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あ ら ま し

富士通フロンテックでは，最新技術を用いた帳票認識処理，画像処理，ワークフロー，

および印鑑照合支援技術などを適用した金融製品を開発・提供しており，多数の金融機

関で採用いただいている。本稿で紹介する金融機関向け営業店イメージソリューション

は，上記の最新技術を用い，金融機関が扱う帳票をイメージ化（電子データ化）することで，

窓口業務および事務集中センター業務の効率化・省力化を実現するソリューションであ

る。本イメージソリューションでは，帳票をスキャナでイメージ化し，文字認識を自動

で行う技術の適用により，文字入力の省力化を図っている。また，帳票イメージを使用

したイメージワークフローを実現することで，オペレータ離席率の低減，および入力業

務の事務集中センターへの集中化を可能とした。更に，印鑑イメージを使用した印鑑照

合を実現することで，オペレータ作業負荷の軽減や事務集中センターへの印鑑票搬送コ

ストの低減を可能とし，銀行業務・運用の効率化・省力化に貢献している。

本稿では，金融機関の事務効率化・省力化を実現する営業店イメージソリューション

について述べる。

Abstract

At Fujitsu Frontech, we are developing and providing financial products that apply 
form recognition processing, image processing, workflows, and technology to help verify 
seals that use the latest technology.  These products have been adopted by a number 
of financial institutions.  The imaging solution for branches of financial institutions 
that is introduced in this paper uses the latest technology mentioned above.  It makes 
images of (converts into electronic data) the paper forms used by financial institutions 
and thus it is a solution that improves the operational efficiency of and saves labor 
at bank counters and work centers.  This imaging solution applies technology that 
converts paper forms to images by scanning them and automatically recognizes the 
characters written on those forms.  This reduces the workload of data input.  In 
addition, by realizing an image workflow that uses the form images, it is possible to 
reduce the amount of time that operators are away from their desks, and increase the 
degree to which input work is concentrated in a work center.  Moreover, by realizing a 
seal verification process that uses seal images, it is possible to reduce the workload of 
operators, and the cost of transporting forms to work centers.  This helps to make bank 
operations and management more efficient and saves labor.  This paper describes the 
imaging solution for branches that can improve the operating efficiency of financial 
institutions and save labor.
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初期のイメージソリューション

1990年代後半から2000年代前半に稼働した初期
のイメージソリューションでは，事務の効率化，
省力化を狙い，窓口で帳票・伝票をスキャンして
イメージ化，帳票認識を行い，以降はイメージを
参照しながらの事務処理を可能とした（図-1）。
イメージデータをオペレータ間で持ち回ること
により，現物移動の廃止，オペレータの離席率低減，
データ入力の自動化を可能とし，事務効率化，オ
ペレータの作業負荷軽減，およびパート化を実現
した。
また，従来，取引店以外での預金払戻しは，副
印鑑（預金通帳内に押印された届出印と同一の印
影）との同一性確認により実施されていたが，印
鑑偽造による不正出金防止目的のため副印鑑が廃
止されたことにより，従来の確認方法に代わる取
引店以外での預金払戻しの仕組みが求められた。
この要件に応えるべく，届出印をイメージデー
タとして印鑑DBに一元管理し，取引店以外でも届
出印イメージを専用端末（印影モニタ）の画面上
に表示可能とする印鑑システムを開発・提供した。
イメージデータは，従来のシステムで扱ってい
たコードデータに比べ，格段にそのサイズが大き
い。そのため初期のイメージソリューションでは，
ネットワークインフラを考慮し，図-1に示すよう

初期のイメージソリューションま　え　が　き

従来，金融機関では，多くの帳票・伝票類（現物）
を使用して事務処理が行われており，以下の課題
があった。
（1） 処理の都度，オペレータ間で現物を移動する
ため，現物の管理が煩雑である。また，営業店－
事務集中センター間で現物を移動するため，コス
ト，紛失リスクが高い。

（2） 現物を参照してオペレータがデータを入力す
るため，入力ミスが発生しやすい。

（3） データ入力や印鑑照合には熟練したオペレー
タが必要であるためコスト（人件費）が高い。
本課題を解決すべく，富士通は帳票・伝票をス
キャナでイメージ化して事務処理を行う営業店イ
メージソリューションを他社に先駆けて提供して
きた。富士通フロンテックでは，本ソリューショ
ンの中核を成すイメージトランザクションフロー
（ITF：Image Transaction Flow），帳票認識技術，
印鑑照合支援技術をパッケージ製品として提供し
ている。

