ向け
オペレーティング環境およびレイヤード製品のライセンスに下取り交換できます。新バージョンの

権利を提供するサポート契約付きライセンスの場合は、新しいライセンスのサポート契約を締結す

ることで、対応するライセンスが無償で提供されます。プラットフォーム間での製品の対応関係が

定義されています。新しいプラットフォーム間の下取りおよびトランスファー・ポリシーについて

は、以下のサイトをご覧ください。 
http://licensing.hp.com/swl/view.slm;jsessionid=aaafd9rdUI7ZeT_IqEzQO?page=swlpolicies (英語) 
 

5. 移行プロセス 
 
OpenVMS 環境への HP Integrity サーバの統合の計画と実行の手順は、複数のステップに分かれます。
このプロセスは、AlphaServer 環境で拡張やアップグレードを計画する場合と類似しています。通
常、OpenVMS AlphaServer 環境の拡張やアップグレードを計画するときと同じ基準で計画を進める
ことができます。Integrity サーバを統合するのか、AlphaServer システムを追加統合するのかの 1点
を考慮に加えるだけです。 
 
計画と実行を進める場合、すべての条件が同じとして、当分の間は  AlphaServer システムと 
Integrity サーバのいずれでも選択できます。AlphaServer ファミリに対する HP のサポートは、今後
も拡張されます。しかし、ビジネスの観点から考えると、業界標準の Itanium アーキテクチャの可
能性を検討し、Integrity サーバを段階的に統合していくのが賢明だと言えるでしょう。 
 
テストの開始 
段階的な統合は、OpenVMS for Integrity Servers Evaluation Release Version 8.1 で可能になりました。
キットは実費で提供されています。ローエンドの Integrity サーバのテストは、2004 年前半に開始で
きます。新しい環境へのポーティングを検討しているユーザのために、多くのアプリケーション・

プロバイダがベータ・バージョンの製品を開発しています。 
 
2004 年後半には、実際にパイロット・プロジェクトを開始できるようになります。新しいプロジ
ェクトの計画がある場合は、Integrity サーバと製品版リリースである OpenVMS Version 8.2 を使用
して実施してください。その後、Integrity サーバを Alpha 環境に導入し、今後のキャパシティおよ
び展開プランニングを開始することができます。 
 
HP のお客様やビジネス・パートナーは、米国ニューハンプシャー州ナシュアおよび世界の主要拠
点にある HP のラボで、OpenVMS 上でアプリケーションをテストするための安全な環境を利用す
ることができます。HP は、最新バージョンの OpenVMS でソフトウェアや新しいハードウェア・
テクノロジを評価するのに役立つラボ環境の構築に多大な投資を行っています。 
 
主要な移行ステップと検討事項 
以下の表は、OpenVMS 環境への Integrity サーバの統合を計画する際の主要なステップおよび検討
事項を示しています。 
 
1. キャパシティ・プランニング 
 

要因 アクション 説明 
新規プロジェクト 要件および時期を検討し

ます。 
業務環境への導入が 2004 年末に予定
されている場合は、導入のタイミン

グとしては理想的です。 
性能 時期を検討します。 今後 2 年間で性能が大幅に向上する

と予測されていますが、短期的には

安定性が高く完全なオペレーティン

グ・システムの実現に注力していま

す。 
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要因 アクション 説明 
システム拡張 新しいクラスタ・ノード

を統合するための準備を

行います。 
アプリケーションのポー

ティング状況を考慮しま

す。 

Version 8.2 以降、Integrity サーバを業
務で運用している OpenVMS 
AlphaServerクラスタに統合できるよ
うになります。V8.2 に対応できるよ
うに、何百ものアプリケーションが

すでにポーティング中です。 
ビジネス・プロセ

スの変更、更新、

新規設定 

時期を検討します。影響

を受けるオペレーショ

ン、プロセスの複雑さを

考慮します。 

Integrity サーバをシステム環境に追加
する絶好のタイミングは、ビジネ

ス・プロセスが変更されるときで

す。この場合は検討が必要なステッ

プが少なく、アプリケーションおよ

びサーバの評価が、運用環境の実現

のタイミングに間に合うかどうかだ

けを確認する必要があります。 
 
2. Integrity サーバおよび OpenVMS for Integrity Servers についての理解と習熟 
 

要因 アクション 説明 
OpenVMS V8.1 評価
版 の出荷 

ローエンド Integrity サー
バ (推奨モデルは rx2600) 
および OpenVMS Version 
8.1 Evaluation Release キッ
トを入手します。まずこ

