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レガシーシステムは、現在でも日本国内の多くの大企業にお

いて基盤的な役割を担っている。一般的にこれらのシステムは、

安定性は高いが柔軟性に乏しく、維持が困難で、しかもコスト

が高くつく。企業にとって、ITコストの削減は緊急かつ重要な

課題である。2003年1月発表のアットマーク・アイティ第3

回読者調査結果によれば、システムインフラ面の課題として情

報セキュリティ管理の強化と並んで上位に「情報システム管理

の効率化とコスト削減」と「オープン技術による基幹システム

構築」があげられている（1）。

また、レガシーシステムを支える技術者の減少・高齢化の傾

向があるため、拡張に拡張を重ねてきたレガシーシステムの膨

大かつ難解なソースコード等を保守できなくなる可能性があ

る。このような状況の中、多くの大企業ではレガシーシステム

をオープン環境上のシステム（Webシステム等）へ移行させ

るという動きが活発化していくと考えられる。

レガシーシステムからのマイグレーションに関する技術は

様々である。本稿では、レガシー･マイグレーションを「撤廃」、

「再利用」という観点から分類し、その分類ごとの技術に関す

る概要、特徴、動向等について述べる。尚、テストや各種管理

ツール、開発方法論、開発工程については対象外とする。

企業の情報システムは基本的に、基幹系、情報系、OA系の

3種に分けられる。ホストシステムが全盛であった1980年代

までは、これら3つのシステムは明確に分離していた。基幹系、

情報系はホストコンピュータの集中型システムとして別々に構

築されており、OA系は部や課の単位で数台ずつ設置されたス

タンドアロンのパソコンというのが当時の状況であった。情報

システムのユーザは限定されていた。

しかし1990年代に入り、UNIXやWindowsNTなどを搭載

した低価格なサーバの登場、LAN環境の低価格化によって状
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ひとつはレガシーシステムの撤廃であり、もうひとつはレガシーシステムの再利用である。撤廃によるマイグ

レーションは将来的なITコストの削減を目標とし、業務プロセスから抜本的に見直しパッケージソフト等を利

用し、オープン環境上でWebシステム等を最初から作り直すというものである。再利用によるマイグレーショ

ンは開発・導入コストを低く抑えるため、連携技術（ファイル転送、EAI、ラッピング等）を用いてレガシーシ

ステムをオープン環境上のWebシステム等から利用できるようにするものである。本稿では上記分類ごとの技

術に関する概要、特徴、動向、マイグレーション時の注意点等について述べる。

概要

2. システム形態の歴史的変遷（2）（3）（4）
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況が変わってきた。それまでは価格が高いため、情報システム

は全社レベルでしか導入できなかったが、部門単位での導入が

可能になってきたのである。また、クライアントサーバシステ

ムにより、分散型のシステム形態が可能となった。社員の大半

が情報システムのユーザとなった。

クライアントサーバシステムの次に情報システムに大きな影

響を与えたのがインターネット技術である。なかでもWebシ

ステムはWebブラウザさえあれば、誰でもデータベースを検

索・更新できる。また、システムを社外の不特定多数のユーザ

から利用できるように構築できるという点は従来のクライアン

トサーバシステムでは実現できない特長である。社内だけでな

く、取引先や不特定多数のユーザが情報システムを利用できる

ようになる。

システム形態は概ね閉ざされたホストシステムから、開かれ

たWebシステムに変化してきている。また、その利用も社内

の限定ユーザから社内だけでなく、取引先や不特定多数のユー

ザに広がりを見せている。

以下にホストシステム、クライアントサーバシステム、

Webシステムの概要と特徴を述べる。

代表的なホストシステムはメインフレーム上にCOBOL、

PL/1、FORTRANなどによる業務機能の実装、CICSなどの

オンラインシステム、数百万件にも及ぶ一括処理(バッチ処理)

