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　この章では、銀行のコンピュータシステムの全体像がどのようなも
のかを示します。そして、本書で扱う勘定系オンラインシステムが、
銀行システムの中のどの部分を指すのかについて説明します。

1-1

勘定系オンラインシステムとは

　みなさんが普段利用している銀行では、銀行の3大業務と言われる
預金業務、為替業務、融資業務のほか、今では投資信託や保険の販売
もしています。これらの業務はコンピュータシステムがないと成り立
たないほど、コンピュータと深く結び付いています。
　銀行ではさまざまなシステムが稼動しています（図1-1）。代表的
なものとして、勘定系と呼ばれる銀行の預金を管理する基幹系システ
ム、対外系と呼ばれる銀行の外のコンピュータシステムと接続するた
めのシステムがあります。そのほかに情報系と呼ばれる営業戦略のた
めのデータを取り扱っているシステムがあるのが通常です。
　勘定系システムとは狭義では、預金勘定元帳（単に勘定元帳、元帳
とも呼びます）と言われる「取引（現金の出し入れ）を記録している
台帳」を管理するシステムです。預金を管理するシステムというふう
にとらえれば良いでしょう。為替業務は最終的には勘定元帳に取引を
記録することになりますが、ほかの銀行との取引データの送受信の部
分は勘定元帳の更新を伴いません。この送受信の業務部分だけを独立
したシステムとしている場合、そのシステムは狭義の勘定系には含ま
れません。ただし、為替業務自体は勘定元帳の更新をするので、他行
（ほかの銀行）との連携部分も含めて広義では勘定系システムと呼ば

れています。

 図1-1 　銀行システムの概念図注1
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　また、オンラインシステムとは、通信回線などネットワークを通じ
てコンピュータと接続された端末を使用し、その場で即時に業務サー
ビスを提供し処理するシステムのことを指します。また、そのような
方式で行う処理のことをオンライン処理と言います。
　反対に、オフラインシステムは、窓口などで申込書を預かり、デー
タを蓄積しておいてネットワークを介さずにコンピュータにデータを
読み込ませて業務処理を行い、あとで結果を返答するようなシステム

注1　各システムのつながりは一例です。
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のことを指します。コンピュータにデータをまとめて読み込ませるの
で、バッチ処理とも呼ばれています。バッチ処理のバッチは「束」と
か「群れ」とか「一団」とかの意味を持つbatchに由来しています。
昔の機械はパンチカードと呼ばれる紙のカードで読ませていました。
たとえば入金伝票1枚に対してパンチカード1枚が割り当てられていま
した。このパンチカードを1枚1枚ではなくまとめて1束のカードとし
て読ませることから、バッチ（batch）処理と呼ばれるようになりまし
た。
　ATM（Automated Teller's Machine、現金自動預け払い機、自動
機）でのお金の出し入れが、銀行のオンライン処理の代表的な例で
す。お金の出し入れを行うのは勘定系のシステムなので、ATM取引は
銀行の勘定系オンラインシステムになります。本書ではとくに断りな
く銀行のオンラインシステムといった場合、勘定系オンラインシステ
ムのことを指しています。
　本書では、巨大な銀行システムのうち、この勘定系オンラインシス
テムについて、その発展の歴史や技術的なしくみについて取り上げま
す。

1-2

銀行オンラインシステムの歴史

　次の章以降（第2章～第6章）では、おもに都市銀行がコンピュータ
でオンライン処理を行うに至った過程とその発展過程を、背景や業務
処理の流れだけでなくシステムの側面にもスポットライトを当てて、
見ていきます。
　銀行のオンラインシステムは、第1次オンラインシステム、第2次
オンラインシステム、第3次オンラインシステムと、ほぼ10年ごとに
全部の銀行が多少の前後はあれ、一斉にシステム更改を行ってきたた
め、明確に世代を区別できる発展形態をとげてきました。第2章から

