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はじめに

年に導入され、わたくしが転勤した昭和 35 年には、
IBM7070（大形電子計算機）の導入計画が進み、諸先
輩（4 名）はプログラミングの真最中であった。わたく

未熟なわたくしの経験で、読者の方がたの参考にな

しは慣れない機械を相手に毎日四苦八苦していた。最

ることを書けるはずもなく、ただ気ままに思い出すま

初に教えられたのがカードのさばき方と、カード・ソー

まを綴らせていただくことをお許し願いたい。

タの取扱いであったが、この機械は時々ジャムやミス・
ソートを惹き起こした。こんな時、先輩女性がとんで

PCS との出合い
今から 14 年前、おとそ気分の醒めやらぬ昭和 35 年
3

3

3

1 月 5 日、支店長に呼ばれた。
「遠藤君、転勤だよ。経理部計算課だ。
」

きてくれ、ジャムを取りはずし、くしゃくしゃのカー
ドを正しくパンチし直し、所定の場所へカードを挿入
してくれたりして、非常に親切であった。もちろん、
そのまま放っておくと自分たちが帰れないという事情
もあったが……。

わたくしはわが耳を疑った。計算といえば そろばん

続いて 77 型照合機（この機械はよくこわれるのでコ

しか知らなかったわたくしは、身がふるえた。まわり

ワレータともいった。失礼！）、405 型・407 型会計機、

の諸先輩も好奇のまなざしでわたくしを見つめていた。

602A 型計算せん孔機へと進んでいった。これらの機械

2 回、3 回

をおくと毎回違った答えが出て

はパネル（配線盤）にワイヤで配線することによって

くるこのわたくしに、こともあろうに経理部計算課と

動かすのであるが 407 型会計機とか、602A 型計算せ

は……当行人事部も人を見る目がなさすぎる、と 2 〜

ん孔機はかなりの知識を要求されることもあった。

そろばん

3 日まんじりともできなかった。

これらの機械を駆使して、給与計算・各種統計・本

転勤のあいさつにいくと、うす汚ない倉庫のような

支店為替照合・総勘定集計などをおこなっていた。転

部屋に案内された。部屋には見たこともない機械が並

勤して間もない頃、先輩が 407 型会計機の英文のマニュ

び、壁ぎわには紙やキャビネットなどが雑然と積み上

アルを広げて配線している様子をみて、早くわたくし

げられ、機械の前で女性がカードをさばいていた。隣

もそうなりたいとうらやましく思ったが、あとで考え

の部屋（この部屋は比較的明るかった記憶がある）に

てみるとその先輩が見ていたのは英文の説明ではなく、

は若いきれいな女性が、整然と並んだ機械の前で、気

下に書いてある図を見て配線していたと気がついて大

ぜわしく手を動かしていた（カード・パンチしていた）。

笑いしたことであった（先輩失礼！）。

「明日から君の仕事は、これらの機械操作です。
」
弊行の PCS（パンチ・カード・システム）は昭和 29
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たため、日夜カードとの戦いがはじまった。十数万枚

しており、部外者から「後発のメリットを追求せよ」

のカードをソートし、マージするために、いかになだ

などといわれ、「後発のメリットなどなにもない」とむ

めすかして、カード・ソータや 88 型照合機（この機械

きになって答えたことを思い出す。

はコワレータとはいわなかった）を動かすかがオペレー
タの腕のみせどころであった。これらの機械が動かな
くなると、 押して駄目なら引いてみな
たいて駄目ならけとばしな

の精神で

た

の要領で悪戦苦闘した。

また 3 台あったカード・リーダもなかなかの難物で
あった。ある先輩などは、CE（カストマ・エンジニア）

1）第 1 次開発計画
昭和 44 年 3 月、業者は日立製作所と決定し、いよい
よ本格的なシステム設計へと突入していった。このシ
ステム開発にあたって、われわれは大きく次の 4 つの
段階に分け、導入作業計画表を作成した。

まがいにカード・リーダのブラシを変換したり、アジャ

①システムの基本設計の段階（44/4 ～ 8）

ストしたりして、自分の仕事を完遂していた（ただし、

②システムの具体化の段階（44/8 ～ 46/2）

この先輩の後でカード・リーダを使うと、必ずリード・

③試行実施の段階（46/2 ～ 4）

エラーにひっかかり、どうにもならなくなって CE コー

④実施店拡大の段階（46/4 ～）

ルしていた。知らぬが仏とはよくいったものである）。

しかし大量の作業項目が存在し、かつ相当長期にわ

爾来、
業務の拡大に伴い、
IBM7070 と 1401 のテープ・

たるうえ、過去にこうしたプロジェクトの例が少ない

ベース・システム、HITAC3030 による為替オンライン・

ため、そのスケジュールを立てることはかなり困難で

シ ス テ ム（ エ デ ッ ク ス ） の 稼 動、IBM7070 か ら

あった。

IBM360 への切替え、やがて総合オンライン・システ
ムの開発へと進んでいった。

2）システムの基本設計の段階
この段階では、主に次のような項目について作業を

オンライン・システム開発
昭和 43 年 6 月、オンライン・プロジェクト・チーム

進めた。
①システム適用科目の決定
②業務処理の基本理念の決定

が発足し、総合オンライン・システムについて本格的

③センタ機器構成の決定・発注

な検討に入った。まず現状分析、事務量測定などから

④センタ設備工事計画決定

はじめ、当面の目的である業者選定のために各社から

⑤端末仕様の決定

プロポーザルの提出を求めた。同時にわれわれは各社

つまりこの段階では、プロジェクト推進上の基本的

のハード、ソフト、端末について性能・機能の調査を

な思想を固め、同時にオンライン・システムそれ自体

した。

の持つ効果について再認識し、システムが指向する方

当時、わたくしはオンラインについての知識は皆無

向をはっきりさせることであった。

といってよく、あらゆることに自信はなかったが、プ

また、他部店にたいしては、システムの効果は必ず

ログラマ出身の最年長でもあり、心臓とはったりで各

しも現状の種々の問題を解決するものではないという

社と折衝していた。

こと、つまリオンライン・システムそれ自体は万能で

ある時上司からこんな質問を受けた。
「マルチ・タスクとマルチ・ジョブの相違は？」
概念的にわかったつもりでいたが、質問されるとう
まく答えられず、困ったこともあった。
この当時、他銀行ではすでに預金オンラインを開始

