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■ 論文要旨 ■ 

 当社は２０年以上にわたり、富士通のホストコンピュータ（汎用機）にて本社基幹

システムを稼働させていた。長年親しんだホストコンピュータを捨て、オープン化を

決断するには、将来的にクラウドで、繁忙期と閑散期とのリソースの調整を行いたい

というシステム面での方向性と、コストダウンや技術者不足といった課題があった。 

そしてマイグレーションプロジェクトを実施し、様々な課題に直面したが、様々な工 

夫と富士通の支援により課題を克服していった。オープン化の実現により、将来的な 

クラウド適用の第一歩となり、コストダウンや技術者不足、余裕をもったシステム運 

用やシステム課員の負荷軽減といった課題も解消された。 

今回のレガシーシステムのマイグレーションは、菅公学生服の生産販売が迅速に連携 

する、新しい統合システム構築に進んでいくことを可能にする第一歩となったのであ 

った。 
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１．はじめに 

 １．１ 当社の概要とマイグレーションへの決断  

 

当社は 20年来、富士通のホストコンピュータにて本社基幹システムを稼動させている。 

オープン化・ダウンサイジングについては、それこそ 10年来、何度も検討してきた。しか

し今まで積上げてきた業務ノウハウの詰まった稼動資産を、簡単に捨てるという判断が出

来なかったため、ホスト toホストの単純移行を繰返してきた。 

 当社のおかれている学生服業界は、1月～4月が超繁忙期であり売上の約 5割強はこの時

期に集中する。必然的に各システムは、このシーズンを乗り切れるだけの性能要件が必要

となる。これは当社の核となるホストコンピュータ上で稼動している本社基幹システムに

おいても同じである。数年前から当ホストを富士通データセンターによるホスティングサ

ービスにて運用しているが、どうしてもハードウェアリソースを、繁忙期の業務量に合わ

せたスペックにて準備せざるをえないため、コストの面で非常に厳しい状態である。 

繁忙期にフル稼働するシステムは、閑散期にはその 1 割程度のスペックしか必要としない。

オープン系で基幹システムを稼動することができれば、最新のソリューションに対応可能

な、リアルタイム性のあるシステムが構築できる。さらに近年流行のクラウド上でシステ

ムを稼動させ、繁忙期と閑散期の業務量に応じてリソースを調整できれば、コスト削減の

切り札になるのではないか。将来的な方向性は明確であったが、どういう手順を踏めばそ

れが実現可能となるのか、悩める状況が続いていた。 

 また当社のシステム要員は十数名体制で運用フォローを実施しているが、日々の運用フ

ォローに追われ本来のミッションである業務改善に向けたシステム企画に注力できていな

いという課題もある。またホストコンピュータの技術者が減少しているのも大きな問題で

あった。 

 

 2011 年、そういった悩める日々が続いているうち、ホストコンピュータの保守サポート

終了が迫ってきていた。今回も単純リプレースで延命するのか、それとも思い切った投資

でスクラップ＆ビルドによるシステム刷新をするのか、その決断の時期が近付いていた。

システム刷新には多大なるコストと労力が必要となる、利用者（部門）からしてみれば現

行システムには大きな問題点もない、スクラップ＆ビルドによる刷新については 2 年ほど

前に検討したが、投資対効果が明確にならず実施見送りとなった経緯もある。再度の提案

で、本当に投資対効果が試算できるのか、さらに、当社にビルドできるパワーがあるのか、

かなり難度の高い、リスクのある決断が必要となっていた。 

 

そんな中、富士通からある提案が持ちかけられた。「現状の業務運用はそのままで、比

較的低コストにてシステムをオープン化させることができる。」私はこの提案を聞いた時、

自分がこれまで悩んでいた問題がすべて解決できる、まさしく暗雲の中にひと筋の光が差

し込む思いがしたのであった。 

 

それこそまさしく「マイグレーション」だったのである。 

今から思えば、富士通は思い切った提案をしたものだと思う。いくら長年の付き合いと
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はいえ、高収益であろうホストコンピュータのダウンサイジング提案を自ら実施してくれ

