
　1987年に国鉄が民営化された際、
全国を一元管理して鉄道貨物輸送を行
う国内唯一の事業体、日本貨物鉄道（JR
貨物）が誕生した。同社はコンテナで
運ぶ「コンテナ輸送」と専用貨車で運
ぶ「車扱輸送」という2つのサービス
を柱に、さまざまな輸送ニーズに幅広く
対応している（図表1）。
　2017年4月現在、約8000両の車
両（機関車、貨物電車、コンテナ貨車
を含む）と7万個近いコンテナを有し、
およそ8000キロの鉄道網と約150の
コンテナ取扱駅を結ぶ鉄道コンテナネッ
トワークを展開。1日で地球約5周分に
相当する19万1000キロを走行し、全
国各地へ日夜、貨物を運び続けている。
　昨今、トラックドライバーの不足や労
働時間の規制強化に伴い、トラック輸

送から鉄道へ転換する「モーダルシフト」
が加速している。安全で環境にやさし
い社会インフラとして、鉄道貨物輸送
への期待が年々高まっている。
　そうした事業の中核を担うのが、コ
ンテナ情報システム「FRENS」（フレ
ンズ、FREight information Network 
System）である。2017年1月、今ま
で国産メインフレーム上で稼働していた
FRENSをIBM iへストレートコンバー
ジョンする大規模プロジェクトが完了し
た。その狙いと経緯を詳しく紹介しよう。

コンテナ貨物輸送を支援する
システム「FRENS」

　JR貨物では発足した当初、コンテ
ナの予約管理や所在管理に、国鉄が
開 発した「EPOCS」（ エポックス、
Effectual Planning and Operation of 
Container System）を継続利用してい
た。しかし輸送量が増加かつ複雑化す
るなか、EPOCSではこれ以上の機能改
修は困難であると判断し、FRENSを独
自に開発。1994年1月から運用をスター
トさせた。
　さらに2005年にはFRENSと連携し、
インターネット経由での列車輸送枠予
約を可能とし、GPSとRFIDによりコ
ンテナのロケーションを管理する「IT-
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● コンテナ情報システム「FRENS」のプラットフォームを刷新
● メインフレームのCOBOLプログラムをIBM iへ
● メインフレーム時代の運用性を多彩なツール群で再現
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IT-FRENSはそこから輸送ルートを選択
する。IT-FRENSはFRENSに輸送枠
取得要求を行い、FRENSはこれらの情
報をもとに輸送力を確保し、運賃計算
を行う仕組みだ。
　またTRACEでは、コンテナや貨車、
トラックに取り付けたRFIDタグとフォー
クリフトに搭載したGPSを利用して、
「どの貨車がどのコンテナを搭載してい
るか」「駅構内のどこにコンテナがある
か」など、列車やコンテナのロケーショ
ンを管理する。
　導入以前はコンテナの積載作業が終
了したあと、駅の担当者が貨車番号と

FRENS&TRACE」が本稼働している。
　FRENSは予約管理、輸送管理、コ
ンテナ管理、コンテナ車管理などを担う。
その一方、IT-FRENS&TRACEは原票
管理、輸送力調整、列車・コンテナ位
置情報、貨車運用管理などをサポート
する。
　両者を連携させたオンライン処理の流
れは、以下のようになる（図表2）。　
　まず荷主の集荷先から発駅までトラッ
ク輸送を担う利用運送事業者がWeb端
末からIT-FRENSへ、発駅・着駅、発
駅への持ち込み・着駅からの持ち出し
の予定日時などを原票として登録。そ
れに基づき、最適な輸送ルートを問い
合わせる。
　IT-FRENSがFRENSにその条 件を
送信すると、FRENSでは約10万件の
輸送ルートパターンから条件に合致する
ルートを参照し、指定日時に輸送する
余力があるかを検索する。余力のある
ルートが見つからない場合は、最大7日
先まで検索を繰り返す（継送列車単位
で余力検索を繰り返すなどシステム負
荷が最も大きい業務。この余力検索だ
けでピーク時には時間当たり約1万件の
リクエストがあり、総リクエストでは4
万件以上になる）。
　検索結果はIT-FRENSに送信され、

コンテナ番号を紙の帳票に記入し、事
務所に戻ってFRENSに入力していたが、
TRACEにより自動化された。貨物列
車の位置情報を管理する「PRANETS」
と連携することと相まって、列車走行
時および駅構内でのコンテナに関する正
確な位置情報管理が実現している。

経営陣からの通告
「単純更新は今回が最後」
　
　FRENSは国産メインフレーム上で
COBOLにより、IT-FRENS&TRACE
はWindowsおよびLinuxサーバー上で

