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あ ら ま し

金融機関向けATM（Automated Teller Machine）アウトソーシングサービスは，金融機
関の店舗内・店舗外に設置しているATMの稼働状況の監視，お客様からの操作の問合せ
などの対応，カード・通帳などの紛失・盗難にあった際の停止処理を行う事故受付，更

にATMの現金補充や回収を計画的に管理する警送などの運用業務をトータルにアウト
ソーシングするサービスである。本サービスによって，金融機関のATM運用業務の負担
を軽減し，業務効率化を図ることができる。

本稿では，ATMアウトソーシングサービスの概要とその特長，およびサービス品質向
上への取組みについて述べる。

Abstract

With the outsourcing service for automated teller machines (ATM), financial 
institutions can outsource all their ATM management operations.  Such operations 
include monitoring the operational status of ATMs installed inside and outside 
branches, handling inquiries about operation from customers, receiving reports of 
accidents and suspending processing in the event of loss or theft of cards or bankbooks, 
and ensuring security including systematic management of ATM cash refilling and 
collection.  This service reduces the burden that ATM management operations place 
on financial institutions and leads to more efficient operations.  This paper outlines 
the ATM outsourcing service, describes its features and presents our approach to 
improving service quality. 

● 吉永伸一

金融機関向けATMアウトソーシング
サービス

Outsourcing Service for Automated Teller Machines of 
Financial Institutions
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付ける窓口業務も行っている。
近年，各金融機関はコンビニにATMを展開して
いる企業と提携し，24時間運用を行うことが増え
てきている。このため，深夜帯にカード紛失・盗
難時の窓口を富士通フロンテックで開設し，利用
者からの連絡を受け付けている。
（3） 警送支援業務・警送業務
警送支援業務とは，ATMを運用するために必要
な資金を計画的に立案して，警備会社に指示し，
また警備会社が保有する現金を日々管理するもの
である。
資金計画の立案のために，資金量管理システム
を独自に構築し，過去の入出金実績から，当月の
入出金を予測し，ATMへ装填する現金の準備量を
日々チェックしている。
警送業務は実際にATMに現金を補充したり，回
収したりする業務で，富士通フロンテックから各
地の警備会社に業務委託している。富士通フロン
テックはATMが停止しないようATM内部の現金残
高チェックを行い，資金計画に反映させ，また警
備会社が保有する現金も毎日チェックし，ATMへ
の現金補充，回収を適切に管理している。
更に，日々の装填・回収金額を金融機関に報告し，
銀行が管理する数値と異なった場合は，警備会社
と協力して原因の究明作業を行っている。
● サービス展開の状況

ATMアウトソーシングサービスは，2004年に名
古屋地区で監視・照会業務，広島地区でフルアウ
トソーシング（監視・照会業務，警送支援業務・
警送業務）を皮切りに，現在までに18の金融機関
に展開し，監視しているATM台数は約4000台にま
で拡大している（表-1，図-1）。
本サービスを開始した頃は，富士通フロンテッ
クのノウハウ不足から，担当者を金融機関や協力
会社に常駐させての業務を余儀なくされたため，
各種資源の分散が生じ，非効率な運用となってい
た。その後自前でのセンター運営のノウハウ・ス
キルを習得したことで，2007年から熊谷市に共同
センター（以下，熊谷センター）を構築し，東京
地区にある金融機関を皮切りに，独自でサービス
を開始している。

ま　え　が　き

近年，金融機関では，職員の本業専念とATM
（Automated Teller Machine）の導入費・運用費
の削減が課題となっている。このため，ATM運用
業務を外部にアウトソーシングすることでこの課
題を解決し，ATMの運用業務を効率化する動きに
ある。富士通フロンテックはこの課題に応えるた
め，金融機関向けにトータルアウトソーシングサー
ビスを提供している。
本稿では，金融機関向けのアウトソーシングサー
ビスの概要とその特長を述べるとともに，サービ
ス品質向上への取組み内容についても述べる。

ATMアウトソーシングサービスの概要

● サービスの内容と特長
富士通フロンテックが提供するATMアウトソー
シングサービスは，以下の業務を対象としている。
（1） ATM監視・照会業務

ATM監視・照会とは，監視センターでATMの稼
働状態をリアルタイムで監視し，障害が発生した
場合の対応やATMを利用されるお客様からの使い
方などに関わる問合せに対応する業務である。ま
たカードや通帳をお客様がなくされた場合に，ほ
かの人に不正に利用されないように停止処理を
行う。

