お客様導入事例：金融

住信SBIネット銀行株式会社
インターネットバンキングのデータベースを Amazon Aurora
PostgreSQL に移行し 5 年間で約 80% 超のコストを軽減する
とともに Amazon Connect でクラウド型コンタクトセンターを
実現。先進的な金融サービスで新しい価値を創造
ご利用中の主なサービス
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セキュリティ対策の負荷軽減

高速化が必須に
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インフラ管理業務に消費される人的リ
ソースの軽減
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最大需要を見据えた IT 投資、
コストの
最適化

AWS を選択した理由
●

外部環境変化に素早く対応可能

●

金融基盤を任せられる信頼性と高セ
キュリティ

●

新たなサービスが次々とリリースされる
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エンジニアの確保の容易さ

AWS の開発力
●

サービスの拡大に追随する拡張性の高
さ
（Amazon Aurora）

●

充実したレポート機能

（Amazon Connect）
●

AWS 上に構築したシステムとの連携の
容易さ
（Amazon Connect）

AWS 導入後の効果と今後の展開
●

システム開発期間を約 4 ヶ月から約

1.5 ヶ月に短縮
●

インフラの TCO を平均で約 40％ 削減

●

ネットバンキングシステムのDBコストを

5 年間で約 80% 削減し、DB 性能を
1.5 倍に向上（Amazon Aurora）
●

ビジネススピードに対応できるコンタク
トセンター基盤の確立

（Amazon Connect）
●

機械学習の Amazon SageMaker を用
いた顧客ニーズの精緻な把握や提案へ

（Amazon Connect）
●

AWS PrivateLink の導入で、専用線接
続と比較して約 80% のコスト削減

インターネット専業銀行として、2007 年に開業した住信SBIネット銀行株式会社。最
先端の IT を駆使したイノベーションにより、金融サービスの変革を進める同社は、

2017 年から 2020 年にかけて全面的なクラウド移行を実現。2020 年 1 月にはイ
ンターネットバンキングシステムのデータベース(DB)を Oracle DB から Amazon

Aurora PostgreSQL へと移行し、5 年間で約 80% 超 のコスト削減の見通しを立
てました。2019 年 12 月には Amazon Connect でクラウド型のコールセンターに
移行。多様化する顧客ニーズにより細かく、迅速に対応できる環境を構築しています。
外部環境の変化に即応するため
取締役会で AWS への移行を決断

その他、顧客第一主義を掲げる AWS の方
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を総合的に評価して AWS の採用に至りま

銀行。経営理念に“最先端の IT を駆使した

した。

針が同行の哲学と一致していたこと、新た
なサービスが次々とリリースされる AWS

金融取引システムを安定的に提供するこ

ほとんどの商用系システムは 2020 年 1

と”を掲げ、ブロックチェーン技術を用いた

月までに AWS に移行が完了しました。
「平

送金アプリ、オンラインによる本人認証

均して、オンプレミス環境で約 4 ヶ月以上

（ eKYC ）を用いた口座開設、AI による金融

かかっていたシステムのインフラ構築期間

機関向けの住宅ローン審査など、先進的な

は、AWS の採用で、約 1.5 ヶ月に短縮でき、

サービスを提供しています。

インフラにかかっていた TCO も約 40%

ビジネスのコアとなるシステムは 2007

の削減を見込んでいます」
（浦氏）

年の開業以来、データセンターでオンプレ
ミスのシステムとして運用していました。

2012 年には仮想化によってデータセン
ターを集約。個人情報を持たない一部のシ
ステムではアマゾン ウェブ サービス
（AWS）の利用を開始しました。2017 年に
は取締役会において全面的なクラウド化を
討議し、勘定系以外のシステムを AWS へ
移行することを決定しました。
「クラウド化の目的の 1 つは、ビジネスの
俊敏性と柔軟性の確保です。FinTech に代
表される外部環境の変化に対応するために
は、開発のリードタイムを短縮し、お客様や
市場の声にフレキシブルに応える必要があ
ります。一方で、金融システムは、セキュリ
ティとガバナンスを高度に維持する必要が
あります。AWS は FISC への適合に関する
情報、第三者による認証や内部統制、監査に
関するポリシーや結果も外部に公開してい
ることから、信頼性についても安心感があ
りました」と語るのは IT 統括部長の浦 輝
征氏です。

AWS のプロフェッショナルサービスなどの活用で
短期間で Amazon Aurora に移行
AWS に切り替えたシステムの中でも象徴
的なのが、インターネットバンキングシス
テムの DB を、オンプレミス環境の Oracle
DB から Amazon Aurora PostgreSQL に移
行したケースです。システム開発第 2 部長
の相川真一氏は「今後の顧客数の拡大に備
え、拡張性が高い Amazon Aurora に着目
しました。PoC を実施して、現行の DB と比
べて 1.5 倍の性能向上が見込めること、5
年間で 80% 超のコスト削減が可能である
こと、現行の 3 RAC 構成と同等水準の可用
性が確保できることを確認できたことが採
用の決め手になりました」と語ります。
DB の移行のポイントは、AWS の各種サー
ビスやコンサルタントのサポートを効果的
に活用したことにあります。SQL の互換性
の判定には PoC の段階で、AWS Schema
Conversion Tool（SCT）を活用。事前に移行
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データの大部分の自動変換が可能と算定さ

