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取り組みの背景

近年，LinuxをはじめとするOSS
（Open Source Software）の機能や品
質の向上に伴い，業務システムに
OSSを活用して，システム開発費や
製品ベンダロックイン回避によるシス
テム運用費の削減が行われています．

NTTグループのシステム開発にお
いても，新規システムはもとより，更
改システムにおいても積極的にOSS
が導入されてきています．システム開
発案件の多くは更改案件（NTT OSS
センタが関与したシステム開発案件の
８ 割以上）となっていますが，これら
は商用ミドルウェアの固有機能を利用

していたり，そのミドルウェアに大き
く依存したアプリケーションプログラ
ム（AP）仕様となっていたりするケー
スが多く，OSSマイグレーションで
はこれらを解消する開発費，いわゆる
マイグレーション費が必要となります．

このマイグレーション費を必要以上
に大きく見積ったために，OSSマイ
グレーションを断念せざるを得ない
ケースや，OSSマイグレーション過
程で予想以上に費用がかかりTCO

（Total Cost of Ownership）削減とな
らないケースもあり，マイグレーショ
ン費の見積り精度の向上やマイグレー
ション費自体の低減が大きな課題と
なっています．

NTT OSSセンタではこれらの課題
を解決するために，システム要件に対
するOSSの機能 ・ 性能への充足性確
認やOSS利用に伴うAPへの影響度確
認に関するノウハウを蓄積し，シス
テム開発工程全体の作業を支援する
サ ー ビ スOSSMA（OSS Migration 
Assist service）を提供しています．

初期検討フェーズにおけるマイグ
レーション可否判断の重要性

OSSMAが提供する開発工程ごとの
支援内容を図 １ に示します．この中で，
特に重要なポイントとなるのが初期検
討フェーズです．

初期検討フェーズでは，商用OS

OSS マイグレーション システム開発

図 1 　開発工程ごとの支援内容
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※OSSVERT：「OSs Suites VERified Technically」の略で，NTT OSS
センタが提供するOSS利用ノウハウドキュメント集．

OSSへのマイグレーションを
効率化する「OSSMA」

NTT OSSセンタは，NTTグループ各社におけるシステムのTCO（Total 
Cost of Ownership）削減のため，OSS（Open Source Software）の利用を推
進しています．また，OSSマイグレーション・アシストサービス（OSSMA: 
OSS Migration Assist service）として，OSSマイグレーションに関するトー
タルサポートを行っています．本稿ではOSSマイグレーション技術，およ
びOSSMAのサービス内容やメリット，利用事例について紹介します．
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（Operating System） ・ ミドルウェア
からOSSへ移行する際の影響範囲を
見極め，OSSが適用可能かどうかを
判断し，適用可能な場合はマイグレー
ション工数を見積る作業を行います．
影響範囲を見極めるポイントは以下の
２ 点です．
■システム要件への適合性確認

OSSが，更改するシステムの機能，
および性能要件を充足できるかどうか
を確認します．充足性に問題がある場
合，不足個所の代替策を検討し，その
対処にかかる工数の見積りを行いま
す．また，その問題の解決が困難な場
合は，OSS利用そのものを見送る判
断をする必要があります．
■AP移植規模の確認

OSS利用に伴うAPの影響個所を抽
出し，修正方法を検討するとともに，
開発フェーズ（設計工程～試験工程）
におけるマイグレーション工数を見積
ります．

マイグレーション工数が大きくなる
場合，また修正難易度が高い場合は，
OSS利用そのものを見送る判断をす
る必要があります．

OSSマイグレーションでTCO削減
効果を得ることができるかどうかを判

断する際の考え方を図 ２ に示します．
図に示すように，単純更改（既存ミド
ルウェアのバージョンアップ）案と
OSSマイグレーション案でTCO比較
を行い，OSSマイグレーション案の
TCOが低くなる場合がOSSマイグ
レーションを選択すべき事案となります．

適切にTCO比較を行うためには，
マイグレーションの難易度や影響範囲
を明確にし，精緻にマイグレーション
費を見積ることが重要です．

OSSマイグレーション技術概要と
OSSMAのメリット

一般的にマイグレーション費の中で
もっとも見積りが難しいのはAP移植
費用です．AP移植費用を見積るには，
移植で発生する問題を明確にしたうえ
で，ソースコード上で該当する個所を
網羅的に抽出し，適切な修正方法を検
討する必要があるためです．

例えば，OSをマイグレーションす
る際の影響個所として「共用体＊ １を
含む演算」がありますが，すべての共
用体を修正する必要はなく，共用体に
格納されたデータの型や演算方法に
よって影響するか否かを判断し，影響
がある場合のみCPUアーキテクチャ

の差異に依存しないソースコードに修
正します．

OSSMAではNTT OSSセンタが蓄
積したノウハウを実装したツールを利
用 し て，Linux，JBoss＊ ２，Postgre 
SQL＊ ３，Crane＊ ４の ４ プロダクトへ
のマイグレーション時の影響個所を抽
出しています．

