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ポーティングの概要 
 

はじめに 
HP OpenVMS Alpha システムから Integrity サーバ用の HP OpenVMS Industry Standard 
64 (OpenVMS I64) にカスタム・コードを移行する手順は，考え方としては簡単です。
すなわち，カスタム・コード・システム (アプリケーションを構成するカスタム・コ
ード群) から，新しいプラットフォームに移動できる部分を切り出して，移行先のプ
ラットフォームに移動する手順を，カスタム・コード・システム全体の移動が完了す

るまで繰り返すだけです。 

ところが，実際にカスタム・コードを移行する際には，さまざまな問題が発生する可

能性があります。以下に示す手順はいずれも、重要性が高く，かつ複雑になりがちな

意思決定とそれにもとづくアクションを含んでいます。このドキュメントでは，以下

の各手順で行う意思決定とアクションの指針を示します。 

 アプリケーションの内容の把握 

 コード・サイズの測定 

 移行できるコンポーネントの特定 

 コンポーネントの移行順序の決定 

 移行中の更新の回避 

 他社製品への依存の対処 
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アプリケーションの内容の把握 
カスタム・コード・アプリケーションの移行計画の際の重要なポイントの 1 つとして，
アプリケーションの内容を特定し，正確な調査を行い，その主要なコンポーネントす

べてを確実に把握するということがあります。カスタム・コード・システムに含まれ

るコードの量は，実際の 1/3～1/10 に低く見積もられる傾向があります。つまり，実
際には想像した量の 3～10 倍のカスタム・コードが存在している可能性があります。
このような乖離が生じるのは，システムの主要な処理には関与しない一部の機能がし

ばしば見落とされることが主な原因です。 

詳細 
通常，複雑なカスタム・コード・アプリケーションのすべての部分を把握することは

困難で，系統だった調査が必要になります。システムの一部が，移行作業が軌道に乗

るまで見落とされることも少なくありません。移行した後になって，主機能の一部が

欠けていることに気づくことさえあります。 

カスタム・コード・アプリケーションの内容を把握するときに，見落とされがちな機

能を次に示します。 

 オンライン・システムでのオフライン・バッチ処理 

オンライン・システムの多くは，特定の集計・保守手順を，トランザクション

処理が静止した状態 (オフライン) で実行するように設計されています。そのよ
うなシステムを特徴づける要素の 1 つが，バッチ期間の存在です。定期的なバ
ッチ期間を必要とするシステムの設計には，ほぼ確実にオフライン・バッチ処

理が組み込まれています。 

• バッチ期間は通常，数時間に及び，その間に集計・保守処理が実行されます。 

• オンライン・ストレージのスナップショットを取得し，最新データの処理

と履歴データの集計を並行して進めるように設計されたシステムの場合は，

必要なバッチ期間は数分間，または数秒間です。 

オンライン・トランザクション処理の速度を上げるため，複雑なロジックは通

常，オフラインの集計・保守に盛り込まれます。その結果，オフライン部分の

コードは，意外なほど大きくなる傾向があります。概念的に単純な集計処理で

も，主流のトランザクション処理と同等のコード量が必要になることが少なく

ありません。 

 ユーティリティおよびサポート機能 

多くのシステムは階層的に構成されており，最上位にアプリケーション・ロジッ

ク層，その下にユーティリティ層，その下にサポート層，その下に実装言語とオ

ペレーティング・システムが位置しています。ユーティリティ層とサポート層は

通常，非常に複雑です。この 2 つの層では，トランザクション制御，アプリケー
ション・レベルのジャーナリングやバックアップ，監査証跡の生成，リソース割

り当てなどの処理が実行されます。これらの機能がユーティリティ層とサポート

層に含まれているのは，アプリケーション・ロジック層を単純化し，これらの機

能がすべてのアプリケーションで実行されるようにするためです。 
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通常，ユーティリティ層とサポート層における処理は，アプリケーション・ロ