等を実現したシステムで、その利用には専用のオンライン端末

を利用する(図1参照)。例えば、銀行のシステムでは「自行内

での即時決済業務」、「他の金融機関との即時決済業務」、「口座

からの預金引き下ろし・入金などの即時入出金業務」等が、オ

ンライン処理となり、「（主に営業時間後に行われる）日時決済

業務」がバッチ処理となる。

ホストシステムはソフトウェアとハードウェアにかかる初期

コスト、および運用管理コストも高価なため、一部の作業者の

みが日常的な業務の一部として利用する形が一般的であった。

代表的なクライアントサーバシステムは、UN IXや

WindowsNT上で稼動するデータベースサーバと、Windows

パソコン等のクライアントによる、2階層の組合せで構成され

ている(図2参照)。クライアントサーバシステムの出現によっ

て、情報システム部門主導の一極集中管理から、部門に権限を

委譲した分散コンピューティングへと変化がもたらされた。

Visual BASIC、VisualC++、 PowerBuilderなどで開発さ

れたグラフィカルな画面を通して、財務情報、販売・売上情報

等を見ることができるようになった。

ただ、クライアントサーバシステムは専用アプリケーション

をインストールする必要があるため、導入から運用・管理に高

いコストがかかることが大きな問題であった。

代表的なWebシステムは3階層の形態をとっている。3階層

の形態とはシステムをデータ層（RDBMS等）、アプリケーシ

ョン層（業務機能など）、プレゼンテーション層（GUI）に論

理的に分けたものである。実際にはデータ層にデータベースサ

ーバ、アプリケーション層にWebアプリケーションサーバ、

プレゼンテーション層にWebブラウザを搭載したクライアン

トパソコンを配置することで構築する（図3参照）。

クライアントパソコンに基本的に必要なものはWebブラウ

ザのみであり、クライアントサーバシステムに比べ、専用アプ

リケーションが必要ないという点で、導入と管理コストの大幅

な低減を実現した。

2.1 ホストシステム（2）

2.3 Webシステム（2）（3）

2.2 クライアントサーバシステム（2）（3）
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レガシーシステムとは長期にわたって運用されてきた旧来型

のコンピュータシステムであり、オープン化されていない「メ

インフレーム、オフィスコンピュータ上のシステム」とオープ

ン化はされているがクライアントの保守等に改善の余地がある

「ダウンサイジング時に開発されたクライアントサーバシステ

ム」を指す。

レガシーシステムはオープン環境上のシステムに対し大量バ

ッチ処理、大量印刷、ハードウェアを含めたシステム全体の耐

故障性等においてアドバンテージがあるが、同時に下記のよう

な問題も抱えている。

■開発終了後、システムを取り巻く状況に変化があっても柔

軟に対応することが難しい。

■専用端末、専用アプリケーション等、導入・運用コストが高い。

■開発・実行環境が提供ベンダに強く依存しているため、開発

から保守までのコストが高い、また、将来にわたってベンダ

サポートが提供されるのか等の不安がある。

レガシー･マイグレーションを適切に実施することにより上

記の問題を解決し、ITコストの削減やシステムに柔軟性（他企

業とのシステム連携等がスムーズに行える）を持たせることが

できる。

理想的なマイグレーションは将来的なITコスト削減のため、

オープン化されていないレガシーシステム(メインフレーム、

オフィスコンピュータ上のシステム等）を排除し、オープン系

のシステム(主にWebシステム）を再構築することである。こ

の方法ではビジネスプロセスをリエンジニアリングし、システ

ムもそれに合わせて完全に統合された設計で業務アプリケーシ

ョンパッケージ等を利用し、オープン環境上のWebシステム

として再構築するのが一般的である。ただ、この方法では特に

開発・導入コストの負担増、開発期間の長期化、信頼性の低下

といった問題が発生する可能性が高いため、全社的な委員会等

を設けて、十分に議論する必要がある。また、ビジネス上の価

値をしっかり提供しているシステムを排除し、システムを再構

築することほど無駄なIT投資はない。「壊れていないものを直

すな」(Don't fix it, if it's not broken.）ということも十分に

認識する必要がある。

上記のような撤廃型のマイグレーションだけではなく、レガ

シーシステムを有効に利用する再利用型のマイグレーションが

ある。この方法では「レガシーシステムとWeb等のオープン

系システムを統合可能にすること」がポイントとなる。アプリ

ケーションがレガシーシステム上で稼動していること自体は基

本的に問題ない。問題はレガシーシステム上のアプリケーショ

ンが他のオープン系システムと迅速な情報交換を行うことがで

きず孤立化してしまうことである。このような場合、一枚岩の

アプリケーションに外部から呼び出し可能なインタフェースを

作ることで、レガシーシステムの寿命を大幅に延長できること

が多い。レガシーシステムを他のオープン系システムに連携し、

有効に活用する技術としてEAIやラッピング技術等が考えられ

る。また、システム統合やデータ交換を行うことなく、メイン

フレーム上のデータをリアルタイムに利用できるエミュレータ

技術がある。現在、Webブラウザから直接メインフレームへ

アクセスするWeb対応端末エミュレータが主流となっている。

ここではレガシー･マイグレーション技術を「撤廃型」、「再

利用型」という観点から分類し、技術の概要、特徴、動向、シ

ステム形態等を述べる。図4－1に撤廃型のイメージを示す。

図4－2に再利用型のイメージを示す。
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図4-1 撤廃型イメージ

