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「さよなら、銀行」
なぜ住信 SBI ネット銀行は
勘定系システムを刷新したのか
住信 SBI ネット銀行 は、2007 年 9 月に開業したインター

ネット専業銀行である。開業以来、順調に顧客数を伸ばし、
最近は提携企業に銀行サービスを提供する「NEOBANK® ＊」

サービスの提供も開始した。しかし、順調に事業が拡大する

一方で、それを支えるインフラにはある“懸念”が生じていた。
同社は、この状況をいかにして克服したのか。そのプロジェ

クトの全容を責任者に聞いた。

＊「NEOBANK®」
（ネオバンク）は住信 SBI ネット銀行株式会社の登録商標です。登録商標第5953666号。

転換期を迎える銀行、住信 SBI ネット銀行が
勘定系システムを刷新する理由とは
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急増する顧客数に対応するため、勘定系システムの強化が急務に
住信 SBI ネット銀行は、三井住友信託銀行と SBI ホールディング

同社はインターネット専業銀行ということもあり、IT への取り組み

スの出資を受け、2007年9月に開業したインターネット専業銀行

も先進的だ。それを象徴するのが、2019年に顧客接点系のすべ

である。同社は2021年3月時点で、新形態銀行として預金残高、

てのシステムをパブリッククラウドに移行したことだろう。ただし、

住宅ローンの実行累計額でトップを誇る。

銀行の中枢である「勘定系システム」についてはオンプレミスを
継続している。システム運営部長 渡邉 弘氏は、その理由を次の

さらに最近は、
「NEOBANK」というブランドを立ち上げ、銀行と

ように説明する。

セージが「銀行をインストールする。世界をアップデートする」だ。

「何百万という口座の出入金に対応する勘定系システムには、絶対

いう形態にこだわらない新たなサービス提供を開始した。そのメッ
同社 システム開発部長 岩本 裕次氏は次のように説明する。

に止めてはならないため、極めて高い可用性・安定性・処理能力・
セキュリティーのすべてが求められます。その要件を満たすシス

「NEOBANK は、決済、預金、融資などの銀行の機能を、提携事業

テムとして、現時点ではオンプレミス基盤が当社にとって最善だと

会社を通してお客様に提供する新たなサービスです。すでに、JAL

判断しました」
（渡邉氏）

マイレージバンク会員様向け『JAL NEOBANK』、T ポイント会員
様向けの『T NEOBANK』などがスタートしています」
（岩本氏）
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ただし、銀行の根幹を支えるべきその勘定系システムにも「ある課

そこで、急増する顧客数を支える処理能力と、銀行という枠にとら

題が生じていた」と岩本氏は語る。

われないための拡張性を持ち、安定性も兼ね備えた盤石な基盤

が必要となったのである。

「開業以来、毎年約30万ずつ顧客数が増加し、現行の勘定系シス

テムのキャパシティーである500万件への到達が、想定より早まり
そうだったのです」
（岩本氏）

1,000万顧客は通過点、さらなる拡大にも耐えられるインフラとして
IBM Power Systems を選択
今回の勘定系システムの刷新では、アプリケーションについては