ATMの監視には，CCMS（Concentrated Control 
and Monitoring System）監視システムを使用し，
リアルタイムでATMの状態を把握している。障害
が発生した場合，監視センターからオートフォン
（ATMに備えられた壁掛け電話）への呼び掛けや利
用者からの入電により障害の詳細な状態を確認し，
リモートでの一次復旧対応を行う。リモートでの
復旧が難しい場合は，契約している警備会社（金
融機関との契約も含む）に出動を依頼し，復旧さ
せる。警備会社の手に負えない場合は，更に現地
の保守会社に出動を依頼する。このように，監視
センターでの監視と現地保守との連携により，障
害が発生してもATMの休止が長時間にならないよ
うに努めている。
（2） 夜間事故受付業務
カードや通帳の紛失・盗難については，監視セ
ンターの業務終了後の夜間時間帯に専門的に受け

ま　え　が　き

ATMアウトソーシングサービスの概要
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図-1　監視・照会サービスの実施状況

表-1　提供サービスの種類
業務名・サービス展開状況 監視・照会 警送支援 警送 夜間事故受付 貸金庫 金融機関数 ATM台数（監視）
フルアウトソーシング ○ ○ ○ ○ ― 2 1679
監視・照会サービス1 ○ ○ ― ○ ― 1 776
監視・照会サービス2 ○ ― ― ○ ― 3 605
監視・照会サービス3 ○ ― ― ― ― 3 487
監視・照会サービス4 ○ ― ― ― ○ 1 400
警送サービス ― ― ○ ― ― 2 ―

夜間事故受付 ― ― ― ○ ― 6 ―

2013年3月現在

品質向上の取組み

ATMアウトソーシングサービスの顧客満足度を
向上させるには，前章で紹介したそれぞれの業務
の品質面への取組みが重要である。
本章では，監視・照会業務での要員教育と警送
業務での警送計画・警送会社との連携について述
べる。
● 要員教育
監視・照会業務においては，ATM利用者との電
話応対が基本となる。応対の仕方，内容によっては，
センターに対するクレームとなるので，応対する
人のスキルを一定レベルに保つ必要がある。
このため，センターでは，要員を採用してから
実際に電話応対するまでの間でステップアップで
きるようなカリキュラムを設定しており，その都

品質向上の取組み
度スキル判定を行っている。また電話応対業務
に就いてからも，スキルレベルを維持・向上さ
せるためのフォローアップ研修も実施している
（図-2）。
（1） ロールプレイング研修
実際に電話応対業務に就く前に一番時間を掛け
ているのが，ロールプレイング研修である。これは，
教育担当者（スーパーバイザ）がお客様，新人が
オペレータとなり，想定問答集（トークスクリプト）
を使って，色々な場面を想定したやり取りをしな
がら，応対のスキルを習得していくものである。
スーパーバイザは，この研修中に新人に対して，
お客様のニーズキャッチ，復唱，発声の明瞭さ，
分かりやすさなどの項目で評価し，合格点に達す
るまで繰り返し行う。ときには，トークスクリプ
トにないケースを質問し，臨機応変に対応できる

2004年 2010年 2011年 2012年2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2013年

▲10月　　　　　　　　　　　　　　名古屋地区金融機関

▲10月　　　　　　　　　　　　　　広島地区金融機関

▲2月　　　　　　　　　　　　　山口地区金融機関

▲3月　　　　　　　　　　　仙台地区金融機関

▲4月　　　　　　　　　　　大分地区機関

▲4月　　　　　　　　　　　東京地区金融機関

▲4月　　　　　　　　佐賀地区金融機関

▲11月　新潟地区金融機関

▲10月
群馬地区

▲3月
福井地区
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モニタリングには，通話録音を聞くほか，お客
様と電話応対しているその場で会話内容をヒアリ
ングして，応対終了後直ちに本人にフィードバッ
クするリアルタイムモニタリングがある。これら
のモニタリングを3か月から半年単位でオペレータ
全員を対象に実施している。また，評価レベルが
ばらつかないように，指導する側の研修も計画し
ている。
● 外部評価
上記で述べたように，採用フェーズから運用
フェーズに至るまで，常に継続的に研修を行って
いるが，本人たちのスキルレベルを客観的に判断
する指標として，外部に評価を依頼した。
熊谷センターにおいて，ヘルプデスク協会（HDI：

