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独立行政法人 国立印刷局

安定稼働の確保に向けて
統合業務システムを更新
NSSOLの支援でOracle EBSをR12にテクニカルアップグレード
背景

ソリューション

成果

保守終了に備え、基幹業務システムと
して活用しているOracle EBSを新バー
ジョンへアップグレードする。業務に対
する影 響をできるだけ抑えるため、運
用環境を直接更新するテクニカルアッ
プグレードを実施したいと考えた。

入札により新日鉄住金ソリューションズ
をITパートナーに選定。Oracle EBSに
関する豊富な知識を持つ同社の支援
により、確 実にアップグレードを行う。
併せて、運用環境の一部を開発用に
利用するなどで開発コストを抑える。

Oracle EBSのアップグレードは計画
通り2013年1月に完了。安定稼働を確
保できる環境を整備することができた。
プロジェクトの間、移行リハーサルに利
用したサーバーは運用環境に戻して冗
長性を高めている。

独立行政法人 国立印刷局
総務部
情報管理グループ
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目的は期待通り実現した。
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たOracle EBS R11.5.10は2013年11月

り替えのように一部リハーサルができ

に細かな不具合が見つかりましたが、

以降、パッチが作成されなくなるため、
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今後の展開について迫田氏は「この
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2013年1月から運用を開始している。

は運用・保守業者への引き継ぎもス

刷局はアップグレード方法を調査。運用環境を直接更新することでデータをすべて引
き継げ、業務に対する影響が少ない、テクニカルアップグレードを実施したいと考えた。
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国立印刷局が要件をまとめ、入札に

総務部 情報管理グループの小林晃

ムーズに行っています。今後は運用業

よって 選 択 し た I T パ ートナ ー が

氏は「 NSSOL のメンバーは大変よく

務の中で、統合業務システムのさらな

NSSOL である。同局は2012 年1月、

やったと思います。プロジェクト中は、

る安定稼働に努めていきたいと思いま

Oracle EBS R12.1.3へのアップグレー
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「教育研修および移行リハーサル」
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用し、新規のアドオン開発を極力しな

施した。NSSOLは社内のOracle EBS専門支援チーム「ATC（Apps Technology

い方針でプロジェクトを進めましたが、

Center）」
と緊密に協力しながら、プロジェクトを支援した。併せて、国立印刷局は運用

パッケージソフトウエアはアップグ

中のサーバーの一部を開発用に流用するなどで開発コストを抑えた。運用用サーバー

レードに伴って操作方法や機能が必

4台は同一機種であり、SAN（ストレージエリアネットワーク）
ブートによって役割を柔軟

ず変化します。それについては情報管

に変更できるため、冗長性を確保しつつ4台のうち2台を移行リハーサル用として使用

理グループが窓口になり、利用部門と

した。
保守用サーバー2台は仮想化技術により保守環境と開発環境を同時に確保した。

調整の上、アドオン開発をするかどう

に限られる。綿密な検証とリハーサルを繰り返し行って、
同期間内にOracle EBSのアッ
プグレードを実施した。
こうして統合業務システムは、2013年1月から新バージョンのOracle EBS R12.1.3
で運用を開始。安定稼働を確保できる環境を計画通り整備した。
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国立印刷局では、比較的長く統合業務システムを計画停止できる期間が、年末年始
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リハーサルを入念に行うことができ、

管理番号などを含めた全データを新

アップグレードを計画通り完了、安定稼働を確保できる環境を整備
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職員数：4300名
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利用しているOracle EBSのアップグ

かも含めて対応を判断しました」と振
り返る。
NSSOLは、プロジェクトを効率的に
支援したという。
総務部 情報管理グループ 専門官の
藤森弘次氏は「総合テストやリハーサ
ルを始めた2012年10月に、EBSの大規

アップグレード後は、移行リハーサル用として使用した2台のサーバーを運用環境に

模な集積パッチがリリースされました

戻して冗長性を高めている。
1台はAP
（アプリケーション）
サーバーとして利用し、
アクティ

が、NSSOLの協力で適用するかどう

ブ-アクティブ構成の冗長化を実現している。
もう1台はDB
（データベース）
サーバーのコー

かを適切に判断できました」
と述べる。

ルドスタンバイ環境で待機用マシンとして利用している。
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■国立印刷局がアップグレードした統合業務システムの概要

Oracle E-Business Suite
固定資産管理（FA）

部品表管理（BOM）

工程管理（WIP）

原価管理（CST）

一般会計（GL）
資金管理（CE）

在庫管理（INV）

購買管理（PO）

受注管理（OM）

他システム
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NSSOLをパートナーに選択、運用環境の一部を開発用に流用
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木下恒晴氏は「NSSOLの支援により

国立印刷局が、統合業務システムで

対する影響をできるだけ抑えるため、

国立印刷局が同システムの更新を本格的に検討し始めたのは、2010年4月である。
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していただいていると感じました。プ
ロジェクトの途中でメンバーが交替し

で製造する国立印刷局。ERP（統合基 幹業務システム）パッケージソフトウエアの
価管理などの基幹業務に活用している。
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支払管理（AP）
請求管理（AR）

Oracle EBSの利用モジュールは、
部品表管理
（BOM）
、
在庫管理
（INV）
など
11領域と多い。
Oracle EBS R11.5.10から同R12.1.3へ、
テクニカルアップグレードを行った。

■コアテクノロジー

ERP、テクニカルアップグレード、仮想化、プロジェクト推進力

■システム概要

●サーバー：APサーバー×2、DBサーバー×2、保守APサーバー×1、保守DBサーバー×1など
●アプリケーション：Oracle E-Business Suite R12.1.3
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