失敗しないレガシー・マイグレーションとは
レガシー脱却の選択肢と次の一手を判断する手法
IT が経営を支える時代にあって、レガシー・システムを新しいテクノロジーで刷新するレガシー・マイグレーション
が再び注目されている。AI やビッグデータ活用のためには、企業の基幹システムにあるデータはまさに “宝の山” だ。
それだけにレガシー・マイグレーションへの関心が高まるのは当然だと言えるだろう。
しかし、その一方で陥りやすい罠もある。いざ取り掛かってみたものの、プロジェクト・コストが予想を大きく上回っ
たり、プロジェクトが長期化したり、最悪のケースではシステムが動かずに中止となってしまうプロジェクトもある。
レガシー・マイグレーションの成否を分ける伴はどこにあるのか考えてみたい。

そもそもレガシー・システムとはなんなのか
そもそも対象となるレガシー・システムとはどんなシステムを指すのだろうか。一般的には、「過去にメインフレーム
向けにCOBOLでプログラミングされた基幹系システム」で、その多くが「大規模で複雑なシステムであり、長期運用
で著しく保守性や開発生産性が低下し、運用経費の負担も大きい」といったイメージだろう。
実際に開発した担当者や運用に当たってきた担当者が退職の時期だったり、COBOL プログラマーの減少など、
システムの属人化も課題であり、新しいテクノロジーにも対応していないので、技術の進化の恩恵も受けづらいと言う
デメリットもある。
「オープン系のシステムの処理能力が上がってきているようだからそちらに移行してしまおう」と考えるのも頷ける。
しかし、話はそう単純ではない。過去を振り返って見よう。2000 年代ごろにオープン化の波が押し寄せ、ダウン
サイジングが一世を風靡したことがある。IBM でも多くのダウンサイジング・プロジェクトを手がけてきた。
今レガシー・マイグレーションを検討しようとしているユーザーの多くもダウンサイジングを検討したはずだ。その際
に、オープン系のシステムへの移行が難しいと判断され、メインフレーム上に残ったシステムが、今のレガシー・シス
テムなのである。
オープン系のシステムに移行されずに、メインフレームに残った主な理由は 3 つある。保有しているプログラム資産
が膨大であること、夜間に巨大なバッチ処理が行われるシステムであること、そして決して止めることが許されない
連続稼働要件が厳しいシステムであることだ。これらのシステム要件は、根本的には今も変わっていないのではない
だろうか。

3 つの手法それぞれのメリットとデメリット
これらの特殊な事情を抱えて今もメインフレーム上に残っているレガシー・システムをマイグレーションするためには、
大きく3つの手法が知られている。
難易度の低い方から
「リホスト」
「
、リライト」
「
、リビルド」
である。
それぞれのメリット、
デメリットを考えてみよう。
リホストとは言語やプログラム・ロジックを変えずにプラットフォームだけを変更する手法だ。アプリケーションの
ロジックはそのまま、言語も変えない。既存のプログラムの仕様は継承できて、移行の負荷も少なくて済む。
2 番目のリライトはプログラム・ロジックを変えることなく、言語とプラットフォームを変更する手法である。アプリ
ケーションのロジックはそのままだが、言語とプラットフォームがモダナイズされるので新しいテクノロジーの恩恵を
受けやすくなる。

失敗しないレガシー・マイグレーションとは

しかし、この2 つの手法には大きな欠点がある。いずれもアプリケーションのレガシーを受け継いでしまうのである。
そもそもレガシー・システムの課題である開発生産性や保守性を低下させる原因は、長年システムが使われること
で蓄積されたプログラム上の劣化にある。短期間でプログラムを開発しようとするために、安易に既存のプログラム
のコピーを繰り返すことなどから劣化が進行する。これが “クローン問題” である。
これは何もメインフレーム上の COBOL アプリケーションだから発生するわけではない。長年そういう使い方をして
いれば必ず起きてくる問題である。10 年以上使われているオープン系のシステムで同様のレガシー化が起き始めてい
ることがそれを証明している。
これまでのアプリケーション・ロジックを変更しないリホストやリライトでは、これらの過去に蓄積された劣化が
取り除かれることはない。結果としてプラットフォームが変わっただけの、その場限りの延命措置になりかねない。
それではデータベースの設計からプログラミングまで基本的に全てを作り直す手法ではあるリビルドはどうなのだろ
うか。確かに、システムとしては綺麗になる。しかし、全てを作り直すのであるから、当然、時間もコストもかかる。
特に問題なのは時間がかかることだ。プロジェクトが長期に渡ることは、プロジェクトのリスクを高めてしまう。
プロジェクトの期間が長ければ長いほど、その期間中に発生した現行システムの変更点が増え、その全てを最後に
一気に取り込まなくてはいけなくなる。これが大きなリスクにつながる。
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①リホスト