Help Desk Institute）の日本支部（HDI-Japan）
によるコールセンター格付け審査を受けることに
した。HDIは，ヘルプデスクやコールセンターの
地位向上や，品質向上を目的に，業務に携わる人々
の教育や，センターの格付けを実施している民間
の国際認定機関（本部は米国）である。
熊谷センターでは，2008年より格付け審査への
取組みを開始した。その審査の方法は，HDIの審

ことのチェックも行う。
この研修に使うトークスクリプトは，過去にセ
ンターで実際に受けた障害や問合せに基づいて作
成しており，新規事例が発生すれば内容の見直し
を行い，常にレベルアップを図っている。
（2） フォローアップ研修
初期教育を受けて，応対業務に就いた後も定期
的にフォローアップすることが重要である。これ
は業務に慣れが出てきて，聞くべきことを聞かな
かったり，お客様が話すのを遮ったりして，不適
切な案内になるのを防止するためである。
このため，スーパーバイザや責任者が通話録音
のモニタリングを行い，内容を評価し，本人に
フィードバックして指導する。指導する点は，正
確なニーズキャッチ，復唱，レスポンス速度など
の精度スキルと，また相槌

づち

，話速，言葉使い，マジッ
クフレーズ（注）などのソフトスキルの2点である。精
度スキルが高くてもソフトスキルが低ければ冷た
く感じられるので，両者のバランスが重要である。

（注） クッション言葉とも言い，「恐れ入りますが」「あいにく
ですが」「お手数をお掛けします」など，相手の気持ち
を和らげる言葉のこと。

オペレータ
（17％）

・電話モニタリング評価
・コンプライアンス事例，セキュリティ事例の教育
・スキルレベル評価

＜各種運用追加，変更への追従＞
・ATM機能追加，変更
・各種ルールの追加，変更
・新規イレギュラーやトラブル事例

＜モチベーション維持，向上へのフォロー＞
・気付きシート，改善要望シートの運用（→当事者意識，創意工夫）
・スマイルチェック（自己評価），ありがとうカウント（お客様評価）の運用

・リーダ研修□顧客対応
　①トークスクリプト
　②Q＆A
　③勘定系端末研修
　④ATM研修（障害対応）
□業務仕様
　①業務仕様詳細
　②帳票確認，作成方法
□センター運用
　①イレギュラー対応
　②帳票確認
　③センター運用
□技術教育
　①ATMの詳細構造
　②警備・警送対応
　　（装填，回収，精査など）

①セキュリティ
②コンプライアンス
③ATM監視センター，
　キャッシュサービスコーナ，
　支店
④監視センター運用の流れ

①オペレータの心構え
②電話応対の基礎
③クレーム電話応対
④セキュリティ
⑤コンプライアンス

①監視システム，
　ATMの概要
②ATMの取引
③取扱媒体
④手数料
⑤金融商品
⑥状態コードとHOST更新
⑦支店と警備会社の連携

■監視センター基礎
・オペレータ基礎教育
・理解度テストを経て
  次の教育へ　人材募集，面談，採用

・基礎教育
・オペレータ適性テスト

■電話の応対
・フィードバック
・マジックフレーズなどの
  対応スキル向上
■ATMの構造
・実機を使用して訓練
・着座基準のテスト合格で着座

新人オペレータはスーパーバイザがサポート
（モニタリングと対応フォロー）
・コミュニケーションスキル向上
・テクニカルスキル向上業

務
ス
キ
ル

着
台
判
定

基礎教育

協力会社の教育 富士通フロンテックの教育

机上教育

ロール
プレイング，
ATM研修

新人
オペレータ
（OJT）

熟練オペレータ
（1年以上勤務83％）

理解度テスト

フォローアップ研修

図-2　オペレータ教育とフォローアップ
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出金の差分実績データから，ATMに装填する現金
の量を求める資金量システムを開発した。これを
使用することで，どのATMがいつごろ現金切れに
なるかを把握でき，現金切れとなる前に装填する
よう警備会社に依頼することが可能となった。た
だし，実際の入金・出金は，天候，曜日，イベン
ト（給料日など）に左右されるため，システムで
算出した値をそのまま適用するのではなく，警送
計画責任者がいろいろな条件を加味し，判断して
いる。
（2） 警備会社との連携
警送業務でのもう一つの品質向上策としては，
実際に現金を装填・回収する警備会社との連携を
密にすることが重要である。
警備会社が実際にATMに対して現金の装填・回
収を行う際，その作業品質によっては現金の過不
足が発生することがある。すなわち，回収すべき
現金を忘れたり，装填すべき現金を一部持ち帰っ
たりすると，計画値と一致しなくなり，過不足が
発生する。その過不足を防止するため，マニュア
ル手順書の整備，ATM実機を使った隊員への教育
を実施している。
また警備会社拠点に出向き，保管金などの各種
現物の管理状況や，セキュリティ（個人情報，金
融機関情報）に重点を置き，指導および監査を行っ
て，品質の安定に努めている。更に，過不足が発
生した場合は，警備会社と共同で原因を分析し，
対策を実施することにしている。対策実施に当た
り，業務仕様・対応手順の見直しが必要な場合は，
ATMベンダとしてのノウハウを生かし，最適な手
順の見直しを図り，警備会社への指導改善に当たっ
ている。