図表1 鉄道貨物輸送の仕組み

発・顧客 集貨 鉄道輸送（コンテナ） 配達 着・顧客

原料工場

発駅 着駅

発駅 着駅

鉄道輸送（車扱） 加工工場

コンテナ輸送（コンテナ 1個単位）
トラックと鉄道とが共同して戸口から戸口までを一貫輸送

車扱輸送（貨車 1両単位）
石油、セメント、石灰石など、まとまった素材系物資の専用輸送が主体。
変圧器のような特大貨物輸送や、鉄道車両を運ぶ甲種輸送もある
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に2013年に入ると、経営会議規程に
定められた専門委員会として「次期鉄
道事業システム検討委員会」を設置し、
検討を重ねていくことになった。
　情報システム部ではさまざまな調査や
ヒアリングの結果、現行のFRENSは
ユーザーの業務を十分にサポートしてお
り、今後新たな機能が求められた場合
でも、改修作業で十分に対応が可能で
あると判断した。しかし現状のままでは
課題も多い。たとえば処理能力の増強
に高額の費用が必要、NDB（ネットワー
ク・データベース）なので機能拡張が
容易ではない、運用コストが肥大化し
ているといった課題だ。
　そこで「単純更新」を終わらせ、課
題を解決する手段として、メインフレー
ムからオープン系への、COBOLのスト
レートコンバージョンに着目した。調査
を開始し、2013年1月にマイグレーショ

Javaをメインに開 発されている。IT-
FRENS&TRACE が稼働する20数台
のWindowsおよびLinuxサーバーは国
産メインフレームを覆い隠すように配置
され、ユーザーはエミュレータではなく
ブラウザ画面で操作する（図表3）。
　国産メインフレームは5年前後で定期
的に更新しており、2012年には5度目
のハードウェア更新を実施した。しかし
このとき、経営陣から「単純更新は今
回が最後」と通告された。
　これを受けて、営業を中心とした新
たなビジネスモデルを支援するために、
今後求められるシステム機能を検討す
る「次期FRENS開発プロジェクト」
を2012年8月に発足。FRENS導入時
からこれまでの役割と変化、システムの
評価や課題、ユーザー部門からの改善
要望などをとりまとめ、2012年8月と
12月の2回、報告会を開催した。さら

ンサービスを提 供するJBCCへ赴き、
コンバージョンの概要を確認。同年2月
に提出された概算見積もりが、想定し
ていた費用より安価であったため、調査
の継続を決断。コンバージョンしたプロ
グラムの検証や性能検証を重ね、性能
面でも良好な結果を得た。
　2013年8月にRFPを作成して8社
のベンダーへ説明し、うち3社から提案
を受けて比較検討した結果、IBM iを
ベースにしたJBCCの提案を採用した
（JBCC以外の2社は、UNIXベースの
提案であった）。IBM iとJBCCを採用
した理由は、以下のとおりである。

（1） 更新費用および今後10年間の経
費を比較し、最も安価である。

（2） Power SystemsおよびIBM iは今
後のロードマップが発表されてお
り、10年は安心して使える。

ユーザー

ユーザー

IT- FRENS
① 画面入力

発駅、着駅、
発利用者、着利用者、
持込・持出予定日時、
パスワード・指定枠番号、
コンテナ形式・番号、
契約コード、申込個数  等

原票登録

⑨ 画面出力
原票番号
受付番号
輸送情報（継送）
鉄道運賃料金  等

原票登録

② 輸送ルートを問い合わせる

⑥ 輸送ルートを選択する
余力があり、入線日時の早いルートを選択する

FRENS

発着駅指定ルート余力照会

予約申込

通常のコンテナ 海上コンテナ

運送申込 海上コンテナ申込

⑦ 輸送枠を取得する
FRENS に問い合わせ、結果を受け取る

最初に持込予定日（および
その翌日）に発車する輸送
ルートを問い合わせる

最大 7 日先まで輸送
ルートを問い合わせる 余力のあるルートが

見つからない場合、
その翌日に発車する

ルートを検索

発駅、着駅、発車日、
持込予定日時、品目、

コンテナ形式
③ 輸送ルートを検索する

約10万件の輸送ルートパターンから、
受け取った条件を満たすルートを検索する

④ 輸送ルートの余力を検索する

⑤ 輸送ルートと余力を回答する

⑧ 輸送力を確保し、運賃計算する

継送（列車）単位で
余力検索を繰り返す 負荷が大きい

条件を受け渡す

リクエスト
約 1万回／時
（ピーク時）

図表2 FRENSと IT -FRENSの連携と業務の流れ
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ドライバー
システム

COLINS（港湾情報システム）

FRENS
(IBM i ／ AIX)

EDI 接続事業者
IT-FRENS 端末

（利用運送事業者）

IT-FRENS 端末（JR 貨物）
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インターネット／ IP-VPN

