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編集企画

ビジネスコミュニケーション
アーカイブ

本年創刊50周年を迎えた
「月刊ビジネスコミュニケーション」
に掲載された
過去の記事を紹介し、当時の情報通信業界の状況をお伝え致します。

●1975年1月号掲載●

特集：新しいシステムとその技術̶システム技術編̶ より
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特集：新しいシステムとその技術 — システム技術編 —

都市新交通システム
●関口

茂

日本電気株式会社 技術計算センター長

まえがき
近年における経済の急成長が、人口・産業の過度集

て深刻な問題を提起しており、特に自動車交通問題を
解決することは、国をあげての要請となっている。こ
の要請に応ずるため、
①新しい道路の建設

中による都市圏の拡大や、国民生活水準の向上による

②既設道路の拡張や改善

業務活動、消費活動の多様化・活発化をもたらし、都

③地下鉄など一般道路外における輸送機関の増強

市交通分野で、事故、環境破壊、道路混雑の慢性化な

などが実施されているが、既存の大都市での適用は、

どによる公害問題が深刻化しつつあり、しかも今後一

経済、人口、公害などの面で多くの障害があり、根本

層交通需要の増加が予想される。

的解決となっていないのが実状である。

この現状を背景として、都市交通問題解決のため、

一方、自動車利用は、本来個人の自由意志であると

環境保全、省資源、省力化を重視した新しい交通対策

はいえ、公共の道路を使用する以上、社会的管理に従

として、

う義務があることは言うまでもない。そこで、自動車

①交通規制の強化による公共交通機能の確保

利用の目的により社会的ウェイトを配慮した、交通流

②新しい道路交通情報システムの導入による交通渋滞、

管理上さまざまな規則ならびに情報の提供による交通

事故、公害発生等の抑制
③新しい交通手段（新交通システム）の導入による都

流の円滑化が計画・実施されている。しかしながら、
これらの部分的規則ならびに情報・案内では、社会的
にもドライバー個人的にも、きわめて不満足なもので

市交通機能の拡大
など、業界、官界、産業界の各方面の協力により、そ

ある。したがって、都市自動車交通流管理を合理化す

れぞれの分野で研究・開発ならびに実用化が進められ

る社会的要請を解決するため、通産省では昭和 48 年度

ていることは、すでに周知のとおりである。

を初年度とする 5 ヵ年計画により、外部状況と車両と

以上のように、都市交通対策は多方面にわたり、こ

ドライバーを一体化する情報システムによる自動車総

れらを限られた紙面にすべてを紹介できないので、道

合管制システムを開発し、既存の交通管制システムと

路交通における新しい管制システムと今後の都市新交

合わせて、交通流の管理のより有効なツールの提供を

通システムの 1 〜 2 例について述べる。

計画している。

1 自動車総合管制システム

2）システムの機能と期待される効果
（1）経路誘導

1）都市における自動車交通問題の対策方向
前述のとおり、現在都市における道路事情はきわめ
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運転者が出発点において、行先コードを自動車内の
装置にインプットしておくと、走行中、主要交差点に
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ドライバーが行先地
を車載装置にインプ
ットすると主要交差
点にさしかかるごと
に右左折直進の指示
が表示される。

ドライバーが行先地
を車載装置にインプ
ットすると主要交差
点にさしかかるごと
に右左折直進の指示
が表示される。
主要な径路を表わすパターン上に電球
を並べ、混雑度に応じて点燈させるか、
主要な径路を表わすパターン上に電球
主要行先別に、異なる色で推奨径路を
を並べ、混雑度に応じて点燈させるか、
点燈させる。
主要行先別に、異なる色で推奨径路を
点燈させる。

図 1 経路誘導の車内表示の一例

到達するごとに、左・右折、直進等の経路指示が車内
に表示され、この指示どおり運転することによって、
目的地まで最適経路を走行できる。この最適経路とは
最短距離ばかりでなく、時間的または経済的要素を含
STOP

ドライバーが行先地
を車載装置にインプ
ットすると主要交差
点にさしかかるごと
に右左折直進の指示
が表示される。

図 2 可変情報板による経路情報の車内表示の一例

SLOW

めてもっとも有利になる経路であり、交通流、道路状
STOP

SLOW

況の変化により変動する。したがって、特定道路の交
通量の増加があれば、他の経路の誘導がおこなわれ、
道路の混雑度が平均化され、道路の有効利用が図られ
るとともに、大気汚染発生の減少、燃料消費の節約な
どの効果が期待できる。図 1 に経路誘導の車内表示の
一例を示した。

STOP

SLOW

（2）一般車（非誘導車）にたいする経路情報の提供
経路誘導用車載機器を搭載していない自動車にたい

図 3 走行情報の車内表示の一例

しても本システムの持つ情報を提供し、有効利用を図
るため、主要交差点に可変情報板を設置し、主要道路

道路決壊

の混雑状況ならびに主な目的地（方面）別の推奨道路
などを表示する。図 2 に経路情報の車外表示の一例を

放送センタ

示した。

天災

（3）公共車、緊急車の優先走行
パトロール・カー、救急車、消防車などの緊急車な
どが、業務上走行中、交差点にさしかかった際、一般

大気汚染

車より優先的に走行させるよう信号機の制御をおこな
う。これにより緊急車の走行をスムーズにおこなうと
ともに、
これに伴う事故発生の防止が期待できる。また、
路線バスなどの公共性の高い自動車にたいしても同様
の優先走行機能を付与することにより、バス機能の低
下を防止することができる。
（4）走行情報の提供
車載機器搭載の自動車にたいし、走行中に制限進度、
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事故

路

路上
送信機

上

ア

ン

テ

ナ

図 4 緊急時の 1 者報伝達の一例

徐行、一時停止などの走行情報を表示し、運転者がこ
れらの情報に従わないばあい、自動的に警告するよう
になっている。これにより運転者の不注意による事故
防止が可能となる。図 3 に走行情報提供方法の一例を
示した。
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都市新交通システム

（外部システム）
︵中央管制機構︶

信号制御システム
高速道路管制システム
大気汚染監視システム
運行管理システム

中央管制卓
コンピュータ
システム

中央放送装置

車 両 可 変
感知器 情報板

個別通信用
路上アンテナ

3）システム構成の概要
に下記のような機器構成をとっている。図 5 にその概

路上送信機

狭坂通信用
路上アンテナ

車載入出力
装
置

要を示す。
（1）中央機構
①システム全体の管理ならびに情報処理機能（地域総
合情報管理、地区別経路探索および通信制御用）を
持ち、中央管制卓、コンピュータ・システム（図 6
参照）、緊急放送装置などからなっている。

