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安定的な収益を確保する経営体質の確立に不可欠となるのが、企業統制・経営マ
ネジメントに資する経営管理情報の整備である。
金融機関に関しては、2004年12月に金融庁が発表した「金融改革プログラム」に
おいて、金融機関の経営管理の向上は具体的主要施策として挙げられており、経営
状況のモニタリングに対する報告においても、データに基づく活動報告が求められ
ている。「事務量」は、IE（インダストリアルエンジニアリング＝生産管理工学）手
法を活用し、事務を定量化し、事務に係わる仕事量を「時間」で捉え、事務の仕事
量とそれを処理する人やシステムを合理的に把握できる。「事務量」の導入は、経営
管理情報構築における基盤をなすものと位置付けられる。

FRIでは、これまで、都市銀行・地方銀行・生命保険会社などへの「事務量」の
導入を支援してきた。本稿では、「事務量」や、金融機関における「事務量」の導入
について紹介する。
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プロセス・イノベーション

ま　え　が　き

FRIでは、これまで金融機関営業店向けコンサ
ルティングにおいて、経営と現場の架け橋となる
コンサルティングを目指してきた。次世代営業店
構想策定支援、営業店改革支援、事務効率化支援
といったコンサルティングを実施する場合、経営・
本部・現場のそれぞれのレベルでその役割に応じ、
「実態がどうであり、どのような課題があり、それ
に対しどのような施策を打ち、その結果、効果が
どれだけあったのか」を、ある指標を以て認識し、
PDCAのサイクルを回すことが重要である。
実態の把握には様々な手法があるが、PDCAの
指標としても大変有効なのが「事務量」である。「事
務量」とは、簡潔に述べれば、発生する事務の総
量を時間で捉える方法である。

FRIでは、これまで、都市銀行・地方銀行・生
命保険会社などへの「事務量の導入」そのものも
支援してきた。本稿では、「事務量」について、ま
た金融機関における「事務量導入」について紹介
する。

事務量導入の意義

「事務量」は旧来より、多くの金融機関が導入し
ている管理手法の一つである。事務の量を時間に
換算してとらえる方法であり、標準時間×事務件
数の総量で捉える。
金融機関において「事務量」とか「事務量の導入」
という場合は、上述のように事務の量を標準時間
×事務件数でとらえ、さらに、余裕率の設定を行い、
人員算定までつなげる仕組みやその導入のことで
ある。
一般的に言う「事務の量」「業務の量」（例えば、
何枚の伝票を処理したかとか、何件の電話を受け
付けたかとか、来店客数は何人であったかといっ
たような捉え方）とは異なるという点をご理解い
ただきたい（以降、本論における「事務量」は単
に事務量と表記）。
近年、金融を取り巻く状況を受けて、ここ数年、
新たな事務量の導入や、より目的にかなった事務
量への再構築の動きがある。ここでは、その背景や、
現在における事務量導入の意義について述べる。

