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あ ら ま し

金融ビジネスの環境変化に伴い，これからの金融機関の窓口業務は，事務手続きから

サービス提供の場へと変化していく。そこで，金融機関営業店を従来の事務の場から，サー

ビス向上を目指した「おもてなし」の空間へと変化させることを目的に，富士通フロンテッ

クは長年培ってきた金融機関端末の開発におけるノウハウと金融ビジネスの環境変化に

よる新たなニーズを融合させた次世代金融機関端末「UBT-First」を開発した。UBT-First
は，窓口業務におけるフィールドイノベーションを実現するため，三つのコンセプト「感

動」「快適」「安心」を掲げて開発を行った。

本稿では，三つのコンセプトについての具体的な施策と，本コンセプトを実現する

UBT-Firstの特徴について紹介する。

Abstract

Along with the changes in the environment of the financial business, counter 
operations in financial institutions are expected to change from now on from clerical 
procedures to provision of services.  Accordingly, to turn offices of financial institutions 
from the conventional clerical work sites to spaces of “hospitality” targeting improved 
services, Fujitsu Frontech has developed the UBT-First.  This is a next-generation 
financial institution terminal that integrates Fujitsu Frontech’s know-how cultivated 
over the years in the development of financial institution terminals and new needs 
arising from the environmental changes in the financial business.  To realize field 
innovation in counter operations, the UBT-First has been developed based on three 
concepts: inspiration, comfort and safety.  This paper presents specific measures taken 
based on these three concepts and the characteristics of the UBT-First that embodies 
them.
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う。営業店は，事務の場からセールスの場に重点
を置いた「攻めの経営」への転換が重視され，従
来の専用制御端末の利用シーンにおいて新たな変
化が発生した。
窓口オペレータのデスク内に設置されていた専
用制御端末はコンサルブースなどに設置され，お
客様の目に触れるようになった。
専用制御端末は従来の機能重視の考え方に加え，
様々な取引場面にマッチするデザイン性や省ス
ペース性，更に専用オペレータ以外でも手軽に扱
えるユーザビリティという考え方が求められるよ
うになった。

実現のための取組み

富士通フロンテックでは，専用制御端末で要求
される新たな位置付けに加え，一層の付加価値を
高めるべく次世代の金融機関窓口におけるニーズ
を調査した結果，以下3点を分析・抽出した。
（1） 店舗スペースの効率化（図-1）
・ 限られたカウンタスペースの有効活用
・ 事務エリアを削減しセールスエリアを増加
（2） 長期稼働によるランニングコストの削減
・ 高い信頼性の実現
・ オペレータによる端末交換
・ 省電力
（3） シンプルなオペレーション
・ 複雑で多様な操作の簡略化
・ 非習熟オペレータでも簡単に操作
これらの市場ニーズに応えるべく，以下の三つ
のコンセプトを掲げUBT-Firstの製品化を行った。
（1） 感動：最新デザインをお客様に
・ 省スペース化
・ スタイリッシュなデザイン
（2） 快適：イージーオペレーションと信頼性向上
・ タッチパネルによるイージーオペレーション
・ 高信頼性
・ クイックレスポンス
・ 故障時の容易な交換
（3） 安心：環境への配慮とセキュリティ向上
・ 省エネ
・ セキュリティチップの搭載
・ 環境に優しい素材の採用

実現のための取組み

ま　え　が　き

金融商品取引法の改正に伴い，金融機関窓口は
取扱商品の多様化，法令遵守の徹底，窓口対応の
重要性の増加など，その役割が大きく変わりつつ
ある。情報化のスピードが加速する中で主要な顧
客チャネルである営業店の重要性は更に高まって
いる。こうした金融ビジネスの環境変化を背景に，
窓口業務の現場は単なる事務手続きの場ではなく，
お客様一人ひとりの相談や質問に一層親身に深く
対応できるホスピタリティが求められるように
なっている。
富士通フロンテックでは，通帳プリンタ機器，
スタンドスキャナ，金融専用キーボード，紙幣硬
貨入出金機といった窓口業務で取り扱う専用周辺
機器と，それらを集中的に処理する専用制御端末
を製品化し，金融機関営業店の市場に展開してい
る。今回，上述のような金融ビジネスの環境変化
に追従するため，従来の専用制御端末を更に進化
させた次世代金融機関端末「UBT-First」を開発
した。
本稿では，UBT-Firstの開発に当たって，専用制

