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IT基盤のTCO削減に寄与するオープンソースソフトウェア活用推進技術

開発の背景

NTT OSSセンタでは，TCO（Total 
Cost of Ownership）削 減 を 目 的 に
WebLogicなどの市販のアプリケー
シ ョ ン サ ー バ（APサ ー バ ） か ら
JBoss＊１ ，（１）などのOSS（Open Source 
Software）のAPサーバへのマイグ
レーションを積極的に推進していま
す．マイグレーションを行うにはいく
つかの工程が必要ですが，全体の作業
を円滑に進めるうえでも最初の工程と
なる事前調査は欠かせません（図 １ ）．
なぜなら，これまで市販APサーバで
動作していた既存Javaアプリケー
ションには，そのAPサーバ特有の
API（Application Programming 
Interface）が利用されていたり，設
定ファイルもそのAPサーバ固有な方
法で記載されていたりするため，マイ
グレーションにはこうした個所の修正
が必須で，修正個所が何件あるのか，
またどのような修正をすべきかといっ
た調査結果が後のコーディング工程へ
のインプットとなるからです．しかし，
こうした調査は手動で地道に調べなけ
ればならないためかなりの負担とな
り，かつ修正個所が多い場合は人的ミ
ス（漏れ，誤り等）が起こる確率が高

くなります．そういった状況の中で，
必要な修正個所の抽出や修正工数の算
出などの依存性を自動で調査するツー
ルへの要求が高まってきました．

一方，NTT OSSセンタでもこうし
た マ イ グ レ ー シ ョ ン へ の 支 援 ソ
リューションを既存のJavaアプリ
ケーションのソースコードや設定
ファイルなどから，マイグレーション
の際に必要な修正個所，ならびにその
修正工数を算出して報告書としてと
りまとめるサービスを提供していま
す．案件支援を通して蓄積したさまざ
まなナレッジを体系的なドキュメン
トにまとめ，ガイドラインとして

NTT OSSセンタ内部で共有すること
により，作業効率を向上させてきまし
た．このガイドラインを利用してマイ
グレーション検討を行うと，さらに精
度の高い事前調査が可能となります．
そこで私たちは，依存性調査とナレッ
ジベースを利用した影響度合い調査
の両機能を持ったツールの開発に着
手しました.

マイグレーション支援ツール� �
「TUBAME」

前述の背景から開発されたのが，

OSS マイグレーション TUBAME

図 1 　マイグレーションの流れ
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＊1	 JBoss：OSSのJavaEE（Java Platform, 
Enterprise Edition）アプリケーションサーバ．

Javaアプリケーションのマイグレーション検討
を牽引するTUBAME

NTT OSSセンタでは，Javaアプリケーションのマイグレーションに必要
な修正個所の抽出や修正工数の算出を自動で行うツールを開発し，OSS

（Open Source Software）として提供しています．本ツールを使うことで，
これまで手動で行っていたマイグレーション検討に要する稼働を削減し，
Javaアプリケーションへのマイグレーションの影響について具体的な検討
を支援できます．本稿では本ツールの概要と特長，および適用事例を通じ
て得られた導入効果を紹介します．
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Javaアプリケーションのマイグレー
ションを支援するツール「TUBAME」
です．本ツールはAPサーバのマイグ
レーションに伴う既存Javaアプリ
ケーションに対する必要な修正工数，
および修正方法といった情報を自動で
抽出 ・ 提供することで稼働を削減でき
ます．また，修正個所に連動した修正
方法も併せて確認できるため，実際の
Javaアプリケーションの移植作業も効
率 化 で き ま す．20１3年１0月 よ り
GitHub＊ 2 上のコミュニティサイト（2）

を通じて，OSSとして提供を開始し
ました．

動 作 概 要

次にTUBAMEの動作概要について
説明します．
■全体構成

TUBAMEは大きく「依存性調査ツー
ル」と「ナレッジベース検索ツール」
の 2 つから構成されています（図 ₂ ）．
各ツールはそれぞれ単独でも利用で
き，両ツールの実行結果を通じて，
Javaアプリケーションのマイグレー
ション影響について確認できます．な
お，ナレッジベース検索ツールには，
検索に必要となるナレッジをユーザ自
身がGUI（Graphical User Interface）
で直感的に編集できる「ナレッジ管理
ツール」も用意しました．