●　経営マネジメントの基盤構築の必要性
安定的な収益を確保する経営体質の確立に不可
欠となるのが、企業統制・経営マネジメントに資
する経営管理情報の整備である。特に、地域密着
を旨とする金融機関においては、現状・実態の把握、
取組み施策の達成状況を把握した上で、従来にも
増して、地域マーケットの動きを常に視野に入れ、
迅速な対応ができる体制を整備する必要がある。
そのためにも、目的に応じた、精度の高い経営管
理指標を整えることが重要である。
また、2004年12月に金融庁が発表した「金融改
革プログラム」においても、金融機関の経営管理
（コーポレートガバナンス）の向上は具体的主要施
策として挙げられており、経営状況のモニタリン
グに対する報告においても、こうしたデータに基
づく活動報告が求められる。こうした背景から事
務量の導入は、経営管理情報構築における基盤を
なすものと位置付けられる。
●　事務量分析導入の目的
事務量分析は、経営管理基盤構築の第一歩と位
置付けられるが、その導入の具体的な目的を挙げ
ると以下のとおりである。
（1）事務量人員算定
（2）営業店実態の把握・事務効率化効果の把握
（3）原価計算のための基礎データ提供
主な利用部門は事務企画部・人事部・営業統括
部が想定されるが、他にも、事務量分析はその結
果を元に、あるいは、他システムとの連携により、
関連（多）部門と協働で活用を行うことができる。
活用の観点としては、部門毎に以下のような観
点が挙げられる。
事務部門…事務効率化・ 標準化、事務改善・事
務改革、事務指導・評価　等
経営企画…原価計算・収益管理、事務子会社化
のインフラ整備　等
人事部門…人員配置、生産性把握、教育企画　等
営業企画部門…営業店戦略、店舗統廃合・出店
計画　等
商品企画部門…原価計算・収益管理、商品企画・
手数料設定　等
管財部門…ファシリティマネジメント、店舗統
廃合・出店計画　等
システム部門…店舗統廃合・出店計画　等
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営業店…営業店経営（人員配置・スキル管理・
待ち時間管理…）　等
●　経営戦略ツールとしての導入
事務量導入の目的として上記3点を挙げたが、特
に②については、単なる実態把握･効果把握にとど
めず、これを経営プロセスに組み込み、事務量を
経営戦略ツールとして導入することが諸施策の成
果をあげる上で効果的である。これまでの事務量
の利用は、多くの場合、半期あるいは年に一度の
人員算定や原価計算、効果の検証を目的とした用
い方が一般的であった。これを、人員コントロー
ル･コスト削減を目的に、事務量全体を俯瞰的に捉
え、全体量および推移を把握する機能に着目した利
用とすることが有効である。つまり、事前・事後だ
けでなく、施策遂行中の実態も把握することによ
り、施策と事務量の関係等から進捗管理を行い、時
機を逃さず施策の強化・修正・変更を行うといった
PDCAサイクルを取り込むことができるようにな
る。言い換えると、こうした進捗管理･成果把握の
仕組みがないまま、施策を次々導入しても、確実な
成果をあげていくことは困難であると思われる。

事務量算定と人員算定

ここでは、事務量についてと、その算定方法、
人員算定方法について述べる。
●　事務量とは
事務量とは、事務を定量化し事務に係わる仕事
量を「時間」で捉え、事務の仕事量とそれを処理
する人やシステムを合理的に把握する尺度である。
事務量を算出する考え方と、その設定方法には

IE（インダストリアルエンジニアリング＝生産管
理工学）手法を活用する。

IEとは、工学的、科学的アプローチによって最
も経済的な生産システムを設計、確立するための
技術である。生産性向上においては、「生産性＝産
出量÷投入量」のように数値で表し､業務のムリ・
ムダ・ムラが分かるようにして、業務の改善を行う｡
また、企業戦略に基づいた生産性目標を定める
ために、業務の類型化や事務処理の方式を定義し、
定量化するための数値情報の管理を行う現状の業
務フロー分析、工程分析、標準時間の設定を行い、
効率化やコスト削減のための分析を行う手法である。
金融機関における事務についても、これを適用

して実施するものであり、工業生産と同様に、効
率化・コスト削減また原価計算にむけての基礎資
料として活用できる。
●　事務量・事務量人員算定方法
（1）事務量算定方法
事務量は、各事務について、以下の式により算
定を行う。

××
1－余裕率

1
事務件数事務量＝標準時間

すなわち、発生事務1件あたりの所要時間（事務
の標準時間）×件数を事務量算定の対象となる全
種の発生事務について算出し、その総和を求める
ものである。
（2）事務量人員算定方法
事務量に対応する人員算定を行うためには、事
務に関わることのできる実質的な時間（稼働率= 
1－余裕率）を求める必要がある。事務量人員の求
め方は以下のとおりである。

標準時間 × 事務件数 
事務量人員（人）＝

標準労働時間 ×（1－余裕率）

●　事務量データの利用による人員算定と、目的
に応じた人員算定
事務量をもとに理論上の事務量対応の人員を算
定することができるが、実際には、マーケット特性・
営業施策・人事施策の観点などに応じて、営業店
運用上の最適な人数の設定を行う。目標は実配置
人員をできる限り事務量人員に近づけることにある。
（1）事務量人員
営業店の事務量に必要な人員数を事務量人員と
呼ぶ。
最適な人員配置を行なうためには、営業店にい
る実働人員（実配置人員）をこの事務量人員に近
づける必要がある。実働人員と事務量人員の差が
余剰人員となる。
（2）基準人員
運用上、営業店に対して示達する人員数は、基
準人員と呼ぶ。これは、事務量人員を基礎データ
として人事政策・店舗施設要因等を考慮し算定し
た人員をさす。
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1．事務・業務分析