の環境で、アプリケーシ

ョンのポーティングを開

始します。 

www.hp.com/products1/evolution/alpha_ 
retaintrust/openvms/integrity-ready.html 
(英語) 
 
h50146.www5.hp.com/products/ 
software/oe/openvms/itanium/ 
jv81_eval.html (日本語) 
 
この環境は、Integrity サーバだけで構
成されるクラスタにすることも、

AlphaServer システムが混在する異種
混成クラスタにすることもできま

す。 
 
3. ステップ 1 のキャパシティ・プランニングで検討した導入要因をもとに、Integrity サーバで 

OpenVMS を稼動させる準備が整う時期を判断する 
 

要因 アクション 説明 
性能 必要とされる性能、および

その性能が必要になる時期

を判断します。 

今後、OpenVMS がさらに改善される
につれて、Integrity サーバのパフォー
マンスは、AlphaServer システムの 
OpenVMS 以上のペースで向上すると
予測されます。 

必要なアプリケ

ーション 
最新の状況に関しては、

Web サイトで確認します。
www.hp.com/products1/evolution/ 
alpha_retaintrust/openvms/partners.html 
(英語) 

コストの検討 OpenVMS for Integrity 
Servers の価格およびライセ
ンス、パッケージングを確

認します。Integrity サーバ
の価格も確認します。 

 

テクノロジに関

する検討 
Integrity サーバの各モデル
について把握します。 

 

その他  それぞれの環境に応じて異なりま

す。 
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4. パイロット･プロジェクトを選定し、Integrity サーバでプロジェクトを展開する 
 

要因 アクション 説明 
新規アプリケーシ

ョン 
新規ビジネス･プロ

セス 
ローカライズした

オペレーションの

拡張 

ステップ 2 で確認した構
成をもとに、パイロット･

プロジェクトのインプリ

メントを開発します。 

 

 
5. OpenVMS AlphaServer 環境のアップグレードを継続する 
 

要因 アクション 説明 
Integrity サーバで
は、予定している

時間内に対応でき

ないアップグレー

ドおよび拡張の必

要性 

要件を満たすことができ

る方法で環境の拡張を継

続します。 

OpenVMS Integrity 環境と OpenVMS 
Alpha 環境とは互換性が保たれるた
め、AlphaServer OpenVMS 環境への
投資は完全に保護されます。 

 
6. パイロット･プロジェクトを運用環境として展開する 
 

要因 アクション 説明 
パイロット･プロジ

ェクトが必要とさ

れる基準を達成 

パイロット･プロジェクト

が成功したら、次の段階

に進みます。 

OpenVMS Version 8.2 (Integrity サー
バ向けの最初の製品レベルのリリ

ース) 以降、OpenVMS 環境は共通
のコード・ストリームで開発が続

けられるため、これまで使い慣れ

た方法で環境を発展させることが

できます。 
 
7. Integrity サーバを AlphaServer 環境に統合する 
 

要因 アクション 説明 
ステップ 1 に示し
た要件など、

OpenVMS 環境への
アップグレードや

拡張の計画と実施

が必要 

これまでと同じ方法で、

ただし Integrity サーバを
使用して環境を設定しま

す。 

短期的には、AlphaServer システム
が今後も多くの要件、特に厳密な

要件に対応していきますが、数年

後には、エントリ･レベルから 
Superdome に至るまで、広範囲にわ
たる Integrity サーバで OpenVMS が
動作し、期待される性能、あるい

はそれを上回る性能を達成するだ

ろうと予想されています。 
 
HP の Web サイトに公開されている
ロードマップは、今後のユーザの

ニーズとOpenVMS for Integrity 
Servers を対応付けるのに役立ちま
す。
h50146.www5.hp.com/products/softwa
re/oe/openvms/products/os/roadmap.ht
ml
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要因 アクション 説明 
以下の図 1 は、OpenVMS for 
Integrity の今後の統合プランを示し
ています。 
 

 
図 1. OpenVMS I64 のインプリメントのスケジュール 
 
     SuperDome など 
     
    