ジック層での処理とは性質が大きく異なっています。 

• アプリケーション・ロジック層では，総勘定元帳のエントリ作成など，ア

プリケーションの機能に直結する処理が行われます。 

• ユーティリティ層とサポート層では，監査証跡の生成，ディスク・ドライ

ブの使用率の均等化など，アプリケーションの機能に間接的に作用する処

理や，アプリケーションの運用関連の処理が行われます。 

ユーティリティ層とサポート層で実行される大部分の処理は，アプリケーショ

ンの目的に直結する，目に見える処理ではありません。そのため，これらの層

のコードは意外なほど多いことがあります。 

 データベースに保管されたストアド・プロシージャ 

データベースは近年，アプリケーションで使用されるデータの受動的な格納場

所ではなく，アプリケーションの処理に能動的に関与するパートナ的な存在に

なっています。データベースのトリガ・プロシージャが，データベースの構造

上必要なビジネス・ルールの適用状況をチェックし，ストアド・プロシージャ

がビジネス機能を実行します。ストアド・プロシージャは通常，ネットワーク

を経由せず，メモリ上のデータに直接アクセスします。したがって，ストア

ド・プロシージャは従来のアプリケーション・コードに比べ，パフォーマンス

の面で大幅に優れています。 

ただし，データベースのストアド・プロシージャは通常，アプリケーション・

コードとしてはカウントされません。ストアド・プロシージャに対して，アプ

リケーションを構成する C や COBOL のモジュールと同水準の変更管理やソー
ス・コード管理が実施されることは，ほとんどありません。また，アプリケー

ションのサイズを見積もるときに，ストアド・プロシージャがアプリケーショ

ンの一部と見なされることも，通常はありません。 

データベースに影響を与えない移行では，アプリケーション・サイズの見積り

に，ストアド・プロシージャを含める必要はありません。一方，移行の際にデ

ータベースを他のベンダ製品と置き換えたり，他のハードウェア・プラットフ

ォームに移行したり，あるいは同じデータベース・システムの新しいバージョ

ンにアップグレードしてデータベースに影響が生じる場合などには，ストア

ド・プロシージャとトリガ・プロシージャを考慮に入れる必要があります。 

 成果物に含まれない機能 

商用ソフトウェア開発の規模を表す一般的な指標に，KDSI (Kilo Delivered 
Source Instructions) があります。これは，成果物となるソース・コードの量を表
す指標です。この "Delivered" (成果物となる) は，アプリケーションに直接関係
のあるコードを意味しています。ところが，一般的にカスタム・コード・シス

テムには，アプリケーションに直接関係しないものの，開発環境に必要となる

「非成果物コード」も大量に含まれています。 
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非成果物コードは通常，特定用途向けの各種環境の実装に使用されます。 

• コード記述環境 － ソース・コード管理用のプログラムとスクリプト，コ
ード内のすべての状態機械用のテーブル作成ユーティリティなど。 

• 実行プログラム構築環境 － ビルド用のスクリプトとユーティリティ，自
動構成用のスクリプトとユーティリティなど。 

• 配布環境 － 配布用のスクリプトとユーティリティ，インストール用のス
クリプトとユーティリティなど。 

• テスト環境 － テスト・スクリプト，テスト・ドライバ・ユーティリティ，
既知の良好なテスト結果，保守用のスクリプトとユーティリティなど。 

• プロジェクト管理環境 － プロジェクト状態レポート・ユーティリティ，
不具合の報告責任の割り当ておよびトラッキング用のユーティリティなど。 

さらに，上記以外の非成果物コードが含まれる場合もあります。たとえば，複

数の異なる環境で稼働させるシステムには，環境識別用のコードが必要です。 

どのコードもシステムの日常的な運用で常に使用されるものではありませんが，

日常的な運用を可能にするためには欠かせません。このメタコード (他のコード
に関与するコード) 作成に充てられる労力は大きく，開発作業の 1/4 を占める場
合もあります。非成果物コード全体のボリュームが，成果物コード全体と同程

度に大きくなることも少なくありません。開発者はオペレータやユーザに比べ，

一般に手作業に対して寛容なため，非成果物コードは安定性に欠け，説明が不

足したものになりがちです。そのような非成果物コードが多ければ，新しいプ

ラットフォームへの移行作業もそれだけ困難になります。 

複雑なアプリケーションを構成しているすべてのコンポーネントの特定が必要になる

のは，アプリケーションの技術移行計画の作成時です。多くのアプリケーションが，

一部のコンポーネントを見落としやすいような構造で設計され，作成されています。

そのためにコンポーネントを見落としてしまうと，計画の不備と，移行に必要なリソ

ースの見積り間違いにつながります。 
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推奨事項 
アプリケーションを構成する主要コンポーネントをすべて確実に特定できるように，