70

はないということを PR する必要もあった。オンライン・
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図 1 東海銀行オンライン・システム槻略図

通知預金）をオンライン化することに決定し、次のス
テップヘと進んでいった。

て営業店に送付している。
このようなシステムを設計するにあたって、われわ
れもいろいろな問題に直面し、それぞれを解決しなけ

3）システムの具体化の段階

ればならなかった。

この段階ではプログラミングとプログラム・テスト
を中心に作業が進められるが、このほか事務取扱手続
きの作成、端末操作心得の作成、切替準備作業の推進、

オンライン・システム設計のポイントはなにか

必要回線の確定など、システム稼動に必要なすべての

わたくしが考えるところでは 2 つあると思う。1 つ

環境が整えられることになる。したがって、本段階は

はシステム回復手法であり、もう 1 つはファイル構造

プロジェクトの中心的な位置を占めることになる。

である。

ここで当行のオンライン・システムについて概略を
説明したい（前頁図 1 参照）
。

先ほど説明したように、バンキング・オンライン・
システムでは、お客様の元帳ファイルはすべてセンタ

当行の端末は 2 種類あり、1 つは 9042 オンライン

にある。したがってセンタでシステム・ダウンがおこ

記帳機と呼び、お客様の通帳印字や証書作成ができる。

れば、営業店独自で対処できるシステムでなければな

もう 1 つは 9392 オンライン・タイプライタであり、

らない。

振込の入金記帳やお客様のカナ氏名のインプットに使

このために、9041 端末制御装置単独で取引記帳がで

用している。また 9041 端末制御装置は 8KB（現在は

きる機能を持ち、そのうえに障害時の管理資料を見る

12KB）のメモリを持っており、中央（CPU）と端末の

ことによって、このシステム・ダウンに対処するよう

やりとりを制御し、端末 8 台まで接続できる。次にオ

考えた。

ンライン処理を簡単に述べると、①まず各端末からデー

しかし障害は一刻も早く回復する必要がある。セン

タをインプットする。②このデータのフォーマットを

タではいかにす早く、正確にシステム回復するか、こ

チェックする。③ジャーナル（取引記録）を書き、顧

のためにはなにを正しいとしてシステム回復するのか、

客元帳ファイルを更新する。④処理結果を端末に返送

どの時点までの処理を生かすのか、どうすればシステ

し通帳あるいは証書に印字する。

ム回復手順が単純化されるのかなど、議論に議論を重

以上のオンライン処理終了後、③で取得したジャー

ねた。

ナルを使用して、夜問バッチ処理をしている。このバッ

またファィル構造についていえば、日中はオンライン

チ処理によって、毎日毎日の取引記録（元帳）を作成

処理が可能であり、夜間にはバッチ処理が可能なファイ

するとともに、オンライン障害時の管理資料も作成し

ルでなければならない。それで当行は、アクセス手法と

ビジネスコミュニケーション

2014 Vol.51 No.10

71

エンタープライズICT総合誌 月刊ビジネスコミューニケーション(Webサイトへ)