は、おもにこの流れを見ていきます。
　しかし、第3次オンラインシステムからあとの時代は、一斉にシス
テム更改を行うことはなく、銀行ごとに必要な部分だけの変更を行っ
てきていますので、システムの世代を明確に区切ることが難しくなっ
てきています。この第3次オンラインシステムよりあとの時代を、本
書では「ポスト第3次オンラインシステム」として取り上げます。
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2-1

預金業務の多くは手作業

　オンラインシステム登場以前、銀行業務の多くは手作業で行われて
いました。
　たとえば、普通預金の場合、口座を開設するときに本店や支店に行
きますが、その支店にある預金勘定元帳（コラム「預金勘定元帳と記
帳会計機」を参照）にAさんの氏名や口座番号と預金残高を記録する
とともに、Aさん宛に預金通帳を発行していました。銀行の支店の預
金勘定元帳とAさんの預金通帳を一致させることで、銀行とAさんが
お互いにどれだけの預金残高があるのかを確認できるようにしていま
した。
　その後はAさんが入出金をするたびに伝票を起票してもらい、預金
勘定元帳の金額と伝票の数値を足し引きして預金勘定元帳に書き戻
し、同じ内容をAさんの預金通帳に転記するというのが、この時代の
普通預金業務でした（図2-1、図2-2）。

 図2-1 　オンライン以前の銀行業務概念図（入金処理）
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 図2-2 　オンライン以前の銀行業務概念図（出金処理）
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2-2

業務における課題

　この計算の部分は正確性が求められましたが、数値計算なので機械
化には最適な分野でしたので、早くから会計機を使用した機械化が行
われています（コラム「預金勘定元帳と記帳会計機」を参照）。
　ただし、預金勘定元帳は口座を開設した支店にしかないので、普通
預金の業務は基本的には各支店でしか行えません。機械化したと言っ
ても、会計機に入力する口座番号や入出金額は操作する人が入力して
いたために間違いが発生しやすく、複数人でチェックする「再

さい

鑑
かん

」と
いうしくみで正確性を担保していました。
　また、年に2回ある利息決済では、一時点ですべての口座に利息の
計算をしなければならないため、計算量は膨大になります。銀行の業
務が少ない2月や8月を利息決済月にしていました。
　支店の口座が増えれば預金量は増え業績アップにつながりますが、
その分、利息決済の処理時間が増え、半分徹夜で処理しなければなら
ないというジレンマがありました。
　都市銀行などは、事務センターでパンチカードシステムや紙テープ
などを利用した会計機を使用して、利息計算や給与計算などの計算の
効率化に貢献していましたが、すべてバッチ処理で即時性はありませ
んでした。事務センターでの集中処理方式では、支店での計算業務が
なくなる半面、営業店と事務センターとの間の書類の受け渡しのため
に1～2日のタイムラグが発生するのが普通という状況でした。
　パンチカードシステムではなく、コンピュータを導入するケース
はまれでした。三和銀行は1959年（昭和34年）に、日本で最初に銀
行業務にコンピュータを導入したのですが、やはりバッチ処理をコン
ピュータで行うことには変わりありませんでした。

Column
預金勘定元帳と記帳会計機

　預金勘定元帳とは、銀行が管理している口座の台帳で、顧客に渡され
る通帳と同一の内容が記録されています。オンライン化されるまでは、
各支店で紙（それも記帳会計機で扱いやすい厚紙）に記録して管理して
いました。
　個人の元帳の入出金の状況を合算した支店ごとの元帳も別途作成され
ています。記帳会計機を使用して、通帳と元帳に同時に数値を記録して
いました。
　記帳会計機は、残高（A）と入出金額（B）を手入力すれば、新残高
（C）を算出して、入出金額とともに記録する機械です。A＋B＝CのA
とBの部分は手で入力する必要がありますが、Cの部分は計算して、B
の数値とCの数値を印字してくれました。計算は正しく行われるのです
が、元となるAとBの部分は手で入力するため間違いが発生する恐れが
あります。元帳と伝票に記載された金額の再確認を行う必要がどうして
も発生します（図2-3）。
　オンライン化され、元帳がデータベース化されることで、少なくとも
Aの部分は間違いがなくなりました。さらに、ATMなどで利用者が直接
入出金できるようになり、Bの部分を利用者本人に確認してもらうこと
で、記録の間違いが発生する可能性は激減しています。

