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あ ら ま し

金融機関向けATM（Automated Teller Machine）は旧来よりハードウェアとソフトウェア
をセットにしたオールインワン端末としての機器販売が主流であった。富士通グループでは
2002年からATM機器と運用を合わせたトータルアウトソーシングサービスビジネスを開始し，
ビジネス規模を拡大してきた。富士通グループとしては，コンビニATM市場への参入が遅れ
たが，富士通フロンテックとして従来から保有しているATMの装置開発・システム開発の技
術を生かし，「店舗向けATMサービス」として2004年にコンビニATM市場への参入を果たし
た。店舗向けATMサービスを提供するに当たり，流通店舗に販売・設置するための低運用コ
スト・省スペースという要件を満たすために従来のATMシステムに代わる，新アーキテクチャ
のWeb-ATMシステムを開発した。ATM本体もアウトソーシングサービス向けに信頼性とメン
テナンス性を向上させた専用機を投入し，2013年3月末時点で5金融機関において約4400台が
稼働している。アウトソーシングサービス向けであるWeb-ATMシステムには，ATM監視シス
テム・警送支援システム・ATM運用システムなどのATMのアウトソーシングサービスに必要
なサブシステムを包含しており，更に，実際に富士通フロンテックでATMを運用することで
得た業務ノウハウを日々システムにフィードバックすることで改善を進めている。
本稿では，富士通フロンテックがATM本体および関連システムの開発と監視・警送・運用

サービス業務の双方をワンストップで実施している強みを生かすトータルソリューションとし
て，アウトソーシングサービスの新たな流れを築いた店舗向けATMサービスについて述べる。

Abstract
Automated teller machines (ATMs) for financial institutions have traditionally been offered 

for sale mainly as all-in-one terminals combining hardware and software.  The Fujitsu Group 
started the total outsourcing service business including ATMs and their operation in 2002 and 
has expanded the scale of the business.  While the Fujitsu Group started late as a player in the 
convenience store ATM market, we as Fujitsu Frontech took advantage of the ATM device and 
system development technologies we have owned for some time to successfully enter into the 
convenience store ATM market in 2004 with the “ATM service for stores.”  To provide the ATM 
service for stores, we developed a Web-ATM system with new architecture to take the place 
of the conventional ATM systems in order to satisfy the requirements of low operational cost 
and small footprint, allowing the systems to be sold to and installed in outlets.  We launched 
specialized ATMs with improved reliability and maintainability for the outsourcing service and, 
as of the end of March 2013, about 4400 units are in operation in five financial institutions.  The 
Web-ATM system intended for the outsourcing service includes subsystems required for ATM 
outsourcing services such as ATM monitoring, security transport support and ATM operation 
systems.  In addition, the business know-how that Fujitsu Frontech has acquired by actually 
operating ATMs is fed back to the system on a day-to-day basis for improvement.  This paper 
describes the ATM service for stores, which has created a new trend of outsourcing services.  
The service is a total solution that takes advantage of Fujitsu Frontech’s strength in one-stop 
implementation for the development of ATMs and related systems and the monitoring, security 
transport and operation service business.
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供できるビジネスモデルを考案しATMの新たな
サービス構築を狙いとした。

2004年5月より運用を開始した本サービスは，現
在5銀行へ提供し，全国のコンビニエンスストアに
約3500台，スーパーマーケットなどに約900台の
ATMを展開している（2013年3月現在）。
利用者の利便性を高め，取引件数の拡大を図る
ため，複数銀行との提携による共同ATM化にも積
極的に取り組んでいる。2009年5月より北陸地区
で共同ATM運用を開始，2011年10月には北海道地
区，2012年2月には中国地区と，それぞれの地域の
地方銀行と都市銀行との共同ATMとしてサービス
を行っている。
サービス開始以来の稼働台数の推移を図-1に示す。
本稿では，本サービスのビジネスモデル・サー
ビス運用・ソフトウェア技術・ATMの特徴を中心
に記載する。