事務量導入の進め方

事務量そのものの考え方はシンプルであるが、
毎日大量に発生する事務を実際にどのように把握
できるようにしていくか、以下に事務量導入の進
め方として紹介する。
●　事務量導入の流れ
事務量算定と事務量人員算定方法の関係は、図-1
のようになる。
また、事務量算定・事務量人員算定は大きく次

の流れで行われる（図-2）。
①事務・業務分析　②標準時間の設定　③事務
件数把握　④余裕率設定　⑤補正
以下に各作業内容について説明する。
●　事務・業務分析
本来営業店で発生する全ての事務を対象として
事務量を算出すべきであるが、事務には、ほとん
どの店でほぼ毎日共通して発生するものと、特定
の時期や特定の店にのみ発生するものがある。前
者は定例事務として 100％事務量把握するが、後

図-1　事務量算定と事務量人員算定の関係

図-2　事務量算定・事務量人員算定へのアプローチ

現地実態把握による
事務量分析モデルの検証
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事務工程分析事務工程分析事務工程分析

標準化、時間標準化、時間

・対象取引事務の

　　正味時間の設定

・適正な行員、

　　適正な作業環境

・対象取引事務の

　　正味時間の設定

・適正な行員、

　　適正な作業環境

２．標準時間設定２．標準時間設定

標準時間の補正／確定

余裕率の補正／確定

特殊事務の見極め

標準時間の補正／確定

余裕率の補正／確定

特殊事務の見極め

５．補正５．補正

・取引事務工程に適応した
　事務件数の把握
・作業域､複合取引の
　オンライン処理件数対応
　オフライン報告件数対応

・取引事務工程に適応した・取引事務工程に適応した
　事務件数の把握　事務件数の把握
・作業域､複合取引の・作業域､複合取引の
　オンライン処理件数対応　オンライン処理件数対応
　オフライン報告件数対応　オフライン報告件数対応

３．事務件数把握３．事務件数把握

定
算
員
人
・
定
算
量
務
事

定
算
員
人
・
定
算
量
務
事

事務フロー分析事務フロー分析事務フロー分析

流れ、係・職位流れ、係・職位

事務の体系化事務の体系化事務の体系化

事務名、事務名、コードコード

４．余裕
率設定

４．余裕
率設定

稼動分析稼動分析稼動分析

作業分析作業分析

IE手法の利用

事務取扱実態把握事務取扱実態把握



FRIコンサルティング最前線. Vol.1, (2008) 33

事務量導入支援コンサルティングご紹介

者の特殊事務のうち発生頻度の低いものは未把握
事務として事務量算出の対象外とする。
（1）事務の体系化
事務量算定の対象事務を明確化した後、事務の
体系化を行う。標準時間を設定する事務を選定し、
原価計算対象などの目的に応じ、切り分ける詳細
度のレベルや作業域などの観点を変え、体系化を
行う。
（2）営業店取引事務フロー分析
事務の体系化作業後、工程表を作成する事務の
選定を行う。すべての事務について、工程表を作
成し、工程ごとの時間測定をすることが望ましい
が、実際には困難であるため、主要な事務を抽出し、
その工程表および工程の時間データを流用し、他
の事務へ適用する。
（3）事務工程表作成
工程表の作成は、既存の工程表を活用するか、
新規作成をするかのどちらかの方法で実施する。
既存の工程表の活用の場合、事務量分析の目的
に応じ、詳細工程のくくり方などの妥当性は確認
する必要はあるが、作業効率は極めてよい。
新規作成にあたっては、詳細工程の事務行動単
位の確定から実施する必要がある。事務量分析に
より人員算定のみを目的とする場合は、詳細工程
を大きなくくりで捉えて問題ないが、事務効率化、
事務指導をも目的とする場合は、詳細工程が効率
化対象単位となるよう設定する必要がある。
工程表作成では、事務は頻繁に変更が生じるた
め、今後の活用を想定し、メンテナンスのしやす
さに配慮し作成することが重要である（表-1）。
●　標準時間の設定
標準時間を設定する際には、生産現場で用いら
れているIE手法を活用する。まず取引事務を事務
工程単位に分解し、各単位毎に事務の正味時間を
ストップウォッチで測定する。次に稼働分析を行っ
て余裕率を算出し、この比率を正味時間に掛けて
標準時間を求めていく。
正味時間の測定（タイムスタディ）は、模擬店
舗または営業店で実施する（図-3）。
模擬店舗での正味時間測定は、作成した事務工
程表に基づき、モデル店舗環境（営業店と同一の
機器を配備し、測定対象事務単独、顧客とのやり
とりもスムーズに行われ、割り込み処理などが発