「これまでの勘定系システムの運用については IBM に委託し、かつ

いた。新しいインフラに求めた条件について、岩本氏は次のように

した。したがって、その高い処理能力と信頼性は分かっていました。

ほぼそのままで、それを支えるインフラを刷新することが決まって

インフラも IBM の Power Systems と FlashSystem を使っていま

説明する。

さらに、IBM との長年のパートナーシップ、実績も決め手となって、

Power Systems と FlashSystem の最新機種を選択することに

「最も重視したのは、急増する顧客に対応できる処理能力です。

しました」
（岩本氏）

特に NEOBANK 事業では、提携先企業の戦略によっては顧客

数が爆発的に増える可能性があります。したがって、そのような

今回、導入された Power System S922/S924/E950は、動的な

ケースにも対処できるよう、まずは現在の処理能力の2倍にあたる

スケールアウト・スケールアップを特長としている。このため、今後、

インフラを検討しました」
（岩本氏）

容易に拡張できる。

1,000 万顧客を目処とし、高い可用性・信頼性・拡張性を持つ

さらに顧客が急増して1,000万顧客を超える可能性が出てきても、

そこで選択されたのが、IBM の Power Systems とIBM FlashSystem

「また、Power Systems については、IBM が今後もサポート・開発

の組み合わせだった。その理由を、岩本氏は次のように述べる。

を続けることを表明している点も安心感がありました。さらに、

AIX や Linux のサポートに加えて、クラウドとしてのサービス提供

を開始した点も、今後を考えると魅力的でした」
（渡邉氏）

顧客への影響を最小化するため、通常メンテナンスでのシステム更改を予定
プロジェクトは2021年1月から設計フェーズに入り、4月には予定

なお、今回のプロジェクトでは、品質向上や戦略的案件のシステム

どおり設計が完了した。現在は開発工程で、これが12月まで続く

開発凍結を極小化することも重要なテーマだ。顧客へのサービス

し、2022年7月に新しい勘定系システムがリリースされる予定と

顧客の利用できるサービスが止まったり制限されたりすることは、

予定だ。その後、システム・テスト、ユーザー受け入れテストを実施

品質の低下や利便性の低下はもちろん、システム更改のために

なっている。システム運営部 グループ長 佐藤 武氏は、プロジェ

極力避けなければならない。

クトの進捗について次のように述べる。

「弊社では、頻度は多くありませんが大規模改修などの場合に

「ミッションクリティカルな勘定系システムの更改としては、開発期間

土曜日の夜から日曜日の朝までシステム・メンテナンスとしてサー

はかなり短いと思います。これは、現行の勘定系システムを担当し

ビス停止することがあります。今回のシステム更改も、この通常の

ている IBM のエンジニアにも新しいシステムのプロジェクトに参加

メンテナンスで対応できると考えています」
（佐藤氏）
［図］

してもらい、その経験を活かせているのが大きいと思います」
（佐藤氏）
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［図］
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住信 SBI ネット銀行は、従来の伝統的な銀行のイメージを覆す

今回の勘定系システムのインフラ刷新は、
「Bank4.0」の時代を

年に打ち出したメッセージは「さよなら、銀行」だ。

強い。そこで IBM の Power Systems と FlashSystem が選択さ

ような斬新な取り組みで注目を集めてきた。10周年となる2017

同社がリードするため、その基盤・土台を盤石にする意味合いが
れた意味は大きいだろう。

このメッセージには、従来の銀行の �当たり前� を問い直し、新しい
時代に求められる新しい銀行サービスを創り出すという意図が

「サービスを充実させるには、勘定系システムだけではなく、その

込められていた。

周辺システムが必要です。その意味では、IBM Cloud を経由して
従量課金で使える『IBM Power Systems Virtual Server』の

「『さよなら、銀行』を打ち出した頃は、フィンテックによる新しい

活用、Power Systems 上での Linux の周辺アプリケーションの

サービスが次々と登場しつつあった時代であり、
『Bank3.0』という

統合、あるいはアプリケーション開発用の Red Hat などコンテナ

キーワードも注目されました。そしていまは、
『Bank3.0』から

基盤としての Power Systems の利用など、さまざまな可能性が

『Bank4.0』への移行期だと考えています。それは、銀行を意識

広がると思います」
（渡邉氏）

しなくても銀行の機能が提供される時代であり、それを具現化
したサービスが『NEOBANK』なのです」
（岩本氏）

サポートや運用面では、IBM とともに新たに設立されるキンドリル

（Kyndryl）社への期待も大きい。日常的なシステム運用支援、トラ

ブル時の迅速な対応など、IBM が長年培ってきた実績・ノウハウ

が活かされることになる。岩本氏も「IBM とキンドリルには、引き
続き、安定した運用支援・サポートを期待しています」と述べる。

銀行業界は、いま大きな転換点にある。その変化に対応し、顧客

に選ばれる銀行となるには IT の力が欠かせない。その最先端を

走るのが住信 SBI ネット銀行だ。その土台を支えるインフラとして、
今後も Power Systems と FlashSystem が果たす役割と責任は
大きいといえそうだ。

※この内容は、ビジネス +IT に2021年6月に掲載された記事に許可を得て修正を加えたものです。役職等名称は取材時のものになります。
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