ビジネスモデル

本サービスは，ATMの設置台数に応じて設置店
舗よりいただくATMサービス料と，ATMでの取引
件数に応じて提携銀行よりいただく運用費，設置
店舗に還元する取引販促費で構成されている。
これにより，ATMの取引件数を増やすことで設
置店舖が少ない費用負担でATMサービスを享受で
きるビジネスモデルとしている。
ビジネスモデルを図-2に示す。

ビジネスモデル

ま　え　が　き

店舗向けATM（Automated Teller Machine）サー
ビスは，富士通と富士通フロンテック（FTEC）が
共同で，銀行および設置先である流通店舗向けに
提供しているATMトータルアウトソーシングサー
ビスである。
本サービスでは，ATM機器・稼働システム・運
用業務までを一括して提供している。ATM運用業
務では，保守・稼働監視・ATM利用者の問合せ対応・
現金装填・警備・システム監視などの業務全般を
行っている。
本サービスの実施に当たっては，FTECのATM
における開発製造・ソフトウェア開発・サーバ
基盤のノウハウを集結し，更には，富士通のIDC
（Internet Data Center）・汎用サーバ・基盤ソフ
トウェア・ネットワークサービスを最大限活用し，
流通店舗への設置に最適な，低コスト運用化を重
点にサービス開発を行った。
システムにおいては，将来的にATMが単なる現
金のチャネルから情報のチャネルとして拡張して
いくことも視野に，Web技術を使用する以下の取
組みを行っている。
・クラウド型ATMクライアント/サーバシステム
・Web技術を適用したシンクライアント型ATM
・ATM故障時のスワップ（良品交換）保守
併せて，低コスト運用で設置店にサービスを提

ま　え　が　き

図-1　稼働台数の推移
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運用フローの概要を図-3に示す。
ATM取引サービス以外のサービス提供内容を以

下に記載する。
（1） ATM監視サービス
監視センターでは，ATMの稼働状況を監視する
とともに，利用者からの問合せやトラブルに対する
コール対応を行う。また必要に応じて保守技術員や
警備会社と連携を取り，ATMの稼働・維持に努め
ている。
（2） 警送サービス

ATMの現金状態を管理し，現金不足装置には現
金の補充を，現金過多装置からは現金の回収を行
う。またカードなどの忘れ物の回収や，告知物（ポ
スターやチラシなど）の交換に関する作業も行う。
（3） ATM運用サービス

ATMの運用状況・稼働状況を帳票出力して，顧
客に提出・報告を行う。ATM画面へコマーシャル
画像を表示することも可能であり，画面の変更も
サービスの一つである。
それぞれのサービス実現に向けて，システムと
して以下の対応を実施している。

トータルサービスを実現するサービス運用

本サービスでは，ATM取引サービス（現金の
入出金取引など）を提供する以外に顧客｛銀行や
リテーラ（ATMの設置店）｝に代わってATMの設
置・移設，システムの稼働監視，現金の補充・回
収，トラブル時の利用者対応，警備会社との連携
など，ATM運用に関する全ての業務がサービス範
囲となる。

トータルサービスを実現するサービス運用

図-2　ビジネスモデル
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（1） ATM監視システム
多数の金融機関に採用いただいている，FTECの

ATM監視システムを運用センターに導入し，監視
サービスを実現している。監視システムには監視
業務で得たノウハウや運用改善策を逐次反映して
おり，汎用の監視システムと比較すると，高機能
なシステムとなっている。
（2） 警送支援システム
警送業者がATMに現金を補充する際，現地に到
着してから退出するまでの作業管理・作業指示は
運用センター内の警送運用担当者が実施する。警
送対応は毎日相当な件数があり，従来は現場から
のその多大な報告をオペレータは電話で受信して
いた。この運用を効率化するため，警送支援シス
テムを開発した。警送運用担当者が本システムに
事前に作業指示を登録しておき，警送業者はその
作業指示内容どおりに作業を行い，作業結果をタッ
チパネルを用いてシステムに入力する。オペレー
タはその報告結果をシステム上で確認できるため，
大幅に作業効率を向上することができた。
（3） ATM運用システム
業務報告のレポート業務に必要な情報はサーバ
センターのデータベースサーバに集約しており，
それらのデータの参照・集計業務はATM運用シス
テムで実現している。
運用センターでATM運用システムを使用して，
顧客向けレポート業務の容易化を図っている。