各プロダクトにおけるAP移植の技
術的ポイントを以下に示します．
■OS

・  シェルプログラムやC言語のAP
に対して，OSコマンドやシステ
ムコールの仕様差異，および
CPUアーキテクチャごとのメモ
リ格納方式の差異（ビッグエン
ディアン，リトルエンディアン）＊ ５

などを考慮する必要があります．
・  OSSMAのツールは２000以上の

チェックロジックでAPの構文を
解析します．

図 2 　OSSマイグレーションによるTCO削減効果の判断
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＊1	 共用体：同一のメモリ領域に異なる型の
データを格納できるデータ型の１つ．

＊2	 JBoss：OSSのJ2EE（Java 2 Enterprise 
Edition）アプリケーションサーバ．

＊3	 PostgreSQL：OSSのリレーショナルデータ
ベース管理システム（RDBMS）．

＊4	 Crane：NTT研究所が開発したOSS対応統
合運用管理ソフトウェア．
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■APサーバ
・  Javaはプラットフォーム非依存言

語でありプロダクト変更による
影響は比較的少ないものの，Java
自身のバージョンアップの影響
や，商用ミドルウェアとOSSの
機能差異を考慮してAPを修正す
る必要があります．

・  Java自身のバージョンアップの影
響は商用ミドルウェアのバー
ジョンアップを行う場合でも考
慮する必要があります．

・  影 響 度 抽 出 に はOSSツ ー ル
「TUBAME＊ ６」を活用します．

■DBMS
・  C言語，Java言語のAPをはじめ，

データベース定義，シェルスクリ
プト内のSQL（Structured Query 
Language）に関して，商用DBMS

（DataBase Manage ment System）
の独自実装（SQL標準外機能，
プリプロセッサなど）を利用した
部分の修正が必要になります．

・  影響度抽出にはOSSツール「db_
syntax_diff＊ ７」を 活 用 し，１４00
以上のチェックロジックでSQL
を解析します．

・  データベースに格納されている業
務データの移行を実施する必要
があります．

■運用管理
・  商用運用管理ソフトウェアのジョ

ブネット＊ ８で利用している定義
パラメータをCraneのジョブネッ
ト機能に修正する必要があります．

・  ジョブネットの修正が行われると
オペレーション操作が変わって
しまうため，保守業務のフローや
手順を見直す必要があります．

OSSMAを利用することにより，初
期検討フェーズにおいてAPの影響個
所を短期間で明確にできるため，タイ
ムリに更改方針を決定できるというメ
リットがあります．加えて，APの影
響個所や修正方法が初期検討フェーズ
において明確になっているため，製
造 ・ 試験工程でのコーディングや単体
試験の工数を低減できるというメリッ
トもあります．開発工程全体における
OSSMAの利用メリットイメージを図
３ に示します．

OSSMAの利用事例

次にNTTグループ会社の営業支援
システム（Aシステム ）更改での
OSSMA利用例を紹介します．Aシス
テムは２0１２年 ５ ～ １２月にかけて開発
が行われ，２0１３年 １ 月から商用に供
されています．

Aシステムの更改前と更改後のソフ
トウェア構成を図 ４ に示します．OS

をはじめ，主要なソフトウェアが商用
製品からOSSに切り替えられました．

この開発では初期検討フェーズの適
用性検討において，以下の ２ つの懸念
事項を検出しました．

① 　PostgreSQLが性能要件を満た
さないおそれ

② 　PostgreSQLのAP修正工数が
大きく，TCO削減のメリットが
得られないおそれ

初期検討フェーズでの懸念事項は方
式全体に影響を与える重要なものが多
く，NTT OSSセンタでは特に重きを
置いたコンサルティングを心掛けてい
ます．本案件ではこの ２ つの懸念事項
に対し，以下の対応を行いました．
■①への対応

更改前のシステムでは，処理性能を
向上させるために商用DBMSのパー

図 3 　開発工程におけるOSSMAの利用メリットイメージ
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・OSS利用の可否判断支援
・開発工数の見積り精度向上
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・ソースコード修正作業の軽減
・プログラム品質の向上
・製造・試験稼働の削減
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＊5	 x86/x86-64はリトルエンディアン（データ
の下位バイトからメモリに格納する方式），
SPARCはビッグエンディアン（データの上
位バイトからメモリに格納する方式），
PA-RISCやPowerPCはバイエンディアン

（どちらにもなれる）となっています．デー
タのメモリ格納方法に違いがあるため，メ
モリ操作を行うようなプログラム処理があ
る場合，ビッグエンディアンとリトルエン
ディアンで動作が異なります．

＊6	 TUBAME：OSS化しており，以下のURLよ
り入手可能です.  
https://github.com/TUBAME/migration-tool

＊7	 db_syntax_diff：OSS化しており，以下の
URLより入手可能です．  
https://github.com/db-syntax-diff/db_syntax_diff

＊8	 ジョブネット：複数のジョブ（処理）を連
続して実行できるよう，その実行方法や実
行順序を定義したもの．
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ティショニング機能＊ 9 が利用されて
いました．この機能をPostgreSQL