次の指針に従うことが推奨されます。 

 システム全体のデータ・フローをトレースする。 

データの各部分が，システム内のどこで作成され，利用されるかを確実に把握

してください。アプリケーション内でデータを作成し，利用するすべてのコン

ポーネントを，システムの調査対象に含めます。 

 アプリケーションのすべての動作モードを特定する。 

アプリケーションがバッチ期間を持つ場合は，毎日，週末，月末，四半期末，

年度末など，間隔の異なるバッチ期間のすべてを対象に，期間内に実行される

プログラムを特定してください。特定したすべてのプログラムを，システムの

調査対象に含めます。 

 すべての対話型トランザクションを対象に，システム全体の機能フローをトレー
スする。 

決定によって流れが制御される箇所をすべて特定してください。アプリケーシ

ョン内でこれらの流れを制御している各コンポーネントを，システムの調査対

象に含めます。 

アプリケーションのコンポーネントを特定するために，相当量の調査が必要になるこ

ともあります。一般的に，アプリケーションのコンポーネントを特定するには，シス

テム・アーキテクチャ図を使用するか作成し，図中の各オブジェクトがどのように実

装されているかを見極める必要があります。システムで生成されたデータは通常，他

の場所で利用されます。データ・ストリームの利用先を特定することが，見落として

いたサブシステムの発見につながることもあります。 
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自動テストを制御する または他の専用言語

• プロジェクト管理システムの状態を操作する Visual Basic 

コード・サイズの測定 
カスタム・コードの技術移行に要する作業量を見積もるには，コード・ベースのサイ

ズを把握する必要があります。コード・ベースのサイズが大きければ，作業量も大き

くなります。直感的なサイズの見積りは信頼できないことが分かっています。 往々
にして，新しいコードは古いコードより大きく感じられ，複雑なコードは簡潔なコー

ドより大きく感じられるからです。 

的確な移行計画を作成するには，アプリケーションの正確なサイズを把握する必要が

あります。 

詳細 
コード・サイズの測定で分析すべき主なポイントは以下のとおりです。 

 各種の測定方法 

コード・サイズの測定には，さまざまな方法が使用できます。具体的には，コ

ード・モジュール内のコードの行数，実行可能コードの行数，実行可能コード

と宣言の行数，Halstead のコード・ボリューム，アルゴリズムのサイクロマテ
ィック複雑度 (実行経路複雑度) または本質的複雑度などの方法があります。こ
れらの方法は，同一環境内では等しく有効です。通常，1つの環境内では，そ
れぞれの方法が比較材料として意味を持ちます。ただし，1つの環境での測定
結果は，必ずしも他の環境での結果と比較できるとは限りません。これらの測

定方法には，プログラミングの標準とスタイルが大きく影響するからです。 

 コード・サイズ測定ツールと各種のコンピュータ言語 

コード・サイズの測定で最適な結果を得るには，見積りは行わずにツールを使

用すべきです。コード・サイズ測定ツールは，プロジェクトで使用されている

すべてのコンピュータ言語を処理できる必要があります。プロジェクト内のコ

ード量を過小評価しやすいのと同じように，プロジェクトで使用されている言

語の数も過小評価しがちです。最も単純な，"Hello, world!" を画面に出力
するプログラムでも，2 種類の言語を使用します。1 つはコードを記述する実装
言語，もう 1つはアプリケーションのビルドと実行に使用されるコマンド言語
です。 

一般的な商用アプリケーションでは，以下のすべての言語を使用することもあ

ります。 

• COBOL，C，C++，Fortran，およびその他のサポートされているプログラ
ミング言語 

• 実行可能コードをビルドするリンカ 

• ビルドを制御する MMS 

• ビルドをステップ実行する DCL 

• ソース・コード管理システムの状態を操作する CMS 

•  DTM  
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ません。しかし，プロジェクトの半分は，「実装言語」で思い浮かばない言語

していることになります。 

 プ

 
。

レコード宣言の保守では，インクルード

されるレコード宣言に対して一度だけ作業を行います。500 個のプログラムに
ません。 

 環

，

力の最初の見積りにはあまり効果がありませんが，

プロジェクトが進行するにつれて，より正確な修正を見積りに加えることがで

きることを意味します。 

• 進捗レポートの作成に使用されるスプレッドシート言語 

• 実行可能コードを移行先環境に配備するための FTP スクリプト 

• 開発，テスト，配布，導入の各環境で特定処理に使用されるその他の言語 

C++ のソース・コードが数百万行に及ぶ一方で，Microsoft® Project のマクロが 
100 行か 1000 行かといったレベルまで測定するのは，明らかに効果的ではあり