御端末における位置付けの変化に加えて新たな市
場ニーズの分析から導いたコンセプトと，本コン
セプトを実現するUBT-Firstの特徴について説明
する。

専用制御端末の位置付け

従来の営業店窓口における主業務は，事務手続
きであった。窓口は一般に「一線窓口」と呼ばれ
るハイカウンタとローカウンタで構成され，ハイ
カウンタでは主に個人・法人顧客に対し口座開設
や預金の払出し・預入れ業務などを行い，ローカ
ウンタでは投資信託や個人ローンの相談などを
行っている。
業務は一線窓口に集約され，必然的に店舗スペー
スの大半を占めていた。
しかし，金融ビジネスの環境変化に伴い，その
窓口に設置される専用制御端末の位置付けも大き
く変化した。窓口業務の大半を事務手続きという
受けのサービスにとどめておくことは重要な顧客
チャネルとの接点を狭めてしまい，積極的な金融
商品サービスを提供することが難しくなってしま

ま　え　が　き

専用制御端末の位置付け
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用マザーボードの開発。
・ 熱吸排気設計の徹底的な事前シミュレーション
により，最小限の小型静音ファンによる動作を
実現。
従来の専用制御端末とUBT-Firstの比較を図-3
に示す。
（2） タッチパネルディスプレイの採用
直感的で快適な操作を実現するために，既存の
キーボード入力方式に加えタッチパネルディスプ
レイを装備し，ユーザビリティを向上した。
画面上の選択ボタンで直感的に入力でき，簡単
に操作することができる。また，必要なボタンの
みを表示して操作を明確にすることで，多様な窓
口業務メニューに対応するための複雑なオペレー
ションでもスキルや知識を必要とせず，オペレー
タの教育に要するイニシャルコストを最小化する
ことができる。
（3） 高性能と省電力の両立
デュアルコアCPUをベースに高性能化を行う一
方，ノートブックPC向け素材を積極的に取り入れ
ることで省電力を両立した。ディスプレイと豊富
なUSBポートを備えつつも150 W以下という低消
費電力を実現した。
（4） SSD（Solid State Drive）の採用
対HDD（Hard Disk Drive）比10倍の信頼性
を持つSSDを専用制御端末としては初採用した。
HDDは可動部（モータ構造）を持つため，長期間
の運用における振動・衝撃による故障が発生しや

UBT-Firstの特徴

本章では，次世代金融機関端末のコンセプトに
基づき新たに開発したUBT-Firstの具体的な特徴を
紹介する。
（1） 省スペースでスタイリッシュなデザイン
従来の専用制御端末はディスプレイと分離した
構造を取っていた。専用制御端末はカウンタ内部
の専用ラックに収納され，事務用のディスプレイ
がカウンタ上に設置された，「事務所ライク」な窓
口が主流であった。結果として，カウンタの収納
エリアが制限され，スペースが有効活用しにくい
課題があった。また，事務所ライクな外観はコン
サルブースなどの「おもてなし」を演出するスペー
スにマッチしにくい課題もあった。
これらの課題を解決するため，UBT-Firstでは
ディスプレイと専用制御端末を一体化することで
設置場所を選ばない省スペース化を実現した。そ
の結果，一線窓口においては，従来の専用制御端
末が設置されていたスペースを有効活用すること
ができる（図-2）。また，デザインをスタイリッシュ
に一新し，ホテルのラウンジのような高級感を演
出するとともに様々なシーンで利用可能とした。
小型化を追求するために行った工夫は以下のと
おりである。
・ 一般的なデスクトップPCで用いられる電源ユ
ニットを廃止し，ACアダプタによる動作を実現。