 図2-3 　会計機時代の入金業務の流れ
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2-3

都市銀行独自の課題

　この時代、大衆にとって都市銀行はあまり身近な存在ではありませ
んでした。都市銀行自身、「わが国で大衆の持つ都銀のイメージは、
近づきにくいとか、堅苦しいとの印象が大勢で、とくに当行（住友銀
行）はそうしたイメージをつよくもたれていた」［1］と分析していま
した。
　というのも、第1次オンラインシステム以前は、当然ながら現在の
ようにキャッシュカードはありません。通帳と印鑑で出金を行うのが
当然の状況でした。預金者は家の近くの銀行の支店に口座を開設し、
その口座を開設した支店でしか入出金ができなかったのです。同じ銀
行といえども、支店が異なるとお金の出し入れはできないというのが
普通でした。そのため、家の近所に支店がある地方銀行のほうが、利
便性が良かったわけです。この時代は、都市銀行であっても一般大衆
の預金獲得では地方銀行に負けてしまうことがあったのです。
　その中で、都市銀行が大衆化で個人の預金の獲得を進めるうえで、
イメージチェンジを図ったり、普通預金の利便性を高める取り組みが
なされたりしていました。
　普通預金の利便性を高める取り組みでは、三和銀行が1960年（昭
和35年）3月から、住友銀行が同年12月から、普通預金の全店での受
け払いサービスを開始しています。ネットサービス預金と呼ばれるこ
のサービスは、印鑑が不要で、通帳とサービスカードで出し入れが可
能でした。これだけ聞くと、現在のオンラインシステムと変わりがな
いように聞こえますが、発足後しばらくは指定した2つの店舗でしか
引き出しができなかったり、引き出し額に1日10万円の上限があった
り、自動振替やクレジットの決済ができないなどの制約があったりし
たため、広く普及はしませんでした。

3-1

オンラインシステム登場の背景

　日本で最初の銀行の普通預金のオンラインシステムは、1965年（昭
和40年）5月に三井銀行で稼動しました。事務センターでの集中処理
方式を採用することなく、支店の普通預金業務の帳票の流れを分析す
ることでシステム設計を行い、普通預金のオンライン化を果たしまし
た。実際の業務の流れをそっくり機械化したわけです。
　また、機器のほとんどは、東京オリンピックの競技データ集計で活
躍し、オンラインシステムの実績のある機械をそのまま使用しまし
た。当然オリンピックでは使用されていない行員が窓口で操作する銀
行用の端末機器は、アメリカの銀行業務用の機器を日本の銀行業務に
合うように改良され、新規に導入されています。
　この三井銀行のオンラインシステムに触発される形で、ほかの都市
銀行でもオンライン化が進みました。1967年（昭和42年）には富士銀
行と住友銀行で、1968年（昭和43年）には第一銀行と日本勧業銀行
で、1969年（昭和44年）には三菱銀行と三和銀行で、オンラインシス
テムが稼動しています。
　三井銀行のオンラインシステムは、「合理化や集中化のために顧客
サービスが後退するようでは、本当の合理化ではない」という考えの
もと、手作業による業務処理から、オフラインのバッチ処理をスキッ
プして、一足飛びにオンライン処理でいくほうが良いという結論に
至ったそうです。三井銀行もこのときの長期経営計画の目標は大衆化
路線の推進を掲げていましたので、大衆化による業績拡大という戦略
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的な目的があり、それを達成する手段として事務効率化オンラインシ
ステムを構築したと言えるのではないでしょうか。
　三井銀行のオンライン化に際しては、住友銀行が始めた全店での受
け払いができるしくみを達成するというのも念頭にあったはずです。
預金口座を開設した支店以外の支店からも預金が自由に引き出せると
いう利便性を売りにして、預金の獲得を図ろうとしたというのがオン
ライン化の狙いなのです。