監視システムの今後

現在，サービスの拠点は4か所に分散しており，
それぞれに監視サーバを設置しているが，バック
アップとしての機能は持っていない。今後のあら
ゆる災害に備えたバックアップセンターの構築は
急務であり，またサーバ分散化による運用費用増・
システムコスト増からの脱却，運用の柔軟性の確
保も必要となっている。
このため，サーバをクラウド化したサービスの
提供を2012年8月から開始した。今後受託する金融

監視システムの今後

査員10人がセンターに実際に電話を掛けてきて，
様々なシーンでの問合せを行い，平均応答率，通
話時間などのパフォーマンス項目5項目と対応スキ
ル，対応処理手順，コミュニケーションなどのク
オリティ項目5項目の計10項目から成る評価を行う
ものである。各項目とも5点満点で，10人の審査員
の評点結果を集約し，全10項目の全てで3点以上と
なって，初めて三つ星となるもので，熊谷センター
では3年越しで三つ星を獲得した。
これにより，熊谷センターの研修レベルが一定
のレベル以上にあると評価されたことになる。
● トラブルゼロ活動（TZ活動）
前節の応対品質向上を含めた取組みとして，ト
ラブルゼロ活動（TZ活動）を実施している。これは，
監視・照会業務において，利用者に対して案内ミ
スを起こさないための種々の活動であり，その指
標として，ミスを起こさなかった継続時間を計数
し，センター内に掲示している。センター内に掲
示することで，オペレータに良い意味での緊張感
を持たせている。
一方で，ミスを恐れるあまり，気持ちが萎縮し
てしまわないように，目標時間を達成した場合の
褒賞制度や，利用者からのお礼状なども掲示し，
モチベーションの維持に努めている。
● 警送業務での品質向上への取組み
警送業務における品質向上策としては，次の

二つが挙げられる。
一つは，実際にATMに装填する現金量の計画の
精度向上，もう一つは現金をATMに装填・回収す
る警備会社の作業精度向上である。
（1） 警送計画

ATMに装填する現金は，金融機関にとってはい
わゆる商品である。この商品を利用者が引き出す
とき，ATM内の在庫が不足していると金融機関の
評判を低下させることになる。また逆に在庫不足
を恐れてATMに大量の現金を入れていた場合は，
不良在庫となってしまう。そこで，ATM内の現金
の量を過去の実績から，適正に管理することが重
要となる。ただし，現金が小売業の商品と異なる
のは，現金は出金（引出し）だけでなく，入金（預
入れ）があることで，在庫が減少するだけでなく，
増加することも考慮しなければならない。
そこで，富士通フロンテックでは，過去の入金・
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機関のサービスは，全てクラウドサーバで提供す
ることになっている。

む　　す　　び

以上，ATMアウトソーシングサービスの概要と
各業務の品質向上への取組みを紹介した。本サー
ビスを支えているのはオペレータである。彼らは
電話を通して，ATM利用者の最前線に立ち，常
に緊張感を持って対応している。彼らのモチベー
ションを維持することがサービス品質の向上につ

む　　す　　び

ながっていく。モチベーション維持のために，利
用者からの「ありがとう」と言われた事例をセン
ターに貼り出したり，小さなことでも気付いたこ
とを書いてもらって吸い上げたり，自分の目標を
書き出した用紙を監視モニタに貼り付け，達成し
たとき，お互いに褒め合ったりしている。こうい
う些

さ

細なことでも，彼らの大きな支えになってい
る。そしてそれが，サービスを提供している富士
通フロンテックの大きな力となっている。

吉永伸一（よしなが　しんいち）

富士通フロンテック（株）
サービス事業本部金融サービスビジネ
ス事業部 所属
現在，金融機関向けATMアウトソーシ
ングサービスに従事。
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