た。さらにオープン系になればマルチベンダ化される危険性もある。これらの収益やリス

クを投げ打ってでも当社のことを考えて提案してくれた姿勢に、私は今後も富士通とは切

っても切れない関係を維持する必要がある、本当に長年積上げた信頼関係があるからこそ

こういう提案をしてもらえたとあらためて実感したのであった。 

 

提案を受け、当社内では、マイグレーション案での企画策定が始まった。 まずは、現

在のレガシーシステムの問題点を洗い出し、目的を明確化させることからのスタートであ

る。 

 

２．レガシーシステムの課題と対応 

２．１ ホスティング機器のサポート終了への対応 

 

1 年以上前から、富士通からはホストコンピュータ機器の保守部品の枯渇アラームはあ

がってきていた。既に一部装置については部品不足で、その装置が故障した際は新装置に

切替えざるをえない状況が近づいている。このまま繁忙期に突入しトラブルが発生した場

合、最悪の事態は数日～数週間のシステム停止といった事態にもなりかねない。先にも述

べたが当社は繁忙期の業務集中が極端で、1 日システム停止だけでも、数千万～数億円の

損害が発生する可能性がある。保守部品が完全に無くなると言われていた約 1 年以内に、

新システムへの切替えが必要な状況であった。システム停止時の被害額を試算するだけで、

十分に投資対効果は試算できることは明らかであった。 

 

２．２ ランニングコスト削減への対応 

 

作業の効率化・残業の抑制・経費の削減、管理部門としてやるべきコスト削減はこれま

でも積極的に実施してきていた。しかし高額なホスティングサービス費用だけは、なかな

か削減できる部分がなく、手をつけられず今日にいたっていた。PP（プログラムプロダク

ト）レンタル費用、ハード保守費用、ファシリティ費用、システム運用費用、リソース費

用等がこれにあたる。 

 システムをオープン化させることで、これらの費用が大幅に削減されることが、富士通

の試算により確認できた。マイグレーションという初期投資を抑えたオープン化手法によ

り、現行のホスティングサービスを継続するコストが約 3 年で回収されることが試算でき

た。マイグレーションにより 3 年目以降は生涯コストをマイナスに転じさせることができ

るのである。 
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２．３ 夜間処理時間短縮への対応 

 

現状ホストでの夜間処理時間であるが、繁忙期には朝の始業直前までかかっており、小

さなトラブルでも、始業時間までにシステムが起動できない日も少なくなかった。また、

その夜間処理の監視・トラブル対応を、深夜・早朝にシステム要員が毎日ローテーション

で対応しなければいけないことが、非常に負荷となっていた。 

 ところがマイグレーションにより、この夜間処理時間が 3 分の 1 に短縮されることが試

算された。これは机上だけの試算ではなく、実機による事前性能検証を実施してもらった

ことで明確となった。 

 

２．４ 特殊スキル脱却への対応 

 

システム要員の中でも、ホストのスキル保有者は限定されていた。また 20年使用してい

るシステムだけに、そのスキル保有者も高齢化してきているのが実態であった。このまま

では近い将来スキル保有者がいなくなってしまう危機感もあった。 

 システムのオープン化により、システム課員全員でのサポートが可能となるだけでなく、

汎用的なオープンソフトの選択肢も増え、最新技術（ICT トレンド）への対応も可能とな

る。また将来構想として、当社が実現させたかった繁忙期と閑散期のシステムリソースの

従量利用ができるクラウドサービスへの移行も可能となる。 

 

２．５ 運用サポート負荷への対応 

 

基幹システムのアプリ資産は 20年以上前に当社主体で構築されたものであるが、当社内

にもそのシステム全体を理解している要員は限られている状況であった。熟知した要員に

よる運用ができるレベルでの最低限のドキュメントが存在するだけで、障害の発生時や機

能追加の場合は、まずプログラムソースの解析調査から入るという非常に工数のかかる運

用サポートを実施していた。 

 マイグレーションを実施し、並行してシステム内容の再理解とドキュメントの再整備を

行う。それにより運用負荷となっていたサポート面をアウトソーシングとして外部に委託

することも可能となる。 

 

