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 ｹｰｽｽﾀﾃﾞｨ：銀⾏のシステム統合  
 

 

第１章 銀行のシステム化  

 

護送船団方式でのコンピュータ化 

 

 銀行業務、なかでも窓口業務はまさに情報処理業務である。銀行はコンピュ

ータの得意とする計算、記憶という 2 つの機能をフルに活用できる企業体とい

え、他の業界に先駆けてコンピュータ化が進められてきた。 

 

銀行が次々とコンピュータの新しい使い方を見つけ、コンピュータメーカー

をはじめとする IT 業界に、それを実現するための資金を銀行が提供するとい

う形で、銀行がリーダーシップをとって日本の IT モデルを築き上げてきたと

いえる。 

そしてそのコンピュータ化、システム化は大蔵省（現在の財務省）のいわゆ

る護送船団方式というスタイルで、各行横並びで、まさに調和をとって進めら

れた。これによって大蔵省主導で銀行同士つまり「ライバル同士のネットワー

ク化」という離れ業をあっという間に実現させてきた。 

 

ネットワーク化以前 

 

 日本では 1960 年代初頭にはすべての都市銀行および一部の地方銀行にコン

ピュータが導入された。 

当初は本部（事務センターとよばれた）にメインフレームが設置され、各営

業店（支店など顧客窓口を持つ所）から、ここへ郵送などにより各種帳簿類が

送られ、バッチ処理（まとめて処理）された。 
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第２章 みずほ銀行誕生  

 

旧財閥系銀行 

  

 旧安田財閥系の安田銀行が、戦後 GHQ による財閥解体によって、富士銀行

として生まれ変わった。 

その後富士銀行は、第三銀行、第九銀行、第二十二銀行などを次々と吸収合

併し、日本の銀行の中で資金量トップの座についた。 

 

1960 年代には三菱グループ、住友グループ、三井グループに対抗して、芙

蓉グループという「系列」を自らの手で築き上げた。 

旧安田財閥は財閥とはいうものの金融業に特化し、産業部門を持っていなか

った。そこで旧安田銀行の取引先を中心として、さらに複数の旧中小財閥グル

ープをとりまとめる形でグループを築き上げた。芙蓉グループは富士銀行、安

田信託銀行、安田火災海上の安田系金融機関の他、商社の丸紅を中核として、

山一證券、日本鋼管、沖電気工業、日立製作所、日産自動車、日本セメント、

キャノン、クボタ、日本製紙、東燃、東武鉄道、サッポロビール、ニチレイ…

などがそのメンバーとなった。 

しかし他の 3 大財閥系グループと比較するとその求心力は弱く、他の財閥系

に属していない企業がメインバンクとして富士銀行を選び、それらが事業プラ

ンナーである丸紅を中心として集まる「寄せ集めグループ」といえた。 

 

 1970 年代に入ると富士銀行は第一勧業銀行の誕生で日本一の座を奪われ、そ

の後業績は伸び悩む。1980 年代のバブル期には住友銀行をライバルと見定め、

激しい顧客獲得争いを繰り広げ、FS 戦争とよばれた。しかしこの FS 戦争も住

友銀行の圧勝のうちに終わり、富士銀行の地位はさらに落ち込んでいくことに

なる。 

 

 1990 年代に入ってバブルが崩壊すると、他銀行同様に不良債権処理との戦い

にあけくれ、さらにこの頃追い討ちをかけるように、行員の不祥事が相次ぎ、

マスコミを騒がせた。 

 1997 年には芙蓉グループ内の山一證券の経営破たんを救うことができず、メ

インバンクとしてもっとも大きなダメージをうける。その後同一グループ内の
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危機に陥った安田信託銀行をも救うことができず、金融機関として調達金利を

大きく左右する「格付け」が低下し、もはや自力で生き残っていくのは難しく

なっていった。 

 

富士銀行の情報システム化 

 

 富士銀行のコンピュータ化は大蔵省の護送船団方式で進められた。第 3 次オ

ンラインシステム終了時点では、中核となる勘定系システムのホストコンピュ

ータは IBM のメインフレーム、3400 台の ATM からなる営業店系システムは

主に沖電気工業のハードウェアで構成されていた。 

 

 1971 年には富士銀行の情報システムを担当する子会社として、富士銀コンピ

ュータサービスを設立した。富士銀コンピュータサービスは富士銀行の情報シ

ステム部としての機能、コンピュータセンターの運営、ソフトウェア開発など

を行うものである。 

1982 年には第 3 次オンラインシステム開発のため、多くのソフトウェアベン

ダーのとりまとめ会社として、富士銀ソフトウェアサービスを設立した。 

 1989 年には子会社の金融系シンクタンクである富士総合研究所、芙蓉グルー

プのさまざまな企業に情報サービスを提供していた芙蓉情報センターと、富士

銀コンピュータサービスを合併させて、新生「富士総合研究所」（FRIC）を設

立した。その後 2000 年にはこれに富士銀ソフトウェアサービスを吸収合併さ

せた。 

 FRIC はみずほ銀行誕生後の 2002 年 10 月 1 日には、調査研究部門、経営情

報部門、年金コンサルティング部門を会社分割によって、みずほ総合研究所（元

第一勧業銀行側のシンクタンク）に経営統合させた。これによって FRIC は実

質的にはシンクタンクではなく IT をベースとした純粋なソリューションベン

ダーとなり、現在 2000 名を超える SE を抱えている。 
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第３章 システムダウン  