︵車載装置︶

音声通信
双方向
デジタル
通信
車載通信機
車載ラジオ

︵路上装置︶

路上制
御装置

頁図 4 に緊急情報伝達の一例を示した。

前述の機能を実現するため、本システムでは基本的

可変情報板
制御システム

路上端末機

事故等を防止し、速やかに緊急事態の収拾を図る。前

②コンピュータ・システムは、路上装置から送られて
くる自動車の出発地点と目的地点を含む各種交通流
情報を蓄積・処理し、管制官にたいし、交通流管理

図 5 システムの基本構成

上必要な情報を提供するとともに、路上装置へ各自
動車に指示する情報を送出する。
③緊急放送装置は、走行中の自動車にたいして音声に

（5）緊急情報の提供
緊急災害、公害などのため交通規制が実施されたば
あい、管制センタから音声電波によりこれらの緊急情

よる緊急情報を送出するもので、地域別に適切な内
容の情報を提供可能である。

報が送出され、運転者に注意を促し、混乱ならびに渋滞、
地域コンピュータへ
地域コンピュータへ

管制卓へ
管制卓へ
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図 6A 地域コンピュータの構成
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路上機へ
路上機へ
路上機へ
路上機へ
合計 100 路上機へ
合計 100 路上機へ

路上機へ
路上機へ

図 6B 地区コンピュータの構成
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ⓑコア・アンテナを利用する電磁誘導通信
ⓒ情報量に重点をおいたミリ波通信
などが考えられ、経済性、工事条件、情

地上用
アンテナ

報量などの諸条件から最適手段を選定さ

5m

れるべきである。
通信方式の概念図を図 7 に示した。

車上用
アンテナ
（ミリ波通信）

大別して、地上との交信用として双方

（磁気コア方式）

向通信機と、その入出力装置および FM

図 7 通信方式

ラジオを強制起動させる機能を持った音

（2）路上機器

声受信機からなっている。

①中央における情報処理装置から送られる自動車への

（4）路上送信機

情報の受信制御ならびに一時記憶と、自動車との個

中央の緊急通信用放送装置から送られる音声放送を、

別通信を路上アンテナを介して送受する機能を持っ

地域別に自動車へ送出するための送信機である。

ており、また一方、自動車からの個別情報の処理な

（5）可変情報板

らびに中央への伝送する機能を併わせ有している

路上に設置し、一般車を含めて道路選択情報および

②この他、路上に設置されている車両感知器で得られ

道路状況の表示をおこなう。

る車両識別信号を解析処理したのち、中央へ情報を
伝送する機能も持っている。

4）主な情報とそのフロー

③以上の機能のうち、自動車との通信方式として、

本システムにおける主要な情報とそのフローは、基

ⓐループ・アンテナを利用する電磁誘導通信

本的には図 8 のとおりである。
外部システム

中央管制機構
・車種・車番
目的地
通過時刻
（サンプリン
グ）
・感知器情報

・目的地別
右左折指
示テーブ
ル

*

*
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感知信号

車両感知機

・

高速道路管制

″
″
″

走行情報用
路上装置

・感知信号
・車 両
感知器

・緊急情報など

印はドライバーに対する最終出力情報を示す。

図 8 情報の流れ

1,500
CVS（Computer
controlled

Vehicle System）
1）CVS の位置付け
形態によって種々の体系に分類されて
いるが、その主な分類方法として、
①輸送距離の長・短（都市間あるいは

路上放送機

*

3,000

都市内交通など）

・表示すべき規
制標議の種類
・基準速度

車載装置

2

新交通システムは、その目的および

・主要目的地
別径路又は
主要径路別
・表示内容
混雑度
制御信号
・感知器情報

可変情報板

・右左折指示

車載装置

交通流情報

広域信号制御
運行管理

径路誘導用
路上装置

・目的地
・車種
車番

交通流情報

大気汚染監視システム

1,850

（ループ通信）

（3）車載機器

*

・緊急情報など

②動力別（地上動力、車上動力）
③軌道の有無（ガイドウェイ、フリ―
ウェイ）

車載装置

④制御方式（有人・無人運転）
があり、このほか輸送量の規模も考慮
の対象になる場合もある。
以上の分類から CVS は、中量、外
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都市新交通システム