ATM監視システム，警送支援システム，ATM運
用システムは，いずれもATMと連携するサブシス
テムである。これらのシステムを運用し，運用業務
のノウハウをシステムにフィードバックすることで
品質と効率化の向上を図っている。これは，FTEC
が「ATM本体および関連システムの開発」と「監視・
警送・運用サービス業務」の双方を実施することで
実現したサービスの特徴と言える。

新アーキテクチャ Web-ATMシステムの
ソフトウェア技術

アウトソーシング向けのATMシステムを開発す
るに当たり，以下の要件・目標を設定した。
（1） ATMトータルアウトソーシング業務を円
滑に実施するために必要な情報（業務カウン
タ，ジャーナルデータなど）が集約されており，
ATM運用部門で容易にアクセス可能なこと。

新アーキテクチャ Web-ATMシステムの
ソフトウェア技術

（2） セキュリティ強化，情報漏えい防止のために，
ATM内に取引情報を極力保管しないこと。

（3） メンテナンス性を向上させるために，業務
アプリケーションはサーバセンターに配置し，
ATMはシンクライアント構成とすること。

（4） サーバセンターはクラウドシステム構成とし，
複数金融機関のATMアプリケーションを動作さ
せ，ATM取引を処理すること。

（5） ほかの業務システムと円滑に接続するために
オープンシステム素材で構成されていること。

（6） 故障しやすい部品（HDDなど）を極力削減し，
紙幣ユニットの複数搭載などの冗長化を図り，
ATM稼働効率を向上させること。

（7） 故障発生時の修理/復旧時間を短縮させるため
に，新しい装置保守の仕組みを作ること。
これらの要件を満たすには従来の一般的なATM

システムでは実現困難であるため，新しくWeb-
ATMシステムを開発した。
一般的なATMシステムとWeb-ATMシステムの
構成を図-4に示す。
一般的なATMシステムは基本的な現金の入出金
に関わる機能がATM内で完結している。ATM内に
業務アプリケーションを持ち，ATMと銀行のホス
トコンピュータを接続する構成としている。その
ため，アプリケーションのメンテナンスは個々の
ATMで必要である。
一方，Web-ATMシステムはATMと銀行のホス
トコンピュータ間にWebサーバやデータベース

図-4　一般的なATMシステムとWeb-ATMシステムの構成
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金融機関のアプリケーションを追加することが
可能なクラウドシステム構成としている。
このようなシステム構成とすることで，当初の
システム要件・目標を実現することに成功した。

アウトソーシング専用ATMの構成・特徴

Web-ATMシステムにおけるATMトータルアウ
トソーシングサービスでは，金融機関の代わりに，
現金の補充・回収，トラブル時の利用者対応といっ
たATM運用に関する全ての業務がサービス範囲で
ある。そこで，この業務に最適で，徹底したコス
ト低減に対応したアウトソーシング専用ATM（以
下，専用ATM）を開発した（図-6）。
専用ATMでは，保守性向上・休止レスにつなが

アウトソーシング専用ATMの構成・特徴

サーバなどのサーバセンターを有する構成となっ
ている。
これにより，ATMの画面や業務仕様はサーバア
プリケーションで実現しておりメンテナンス性が
向上している。

Web-ATMシステムでは，サーバセンターのWeb
サーバ内にATM業務アプリケーションが位置して
いる。Web-ATMシステムのATM内ではインター
ネットブラウザが起動しており，汎用のインター
ネットブラウザの技術を用いて，ATM取引を実現
する仕組みである。一般的なATMシステムとWeb-
ATMシステムのソフトウェア構成を図-5に示すと
ともに，特徴を以下に述べる。
・アウトソーシング業務に必要な情報（業務カウン
タ，ジャーナルデータなど）はサーバセンターの
データベースサーバに集約している。ATM運用
センターの端末よりアクセス可能とすることで，
ATM管理業務，警送業務，警備業務を円滑に実
施可能としている。

