日本銀行のシステム開発プロジェクト

新しい日本の決済システムを構築する
日本銀行は、資金・国債の決済が安全で効率的に行われるように「日銀ネット」という
コンピュータ・ネットワークシステムを運営しています。
私たちが銀行のＡＴＭを利用して他の銀行にお金を振り込むと、銀行間の決済は最終的
に日銀ネットで処理されます。一九八八年の稼動開始以来、このシステムは日本の決済を
支え、一度も全面停止することなく安定的に稼動しています。
日銀では現在、日銀ネットから「新日銀ネット」へ、システムを一新するプロジェクト
を進めています。安定稼動をつづけているシステムをつくり直すのは、なぜなのか。新日
銀ネットは日銀ネットと何が変わるのか。東京都府中市の日銀電算センターを訪ね、シス
テム情報局の方々に話を聞きました。

ています」と、説明します。
「日銀の各部署における情報・経理処理な

二〇周年を迎えた「日本銀行府中分館」です。

物があります。ここは一九九三年設立、今年

地の緑あふれるエリアに、近代的な外観の建

新宿新都心から電車で約三〇分。武蔵野台

はシステム化に一層力を入れています。進展

分館に電算センターを設置して以降、日銀で

画・開発・運行などを行ってきました。府中

情報局（システム情報局の前身）を中心に企

だ歴史は古く、府中分館の建設前から、電算

トワークシステム（日銀ネット）は、我々が

のなかでも、岡田さんは「日本銀行金融ネッ

度化に取り組むシステムはさまざまです。そ

ステムなど、日銀の電算センターで開発・高

ど、日銀が機械化（システム化）に取り組ん

出入口ごとに警備員が配置されるなど、同

するＩＴ（情報技術）を活用しつつ、各種シ

開発・運営する最も大事なシステムの一つ」

日銀のシステム開発・運行を担う
府中分館の「電算センター」

館は厳重なセキュリティ態勢。その理由は、

ステムを開発して、政策・業務運営の効率化・

「なぜなら、
『日銀ネット』は我が国におけ

日銀のシステムの中枢である
「電算センター」

国内外の金融経済や金融機関経営などに関

る基幹的な決済システムであり、金融経済取

と言います。
ステム企画課企画役の岡田拓也さんは「電算

する情報を迅速に提供するシステム、さらに

引の発展を支えているからです」

高度化を積極的に図っています」
センターの日銀職員は約四〇〇人、このほか

は日銀内の組織運営の効率化を目的としたシ

が置かれているからです。システム情報局シ

上／システム運行風景
下／府中分館外観

に外部委託の民間企業の技術者が多数常駐し
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です。日銀の「銀行の銀行」という重要な役割