部制御によるガイドウェイ・システムに属している。

御による自動運転
⑤動力は電気により、最高速度は 50 〜 60km となって
いる

2）ガイドウェイ・システム
一般的にガイドウェイ・システムと総称される交通方
式の開発は、近年先進諸国でそれぞれの国情に合わせ急

などであり、住宅地域と主要駅間の輸送手段および大都
市内の拠点関連絡用などに効果があると考えられる。

足に進展しており、わが国においても独自の開発ないし
は外国からの技術導入が多くの企業体等により進められ
ている。その主なものとして、PRT（ボーイング・神戸

CVS は機械振興協会が中心となり、通産省をはじめ

製鋼・日商岩井）
、MAT（三菱重工・三菱電機）
、ニュー

とする関係官公庁、大学の指導により、製鉄、建設、

トラン（LTV・新潟鉄工・住友電工）
、KCV（川崎重工）
、

機械、自動車、通信機、電線等の 8 民間企業が参加し

VONA（日本車両・三井物産）
、パラトラン（東急・日立）
、

て開発されたもので、昭和 48 年に東京都東村山市に試

CVS（機振協）などがあげ

1,500

験施設が設けられ、現在実用化試験が実施されている。

られる。これらに共通の機

システム

能として、

1,850

″
″
″

3）CVS の概要

CVS の特徴として、
①ガイドウェイのネットワーク上を走行する無人運転

①ガイドウェイの全長は、
約 5 〜 15km 程 度 の 専

のタクシーといえる（個別輸送）
②したがって、1 車両あたりの乗員がなく（4 名程度）、

用道を使用する

多数の車両を短い車両間隔で運行できる。交差、分

② 1 時間あたり 1 〜 2 万

ど

人程度の輸送力を持っ

岐も自由
③車両群の制御はすべてコンピュータによりおこなわ

ていること

3,000

れ、ガイド・ネットワーク全体の交通流制御と車両

③車両の定員として、CVS

*

報など

図 9 CVS 試作機

各個の運行制御を同時に成立させるシステムである

を除き 20 〜 60 人程度

があげられる。図 9 に試作のガイドウェイ断面ならび

の 乗 合 制。CVS は 4 〜

に車両外形を、図 10 に CVS 制御システムの概要を示

5人

した。

④運行はコンピュータ制
シティ・コンピュータ
スーパーウェイ・
コンピュータ

スーパーウェイ・
コンピュータ

スーパーウェイ・
コンピュータ
モジュール・
コンピュータ

モジュール・
コンピュータ

モジュール・
コンピュータ
レスキュー・
コンピュータ

レスキュー・
コンピュータ
カンタム・
コンピュータ

カンタム・
コンピュータ

カンタム・
コンピュータ

カンタム・
コンピュータ

カンタム・
コンピュータ

カンタム・
コンピュータ

カンタム・
コンピュータ

カー・コンピュータ
カンタム・ストップ

図 10
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カンタム・
コンピュータ

ポイント・コントロール
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センターを中心に、新日鉄、日産自動車など 6 社の企

3 デュアル・モード・バス・システム

業グループがすでに開発に着手し、49 年度からは日立、
日本電気、住友電工など 11 社が参加して各企業の得意

1）デュアル・モード・バスの定義と目的
前章で述べた新交通システムの分類の中で、1） ③軌

とするテーマについて研究し、より国家的なシステム

道の有無による項があるが、現在のバスおよびガイド

として完成させるよう努力中である。

ウェイ・システムに属する各種バス・システムが、い
ずれもシングル・モードのバス車両形式であるのにた

3）本システムの基本機能

いし、デュアル・モード・バスはその両機能を併存す

デュアル・モード・バスは、住宅地域内の街路上では

るユニークなバスであり、専用ガイドウェイ内と一般

通常のバスと同様に運転手により運転され、特定地点間

道路上の走行の両方を可能とするものである。これは

（たとえば、住宅地域のターミナルから鉄道駅の間）に

専用ガイドウェイの建設上の制約と、一般道路におけ

施設された専用ガイドウェイでは、高速無人運転により

る利用上の制約ならびに排気ガス、騒音発生による公

運行される。動力としては、街路上では、バスに搭載さ

害などを考慮して立案され、その第 1 段階として、都

れるバッテリーを使用し、ガイドウェイ上では外部より

市人口の集中化によるベッド・タウンとその最寄りの

供給される電力を利用する。したがって、ガイドウェイ

鉄道駅とを結ぶことにより、都心との輸送機能の確保

走行に際しての安全性の確保、走行誘導、外部とのコミュ

を目的に開発に着手されたものである。

ニケーションなど機械的、電気的、力学的な各方面の最
新技術を駆使した交通システムとして社会環境ならびに
省力化面からの効果も期待できる。図 11 に本システム

2）本システムの開発概要
本システムは上記目標のため、昭和 48 年度より建設

の制御系ならびに通信系の一例を示した。

省の総合開発プロジェクトとして発足したもので、官・
学・民一体となり 5 ヵ年計画で完成する予定である。

あとがき

交通計画などの実施面を含めた「ソフトウェア」に関
しては、建設省を中心とした官界、学界および有識者

新交通システムに関しては、その目的、適用地域、

で構成される委員会で検討されており、システムを含

生活環境などのさまざまな条件により諸外国を合め多

めた「ハードウェア」に関しては、国土開発技術開発

種多様な開発がおこなわれ、一部外国では実施例も見

一般路
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ガイドウェイ・ストップ

FTL
駅

速度指
示情報

一般路バスストップ
バス

表示板

ＢS デマンドボタン

一般路
ループ
アンテナ

ＢS
ループ
アンテナ

ＢS

単位通信
区間
40

閉塞区間
20

0

0

40

閉塞区間
40

Ｌ1Ｌ2…ガイドウェイ・ループアンテナ

ループ 地上装置 WSC
アンテナ

有線通信路
LINE UNIT

30

車両

WSC

WSC

40

30

20

WSC

0

車両

0

WSC

駅ター
ミナル

40

Ｌn 通信

ループ
WSC アンテナ

WSC
路

LINE UNIT

通信装置

有線通信

中央制御装置
I/F
CPU

図 11

74

デユアル・モード・バス・システムの制御系、通信系の一例

ビジネスコミュニケーション

2014 Vol.51 No.12

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)
特集：新しいシステムとその技術 ̶システム技術編̶

新しいバンキング・システム

られるが、未だ決定的と考えられるものはないと言え

氏に多大のご助力をいただいたことを深く感謝する次

よう。これは交通対策が社会システムの中でもきわめ

第である。

て国民に与える影響が大きく、その信頼性はもとより
社会経済、地域住民生活にたいする、現在ばかりでな

< 参考文献 >

く将来の姿を十分に見極めて進めなければ優れたシス

1）五十嵐義男 :「自動車総合管制システム」昭 49.6 交通運輸計画シンポジウ

テムとして受け入れられないと考えられる。なお、本
稿執筆にあたっては、日本電気中央研究所の道田秀男

ム報告、日本科学技術連盟
2）佐藤秀一 「
: 新交通をめぐる最近の動向と問題点」昭 49.1、雑誌「道路」p.24
～ 45

新しいバンキング・システム
●加藤

栄護

富士通株式会社 システム部 第 1 兼第 4 システム部長

システムとして、異なる思想のもとに異なるチームに

はじめに

よって開発される場合が多かった。しかしながら、第 2
次オンラインが貸付・外為等の意思決定を必要とする
分野に拡大され、MIS がオンラインで収集・蓄積した

1）バンキング・システムの歩み
銀行業界におけるコンピュータリゼーションはバッチ処
理に端を発し、第 1 次オンラインの実現、経営情報システ

データをも利用するに至り、統一ビジョンに基づくトー
タル・バンキング・システムの開発が必要になった。

ム（MIS）の試行を経て現在に至っている。コンピュータリ
ゼーションにおける先進銀行の当面の課題は、第 2 次オン
ライン・システムの実現と MIS の拡大・実用化である。

