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富士通総研（FRI）は金融機関において営業店改革コンサルティングを多数実施し
てきた。FRIの営業店改革コンサルティングは、長年の経験により確立された「実態
把握手法」を基に、現場の実態を把握し、解決の方向性を導き出す。実態把握の特徴は、
お客様の目的に応じて豊富な手法を組み合わせ「調査設計」を行う。また、多数の金
融機関への実績から、ベンチマークするデータを多数保有しており、加えて、お客
様自身が継続的に調査を行い「PDCA」を回し、改革推進を支援している点も特徴で
ある。

A地方銀行様向け営業店改革コンサルティングにおいて、お客様の目的であった
2011年3月迄に営業店事務量を30％削減の目処を立てることに成功した。本稿では、
この事例によりFRIの営業店改革コンサルティング（実態把握フェーズを中心に）の
進め方を紹介する。
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ま　え　が　き

FRIではこれまで金融機関向けに「経営と現場の
架け橋」となるべく営業店改革コンサルティングを
実施してきた。営業店改革は営業店を重要チャネ
ルと位置付け、営業・事務・店舗・システムなど様々
な戦略が関連しあい、実現されるため、組織横断
的な取り組みが求められる。
数々の営業店改革を支援してきた中で、成功に
導くポイントは下記3点であると捉えている。
（1）実態把握段階
定量・定性両側面による実態把握結果に基づい
て、抽出した課題を経営層・本部・営業店の各層
で認識すること
（2）施策策定段階
打ち出した施策の意義を各層および関連部門で
理解できるよう活動の拠り所となる構想書・実施
計画書に纏めること
（3）施策実行段階
成果を図る指標を持ち、お客様が「継続的」に

PDCAを回し続ける仕組みを構築すること
本稿で紹介するA地方銀行様向けの営業店改革コ
ンサルティングは、お客様の目標であり、実現が
困難と判断された営業店事務量30％削減の目処を
立てることが出来、お客様から高い評価をいただ
いた。
「実態把握手法」を用いた営業店改革コンサル
ティングの成功事例から、コンサルティングの進
め方、手法の特徴・効果を中心に紹介する。

営業店改革が求められる背景

昨今、銀行ではリテール事業に対する取り組み
が重視されている。これは、国内の景気後退を背
景に法人融資の伸び悩みなどがリテール事業強化
の一因となっているためと考えられる。
現在、各行ではホームページや店頭で顧客に

定期的なアンケートを実施しているが、顧客が
不満と感じている項目を見ると「待ち時間（窓口・
ATM）が長い」「気軽に相談できる雰囲気でない」
「セールスがない」など、総じて店頭でサービスを
受ける際の環境についての指摘が多い。こうした
背景から、銀行は、顧客利便性向上を目指し、イ

ンターネットバンキング、テレフォンバンキング
など新しいチャネルを準備し、顧客接点機能の充
実に取り組んでいる。また、顧客接点として重要
なチャネルである営業店は、リテール事業推進の
ため、顧客満足度向上のみならず、現在の高コス
ト運営を改める取り組みにも力を入れている。
つまり銀行は、営業店における顧客満足度の向
上を図りながら、事務コスト・事務量削減を実現し、
営業人員の捻出に関する施策を検討している。
しかし、実際に改革に着手されると銀行だけで
は、決められた期間内に、抜本的な事務コストや
人員の削減、創出した人員の営業へのシフトを実
行、推進することが困難なことを認識される。こ
れ以上の改革には、まず、営業店現場の「実態」を
把握した上で、営業店改革を実施したいというニー
ズが増えてきている。

FRIの営業店改革コンサルティングの特徴

（1）営業店改革コンサルティングの特徴
FRIは、これまで10年以上継続して某都市銀行
の営業店改革を支援するなど、金融機関における
営業店改革コンサルティングの実績が多数ある。
FRIの営業店改革コンサルティングの特徴は主に
下記3点である。
①現場重視
 実態把握に基づいた「現場重視」のコンサルティ
ング
②経営と現場の架け橋
 経営層、本部、現場が一体となりPDCAを回す
仕組みを取り入れたコンサルティング
③業務を中心とした取り組み
 システムありきではなく業務のあり方を中心と
したアプローチのコンサルティング