「従来、コンタクトセンター拠点の構築や移

れたことで移行を実施。一部に自動変換で

設、端末増設などの作業は長い期間と高い

きないものがあったものの、AWS のサポー

コストが発生していましたが、クラウド化

トなどで変換作業はスムーズに進みました。

によって物理的な作業が削減され、スピー

また、
DB 間のオンラインレプリケーション

ディーかつ低コストで実現できるようにな

に対応する AWS Database Migration Ser-

りました。COVID-19 の影響で実施したフ

vice（DMS）を活用してデータ同期を行うこ
とで、
ダウンタイムを極小化できました。
「AWS のコンサルタントには、
PoC の段階か
ら移行のポイントを確認いただきました。
プ
ロジェクト中の課題は、
その都度タイムリー
に対応していただき助かりました」
（相川氏）
移行に際して発生する初期費用を考慮して
も、従来の DB のライセンス費用は不要に
なり運用コストは大幅に圧縮され、5 年間
で 80% 超 の TCO が削減される見込みで
す。今後、Amazon Aurora のマルチマス
タークラスターの採用などを検討し、可用
性をより高めていく考えです。

ロア変更や拠点再配置の施策にも短期間に
対応でき、業務継続性の向上にも貢献でき
ました」
（佐藤氏）
今後は、機械学習の Amazon SageMaker
を用いた顧客ニーズの精緻な把握や提案、

AI を用いたチャットボットをさらに高度
化するなどしてプロフィットセンターとし
ての機能を強化し、顧客に新たな価値を提
供していくといいます。

約 80% のコスト削減と構築期間 1 日を実現
『NEOBANK＊ 構想』を支える AWS PrivateLink
今後は、クラウドネイティブを目指してコ

Amazon Connect でクラウド型
コールセンターを実現
コスト削減とともに柔軟性を向上

ンテナ、サーバーレス、マイクロサービスを
積極的に導入していく方針です。浦氏は「当
社のシステム部門で働く職員は AWS 認定
ソリューションアーキテクトの資格取得を

顧客サービス向上の観点から貢献を果たし

必須としています。業務課題とクラウドの

口座数：407 万 6,000(2020 年 6 月

ているのが、Amazon Connect を用いたコ

テクノロジーを組み合わせる感度を常日頃

末時点）

ンタクトセンターです。多様化する顧客

から高く持ち合わせてほしいからです。今

ニーズへの対応や、マルチチャネル型への

後も、AWS のサービスをクイックに導入し

転換による顧客体験の高度化、維持コスト

ながら顧客価値の最大化と業務課題の解決

の軽減などに向けてフルクラウド型のコン

を推進していきます」と話します。

タクトセンターへと移行する方針を掲げま

同行では多くのパートナー企業やその顧客

した。システム開発第 2 部業務システムグ

に金融サービスの新たな価値を創造すべ

ループ長の佐藤慎吾氏は「Amazon Kinesis

く、預金・融資・決済の機能を API 経由で提

預金残高：5 兆 6,627 億 9,900 万円

（2020 年 6 月末時点）
●

査に関するポリシーや結果も外部に公開していることから、信頼性についても

事業内容：インターネット専業銀行

Video Streams を介した深層学習による音
声テキスト変換や住宅ローンシステム、事
務処理システムなど、AWS 上に構築した他
システムとの連携の容易さや、Amazon
Connect の充実したレポート機能などを
評価しました。懸念事項だった音声品質は
PoC で確保できることが確認できました」
と語ります。
コンタクトセンターは現在、東京と佐賀の
2 拠点で約 200 席が稼働。月間コール数は
約 5 万件で、音声による自動応答によって
電話を振り分け、口座開設、残高照会、新規
サービスの申込み、各種問い合わせなどに
対応しています。

供する『 NEOBANK 』構想を掲げています。
その一環として AWS PrivateLink を導入
し、FinTech 企業や金融機関との接続を開
始しました。現在、オンラインによる本人認
証 eKYC や AI による住宅ローン審査、手書
き申込書類の AIOCR、為替レート連携など
に利用しています。システム運営部 副部長
渡邊 弘氏は「AWS PrivateLink の導入で、専
用線接続と比較して約 80% のコスト削減
が実現し、構築期間も通常 3 ヶ月かかると
ころが 1 日に短縮できました」と語りま
す。同行では今後も外部企業との提携を進
めていく考えです。
＊NEOBANKは住信SBIネット銀行の登録商標です。
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