イントラネット

携帯電話網

携帯電話網

原票登録
コンテナ所在照会

原票登録
コンテナ所在照会

列車位置照会
輸送枠余力照会

コンテナ品質
情報システム

IT-FRENS サーバー
（Windows サーバー）

（Linux サーバー）

コンテナの
点検・修理
状態を管理

列車位置把握サーバー

貨物列車の
位置情報を管理

GPS

GPS

リフトシステム
駅構内ロケーション管理

コンテナホーム

A-1

A-2

B-1

B-2

C-1

C-2

RFID タグ

IC カード
伝票

RFID タグ
読取装置

前後でハードウェアを更新してきました
が、更新した最初の1年で初期不良を
解消し、落ち着き出した翌年からは次
の更新に向け検討や作業が発生する状
況でした。10年間安定的に使えれば、
貴重な人的リソースを更新作業ではな
く、本来の開発業務や新システムの企
画立案に投入できると考えました」と
指摘するのは、経営統括本部 情報シス
テム部の兒玉道昭部長である。

代替機能とツール導入で
メインフレームの運用性を再現

　経営からJBCCによるコンバージョン
案を承認されたのは2014年11月。こ
こから約27カ月間のプロジェクトがス
タートした（図表4）。メインフレーム
上で稼働していた約1600本のCOBOL
プログラム、 約800本のJCL、 約

（3） CPU単体で約8倍、システム全体
でも約2倍（JBCCによるプロト
タイプコンバージョンでは約4.5
倍）の処理性能を達成できる。

（4） ハードウェアの機器数が少ないた
め、管理業務が増大しない。ま
た、ほとんどの部品を活性交換
できる（システムを停止せずに済
む）。

（5） ウイルスフリーであり、ウイルス
対策に関する管理工数が不要であ
る。

（6） 文字コードが従来システムと同じ
EBCDICであり、移行リスクが相
対的に少ないと予測される。

（7） IBM i の取り扱いではJBCCが最
大手である。

「我々にとってはとくに、『10年使える』
という点が重要でした。当社では5年

1300の共通部品、300近くのオンラ
イン画面などを、JBCCが開発したコン
バージョンツールで自動変換した。
　COBOLソースに関する特有の問題を
解決する工夫も求められた。たとえば同
社が使用していたYPS COBOLのソース
はレコード長が240バイトだが、IBM iの
標準は80バイトである。そのためJBCC
では現行のメンテナンス性を毀損しない
よう、240バイトで編集したソースをコ
ンパイル時に80バイトへ自動変換する
仕組みを作成している。
　またコンバージョンでは既存システム
の機能をそのまま移行するが、メインフ
レームが備える開発生産性や保守性能
を継続・向上すべく、代替機能の開発
やツール導入で対応した。
　 たとえば従 来のFRENSではYPS 
COBOLにより共通ロジックを部品化
していたり、メーカー提供のツールを

図表3 システムの全体像
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　またMIMIXによるデータ同期を一時
的に停止し、バックアップ機側からバッ
クアップを取得することで、オンライン
業務に影響を与えることなく、ほぼ24
時間365日運用を実現した。

システムを停止できる3日間で
一斉切り替えを実現

　 今 回のコンバージョンでは、IT-
FRENSとのオンライン連携方法をそ
のまま継承している（変更すると、双
方のシステムに多数の修正作業が発生
するため）。オンライン連携には従来か
ら「webMethods EntireX」（Software 
AG）を使用しており、コンバージョン
後も継続利用する予定であった。しか
し直前になって、同製品がIBM i上では
稼働しないことが判明。そこで急きょ構
成を変更し、Power Systems上にAIX
区画を設けてwebMethods EntireXの
エージェントを稼働させることにした。
　そのため本番機では、本番環境が
稼 働するIBM i区 画とwebMethods 
EntireXを搭載したAIX区画の合計2区
画を設定。バックアップ機上には、それ
ぞれのバックアップ環境と保守環境の合
計4区画、それに開発用の1区画を加
えた合計5区画を設定している（図表5）。
　また従来のNDBをRDB（Db2 for i）
へ変更しているが、レコードロック・コ

利用してリモートジョブを実行していた
が、IBM iでもこれらを継承するために
JBCCが代替機能を開発した。これ以
外にも、売上や輸送の実績管理のため、
DB更新ログのジャーナルデータ（ユー
ザーログ）をデータ作成時の入力情報
として利用可能にすべく、やはり代替
機能を開発している。
　さらに独自ツールで実施していたプ
ログラム改修時の影響範囲調査には
「REVERSE COMET i」（NCS&A）。
リリース管理には「IMPLEMENTER」
「Integrity」（PTC）。 バッチオンライ
ン処理で作成した帳票を、ユーザーご
との参照権限で配信するには、ユー
ザーによる手動出力とサーバーからの
自動出力の双方に対応する「e-Image」
「e-PrintJunction」（三菱電機ビジネスシ
ステム）。ジョブスケジュールによる運用
の自動化には「Hybrid SCHEDULER」
（VINX）や「AOEMF」（IBM）。セキュ
リティ管理には「Hybird SECURITY」
（VINX）などを導入している。
　メインフレーム時代と同じく、冗長
構成も実現した。本番機は「Power 
System E870」、 バックアップ機は
「Power System S824」で、「MIMIX」
（Vision Solutions）によりリアルタイム
にデータ同期を実行。本番機に障害が
発生した場合は、10分以内にバックアッ
プ機へ切り替える。