3-2

この時代のオンラインシステムの特徴

　こうして後に第1次オンラインシステムと言われるシステムが構築
されたわけですが、この時代のオンラインシステムの特徴を見てみま
しょう。

3-2-1  単科目オンライン

　特徴は単科目（普通預金や定期預金など科目ごとに独立したシステ
ム。当初は普通預金のみ）のオンラインシステムで、オンライン機器
は本店支店の営業店内の行員が操作するものでした。単科目オンライ
ンであったため、普通預金からお金を引き出して定期預金を作るに
も、普通預金オンラインを操作して出金を行い定期預金オンラインへ
入金を行うという操作を行員が実施する必要がありました。しかも、
さまざまな制約から普通預金に関するすべての処理を機械化できては
いませんでした。大量の無記帳取引や訂正などの例外的処理はすべて
オンラインとは別に夜間作業として実施されていました。

3-2-2  どの支店からでも引き出し可能に

　オンライン化するまでは、預金口座を開設した支店でしか預金の引
き出しはできませんでした。
　それが、オンライン化でどの支店でも預金の引き出しができるよう
になりました。支店にあった預金の元帳はオンライン化でどの支店か
らも参照できるようになりましたが、口座開設時に登録した印の原紙
は口座開設支店にしかなかったため、本人確認のための印鑑が確か
に本人のものであるかを確認する手段がありませんでした。そのため
に、通帳に副印鑑票を添付して、本人確認に使用することとしまし
た。
　当時としては、押した印章から印を作成することは困難であったた
め、このようなセキュリティでも十分だったのです。しかし、時代と
ともに技術革新が進み、スキャナー技術などが発達したため、簡単に
印の複製ができてしまうようになりました。2002年（平成14年）ごろ
から徐々に副印鑑票は廃止されました。

3-2-3  CDの登場

　住友銀行では、「カード預金」というカードだけでどこの支店でも
自由に出し入れできる預金の取り扱いを1968年（昭和43年）から始め
ました。印鑑と通帳からカード方式に変わりはしましたが、この方式
も銀行窓口で手続きするという点では大きな変化はありません。
　預金者自身が機械を操作するCD（Cash Dispenser、現金自動支
払機）は、まずオフラインCDの形で住友銀行が始めました。しか
し、定期預金を担保としたCD機設置店の顧客のみが利用できる形態
であったため、試行で終わりました。オンラインCDが登場するのは
1971年（昭和46年）になってからです（三菱銀行が最初）。その後、
ほかの都市銀行にも普及しました。オンラインCDの登場により、銀
行の口座数と預金量が飛躍的に増加しました。さらに店舗外のCDが
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大蔵省から認可されると、より一層その傾向が強まります。三菱銀行
の例では、1970年（昭和45年）からたった5年で預金額が倍増してい
ます。そのため、短期間でデータ保管容量や処理能力といったシステ
ムの性能限界に達してしまいました。

3-3

システムの構成

　前述のとおり、コンピュータシステムのハードウェアの大部分は、
1964年（昭和39年）の東京オリンピックで使用した機器を使用したと
いうことです。システムはアセンブラ言語で記述され、20万ステップ
にもおよぶシステムでした。開発も、当初はオリンピック用に設置さ
れた機械を使用していたそうですが、使用時間も限られ、オリンピッ
ク開幕間近になると使用できなくなったため、シカゴのデータセン
ターにてテストを実施するという苦労があったそうです［2］。

3-3-1  命令実行速度

　プログラミングにしても、この時代の機械（IBM 1410とIBM 
1440）の性能を考えると、たいへんな苦労が必要だったとうかが
えます。何しろ導入されたIBM 1440ではたったの16,000文字分、
IBM 1410でも、最大60,000文字分のメモリ空間しかありませんでし
た。IBM 1440のCPUサイクルタイムが11.1マイクロ秒と記録にある
ので、クロックスピードに直すと90KHz程度になります。同じシリー
ズのIBM 1401の計算速度についての記録では、8桁の数値を1分間に
193,300回、6桁と4桁の数値の乗算では1分間に25,000回というもので
した。
　2016年（平成28年）時点の最新ハードウェアz13では、マイクロプ