（2）お客様メリット
FRIの営業店改革コンサルティングの特徴がも
たらすお客様のメリットは下記3点である。
①お客様自ら改革を推進

FRIのみで調査を行うのではなくお客様も共に
現場調査を実施することで、お客様自身が実態把
握のノウハウを獲得できる。コンサルティング終
了後、FRIが離れても、お客様自身で継続的に調
査をして、PDCAを回すことができる。
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②お客様の経験不足を補完
お客様が決められた期日までに検討した施策案
を具体的な実施計画とすることで、確実に施策を
遂行でき、目標を達成できる。また、営業店改革
は事務企画部門だけではなく、営業企画、営業推進、
システム、人事など組織横断的な取り組みが求め
られる。FRIのアドバイスによりお客様が、関連
部署との調整、意見交換等をスムーズに実施でき
るよう、時期・依頼内容のアドバイスなどを行う
ため、組織横断的な取り組みができる。
③他社とのベンチマーク

FRIは長年にわたるコンサルティング経験による
データ蓄積から、他金融機関とベンチマークが可能
である。お客様は、他社事例やデータと比較をす
ることで、自社を客観的に見ることができる。

FRIにおける実態把握の特徴

（1）実態把握の特徴
FRIのご支援する実態把握の特徴は下記2点で
ある。
①目的に応じた調査設計による実態把握

FRIは、豊富な実態把握手法を有することによ
り、お客様の目的に応じた「調査設計」が可能であ
る。調査設計では、お客様の目的に応じて、限ら
れた時間や体制で施策検討に役立つ効果的な調査
結果が出るように、対象（店舗数、店舗選定、業務
等）、実施時期（繁閑、特定業務発生日等）、手法を
組み合わせることである。
②定量、定性面からの実態把握

FRIは定量・定性の両面から、現場の実態把握
調査を行っている。定量調査は、お客様が漠然と
感じていたこと、または認識すらしていなかった
ことを数値化し、提示することにより納得感や気
づきを与えることができる。また、お客様が継続
的に改善を図る「指標」を設定するためにも必須の
調査である。
しかし、定量調査だけ実施しても効果的な施策
を検討することができない。なぜなら店舗によっ
て、規模や体制の違い、行員スキルのばらつき、
レイアウトの多様性、繁閑等のあり方など主要な
顧客層が異なる。個々の店舗の状況を一切配慮せ
ず、一律の施策を講じても改善効果が出るとは限

らず、営業店間で効果のばらつきが生じ、弊害を
生むことがある。よって、定量・定性の両面から
実態を把握する必要がある。
（2）実態把握手法の特徴
①定量調査
定量調査は実態を数値化して表す。定量調査で
得た結果を、他金融機関、他支店、他業務と比較、
分析することも可能であり、PDCAを回す際の指
標や目標値を策定するための基礎データとなる。
・ワークサンプリング調査
観測者と被観測者がマンツーマンになり、1分間
隔の行動動作を記録する。各係別の観測者の稼動
実態を把握することを目的としている営業店調査
では多面的な分析ができる有効な手法である。
・タイムスタディ調査
特定の対象業務の作業工程を可視化し、各工程
に必要な時間を明らかにする。業務別の稼動実態
を把握することを目的としている。標準時間は研
修施設等において、対象業務に関して発生する環
境をつくり、計測し策定する。
・伝票調査
伝票の発生場所、発生時間帯、発生事務ごとの
伝票枚数、伝票の流れなどを調査することで発生
事務量の把握、時間ごとの伝票の集中状況、権限
の集中状況等を明らかにすることができる。
②定性調査
・ヒアリング調査
・定点観測
・動線観測
・写真撮影　等
定性調査は、以下のような方法で実施する。
事務の流れや人員配置の状況、行員の事務・営
業スキル、整理整頓の状況などの観点で見る。お
客様に対して、外部の視点で再認識と新しい気づ
きを与え、場合によって店舗ごとの違いを踏まえ
た共通の施策や個別の手当てを行う。

プロジェクト実施例とアプローチ

以下のような手法を用いて実態把握を行い、そ
の結果をもとに検討を進めた事例の紹介を行う。
（1）プロジェクトの背景・目的
①プロジェクトの背景
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A地方銀行様において2011年3月までに営業店の
事務量を30％削減するという数値目標がある。多
くの施策を積み上げた成果試算を繰り返し実施し
ても目標に及ばず、お客様内部では、これ以上の
施策抽出も困難を極めている状態であった。

