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Firefly Migration の

ツールにより、これら

の目標を達成し、将来

の成長を支える最新の

テクノロジー・プラッ

トフォームに移行でき

ました 
– ティム・テイラー  

放送&メディア IT 長, BSkyB 

英国 Sky 放送について 

英国 Sky 放送は英国とアイルランドの主要ホーム
エンターテイメント＆コミュニケーションプロバ
イダーであり、1,200 万以上の家庭に幅広いマル
チチャネル、マルチプラットフォーム・テレビサ
ービスを提供しています。 BSkyB は、エンター
テイメント、革新、選択の変革をリードしてきま
した。 10 年足らずで、スポーツや映画の番組制
作のリーダーとしての地位を確立し、利用可能な
チャンネル数が劇的に増加しています。 Sky プラ
ットフォームでは、500 以上のテレビやラジオチ
ャンネル、スカイトークや Sky ブロードバンドな
どの通信やインターネットサービスを利用できま
す。 BSkyB のブロードキャスト・サービス部門
は、Sky のコンテンツの制作と配信を支えるすべ
てのテクノロジーのサポートと発展を担当してい
ます。 

 
 
 

BSS マジックから.NET へのマイグレ
ーションの数字： 

 

 800 人超のアクティブなビジネスユーザー 

 2,000 uniPaaS プログラム 

 300MB uniPaaS エクスポート（コード） 

 15 人のマジックの開発者 

 QA チームメンバー2 名 

 2 週間の.NET スペシャル・トレーニング 

 マイグレーションは予定より 8 週間早く完了

しました 
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... 私たちは予定より 8 週間早くマイグレーション・プ
ロセスを完了しました。 Firefly Migration チームと一緒に
働けるのは本当に喜びでした。彼らはプロジェクトを通じ
て揺るぎないサポートを提供し、本当の結果を提供するこ
とを約束していました 

– ジミー・カワ、, シニア・プロジェクト・マネージャー 
 
 
 
 
 
 

BSS,スカイ放送業務の心臓部 

放送サービス部門によって開発され保守されてい

る Sky の放送支援システム（BSS）は、すべての

放送スケジュール情報を保持し、プログラムやコ

マーシャルのレポジトリとして機能し、メディア

スロットの取得を管理し、送信スケジュール通り

放送が行われることに責任を持っています。  

 

BSS は、Video-On-Demand（VOD）などの製品

と Sky HD ムービーなどのサービスの主要なイネ

ーブラーでもあります。  このシステムには約

2,000 のプログラムが含まれており、ビジネス全

体で 800 人以上のアクティブユーザーにサービス

を提供しています。 Sky のビジネス・アプリケー

ションとの幅広いインタフェースを持ち、Sky の

24 時間/7 日間の放送業務にとってミッション・

クリティカルなシステムです。 
 

スカイは主流テクノロジーに移行 

BSS はもともと、Magic 開発プラットフォームを

使用して 1997 年に開発され、最新の Magic の

uniPaaS プラットフォームへのアップグレードを

含むいくつかのプラットフォームのアップグレー

ドが行われました。 
 

非主流の開発プラットフォームを使用すると、次

のようないくつかの問題が発生しました。     

・開発者の発見と採用の難しさ 

・やっかいな品質保証プロセス 

・他のプラットフォームとの統合における課題 

・システムを強化しようとする試みには限界

があるという一般的な感覚  

したがって、スカイは、開発者を募集するだけで

なく、新しい開発能力を導入することができるよ

うに、BSS をサポートされた、主流で前進可能な

プラットフォームにマイグレートすることに関心

を持っていました。  

 

BSS の放送＆メディア IT 部門責任者、ティム・

テイラー氏は次のように述べています。「我々は

テクノロジーをリフレッシュすることを求めてい

ました。 業界の絶えず変化する情勢に対応し、ア

プリケーション開発を改善する最新のツールや方

法論にアクセスできる標準プラットフォームに移

行する必要がありました。 Firefly Migration の自

動マイグレーション・ソリューションは、私たち

にその選択肢を与えました。 

 