アーカイブ

アーカイブ

して ISAM を使用し、オンライン処理中のアディション

ムだけでなく、オンラインが正しく稼動したかどうか

（追加）はおこなわず、単独に 1 パック処理可能なユニッ

の検証機能を持つプログラムや、オンライン中にファ

ト・ファイル構造とした。設計途上では紆余曲折はあっ

イル障害があれば、そのファイルを修正する機能を持

たが、現在では最良の方法だと考えている。

つプログラムもあり、オンライン・システムには重要
な役割をはたしている。しかるに、なんとかなるだろ

1）システム凍結は可能か
システム設計の常として、どこまで機能をもり込ん
でおくか判断に迷うところであるが、われわれも同じ

うという甘い認識で対処したため、総合テストの段階
で悪い結果となって出てしまった。結局、この対策に
かなりの人と日時を要した。

問題にたびたび直面した。
わたくしはシステムが大きくなればなるほど、コー

いよいよ本番

ディングの段階であれ、テストの段階であれ、システ
ムの凍結ということはあり得ないと思っている。機能

明けて昭和 46 年 2 月、いよいよ本番スタートも間近

追加があって、システムに必要かどうかの判断をし、

かになった。連日連夜テストにテストを重ね、プログ

必要と決めたならばどの段階であれ、ただちに修正に

ラム・エラーの出方もようやく落ちついてきた。しか

とりかかるほうが後への影響が少ないと思うし、現在

しこの頃になると、1 つのプログラム・エラーが発生す

のように変動の多い世の中では、そうしなければなら

るたびに、今までどうしてこんなことが発見できなかっ

ないと思っている。読者の方がたはいかがなものでしょ

たのか、他のルーチンは本当に大丈夫なのかと不安と

うか…。

いら立ちの連続であった。
2 月某日、いよいよ本番スタートである。われわれ一

2）プログラム・テストについて

同は緊張した面持ちで、オンライン立上がりを見つめ

昭和 45 年 4 月頃からオンライン・プログラムのコー

ていた。少なくとも今日 1 日はシステム・ダウンのな

ディングが完了しはじめ、個々のルーチンについて単

いように、と祈る気持ちであった。またやるだけのこ

体テスト、引き続いて結合テストに入った。これら一

とはやったつもりであり、
「人事をつくして天命を待つ」

連のテストをするために、日立製作所と共同で TDS（ト

気持ちもないではなかったが、やはり不安のほうが大

ウカイ・デバッギング・シミュレータ）を開発し、モ

きかった。

ジュール単位のきめ細かなテストを繰り返した。テス

何事もなく第 1 日目が過ぎた。
皆ニコニコしているが、

トが進むにつれ、オンライン・プログラム特有のタイ

心の中では明日はいいか、と複雑な気持であったに違

ミングによるプログラム・エラーが頻発しはじめた。

いない。

これらのプログラム・エラーは同じ状態でテストして
も、出たり出なかったりし、その原因究明に非常に時
間がかかった。また、システム総合テストの段階で別
の問題が発生した。

おわりに
振り返ってみるに、オンライン・システムというも

われわれは、オンライン・プログラムについては初

のは非常に泥臭い、人間的なシステムであり人間との

めての経験でもあり、全員が注目し、テストについて

調和を考えてシステムを作らなければならない、とい

も万全の体制でのぞんだ。しかしバッチ処理（オフラ

うことが最近わかりかけてきた。

イン）プログラムは、従来の経験もあり、なんとかな

これから総合オンライン・システムの完成をめざし

るだろうと考えていた。オンライン・システムにおけ

ていくわけであるが、今までの経験を活かして、より

るオフライン・プログラムは、先に説明したプログラ

よいシステム作りに励みたいと考えている。
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雪と氷の祭典
札幌五輪プロジェクト

●一色

博

電電公社施設局 総合通信網設計室 調査役

執筆依頼をうけたとき、苦労話しの題材には事欠かぬ

人間規則

つもりであった。ところが人間の記憶浄化作用とは有難
いもので、当時の記憶にはバラ色のマスクがかかり、苦
しかったはずの事々がすべて楽しい想い出に転化してい
る。パンチの利かぬ駄文をお許しいただきたい。

ここに 1 枚の写真がある。スキー装束に身を固めた
数人の中に 1 人だけ、脚を開いて中腰に構えた特異な
ポーズの男がいる。小生にとって唯一のスキー経験と

目まい
昭和 44 年 1 月、札幌オリンピック・データ通信のプ

なった 10 数年前の勇姿である。プロジェクトのメンバ
は南国育ちが大半で競技にはまったくの素人、競技規
則を片手にしての設計作業となった。国際規則の術語

ロジェクトが発足した。当時はデータ通信本部の急激

は辞書になく、またそのルールの細部は未定義である。

な拡張期で、全国から続々と職員が参集していた。わ

国際競技連盟への照会結果も

たくしもその 1 人である。巨大企業にあって歯車の 1

判断による

枚の身に、プロジェクト制部門への参加は喜びであっ

いの悪いものであった。

その時の競技委員長の

といったコンピュータにとって甚だぐあ

た。しかし着任早々、上司より五輪プロジェクトのリー

冗長設計で融通性をもたせるにも限度があり、最終

ダを命ぜられた時、初めて事の重大さを実感し目まい

的には本番における運用上の措置に救いを求めると

を覚えたものである。

いった不安な設計に終始した。ただ、国内の各競技連

3 年先にプロジェクトが宿命的に行きつく檜舞台を思

盟の方がたには献身的なご援助をいただいた。多くの

うとき、ジワジワとこみあげてくる恐怖は人に言えぬ

方がたは職業をもっておられ、勤務先では高い地位に

悩みであった。そして精神的立直りの支えとなったの

ついておられたが、われわれの度々の訪間にも快よく

は、わがプロジェクトと似た条件のもとに、当時すで

時間を割いてお教えをいただき、また貴重なアドバイ

に胸つき八丁にさしかかっていた万国博プロジェクト・

スをいただいた。

チームのタフな姿であった。間もなくシステム・ダウ
ンを主題とした悪夢も姿を消し、プロジェクトに没入
してゆくことができた。先輩とは有難いものである。

「三笠さん」
競技ルールに関しては国際競技連盟であるが、運営
に関しては組織委員会である。事務局の、主として競
技部に日参することとなったが、そこの選手登録担当
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に三笠宮寛仁さんがおられた。選手登録処理の設計条