2）第 2 次オンラインヘの期待
すでに各行で稼動している第 1 次オンラインは、処

バンキング・システムは、顧客取引をリアルタイム

理時間短縮、正確性、ネット・サービス等のサービス・

に処理するオンラインと、トップおよびミドル・マネ

アップをもたらしたが、主として事務処理面の合理化

ジメント層の意思決定をサポートする MIS から構成さ

を目的としていた。このため、事務量の多い預金・為

れる。従来、この 2 つのシステムはほとんど無関係な

替を中心とするシステムで、処理方式も科目ごとにク
ネットワーク・
コントロール・
システム
汎用
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ローズした比較的簡単なシステムであった。開発後も、
銀行内外の要求に応じてキャッシュ・ディスペンサ、
うために改造を重ねてきた。
しかしながら、オンラインを経験しその有効性を認識
していくうちに、マネジメント層・営業店よりのシステ

普通元帳

属性 普通の口座番号 当座の口座番号

当座元帳

のオンライン化、銀行営業の時間的・空間的拡大、新商品・

A
B

DBMS

BDAM
普通貯金プログラム

貸付プログラム

当座プログラム
CMF

顧客Ａ
顧客Ｂ

属性 普通取引情報 当座取引情報

貸付取引情報

の面からみても、第 1 次オンラインの改造では対処でき
なくなったわけである。一方、コンピュータ技術の発展
も急速で、巨大コンピュータの出現、ノーダウン・コン
セプト、データ・ベース・システムの実用化、フロント・
エンド・コンピュータ概念、インテリジェント・ターミ

C
M
F

方式

新サービスヘの対応等々である。思想・規模・技術のど

I
N
D
E
X

貸付元帳

A
B

A
B

ムヘの期待は質的に変化してきた。顧客概念に基づく全
科目オンラインの実施、情報サービスの実現、日計処理

貸付の口座番号

方式

総合口座、2 年定期等のオンライン・サービスをおこな

INDEX ファイル

顧客Ａ
顧客Ｂ

DBMS
普通貯金プログラム 当座プログラム

貸付プログラム

図 2 新システムのファイル設計

ナル、新しい開発運用技術等、上述の期待を満足させら

置の利用効率、バッチ処理等の面では INDEX 方式が優

れる技術が考案されている。第 2 次オンラインは上述の

れ、科目間振替処理、将来への拡張性等の面では CMF

期待と技術を背景に、今着々と開発されつつある。

が優れていると言える。新しいファイル体系では、こ
の他にも属性情報、日足情報、取引明細の管理とか、

1 新しいオンライン・バンキング・システムの技術

カナ文字による索引とかの工夫をおこなっている。
②ファイル・アクセス・メソッド

1）センタ・システム
（1）顧客概念に基づくシステム
新しいオンラインの基本的処理単位は顧客である。

従来のシステムでは、ファイル処理は BDAM（Basic
Direct Access Method）によっておこなわれていた。デー
タ構造の複雑化とデータ・ベース・システムの定着化

顧客への情報サービス、科目間振替処理、的確な融資

に伴い、全部もしくは一部のファイル処理にデータ・

サポート、複合新商品への対応、良質顧客の把握等の

ベース手法を利用するシステムが多くなっている。

要望に応えるためには、従来の科目口座を処理すると
いう考え方では不可能である。口座処理から顧客処理

（2）完全オンラインの実施と MIS インタフェース
利益追求をめざす第 2 次オンラインでは、処理パター

への変化は、ファイル設計に大きく影響する。

ンの多い貸付、
外為、
日計をオンライン化をするとともに、

①ファイル体系

MIS とインタフェースを持つ。バンキング・システムでは、

顧客概念を基本とする新システムでは、科目ごとの

各業務が有機的関連を持つので、業務が 1 つ追加される

情報が顧客単位になんらかの手法で関連づけられねば

とインタフェースが相乗的に増加し、システム設計がむ

ならない。代表的手法は、
INDEX 方式と CMF（Customer

ずかしくなる。複合システムの成否は、フレームワーク

Master File）方式である。各科目ごとのマスタ・ファ

とスケジュール管理にかかっていると言える。

イルとインデックス・ファイルを持ち、インデックス・

①ソフトウェア構成

ファイルで顧客単位に名寄せをおこなうのが INDEX 方

バンキング・システムでは、オペレーティング・シ

式である。CMF 方式では、顧客に関する全口座をまと

ステム、業務処理プログラムの他にオンライン・コン

めてファイルに収容する。システムの移行、大記憶装

トロール・プログラムが必要である。一般的には計算
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新しいバンキング・システム