ITF，帳票認識技術，印鑑照合支援技術は，お客
様のニーズと世の中の動向に合わせて進化してお
り，本稿ではその変遷および特徴を述べる。

ま　え　が　き

図-1　初期のイメージソリューション
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（1） OCR（Optical Character Recognition）専用
用紙を使用

（2） 色を除去して認識するため薄い赤色の枠の
採用

（3） 記入枠の大きさや間隔を細かく規定
また，筆跡や書体，紙の折れ曲がりなどが原因
で100％認識できない場合がある。このため辞書を
使用した補正機能（注1）や入力箇所を強調して表示す
る機能を併せて提供し，トータルでオペレータの
入力負荷を軽減している。

（注1）　金融機関名などが格納された辞書を使用し，1文字単位
で認識した結果を単語単位で補正する機能。

に各営業店，事務集中センターにワークフローサー
バを設置し，イメージデータによるワークフロー
機能を提供した。
以下にイメージワークフロー，帳票認識技術，
印鑑システムのそれぞれの特徴を述べる。
● イメージワークフローの特徴
（1） Pull型ワークフローの提供
一般的なワークフローは宛先（次作業者）を指
定して案件を回送・処理する形態（Push型）であ
るが，本イメージワークフローは，次の処理を指
定して案件を回送し，任意の作業者がそれを取り
出して処理する形態（Pull型）をサポートしている。
これにより，為替に代表される事務集中センター
での大量処理の場合に，処理の終わった作業者が
次々と他案件を取り出して処理することができ，
複数・任意の作業者での並行処理による業務効率
化を実現した。
本イメージワークフローの定義例，およびその
処理例を図-2に示す。
（2） データ特性を考慮したデータ管理機能の提供
テキストデータに比べ，イメージデータはその
サイズが大きい（A4モノクロ2値/MMR圧縮で約
100 Kバイト）ため，頻繁なデータ移動は性能劣化
を招く。
その対策として，イメージデータを各処理間で
持ち回ることなく集中・共有管理することで，移
動を伴わずにイメージデータをワークフロー処理
するデータ管理機能を提供した。
● 帳票認識技術の特徴
帳票認識技術とは，イメージ化された帳票・伝
票を解析し文字データを抽出してテキストデータ
に変換する技術である。テキストデータに変換す
ることで，データ入力を自動化しオペレータの作
業負荷軽減，入力ミス防止，スキルレス（パート化）
を実現している。
効率化を目的に帳票認識技術を導入しているた
め，高い認識率が求められた。このため銀行が帳
票認識向けに作成した帳票（制定帳票）を対象とし，
フォーマットを事前に登録しておくことで高い認
識率を実現した（定義型認識方式）。
制定帳票の例を図-3に示す。下記のような特徴
を持つ帳票に準拠することで認識に影響がないよ
うに工夫している。

図-2　Pull型イメージワークフロー例

図-3　制定帳票例

※エントリ/承認は，該当権限のある任意のオペレータが
　対象案件を取り出して処理をする。

＜ワークフロー定義の例＞

：処理を示す。

ExitStart 認識 エントリ

承認

完了

DB

案件名＋イメージ
＋次処理名（認識待ち）

エントリ待ちを
指定して取出し

次処理名
（承認待ち）

認識
エンジン

次処理名
（エントリ待ち）

承認待ちを
指定して取出し

次処理名
（完了）

＜ワークフロー処理の例＞

認識

エントリ

承認



FUJITSU. 64, 4 （07, 2013）326

金融機関向け営業店イメージソリューション

象帳票の拡大）
・ 人件費削減（オペレータのパート化推進）
最新のイメージソリューションでは，インフラ
の発達（ネットワークの高速・大容量化，端末能
力の向上など）に合わせ，図-4に示す営業店－
事務集中センター間をシームレスに結ぶイメージ
ワークフローの実現，帳票認識における取扱い帳
票の拡大，営業店からの印鑑登録，および印鑑照
合におけるオペレータ支援機能の充実を図って
いる。
また，サーバ能力の飛躍的な向上に合わ
せ，Linux64で動作するイメージサーバ基盤
「ImageIntegrator」を開発し，その基盤上にワー
クフローサーバと印鑑サーバを統合することで，
サーバ台数の削減，運用管理コストの低減を可能
とした。
● イメージワークフロー機能の拡充
（1） 営業店－事務集中センター間の連携強化
初期のイメージワークフローでは，営業店から
事務集中センターへ案件を回送する場合，バッチ
処理で転送するため，即時性のある業務には適用
できないという制約があった。
新イメージワークフローでは，図-4で示すよう
にワークフローサーバを事務集中センターに集約
した。これにより，以下のように営業店－事務集