奴が出没し、チームに殺気すら漂うもっとも苦しい時

件のご相談相手であるが、豪傑髭の偉丈夫で、当初は

期であった。この頃はコンピュータ室を徘徊し、計算

近寄り難い印象であった。

機時間の奪い合いを分けるのもリーダの役目であった。

最初の当惑はなんとお呼びするかの問題である。フ

そしてライン結合試験の開始とともに、この苦しい

ルネームは事務能率上問題があると判断し、恐る恐る

作業にも救いがやってきた。すなわち、システムの誕

ご相談申しあげたところ、「三笠」と呼んでくれ

生である。コンピュータが生き物としての反応を示し

と

の明快なお言葉がはね返ってきた。以降「三笠さん」

始めた瞬間の喜びは、コンピュータ屋の役得であろう。

ということになったが、なんとも気さくでざっく バラ

深夜のコンピュータ室で、わが子の誕生の感動をかみ

ンなご性格である。いつしか「ミカさん」ということ

しめ、生まれたばかりのトンチンカンな反応を楽しん

になってしまった。楽しかった想い出である。

だものである。その後の作業はある種の人格をもった

3

3

3

ものの養育である。作業そのものは以前にもまして困

水難

難ではあるが、システムの成長を実感できる。チーム
を支配していたトゲトゲしい雰囲気も日 1 日と明るい

設計作業も一区切りつき、メーカの借用マシンによ

ものに変わり、作業能率も急速に向上していった。

る単体デバッグもたけなわのころ、待ちにまったコン
ピュータが搬入されてきた。札幌の現地局舎が未完成
のため、東京・青山の貸ビルに仮設置してささやかに

自然の呼び声

火入れ式などおこない、その日から 24 時間運転となっ

昭和 46 年春、札幌大通り公園の一角に電電ビルはそ

た。ところが、このコンピュータは水難の相をもって

の偉容をあらわした。待ちかねていたチームは 3 月か

いたらしい。設置後の問もない頃、空調機の加湿機構

ら 7 月にかけて札幌に移動を完了した。
東京とは異なり、

が破損して漏水し、床下浸水事故となった。幸いにし

札幌ではすでにオリンピック・ムードが一杯であった。

てケーブル外被の浸水にとどまり事なきをえたが、冷

どこへ行っても目につく

汗三斗の経験であった。このコンピュータは、札幌に

の電光盤には閉口したが、われわれも身の引き締まる

移装されてからも水難に遭っている。工事中の局舎に

思いであった。ところがビル内部は工事の真最中で、

無理に搬入したことに起困するが、調整中の空調機か

とくに優先的に実施してもらったコンピュータ室関連

ら大量の水が溢れ出し、フリー・アクセス床の上を水

の付帯設備のみ仮運転可能、エレベータ、空調、水、

が走った場面はわが眼を信じられぬ光景であった。い

食堂、便所等、人を中心とした入出カシステムは未完

ずれも大事に至らなかったものの、コンピュータは水

成であった。たまたまビルを取り巻く一帯が名物の札

に囲まれていることを実感したものである。

幌ラーメンのメッカであったため、入力はもっぱらそ

オリンピックまであと X 日

れに依存した。札幌滞在中に一生の割当てを消費して
しまったような気がする。

誕生
ソフト作業の初期の段階は

特に困ったのは出力である。ビルの工事会社が仮設
で

した出力機器を使わせていただいたが、何階もの階段

あった。しかし、システムの理解が深まるにつれて芽

をテクテクと歩き、夜ともなれば手探りで位置を確か

生える畏縮と、スケジュールに追われるあせりから、

めて出力する仕末、遂には我慢してまとめて出力する

チーム全体に深刻な雰囲気が漂ってきた。とくに結合

習性が身についた。街を歩いても WC が選択的に眼に

試験が始まった頃は、システム運用開始の 1 年前で秒

つき、自然の呼び声の有無にかかわらず、とにかく前

読みが始まっていた。また、バグも一段とコクのある

に立って構えてみなければ気が済まぬ心理であった。

74

めくら蛇におじず

ビジネスコミュニケーション

2014 Vol.51 No.10

エンタープライズICT総合誌 月刊ビジネスコミューニケーション(Webサイトへ)
今だから話せる
〈システム開発〉
あれこれ

雪と氷の祭典札幌五輪プロジェクト

そして 46 年の秋も深いころ、
電電ビルは完工した。ユー

て競技に追いつこうとしたが果たせず、遂に支離滅裂

ティリティの有難さをしみじみと味わったものである。

となって電光盤を消灯せざるを得ない破目に陥った。
一同、茫然と立ちすくんだものである。競技終了後、

愛情

ただちに役員との対策打合わせとなった。席上、スポ
ンサの雪印乳業からホット・ミルクの差入れをうけた

昭和 46 年の夏も終りのころ、かねてより恐れていた

が、そのなんと苦く感じたことか！対策の結果、NHK

事態が発生した。スキー連盟の国際会議で複合ジャン

杯ジャンプ大会を利用しての第 2 回リハーサルは順調

プ競技のルールが大幅変更となり、さらにアイスホッ

にゆき、胸をなでおろすことができた。そしてオリン

ケーの試合方法が変更になって、やっと固まりつつあっ

ピック本番では日本選手の活躍もあって、選手飛躍の

たプログラムの屋台骨がゆすぶられることとなったの

たびごとに電光盤をふりあおぐ観衆の姿を眺めながら、

である。ただちに設計変更、プログラム修正を開始し

雪印大会での

苦い牛乳

を思い出したものである。

たが、残念であったのはアイスホッケー関係の大量の
プログラムの放棄であった。

嫁入り

アイスホッケー競技は唯一のチーム戦競技であったた
め、チーム成績の集計処理に加えてプレス・サービスと

年も明けて本番を目前にひかえた 1 月、3 ヵ年に近

して個人別の各種統計資料の出力を計画していた。しか

い期間をかけて完成したシステムを地元通信局のオリ

し、プログラムを全面的に修正し安定化させるには時間

ンピック対策本部に引き渡した。そしてわれわれはそ

が足りぬとの判断から、公式記録集に残るチーム成績リ

の日から対策本部を応援する立場となった。ジジつき

スト処理の修正にとどめ、他の付帯的プログラムを放棄

の嫁入りである。対策本部は電話、電報、TV 中継サー