２．６ プロジェクトスタートにあたり 

 

先に述べた課題を解決し、目的を実現させるべく、マイグレーションプロジェクトをい

よいよ実行することになった。ベンダーは富士通である。ただ長年の付き合いだけで富士

通を決めたわけではない。以下観点を考慮した上で選考させてもらった。 

・ホストとオープン両方の高いスキル保有者が存在する。 

・マイグレーションの実績が豊富である上に、地元岡山に技術精通者が存在する。 

・マイグレーションにおけるフレームワーク・ツールが豊富である。 

・稼動後のサポート（営業、SE、CE）がすべて地元岡山で対応可能である。 

・他システムとの複雑なインターフェースを熟知している。 等々 
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特にベンダー決定の決め手となったのが、提案時の富士通のプレゼンであった。 

「富士通はこのマイグレーションプロジェクトを通し、貴社の基幹システム内容を理解し、

稼働後は APM（Application and Portfolio Management ※アプリケーション保守サービスの

こと）・運用サポート等の負荷作業をすべてオンサイトにて引継ぐ心構えです。現在の情

報システムメンバの方は本業のシステム企画へとミッション変更して頂き、マイグレーシ

ョンにて削減されたコストをぜひ、戦略的システム投資へと利用して下さい。」この言葉

に当社トップ含め心を動かされたのが一番大きかったかもしれない。 

 

マイグレーションプロジェクトのキックオフミーティングの日が決まった時、「ついに

この時がきてしまったか」というのが本音だった。心の奥底では、ホストの単純リプレー

スになることを望んでいたのかもしれない。経営層に対してマイグレーションの提案をし

つつも、リスクを負いたくないという思いが 強かったのだろうと思う。それは、マイグ

レーション後の変換作業の内容や本稼働後の状況を具体的に理解しておらず、確固たる自

信がなかったことと、本社基幹システム担当として開発に携わっていたなかで、OS（XSP）

や動作環境さらには、NDB（ネットワークデータベース）の特異性を認識していたからであ

る。 

 

富士通系ディーラーで、汎用機Ｍシリーズのシステムエンジニアとして、OSⅣ／ESPⅢ、 

FSP、XSP の OS 上でのオンライン・バッチのプログラム開発に携わったのち、当社情報シ

ステム部門で長年に渡りシステム開発してきた自身の経験から、果たしてこの NDB を RDB

（リレーショナルデータベース）へ変換できるのか、NDB 同等のアクセスができるのか、

レスポンスは大丈夫か、複雑なオンラインプログラムは本当に変換できるのかなど 富士

通の実績を信頼しつつも不安なことは事実であった。 

 

こうして、菅公学生服と富士通のマイグレーションプロジェクトはスタートした。 

 

 プロジェクトにおいては、数多くの課題に直面したが、解決にあたっては富士通ととも

に試行錯誤し、対応していった。その中のいくつかを説明する。 

 

３．プロジェクト推進上の課題と施策 

３．１ Power RDB connector を使用した COBOL 変換の効率化 

 

今回のマイグレーションでは、一時費用のコストダウンも大きな命題である。通常のマ

イグレーションでは、オープン系プラットフォームの DBMS（Data Base Management 

System ※データベース管理システムのこと）である Oracleや SQL Server、Symfowareと

いった SQLデータベースに対応する必要がある。レガシー系の DBMSは RDBで、READ-WRITE

インターフェイスであるため、これを SQLインターフェイスに変更しなければならない。

データベースのインターフェイスを変更した場合、COBOL言語の修正量が膨大となり、ま

た修正に対するテスト作業がそれ以上に大変なものとなる。 

今回のプロジェクトでは、その問題点を解決するため、富士通 Power RDB connectorと
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いうミドルウェアを採用した（図 1参照）。Power RDB connectorは COBOLの READ-WRITE

インターフェイスをそのままに、ミドルウェア内部で SQLインターフェイスに変更して実

行するものである。同時にコミットやロールバックといったトランザクションの管理も実

施してくれる。このミドルウェアの採用により、一時コストも個別に SQL対応した場合と

比較して約 30%削減することができた。 

 