OpenVMS O/S の
アップグレード 

OpenVMS 環境へ
の Itanium システ
ムの導入開始 

 

  最初のパイロッ

ト・プロジェク

トの実施 

  

 新規 OpenVMS I64 
プロジェクトの

計画立案 

 

 
新しい 
AlphaServer シス
テムや Itanium サ
ーバの運用環境

への導入 

  

OpenVMS I64 の
理解と習熟 

 
rx2600 サーバで
作業を進める 
 

    

2003年 2003 年 12 月 2004 年 6 月 2004 年後半 2005 年 2006 年以降 

 
6. VAX からの移行 
 
VAX から OpenVMS Integrity サーバ環境への移行は簡単に行うことができます。 
 
ソースがある場合 
VAX から OpenVMS Integrity サーバ環境へアプリケーションをポーティングする作業は、VAX か
ら AlphaServer へアプリケーションをポーティングする作業とほとんど同じです。主な相違点は、
データ・アライメント、H_FLOAT データ・タイプ、データの粒度(処理可能なデータの最小単位)、
ページ・サイズ、例外処理などです。ソースが手元にある場合は、『OpenVMS VAX から 
OpenVMS Alpha へのアプリケーションの移行』  
(http://h50146.www5.hp.com/products/software/oe/openvms/document/jv73-2/html/mig_app/6459p.htm
) を参照し、示されている推奨手順に従って VAX から Integrity サーバへアプリケーションをポーテ
ィングしてください。このドキュメントでは、VAX から Integrity サーバへのポーティングについ
ては説明されていませんが、VAX から Alpha へアプリケーションをポーティングするときに必要
になる作業は、VAX から Integrity サーバへアプリケーションをポーティングする場合にもあては
まります。 
 
イメージを変換するプロセスは 2 つのステップに分かれていますが、一度行うだけでかまいません。
この作業を行うためのエミュレータを提供する計画はありませんが、32 ビット・アプリケーショ
ンはポーティング (再コンパイルと再リンク) することで、OpenVMS for Integrity Servers で実行でき
ます。 
 
ソースがない場合 
ソースがない場合は、DECmigrate (http://h71000.www7.hp.com/openvms/products/omsva/omsva.html) を
利用してアプリケーションを  Alpha にポーティングした後、Software Resources International 
(http://www.softresint.com/openvms/alpha_to_itanium.htm) から提供されるバイナリ・トランスレータ
を使用して Integrity サーバにポーティングする方法が考えられます。バイナリ・トランスレータで
使用されるイメージを作成する場合にだけ、AlphaServer が必要になります。 
 
32 ビット・アプリケーションは、64ビット化しなくても 64 ビットの OpenVMS for Integrity 環境で
問題なく動作します。 
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複合アーキテクチャ 
HP は、AlphaServer システムと Integrity サーバが混在する複合アーキテクチャ・クラスタをサポー
トします。VAX と Alpha が混在する環境もサポートします。しかし、現時点では VAX と Itanium 
が混在する環境については要望がないため、サポートは計画していません。 
 
OpenVMS for Integrity Server の詳細については、 
http://h50146.www5.hp.com/products/software/oe/openvms/itanium/ をご覧ください。 
 

結論 
 
HP OpenVMS for Integrity Servers は、2004 年後半に製品版リリースが出荷される予定です。これま
でに 2 つの評価用リリースがすでに提供され、何百ものアプリケーションがポーティングされてい
るため、Integrity サーバを OpenVMS 環境に統合する作業は新しい AlphaServer システムを追加する
場合と同じように簡単に行うことができます。 
 
このホワイトペーパーでは、Integrity サーバ・プラットフォームへの OpenVMS オペレーティング
環境の進化について説明し、技術面およびソリューションについて最も重要な検討事項もいくつか

示しました。Integrity サーバ環境向けに準備されている OpenVMS の新しいライセンス体系および
パッケージについても説明しました。さらに、HP Integrity サーバを OpenVMS 環境に統合する計画
を立てるときに考慮すべきステップと要因の概略も示しました。 
 
お客様の状況はそれぞれ異なりますが、HP が提供する移行パスはシンプルで発展的なものであり、
スピーディで、IT 投資を最大限に活用し、投資を保護するのに役立ちます。 
 
OpenVMS オペレーティング・システムの詳細については、http://www.hp.com/jp/openvms をご覧く
ださい。 
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