● 印鑑システムの特徴
印鑑システムは，印鑑登録専用に設置した端末
で届出印のイメージを印鑑DBに登録し一元管理を
行っている。また，印鑑DBに登録された届出印イ
メージは，営業店に設置した印影モニタでの参照
（印鑑照会）を可能としている。
届出印イメージの登録・照会は，以下のように
実施している。
（1） 印鑑イメージ登録処理
印鑑票を営業店から事務集中センターに物流で
搬送。印鑑登録専用に設置した端末で届出印イメー
ジの登録を実施。
（2） 印鑑イメージ照会処理
登録された届出印イメージを印影モニタ上に表
示させ確認を実施。

最新イメージソリューション

初期のイメージソリューションで，営業店事務
の効率化・省力化を図りお客様のコスト削減を実
現したが，下記に示すお客様の更なるコスト削減
の要求に応えるべく，イメージソリューションを
継続的に改善し提供してきた。
・ 営業店事務の削減（事務集中センターへの業務シ
フト拡大）

・ イメージ化による事務効率化範囲の拡大（処理対

最新イメージソリューション

イントラネット
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図-4　最新イメージソリューション
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認識項目の近傍に存在するキーワード（記入者が
記入箇所である項目を識別可能な見出し文字）を
利用して認識項目を見つけ，文字認識結果を通知
する。（1），（2）

「キーワード認識」を適用することで，銀行で扱
われる為替帳票の内，帳票認識可能な対象が40％
程度であったものを80％までに拡大した。本技術
は，富士通研究所が保有している基礎技術を活用
し富士通フロンテックで培った金融ノウハウを適
用して完成した。業界初となる本技術を搭載した
システムが，一部の地銀で運用を開始した。（3） 未定
義帳票も定義帳票と同様に扱え，データ入力作業
を軽減できることから好評を得ている。
● 印鑑機能の拡充
初期の印鑑システムでは，印鑑登録時に印鑑票
を営業店から事務集中センターに搬送する必要が
あり，物流によるコストが掛かっていた。また，
印鑑照合は届出印と取引印の相違を判断する必要
があるため，習熟したオペレータによる対応が必
要であった。
（1） 印鑑登録業務の効率化
前述のワークフローに印鑑システムを適用する
ことで，現在の印鑑登録業務は，以下の運用が可
能となっている。
・ 営業店に設置されたスキャナで帳票を読み取り，
事務集中センターに帳票をイメージ化して転送。

・ 事務集中センターに転送された帳票イメージを
用いて印鑑登録処理を実施。
これにより，現物移動の廃止（営業店から事務
集中センターへの印鑑票搬送が不要），搬送コスト

図-5　キーワード認識の概念

中センター間でのイメージワークフロー運用が容
易に行えるようになり，事務集中センターへの業
務シフトの拡大を可能とした。
・ 営業店で現物のイメージ化を行い，イメージワー
クフローで回送して事務集中センターで集中
処理。

・ 受付不備（書類不足，記載不備など）による事務
集中センターから営業店への差戻し。

（2） 案件取出しの柔軟性確保
従来は，ワークフローサーバ/DBと処理端末がひ
も付いてグループ化されていた。そのため，事務
集中センターで一つのグループに処理が集中した
場合，一時的にサーバ/DBが高負荷になることが
あった。
新イメージワークフローでは，事務集中センター
の業務拡大に合わせ，複数のサーバ/DBを仮想的に
1台に見せることでグループの枠を取り払った。こ
れにより，各処理端末が柔軟に案件を取り出して
処理を行うことを可能にし，サーバ処理能力の平
準化を実現した。
● キーワード認識による取扱い帳票の拡大
帳票認識技術を導入したことの効果は高かった
が，定義型認識方式は以下の問題点があり，適用
できる範囲は限られていた。
・ 認識したい帳票は事前に定義し，認識端末に定義
体を配布する必要がある。

