
 
 

 
 

営業店モニタリングへの環境負荷分析の適用 

Application of Environmental Load Analysis to Branch Office  
Monitoring 

あらまし  

日本における温室効果ガス排出量は，京都議定書の基準年である1990年よりも9.0％増加

しており，とくにオフィスを含む業務その他部門における増加が顕著となっている。業務そ

の他部門では，ITに起因する温室効果ガスの排出が大きく，これを改善すべきITソリュー

ションの提供が急務となっている。これまでに富士通では，現場での課題を抽出し，ワーク

フローやITシステムを改善するための手法として，業務分析・ワーカ分析・空間分析によ

る営業店モニタリングを提案してきた。これに加え，現場におけるITソリューション導入

による環境負荷の削減効果を明らかにするために，富士通研究所が開発した環境負荷分析を

実施している。 
本稿では，銀行店舗を対象として，営業店モニタリングへ環境負荷分析を適用した具体

的な事例について紹介する。 

Abstract 

Greenhouse gas emissions in Japan have increased by 9.0% from 1990, which is the base 
year of the Kyoto Protocol, and those from the commercial and other sectors including office 
buildings are especially large.  In these sectors, greenhouse gas emissions caused by the use 
of information technology (IT) are large, so reductions require adequate IT solutions.  
Fujitsu is proposing a branch office monitoring that provides operation, operator, and space 
analysis to find problems in branch offices and improve the work flow and IT system.  
Furthermore, we provide environmental load analysis developed by Fujitsu Laboratories in 
order to clarify the environmental load reduction effect achieved by introducing IT solutions 
at branches.  This paper introduces a detailed case study of environmental load analysis 
applied to branch office monitoring at a branch of a bank. 
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ま え が き 

 2008年7月，北海道洞爺湖で第34回主要国首脳会

議（通称：洞爺湖サミット）が開催され，「2050年
までに世界全体の温室効果ガス排出量の少なくとも

50％削減を達成するという目標を共有すること」

が採択された。(1)このように世界全体で温室効果ガス

の削減を目指して努力していく中で，日本における

温室効果ガスの排出状況を見た場合，2007年度時

点で13億7400万t（CO2換算）となっており，京都

議定書の基準年（1990年）よりも9.0％増加してい

る。(2)セクタ別では， も排出量が多い産業部門では

－2.3％と省エネ対策などが進んでいる一方で，オ

フィスなどを含む業務その他部門は＋43.8％となっ

ており，温室効果ガスを削減するための対策が急務

となっている。取り分け，業務その他部門では，

ITが担う役割が大きいことから，まずは現状にお

けるエネルギー使用量・CO2排出量を分析した上で，

改善すべき対策を実施していくことが必要となる。 
 富士通では，フィールド・イノベーションの一環

として，お客様の業務実態を可視化して，現場での

課題を抽出し，それに対応すべきITソリューショ

ンを提案する営業店モニタリングを主に金融機関向

けに実施してきた。本稿では，オフィス（店舗）を

多数構える銀行を対象に，環境負荷を可視化する環

境負荷分析を営業店モニタリングに適用した事例を

紹介するとともに，今後の展開について述べる。 

営業店モニタリングとは 

 営業店モニタリングとは，お客様の現場（フィー

ルド）において，これまで見えなかった業務に潜む

課題を独自の技術や手法で見える化し，その改善に

ITを駆使しながら全体 適の視点でフィールドを

見直す調査手法である。富士通の営業店モニタリン

グは， 
（1） 業務分析 
（2） ワーカ分析 
（3） 空間分析 
で構成され，これまで主に銀行店舗を対象として実

施されてきた。(3)（1）業務分析は，業務や伝票・承

認事務の流れについて，時間測定，動線状況，業務

とシステムの融合状態などを分析し，（2）ワーカ

分析は，インタビューやアンケートなどを通じて，

人の意識・モチベーションを分析し，（3）空間分

析は，業務が行われる空間として正しく設計，配置

されているかなどを分析する手法である。さらに

IT導入によるワークフローやシステムの改善に基

づく環境負荷の削減効果を分析する手法として富士

通研究所が開発・実施する（4）「環境負荷分析」

を追加してお客様に提案している。 

営業店ソリューション：FBCシステム 

 本章では，富士通が銀行店舗向けに提供している

FBC（Financial Business Components）システム
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図-1 銀行店舗へのFBCシステム導入による環境効果 

Fig.1-Environmental effect by introducing FBC system to bank branch. 
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の概要について図-1を用いて紹介する。このシステ