オペレーティング・システム
ターミナル

システム管理

1

ジョブ管理

タスク管理

プログラム制御

ターミナル

回線
制御

ターミ
ナル制
御

n

業務処理
プログラム 1

データ・ベース管理
業務処理
プログラム 2

業務処理
プログラム n

データ
管 理

障害管理

障害管理
オンライン・コントロール・プログラム

図3

データ・
ベース

一般
ファイル

データ・ベース・システム

ソフトゥェア構成

機メーカより汎用パッケージが提供され、ターミナル

コミュニティ・バンキング機能とである。前者の例とし

制御、待ち行列制御、プログラム制御などをおこなう。

ては全銀データ通信システム、
日本キャッシュ・サービス、

最近のパッケージでは会話型処理、データ・ベース・

銀行間の代受／代払制度がある。後者の例としてはテ

インタフェース、複数コンピュータ制御、障害リカバ

レックス網による入金通知、POS サービス、地域自振等

リー機能等が提供され、ユーザ・プログラマは業務処

がある。システム・ネットワークの拡大の意味は、単に

理に専念すればよくなっている。

複数システムのオンライン接続にとどまらない。全銀セ

②業務処理プログラムの構成

ンタにおける銀行間決済、POS における販売在庫管理等、

銀行の全業務をオンライン化すると、センタで処理し

関連システムのコンピュータリゼーションの促進をも目

なければならないトランザクションのパターンは 1,000

的とする。新しいオンラインはこれらのニーズを満足す

種以上に達する。個々にプログラムを作成しインタ

べく、汎用フロント・エンド・コンピュータ、インテリジェ

フェースを合わせるのは不可能である。第 2 次オンライ

ント・ターミナルよりのリモート・チャネル、公衆回線

ンでは、サブ・システムという概念と共通資源という方

網の制御機能を持っている。

法でプログラム間のインタフェースを少なくするととも

（4）新しいシステム運用技術

に、オンライン・システムとしての一貫性を保っている。

従来のバンキング・システムは、日中にオンライン

各営業科目が、おのおの 1 個のサブ・システムを構成し、

処理をおこない、勘定締上げ後関連バッチ作業を開始

顧客情報処理サブ・システムと日計処理サブ・システム

し、作業は深夜にまで及んでいた。新しいシステムに

とを併わせて業務処理システムを構成する。共通資源と

はオンライン運転時間の延長と夜間作業の縮小が強く

してはファイル、共通テーブル、リカバリーのためのロ

望まれている。基本的にはオンラインとバッチをコン

ギング・データとこれらを処理する共通サブ・ルーチン

カレントに処理することによって解決できる。オンラ

とがある。おのおののプログラムは、共通資源について

インのデータがオープン時と午後 1 時頃に集中してい

は自分で処理するのではなく、共通サブ・ルーチンに依

ることを考えると、システムの有効利用につながる。

頼する。共通資源の処理をする時には、
排他制御、
前処理、

技術的には処理装置、メモリ、ファイル等の共用かつ

後処理等の規約に従わねばならない。

ダイナミックな管理とキャッシュ・ディスペンサのサー

（3）銀行ネットワークの拡大
第 2 次オンラインの目的の 1 つに銀行営業、銀行サー
ビスの空間的拡大がある。共同センタ、他行、他企業

ビスを続けながら勘定の精査・締上げをおこなうこと
のできるシステムでなければならない。
（5）新しいシステム開発技術

のシステムと接続することによって、システムのネッ

オンライン・プログラムの開発はむずかしいと言わ

トワークを飛躍的に拡大する機能と、新しいターミナ

れるが、理由は 2 つある。その 1 つは端末回線等のオ

ルや新しいサービスにより各地域の商取引に深耕する

ンライン特有の資源制御である。もう 1 つは非同期に
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発生するデータを矛盾なく処理し、障害発生時にも正

ステムの形態には、並列型のロード・シェア方式と直

しく処理しなければならないからである。初期のシス

列型のタンデム方式があるが、バンキング・システム

テムではユーザ・プログラムで端末・回線を意識して

にはロード・シェア方式が多い。

いたが、汎用コントロール・プログラムの提供により

（7）NO DOWN CONCEPT の追求

ユーザ負担が軽減した。最近はプログラムとファイル

バンキング・システムの適用範囲が銀行全業務に拡

独立を図るために、コントロール・プログラムとデータ・

大され、さらにはネットワークの拡大により社会的機

ベース・システムをセットにして提供しているメーカ

能として利用されはじめると、システムの障害は非常

もある。回線、ファイル等からのユーザ・プログラム

に大きな意味を持つ。ハードウェア面で高信頼素子の

の独立は、通常の処理時のみならず障害発生時にもメー

採用、障害自己修復措置等が講じられているが、障害

カ・ソフトにより標準処理されることになり、その意

のないシステムはありえない。コンピュータ・コンプ

義は大きい。結果的にはユーザは業務処理に専念すれ

レ ッ ク ス・ シ ス テ ム と か ら み な が ら、NO DOWN

ばよくなるわけである。

CONCEPT が追求されている。

さらに最近のバンキング・システムでは、オンライン・

①ロード・シェアによるセンタ・ノーダウン・システム

プログラムを高級言語で作成して開発期間・工数を削

正常時は 2 つ以上のシステムに回線を分割して収容

減する例が多くなっている。大規模システムでは、メー

し、ファイルは全システムで共用する。どれかのシス

カ・ソフトのサービス範囲が拡大され、1 件のトランザ

テムに障害が発生すると、瞬時のうちに障害システム

クションを処理するための総ステッフ数に占めるユー

に接続されていた回線を正常システムにつなぎかえる

ザ・プログラムのステップ数は、2 割前後となっている。

ことによって、営業店では障害を意識しなくてよい方

オンライン向けの高級言語の開発、言語のオプティマ

式である。

イズ技術の向上と相俟って、高級言語を採用しても総

②クイック・リカバリーによるセンタ・ノーダウン

合処理能力への影響はほとんどない。この他にも、ス

万一、システムに障害が発生しても、数分で運転を

トラクチャード・プログラミング、デバッグ・シミュレー

再開すれば、営業店、ネットワーク・システムヘの影

タ等の工夫がなされている。

響はほとんどない。システム初期設定後のメモリ状態

（6）巨大コンピュータと複数コンピュータ・システム
新しいシステムは、オンラインのデータ量増加にも、

を大記憶装置にハウス・キープしておき、障害時には
クイック・ローディングをおこなう。リカバリー用の

業務面の質的レベル・アップにも対応できるシステム

ロギング・データを高速ドラムにブロッキングして収

でなければならない。大手都市銀行のピーク日、ピー

容する。メモリ上の精査カウンタ、制御テーブル等を

ク時の 1 時間あたりのデータ量は昭和 52 年に約 60 万

一定の周期でハウス・キープする等の手法により、リ

件、昭和 56 年に約 100 万件が予想されている。現在

カバリー時間は大幅に短縮されている。

の巨大コンピュータの処理装置は高速演算素子の採用、

（8）バンキング・システムの移行

バッファ・メモリの採用により、1 秒間に約 200 万回

1 日たりとも停めることのできないオンライン・サー

の演算が可能である。さらに 1 つのシステムに 2 つの

ビスをハード的にもソフト的にも新しいシステムに移

処理装置を接続できる。しかし、このようなコンピュー

行するには高度な技術を要する。センタの移行方法は 2

タをもってしても 1 システムでの時間あたりの処理能

つある。1 つは、新旧コンピュータに互換性がある場合

力は 35 万〜 40 万件が限度である。このため、大規模

に、ハードウェアと回線を一斉に新システムに切り替

システムでは、複数のコンピュータ・システムから構

えて、業務処理プログラムを徐々に旧から新に移す方

成されるコンピュータ・コンプレックス・システムが

法である。もう 1 つは古いシステムと新しいシステム

常識化している。コンピュータ・コンプレックス・シ

を直接あるいは中継コンピュータ経由で回線接続し、数ヵ
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新しいバンキング・システム