 

勘定系は第一勧銀で 

 

 1999 年 8 月には事業統合がほぼ内定し、まずはシステム統合を進めるための

プロジェクトが作られた。このプロジェクトには各行の情報システム担当、情

報システム子会社、コンピュータメーカーなど多岐にわたるメンバーが集めら

れた。本プロジェクトの第一テーマは 1999 年 12 月に行われる正式発表に向け、

システム統合の基本的方針を決めることであった。 

システムダウン 

 

 2002 年 4 月 1 日開店と同時に、旧富士銀行のキャッシュカードが他行の ATM

（旧第一勧業銀行も含めて）で使用できなくなり、旧富士銀行の ATM では他

行（旧第一勧業銀行も含めて）のキャッシュカードが使用できなくなった。つ

まり旧富士銀行のホストコンピュータだけ BANCS（正確にいうと直接接続さ

れるはずだった第一勧銀のホストとも）との接続が不能となった。  

さらに預金残高エラー（残高が合わない）、振り込み拒否と信じられないよう

な事故が立て続けに露呈し、システムはあえなくダウンした。  

 

4 日後の 4 月 5 日の金曜日になって、4 月 1 日付けの公共料金の口座振替の

遅れが約 250 万件、二重引き落としが約 3 万件あり、二重引き落としは何とか

5 日中に処理するが、遅れた引き落としの処理はあと 1 週間はかかることをマ

スコミに発表した。  

記者会見でのマスコミの質問に対し、みずほの新経営陣は「準備不足であっ

た」と釈明した。当時の柳沢金融担当大臣にはみずほホールディングスから「リ

レーコンピュータに予想以上の負荷がかかり、システムがこれを処理しきれず

ダウンした」と報告された。柳沢大臣も所轄の銀行の事故であり、また報告内

容も専門的でよく理解できず「予想以上の負荷というが、しかしそういうこと

で済むかどうか。仕方がないとはいいがたい」と歯切れの悪いコメントをした。  
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第４章 その後  

 

統合方針の変更 

 

 みずほはシステムダウンを受け、システム統合の方針を変更する。2003 年 4

月に予定していた統合は、時期のみならず、どちらかに一本化すること自体を

含めて再検討することとした。トラブルシューティングも落ち着いた 2002 年 7

月に再検討プロジェクトを発足する。  

 

 プロジェクトでは発足後まもなくして、勘定系をどちらかに完全に一本化す

ることを決定する。以前はあれほどもめた勘定系におけるコンピュータメーカ

ーの商戦も、カットオーバーのトラブルで一変した。「もし万が一、もう一度ダ

ウンしたら…」と考えてしまい、ハードウェアが欲しいのはやまやまだが、シ

ステム全体の責任者となって稼働責任を負うことは避けたいというのが各メー

カーの本音であった。  

 一方、取りまとめ窓口として機能すべき FRIC、DKIS もトラブルの後遺症で、

コンピュータメーカーと同じ思いであった。そのため責任の重いプロジェクト

リーダーのなり手がないだけでなく、統合プロジェクトのメンバーへ入ること

自体を拒否する SE が続出し、プロジェクトが組めない状態であった。  

ここで手を挙げたのが富士通である。富士通はみずほを逃すと、都市銀行の

勘定系システムからほとんど撤退に近い状態となり、地銀、信託銀行、証券な

どの金融機関の巨大マーケットを考えると苦しい立場となる。そこで火中の栗

を拾う形で、富士通が社運をかけた統合のためのプロジェクトを組む。無論旧

第一勧業銀行系システムへの「片寄せ」（どちらかにすべて一本化してしまうこ

と）である。  

 

これからの銀行システム 

 

 キャッシュリッチとなり、溢れるカネを抱えた銀行は情報システムへの投資
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を再開する。ここでのテーマは 3 つである。1 つは急増するマネー犯罪に対応

するためのセキュリティシステムの強化である。生体認証、キャッシュカード

の IC カード化などが急ピッチで進められている。2 つ目はコスト削減である。

IT による自動化を進め、特に営業店員を削減し、店舗を小型化していくという

スキームである。自動契約機、テレビ電話、ネット端末による住宅ローン相談

や口座開設などのサービスを行うことである。3 つ目は新しい金融ビジネスの

開発である。つまり新マーケットの開発である。電子マネーというビッグビジ

ネスでは何もできなかった銀行は、｢今度こそ｣と新事業開発を目指しているが、

未だ「預金・貸出」に代わるビジネスモデルは生まれていない。  

 

 

課 題 

 

課題 1．2002 年 4 月のシステムダウンまでの、みずほ銀行のシステム統合の進

め方はどこに問題があったのだろうか。 

課題 2．ではどのように進めていけば良かったのだろうか。トラブルを起こさ

ない方法はあったのだろうか。 

課題 3．システムダウン後のみずほ銀行のシステム統合の進め方について評価

する。 

課題 4．銀行システムはこれからどうなっていくだろうか。IT ベンダーはどう

対応していくだろうか。 

課題 5．みずほは今後どのようにシステム化を進めていけばよいだろうか。 


