IBM Systems
お客様導入事例

株式会社りそな銀行
ジャンプアップ移行により
基幹系システム基盤を最新化
24時間365日のサービス提供を目指す
お客様情報

お客さまの声に耳を傾け、共鳴し、響き合いながら、揺るぎない絆を築いていくとい
う思いを込めたラテン語の「 Resona（ 共鳴 する、響きわたる）」を社名の由来とす
「お客さまの喜びがりそなの喜び」を
る株式会社りそな銀行（以下、
りそな銀行）。
基本的な考え方とし、
“満足を超える感動”
お客さま一人ひとりに
をお届けする金
融サービスグループを目指しています。

その一環として「銀行業」から「金融サービス業」への転換を図り、窓口営業時間
の延長や、中小企業向けの営業を強化するなど、
これまでの銀行の常識にとどま
らない「りそな改革」を推進しています 。2015 年 2月には、2015 年 6月開催予定の
株主総会における承認を経て公的資金完済を前倒しする発表を行い、次の10 年

を見据えた改革「りそなイズム」を加速させて、透明性の高い経営の継続や企業
価値の最大化に取り組んでいます。

株式会社りそな銀行

ジャンプアップによるOSの移行を模索

●本社所在地
〒135-8582
東京都江東区木場1丁目5番65号
深川ギャザリア W2棟
http://www.resona-gr.co.jp/

りそな銀行の基幹システムは、2002 年のシステム再構築でハブ＆スポーク型を採

首都圏および関西圏という2大都市圏を中心にリテー
ル重視の事業を展開。個人顧客に対しては「トータル
ライフソリューション」を、法人顧客に対しては「成
長・再生・承継ソリューション」を提供しています。

ることです。

用。
「コミュニケーション・ハブ」
と呼ばれるシステム連携基盤を中核に、年金信託シ

ステムや勘定系システムなどが疎結合されています。最大の特長は、
りそな銀行、
埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行のりそなグループ3 行が同じプログラムを使ってい

この基幹システムが稼働しているメインフレームに搭載されていたオペレーティン
（OS）
「z/OS V1.6」は、製品サポートが終了しており、特別な保守延長
グシステム

サービスを利用していましたが、
この保守サポートもやがて終了することからOSを
バージョンアップすることが必要でした。
また、
この保守延長費用の削減も取り組む
べき課題の一つになっていました。
「一般的には、互換性のあ
りそな銀行 システム部 グループリーダー 一井豊氏は、

る上位バージョンに移行するのがリスクも少なく、問題が発生した場合も比較的短
時間で元に戻せます。
しかし互換性のあるz/OS V 1 . 10も、
その時点では保守期
限が終了しており、2 段階のバージョンアップが必要でした」
と、2012 年１月の検討
開始当時を振り返ります。
また互換性のあるソフトウェアでも、基幹システムの移行
作業では、
すべてのアプリケーションの動作テストをしなければ品質を保つことがで

きません。そのため移行作業には、かなりの労力とコストが必要になります。一井氏
「移行作業を2 回繰り返 すのは、労力的にも、
は、
コスト的にも現実的とはいえま

せんでした」
と語ります。
「ジャンプアップ」
（製品サポートのある移行パスを越え
そこで2012 年度上期より、

た大幅なバージョン間の移行）
によりOSをz/OS V 1 . 6からz/OS V 2 . 1に、勘定系
（ DB ）
のデータベース
をIMS V 9からIMS 13に移行するためのプロジェクトを立

ち上げ、実現の可能性や制約などについて、IBMの技術者やりそな銀行の基幹
システムをサポートするNTTデータソフィア株式会社（以下、NTTデータソフィア）
の技術者とともに検討を開始しました。
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【事例概要】
基幹システム基盤ソフトウェア最新化

【ハードウェア】
IBM zEnterprise EC12

【ソフトウェア】
・IBM z/OS V2.1
・IBM IMS 13
・IBM WebSphere Message Broker

【ビジネスメリット】
・移行作業を1回に抑え、移行コストを削減
・製品標準の保守サポートを利用可能
・独自開発が必要だった機能を標準機能で利用
可能
・IMSの移行で業務処理の性能が大幅に向上
・24時間365日稼働実現のための基盤を構築