3. レガシー･マイグレーション
3.1 レガシーシステムとは

3.2 レガシーシステムの問題（2）

3.3 マイグレーションの考え方（5）

4. 分類
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撤廃型とは、レガシーシステムを基本的に排除し、「保守・

運用コストの削減」と「ビジネスの変化に対応できる拡張性、

柔軟性の確保」等を達成するための方法である。表1に「撤廃

型」の分類及びその概要・特徴、動向等を示す。「実装技術の

入替え」に関して技術的な仕組みの概要とベンダのソリューシ

ョンを簡単に紹介する。なお、「ASP」、「パッケージ導入」、

「業務からの見直し」は他の開発形態(新規開発等）、ソリュー

ションでも良く使われるためここでは概要説明にとどめた。

変換ツールを用いてレガシーの実装言語（COBOL等）を

Java等へ変換するものである。現状ではジェイ・クリエイショ

ン、テクノロジー・オブ・アジア等がCOBOLのレガシーシステ

ムをJavaのWebシステムへ移行するサービスを提供している。

以下はジェイ・クリエイションのサービスである（6）。表2に

実装技術の入替え製品概要・特徴を示す。

図5にサービスの流れを示す。

再利用型とは、レガシーシステムのアドバンテージを有効に

活用することにより、「開発・導入コストの削減、開発期間の

短縮」、「膨大なレガシーデータの再利用」、「システムの安定性」

等を達成するための方法である。表3に「再利用型」の分類及

びその概要・特徴、動向等を示す。「プラットフォームの入替

え」、「オープンCOBOL開発環境」、「連携技術」について技術

的な仕組みの概要と製品を簡単に紹介する。
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制約 
変換できるのは基本的に純粋なビジネス
ロジックである。 
 
動向 
現状はJavaへの変換が多いが、他の言
語(C#)への変換も行われる予定(ジェイ・
クリエイション社)である。 

概要 
ビジネスプロセスは変更せずに実装言語
をCOBOLからJavaへ変換する。  
メリット 
BPRから行う開発に比べ、開発期間の短
期化、低開発コストを実現できる。  
課題 
ビジネスプロセスに問題がある場合は 
再移行が必要になる可能性がある。 

制約 
実業務をパッケージに合わせたほうが無
難である。 
 
動向 
ERPパッケージは業務の拡大（CRM、
SCM等との統合化）、業種に応じた特
化、サプライチェーン等への対応の方向
性を持つ。 
また、コンポーネント技術の導入やWeb
サービス技術の活用による企業間のシス
テム連携も行われていく。 

概要 
既存業務ロジックをパッケージで置き換
える。  
メリット 
新規開発は基本的にないため、開発期間
の短期化が実現できる。  
課題 
パッケージの機能と実業務のGAPが激し
い場合、カスタマイズ作業が発生する。 

制約 
開発が長期化するため、マイルストーン
等のスケジュール管理は重要である。 
 
動向 
BPRを含めた再構築をソリューションと
して提供するベンダが増えている。 

概要 
BPRにより業務から見直し、再構築する
ものである。  
メリット 
レガシー･マイグレーションの理想形で
あり、将来においてシステムの運用コス
ト等を削減できる可能性が高い。  
課題 
開発・導入コストが高い、開発期間の長
期化等が考えられる。 

制約 
SLA＊2の内容を十分に検討する必要が
ある。  
動向 
中小企業向けにERPパッケージ機能を
ASP方式で提供するビジネスへのニーズ
は大きい。 

概要 
インターネットを使ってアプリケーショ
ンをレンタルできる仕組みであり、EC
のソリューションやERPパッケージ、
SCP等のソフトが利用できる。  
メリット 
基本的に開発コストがかからない。運用
コストも安価である。  
課題 
自社に開発や運用のスキルが蓄積され
ない。 

表1 分類「撤廃型」

4.1 撤廃型

（1）実装技術の入替え

COBOL to Java変換サービス（6）、 
ジェイ･クリエイション 

製品・サービス名、販売会社 概要・特徴 

変換の際、XMLを用いるのが特長である。 

Light on Right Solution（7）、 
テクノロジー・オブ・アジア 

従来のC/Sなどによる再構築に比べて、 
30%～50%程度コストを削減できると 
している。 

表2 実装技術の入替え製品概要

4.2 再利用型
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図6にサン・マイクロシステムズのリホスティングソリュー