を使っているため，いずれにしても重大な見落としを

ログラミングの視点からのコード・サイズ測定 

コード・サイズの測定では，コンパイラの解釈ではなく，プログラマの視点を

考慮してください。たとえば，50 行のレコード宣言がプリプロセッサによって
500 個のプログラムに挿入される場合は，25000 行ではなく 50 行と見なします
測定の目的は，インクルード結果を示すことではなく，保守作業に必要となる

労力を見積もることなのです。上記の

作業を繰り返すことはあり

境間での測定結果の比較 

複数の環境で測定した結果を比較することは困難であり，これらの測定結果を

使用して，必要な労力の標準的な見積り方法を得ることはできません。ただし

移行のような全面的な保守作業に必要となる労力は，影響を受けるコードの量

におおむね比例します。したがって，コードの 1 単位に必要な労力を特定でき
る量のデータが集まれば，残りの作業のスケジュールを見積もることが可能に

なります。このことは，労
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推奨事項

コード・サイズの測定では，以下に示す一般的なガイドラインに従うことが推奨され

ます。

コード・サイズは見積もらず，実際に測定する。

最も簡単な測定方法は，COPY/LOG file-name NL: コマンドです。このコマンド
を実行すると，プログラムに含まれるレコード数 (行数) が表示されます。 

同様の結果は wc –l コマンドでも得ることができます。このコマンドでは，ソ 

ース・モジュールに含まれるテキストの行数が出力されます。wc –l コマンド
では，コード行と空白行やコメント行が区別されませんが，プリプロセッサが

挿入する行は適切に除外されます。

注意：GNV は，次のサイトから入手できます。
http:// h71000.www7.hp.com/opensource/opensource.html  

関心のある指標を測定する。

関心のある指標を測定するためのツールは，比較的容易に作成できます。通常

は，字句や構文に基づく指標 (行数，トークン数，文の数など) の方が，意味的
な指標 (経路複雑度または本質的複雑度など) より測定が容易です。指標に基づ
いてコード・サイズを測定するツールは，他社からも多数提供されています。

これらのツールを活用して，コード・サイズを測定してください。
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移行できるコンポーネントの特定 
カスタム・コードの移行を開始する前に，カスタム・コード・システムのどの部分が

移行できるかを特定する必要があります。移行できるコンポーネントはいくつもの方

法で特定できるため，難しい作業になるかもしれません。カスタム・コードの移行計

画を作成するときに，コードをコンポーネントに分割する方法を，すべて検討してく

ださい。 

詳細 
各アプリケーションを構成するコンポーネントとその構造は，それぞれのアプリケー

ションごとに異なります。したがって，アプリケーション・システムをコンポーネン

トに分割する方法も一通りではありません。ただし，アプリケーションを構造化する

ためによく使用される手法がいくつかあります。これらの手法では，アプリケーショ

ン・コード内に，一連の自然な境界を形成します。この自然な境界を使ってコンポー

ネントを分離する方法は，他の境界で分離する方法よりも容易です。 

自然な境界分けの手法を以下に示します。 

 時間的位置 

多くのシステムは，対話とバッチという 2 つの主要コンポーネントに分けるこ
とができます。これらのコンポーネントは通常，データベースや一連のファイ

ルなどの共有データを通じて，互いに通信します。この 2 つの主要コンポーネ
ントはおおむね独立しており，個別に移行作業を実施できます。これらのコン

ポーネントは，共有データに常にアクセスできる状態を維持すれば，新しいプ

ラットフォームに個別に移行することが可能です。 

 
 

トランザクション処理
(オンライン時間)

共有
データ

バッチ処理
(オフライン時間)

BH-0586-01 
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多くの場合，どちらのコンポーネントを先に移行するかは，システムが直面し