米国IBM本社で開発チームとミーティングを実施、
入念な検討を実施
ジャンプアップによる基盤ソフトウェアの移行を検討 するにあたり、
りそな銀行では

2012 年 11月と2013 年 10月、米国ニューヨーク州アーモンクのIBM 本社を訪れ、開
発チームとのミーティングを実施しました。1 回目の訪問では、
ジャンプアップによる
移行の可能性を確認し、2回目の訪問では最新バージョンの仕様やリリースのスケ
ジュールを確認しています。
一井氏は、
「旧システムでは、IMSバージョンアップの経験があったので、IMS 13に
ジャンプアップしても基本的には大丈夫だろうと思っていました。ただし前回のV 7
からV 9の時は移行パス内でしたが、今回は範囲外となります。そこで特に互換性
に関わる問題の情報を集め、
プロジェクトをスタートする前に十分な検証が必要で
した。
そこで渡米してIBMの開発チームに話を聞くことにしました」
と話します。
しかもz/OS V2.1も、IMS 13も正式出荷（GA：General Available）前であり、IBM
の海外開発部門を含めた全社的なサポートが得られることがジャンプアップの必要
条件でした。
「GA前に
りそな銀行 システム部 グループリーダー 片山光輝氏は、
基盤ソフトウェアのジャンプアップを決めるのは、
日本の銀行では初めてのケースであ
り、NTTデータソフィアとも情報収集と検証を入念に繰り返しました」
と話します。
NTTデータソフィア システム管理本部 システム管理部 シニアプロジェクトマネー
「ジャンプアップは、移行パスが保証され
ジャ平山文昭氏は、次のように語ります 。
ていない作業が多かったので、移行作業時に、
やるべきこと、
やってはいけないこと
を事前に確認することが必要でしたが、IBMのサポートは非常に的確でした」。
IBMの開発チームやNTTデータソフィアの担当者と仕様や品質、スケジュール、
サポート体制などを協議した結果、
ジャンプアップは可能であると判断。
りそな銀行
では、2013年6月にGA前のz/OS V2.1 ESP（Early Support Program）版を
入手し、基盤ソフトウェアの導入作業および検証作業を開始しました。
平山氏は、
「z/OS V2.1のESP版では、約2週間ごとに公開されるPTF（Program
Temporary Fix ）
を適用することに若干の労力が必要でしたが、IBMのサポート
があったので特に問題もなく対応できました」
と話します。
さらに2013年9月には、z/
OS V2.1のGA版による本格的な構築・検証作業を開始しました。
稼働している業務システムで捉えると、
まずは2013年2月から基幹システムの設計お
よび構築を開始。
その後、2014年3月には基幹システムの中核となるコミュニケーショ

段階的な移行フェーズ
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ン・ハブを本番稼働させ、引き続き同年 11月に年金信託システムを本番稼働して、

2015年1月に勘定系システムを本番稼働するというスケジュールで進められました。
コミュニケーション・ハブは 、z/OS V 2 . 1 の 上 で 稼 働 するIBM WebSphere
Message Brokerで実現されています。片山氏は、
「コミュニケーション・ハブは、止
まると全システムに影響を及ぼす重要な仕組みです。そのため安全・確実に他の
システムをつなぐことが必要ですし、非常に短期間での本番稼働も求められまし
た」
と話します。
本番稼働後の状況を一井氏は、
「テスト環境ではうまくいっても、本番環境に移す
と問題が発生することはよくあります。
そこで本番データを使って新システムを動か
し、旧システムと同じ結果になることも確認しました。本番稼働後に、
システム全体
に影響を及ぼす問題は発生していません」
と話しています。

ジャンプアップで作業を効率化しコストを削減

株式会社 りそなホールディングス
IT 企画部 グループリーダー
株式会社 りそな銀行
システム部 グループリーダー

一井 豊

氏

「移行作業が 1 回で済み、移行コストを削減でき
ました。また、これまでのように特別な保守延長
サービスではなく、製品標準の保守サポートを受
けることができるのもメリットです」

基盤ソフトウェアをジャンプアップで移行した効果を、一井氏は「移行作業が1回で
済み、移行コストを削減できました。
また、最新の基盤に移行することで、
これまでの

ように特別な保守延長サービスではなく、製品標準の保守サポートを受けられるこ
とがメリットです 」
と話します 。
さらに「最新の基盤ソフトウェアを導入したことで、
こ
れまでは独自に開発しなければ使えなかった機能を標準機能で利用することも期
待できます」
と続けます。
「 IBMから
またリスクコントロール面での取り組みを片山氏は、次のように語ります。

株式会社 りそなホールディングス
IT 企画部 グループリーダー
株式会社 りそな銀行
システム部 グループリーダー

技術的には可能であるという報告はもらえていましたが不安はありました。
そこで、

まずは作業が順調に進んだ場合の計画を立て、要所要所にチェックポイントを設

片山 光輝

けて、随時確認を行いました。
もし修復不能な問題が発生し、予定どおりに進まな

氏

かった場合には、
チェックポイントに応じてリカバリーが可能な予備のプランも確立
しておきました」。
特にコミュニケーション・ハブの移行では、短期導入および本番稼働が必要なこと、

1つの問題が全システムに影響することから、段階的、効率的に作業することが必要
でした。
また年金信託システムや勘定系システムは、一括移行が必要なことから、
もし
問題が発生したときには、
バックアップから旧システムに復旧させる手順を、
システム

「GA 前に基盤ソフトウェアのジャンプアップを決
めるのは、日本の銀行では初めてのケースであり、
NTT データソフィアとも情報収集と検証を入念
に繰り返しました」

面はもちろん、
業務オペレーションの面でも確立しておかなければなりませんでした。
一井氏は、
「問題対策の手順を銀行全体で見直 すことができたのは、銀行にとっ

ても大きな意味がありました。今回作成した手順書は、使う人の判断が必要ない、
誰が使っても同じ結果が出せるものになってい
“あたりまえのことを、バカにせ
ます 。
このような