日銀ネットはその決済を円滑に処理しているの

日々、資金や国債の決済が行われていますが、

センターで処理されます。金融機関の間では、

ており、接続先で入力されたデータは電算

五二〇の金融機関が通信回線により接続され

本支店、日銀ネットのシステムを利用する約

日銀ネットでは、日銀の電算センターと

了することになります。

金口座の間で資金が振り替えられ、決済が完

銀ネットでは、Ａ銀行とＢ銀行の日銀当座預

ンで日銀ネットに決済データが送信され、日

理されています。全銀システムからオンライ

のでしょうか。答えは日銀ネットを使って処

Ｂ銀行へのお金をどうやって移動させている

金するように通知します。では、Ａ銀行から

ムはＢ銀行に対して、商社の口座に一億円入

にデータが送られます。すると、全銀システ

国銀行データ通信システム（全銀システム）

が引き落とされ、民間金融機関が運営する全

定的に稼動しています」と強調します。

来、今日まで一度も全面停止することなく安

います。日銀ネットは、一九八八年の導入以

害が発生しても早期対応できる体制も敷いて

に対外公表しました。運行状況を監視し、障

ネットは正常に機能しつづけ、その旨を直ち

岡田さんは「東日本大震災の直後も日銀

信頼感が大きく損なわれたりするでしょう。

混乱したり、世の中の金融システムに対する

ていた資金が入らない事態で金融経済取引が

済システムが止まったら大変です。当てにし

む場合です。Ａ銀行にある自分の預金口座か

メーカーが商社に仕入れ代金一億円を振り込

具体的に説明しましょう。たとえば、ある

た場合は、売却者の口座で国債の残高が減る

国債の残高が増えることになり、逆に売却し

場合は、購入者が金融機関に開設した口座で

て国債決済を行っています。国債を購入した

れています。日銀は、その「振替機関」とし

た国債の取引は口座への記録によって管理さ

債証券）の発行がなくなり、
購入・売却といっ

全にペーパーレス化されています。券面（国

ます。金融機関間で取引される日本国債は完

国債の決済も日銀ネットを通じて実行され

行課長の武田直己さんは、こう話します。

います。システム情報局新日銀ネット構築運

日銀ネット」開発プロジェクトに取り組んで

銀では、日銀ネットのシステムを一新する「新

この先も環境変化は続くはずです。そこで日

金融のグローバル化や情報技術の革新が進み、

時代でした。当時から二五年が経過する間に

は、
「ＩＴ」などという言葉すら耳慣れない

日銀ネットが稼動しはじめた八〇年代末

一日二〇〇兆円の資金・国債決済を
処理する「日銀ネット」

を支えるシステムと言えます。

らＢ銀行にある商社の口座にお金を振り込む

ことになりますが、その際の振替口座簿上の

「二五年が経過する間も、プログラムを追

従来の「安定稼動」を引き継ぎつつ
将来の変化への
「柔軟性」を持たせる

と、Ａ銀行のメーカーの預金口座から一億円

口座振替などを日銀ネットでオンライン処理

全銀システム
のセンター

▼

▼

▼

▼

振込依頼

②振替依頼
日本銀行

日銀
ネット

金融機関 B の
当座預金口座
＋入金

▼

金融機関 A の
当座預金口座
−引落し

商社の預金口座＋入金
メーカーの預金口座−引落し

③振込通知

①振込通知

受取側金融機関 B
支払側金融機関 A

▼

入金通知

▼

継続的に改善を続けてきました。でも、その

加したり修正したりしながら、日銀ネットは
日銀ネットで一日に決済している金額

結果、システムが複雑化し、環境の変化に柔

しているのです。
は、資金決済で約一一〇兆円、国債決済で約

軟に対応したり、最新の技術進歩を円滑に採

り入れたりすることが難しくなってきていま

八三兆円にも上ります。これは日本政府の年
間予算（一般会計）の二倍以上です。この決
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受取人
商社
支払人
メーカー

▽第１段階対象業務

開発スケジュール（2013年4月時点）

第１段階対象業務	
  

こと、そして変化に対応できる柔軟性を有す

向上を図り、グローバルな金融環境の変化な

は、新日銀ネットに対するアクセス利便性の

ステム基盤が整備される予定です。その狙い

本的に見直した『新日銀ネット』を構築し、
ることです。
この二点を両立させるべく、
我々

どへの対応力を強化するためです。

れるのは、日銀ネットの安定稼動を崩さない

将来のシステムの発展性を確保することが必
は開発を進めています。まさにチャレンジと

ネットをつくり直

稼動してきた日銀

が取り組む過去最大規模のシステム開発プロ

トに代わる、四半世紀ぶりの再開発は、日銀

までの間に稼動開始する予定です。日銀ネッ

最新技術の採用に加えて、新日銀ネットは

言語が使われており、
それを刷新するのです。

は、
「 Java
（ジャバ）
」という言語を採用し
ます。日銀ネットには八〇年代に主流だった

（コンピュータに動作指示する人工言語）に

移行に当たり、たとえばプログラミング言語

採用する方針です。新たなシステム基盤への

新日銀ネットには、最新の情報処理技術を

クセス利便性が高まれば、金融機関も決済プ

められています。新日銀ネットで柔軟性やア

ステムの運営機関の意見も参考にしつつ、進

新日銀ネットの開発は、金融機関や決済シ

えるようになるでしょう。

れば日本国債の取引がより便利かつ安全に行

善し、決済できるようにしています。そうな

済ができません。これを新日銀ネットでは改

は、現状、元金や利子を支払う日の直前は決

日本銀行
の開発

▽第２段階対象業務

稼動開始	
 

（第１段階対象業務以外の業務）	

くなります。新日

応することは難し

新たなニーズに対

たり、稼動時間の大幅な拡大を可能とするシ

際規格である「ISO20022」を採用し

用される通信メッセージ（電文）に関する国

その他、新日銀ネットでは、金融取引で利

なるのです」

市場参加者だけでなく、国民全体の利益にも

は、金融機関、投資家、国債発行者といった

てもプラスです。つまり、このプロジェクト

おの

銀ネットに求めら
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す。そこで、現在のシステム基盤や機能を抜