■依存性調査ツールの仕組み
本ツールは，アプリケーションの

ソースコードや設定ファイルを入力と
して，マイグレーション後のAPサー
バでは利用できないJavaのパッケー
ジやクラスを自動で抽出し，結果を表
示します（図 ₃ ）．こうした現行のAP
サーバに強く依存したコードの利用傾
向を把握することで，ユーザはJavaア

図 2 　TUBAME全体構成

依存性調査
ツール

ナレッジベース検索
ツール

ナレッジ管理
ツール

TUBAME

Web
Logic struts

spring

図 3 　依存性調査ツールの仕組み
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＊2	 GitHub：ソフトウェア開発プロジェクトの
ための共有Webサービス．
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プリケーションの修正難易度や修正規
模について具体的な検討を行うことが
できます．また，本ツールは，APサー
バやフレームワークといった複数のマ
イグレーション影響を一度に調査する
ことができます．例えば，APサーバ
はJBossへマイグレーションをさせ
て，アプリケーションのフレームワー
クはStruts＊ 3 ，（3）にバージョンアップ
させたい場合，フレームワークの修正
範囲が想定よりも大きい場合は，まず
JBossへのマイグレーションを優先
し，フレームワークのバージョンアッ
プは次回以降とすべきといった，全体

的な影響を加味した判断が可能となり
ます．また，先の依存性の結果を
CSV（Comma Separated Values）デー
タとして保存できるので，修正が必要
なJavaのパッケージや，クラスの割合
を示すグラフなどに加工して報告書を
作成することもできます．
■ナレッジベース検索ツールの仕組み

本ツールは上述の依存性調査ツー
ルでは抽出できない，マイグレーショ
ンのナレッジに基づいた修正個所の
抽出，および修正方法を提供します

（図 ４ ）．例えば，異なるAPサーバ間
ではその設定ファイルの記述方法も大
きく異なるため，マイグレーション後
に同様な設定方法があるかどうかをあ
らかじめ把握しておくことが重要で

す．もしなければ代替案の検討が必要
なため，移植難易度は高くなりますし，
同様な設定方法が存在すれば，難易度
は低くなり，実際に実施するための方
法や工数を算出する必要が出てきま
す．こうした個々の対応方法と，対応
個所の抽出に必要な検索キーワードと
をまとめたものが，マイグレーション
のナレッジです．本ツールは，このナ
レッジを基にソースコードや設定ファ
イルで修正が必要な個所を抽出し，そ
の該当個所と難易度，および修正工数
などの情報の提示を自動で行います．
また，先の依存性調査ツールと同様，
これらの情報はCSVデータとして保
存することができるため，修正が必要
な個所を集計し，修正工数の全体の見

図 4 　ナレッジベース検索ツールの仕組み
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＊3	 Struts：Java言語を用いてWebアプリケー
ションを開発する際のフレームワークとな
るもの．
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積りが可能です．

TUBAMEの特長

TUBAMEの 大 き な 特 長 と し て，
ツールとナレッジを独立した構成とす
ることで，ユーザ自身がナレッジを作
成し，適宜カスタマイズが可能で，多
様なマイグレーションの検討に対応で
きる汎用性が挙げられます．例えば，
同じJBoss間でも異なるバージョンで
は設定方法などが変更されている場合
があります．以前のJBossで動作して
いたアプリケーションを最新のJBoss
へマイグレーションした際には，アプ
リケーションそのものは大きな修正を
加えず動作可能でしたが，高負荷時に
は以前ほど性能が出ないことがありま
した．これはインスタンスプール＊ ４

サイズのデフォルト値が変更されたこ
とが原因でしたが，あらかじめこのよ
うなデフォルト値の設定値を以前のも
のと合わせていれば，より迅速に検証
が進んだという教訓を活かし，JBoss
どうしのバージョンアップ（マイグ
レーション）についてのナレッジ整備
にも力を入れて取り組んでいます．

また，過去に依存性調査ツールで利
用したAPI情報を履歴として保管する
ことで，次回以降同じAPサーバへの
マイグレーション検討時に再利用でき
たり，修正個所に連動した修正方法を
ナレッジベース検索ツール内で確認で
きるような工夫も取り入れています．