FireFly Migration: 

最も確実で最小費用のオプション  
Sky は、BSS を最新のプラットフォームに移行す

るためのいくつかの選択肢を検討しました: 
・Javaへの完全な書き換え 

・.NETへの完全な書き換え 

・Firefly Migrationの.NETへの完全自動変換 

Sky は BSS を最新のマジック・テクノロジー

uniPaaS RIA に変換するオプションも検討しまし

た。  

 

BSS 開発チームは、外部の.NET エキスパートと

ともに、上記のすべてのオプションを完全に評価

して分析し、それぞれのコストとリスクの両方を

比較しました。
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デュー・ディリジェンス・プロセスを通じて、

Firefly Migration のソリューションが他のオプシ

ョンと比較して最もコストがかからず、保証され

た最短のデリバリー、開発フリーズの不要なこと、

ビジネス生産性への影響の最小化、 開発チームに

とって最も容易なことが明らかになりました。 
 

 

BSSアプリケーションの段階的なロー

ルアウト(本番化) 

Sky は、BSS をマイグレートする前に、小さくて、

それほどクリティカルではないアプリケーション

で Firefly Migration の自動変換をテストしました。

これに成功し、Sky は BSS のマイグレートに移り

ました。マイグレーション・プロジェクトのテス

ト段階では、開発チームは現行のマジック・アプ

リケーションのBSSに新機能を、中断することな

く予定通りにリリースし続けました。これらの新

機能は自動的にマイグレートされ、 Firefly 

Migration のソリューションのユニークなメリッ

トとなりました。一度にいくつかの BSSユーザー

を.NETに移行させ、Skyはマジックの開発をフリ

ーズすることなく、またはビジネス・オペレーシ

ョンを中断することなく、マイグレートしたアプ

リケーションを段階的に 800 人以上のアクティブ

な BSS ユーザー全員にロールアウト(本番化)しま

した。 
 

 

このマイグレーション・プロジェクトを監督した

シニア・プロジェクト・マネージャーのジミー・ 

カワ氏は、「私たちの主な関心事の一つは、マイ

グレーション・プロジェクトが BSS の開発と保守

を妨害することで、これはあってはならないこと

でした。 

 

プロジェクト中には全く問題が起こりませんでし

た。実際、私たちは予定より 8 週間早くマイグレ

ーション・プロセスを完了しました。  Firefly 

Migration チームと一緒に働けるのは本当に喜び

でした。彼らはプロジェクトを通じて揺るぎない

サポートを提供し、本当の結果を提供することを

約束していました。 
 

開発チームのスムーズな移行 

Skyのマジック開発者はスムーズに.NET開発者に

移行し、続いて Sky は追加の.NET 開発者を新規

採用してチームを拡張することができました。 主

な資産（開発者）の 1 つを維持することで、BSS

チームは開発プロジェクトのペースを維持する能

力を獲得し、.NET はより迅速かつ効率的に開発

作業をする機会とツールを提供しました。 

 

 「Firefly Migration のおかげで、業界標準の柔軟

なプラットフォームを使用しているだけでなく、

私たちは開発チームを保持することもできました。 

私たちが利用できるリソースが増えれば、私たち

の開発プロジェクトはここから前に進めることが

でき、効果的かつ効率的にビジネスユーザーにサ

ービスを提供することができます」とティム・テ

イラー氏は述べています。 



業界の絶えず変化する情

勢に対応し、アプリケー

ション開発を改善する最

新のツールや方法論にア

クセスできる標準プラッ

トフォームに移行する必

要がありました。 Firefly 

Migrationの自動マイグ

レーション・ソリューシ

ョンは、私たちにその選

択肢を与えました。 
 

– ティム・テイラー 

放送&メディア IT長 
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