ロセッサーのクロックスピードは5GHzです。命令処理方式も逐次処
理ではなく、次の命令や分岐を予測しながら命令を同時処理できるよ
うになっているため単純比較はできませんが、当時の機器は現在の機
器のせいぜい100万分の1程度の処理性能しかありませんでした。
　この時代のマニュアルには、timingという項目で命令実行に必要な
時間（マイクロ秒）を求める公式が載っているくらいです。そのう
え、メモリに入り切らないプログラムを稼動させるために、オーバー
レイと言われる技術を採り入れたり、命令実行速度を考慮してステッ
プ数の削減をはじめとする職人的なコーディングが求められたりした
システムでした。
　三井銀行のシステムも1967年（昭和42年）には、処理能力増強のた
めに新型のSystem/360モデル40に置き換えられています。この機
器に代わっても固定小数点の足し算命令が1秒間に133,300回しかこな
せない性能でした［3］。

3-3-2  窓口端末

　営業店のテラー（窓口係）が使用する端末もIBM 1062という端末
が発表されていましたが、そのままでは営業店業務で使用できなかっ
たため、テラーの操作に合わせて作りなおされたということです。ア
メリカの銀行の端末例ですが、図3-1のようなキー配置のテラー端末
でした。
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 図3-1 　アメリカの某銀行における普通預金オンライン窓口機械鍵盤例［4］
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　処理速度の目安は、最繁忙期に全店に一時間に6,000人が来店し120

台の窓口端末が一斉に操作された場合でも、1取引最大27秒くらいで
処理が完了し通帳ができあがり待ち時間が大幅に短縮されたと『三井
銀行調査月報』［4］に報告があります。今の時代では考えられないほ
ど処理速度が遅いですが、手作業で実施してきた速度と比較すると、
当時は考えられない速さだったということがわかります。

3-3-3  機器の構成

　図3-2は、1964年（昭和39年）の東京オリンピックで使用された機
器の構成を示しています。
　図3-3の三井銀行の第1次オンラインシステムでも、銀行窓口のテ
ラー業務用に入出力端末を取り替えた以外はほぼ同じ構成をとってい
ました。

 図3-2 　1964年の東京オリンピックのオンラインシステム
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※上の図は「オリンピックと情報処理」［5］をもとに情報を追加し再構成した。
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 図3-3 　1965年の三井銀行の第1次オンラインシステム
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※上の図は『三井銀行調査月報』［4］をもとに再構成した。

　IBM 1410処理装置とIBM 1440処理装置はチャネル接続されて、分
担して処理を行っています。入力端末から入力されたデータを1448通
信制御装置経由で1440処理装置が受け取って、入力データのチェック
を行ったり、伝送順序の制御を行ったりしていました。1410処理装置
では1440処理装置でチェックされたデータの処理、つまり普通預金の

処理をしていました。スイッチ・ボードはバックアップ機に切り替え
るための回線切り替え機で、手動で切り替えを実施していました。
　ちなみに『三井銀行調査月報』によると、当時の口座数は、京阪地
区の五十数ヵ店で普通預金は約50万口座でした。図3-3を見ると、当
時の設計で70万口座ぐらいまで収納できるIBM 1301磁器ディスク装
置2台が採用されています。メモリも60,000文字分でしたが、普通預
金の窓口で発生する預け入れ、払い出し、無通帳、他券、利盛決算
などの100種類以上の取り扱い事務処理をメモリの中に格納できたと
『三井銀行調査月報』には書かれています。