ず、
ちゃんとやる”
ことが重要であり、
りそな銀行
では「 ABC 経営」
と呼んでいます 。ただし今回
は、無事に移行が終了したので手順書を使うこ
とはありませんでした」
と話します。
一 方 、IM S 13 へのジャンプアップについて

移行後の構成イメージ

【移行前】

チャネル
サーバー

【移行後】

業務アプリケーション

コミュニケーション
ハブ

業務アプリケーション

片山氏は、
「 IMS 13のジャンプアップは、GA 版

IMS v9.1

のリリースまで待って作業したので、
こちらも短

z/OS v1.6

期間での導入が必要でした。
ただIMS 13への

System z9

ジャンプアップも移行計画がきちんと作成されて

IMS v13.1
外部接続
他システム

zEnterprise EC12
コンソール

いたので、予定どおりに終了することができまし

z/OS v2.1

プリンター

た」
と話します。

IMS 13にジャンプアップした効果を平山氏は、
次のように語ります。
「ログ出力などの機能が強
化されたので、業務処理の性能がかなり向上し

データ移行（z/OS ユーティリティ）
現行・本番

ています。
たとえば、20ms程度かかっていたトラ
3

サービスイン後戻し機能

移行後・本番

ンザクション処理が1 桁のms 単位まで高速化したり、2 時間以上かかっていたバッ
チ処理が半分程度の時間で終わっていますので、夜間処理でも安心して朝を迎
えられています」。
今回のジャンプアップの成功についてNTTデータソフィアの常務取締役 システム
管理本部長 梅田進一氏は、
「基幹システムは、IBM製品だけで構築されているわ
NTT データソフィア株式会社
常務取締役
システム管理本部長

梅田 進一

氏

けではありません。そこでジャンプアップ後に、他社製品が問題なく動くことを一つ
一つ確認することも必要でした。非常にリスクの大きい作業でしたが、常に現場で
何が起きているかを確認し、情報交換をしたことが成功のポイントだったと思いま

す」
と話しています。

「ジャンプアップにより他社の製品も問題なく動
くことが必要であり、一つ一つ確認することが必
要でした。非常にリスクの大きい作業でしたが、
現場で何が起きているかを常に確認し、情報交換
をしたことが成功のポイントだったと思います」

NTT データ ソフィア株式会社
システム管理本部
システム管理部
シニアプロジェクトマネージャ

平山 文昭

24時間365日サービス提供に向けた基盤を実現
お客さまのライフスタイルの変化に合わせてサービスの向上を図るとともに、全銀が

24 時間 365日稼働に向けた検討を行っていることも踏まえて、
りそな銀行としても
24 時間 365日稼働を検討していく必要があります。
これまでの為替取引は15 時ま
でで、他行向けの決済処理は15 時で終了でしたが、全銀が24 時間 365日稼働に
なると、土曜日や日曜日にも他行からの為替取引を処理することが必要になります。
片山氏は、
「銀行としても、
こうした変化に柔軟かつ迅速に対応していくことが必要
になります。
そのためにはシステムを停止することなく、
メンテナンスができる24時間
365日稼働の基幹システムが必要になります。今回の基盤ソフトウェアの移行によ
り、
そのためのシステム基盤を構築することができました」
と話します。
「旧システムでも24 時間 365日稼働は可能ですが、
また一井氏は、
かなりの機能を
独自に構築しなければなりません。最新のOSとDBに移行し、新しい機能を標準
的に利用できるようになったことで、
より少ないコストで、
より早く、変化に対応できる
環境が整いました。今後も最先端の技術情報の提供や最新化の提案などをIBM
には期待しています」
と話しています。

氏

「ログ出力などの機能が強化されたので、20ms
程度かかっていたトランザクション処理が 1 桁の
ms 単位まで高速化したり、2 時間以上かかって
いたバッチ処理が半分程度の時間で終わっていま
すので、夜間処理でも安心して朝を迎えられてい
ます」

〒103-8510

東京都中央区日本橋箱崎町19番21号

© Copyright IBM Japan, Ltd. 2015
All Rights Reserved
04-15 Printed in Japan
IBM、IBMロゴ、ibm.com、IMS、System z、WebSphere、z/OS、およびzEnterpriseは、世界
の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。他の製品
名およびサービス名等は、それぞれIBMまたは各社の商標である場合があります。現時点での
IBMの商標リストについては、www.ibm.com/legal/copytrade.shtml をご覧ください。
他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標です
このカタログに掲載されている情報は2015年4月のものです。事前の予告なしに変更する場
合があります。
本事例中に記載の肩書きや数値、固有名詞等は初掲載当時のものであり、閲覧される時点で
は変更されている可能性があることをご了承ください。
事例は特定のお客様での事例であり、すべてのお客様について同様の効果を実現することが
りそなグループ
コミュニケーション
キャラクター
“りそにゃ”

可能なわけではありません。
製品、サービスなどの詳細については、弊社もしくはIBMビジネスパートナーの営業担当員
にご相談ください。

4