対象ユーザと利用方法

TUBAMEは，Javaアプリケーショ
ンのマイグレーションを行う，あるい
はこれから検討するプロジェクトに利

用いただくことを想定しています．ま
た，本ツールはJavaアプリケーション
の開発において世の中で広く利用され
ている統合開発環境（IDE: Integrated 
Development Environment）のEclipse（４）

用プラグインとして動作するため，軽
量小型の業務マシンなどにも簡単に導
入できます．

適用事例と導入効果

TUBAMEを利用した場合と従来の
手動によるマイグレーション検討に要
する稼働を比較した結果を紹介します

（図 ５ ）．図 ５ は，NTT OSSセンタで
実施したマイグレーション支援サービ
スの稼働比較で，ツール導入後は稼働
を平均で約 ４ 割削減可能となっていま
す．これまでに，本ツールを利用し，
１0件以上のマイグレーションの調査
を実施しました．例えば，調査した中
でソースコード量が最大のものと最少
のものとでは約20倍の規模の差があ
りました．手動の場合，ソース規模に
比例して調査に要する時間が増加して

いきますが，本ツールを利用すると
2000 Kラインを超える比較的大きな
Javaアプリケーションでも 3 時間足ら
ずで修正個所の抽出が可能となり，規
模が大きくなるにつれてその効果は大
きくなります（図 ６ ）．また，本ツー
ルはマイグレーションに精通していな
い人でも実行できるため，いったん概
算分析を行った後，詳細な分析は後で
専門の担当者が行うといった作業の分
担もできるようになっています．

コミュニティ活動状況

現在TUBAMEコミュニティでは
WebLogicからJBossへのマイグレー
ションナレッジとJBossどうしのバー
ジョンアップを想定した 2 つのナレッ
ジを公開し，ツールとともにダウン
ロードして利用可能です．今後も
OSSのJBossへのマイグレーションを
主体としたマイグレーションナレッジ
について更新していく予定です．また，
本コミュニティでは，ユーザが見つけ
た新規ナレッジ，および修正が必要な

図 5 　稼働の比較
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＊４	 インスタンスプール：あるデータの集合を
メモリ上にプールしたもの．
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ナレッジについて，追加 ・ 修正依頼が
でき，こうしたユーザからの依頼を精
査して，定期的にナレッジの最新化と
精度向上を図っています．さらに，現
状のナレッジに加え，JBossコミュニ
ティのエンジニアとも連携して，
WebLogic以 外 の 市 販APサ ー バ

（WebSphere等）からJBossへのマイ
グレーションについても，ナレッジを
拡充していきたいと考えています．

今後の展開

NTT OSSセンタでは，Javaアプリ
ケーションのマイグレーションをす
る，あるいはこれから検討しようとい
う開発プロジェクトの方々に対する本
ツールの普及 ・ サポート，ならびにマ

イグレーション支援サービスの積極的
展開を行うことで，OSSのAPサーバ
へのマイグレーションを一層推進して
いきたいと考えています．また，20１3
年１2月時点で日本をはじめ１0数カ国
の国々から１000件を超えるアクセス
があり，多くの関心が寄せられていま
す．こうした世界中からのナレッジの
提供やフィードバックを得て，幅広い
ナレッジの拡充と精度向上を図ること
で，さまざまな市販APサーバやバー
ジョンが異なるAPサーバどうしのマ
イグレーション等，より一層のコスト
削減につながるツールとして発展させ
ていきたいと考えています．

■参考文献
（1） http://www.oss.ecl.ntt.co.jp/ossc/techno/

jboss.html
（2） https://github.com/TUBAME
（3） http://struts.apache.org/
（4） http://www.eclipse.org/

コラム TUBAMEへの期待
NTTコムウェア　品質生産性技術本部　技術SE部　基盤ソフトSE ・ OSS部門長　今崎  充智 

TUBAMEはNTTコムウェアが進めるOSSマイグレーションに必須なツールであり，業務APの影響規模見積りの精度向上，および
見積り作業の効率化が実現できると考えます．そのためにもRule-Set（ナレッジ）がさらに充実することを期待します．

図 6 　修正割合と抽出時間の関係
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　ミッションクリティカルなシステムに
OSSの適用 ・活用が進む中で，マイグレー
ションの検討そのものに対する稼働を削減
し，削減した稼働をプロジェクトの推進に
役立てていただきたいとの思いから，今後
も世の中にありそうでなかったOSSを提案
していきます．
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