ているビジネス・ニーズで決まります。 

• トランザクション処理時間の短縮が重要で，新しいプラットフォームに移

行すれば短縮が期待できる場合は，対話コンポーネントを先に移行する方

が有利です。 

• オンライン時間を延長し，バッチ期間を短縮する場合は，バッチ・コンポ

ーネントを先に移行する方が有利です。 

 時間的シーケンス化 

多くのバッチ・システム，特に古いバッチ・システムは，データ・ファイルを

相互に受け渡しする多数の小さなプログラムから構成されています。同時に実

行されるプログラムは多数ありますが，個々のプログラムが実行されるのは，

入力データの生成が完了した後です。このようなシステムでは，各プログラム

の相互関係はデータ・ファイルだけに限定され，データの受け渡し順序に従っ

てプログラムのシーケンスが形成されます。このようなシステムでは，各プロ

グラムをそれぞれ個別に移行することが可能です。 
 

 
これらのプログラムの移行順序として最も利便性が高いのは，シーケンスの先

頭または末尾のプログラムから，1つずつ順次移行する方法です。この順序で
移行すれば，日常的な処理を新旧いずれかのプラットフォームで開始し，途中

で他方のプラットフォームに移動して，そのプラットフォームで処理を完了す

ることができます。新しいプラットフォームに移行したプログラムが増えるに

つれて，処理するプラットフォームを切り替える位置も移動し，より多くの処

理が新しいプラットフォームで実行されるようになります。すべてのプログラ

ムの移行が完了したら，移行前のプラットフォームは撤去できます。 

UC5a

UCDA- UCDA5054901

UCDA-
5051

UCDA520UCWK-
3153

UCDA-
5201

新しい
システム

UV5b
BH-0587-01
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 機能サブシステム 

多くのシステムは，独立性が比較的高い複数のサブシステムから構成されてお

り，これらのサブシステム間でプロシージャ呼び出しを通じてデータが相互に

受け渡しされます。これは，ユーザ・インタフェースを交換できるアプリケー

ションや，独立パッケージ (監査証跡ジェネレータなど) を使用するアプリケー
ションの典型的な構造です。ほとんどの場合は，既存システムと移行済みのサ

ブシステムの間にリモート・プロシージャ・コール (RPC) を追加することで，
各サブシステムを個別に移行できます。 

 

 
 

この方法は，RPC を使うことで呼び出しに過剰なオーバヘッドが発生する場合
を除けば，非常に効果的です。RPC を使えば，単純な値を極めて効果的に送信
できます。大きなオブジェクトをやり取りする場合は，ハンドルをやり取りす

るとうまくいきますが，オブジェクト自体をやり取りしたのではうまくいきま

せん。 

新しいRPC

システム

BH-0588-01 

 実行場所 

クライアント/サーバ・システムのような分散型システムは，それ自体がすでに
コンポーネントに分かれています。これらのコンポーネントは，ネットワーク

やその他の経路を通じて，なんらかのネットワーク・プロトコルをインタフェ

ースとして互いに通信します。このことは，これらのコンポーネントが個別に

移行できることを意味しています。 

以上の方法は，いずれもカスタム・コード・アプリケーションの構造を利用して，ア

プリケーションのコンポーネントを分離したり移行する手間を軽減します。一般的に，

アプリケーション内での境界が明確で，残りの部分とのインタフェースが限定的かつ

十分に定義されているコンポーネントが，移行の単位として適しています。アプリケ

ーション内での境界があいまいなコンポーネントは，他のコンポーネントと並行して

移行すべきではありません。残りの部分とのインタフェースが限定されておらず，定

義が不十分なコンポーネントを移行しようとすると，アプリケーション内の残りの部

分で，多大な作業が必要になる可能性があります。 
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推奨事項 
移行できるコンポーネントを特定する際には，以下のガイドラインに従うことが推奨

されます。 

 アプリケーションの構造を調査する。 

システムやサブシステムに自然に分割できる境界を特定します。 

 アプリケーションの残りの部分とのインタフェースが限定的かつ十分に定義され
ているコンポーネントを特定する。 

そのようなコンポーネントを移行単位として，1 つずつ移行する方法が最も効
果的です。 
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コンポーネントの移行順序の決定 
カスタム・コード・システムを新しいプラットフォームに移行するためには，コンポ