ミットメント方式がメインフレームと異
なるため、その対応がポイントとなった。
「メインフレームとIBM iではレコード
ロックやコミットメントの特性が異なる
ので、メインフレームでは発生していな
かったデッドロックが多発し、パフォー
マンスに影響を与えると判明しました。
そこで参照系では排他制御をかけないな
ど、IBM iでのレコードコミットメントレ
ベルの調整やファイルオープン方式の変
更などで、最終的には十分なパフォーマ
ンスを得るに至りました」と、担当した
高橋智博サブリーダー（経営統括本部 
情報システム部 企画グループ）は語る。
　新システムが本稼働したのは、2017
年1月3日。切り替え作業はその前の3
日間で実施された。貨物輸送という業
務の特性上、年間を通じてシステムを
停止できるのはこの3日間のみ。実際
にはFRENSのサービスインに加え、IT-
FRENS&TRACEが稼 働するPCサー
バーのリプレース、センターネットワー
ク機器の更新、そして年1回の電源設
備点検といった作業がこの3日間に集
中した。
「そのため精緻な切り替え計画を作成
し、何度も移行リハーサルで検証し、
切り替え時には大小複数のチェックポイ
ントを設けるなど、確実な切り替えを目
指した結果、計画どおりにサービスイン
が実現しました」と、池田憲亮氏（経

調査分析 機能設計 生産設計（移行ツール作成）

パイ
ロット
1

データ移行
リハーサルパイロット 2

各種ミドルウェア構築 ミドルウェア調整・手順書作成

基盤設計・構築 切り替え試験 性能試験

アプリ 5％凍結 アプリ 95％凍結 アプリの並行保守

スキル習得・OJT

2017 年 1月 3日サービスイン

全体移行
リハーサル

変換・単体試験

JBCCよりシステム引き渡し（5月）

機器導入▲

統合試験 ST・移行

2016年2015年

11074111 4 7 10 1

図表4 コンバージョン・スケジュール
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Power System E870
本番機

Power System S824
バックアップ機

IBM i
バックアップ環境

（FRENS）

区画 1

AIX
バックアップ環境

（webMethods EntireX）

区画 2

IBM i
本番環境

（FRENS）

区画 1

AIX
本番環境

（webMethods EntireX）

区画 2

IBM i
保守環境

区画 3

AIX
保守環境

（webMethods EntireX）

区画 4

IBM i
開発環境

区画 5

MIMIX PowerHA

理の一部稼働を停止するなどの機能制
限で対処していたが、今は一切発生し
ていない。バッチ処理時間も大幅に短
縮されている。
　さらに、24時間体制が実現した点も
ユーザーからの評価が高い。貨物列車
は24時間運行しており、以前から24
時間稼働を熱望されていた。新システ
ムにより以前は1日1時間のメンテナン
ス時間が、現在は週30分へ短縮され、

営統括本部 情報システム部 システム保
全第一グループ）は指摘する。
　導入効果としては、具体的な数字は
開示されていないものの、年間運用経
費が大幅に削減できたという。また処
理性能の向上も期待どおり。今までは
年末・年度末の繁忙期や輸送障害時に
CPU使用状況が100％近くになり、オ
ンライン応答が30秒を要するなど処理
遅延が発生していた。そのためバッチ処

ほぼ24時間運転を達成した。
　同社では今年度からスタートした新
中期経営計画とともに、全社を挙げて
仕事の進め方や制度を抜本的に見直し、
実行する「業務創造推進プロジェクト」
が発足。変革の実現に向けた検討が始
まっている。
「今回のコンバージョンで、10年利用
できるプラットフォームを手にしました。
今後はハードウェアの性能不足や更新
作業に悩まされることなく、新中期経
営計画の具体的施策や業務創造推進プ
ロジェクトの実現に向けたプログラム改
修に専念できます。IBM iにはまだ十分
な余力があるので、FRENS以外の用途
も検討したいと考えています」（兒玉氏）
　国産メインフレームからIBM iへの移
行は、今後の鉄道貨物輸送を支える強
力な情報基盤となりそうだ。 　

図表5 本番機とバックアップ機の構成
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