したのである。幸いにして作業は順調に進み、本番ギリ

ビスを含めて大会を支援する大部隊だったが、データ

ギリに修正を間に合わせることができたが、付帯プログ

通信関係でも 200 余人の職員を北海道全域から招集し

ラムの放棄を決定したときの担当者の思いつめた表情は

体制を整えていた。付添い親父はその中に混じり、で

忘れることができない。担当者とプログラムの深いつな

きの悪い娘が不始末をしでかさぬよう眼を光らせるこ

がりを改めて思い知らされた事件であった。

ととなった。
1 月 28 日、公式練習の抽選処理から本番運用を開始

苦い牛乳

した。アルペン選手の失格騒ぎでファイル修正に慌てる
一幕などあったが、予想外に好調に滑り出し、ファン

雪の訪れとともに、国内競技をオリンピック大会に

ファーレが高々と鳴り響いた 2 月 3 日頃は固さもとれて

見立ててのリハーサルを開始した。想い出されるのは

順調であった。どちらかというと端末運用グループを会

雪印ジャンプ大会である。オリンピック・データ通信

場に送るための足の確保、弁当の手配などで裏方が振り

システムでは、ジャンプ競技にサービスの即時性を強

廻されることとなった。味増汁を詰めた魔法瓶とおむす

調した設計がなされており、電光掲示塔の工事をも含

びを抱えて走り廻るのも管理職の役目であった。

めて受託したこともあってチームとしては特に肩に力
の入る競技であった。
大会当日、関係者は意気も高く配置につき競技が開

英語アレルギー

始された。ところが棄権、その復活が続出し、役員と

本競技が始まって困ったことがおきた。センタのシス

われわれの連絡ミスもあってシステム運用が競技の進

テム統制台に外国語通話が殺到しはじめたのである。そ

行に追従できなくなってしまった。コアオルトまでやっ

のほとんどはシステムの情報案内サービスに関する照会
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であったが、統制台勤務者がうわの空でソワソワしはじ

覧いただき光栄であったが、気のもめるひとときであっ

めた。急拠応急用語の訓練などおこなったが、よくした

た。いろいろとご質問がありお答したつもりであるが、

もので先方でもわれわれの弱点に気づき噛んで含めるよ

すべてはうわの空でトント記憶に残っていない。

うな構文、発音に切り換えてきたため問題は自然に解消
した。大会も終りの頃は、わが語学アレルギー職員も珍

神の配意

奇な言葉を本格的な巻き舌で操っていたようである。
端末運用のグループは、好むと好まざるとにかかわ

2 月 13 日午後、大会最後の競技が進行していた。男

らず外国人と顔を会わせるためか心臓が強くなり、サ

子回転の決勝である。センタ勤務の全員がコンピュー

インを貰ってご満悦の者、メダル交換に情熱を燃やし

タ室に集り、システムの最後の出力となる公式記録リ

てアノラックの胸一面にメダルを下げている者、遂に

ストの打出しを見守った。そして出力が終り、紙送り

は手持ちのメダルが底をつき、電電公社の襟章まで交

が始まった時、期せずして歓声がわき起った。午後 3

換してしまう猛者があらわれ、慌てて回収を指示する

時 9 分であった。3 年間張りつめていた気持が一気に

始末であった。

ゆるむ一瞬であった。
夕刻になって真駒内会場で閉会式が始まった頃、季

人見知り
大会も中日の頃、上司の部長が陣中視察に来札した。

節外れの雨が降り出した。そして夜が更けるとともに
篠つく大雨となり、翌日は札幌一帯が水浸しとなった。
この大雨が会期中にきたとすれば競技スケジュールは

その途端に部長の目前でソフトの虫が顔を出し処理がホ

混乱し、そのあおりでわが最愛の娘も馬脚を露わした

ルトした。コア・ダンプをとるために強制ダウンとし 4

に違いない。大会の終りを待ってくれた神の配意を感

分間のサービス中断となったが、虫は公式記録集用リス

じたものである。

ト編集プロ中のもので競技が終りプレス・サービス後の

プレス・サービスのため翌 14 日もオンライン運転を

事故であったこと、並行していた競技がたまたま電光盤

継続した。そして夜がきてすべての役目を終えた娘の

サービスをしていないものであったこと等のため、実質

電源を切った。思えば 3 年の年月をもって育てたにし

的な支障とならなかったのは幸運であった。当該リスト

ては短い生涯であった。火をおとされて静まりかえっ

はただちにオフライン機で編集出力したが、時間的に若

たコンピュータをなでながら、宴のあとの寂寞をかみ

干おくれたため、主審の所在が不明となりかつ、この主

しめ、またこのコンピュータとともに情熱をもやす機

審は当夜帰国する予定となっていたので慌てふためくこ

会を得たしあわせをかみしめたものである。

ととなった。全会場に手配して捜索し、美香保会場での
んびりと観戦中を発見、リストをもって馳けつけて確認
の署名をいただいて一件落着となったが、危く欠陥公式

復活

記録集の発行となるところであった。部長には舞台裏の

大会も終り、ぬかるみの中で端末装置の撤収作業が

火事場騒ぎをつぶさに目撃され、あらかじめ用意した経

始まった頃、センタでもシステムの解体作業が開始さ

過報告は出る幕を失った。それにしても大会期間を通じ

れた。創るのは楽しいが壊すのは悲しい。しかし、新

ての唯一のソフト事故を部長の前で起す娘の人見知りに

しい婚家ではすでにフリー・アクセス床に穴を切って

は辟易する思いであった。

輿入れをまちうけていた。爾来 2 年、去る 1 月にわが

大会も終りに近い頃、皇太子ご夫婦のセンタご視察

愛したコンピュータは第 2 の人生のスタートをきった。

をいただいた。ここで人見知りされては大変と緊張した

このコンピュータが製造された本来の目的の業務を背

が無事であった。ご夫妻には予定時間をこえて熱心にご

負っての、今度は長い人生である。
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第 1 の人生の関係者は、
今は全国に散ってしまったが、