②リライト
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レガシー・システムをすべて廃棄。

変更せずに同じ言語で
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システムを全面的に再構築し、

別のプラットフォームで変換 & 移行

別の言語に変換 & 移行

データのみを変換 & 移行

・既存プログラム仕様の継承

・既存プログラム仕様の継承

・新規構築によりレガシー刷新

・非互換の修正範囲は小

・言語の変換に伴う新技術の獲得

・新機能の利用可能

・アプリケーションのレガシー継続

・アプリケーションのレガシー継続

・大きな移行コストとタスク

・運用は継承されない

・現在より保守困難に陥るリスク

・長期にわたるプロジェクト

・運用は継承されない

・これまでのスキルと資産を破棄

・同じコード体系の場合はさらに小

デメリット

図：レガシー・マイグレーションの手法と特徴

リスクが大きいフル Java によるホスト再現
一長一短あるレガシー・マイグレーションの 3 つの手法だが、どれを採用すれば良いのだろうか。勿論、ユーザー
ごとにマイグレーションの目的が異なり、システムの状況も違うために、一概には言うことはできない。
しかし、一番失敗する確率が高いのは、既存のメインフレームと同じ処理形態で実行するシステムを、オープン系
とJavaとの組み合わせでリビルドして作り直す “ホスト再現型” のプロジェクトだ。冒頭で述べた “中止となるプロジェ
クト” のほとんどはこのケースである。
考えてみれば当然だろう。レガシー・システムは、もともとオープン系に移行するのが難しいために残されたシステ
ムだ。確かに、オープン系システムは以前と比べてパフォーマンス面で進化してきた。しかし、それが落とし穴になる。
できそうだからつい踏み切ってしまい、そして失敗する。

これは目的と手段を履き違えたことから生まれる悲劇だ。目的は開発生産性を向上させ保守運用を効率化し、
新しいテクノロジーに対応することであり、オープン系のシステムを導入し、Javaでプログラムを書くことではない。
いくらパフォーマンスが良くなったからといって、オープン系システムの連続稼働性はメインフレームには及ばない
し、バッチ処理が重なった場合には顕著な違いが生じる。Java はインタラクティブな処理は得意だが、バッチは
COBOLの方が効率よく処理できる。
冷静に考慮すれば当然のことだが、“レガシー・システムを何とかしなければ” と言う強迫観念が、間違った方向に
舵を誤らせる。深刻なのはこうしたトラブルが統合テストなどプロジェクトの最終局面になって顕在化することだ。
後戻りすることもできずに、プロジェクト自体が頓挫してしまう。
それではどうすれば良いのか。COBOLやJava のそれぞれの強みを生かし、リホスト、リライト、リビルドを組み
合わせて、モダナイゼーションすることだ。これがコスト面、期間面、リスク面を含めて一番成功する確率が高い。いっ
てみれば現在の住まいを再活用するリノベーションである。
幸い基幹系システムの多くはしっかり構造化設計がされていて、業務要件もそれほど変化していないものが多い。
だからこそモダナイゼーションが活きてくる。どれか一つのパターンだけでレガシー・マイグレーションしようとする
から失敗するのである。
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（スクラッチ）

「モダナイゼーション」の選択肢
これまでは「継続活用」または「スクラッチ」の選択肢
モダナイゼーションをお勧めする理由
・多くのお客様の基幹系業務のロジックは耐久年数が長い
・過去にきっちりと構造化されているケースが多い
・再利用可能な場合、移行コストと期間の圧縮が可能に

現行基幹アプリのモダナイゼーションによりレガシーからの脱却が可能に！
図：これまでの選択肢とモダナイゼーション

既存資産の見える化から始めれば失敗しない
モダナイゼーションを推進する際の伴になるのは、次期システムで何を改善し、どんな効果を期待するのかを、正確
に把握しておくことだ。そこで必要になるのは、システムの現状を見える化することである。
見える化することで、どこにどの手法を適用するべきかも見えてくる。
「バッチ処理の部分は COBOLのままリホスト、
オンライン処理は Javaでリビルド」といった形だ。プロジェクトのスタート時点で、それらを決めておくことが成功
率を高める。
このために IBM が提供しているのが、現行のシステム資産を可視化する「アプリケーション品質評価サービス」
である。このサービスによって「どれくらいクローン問題が深刻なのか」「コードはどれくらいスパゲッティー化してい
るのか」がわかり、どのプログラムが本当に使われているかと言う稼働状況も把握できる。
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実際に、1000 本のプログラムがあるのに、稼働しているのは 300 本だったと言うようなことはよくある話だ。
大事なのはアプリケーションの品質を評価することで、プロジェクトの規模やどの部分にどのマイグレーション手法を
適用するのかと言う、全体像がはっきり見えてくることだ。勿論、それに応じたプラットフォームの選定も可能になる。
このサービスを利用するのに必要なのは、必要な既存プログラム等の資産を提供するだけ。費用も 300 万円程度
からですむ。ユーザーにはそれほど大きな負担にはならないはずだ。しかもIBM 東京基礎研究所が開発したサービス
なので、専門家から直接アドバイスを受けることができる。
コメント率からクローン候補を特定

グラフ上直 線 的に並 んでいるプログラム群（赤枠）は、
コピーによって作成されたクローンプログラムと考えられる
（同じ行数でコメント率が同じプログラム群）

【図の見方】
縦軸 : コメント率（全行数のコメントの行数の割合）
横軸 : プログラム番号（全行数が大きい順にソート）

図：アプリケーション品質評価事例 〜クローン解析〜

この見える化のフェーズを設けることのメリットは社内稟議と言う面でもメリットが大きい。あらゆる選択肢を検討
した結果、最善の方法を選択できるために、システムの刷新を迫る経営陣も納得させやすい。経営陣の支援もプロジェ
クトを成功させる大きな要因の一つだ。
IBMではこの見える化のフェーズから、効率化、先進化まで、数多くのレガシー・マイグレーションのソリューション
群を体系化して提供している。そこにはこれまでの豊富な経験が活かされている。まずアプリケーション品質評価から
入って、どうレガシー・マイグレーションしていくのか一緒に考えさせていただきたい。それが確実な成功への第一歩
となるはずだ。
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図：体系化された『レガシー・マイグレーション』ソリューション群
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