ション（8）のイメージを示す。表4にプラットフォームの入替

え製品の概要・特徴を示す。

既存技術（COBOL等）と新技術（Java等）のそれぞれ良いと

ころを融合してシステムを開発するための環境である。ミッシ

ョンクリティカル部分はOLTP/COBOLを用い、Web対応部分

はJava等の技術を用いる。Webコンピューティングへの対応

で、Java Servletと連携し、JavaからCOBOLアプリが、

COBOLからJavaが呼び出せたり、XMLデータをCOBOLレコ

ードとしたり、COBOLレコードをXMLデータとして連携できる

機能を持つものもある。図7に日立の「Java－COBOL連携製

品（COBOL adapter for Cosminexus）」（9）のイメージを示す。

表5にオープンCOBOL開発環境製品の概要・特徴を示す。

COBOL adapter 
for Cosminexus（9）、　 
日立製作所 
 

製品・サービス名、販売会社 概要・特徴 
Javaアプリケーション(ServletやJSP)から
COBOLプログラムを呼出し、JavaBeansとして
動作させることができる。今あるCOBOL資産を
活かしながらWebシステムを迅速に構築できる。 

COBOL adapter for SOAP（9）、 
日立製作所 
 

既存のCOBOL資産を活かして、Webサービスを
実現できる。SOAP連携に必要なスタブ/スケル
トンを自動生成できる。 

NetCOBOL（10）、 
富士通 

ブロードバンドインターネット時代のビジネスア
プリケーションを効率よく開発できるCOBOL統
合開発環境。C/S形態、イントラ/インターネット、
分散オブジェクト環境、Java連携、XMLデータ
利用等に対応する。 

NetCOBOL for .NET（10）、 
富士通 

.NET Frameworkに完全対応したブロードバンド
インターネット時代のビジネスアプリケーション
を効率よく開発できる。 

Micro Focus 
Net Express（10）、 
マイクロフォーカス 
 

Windowsターゲットの最新COBOL開発環境。
ActiveX、COM、CORBA等のオブジェクト指
向技術に対応。Javaとも連携し、COBOLと
Javaとの相互呼出しや、COBOLロジックをEJB
コンポーネントにラッピングすることができる。
既存COBOL資産を活用したダウンサイジング、
Webシステム構築を支援する。 

表5 オープンCOBOL開発環境製品概要

概要・特徴（メリット、課題） 分類 備考（制約、動向等） 

オ
ー
プ
ン
C
O
B
O
L
 

開
発
環
境 

連
携
技
術 

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の 

入
替
え 

概要 
アプリケーションは基本的にそのままに
して、プラットフォーム（ハードウェア、
OS等）をオープン系に変更する。 
 
メリット 
システム開発期間の短期化、低開発コス
トを実現できる。 
 
課題 
ビジネスプロセスに問題がある場合は再
移行が必要になる可能性がある。 

制約 
特になし。 
 
動向 
特になし。 

概要 
オープン環境で稼動するCOBOLプログ
ラムを開発する開発環境である。
COBOL（ビジネスロジック）とJava（ユ
ーザインタフェース）を組合わせる開発
に利用できる。 
 
メリット 
COBOL資産、ベテランCOBOL技術者
を有効に活用できる。 
 
課題 
若手COBOL技術者の育成。 

制約 
基本的に複数の言語（COBOLやJava）
を利用できる技術者が望まれる。 
 
動向 
.NETやWebサービスに対応できる製品
がでてきている。 

概要 
システム間（Webシステムとレガシーシ
ステム間等）を連携するための技術であ
り、ファイル転送、ラッピング、メッセ
ージキューイング、EAI、Web対応端末
エミュレータ等がある。 
 
メリット 
メインフレームなどに蓄積されている膨
大なデータ資産等を有効に活用できる。 
 
課題 
将来性を考慮した連携技術の選択が必要
である。 

制約 
連携においては、特に企業全体のビジネ
スプロセスやデータの流れを把握するこ
とが重要である。 
 
動向 
左記技術の中ではファイル転送技術が良
く使われるが、これからはWebサービ
スによる連携も行われていくと考えられ
る。 

表3 分類「再利用型」

VSAM 
DB2

VSAM 
RDBMS

COBOL Application 
VSAM,DB2

CICS API on CICS 
Batch JOB on JFS2/3

Mainframe

COBOL Application 
VSAM,Oracle/DB2

CICS API on MTP 
Batch JOB on MBM

SunFire

同一アプリケーション 

同一データ同一データ 

同一アプリケーション 

同一データ 

1 - Unload 1 - Unload 
2 - Copy2 - Copy

3 - Data conversion 3 - Data conversion 
　  /clean 
4 - Sort 
5 - Load

1 - Unload 
2 - Copy

■Sun MTP（Mainframe Transaction Processing) Mainframe Transaction Processing) 

