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マイグレーションに伴う帳票運用管理の実現

セイノーホールディングス株式会社
ツール利用とカスタマイズで
メインフレーム時代の高度な帳票運用環境を再現
POINT

System iへのマイグレーションと同時に帳票運用環境を移行

●

メインフレーム時代の運用性を限りなく再現
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UT/400を採用し徹底したカスタマイズを実施
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メインフレームの帳票環境を
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ち、対象となるのは請求控えなど経理
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系の約 350 種類の帳票、および紙で出
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力していた 20 種類の印刷帳票である。

コンバージョンを実施した。2005 年

A-SPOOL ではユーザーアプリケー

6 月から 2007 年 1 月までの 1 年 7 カ

ションを常時監視し、スプールファイ

月、総工数 1800 人月を費やしたビッ
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グプロジェクトである。
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このマイグレーションにより同社

バックアップ、帳票品質のチェックな

は、メインフレーム時代に発生してい

ど、ほとんどのジョブを自動化してい

た約 6 億円の年間運用コストを 3 億円

た。こうした運用環境を、System i 上

へと半減させることに成功した。また

でも実現したいと考えたのである。

災害対策に向けたインフラ環境も万全
に整備している。
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このように、細かなカスタマイズ作
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いるようだ。2007 年 1 月の本稼働以
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ある。

降、電子帳票システムで管理される帳

またメインフレーム時代には、A-SP

票数は倍以上の 800 種類、紙の対象帳

きめ細かく機能がサポートされていま
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マイグレーション前後の帳票運用管理
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