店ずつ回線を切り替える方法である。営業店の移行では、

ズ・マシン

徐々に増設された端末機の処偶が問題である。膨大なコ

③その他

ストを考慮したばあい、新システムのサービス開始後も

・サブ・センタとして機能するための入出力装置（ディ

一定期間、新旧端末を混用する例が多い。このばあい、

スク、磁気テープ等）の接続

新端末のインテリジェンス性、センタ・コンピュータ同

・回線料金節減のための時分割多重装置、集配信装置

様の新旧ターミナルのファミリー構想が有効である。

・センタとのデータ伝送、プログラム伝送機能
・RAS 機能の充実

2）ターミナル・システム
営業店、パブリック・スペース、他企業に配置され

2 経営情報システムの概要

るターミナル・システムは、バンキング・システムの
最前線に位置し、オペレータあるいは顧客自身と直接

第 2 次オンラインの実現とともに、経営情報システ

接触する重要なシステムである。コミュニティ・バン

ム（MIS）を本格的に活用しようという動きが顕著であ

キングを指向すると、ターミナル・コントローラには

る。MIS には 2 つの分野がある。その 1 つは、データ・

地域サブ・センタの機能が要求される。システムヘの

ベース・システムを利用して情報の蓄積管理・検索を

期待、環境条件の変化とともに、ターミナル・システ

中心とする分野である。具体的には、顧客情報システ

ムも変化しつつある。ミニコンあるいはマイクロ・コ

ム（CIF）、支店情報システム（BIF）、人事情報システ

ンピュータをベースとしたインテリジェント・ターミ

ム（PIF）、外部環境情報システム（マクロ・データ、

ナル、ファミリー構想、マン・マシン・インタフェー

ミクロ・データ、他行情報等）、市場データ・システム（営

スの追求、高性能端末機器等々であるが、以下にその

業店の立地環境情報等）などがある。

要点を列挙する。

もう 1 つの分野は、これらの蓄積された情報にマネ

①柔軟なシステム構成

ジメント・サイエンスを適用して、情報の加工・分析

・1 台のターミナル・コントローラに多種多数の端末装

および予測等をおこない、意思決定のサポートをする

置が接続可能である

MDS システム（Management Decision Support System）

・従来の端末機を新しいターミナル・コントローラに接
続するファミリー構想がある
・ターミナル・コントローラより、さらにリモート端末
を接続できる

である。マネジメント・サイエンスを経営に適用する
動きの背景としては、経営環境の複雑化、コンピュー
タ利用の高度化（業務処理システムの完成）、マネジメ
ント・サイエンス手法の発達（OR、推測、統計学、計

・ターミナル・コントローラの制御はストアード・プロ
グラム方式で変化への対応が容易である

量経済学、多変量解析等）、コンピュータ関連技術の発
達（各種アプリケーション・パッケージ、TSS 機能、ハー
ドウェアの性能アップ）などが考えられる。

②豊富な端末装置
・カードあるいは通帳の磁気ストライプ読取り・書込み
可の記帳機

マネジメント・サイエンスは、銀行経営の全段階
（PLAN − DO − SEE）に適用され、それぞれの分野で

・オペレータ・ガイダンス機能を持つ端末

マネジメント・サイエンス・モデルが開発される。経

・高速プリンタ装置

営計画（全体計画）の段階には、外部環境予測システ

・マン・マシン・インタフェースを考慮したディスプレ

ム（マクロ予測モデル、全国銀行預貸金予測モデル、

イ装置

投資計画モデル等）がある。店別計画および営業活動

・無人端末（キャッシュ・ディスペンサ、デポジッタ）

の段階には、営業店経営戦略システム（預金配分モデル、

・テラー、計算係の負担を軽減するオンライン・テラー

戦力配分モデル、営業店収益モデル等）および市場関
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連システム（店舗立地環境分析モデル、店舗特性分析