ーネントを特定の順序で移行する必要があります。コンポーネントの移行順序は，カ

スタム・コード・システムの移行のコストとリスクに多大な影響を与える可能性があ

るため，最も効果的な移行順序を特定しなければなりません。複数のコンポーネント

を並行して移行することもできますが，移行のリスクが高くなり，それに伴うコスト

の増加を受け入れる覚悟が必要です。 

詳細 
最も効果的な移行順序は，いくつかの要因によって決まります。最も重要性が高いの

は，カスタム・コード・システム自体の構成です。その他の要因としては，環境およ

びビジネス上の制約 (機器のリース期間の終了など)，事業拡張に備えたボリューム拡
張計画などがあります。 

最も効果的な移行順序を決定する際には，以下の点を考慮してください。 

 種々のコンポーネントの使われ方 

たとえば，多くのコンポーネントで使用されているユーティリティは，他のコ

ンポーネントの移行後ただちに使用できるように，移行プロセスの早い時期に

移行すべきです。移行前のユーティリティは元のプラットフォームに残してお

き，そのバージョンが必要でなくなるまで使用できます。また，他の多くのコ

ンポーネントを使用するコンポーネントの移行は，他のコンポーネントが新し

いプラットフォームで使用できる状態になるまで先送りすると良いでしょう。 

 あるコンポーネントを移行するために必要となるシステムへの変更 

コンポーネントを他のプラットフォームに移行するためには，次の 2 種類の変
更をシステムに加える必要があります。 

• 新しいプラットフォームで実行できるように，まずそのコンポーネント自

体を変更する 

• 新しい環境でそのコンポーネントを使用できるようにシステムの残りの部

分を変更する 

コンポーネントを (多くの演算ルーチンと同じように) 複製できる場合，そのコ
ンポーネントに対する他のコンポーネントからの参照は，他のコンポーネント

の移行が完了するまで変更する必要はありません。ただし，大部分のコンポー

ネントは，容易には複製できません。  

あるコンポーネントへの参照を変更するための手間は，移行したコンポーネン

トの場所が，システムの残りの部分でどの程度認識されるかによって異なりま

す。特定の条件さえ満たせば，(たとえば、1箇所の記述変更で対応可能など)シ
ステムの残りの部分への影響を最小限に抑えてコンポーネントを移行できます。

通常，メッセージ・バスを使用するシステムでは，コンポーネントを移行して

も，システムの残りの部分に変更を加える必要はありません。移行したコンポ

ーネントから，新しい場所をメッセージ・バスに通知するだけで，メッセージ

が適切にルーティングされるようになります。 
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1980 年代以前に作成されたシステムなど一部のシステムでは，効率化のために
システム内の各コンポーネントの位置情報がシステム全体に分散されている場

合があります。そのようなシステムでは，移行したコンポーネントの代理とな

るプロキシ・コンポーネントを作成すると効果的です。プロキシ・コンポーネ

ントは，移行したコンポーネントが元のシステム内で位置していた場所に置か

れ，サービス要求を受信して，新しいシステム上の対応するコンポーネントに

転送します。元のシステム内の他のコンポーネントは，移行したコンポーネン

トを参照するように徐々に更新できます。次の図は，プロキシ・コンポーネン

トを含む構成を示しています。この図では，1 つのコンポーネントが移行され，
1 つのコンポーネントでの参照が更新されています。 

 

 
他のコンポーネントは，新しいプラットフォームに移行するまで，プロキシ・

コンポーネントを参照させておくことも可能ですが，これは次の理由により推

奨できません。 

• 長期にわたってプロキシに依存していると，プロキシを単なる一時的措置

ではなく，システムの正当なコンポーネントと見なしてしまう可能性があ

ります。 

• 移行したシステムが，元のシステム内のプロキシを引き続き参照してしま

います。たとえば，コンポーネント A がコンポーネント B を参照してい
る場合，B を A より先に移行し，元のシステムにプロキシ・コンポーネン
トを置くと，A は B のプロキシを参照します。その後，コンポーネント A 
を，参照を更新せずに移行すると，A は B そのものではなく B のプロキ
シを参照したままになります。つまり，プロキシを使用する手法は，コン

ポーネントの参照の更新を先延ばしにするだけです。 

プロキシ A

BH-0585-01
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 複数のコンポーネントを並行して移行する場合のリスクと労力 