図１ Power RDB connector 概要図 

 

 

 

３．２ マイグレーションの品質向上 

 

オープン系へのマイグレーションでは、ビジネスロジックは変更しない。とはいうもの

の画面系のアプリケーションは、表示ファイルインターフェイスがホストとオープン系と

では全く異なるため、ソースの改修はかなりのボリュームになる。また JCLや SCF、マク

ロといった制御言語は、新規に再構築が必要となる。我々の業界では、最繁忙期の 30分程

度の業務停止でも致命傷となるため、マイグレーションにおける品質確保には特に重点を

置いた。施策として実施したのが、以下の 2点である。 

（１）ソースの自動変換率の向上 

マイグレーションにおける品質を向上させる方法は明快であり、プログラムを手で修正

する量を減らせば減らすだけ、誤記や漏れといったミスがなくなり、品質は向上する。今

回のプロジェクトでは、いかに自動変換率を向上させるか、ツールを作成して修正を自動

化するか、という点に徹底的にこだわった。最終的には 

・COBOLオンライン：89.7% 

・COBOLバッチ：93.0% 

・JCL/SCF：91.4% 

という高い自動変換率を達成し、品質を向上させることができた。 

（２）パイロットテストの実施によるツール品質の担保 

 自動変換率の向上に目処が立ったら、次は変換仕様や変換ツールの品質の向上が必要と

なってくる。その対策として、今回はパイロットテストを実施した。変換仕様と変換ツー
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ルが固まった後、全ての変換仕様が確認できるだけのソースのピックアップを行った。対

象はオンラインプログラムが 10 本、バッチプログラムが 70 本で、変換資産全体の約 5％

のボリュームになる。この 5％の資産に対して、実際に変換工程を実施する前にパイロッ

ト変換を行い、動作検証を実施した。この検証について、富士通にお任せではなく、実際

に運用している当社システム担当者が全て目を通し機能を確認することで、変換仕様や変

換ツールの品質の担保が行え、全体の品質の向上に役立ったのである。 

 

３．３ 照合テストにおけるデータ検証の効率化 

 

照合テストでは、現行システムとマイグレーションした新システムについて同一条件で

の処理実施を行い、処理結果のファイルを比較することで、マイグレーション作業の品質

を確認することにしていた。今回のプロジェクトではこの新旧システム間の処理結果を、

ツールを作成し自動比較させることで効率化に成功した。新システム上のデータベースで

処理結果を確認するものについては、旧システムの処理結果も新システム上のデータベー

スに移行し、SQL 文にて比較を行った。また処理結果がシーケンシャルファイル（SF）に

出力されるものついては、同様に旧システム上の SFを新システム上の COBOL ファイルに移

行し、お互いをコード順に並び替え、バイナリで比較するツールを作成して検証した。本

対応で照合テストにおける大幅な工数の削減が実現できた。 

 従来のシステム開発では、旧システムと新システムの処理結果をリスト出力などして照

合しており、いったいシステム全体を照合するのにどれくらいの工数（時間）が必要なの

かと心配していたのだ。ツールによるデータ検証作業は工数削減もさることながら、一致

しているという確証を得られたという安心感が大きかった。 

 

３．４ SORT処理結果の検証について 

 

旧システムと新システムとでは、コード体系が EBCDICと JISで異なるため、そのまま移

行するとデータ大小比較や帳票の並び順が新旧システムで違った結果となってしまう。処

理結果の整合性の確保や利用者の混乱を避けるために、今回のマイグレーションでは現行

のホストと同じデータの並びや処理結果となるように、対応を実施した。 

具体的には COBOL コンパイルオプションと、PowerSORT パラメタのチューニングを実施し、

オープンシステム上で、現行システムと同様の EBCDICコード順での並びや大小比較が可能

になるように設定を行った。また、並行して JCL上の SORTについては、集団項目部分を見

直し、項目単位に SORTを実施することで、処理結果の精度を高めることに成功した。 

バッチ処理が多い当社のシステムで、今までと同じ並びで処理ができることは、照合の

工数削減もさることながら、利用者の運用が変わらないという点で大変効果があった。 

 