　・CICS互換 
　・パフォーマンス監視ツール 
　・Solaris上でVSAMを実装 
　・COBOL、PL/1、C、Javaをサポート 

■Sun MTP（Mainframe Transaction Processing) 
　・CICS互換 
　・パフォーマンス監視ツール 
　・Solaris上でVSAMを実装 
　・COBOL、PL/1、C、Javaをサポート 

■Sun MBM（Mainframe Batch ManagerMainframe Batch Manager） 

　・JCLからMBMマクロへの自動変換 
　・ジョブのサブミット/キャンセル 
　　/サスペンド 
　・ジョブステップ単位のリカバリ 
　・特定ジョブに関する 
　　ステータス表示や実行報告 

■Sun MBM（Mainframe Batch Manager） 
　・JCLからMBMマクロへの自動変換 
　・ジョブのサブミット/キャンセル 
　　/サスペンド 
　・ジョブステップ単位のリカバリ 
　・特定ジョブに関する 
　　ステータス表示や実行報告 

3 - Data conversion 
　  /clean 
4 - Sort 
5 - Load

リホスト 

図6 SUNのリホスティングソリューション

（1）プラットフォームの入替え

（2）オープンCOBOL開発環境

開発環境（Windows） 実行環境 

C
O
B
O
L
 

　
プ
ロ
グ
ラ
ム 

開発環境 
（ビルダー） 

COBOL  
adapter for 
Cosminexus 

C
O
B
O
L
 

ア
ク
セ
ス
用
モ
ジ
ュ
ー
ル
 

 

COBOLプログラムから 
アクセス用モジュールを 

自動生成 

HiRDB

COBOLアクセス用 
モジュール 

COBOLプログラム 
(ビジネスロジック)

・COBOL85 
　Server RTS 
・COBOL 拡張 RTS 
　for Cosminexus 
 

（Java Beans） 

Javaから簡単に 
   COBOLアプリケーション 

を利用できます。 

Web 
サーバ 

Cosminexus  
アプリケーションサーバ（Java） 

   Webブラウザから，     
COBOLプログラムが 
実行できます。 

インターネット 
イントラネット 

 

W
W
W
ブ
ラ
ウ
ザ 

図7 日立の「Java－COBOL連携製品（COBOL adapter for Cosminexus）」のイメージ

リホスティングソリューション、 
 
サン・マイクロシステムズ、 
伊藤忠テクノサイエンス 

製品・サービス名、販売会社 概要・特徴 

Sun SolarisサーバにIBMの汎用オンライン・
トランザクション処理(CICS)と類似環境を提
供するソリューションである。 
既存ホストのCICS/COBOL、PL/1、C、アセ
ンブラ等のアプリケーション、JCL、VSAM、
DB等を各種変換ツールを使ってUNIX環境に
最小限の作業で移行することができる。 

表4 プラットフォームの入替え製品概要
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（1）ファイル転送

レガシーシステムとの連携を実現する手段として、最も一般

的なのがオープン系のサーバにデータベースを置いて、メイン

フレームのデータをファイル転送する方法である。テキストデ

ータを転送するだけであれば、FTPでも十分だが、通常はフ

ァイル転送の専用ツールを利用する。ファイル転送ツールなら、

転送がうまくいかなかった時のリカバリ処理や、メインフレー

ムの日本語コードからJISなどへのコード変換機能を提供して

いる。表6にファイル転送製品の概要・特徴を示す。

（2）ラッピング

特定の環境でしか使えなかったアプリケーションのインタフ

ェースをラッパーと呼ばれるプログラムが吸収することで、統

一されたインタフェースに見せる仕組みである。

以下は日立「Object Wrapper」の適用例である（11）。複数

業務のデータを一括入力し、その結果を表示する統合画面を作

成している。画面を統合することによって応答回数を削減する

とともに、GUI化することで操作性も向上し、オンライン業務

端末をリニューアルできる。図8に日立「Object Wrapper」

の適用例を示す。表7にラッピング製品の概要・特徴を示す。

（3）メッセージキューイング

１対１でシステムを非同期連携するための技術である。デー

タを一時的に保管する「キュー」と呼ばれる待ち行列を介して、

アプリケーション間でメッセージを交換するため、多様な異種

アプリケーション間を直接接続せずに、データを交換すること

ができる。よって、相手側の処理の完了を待つことなく、次の

処理を継続できる。1対1の連携技術であるため、連携するシ

ステム数が少ない場合は有効であるが、数が多い場合は連携数

が多くなるため有効ではない。この場合はEAIを用いたほうが

良い。図9にメッセージキューイングの動作イメージを示す。

表8にメッセージキューイング製品の概要・特徴を示す。

WebSphere MQ（13）、IBM

製品・サービス名、販売会社 概要・特徴 

IBM/non-IBMあわせて35以上のプラッ
トフォームで稼動するミドルウェアであ
る。基本メッセージング・サーバーとク
ライアントにより高信頼性のメッセージ
とキューイング機能を提供する。ERPパ
ッケージ（SAP R/3）との連携も可能で
ある。 