人的リソースに余裕があれば，複数のコンポーネントを並行して移行すること

も可能です。ただし，これはリスクと労力を必要以上に増加させる結果になり

がちです。リスクは通常，システムに加えられる変更の頻度に左右されます。

すなわち，変更の頻度が高いと，それだけリスクも高くなります。リスクが高

くなれば，リスク回避，リスク削減，および発生した問題からの復帰に要する

労力が増加するため，必要な労力全体も増加することになります。 

複数のコンポーネントの並行移行に関わるリスクの大部分は，新しい場所に移

行したコンポーネントにアクセスできるように，他のコンポーネントを変更す

る段階に集中しています。この変更はシステム全体が対象です。システム全体

を対象とした変更を複数，並行して行うと，ネガティブな相互干渉のリスクが

高まります。一方，システムの異なる部分に対するローカルな変更であれば，

複数並行して実施しても，ネガティブな相互干渉のリスクは限られます。 

コンポーネントの並行移行に関わるリスクの大部分は，システム全体を対象と

した変更を，コンポーネントごとにずらして実施すれば，効果的に回避できま

す。複数のコンポーネントの移行作業は並行して実施してもかまいませんが，

移行したコンポーネントへの切り替えは，順次実施する必要があります。  

推奨事項 
コンポーネントの移行順序が与える影響を評価する際には，以下の点に留意してくだ

さい。 

 他のコンポーネントからの参照が最も多いコンポーネントを特定する。 

最も多くのコンポーネントから参照されているコンポーネントは，早い時期に

移行してください。 

 他のコンポーネントからの参照が最も少ないコンポーネントを特定する。 

他のコンポーネントから参照されることが最も少なく，かつ他の多数のコンポ

ーネントを参照しているコンポーネントは，移行を後回しにしてください。 

 システム間参照の難易度を把握する。 

コンポーネントの新しい場所を指すように，参照を変更する作業が容易に行え

るかどうかを調べます。参照の更新が容易でない場合は，プロキシ・コンポー

ネントを作成して参照を転送するようにし，その間に参照を更新することも検

討します。 

 システムの残りの部分を対象とした変更は並行して実施しない。 

コンポーネントの移行作業は，移行に必要なコンポーネント自体の変更と，シ

ステムの残りの部分への移行の反映という 2つの段階から構成されます。複数
のコンポーネントの移行を，システムの残りの部分に同時に反映するような作

業スケジュールは避けてください。 
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移行中の更新の回避 
コード・ベースに複数の変更を同時に加える場合は，それらの変更によるネガティブ

な相互干渉を回避するため，適切な調整を行う必要があります。移行中に保護策を講

じないで，通常のシステム開発を認めると，非常に大きなリスクが生じます。 

詳細 
新しいコンピュータ・システム・アーキテクチャへの移行では，多くのコード変更は

広範囲に影響を及ぼします。特に，移行元のアーキテクチャでは完全に有効なコード

様式だが，新しいアーキテクチャでは変更を必要とする場合，この傾向が強くなりま

す。コンポーネントを 1つずつ移行すれば，そのような変更の影響を，常に 1 つのコ
ンポーネントだけに限定できます。ただし，通常のシステム開発でも，変更がシステ

ム全体に影響を及ぼすことがあります。いくつかの開発手法では，そのような影響は

避けられません。具体的には，関数スレッドやユーザ・ストーリを含む手法などです。

また，同様の影響は，機能を拡張する場合には一般的です。 

複数の変更を並行して実施する場合は，次の 2つの方法を検討してください。 

 1 つのコード・ベースを使用する方法 

1つのコード・ベースに変更を加え，機能拡張と移行の両方に必要な変更を反映
します。この方法の欠点は，移行が完了するまで，機能変更が有効にならない可

能性があることです。新しいプラットフォームに対応させるために必要な変更を

コンポーネントに加えると，そのコンポーネントは元のプラットフォームとの互

換性を失うことがあります。その場合，新しいプラットフォームを使用するまで，

機能拡張は有効になりません。また，移行による変更のテストも，効果が疑わし

くなります。テスト対象にすべき正常な機能が存在しないからです。 

 複数のコード・ベースを使用する方法 

コンポーネントの移行で複数のコード・ストリームを使用すると，元のプラッ

トフォームを出力先とするコード・ストリームで機能拡張を実施し，新しいプ

ラットフォームを出力先とするコード・ストリームで移行のための変更を実施

することができます。変更前の機能を持っているコンポーネントが新しいプラ

ットフォームにあるときには，新しいシステムのコンポーネントに機能変更を

適用することで，2つのコード・ストリームの内容を一致させます。この方法
の欠点は，同じ機能拡張を 2 回繰り返す必要があり，テストも 2 回 (移行，機
能) ではなく 3 回 (機能，移行，さらにもう一度，機能 ) 必要になることです。 