要と考えたのです」

して大丈夫か、と

「変化に強い」システムを目指し、設計段階

ロセスを効率化できるなど、大きなメリット

新日銀ネットの構築に当たっては、日銀

心配する声もある

から工夫が重ねられています。やや専門的に

があります。では、私たち一般の個人にとっ

言える開発ですが、日本の基幹的な決済シス

か も し れ ま せ ん。

なりますが、たとえば、新しい取引を始めた

てはどうでしょうか。

新日銀ネットは二〇一〇年度から開発が進

しかし安定稼動だ

り、今までの業務を変更したりする場合、日

武田さんは、こう答えます。

ネットからの機能の改善や統廃合も行いま

けを重視し、現行

銀ネットでは、プログラムの追加や修正が必

「新日銀ネットをつうじて決済リスクの削

テムを再構築することになりますから、失敗

のシステムを使い

要でしたが、新日銀ネットでは、システムの

減や新たな金融サービスの提供の可能性が広

んでおり、第一段階として一四年一月に、そ

続けていくのに

設定値を変更するだけで迅速に対応できるよ

がります。日本円や日本国債の魅力が増し、

す。たとえば、前述した国債の決済について

は、自ずと物理的

うな仕組みを用意しました。また、大がかり

グローバルな金融取引に使われる環境が広が

はできません」
（武田さん）

な限界があります

な変更が必要な場合に備え、新しいプログラ

ります。金融環境の改善は、経済全体にとっ

の後第二段階として一五年秋から一六年初め

ジェクトです。

し、将来的な金融

ムを追加しやすい設計としました。

目途：	
2015年秋～2016年初	

開発／テスト
日本銀行
の開発

「 これまで安定

経済取引・決済の

第２段階対象業務
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稼動開始	
 

業務とシステムの両面の知識、

しながら、業務に本当に必要な

新日銀ネットの開発では、大規模プロジェ

ＳＥ としての総合力が問われ

ムの各メンバーが自律的に動き、開発の現場

新日銀ネットの開発プロジェクトにかかわ
クトに適した「ウォーターフォール型」と呼

ます。

機能は何かを見極め、システム

る日銀職員と常駐する外部委託の技術者だけ

ばれる開発工程モデルを基本としています。

次にそれを外部委託の技術

から提言がどんどん上がってくる雰囲気がで

でも数百人に上ります。このほか、間接的に

水の流れが後戻りしないように、開発の各工

者と二人三脚で設計書に落と

でどう実現するかを考えます。

関与する関係部署や、外部の方も含めると、

程（要件定義→設計→プログラミング→動作

し込みます。設計書を一枚一枚作成し、検証

きています」

非常に多くの方が支援しています。これだけ

テスト→稼動）を段階的に進めていくやり方

するのは膨大な手間がかかる地道な作業で

現場の高い士気と万全の工程管理で
「最高のシステム」を目指す

大規模な開発になると、その管理も容易では

です。この方法に沿って、各工程では、たと

ると信じてやっています。設計書に基づくプ

ありません。日銀ではシステム情報局内に設

実際にシステム開発にたずさわる人はどう

ログラムの作成作業は外部委託の技術者に依

す。限りあるスケジュールの中で、その地道

システム情報局でプロジェクトマネジメン

考えているのでしょうか。開発チームのシス

頼し、
進捗状況や問題点の有無を管理します。

え小さな問題であっても、
立ち止まって、
しっ

トを行っていた福田格さん（現・金融市場局

テムエンジニア（ＳＥ）として、国債関係の

最後に、出来上がったプログラムがうまく

置した管理専門チームが、多くの開発チーム

市場企画課企画役）は「システム開発も、突

業務アプリケーションの開発を担当する糸川

動作するかどうかを利用者も巻き込んでテス

な作業をいかに厳密に、効率的に積み重ねて

き詰めれば『人』の作業の積み重ねです」と

通代さん（システム情報局業務システム開発

トで検証します。『想定外』
を作らないように、

かり共有・解消することを通じ、品質の高い

話します。

課企画役補佐）に聞きました。

さまざまな角度から効果的なシナリオ、バリ

を統括しています。開発チーム同士の連携の

「一人ひとりが工夫や知恵を発揮できるか、

「新日銀ネットの開発は、私たち日本銀行の

エーションを検討してテストを企画します。

いくか。それでシステムの品質が決まってく

しっかりコミュニケーションを図りながら一

ＳＥにとっては生涯一度の大プロジェクトで

過去の経験を総動員し、これでいいのかと自

システム構築に努めています。

つひとつの作業を進めることができるか、そ

す。責任重大で負荷も重いのですが、このプ

問自答しながらの作業です」

ために横断的なマネジメントが必要なのです。

れが全体のプロジェクト成功へのカギになり

ロジェクトに関わることができて幸せです」

いたる

ます。一つひとつの作業がシステム開発の品

う語ります。

苦しいけれども充実した日々はまだまだ続き

一四年一月。プロジェクトにかかわる面々の

新日銀ネットの第一段階の稼動開始予定は

仕組みをつくり、そのなかで各自が役割を果

「日銀のＳＥは、分かりやすく言うと、新

ます。その日々が報われたとき、日本の決済

糸川さんは具体的なＳＥの仕事についてこ

たす。そして、問題が起きたら開発チームで

日銀ネットという大きな建物を設計する建築

質、コスト、納期に与える影響を確認できる

共有し、
『何故』という問いを繰り返しなが

システムの歴史に輝かしい一歩が記されるこ

とは間違いありません。

士のような役割です。
はじめに、システムを利用する部署と相談
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ら、根本原因に対する解決を図ることが大事
です。新日銀ネットプロジェクトでは、チー

打ち合わせ風景