・ 媒体規約（色，紙質，フォーマットなど）が厳格
で印刷業者に依頼する必要がある。

・ 印刷業者で大量枚数印刷するためコストが高い。
一方で，一般企業が作成して金融機関に持ち込
む帳票（私製帳票）はフリーフォーマットで，か
つ事前に帳票の入手が困難なため，事前に登録が
必要な定義型認識方式では限界があった。このた
め取引量の多い帳票に限定して運用していたが，
お客様は私製帳票についても制定帳票同様に帳票
認識技術による効率化を期待していた。
この要望に応えるため事前登録不要で多種類の
帳票を認識できる「キーワード認識」を2010年に
製品化した。私製帳票であっても取り扱う情報は
制定帳票と同じであり，その配置や文字の大きさ
が異なるだけである。したがって認識したい文字
（認識項目）を自動的に見つけ出すことで定義レ
ス認識を実現した。本技術は，図-5に示すように
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口座番号

金額
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①手掛かりとなる見出し（キーワード）を
　帳票上から見つける
②見出しの近傍を探索して項目位置を特定
③該当項目を認識して文字認識結果を通知
④自動認識して結果出力

①
④

②
③
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いる。

む　　す　　び

本稿では，金融機関の事務効率化・省力化のニー
ズに対応した各イメージパッケージの変遷および
特徴を述べた。
現在，金融機関の事務効率化・省力化は一段落し，
ニーズは以下のような利用客へのサービス品質の
向上へと変化してきている。
（1） マルチチャネル化
渉外担当が携帯端末を利用して渉外先で営業店
と同等のサービスを実現。
（2） システム間連携による情報提供の充実
勘 定 系 と CRM（Customer Relationship 

Management）など，他システムとのシームレス
な連携によるサービス向上。
富士通フロンテックは，今後も，富士通ととも
に新たなニーズに対応したイメージパッケージを
開発・提供していく。
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む　　す　　び

削減を実現した。従来のシステムと比較すると，
印鑑登録時のタイムラグが大幅に減少し即時性が
向上している。なお，事務集中センターを保有し
ない金融機関では，営業店端末から即時に印鑑登
録を実施することが可能となっている。
（2） 印鑑照合に対する支援機能の実現
従来の印鑑照合は印影モニタ上の届出印イメー
ジと帳票に押印された印鑑をオペレータが手動で
重ね合わせていたため，熟練を要していた。帳票
に押印された印鑑（取引印）と届出印をそれぞれ
イメージ化し，画面上で従来と同等の印鑑照合を
可能とする機能を提供することで，オペレータの
負荷軽減を実現した。
この印鑑照合支援機能は，取引印，届出印，取
引印と届出印の重合せ結果の各イメージを一画面
上に並べて表示することで，同一の印か相違の印
かの判断を可能にしている。
取引印と届出印の重合せ表示には，以下の機能
がある。
・ 一致箇所，取引印のみの箇所，届出印のみの箇所
を3色に分けて表示。

・ 取引印と届出印のイメージを半分ずつ表示し，切
り口の一致確認を可能とする（半折り照合）。

・ 取引印と届出印のイメージを交互に表示し，残像
による一致確認を可能とする（フラッシュ照合）。

・ 取引印と届出印のイメージを重ね合わせた結果，
不一致箇所を強調して表示。
また，印鑑照合支援機能は，届出印に似通った
取引印（類似印）を相違印と判断する機能（注2）を
有し，印鑑照合における精度を向上させている
（図-6）。
上述のとおり，同一印・相違印の判断が容易に
なったことで，オペレータの習熟度に影響されず，
より堅確な印鑑照合が可能となった。また，画面
上に表示されるイメージで印鑑照合が可能となっ
たことから，営業店内においても帳票（紙媒体）
の持ち回りがなくなり，業務効率化にも寄与して

（注2）　類似印は，届出印とほとんどが一致しているが局所的に
は異なる。この差異を検出し相違印と判断する機能。

重合せ結果
相違部分の拡大

取引印と届出印が
局所的に異なる

図-6　重合せ結果

http://www.toyama.hokkoku.co.jp/subpage/K20110507302.htm
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