推奨事項 
コンポーネントに影響を与える機能変更は，そのコンポーネントの移行中には可能な

限り実行しないことが推奨されます。つまり，機能変更と移行のどちらかを先延ばし

にします。コンポーネントの移行中に，機能変更を加える必要がある場合は，別のコ

ード・ストリームに機能変更を行い，移行したコード・ストリームに後で適用してく

ださい。 
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他社製品への依存の対処 
他社製品は，技術移行で直面しうる大きな課題の 1 つです。移行するアプリケーショ
ンが他社製品に依存している場合，それらの製品ごとに，新しいプラットフォームで

使用できる代替品を見つけなければなりません。OpenVMS I64 への移行では，多く
の場合，同じ製品が移行先プラットフォームでも提供されています。ただし，その場

合でも，提供されている製品のバージョンは，現在使用しているバージョンより新し

いかも知れませんし，後継製品である可能性もあります。 

いずれにしても，他社製品への依存を特定して，それらの依存が移行後のシステムで

も満たされるように対処する必要があります。 

詳細 
他社製のコンポーネントは，以下に示すアプリケーションの成果物および非成果物の

部分，ならびにアプリケーションの支援環境で使用できます。 

 開発環境 

開発環境は通常，社内では開発せず，統合開発環境を購入します。統合開発環

境を使用しない場合でも，変更管理システム，ソース・コード管理システム，

ビルド管理システムなどの特化されたツールを別途購入できます。 

 テスト環境 

通常，テスト・フレームワークは市販品を購入し，社内では開発しません。た

だし，テスト・フレームワークにはカスタマイズが必要です。カスタマイズは

通常，ターゲット環境への対応，ローカル・プロセスへの対応の形で行います。 

 導入環境 

通常，導入用のユーティリティは市販品を購入し，社内では開発しません。導

入用のユーティリティには，クライアントへのインストール・キットの自動プ

ッシュ，インストール・キットの作成ツールなどがあります。 

 実行環境 

通常，アプリケーションを使うためには，高度に特化された機能が必要になる

ため，通常は市販品を購入し，社内では開発しません。具体的なコンポーネン

トとしては，通信や統計のための専用ライブラリ，ファイルのコピーや変換の

ための専用ユーティリティ，イベント駆動型フレームワークやトランザクショ

ン処理システムといった汎用コントローラなどがあります。 

他社が新しいプラットフォームに対応した上位互換ソリューションを提供しているな

ら理想的ですが，最悪の場合，他社製コンポーネントの代替品を社内でゼロから開発

しなければならない可能性もあります。 
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推奨事項 
他社製品への依存に対処するため，以下のガイドラインに従うことが推奨されます。 

 システムの開発工程をトレースする。 

各プログラムがビルドされる場所と，それらのビルドの対象を確実に把握して

ください。フレームワーク，ライブラリ，コントロール，ウィジェットなどの

形で使用されている，社内開発したソフトウェアと他社製品を特定します。さ

らに，ビルド・プロセス自体の実装に使用されているツールと製品を特定しま

す。特定したすべてのツールと製品を，システムの調査対象に確実に含めてく

ださい。 

 システムのテスト工程をトレースする。 

システムの各コンポーネントがテストされる場所と方法，およびテストのレベ

ル (単体テスト，サブシステム・テスト，システム・テスト，統合テスト，承認
テスト) を確実に把握してください。テスト・フレームワーク，テスト・ドライ
バ，テスト・データ・ジェネレータ，実行モニタ，制御フロー・モニタなどの

形で使用する，社内開発したソフトウェアと他社製品を特定します。 

 システムの導入工程をトレースする。 

システムの各ユーザが，どこで，どのようにしてシステムにアクセスするかを

確実に把握してください。導入工程で使用される，社内開発したソフトウェア

と他社製品を特定します。 

 他社による新しいプラットフォームのサポート状況を調べる。 

特定した他社製品ごとに，新しいプラットフォームに対応するバージョンがサ

ポートされているかどうか，およびそのバージョンが，現在使用しているバー

ジョンと互換性があるかどうかを調べます。 

• 新しいプラットフォームに対応するバージョンが提供されていない他社製

品については，代替品として使用できる，機能的に同等な製品の有無を調

べます。代替製品を使用するために必要となる，アプリケーションやプロ

セスの調整のコストを見積もります。 

• 機能的に同等な製品が存在しない他社製品については，アプリケーション

を書き直して依存関係を除去するか，アプリケーションを拡張して必要な

機能を含めるかを決定します。 
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