３．５ テンキーにおける ENTERキーの扱い変更 

 

今回使用するミドルウェア(MeFt/WEB)の制限事項により、テンキー上の Enter キーにつ

いては、「実行／改行」ではなく、「項目脱出」がアテンションとして割り当てられてい

る。これは現行システムのエミュレータの設定とは異なっていた。 
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 当社では業務 PCにおけるテンキーの使用率が高く、慣れ親しんだ利用者からの強いクレ

ームが想定されたため、現場業務を第一に考え、富士通に対し粘り強くカストマイズの依

頼を行った。その結果、仕様の公開と個別対応によるカストマイズを実現することができ、

「PgDn」キーや「↑」「↓」キーの動きの非互換については利用者に納得してもらうこと

ができた。 

 

３．６ オンライン画面の表示方法の統一化について 

 

パイロット変換の際に、オンライン画面については、数値項目には全て「0」が表示され

ていた。これは、プログラム内部で画面項目を初期化してから WRITE しているためで、非

常に見た目が悪く、現行システムの表示と違うため、利用者からのクレームが想定された。

この「0」表示を消すためには膨大な工数が必要となると思われたが、調査の結果、画面定

義体の省略時埋め込み文字機能を利用すれば簡単に解消できることを発見できた。 

同様に画面の大きさや表示輝度、背景色や文字の大きさ等、色々と試行錯誤し、シミュ

レーションを行いながら、利用者にとって使い勝手の良い画面統一仕様を決定し、対応を

行った。 

事前にシミュレーションしたにも関わらず、オンライン画面の表示では利用者から要望

が発生した。従来のエミュレータでは、利用者が画面の大きさや文字の大きさ、背景色な

どを自由に変えることができており、メニューの中に画面印刷の機能もあった。画面印刷

を取得し、業務プロセスの中の帳票として使用している部署もあったくらいだ。画面の背

景色について、明るすぎて目がチカチカするなどの意見も出た。これらについては、画面

印刷ソフトを導入したり、利用者との個別の非互換説明会などを開催し、納得してもらえ

るよう動いた。 

逆に利用者へのサービス向上として提供した機能もある。ひとつの端末で複数の画面を

起動させることができるということだ。従来でも同様の機能はあったが、端末の設定や従

来のホスト側での設定に手間がかかっていた。しかし当機能の提供により、在庫状況を確

認しながら受注を投入するなど、在庫照会画面と受注入力画面を、設定を変えることなく

実現でき、非互換項目に対するサービス向上として利用者に大変喜んでもらえることがで

きた。結果的に、オンライン画面の統一化を実現することができたのだ。 

 

 

３．７ レスポンス・性能対策 

 

一般的には、ホストからオープン系にマイグレーションを行った場合、最新のオープン

系のマシン性能は素晴らしく、当然導入する機種にはよるが、バッチ処理においては、ホ

ストと同等かそれ以上のレスポンスや性能が出ると考えてよいと思う。ただし、使用する

技術やアプリケーションの構造によっては、逆に遅くなるものも発生する。今回のマイグ

レーションでは、夜間処理の処理時間を大幅に向上させるという目的があり、性能対策に

は苦心した。特にホストで NDBを使用しており、オープンに持ってきた際に NDBと同等の

検索・アクセス性能が実現出来るのかが焦点となった。 

以下に有効だった性能対策について記載する。 
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（１）Oracle チューニング 

今回のマイグレーションでは、チューニングの容易さを考慮して DBMS は Oracle を

採用した。チューニングの効果が大きかったのは以下の 2 つのパラメタである。 

・optimizer_mode 

・optimizer_index_cost_adj 

 通常は、テーブル検索時にテーブルスキャンとなる状態を、2 つのパラメタにより強制

的にインデックススキャンになるように対応を行った。 

 その結果、5 分・10 分単位の処理時間が 1～2 秒に短縮された。 

（２）DBロード、アンロードの工夫 

テーブルを全件更新するような処理については、アプリで DBを直接更新するのではなく、

テキスト出力後に SQL*Loaderでロードするように変更を行った。 

アンロードについても、件数によってアンロード時間が大幅に異なることに着目し、最も

時間効率のよい件数をシミュレーションして、件数を区切ってアンロードを実施した。 

 例として、3時間程度掛かっている処理を 30秒程度に短縮することが出来た。 

上記施策の結果、バッチ処理においては平均で 50～60％の処理時間の削減が実現でき、目

標を達成することが出来た（図 2参照）。 

 