績評価の段階のシステムとしては、業績評価モデル、

モデル、預金者行動分析モデル等）がある。また、業

戦力効率値分析モデルなどがある。

新医療情報システム
●山口

清士

東京芝浦電気株式会社 医用機器事業部 医用機器技術部長

はじめに

ステムに関係のある領域では、顕著な傾向が現われてき
たことが感じられた。すなわち、
医療機関に従事する人々
のなかで医療システムあるいはコンピュータについての

1975 年は医療情報のシステム化にとって新しい時代

知識を持つ人々が増えてきたが、反面コンピュータやシ

であり、苦難の時代とも言えるであろう。冒頭からこ

ステム化について興味を示しながらも、あまり学問的に

のような書き出しはまことに不穏当なことと言えるが、

追求せず常識的評論家の域を出ないグループとの知識に

実はこの原稿を訪米の道中に書いており、初めに予定

たいする格差が非常に大きくなっている。これは病院の

していた原稿用のメモの内容が、訪れた病院の現状や

システム化あるいはコンピュータの導入にあたって、

話合った医師による最近の状況の紹介などから、幾度

メーカにたいする要望事項のなかに明瞭に現われてきて

も修正をする必要が出たためとも言える。

いる姿で、われわれ自身が勉強させられる場合と困惑さ

アメリカにおいては、すでに 3,500 ヵ所の病院がな
んらかの形でコンピュータを使用しているが、最近感
じられることは使用方法が何となく一つのパターンと

せられる場合とがあり、今後の医療のシステム化にあ
たっての 1 つの課題と考えたいのである。
すでに医療のシステム化は、その善悪は別として、限

して確立しつつあることである。特に目立つことは、

りある医療資源の有効利用という面から、着々と医療の

100 床以下の病院の 70% 程度はまだコンピュータを使

世界に定着しつつあることは否めない事実であろう。

用していないことと、電話回線を使用したネットワー

さて医療のシステム化あるいはコンピュータの導入

ク・システムが徐々にではあるが増えてきていること

にあたって、ここ数年間はすべてが暗中模索の状態で

である。

あったと言っても過言ではなかろう。すなわち、実験

さてわが国では、1974 年末までに約 250 ヵ所の医

データのない結果論を予想の上に立って論じ、それを

療機関でコンピュータが導入され稼動を始めている。

実際の業務に結びつけようとした机上の論が多く、ま

またその結果、コンピュータ応用についての実績もい

た抽象的な話に終始する場合が多かったと言える。し

ろいろな形のデータとして紹介され始めている。新年

かし、1974 年に入って先進的な医師あるいは医療の従

にあたって、過去の経過を顧みながら 1975 年の展望

事者により多くの実験データが得られた結果、その有

について考えてみたい。

効的な使用方法も具体的な例示として発表され始めて
いる。しかしながら、現在でも開発的要素の強い段階

1 開発業務と実動業務

のものと十分実用化可能なものとがシステム導入計画
者の頭の中で区分けされておらず、玉石混淆している

1974 年に入って、われわれメーカ側からみた医療シ

80
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ことであって、せっかくの計画も実行に移した段階で

は誠に憂慮すべき状況にある

とまで言われているよ

十分な効果を発揮することができないばかりか、逆に

うに、病人（それが入院を必要としない疾病であった

従来の業務をも混乱に陥れるとともに有効であるべき

としても）は、いついかなる場所においても手厚い医

システムそのものが誤解される危険性がある。1974 年

療を受けることが当然の権利であるという時代になっ

はこうした時期であったとも言えるのである。今後は、

ており、それに加えて保険医療の普及に伴う不要不急

十分検討され成熟した実用業務と開発業務とは区別し

な医療需要の増大も医療のシステム化に拍車をかけて

て考えるべきであって、作業内容もおのずから区別さ

いるといえる。これは医療の体系化、システム化を考

れるべきである。

えない政策により起こった現象であり、事前に医療の
体系化・システム化のための対策がとられていたなら

2 医療と医療情報のシステム化

ば、もう少し効果的な純有疾者であり緊急患者にたい
しての医療の供給が円滑におこない得たであろう。

コンピュータが開発されてすでに十数年になり、各

また一方、医療技術の進歩あるいはその技術水準は

種の領域で活躍しているが、その開発のために要した

高度化・多様化の方向に向かっており、そこに発生す

費用は莫大なものであった。今後もなお開発費用はな

る医療情報（医師の頭に収められる知識を合めて）は

まやさしい額とは思えない。医療の世界でも同様であっ

幾何級数的にあるいは爆発的にと言ってもよいほどに

て、今後相当な資金と知力を投入する必要がある。幸

増えているのである。また、医療体系の複雑化に伴う

い 1974 年度に厚生・通産両省共管の「医療情報シス

事務量の増大もこのなかに加えねばならない。しかし

テム開発センター」が設立され、国家的にも医療のシ

ながら、人間の持つ能力・精度には限界があり、能力

ステム化に注力されてきたことは注目されるべきであ

を越えたときはそこにある種の断層と破綻が現われる

り、喜ばしいことである。これで見てもわかるように、

のであって、現在の医療はこの末期的病状となってい

最近の世の中は単独で世の中が送れる時代ではなく

るのではなかろうか。これに対処する手段として、医

なってきており、医療の世界も専門的な狭い分科のな

療情報のシステム化が叫ばれている所以でもある。診

かのみでの医療というものは遠からず姿を消してゆく

療介助の手段、医師の記憶、解析、計算あるいは記録

ことであろう。

作業を一時的にも代行し得る機器やソフトウェアがあ

またこの狭い分科に固執し、診療あるいは予防医学

るならば、医療あるいは医師は本来のおこなうべき業

に腕一本で立ち向かっていたのでは、近い将来時代遅

務に専念できるはずである。このことから医療情報シ

れになることも明らかである。すなわち、現代の医師

ステムが大きくアピールしてきているのであって、科

の周辺にはあまりにも膨大な医療情報があふれており、

学技術に支えられて発展している現在の社会のニーズ

医師に要求される知識あるいは行為を完全にこなすこ

にも応えるとともに、医療従事者の能力の拡大のため、

とはほとんど不可能となりつつある。しかし幸いにし

医療情報システム化の実現を急がねばならない。

3

3

3

3

3

て、この知的作業の一部を代行し得る代用品として（あ
るいは補佐役としての）システム機器が開発され、実

3 19 世紀病への挑戦

用化し得る時代となってきている。これらが広く医療
の世界で有効に活躍し、いつでもどこでも国民の要望

まことにおかしな表現と思われるかもしれないが、

に応えて普及するのはまだ大部先のことではあるが

医療のシステム化にあたって、わたくしはあえてこの

1975 年以後はその熟成期に入ることとなろう。

言葉を使ってみたのである。本稿ではもっとハードウェ

最近の病院における傾向を見ると、 老人にベッドを

アやソフトウェアについての具体的な問題を期待され

占領され、緊急を要する患者にたいするべッドの供給

たかもしれないが、多くの図書・雑誌にゴマンと発表
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されているので、ここではあえて省略した次第である。