FRIの某都市銀行向けの営業店改革コンサル
ティングの経験と実績を評価され、FRIに支援を
依頼した。
②プロジェクトの目的
営業店改革における最初の第一歩として、営業
店の「事務領域」を中心とした実態把握をすること
が目的であった。第二の目的としては継続的に改
善が行えるよう、お客様自身で「実態調査手法」を
獲得することであった。
（2）アプローチ・進め方
実態把握フェーズにおける基本的な進め方は下
記6つのステップで進められる。
①目的の明確化、進め方の確認
②現状把握（クラスタ分析により営業店を事務の特
性ごとにグループ分けし、定量的な視点から調査
店舗を選定）
③中期経営計画や店舗・事務・システム戦略など
の内容確認（各関連部署へのヒアリング）
④現状調査（臨店によるワークサンプリング調査、
伝票調査、電話調査等）
⑤課題の抽出
⑥解決の方向性の検討
①の実施後クラスタ分析により、事務の特性毎
にグループ分けを行う。各グループから、協力度、
態勢、立地、事務品質等を考慮し調査対象店舗を

抽出する。次に営業店改革にかかる関係部署へイ
ンタビューを行い、営業店における様々な取り組
みの現状と、想定される現場の実態を把握した上
での課題認識をお客様と共有する。続いて、調査
設計、定量面・定性面から現状の把握を行う。そ
して、調査結果をメンバーで共有後、課題抽出を
行い、解決の方向性を導くというのが基本的な進
め方である。
（3）今回用いた実態調査手法
今回のプロジェクトにおいては、クラスタ分析、
ワークサンプリング調査、伝票調査を用いて、課
題の方向性と、解決の方向性を検討した。この3つ
の手法は、営業店を実態把握する際に主に用いら
れ、施策策定に効果的な手法である。
①クラスタ分析
営業店を特性ごとにグループ分けするためにク
ラスタ分析を実施した。クラスタ分析は、測定対象
や変量に対して似ているもの同士をグループに分
類することを目的としており、客観的な分類をする
ことができるのが大きなメリットとされている。
今回のプロジェクトでは、営業戦略や地域など
による店舗グループではなく、事務の特性による
グループ分けを行った。ピーク日、平準日の件数
などパラメタを組み替え、クラスタ数（グループ数）
を見直すなどして、15パターンの分析を行った。
お客様と討議の末、約200の支店をピーク日におけ
る金額・件数ベース、係別人員、各種ローン、投信、
年金等を変数とした5つのクラスタ（グループ）に分
類した。法人店や政策店など、預金高が大きな店
舗グループ、地域中核店などで大規模な店舗グルー
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図-1 クラスタ分析結果（例）

■ 規模の大きな店舗のグループ。主にリテール店と法人店で構成

■ 平均的な規模の店舗グループ。主にリテール店で構成

■ 小規模な店舗グループ。主にリテール店と特定店、地域独立店で構成

■ 最も小規模な店舗グループ。主に特定店と出張所で構成

■ 来店客数の多く最も大規模な店舗グループ。主に法人店とリテール
 で構成クラスター１

クラスター２

クラスター３

クラスター４

クラスター５
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プと平均的な店舗グループ、出張所や地域の独立
店などの小規模グループと、ほぼ規模別に分類さ
れた。
この結果を基に、臨店調査の候補店舗を抽出し、
調査にあたっての協力度、態勢、設置機器、事務
品質、立地等を考慮した上で、最終的には合計8か
店を確定した。
②ワークサンプリング調査選定
ワークサンプリング調査は、被観測者の動作を1
分毎に、調査項目である稼動項目（機械操作、チェッ
ク、移動等）のコード番号を記入することによって
行う。各被観測者あたり1分おきにインターバルを
保つことで行動の出現について統計的なデータと

して把握でき、その結果として、主観を排除した
行動の定量的な把握が可能となる。今回は、対象
の8店舗に対して、プロジェクト期間の中で最も繁
忙と予想される10月最終週に調査を実施した。観
察対象の範囲としては、融資・預金にかかる事務
について、課長、検印主任、係を中心に実態把握
を行った。
最近では稼動項目に加え、業務項目（預金、為替、
融資等）調査をしている。稼動と業務を同時に調査
することで「為替事務担当者は、為替業務で、為替
電文の帳票手続きを機械で入力している」という実
態を記録することができる。こうした結果を用い
て稼動と業務をクロスで分析することにより、調

調査方法
1分間隔のストップウォッチ法による行動観測
観測項目
被観測者の行動を「大分類（動作種類）」
「中分類（動作形態）」「小分類（動作目的）」に分類し、
窓口・後方係と融資係各々に観測項目を設定