コー、報道の NHK、大会支援の自衛隊、システム機器

それぞれの地で新しい門出を祝福したに違いない。そ

の製造をお願いした富士通他の各社の方がたである。

してわたくしは、公社外にあってこのコンピュータを

とかく閉鎖的環境での業務に慣れた公社職員にとって、

愛して下さった方がたを思い浮かべた。終始、明快果

以上の方がたとともに共通の目的に向って邁進した 3

断なご指示をいただいた組織委員会および事務局、数々

年間の経験は貴重であった。ここに改めてお礼を申し

の貴重なアドバイスをいただいた各競技連盟、北海道

あげ拙稿を終える。

庁、札幌市役所、計時担当のセイコー、印刷担当のリ

【1974 年 5 月号掲載】

今だから話せる
〈システム開発〉
あれこれ

「東京都心部広域交通信号制御システム」の
建設に参画して
●岡本

博之

警察庁 交通局 交通調査官・工学博士

まえがき

「広域交通信号制御システム」とは

編集部から何か苦心談をというお話で、一瞬どうし

このシステムについては、現在、非常に大きな社会

ようかという迷いが頭をかすめた。わたくしのような

問題の 1 つである道路交通に関するものとして、新聞

者に話があったということは、標題の「東京都心部広

や雑誌等ですでに何度も紹介されており、知っておら

域交通信号制御システム」の建設にまつわるものに期

れる方が多いと思われるが、一応、その概要を説明し

待されているとしか考えられず、これはまた「今だか

ておきたい。

ら話せる」というには、あまりに近い過去のことだか
らである。

交通信号機が交通事故を防止するための比較的手軽な
手段であることは衆知のとおりであり、特に交通事情の

しかし、人間の実際に経験した事柄は、その後に似

逼迫してきた昭和 30 年代の後半から、その設置密度が

たような仕事をなさる方がたにとって、いくばくかで

急速に増大し、これが交通の円滑を阻害する状況となり、

も参考になることがあるという事実に着目することで

ここに信号機群のシステム的な制御技術の開発が求めら

自分を納得させ、お引き受けした次第である。

れてきた。そして昭和 38 年、自動感応式系統信号機と

したがってもし、お読みいただいた方がたの中で「あ

呼ばれる主要幹線道路に沿う交通信号機群を、交通量の

れ」と思いあたるふしがあった時は、「あいつ、そのよ

変動に追随させながら、線的に制御するシステムが東京

うに考えていたのか」くらいのところで、まげてお許

の第一京浜国道に設置され、
旅行時間で 20% 程度の短縮、

し下さるようお願いしたい。

交通量で十数 % の増加という実績を示した。これが、わ
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社の専用線を借用し、指令信号ス

サイクル選択
下り感知器

回 路

交通量計算

信

上り交通量
計算回路

受

上り感知器

オフセット
選択回路

回路

下り交通量
計算回路

定困子を交通量と平均速度とにし
た集中監視制御方式が導入された。

スプリット
設定回路

一方、都心部のようなところで

黄 時 間
設定回路

スプリット
選択回路

は、主要道路が網の目状になって
おり、線的な制御では十分な成果

信 号 灯
点灯回路

信号灯

サイクル
発生回路

テップ歩進方式とし、交通実態測

オフセット
設定回路

同期パルス
発生回路
主

制

御

装

置

線路

交差点）に初めて面制御システム
が開通し、これが広域交通信号制

アナログ式自動感応系統信号機ブロック・ダイアグラム

が国における本格的な交通信号システム制御のはじまり

御が考えられることとなり、昭和
41 年、銀座地区約 lkm2（40 信号

単 位 制 御 機

注： wwwww は設計者の判断によりあらかじめオフセット選択回路かサイクル選択回路かのいずれかにリンクされる。

図1

が得られない。そこで、面的な制

御システムと命名された。

このシステムは、交通実態測定点も少なく、基本的

である。図 1 はその構成図である。

には線制御の考え方を面に敷衍したもので、制御効果

（参考）サイクル−信号が一巡する時間（秒）

も十分でなく、その後これの向上方策が検討され、そ

スプリット−青時間の配分（%）

の成果は昭和 43 年、警視庁のトヨタ自動車からの寄付

オフセット−相隣る信号の青時間の開始時点のずれ

受入れ決定により、実地にアプライされることとなり、

のサイクルにたいする比（%）

昭和 45 年 5 月、都心部約 5km2（120 信号交差点）の

このシステムには、次の 3 つの問題がある。

地域で運用が開始され、爾来毎年、国および都の予算

①交通量で交通実態を測定するため、非常に交通が混

によって拡大され、昭和 48 年度末には約 1,400 交差

雑した時の見かけ上での交通量の減少と、本当に交

点に及んでいる。その装置構成は、中央側は汎用（NEAC

通需要が少なくて交通量が減少している状態とを見

− 375-50） を 上 位 と し、 こ れ に 制 御 用（NEAC −

分ける能力がない。

3100 および 3200）を下位とする 2 段構成のコンピュー

②主制御装置の計算回路がアナログ式で、パターン選

タ・システムとなっている。伝送路、端末機等は、ほ

択方式のため、線路の所要ペア数が多く、そのため

とんど図 2 のばあいと同じであるが、伝送方式は FS −

自営線に頼らざるを得ず、主制御装置はローカルに

TDM 方式を標準としている。

設けられ、応急的な臨時調整、故障監視に不便である。
③単位制御機（各交差点
に設けられる）が複雑

電子計算機を警視庁本部
に設け、伝送路は電電公
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「東京都心部広域交通信号制御システム」
の
建設に参画して
して全国の主要都市に設けることが決
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交通情報センターの仕組み