表8 メッセージキューイング製品概要

製品・サービス名、販売会社 概要・特徴 

EXTES Xuras（10）、 
ビーコンIT

メインフレーム上のアプリケーションをその
ままWeb化するほか、100%Javaで作成さ
れており、XMLやSOAP対応で他のソフトウ
ェアや代表的なアプリケーションサーバ、
XMLB2Bサーバなど、既存システムを活か
したコストパフォーマンスの高いシステム開
発を可能にする。 

Object Wrapper（11）、 
日立製作所 

メインフレームなどの既存の基幹システムを
一つのオブジェクトと見なして、そのまま手
を加えずにWeb環境で利用可能にする。 

Orbix E2A Application 
Server Platform 
Mainframe Edition（12）、 
IONA

既存のメインフレーム・アプリケーション、ト
ランザクション、データベースなどに閉じ込め
られているビジネス特有のロジックの再利用を
可能とする。CORBAによるアプリケーション
統合機能とWebサービスによる柔軟性と使い
やすさを組合せ、eビジネス・システムの開発/
デプロイメントを行うための一体化されたパワ
フルなプラットフォームを提供する。 

表7 ラッピング製品概要

端末 

560/20画面 

端末 端末 

端末 

業務1
GUI化 
画面 

■従来システム ■新規システム 

業務AP

業務2

業務3

メインフレーム 

業務1

業務AP

業務2

業務3

メインフレーム 

新規 
AP

ラッパー 

TP Broker

サーバ 

図8 日立「Object Wrapper」の適用例

PUT

GET

システムA
アプリケーション 

インタフェース 

メッセージキュー 

メッセージ 

メッセージ 

GET

PUT

システムB
アプリケーション 

インタフェース 

メッセージキュー 

図9 メッセージキューイングの動作イメージ

製品・サービス名、販売会社 概要・特徴 

NISMAIL（10）、 
NEC情報システムズ 

メインフレーム、UNIX、NTサーバ、PCな
ど異機種間でのファイル転送およびアプリケ
ーション連携を行う。 

HULFT5（10）、 
セゾン情報システムズ 

企業内・企業間のあらゆる業務システムに組み
込むことができ、金融・流通・官公庁など、あ
らゆる業種・業態で利用されている。 

Connect：Direct（10）、 
スターリングコマース 

企業内外を含む分散環境、異機種間でのセキ
ュアな大容量データ交換を実現。チェックポ
イント/リスタートなど充実したエラーリカバ
リ機能やレポート機能を提供している。 