 オンラインレスポンスについてであるが、繁忙期には全国 50か所以上の営業拠点から同

時刻に発注入力が行われる。発注入力を行うオペレータにとってオンラインレスポンスは

今までに比べ遅くなることは許されない状況だった。 

ところが運用テスト時に、利用者から画面レスポンスが遅くなったという声があがった。

従来のオンラインプログラムは、レスポンス重視で、ホストとのデータ転送量を少なくす

る設計となっていた。しかし新システムの機能ではそれに対応することができないことは

わかっていた。そこでオンラインプログラムのトレースを取得し、どこに時間がかかって

いるかの調査を実施した。その結果、画面の切り替え（プログラム連携時）ごとに操作ロ

グデータベースを更新しており、その取得処理自体をなくすことで、改善できることがわ

かった。今まで通りのレスポンスとはならなかったが、繁忙期を乗り切ることができるレ

スポンスまで改善させることができた。 

 

図２ 夜間処理時間比較図 
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３．８ ホスト運用レベルの維持 

 

 旧システムのバッチ処理では、メッセージログ表示画面（コンソール画面）にて、パラ

メタ入力や処理中断、続行処理の指示をしていた。利用者には関係ないことだが、これは

システム運用担当者にとっては、大きな非互換であった。 

ホストのように豊富なユーティリティが用意されているわけではなく、ジョブの結果確

認やログの表示、メッセージへの応答等、検討しなければならない課題は数多くある。そ

の問題を解決するために独自機能の開発を行うことにした。それが Web コンソール機能で

ある（図 3 参照）。本機能はジョブの状況確認やログの表示、メッセージへの応答をワン

ストップで実現しており、システム管理面での運用レベルの維持と効率化に役立っている。

プログラムの改修工数削減にも役立った機能であった。 

 

図３ Webコンソール画面 

 

 

 

 

４．マイグレーションの評価 

４．１ 夜間処理時間短縮 

 

旧システムの夜間処理は、19:00～翌朝 9:00 までかかっていたが、マイグレーションの

結果、ほぼ半分の時間で終了することが可能になった。その結果、夜間処理の監視による

要員の負荷は軽減され、また夜間処理が異常となった場合でも、夜通しのリカバリ対応が

不要となり、翌朝からのリカバリ処理で、余裕を持って始業までに業務を開始することが

できるまでになった。 
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４．２ 特殊スキル脱却 

 

旧システムでは、ネットワークデータベースをはじめ、富士通汎用機独自のスキルを必

要とし、業務スキルやプログラムスキルを継承することが難しかった。マイグレーション

の計画フェーズより、システム課員の多くを参画させるようにし、プログラムの手修正変

換やテスト検証まで関わらせることで、対応人員を増やすことができた。 

旧システムのジョブスケジューラ（SCF）の知識も不要となり、従来から使い慣れている

SystemWalker Operation Managerを採用することで継承者の不安も解消された。 

 

従来のシステムは、当社内部でのプログラム開発がほとんどであり、マイグレーション

プロジェクトメンバである富士通のシステムエンジニアの中には、当システムを熟知して

いる者はいなかった。今回のマイグレーションにおいて、業務の中枢機能をもつオンライ

ン処理や、夜間バッチ処理については、今後のメンテナンス作業がスムーズに行えるよう

に、当社と富士通双方で協力し、変換・テストを実施して、お互いに業務システムの共有

をすることができた。おかげで、稼働後に発生した障害対応など、業務に影響することな

く対応することができた。 

 

４．３ 不要資産整理 

 

マイグレーションするにあたり、従来は前後処理の関係で不要ではあるがそのままにな

っていた処理（プログラム資産）の精査を行い、必要な資産のみをマイグレーションする

ことができた。全保有資産が従来の約 60％になり、不要な資産を整理できたことは、今後

の管理工数を削減する意味でも大きい。 

 