・ ディスプレイ裏の限られたスペースに収まる専

UBT-Firstの特徴

図-1　店舗レイアウトイメージ
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シーケンスを起動する仕組みを実現した。このこ
とで，万が一の停電時にシステムを安全に終了す
ることが可能である。
（6） コネクタBOX機構の開発
専用制御端末が故障した際，専用保守員ではな
くオペレータの手によって端末交換を実現させる
ため，新たに「コネクタBOX」という機構を開発
した。
通常の端末交換時における複雑かつ専門的な作
業を排除するため，コネクタBOX機構はソフトウェ
アとハードウェアの機能を高度に組み合わせるこ
とで実現している。オペレータによる端末交換時
の概要を図-4に示す。
ハードウェアで実現している機能は以下のとお
りである。
・ USBやLANといった，周辺機器との接続インタ
フェースケーブルを全てコネクタBOXに集約し，
端末交換時におけるケーブルの接続作業を解消。

・ マザーボードやディスクといった，端末故障に起
因する電子デバイス類を端末本体部に集約。

・ 本体部とコネクタBOXとの間は挿抜可能な専用
コネクタで接続。レバー構造を設けることでドラ
イバーなどの専用工具を必要とせず誰でも容易
に着脱可能。

・ 本体部とコネクタBOXの識別およびデータ連携
を可能とするため，コネクタBOX内部に専用ス
トレージデバイスとしてCFカード（Compact 
Flash Card）を内蔵。
ソフトウェアで実現している機能は以下のとお

すく，また故障時は部品交換後にシステムの再イ
ンストールが必要となるためマシンダウン時間へ
の影響が大きい部品であった。

SSDはFLASHメモリを基本に可動部を持たな
い構造であり，その信頼性の高さからHDDに代わ
り近年のノートブックPCやモバイル機器で広く扱
われるようになった記憶装置である。本記憶装置
の採用により高い信頼性を確保することが可能で
ある。
（5） バッテリバックアップ
端末本体内部に電源バックアップ用のバッテリ
モジュールを標準搭載した。営業店において停電
が発生した場合，専用制御端末の故障やデータ破
損を引き起こす可能性があり，信頼性とマシンダ
ウン時間への影響が避けられない。バッテリによっ
てACアダプタからの電源供給をバックアップし，
停電を検知した際，自動的にOSのシャットダウン

専用制御端末の設置場所が空く
空いたスペースを伝票ラックなどの
収納として利用可能

図-2　設置スペースの有効活用

図-3　従来の専用制御端末とUBT-Firstの比較

専用制御端末 UBT-First
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完することで，オペレータの事務作業の一層の効
率化を実現する。シンプルで快適な操作性の追求
を実施していく。
（2） 自動化機器の開発
現金処理機やイメージスキャナなど，専用制御
端末以外で業務に用いられる機器においても事務
改善とセールス重視の考えを取り入れる。オペレー
タやエンドユーザの操作を積極的に機能化・自動
化することで窓口業務のワークフローを改善する
機器の開発を行う。

む　　す　　び

本稿では，市場ニーズの分析に基づき考え出し
た次世代金融機関端末のコンセプトを実現する
UBT-Firstの特徴について述べた。UBT-Firstは
従来の端末の考え方を一新し，富士通の提唱する
「お客様起点」を正に具現化した製品であり，大手
金融機関をはじめ幅広いお客様に採用いただいて
いる。
今後も，更なる発展型のコンセプトのもと従来
の固定観念にとらわれない新たな金融機関端末を
提供していく。

む　　す　　び

りである。
・IPアドレスや周辺機器類のソフトウェア資源デー
タといった装置個別情報をコネクタBOX内のCF
カードに格納・バックアップし，本体部が交換さ
れた際に自動的に検知して本体部へ復元する専
用ソフトウェアを開発。
これらの機能を組み合わせることで，一連の交
換作業をオペレータが行えるようになり，「簡単に
交換して，すぐまた使える」端末を実現した。

今後に向けて

本製品の開発に当たり，金融ビジネスにおける
事務からセールス・サービスの場への環境変化に
対し，ハードウェア製品として新たな機能や特徴
を実現した。このことは，次世代の金融機関端末
におけるお客様のニーズに対し一定の方向性を示
したと言える。金融機関端末は今や単なる事務作
業を円滑に行うための道具にとどまらず，窓口業
務のフィールドイノベーションを実現する。
更なる発展型としては以下の要素が考えられる。

（1） 事務のスリム化
窓口業務の一部をエンドユーザの操作により補

今後に向けて

図-4　オペレータによる保守交換
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