（パーティショニングあり）へ移行し
た際にその性能要件を充足できないお
それが出てきたため，Aシステムと同
スペックの検証環境を用意し，パー
ティショニングに関する性能検証を実
施しました．その検証結果を図 ５ に示
します．図のとおり，Aシステムの性
能要件をPostgreSQLでも充足できる
ことを確認し，開発プロジェクトの懸
念を払拭しました．加えて，Postgre 
SQL（パーティショニングなし）で
も性能要件を充足することを示し，方
式シンプル化による開発効率向上に貢
献しました．
■②への対応

既存システムのソースコードを借用
し，「db_syntax_diff」を用いてAPの

影響個所抽出と修正規模の見積りを行
いました．

移植性検討の実施結果を図 6（a），（b）
に示します．図 ６（a）は修正規模に関す

図 4 　Aシステムの更改前後のソフトウェア構成
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＊9	 パーティショニング機能：データをAPから
は透過的に扱える複数の表に分割して管理
することで，巨大なデータの扱いを容易に
する機能．

図 5 　Aシステム業務SQLのPostgreSQL性能検証結果
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対象業務

A業務

B業務

C業務

D業務

E業務

性能目標値

4.9 s以下 ○  4.69 s ○  2.98 s
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るもので，ソースコードの母体規模
２５0 kL（キロライン）に対し，修正
規模は 9 kL（母体規模の ４ ％弱）と
いった調査結果でした．また，図 ６（b）
は修正難易度に関する調査結果であ
り，修正規模 9 kLのうち，99%以上
が難易度レベル「低 １ 」および「低 ２ 」
でした（開発終了後，開発プロジェク
トより調査結果に漏れがなく，非常に
有用であったとのフィードバックをい
ただきました）．

上記結果を基に開発プロジェクトが
開発工数を見積ったところ，TCO削
減効果が十分期待できることが判明

し，PostgreSQL採用に至りました．
その後の開発工程においても，継続

的な技術サポートの実施やファイル更
新作業の支援などを行い，開発プロ
ジェクトが安心してOSSを利用した
システム開発を遂行できる環境を提供
しました．

今後の展開

私たちはOSSMAをより幅広く活用
していただくため，マイグレーション
対象プロダクトの拡大やAP影響個所の
抽出精度向上に取り組んでいきます．

お客さまからの要望や実案件からの

フィードバックによるブラッシュアッ
プを積極的に行い，より使いやすい
サービスを目指します．

OSSMAをはじめとしたNTT OSS
センタの活動がNTTのさらなる競争
力強化に資するよう，私たちは顧客
視点に立った取り組みを進めていき
ます．

図 6 　移植性検討の実施結果

（a）　Aシステムの修正規模レポート

（b）　Aシステムの修正難易度レポート

SQL/DDL
Java 約740個 約250 kL 約11 kL 約 5 kL 約 9 kL
Pro*C

No 難易度

難易度のレベル
・低 1：機械的に直せるもの
・低 2：機械的修正はできないが修正が極めて容易なもの
・中 ：機械的修正ができず，周辺処理を確認しながら修正が必要なもの
・高 ：機械的修正ができず，PostgreSQLに代替機能がないために検討が必要なもの

SQL/DDL Java Pro*C
1 低 1 4186 111
2 低 2 5361 94798
3 中 20 00
4 高 0 00
計 9567 105799

調査個所 ソースファイル数 ソース行数 修正個所数 目視確認個所数 修正ユニーク行数

（左から） 原野  鉄也/ 村本  達也/  
 岩崎  　智

　本稿ではOSSマイグレーションの勘どこ
ろと，NTT	OSSセンタのOSSMAを紹介し
ました．OSSを幅広く活用いただくため，
今後もマイグレーション対象プロダクトの
拡大やOSSMAツールの機能拡張など，
OSSMAのサービス拡充，品質向上を図って
いきます．

◆問い合わせ先
NTT OSSセンタ
 OSS推進ユニット

TEL 03-5860-5055
FAX 03-5463-5491
E-mail　oss-contact lab.ntt.co.jp

OSSMAの品質の高さに感謝
NTTコムウェア　エンタープライズビジネス事業本部　担当課長　根本正清 

NTTグループ会社の営業支援システムを更改する際，商用製品からのマイグレーションにチャレンジしました．
その際，私たちにはマイグレーション経験が少なく，不安があったため，NTT OSSセンタに技術支援を依頼しました．
PostgreSQLへのマイグレーションでは処理性能とAP移植費用の見積りが大きな懸念点でしたが，初期検討フェーズにおけるNTT 

OSSセンタでの実機による性能検証やAPのソースコード解析により，最適な基盤方式の採用と精度の高い見積りを実施することがで
きました．また，その後の開発工程においても，要所要所での適切なアドバイスは「品質の確保 ・ 向上」といった観点で非常に有用で
した．

Craneへのマイグレーションでは開発中にさまざまな課題やトラブルに遭遇しましたが，その都度適切なアドバイスをいただけたこ
とで遅滞なく開発を実施でき，開発メンバは非常に助かりました．

システム開発を大きなトラブルもなく完遂することができたのは，OSSMAの品質の高さ，およびNTT OSSセンタの全面的なバッ
クアップによるものと大変感謝しています．

コラム