表6 ファイル転送製品概要

（3）連携技術
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（4）EAI（14）

EAIとは、基幹業務システムやERPパッケージ等、別々の情

報システムをデータ連携させる機能を持つミドルウェアであ

る。従来、別々の情報システムを統合するには、個別にインタ

フェースを開発する必要があり、工数と時間がかかっていた。

EAIはあらかじめさまざまなソフト（ERPパッケージ等）のイ

ンタフェースをパッケージ化したアダプタ機能を持っているの

で、異なる情報システム間のデータフォーマット変換や加工が

容易に行えるようになる。基本的に「接続アダプタ機能」（さ

まざまなシステムと接続してデータを送受信するための通信機

能）、「マッピング機能」（データ交換を行うシステム間で、デ

ータの項目名や形式等を対応付ける機能）、「フォーマット変換

機能」（マッピングにもとづいて実際のデータを相互に変換す

る機能）、「ルーティング機能」（データの内容に応じて送り先

を変えたり、複数のシステムにデータを振り分ける機能）とい

った機能を持つ。図10にシステムごとに連携する場合と、

EAIを用いてシステムを連携した場合の違いを示す。EAIを利用

すると連携がシンプルになる。表9にEAI製品概要・特徴を示す。

（5）Web対応端末エミュレータ

システム統合やデータ交換を行うことなく、メインフレーム

上のデータをリアルタイムに利用できるのが端末エミュレータ

製品である。特に現在主流となっているのは、Webブラウザ

から直接メインフレームへアクセスする、「Web to Host」

をコンセプトとする、Web対応端末エミュレータ製品である。

従来のエミュレータ製品は、エミュレーションを行うプログラ

ムをクライアントPCにインストールする必要があった。これ

に対してWeb対応のエミュレータ製品は、Webサーバに端末

エミュレータをインストールする。クライアントPC側では

Webブラウザさえ稼動できる状態であればよく、エミュレー

ションのためのHTMLや、Java、ActiveXコントロールなど

のモジュールは、WebサーバからクライアントPCにダウンロ

ードしてWebブラウザ上で動作する。表10にWeb対応端末

エミュレータ製品概要・特徴を示す。

以下は蝶理情報システムのTCPLink Enterprise Server適

用事例である。

製品・サービス名、販売会社 概要・特徴 

eBusiness Integration  
Suite（16）、 
See Beyond 
 

eビジネスには欠かせない業界屈指の統合イ
ンフラである。各種アプリケーションのシー
ムレスな統合やB2B連携、および柔軟なビジ
ネスプロセス管理を実現することにより、業
務効率を改善し、非常に高いROIの向上を実
現する。企業内はもちろん、サプライヤーや取
引業者、顧客をも結ぶ包括的な業務の連携、
統合、最適化を実現することができる。 

Cross Worlds（15）、IBM CrossWorlds製品群は、強力なビジネス・
プロセス・マネジメント・ツール、豊富なコ
ネクター、多数のビジネス・プロセス・テン
プレート（コラボレーション）を含み、ERP連
携などのプロセス自動化に威力を発揮する。 

webMethods Integration  
Platform（17）、 
WebMethods 
 

企業の業務統合を迅速かつ安価に行えるよう
に多数のアプリケーション、プラットフォー
ム、ネットワーク技術に対応し、部門間、事
業所間、企業間にまたがるシステムの統合を
実現する。豊富なアダプタに加えて、独自の
アダプタが容易に開発できるアダプタ開発キ
ットや、グラフィカルな設計、試験、運用、
監視が可能なGUIツール群、短期システム統
合を可能とするアプリケーション統合方法論
など、多彩な機能の提供を行う。 

BusinessWare（18）、 
Vitria

プロセスの自動化からワークフロー、プロセス
の最適化、企業内統合から企業間統合まで、エ
ンタープライズユーザのあらゆるニーズに応え
るインテグレーションサーバである。トランザ
クション性の高さ、豊富なコネクター、強力な
サポートがアドバンテージである。 

Mercator 
Integration Broker（19）、 
Mercator 
 

コーディングを不要とする企業アプリケーシ
ョン統合ソフトウェア。高度なデータ変換を
行う強力なエンジンを中核とし、EAIで要求
される機能・アダプタをフル装備。インター
ネット、XMLにも対応。EDI、ERP分野から
B2Bで採用されており、欧米市場で圧倒的な
成長率・シェアを誇る。大手主要企業5000
社以上で導入実績があり、SAP/R3のインテ
グレーションではデファクトスタンダードと
評価されている。 

Microsoft BizTalk  
Server 2002（10）、 
マイクロソフト 
 

企業内の様々なシステムの連携、インターネ
ットなどを利用した企業間連携、及び社内、
社外を含めたビジネスプロセス統合を実現す
るインテグレーションサーバ製品である。 

表9 EAI製品概要

ERP 

SCM SFA

CRM 基幹業務 
（メインフレーム） 

EAI 

基幹業務 
（メインフレーム） CRM

SCM

ERP 

SFA

アダプタ 

■EAIを利用した連携を利用した連携 ■EAIEAIを利用しない連携を利用しない連携 ■EAIを利用した連携 ■EAIを利用しない連携 

図10 EAIの構成イメージ

製品・サービス名、販売会社 概要・特徴 

JavaベースのWeb対応3270端末エミュレ
ータ。各種セキュリティ機能も完備、既存の
環境に新たな追加、変更も必要なく、安全で
スムーズな移行を実現。 

Reflection for the Web（10）、 
サイバネットシステム 

IBM、富士通、日立、NECの各社メインフレ
ーム及びIBM AS400のオンライン端末機能
を提供するWeb対応端末エミュレータ。
Windows環境のPCだけでなく、Thinクライ
アント、PDA、携帯電話など、Webブラウ
ザ搭載のあらゆるクライアントで、最大4万
セッションの接続が可能。 

TCP Link Enterprise 
Server（10）、 
蝶理情報システム 

表10 Web対応端末エミュレータ製品概要
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■取次店業務統合Webソリューション（20）