対患者とのヒューマン・リレーションにはずいぶんと注

「わが国の医療の進歩のために必要とされる医療のシ

意している点がうかがわれ、感心させられることが多い。

ステム化あるいは医療情報のシステム化にあたって、

上にあげたことはわずかな一例であるが、このような問

何がそれを妨害しているのか ?」という問題については、

題を地道に解決していかなければ、医療のシステム化は

それがタブーなのかあるいは村八分になるのを恐れて

なかなか前進しないであろう。

か、文章としておめにかかることは少ない。しかし、

次に医療機関のなかを見ると、システム化以前の問

誰かが一度はこの問題を提起する必要があるのではな

題が山積している。アメリカではエルカミノ病院のよ

かろうか。

うに、院内のほとんどすべてのシステム化を完了し実

さて、具体的に 1 〜 2 の例をあげてみることとする。

動に入っているが、医師団のなかにあまりにも機械化

まずあげられるのは、医療についての国民の認識不足

された結果、医師の自尊心を傷つけられたとしてお冠

があげられよう。これは国民にたいしての医学的知識

りの医師が現われたという場面もあり、医療のシステ

の教育不足によるもので、過去における

ム化の先進国でさえこの姿が見られるのであって、こ

的で

与える

医は仁術

的な思想の横行であろう。その結果、

れからのわが国の医療機関でのシステム化は、医学本

患者は医師にたいして必要以上に接する機会や時間を

来の曖昧さや閉鎖的な環境がいかに改善されるかが重

要求し、不必要な診断・治療を知らず知らずのうちに

要なポイントとなろう。

強要した形となり、医師はまた息者からの不評を被ら

さらにメーカ（ハードウェア、ソフトウェアを含めて）

ないための防衛策として、それなりの処置をおこなっ

側にも多くの問題を残している。特に強調したいのは、

ている。もちろん治療のためには患者の心理状態や精

ユーザにたいして過去の一般的な（医学以外の領域に

神身体医学的な考慮は絶対的な条件として必要である

おける）経験ならびに実績から、どんな要望にたいし

が、現在の医療は病的と言ってよいほどに問題が多く

ても可能であるような印象を与えるべきではない。現

なってはいないだろうか。この結果、
システム化の導入、

にコンピュータが導入されたあと、1 年以上もの間コン

機械化あるいは自動化に伴う人間疎外の悪い点を強調

ピュータが満足に稼動しないことが多いのはそのよい

されることがあるが、これはむしろ反対のための反対

例と言えよう。このよう背景を考え、筆者は問題以前

ではなかろうか。

の 問 題 と し て の 19 世 紀 的 な 疾 病 に 挑 戦 す る こ と が

たとえば、臨床生化学検査の自動化機器が非常な勢い

1975 年の大きな命題と考えている次第である。

で普及しているが、これはそのスピード性、精度、信頼
性の面から進んだ技術として取り入れられ、医療の質的

4 医療におけるシステム・タイプ

向上と医師に提供する客観的データの信頼性の向上に役
立っている。その他の臨床検査についても言えることで、

医療の中のシステムを概説しようとすると、まこと

機械化、自動化することは診断精度の向上となり、患者

にその範囲は広く簡にして要を得ることはむずかしい。

にとっても良心的な医療のサービスとなるのである。こ

また一つの業務について検討を始めると、その業務に

のような点をあらゆる機会をとらえて大衆にアピールす

関連して非常に複雑な繋りが見られ、システム化に必

べきであろう。人間疎外の悪い傾向を生むと言われるの

要な統一化、標準化とはほど遠いことがうかがえるの

は、このような点を十分大衆に認識せしめるための医療

である。前述した曖昧さを例にとると、医師の間に使

サイドの努力不足と考えられ、また診療の手段、方法の

われている技術用語、診療用語（総称して医語用語）

近代化に一層の研究が必要であり、それによって人間疎

の使われ方、ニュアンスあるいはよってくるべき内容

外の起こることを排除すべきであろう。アメリカにおけ

の重みづけなどが一定ではない。西ドイツの病院でコ

る現状を見ると、システム化による医師あるいは看護婦

ンピュ―夕導入を計画した際、あまりにもこのような
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新医療情報システム

問題が多過ぎて、ついにコンピュータ導入をあきらめ

しば慎重論が支持されるが、前述したようにシステム

中止した報告がある。しかしながら、進歩的な医療の

化に必要なハードウェアあるいはソフトウェアはいろ

従事者によりこのような問題も洗い出され順次体系化

いろな形で準備されており、あとはこれを受け入れる

され、現在では総括的に見るとシステム・タイプを次

国民と医療供給者の理解と協調にあると言える。すで

の 3 つに大別することができる。

に実用期に入っているアメリカの医療情報処理の姿を

（1）医事管理システム（あるいは病院管理システム）

見ると、システム化にあたって慎重ではあるが、その

（2）診療システム

波及効果を十分科学的に予測し、テクノロジー・アセ

（3）医療ネットワーク・システム（あるいは病院のオー

スメントといわれる事前評価と科学的な姿勢で導入の
ための努力が払われている。過去の医療にはそれなり

トメーション）
（1）は主として事務的なものと医療の周辺を取りま
く介助業務である。

のよい点も多く、近代化のためと称してすべてを破棄
することが新しい世代の医療とは言えない。しかし、

（2）は直接診療に関係する診断の自動化システムで

前進する社会のニーズに即応した医療サービスは、そ

あって、心電図の自動解析、検査の自動化や看護介助、

こに新しい技術を縦横に駆使し、その時代における良

医師のオーダ伝達、薬物情報、医療データ・バンクそ

心的で客観的にも信頼し得る医療であるとともに、い

の他があげられる。

つでもどこでもあらゆる人々が同じようなレベルの医

（3）は最近大きくクローズアップされてきた包括医

療が受けられるものでなければならない。

療システム、地域医療システムで、その中心をなすも

医療情報のシステム化は、新しい時代の要求である包

のは伝送回線（電話その他）を使った医療情報の伝送

括医療の武器として、単に病院という一機能のみでなく

システムとその運用のためのソフトウェアである。

伝送システムの応用による広い地域にまたがった総合

1974 年に入り、個別のシステムはなんらかの形で実

的な医療にまで拡大することを可能にしたのである。

用化の域に入っており、今後はこれを有機的に実用化

人間の健康を維持増進し、疾病の苦しみを早期に取り

する段階となってきている。1975 年はこれらのシステ

除くとともに急激に増大する医療に対処するためにも、

ム・タイプを前述したように十分理解し、計画性を持っ

情報処理の技術を医療の世界にもっと導入する必要があ

て展開してゆく時代に入ったと言える。 ついでに

主

ろう。1975 年！わが国の医療にとって一つの改革期と

義は厳につつしむべきであり、なんでも可能であるが

なることが感じられるばかりでなく、システム化に伴う

ごとき幻想のもとに総花的なスタートは失敗の原因と

多くの試練が予想される。この時にあたって医は医の側

なる。医療のシステム化はその背景を知れば知るほど、

に立って責任を持つとともに、機器やシステムを開発す

いばらの道であることを知らなければならない。

るメーカも十分その持ち分に責任を持つべきである。
生半可な常識的なシステム思考による医療システム
の設計は、かえって医療を受ける国民のためにマイナ

5 明日への期待

スとなるのであって、政略的な推奨や需要者へのアプ
福祉厚生の向上に伴い、今後もますます医療需要の

ローチはすべきではない。と同時に、その市場性につ

増大は続くことであろう。これにたいし供給側である

いては慎重に検討すべきであって、医療情報システム

医師、看護婦その他の医療従事者の不足を含めた医療

の市場としての医療の世界は黎明期でもなければバラ

資源には限りがある。また医療の近代化あるいは質の

色の世界でもない。しかし、そこには人命をあずかる

向上は、情報量の増大に拍車をかけ能力的にもオーバ

人々の介助と言う重大な使命感を持ったうえでの企業

フローすることは明らかである。

活動でなければならない。

医療情報のシステム化が人間疎外をきたすなどしば
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