定され、警察庁は 5 ヵ年計画により、
とりあえず 28 都市にこれを設けるこ
ととし、昭和 49 年度がその 4 年目に
あたっている。図 3 は前述の交通情
報センターの仕組み、図 4 は交通管
制システムの標準的な構成図である。
以上、本システムの発展過程を簡単
にたどってきたが、広域交通信号制御
システムは、交通実態の測定（入力）
から信号灯火の点燈（出力）までの全

御をおこなわなければならない関係上、かなり複雑な

プロセス中に人間の介入がまったくない、完全なリア

制御論理を駆使しており、交通実態測定点も非常に多

ルタイム・オンラインのシステムであり、しかも入力端、

数にのぼっている（たとえば最初の開通時、約 5km に

出力端ともに屋外の広い地域に散在しており、特に東

つき、車両感知器数は約 250）。また交通流の制御は、

京では将来制御対象信号交差点数は数千に及ぶであろ

信号制御のみではうまくいかない。たとえば、道路上

うと予想されているかなり大きなシステムである点に

に立往生した故障車の排除、交差点のかみ合い防止と

特徴があり、システム工学関係有識者の間でも、非常

いった問題は、どうしても人間の介入が必要である。

に注目されているものの 1 つである。

そのような人間の力による交通管理のために、従来、

わたくしは、技術者としてはある意味で非常に恵ま

交通警察活動を組織的におこなう交通情報センタとい

れた命運に出くわしたといえる。昭和 41 年 3 月から

うものがあった。皆さんラジオの交通情報放送でおな

48 年 3 月までの 7 年間、警視庁交通管制課長として、

じみと思う。

このシステム建設の直接責任者の位置におかれ、1 つの

このシステムは、昭和 36 年に発足したものであるが、
当時は交通実態測定の技術が確立しておらず、情報網
の基盤は現場警察官の観測にもっぱら頼っていた。そ

システムにまとめあげてゆく業務の進行をつかさどる
事務局長のような役割を背負わされたわけである。
大変長い前置きとなったが、いよいよ本題に入り、

こで、この情報収集網に前記の広域交通信号制御シス

いくつかの想い出話のうち、特にご参考になろうかと

テムの持つ交通実態測定網を活用しようという考え方、

思われる話を 2 つばかり紹介する。

つまり交通情報センターのシステムと広域交通信号制
御システムとを一体化し
た、1 つのトータル・シス
いう考え方が次第に確立し
ムは、交通管制システムと
命名され、
昭和 46 年 4 月
「交

カメラ

てきた。そしてこのシステ

小群

通安全施設等整備事業に関
する緊急措置法」一部改正
に際して、国の補助事業と
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アーカイブ

システム運営の責任体制はどうあるべきか
先に紹介した昭和 45 年 5 月開通の「東京都心部広域
交通信号制御システム」は、電子計算機を中核とした

ムの中心的な役割は自分が背負うべきであるという
責任観と自負心とが定着している。
③交通信号機は、もともと電動機を応用したいわゆる機
械式の定周期式制御機が主流であったため、利用者た
る役所の電子技術についての能力はきわめて低い。