図-2 ワークサンプリング調査

係別計 ： 固定性
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12

6

移動 立ち上がる・歩く・持ち運ぶ・座るの
一連の動作

機器操作
他係への事務処理依頼・引渡・確認
伝票等回付・回収
印鑑照合・役席カード・借受
現金・重物等の運び出し
現金・重物等の金庫への格納
接客（誘導・説明）

1
2
3
4
5
6
7

15

＜WS観測風景＞

・被観測者の行動を１分毎に観察し、調査項目に応じて記載
－稼動項目 －業務項目 －電話・現金（対応有無をチェック）

業務項目（大項目）

稼動項目（融資・渉外・外為用）

稼動項目大項目
（預金・為替用）
1.機械操作
2.再勘
3.思考
4.記入・作成
5.チェック
6.移動
7.接客
8.会話（相対）

9.電話（発電）
10.電話（受電）
11.整理・整頓
12.授受（他係）
13.探索
14.計算
15.待機
16.特殊業務
17.その他
18.未観測

1.預金
2.内国為替
3.外国為替
4.融資
5.保険
6.証券・投資信託
7.基盤項目
8.届出対応

9.会計
10.マネジメント
11.特殊業務
12.出納・重要用紙
等、機器対応

13.総務

＜項目表（一部抜粋）＞

＜ワークサンプリング集計イメージ＞
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業務改善（プロセス・イノベーション）

査結果を深く分析することが可能となり、施策を
打つべき対象が浮き彫りになる。
例えば、今回の調査では、出納係は機械操作の
比率が高く、中でもオープン出納機を扱う比率が
高いことや、事務為替は、機械操作や入力手続き
が多く、伝票の整理整頓に費やす時間が多いこと
が判明し、施策検討の際に有効なデータとなった。
定量面の調査項目以外に定性面の実態も把握し
た｡ 調査方法としてはワークサンプリング調査終
了時に､ 観測者が被観測者から「調査当日の業務概
要」をヒアリングするとともに「観測者自身の所感」
「観測店全体の気づき」等を、先に述べたスキル、
人の流れ、レイアウト等の観点で記入した。これ
により月末にも関わらず、以前と比較して繁忙で
なかったことや、事務課長、融資課長などマネジ
メントを求められる役職者が、パソコン操作や機
械チェックに追われ本来求められるマネジメント
ができていないことが挙げられた。
③伝票調査
今回はワークサンプリング調査対象店のうち4店
の取引別伝票枚数を調査した。うち3店はワークサ
ンプリング調査と同一日、1店は10月末日に追加調
査を行った。具体的な方法として、発生した全伝
票をコピーし、仕分けを行った。分析の際、当日の
来店数と店内ATM利用件数、後方機械番別の入力
打鍵数も調査し、当日の営業店の状況を把握する。
窓口発生伝票の法人・個人の預金者区分は、ク
ラスタ分析結果で分類した店舗グループの特性に
応じた形となっていた。法人店では、預金高の多
い店舗では約80％が法人の伝票、地域中核店など
のリテール店舗では、約70％が個人伝票であった。
また、想定以外の判明事項として行員が起票する
伝票は総伝票の約20％と多いことが明らかになっ
た。殆どがセンターとのやりとりのために発生す
る伝票であり、別段預金、口座振替、仮勘定など
の伝票は、センターへ直接送付することで対応で
きるよう手立てを整えれば、起票せずに済むもの
もあった。
（4）結果分析
ワークサンプリング調査の結果、後方事務をは
じめ各係の余裕率の高さが「数値」で明らかになっ
た。また他の調査結果と併せ、お客様が解明でき
なかった下記実態も明らかにすることができた。

①月末の繁忙状況
月末週は予想外に忙しくなく、結果的には閑散
日に分類される日もあった。また、人員も不足し
ておらず、月末でも余裕があった。
②繁忙原因
営業店窓口における繁忙の原因は、100万円未満
の小口現金入出金と法人の単票振込みの大量持込
が多く存在することによる。また、現金管理にお
いてATM、両替機の管理や準備を含めた装填業務
が負担になっている。
③プロセス
営業店独自の事務のローカルルールが存在し、
係ごとの業務範囲や、休憩時間、レイアウトなど
にも店舗により差がみられた。各係ともに、チェッ
クの時間を費やしていた。また、管理が未だに紙
ベースであるため、探索やファイリングのための
移動時間が多く発生していた。