WindowsNTサーバ上で、データベースシステムやメイン

フレーム等の必要なリソースにアクセスし、すべての情報/業

務をWebコンテンツとして動的に提供できる仕組みを構築。

取次店のオペレータは、ビジュアルで分かりやすいWebペー

ジ上で、接続先を意識することなく、すべての業務を行うこと

ができる。「TCPLink Enterprise Server」は、この仕組み

の中でミドルウェアとして存在し、メインフレーム・アプリケ

ーションを業務毎のビジネスロジックとして利用可能にする。

このようなシステムが構築できるのは、「TCPL i n k

Enterprise Server」が、COMベースで開発され、サーバ上

のコンポーネントを利用してWebアプリケーションを構築で

きるという特長を持っているためである。図11に取次店業務

統合Webソリューションを示す。

レガシーシステムはオープン環境上のシステムに対し機能、

信頼性等において下記のようなアドバンテージがある。

■大量のデータを一括して高速に処理するバッチ処理

例）金融機関の引き落とし処理等

■バッチ処理の結果として高速ページプリンタを使って大量

に印刷を行う大量印刷

例）保険会社が加入者ごとに保険の計算結果を印刷する等

■ハードウェアを含めたシステム全体の耐故障性

故障が起こりにくい、仮に発生した場合でもシステムを停

止させることなく処理を継続できる

■基幹業務として開発されてきた会社のノウハウすべてとい

えるソフトウェア資産の蓄積

最近のサン・マイクロシステムズのハイエンドマシンなどで

は、動作中にCPUを含めた（複数CPUの場合）障害の発生し

たハードウェアを交換できるようになっていたり、クラスタリ

ングを使うこと等により、システム安定度は高くなってきてい

るが、メインフレームの資産を捨ててまでマイグレーションを

してメリットがあるかというと疑問がある。結果として、現行

のシステム資産のうち、これらの条件にかなり高い優先度があ

るものは、Webシステムを含めた他のプラットフォームへの

移行は慎重に検討すべきである。

クライアントサーバで構築されているものは、基本的にWeb

システムにマイグレーション可能である。クライアントサーバ

で構築されているシステムはメインフレーム上のアプリケーシ

ョンから独立していることが多く、サーバ上に既にデータベー

スが構築されているため、比較的容易にWebシステムへのマ

イグレーションを行うことができる。例えば、クライアントサ

ーバで構築されている情報系アプリケーションが該当する。

ただし、Webシステムでは基本的にブラウザ上のHTML画

面を切り替えることにより処理を進めていくことになるので操

作性への要求にもよるが、クライアントサーバシステムほどの

操作性は期待できない。このことは、今までシステムを使用し

てきたユーザの使い勝手を大きく変えることになるので、プロ

トタイプを作成するなどして、あらかじめユーザの意見も含め

て検討する必要がある。

将来的なITコストの削減を考えた場合、多くの企業はレガシ

ーシステムを何らかの方法でマイグレーションする必要があ

る。本稿ではレガシー･マイグレーション技術を「撤廃型」、

「再利用型」という2つの観点から分類した。「撤廃型」の本質

はレガシーシステムを廃棄してオープンな環境上でシステムを

再構築することである。ただ、この方法は理想であり、特に開

発・導入コストの負担増、開発期間の長期化、信頼性の低下と

いった問題について慎重に検討する必要がある。「再利用型」

5. マイグレーションにおける注意点等（5）

5.1 メインフレームからのマイグレーション

5.2 クライアントサーバからのマイグレーション

6. おわりに

取次店PC 
Web 
ブラウザ 

 

COM 
コンポーネント 

COM 
コンポーネント 

ゲートウェイ メインフレーム 

SQL 
Server

TCPLink 
Enterprise 
Server 

ASP 

ASP 

Internet 
Information 
Server（IIS） 

DB

Windows NT Server内部 

図11 取次店業務統合Webソリューション
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の本質はレガシーシステムをできるだけ再利用し、開発コスト

等を極力抑えるということである。多くの企業にとっては「再

利用型」が取り組みやすいと考えられる。「再利用型」にもフ

ァイル転送、ラッピング、メッセージキューイング、EAI、

Web対応端末エミュレータ等様々な技術がある。それぞれ一

長一短があり、ケースバイケースで適したものを利用する必要

がある。今後は、Webサービスがレガシーシステムとオープ

ン系システムを連携する技術として普及する可能性が高い。

Webサービスは現状では技術的に解決されていない面もある

が、標準技術である、開発導入コストが安く抑えられる可能性

が高い等のメリットがある。いくつかのベンダからWebサー

ビスを利用した連携製品が販売されている。これからは、既存

のマイグレーション技術とともにWebサービスによるマイグ

レーション技術の動向にも注意する必要がある。

インテックでは最新技術への積極的な挑戦、（株）INTEC

LG CNSとの協力体制を通して積極的にレガシー･マイグレー

ションに取組もうと考えている。
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