3-4

その他の特徴

　また、この時代の特徴としては、磁気テープを使用したセンター一
いっ

括
かつ

処
しょ

理
り

方式による公共料金の引き落としや給与振込、各種料金の引き
落としが浸透したことがあります。オンライン化以前にも制度として
はありましたが、処理のたいへんさから敬遠されていました。しか
し、オンライン化され普通預金元帳がセンターに集中して管理が容易
になると、積極的に宣伝し推進されるようになりました。
　そのため、データ処理量が増えています。当初は振替データを銀行
が集中センターで一括して作成し処理していましたが、自動振替を行
う企業が磁気テープ（MTと呼ばれた）を持ち込み処理し、処理結果
を再び磁気テープに書き込んで企業に戻すことで、引き落としの成否
が短時間で間違いなく判明したため一層の合理化が図られました。
「銀行はいまだにこの処理方式に匹敵する革新的な処理方式を作れな
いでいる」と言われるほど委託機関、銀行、利用者それぞれにメリッ
トがありました。
　普通預金業務を機械化したと言っても、すべての例外ケースまで機
械化していたわけではありません。一部の例外ケースはシステムに合



第1部　銀行の勘定系オンラインシステムの特徴と歴史 第3章　第1次オンラインシステム

2120

うように業務のやり方を変えたりして対応したそうです。口座数が増
えることによって元帳の作り替えが日常化し、作り替え処理を夜間に
まとめて実施したり、大量の例外処理をまとめて実施したりしていま
した。
　この時代のシステムの信頼性は、回線エラーや端末印字機の故障な
ど、現在では部分障害にしかならない原因でも、システム全体がダウ
ンしてしまうような状態だったそうです。

Column
IBM 1410/1440システム

　IBM 1410/1440（写真3-1）はトランジスタを使用した第2世代の
コンピュータと言われています。世界中で1万台以上販売された1401
の改良型です。ちなみに第1世代はIBM 701などで真空管を使用したシ
ステムです。
　今のシステムと大きく異なるのは、仮想記憶という概念がなく、アド
レッシングも文字を使用していたという点です。そのためレジスタも4
つのアドレス・レジスタと3つの文字レジスタで構成されていました。
1440モデルA6では0から15999番地までアドレスできますが、000か
らI9Iで表現していました（表3-1）。1410は5文字でアドレスするた
め、最大で0から79999番地までの80,000文字システムでしたが、三
井銀行で稼動したシステムは59999番地までの60,000文字システムで
した。
　System/360以降については第2部で説明しますが、バイト単位のア
ドレッシングを採用し、16進数を採用しています。そして仮想記憶と
いう概念を取り入れているので、実際に機械に搭載されているメモリ以
上のメモリを搭載しているかのごとくプログラムを稼動させることが
できました。当初のアドレッシング幅は24ビットで16MBまででした
が、その後、31ビットで2GB、64ビットで16EBと進化しています。

 写真3-1 　IBM 1440［6］

 表3-1 　IBM 1440のアドレス方式［7］

実際のアドレス範囲 文字表記

0〜    999 ０００ 〜 ９９９

1000〜  1999 ≠００ 〜 Ｚ９９

2000〜  2999 ！００ 〜 Ｒ９９

3000〜  3999 ？００ 〜 Ｉ９９

4000〜  4999 ００≠ 〜 ９９Ｚ

5000〜  5999 ≠０≠ 〜 Ｚ９Ｚ

6000〜  6999 Ｉ０≠ 〜 Ｒ９Ｚ

7000〜  7999 ？０≠ 〜 Ｉ９Ｚ

8000〜  8999 ００！ 〜 ９９Ｒ

9000〜  9999 ≠０Ｉ 〜 Ｚ９Ｒ

10000〜10999 ！０Ｉ 〜 Ｒ９Ｒ

11000〜11999 ？０！ 〜 Ｉ９Ｒ

12000〜12999 ００？ 〜 ９９Ｉ

13000〜13999 ≠０？ 〜 Ｚ９Ｉ

14000〜14999 ！０？ 〜 Ｒ９Ｉ

15000〜15999 ？０？ 〜 Ｉ９Ｉ