課題抽出と解決の方向性

（1）課題
調査結果を基にお客様と議論の末、顧客のニー
ズが一定日に集中することは想定されるが、人
員削減や事務の効率化を困難にしてきた「繁忙日
（ピークのはね率）への対応」を主要な課題として捉
えた。
①特定日（月末、年金支給日、月曜日など月5日程度）
に大量事務が発生
第一の原因に挙げられるのは、ATMにシフトで
きる100万円未満の現金入出金が多いことであっ
た。シフトが推進されていない原因は、ATM入出
金の際、お客様メリットがないため、顧客誘導が
しづらくこれまで積極的にシフトしてこなかった
為である。二点目は単票振込みの1件大量持込が挙
げられる。これはOCR専用端末が導入されたこと
により、行員の負担感が少なくなり、シフトへの
取り組みが不十分になっている為である。三点目
として挙げられるのは、銀行内の勘定処理のため
の行員起票伝票が多く、自ら繁忙を作っているこ
とである。また、チェックすべき伝票、アウトプッ
ト、管理簿が多く、複数人で複数回チェックする
設計になっており、各係において「チェック」に多
くの時間を割いていることも大量事務を発生させ
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実態把握手法を用いた営業店改革構想策定支援のご紹介

る要因となっている。
②人員の体制が繁忙日基準
来店客数、オンライン件数、伝票枚数の3つの
項目の平均を100とした場合、繁忙の目安となる
120％を越えている日数は1ヶ月で5日であった。
しかし、観測者の多くが、以前マネジメントし
ていた時代の月末に比べると「忙しくない」との判
断を示しており、ワークサンプリング結果の余裕
率をみても、月末とはいえ余裕があることが判明
した。また、来店客数、オンライン件数、伝票枚
数は月末をピークとして他の日は大きく落ち込ん
でいるにも関わらず、人員は月末をピークとして
いるが変動幅が小さいことも判明した。繁閑度に
応じた弾力的な人員運用が図られておらず、月末
大量事務に合わせた人員体制となっていることが
課題である。
（2）解決の方向性
特定日（月末や年金支給日など）に大量の事務が
発生することや、繁忙日基準の人員体制、現状の
営業店における事務の課題から、お客様と議論の
末、解決の方向性を導き出した。これらを実施す
ることにより、月末繁忙日の大量事務を削減する
ことができる。
①セルフ化
ロビーに入金機、ATMを設置することにより、

100万円未満の現金入出金を削減する。また単票振
込大量持込先へのEB化（エレクトリックバンキン
グ化）の個別交渉等を実施する。
②行員起票伝票の削減
システム改定により、別段預金の自動振込み化
など、発生プロセスを自動入出金へ移行する。
③センター集中化による支店事務の削減
各種発送、諸届、相続など定型、大量事務をセ
ンターに一括集中させる。
④柔軟な人員調整
本部応援部隊の創設やパート勤務日数を柔軟し、
繁忙日に応じた人員体制を整える。

営業店改革（実態把握フェーズ）の効果

実態把握手法を用いた営業店改革コンサルティ
ングにおいてFRIは、お客様にとって困難であっ
た営業店事務量30％削減の目処を立てるご支援を
して高い評価を得た。また、お客様の当初の目的
であった調査手法の獲得、更には分析スキルの獲
得も支援し、お客様の継続的活動を支える基礎を
確立することができた。更に、第2フェーズとして
ご支援した実施計画策定フェーズでは1.5ヶ月とい
う短期間において、具体的施策検討、目標値の設定、
成果の試算、スケジュール策定をご支援し高く評
価いただいた。現在は、お客様自身でコンサルPT
を継続し、施策検討や効果測定などの際、ワーク
サンプリング調査を実施し、改革を実施している。

む　　す　　び  

FRIにおける営業店改革支援コンサルティング
の特色は「経営と現場の架け橋を目指す」「現場重
視」「システム中心ではなく業務を中心とした取り
組み」の3点である。私たちは、お客様の目的の実
現に向け、お客様と議論を重ね、最適なものをつ
くりだすことを常に心がけている。
また、コンサルティング実施後も、お客様自身
で継続的な改善を行うため、実態把握手法・ノウ
ハウを獲得していただくように、お客様に随時ア
ドバイスを行っている。
今後の企業経営においては、管理指標は非常に
重要である。定量・定性な視点から実態把握を行
い、お客様自身が継続的に改善を行っていくこと
は、各金融機関において必要不可欠となる。
「これまでの営業店改革に満足できていない」
「もっと現場を踏まえた成果レベルの高い改革をし
たい」、そんな場合は是非当社のサービスを検討い
ただきたい。

参 考 文 献

（1）丹羽哲夫：『金融店舗の未来戦略―「顧客増大」「収益向
上」を実現する店舗づくり』、近代セールス社、2008年．

（2）宮本定明：『クラスター分析入門』森北出版、1999年．

コンサルタント論文集20091016.indb   93 2009/11/05   18:57:23