・ATM内にはOS，ユニット制御，およびインター
ネットブラウザのみを搭載し，業務アプリケー
ションを搭載しないシンクライアント構成とし
ている。ATM内での取引情報を保管しないこと
で，セキュリティ向上，メンテナンス向上を実現
している。

・汎用のオープン素材を用いたWeb技術で，1台の
Webサーバ内に複数のATM業務アプリケーショ
ンを動作させる構成としている。複数金融機関の
ATM業務処理を同時に実行可能であり，後から

図-5　一般的なATMシステムとWeb-ATMシステムのソフトウェア構成
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今後の設置店向けサービス拡大への取組み

これまでATM利用者の利便性を意識したATMと
してのサービス開発を行ってきた。今後はそれに
加え，設置店舗にメリットあるサービスメニュー
を追加していく。
例えば現在，店舗における課題の一つとして，売
上金の決済にかかるコスト・時間が挙げられる。そ
こで，設置店舗での売上金をATMに入金してもら
うことで，売上金の振込処理の負荷低減と決済時間
の短縮・防犯性の向上を図っていく。また，店舗で
必要な紙幣両替をATMで行えるサービス機能を付
加し，ATMを店舗の業務ツールの一つとして活用
いただけるようにしていく。

む　　す　　び

Web-ATMシステムはサーバセンターで複数ユー
ザのシステム稼働を実現しており，クラウドシス
テムの先駆けだったと考えている。
近年，クラウドシステムの普及とともに，クラ
ウドシステムは一つのカテゴリとして，市場に認
知されてきている。今後FTECでは，クラウドシス
テムの仕組みをATM監視システムなどにも展開す
ることを検討していく予定である。
本サービスの規模もATM4000台を超えるまでに
拡大してきていることから，社会インフラの一端
を担っているとの自覚を持ち，より高い信頼性の
追求に取り組んでいる。ATMハードウェア・ATM
システム・関連システム・サービス運用業務の全
てを1社で提供できるFTECの強みを生かし，サー
ビス・ソリューションを通じて顧客に安心を提供
するような店舗向けATMサービスの運用に努めて
いく。

今後の設置店向けサービス拡大への取組み

む　　す　　び

る各種機能を実現しており，一般的なATMと比較
して保守費用を大幅に削減できる点が特徴である。
（1） HDDを非搭載
セキュリティ強化・情報漏えい防止のため，

ATMに業務情報を極力保管しないことと，HDDな
どのストレージ故障によるATM休止や交換などの
メンテナンスを考慮し，メモリのみでシステムを
構築している。
（2） 1台のATMに2台の紙幣ユニットを搭載
紙幣ユニットにトラブルが発生してもATM運用
を継続させられることや，メンテナンス性を考慮
し，1台のATMに紙幣ユニットを2台搭載し冗長化
構成としている。
（3） ATMのスワップ保守を実現
従来のATMで故障が発生した場合は現地の専属

CEが現場に向かい，保守を行っている。専用ATM
では故障発生時の修理・復旧時間を短縮するため，
ATM自体を交換するスワップ保守を実現している。

サービス運用品質向上への取組み

本サービスのATM運用業務の品質を維持向上さ
せ，信頼性あるサービスプロバイダと認められる
よう，ISO9000，ISO20000，ISO27000の認証を
取得した。
コールセンター品質向上策として，コールセ

ンターの格付機関である米国ヘルプデスク協会
（HDI：Help Desk Institute）のガイドラインに則っ
た品質改善を2008年度より実施しており，2010年
度は格付け審査での最高評価である「三つ星」を
獲得した。
サ ー ビ ス 要 員 と し て も ITIL（Information 

Technology Infrastructure Library）ファウンデー
ション認定者19名，HDI認定資格保有者14名とサー
ビススキルの向上を図っている。

サービス運用品質向上への取組み
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