本格的な交通制御システム建設の幕明けとして、関係

④いずれのメーカにも「ノウハウ」という魔物が存在し、

者の関心も非常に高く、これの建設事業を具体化する

利害関係も手伝って、ともすれば反発力が吸引力を

までの諸準備作業は、実に大変なものであった。

上まわる。

わたくしの立場を中心として考えてもっとも大変

これらの条件が互いにからまりあって、システムの

だったのは、システム設計の問題よりも、むしろシス

機能、ハードウェアの方式等の基本的な点は固まった

テム建設の業務分担の割り振りの問題であったわけで

ものの、具体的な施工という点がさっぱり進まない事

ある。というのは、このシステムの持つべき機能につ

態にぶつかったわけである。こうなってくると、事は

いては、昭和 43 年 7 月、その建設が本決まりとなった

技術上の問題ではなく、むしろ人間の考え方をどうと

時より 2 〜 3 年前から、すでに警視庁の委託により、

りまとめるかという問題になってくる。

交通工学研究会の「広域交通信号制御システム研究委

このような問題で上司を煩わすわけにもいかず、と

員会によってかなり研究が進められており、この事業

いってわたくしは鶴の一声で決着をつけることができる

の遂行も同委員会に引き続き委託されたため、有識者

ほどの大人物ではもちろんない。そこでわたくしは、原

による指導があり、ほとんど迷うところなく基本点が

点に立ち返って、システムの運営のあり方についてもう

固められていくという経過をたどったからである。

1 度真剣に考え、その結論をひっさげて、各メーカをね

しかし、このシステムの建設を実際に担当する業者
は、複数の社が指定されており、これらがどう仕事を

ばり強く説得してみようと思い立ったわけである。
こうして到達したわたくしの考え方は、次のような

分担するかという問題は、実用段階に入ってからの問

ものであった。

題とも関連するので、必然的に行政庁の代表者たるわ

①システム運営の責任者は、コンピュータ・メーカでも

たくしのとりしきる部分が非常に多くなり、半年以上

なければ、システム開発メーカでもない。利用者たる

にわたる、かなり高級に見えて実は底に泥臭さを秘め

役所である。したがってわたくしは、なんとしてもわ

た苦難の時期を迎えたわけである。

たくしの課が、システム完成までには最小限必要な技

この問題の背景を次にとりまとめてみる。

術力を確保するという決意を固めなければならない。

①交通信号制御の技術は、すでに述べたように、アナロ

②したがって、コンピュータ・メーカの「運営責任は

グ式の主制御機を中心として発足し、しかもその制御

わたくしにある」という考え方は、「システムに貢献

技術は、生々しい交通の現場を実査した経験的要素の

するためには何をなすべきか」という考え方に改め

非常に強いものであるだけに、従来特殊なシステム開

てもらわなければならない。

発メーカにより営営として築かれてきたという歴史が

③従来のシステム開発メーカは、コンピュータが本来

あり、この中にコンピュータのメーカは入っていな

中央集権的な機械であることは十分認識しなければ

かった。したがって、これらの開発メーカは交通制御

ならない。したがって、ハードウェア的な接続条件

システムは自分たちがやるべきだとの自負心があり、

その他については、コンピュータ・メーカの指導を

先行投資の実る時がやっと到来したとの認識がある。

受けることは是認せざるを得ない。

②コンピュータは、もともと中央集権的な機械であり、
したがってコンピュータ・メーカには本来、システ
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④このようなシステムのばあいには、ソフトウェアと
いっても、モニタ・プログラムとジョブ・プログラ
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「東京都心部広域交通信号制御システム」
の
建設に参画して
ムとがあり、前者はコンピュータ・メーカが主導す

い進展に引っ張られて、交通対策の基本的な考え方も

るとしても、従来からの交通制御技術にたいする経

非常な速度で変化している。したがって、社会的な要

験の大きさからみて、ジョブ・プログラムの内容に

請と技術的な要請との調和、問題の発生や変化に順応

ついては、従来のシステム開発メーカの実績が十分

するタイミングと感度の速さは特に重要である。こう

尊重されなければならない。

した意味で、システムはつねに活きており、魂がふき

この説得は大変であった。まず、責任者の方に理解

込まれていなければならないことを痛感する。

していただくのに大変な努力を要した。次にこれが、

このシステムは、もともと車の流れに着目して作られ

仕事に直接従事する人びとにまで徹底するのにさらに

た制御論理が中心になっている。したがって、その論理

時間を要した。機械によるシステムを作るより、人間

を苦心して整備しようとするあまり、歩行者の横断所要

のシステムを作ることのほうが余程むずかしいとつく

時間を切りつめようとする気持がついつい働く。すると、

づく感じたのはこの頃であった。時には、
「そんな考え

たちまち苦情が持ち込まれる。
「しまった」ということ

方でシステム建設なんてできるものではありませんよ。

でそれを訂正するよう指令を流しても、あちら立てれば

できあがったシステムが動かなくても知りませんよ」

こちら立たずで、現場の担当者がその決断を躊躇してい

とか、
「今まで営々として努力してきたわれわれの労力

ると、
「まだできないのか」との咎めがはね返ってくる。

をあなたは評価しないのですか」とか、ねぢ込まれて

苦しまぎれに「高度な広域の機械なものですから」など

たじたじになったこともあった。

と答えたら大変である。
「もっとも重要な歩行者保護も

また、やっとコンピュータ・メーカの説明会が開か
れる段取りにこぎつけたところ、
「説明の方法も内容も

できないような機械はその存在価値はない。やめてしま
え」というようなことになってしまう。

なっていない。こんなことならわれわれはもう説明会

こうした問題は、社会の動向をシステム関係者のす

には出席しない」といったことになり、そのつど両者

べてが十二分に腹にたたみ込んでおかないと、得てし

に前記の考え方を繰り返し説明して、とにかく「シス

ておこりやすい事柄で、場合によってはシステムの存

テム完成のために」を錦の御旗に掲げて、次第に協力

亡にかかわることにも進展しかねない。

体制へともっていくことができた次第であった。

最近の交通公害の激化、都市交通事情の悪化を反映

幸いにしてアメリカでも、システムが動かず遂に請

して、交通規制行政の動向もはっきりと交通総量削減

負者をキャンセルして出なおしたという例があるほど

を目標とする方向へと大きく転換している。こうした

の難物が、われわれのばあいには一発で成功したので

状勢の中で、このシステムが担うべき役割はなにか、

あり、これはまったく前記委員会の基本設計がしっか

これに応ずるシステムの制御理念はどうあるべきか、

りしていたうえに、わが国の関係技術力の優秀さを物

目下、1 つの重要な転機を迎えつつあるように思われる。

語るものであり、現在もなお大きな誇りと考えている。

従来の「発生してくる交通需要に対応しよう」という

この話は、そうした中にあって、その裏にかくれた 1

受動的な姿勢から、「最適な交通流を保つよう積極的に

つの小さいエピソードにすぎないが、システムの基本

交通をコントロールしよう」という能動的な姿勢が社

的な性格はしっかりとつかまえておかなければならな

会的にも容認されるであろうと考えられる時代に入っ

いことをつくづくと感じさせられたものであった。

ているように思われる。
こうした時代的背景の中で、本システムの持つ交通

システムは魂の入ったものでなければならない
このシステムは、交通という社会に密着した代表的
な社会的システムであり、また交通事情のあまりに速
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実態測定網はますます重要な意味を持つことになろう
と考えられ、またこれに対応するにふさわしい具体的
な制御論理の開発は、われわれ関係者に求められてい
るさし追った重要課題である。
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