ムの特長は，銀行店舗において発生する各種伝票を

イメージOCR（Optical Character Reader）デー

タで取り扱うことで，窓口（一線）のオペレータが

離席することなく，可能な限りその場で伝票処理が

完了できる点である。とくに，役席者の承認作業

（検印）が必要になる伝票処理の場合，従来ではオ

ペレータが離席して役席まで行き，その説明や承認

依頼を行っていた。本システムでは，検印のための

説明や承認依頼のために，必要な取引のデータ（伝

票データと入力データ）を役席者に転送することが

可能となり，オペレータは離席せずに検印処理を済

ませることができ，事務処理の大幅な効率化が実現

できる。また，振込処理手続きでは，振込伝票を

OCR化することで為替センタへの電子データ送信

が可能となるほか，銀行店舗で必要となるIT・NW
（Network）機器をシステム連携させることで，こ

れまで個別に稼働していたサーバや営業店端末など

の集約化も可能となる。 
 以上のように，FBCシステムを導入することで，

図-1に示すワークフローやシステムの改善が可能と

なり，オペレータの作業効率化，IT・NW機器の電

力消費量削減，FAX受信紙の削減などの環境負荷

の削減が期待できる。 

営業店モニタリングによる環境負荷分析 

 つぎに，FBCシステムを導入していただいた某

銀行店舗（窓口での総端末処理件数：約100万件/
年）を対象に営業店モニタリングの一手法として環

境負荷分析を適用した事例について紹介する。 
● 環境負荷分析の作業手順 
 営業店モニタリングにおける環境負荷分析は， 
（1） 銀行店舗でのモニタリング調査 
（2） データ収集 
（3） 環境負荷試算 
（4） 分析結果報告 
の四つのステップで構成される。具体的には， 
（1） 実際に銀行店舗内に入り，ワークフローやIT

機器構成などを把握するとともに，収集すべき

データ項目を抽出 
（2） 抽出したデータ項目から調査シートを作成し

て，各種データの調査・収集 
（3） 収集されたデータから，試算シートを利用し

て環境負荷（CO2排出量）を算出・分析 
（4） 分析結果を報告書にまとめ，お客様に提示 
という手順により実行される。 
● 環境負荷評価手法 
 銀行店舗へのFBCシステム導入による環境負荷

の削減効果を定量的に評価するために，富士通研究

所が開発したITソリューションの環境負荷評価手

法を利用して分析を行った。(4)この手法は，ITソ

リューションの運用段階を対象に，導入前後におけ

る七つの環境影響要因（物の消費，人の移動，物の

移動，オフィススペース，倉庫スペース，IT・NW
機器，NWデータ通信）を対象として，そこでの

CO2排出量を比較評価するものである。本手法で特

徴的なのは，ITソリューション導入による業務効

率化をCO2排出量の削減効果として見積もっている

点にある。これは，業務効率化によってオフィス

ワーカの作業工数（業務時間）が削減され，これに

関連した業務占有面積に起因するCO2排出量が削減

できるという考えに基づいている。ここでは，オ

フィスビル単位面積あたりの空調や電灯などの使用

に起因するCO2排出量（76.0 kg-CO2 /m2・年）と，(5),(6)

オフィスワーカ一人あたりのワークスペース

（13.1 m2/人）から，(7)オフィススペース原単位を

995.6 kg-CO2 /人･年として，ITソリューション導

入による業務効率化を評価している。 
● 環境負荷分析結果 
 環境負荷分析では，以下の対象業務および評価範

囲で分析を行った。 
（1） 対象業務 
 1年間における勘定系処理および振込処理にかか

わる業務（全処理に対するカバー率：約50％） 
（2） 評価範囲 
 店舗内での伝票処理から，メールカーでの伝票運

搬，本店での伝票確認，集中センタでの伝票保管ま

でを対象とする（図-2）。 
 FBCシステム導入による各環境影響要因での調

査項目における削減率を表-1に示す。現行システム

と比較して，伝票・FAX受信紙が2.4％，作業時間

が9.2％，IT・NW機器の電力消費量が34.5％削減

できることが分かった。 
 さらに，これら調査項目でのデータを基にして，

CO2排出原単位を用いることで，(8) FBCシステム導入

前後のCO2排出量を算出した。その結果を図-3に
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図-2 環境負荷分析の調査範囲 
Fig.2-System boundary of environmental load analysis. 
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表-1 各環境影響要因での調査項目における削減率 

環境影響要因 調査項目 削減率（％）

物の消費 伝票・FAX枚数 2.4 
人の移動 対象外 － 

物の移動 伝票運搬距離 0.0 
作業時間 9.2 
保管書類 100 オフィススペース 

IT・NW機器 30.0 
倉庫スペース 保管伝票 0.0 
IT・NW機器 電力消費量 34.5 
NWデータ通信 Fig.3-Reduction effect of CO

データ通信量 35.1 2 emission by introducing 
FBC system. 

  

示す。某銀行店舗へのFBCシステムの導入は，

15.6％（1.8 t-CO2 /年）のCO2排出量の削減効果が

あることが示唆された。とくに，現行システムにお

いてCO2排出量が多いIT・NW機器とオフィスス

ペースについて，それぞれ1.2 t-CO2 /年と0.5 t-CO2 /
年と的確に削減できていることが明らかとなり，某

銀行店舗ではFBCシステムの導入が環境的観点か

らも効果的であったことが示された。 

む  す  び 

 本稿では，営業店モニタリングへ環境負荷分析を

適用することで，現状のワークフローやITシステ

ムにおける課題（環境負荷の排出起源）を明確化で

き，それに対する適切なITソリューションを導入

することにより，環境負荷を効果的に削減できるこ

とを示した。 

 今後は金融機関に限らず，多種多様な分野へ環境

負荷分析を適用し，ITソリューション導入による

環境負荷の削減効果の可視化を支援していくととも

に，幅広く環境負荷分析を利用してもらうための簡

易型分析ツールの開発・提供についても検討してい

く予定である。 
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