４．４ ディスク容量不足解消 

 

 従来の処理で度々発生していた障害のひとつに、ディスク容量の不足があった。ディス

ク全体の容量が不足する場合、ディスク自体の空きはあるが、連続領域が不足して初期容

量を確保できずに異常になる場合・拡張回数制限を超えてしまい異常となる場合など、容

量不足に関する問題は度々発生していた。これらの問題については、十分な容量をもつデ

ィスク装置を導入できたことで、なにひとつ心配する必要がなくなった。ちなみに稼働後

はディスク容量に起因する障害は発生ゼロとなっている。 

 

 

５．おわりに 

 今回のマイグレーションを実施して、気づいたことをまとめてみた。 

 

（１）COBOLスキルのある担当者がいると手変換工数が少なくて済む 

オープン化したとはいえ、プログラムは COBOL であることから、COBOL スキルがあるメ

ンバーは、手変換作業を効率的にこなすことができた。幸い、半数以上が COBOL 経験者で
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あったので、修正スケジュールの予定より早く、作業を終えることができた。 

 

（２）COBOLプログラムの標準化が品質の決め手となる 

当社の場合は、プログラム機能ごとの標準化プログラムを使用して、大半のプログラム

が作成されていたこと、及び、決められたロジックは、COPY や PERFORM で構造化されてい

たことが、ツールにより自動変換率が高かった要因であった。 

 

（３）コード体系の非互換に伴う変換作業が必要 

他システムとの連携におけるコード体系の非互換については、今までコード変換処理が

必要だった他システムについては不要となったが、今まで不要だった富士通オフコンとの

連携では新たなコード変換処理が必要となった。連携については一長一短というところで

あるが、今後の富士通オフコンで動作しているシステムのマイグレーション作業も視野に

入れており、それを実現することでコード変換作業は社内システム間においては発生しな

くなるということを考えるとやむを得ない作業であったと感じている。コード変換処理は

無くしていきたい処理のひとつであると考えている。 

 

最後に、レガシーシステムのマイグレーションを終え、繁忙期を過ぎ、年次処理も終え

た現在、大きな障害も発生することなく、無事に現在に至っている。当社では基幹工場で

使用している生産統合システムと各営業所で使用している営業所統合システムが、富士通

のオフコン上にて COBOL プログラムで稼働しており、今回の本社基幹システムのオープン

化完了の結果を受けて、2014年中に生産統合システムを、2015年中には営業所統合システ

ムをオープン化かつ統合する方向で進めている。 

現在の生産統合システム及び営業所統合システムも基幹システムと同様、社内開発され

たシステムであり、独自のノウハウが詰め込まれたシステムになっている。いちから構築

し直す、あるいはパッケージを適用する方法に比べると、従来のシステムを熟知するメン

バーがいること、開発されたプログラムは標準パターン化されていること、データベース

はネットワークデータベースに比べて単純であること、などの状況から判断すると、現時

点では、マイグレーションするほうが、得策であると考えている。短期間・少ない工数で

実現できるという確信も持てたからだ。 

 

今回のレガシーシステムのマイグレーションは、菅公学生服の生産販売が迅速に連携す

る、新しい統合システム構築に進んでいくことを可能にする第一歩となったのであった。 
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付録 

付録１：本社基幹システムの概要構成図 

・本社基幹システム構成図
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今回マイグレーション対象

付録２：本社基幹システム移行元製品と移行先製品一覧 

 

付録３：本社基幹システムマイグレーション対象資産数 

２６４本 １，７７３本 － －

オンライン バッチ 定義体 ＣＬ 合計

画面定義体 － － ２６４本 － ２６４本

ＣＯＢＯＬ ２，０３７本

資産種別

帳票定義体 － － １７本

１９７本 １９７本

３８１本 ３８１本

－ －

－ １７本

データベース － － －

ＪＣＭ／ＪＣＬ － － －

１，７７３本 ２８１本 ５７８本 ３，２５６本

ＳＣＦ －

－ ３６０本

合計 ２６４本
 

 