生しない状況）において、当該事務に要する時間
を測定する。
営業店での正味時間測定は、実際に後方での処
理待ちや役席者の承認待ち・内容説明･確認といっ
た作業が発生する。一連の事務工程に明記されて
おらず生じたこれらの作業は、実質的な処理時間
ではなく、滞留時間として捉えられる。
●　事務件数把握
（1）取引事務件数の把握方法
取引事務件数は、各取引事務の一定期間におけ
る発生件数のことで、オンライン把握、営業店報告、
本部・センター報告の3つの方法によって把握する。
なお件数把握が困難な事務については、件数未把
握事務として標準時間のみ設定する。
（2）件数未把握事務の検討・抽出
営業店において、日次、週次、月次、期次で発
生しているが、ホスト件数把握及び営業店報告に
含まれない業務の抽出を行う。
本部で抽出を行ったうえ、営業店などにヒアリ
ングを行い、過不足の確認を行う。
さらに、抽出した件数未把握事務の内容につい
て、タイムスタディやワークサンプリング等の臨
店調査の際に、営業店の現場担当者にヒアリング
を含め確認し、追加・補足を行う（表-2）。

 把握方法 内容 単位例
オンライン把握 営業店端末の処理件数をシステム把握 日次
営業店報告 営業店からの報告 期次
本部報告 本部各部（サブシステム）からの報告 月次
件数未把握 件数把握が困難な事務（時間のみ設定）

表-2　事務件数把握

表-1　事務工程表作成
工程№ 工 程 名 意　味 作業域 時 間 備 考

　１　　　 EQ　　　　　　　　　　　 　 顧客待ちアイドル　　　　　　　　　　 窓口　 　　 　 5
　２　　　会話　　　　　　　 　　　 　　顧客への挨拶と来店目的の確認　　　　　　　　　　　　 5
　３　　　確認　　　　　 　　　　　 　 取引有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5
　４　　　渡す　　　　　　　 　　 　　　新規入金票　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3
　５　　　アイドル　　　　　　 　 　　 　顧客が伝票記入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45
　６　　　確認　　　　　　　　 　　 　　記入中の伝票を見てカナ氏名確認　　　　　　　　　　　 5
　８　　　入力　　　　　 　　　　　 　　カナ氏名照会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17
　９　　　入力　　　　　　　　　　　 　科目別取引内容照会　　　　　　　　　　　　　　　　　15
１０　　　説明　　　　　　　　　　　 　勤務先などを記入してもらう　　　　　　　　　　　　　40
１１　　　押印　　　　　　　　　　　 　印鑑届、副印鑑届　　　　　　　　　　　　　　　　　　20
１２　　　受領　　　　　　　 　　 　　　現金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5
１３　　　記入　　　　　　　　　　　 　顧客番号、日付、保護シール　　　　　　　　　　　　　42
１４　　　現金投入　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3
１５　　　入力 　　　　　　　　　　　　　新規入力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14　
１６　　　挿入　　　　　　　　　 　　 新規集金票をプリンタへ　　　　　　　　　　　　　　　 3　
１７　　　アイドル　　　　　　　　　　　 印字待ち 　　　　　　 7  
１８　　　取出　 　　　　　　　　　　　 新規入金票 　　　　　　 2
１９　　　記入　　　　　　　　　　　　　 口座番号 　　　　　　 10
２０ 　記入 　　 　　　副印鑑口座番号 　　　　　　 15
２１ 　入力 　　 　　　CDｶｰﾄﾞ発行 　　　　　　　 20
２２　　　挿入　　　　　　　　　　　　　 暗証番号届 　　　　　　 3
２３ 　アイドル 　　 　　 印字待ち 　　　　　　　 5
２４ 　取出　　　 　　 　　暗証番号届 　　　　　　　 2
２５ 　アイドル 　　 　　 PBI通帳出力待ち 　　　　　 36  
２６　　　取出　　　　　　　　　　　　　 PBI                                 　　　 　　　　　　 10
２７　　　貼付　　　　　　　　　　　　　 シール 　　　　　　　 10
２８　　　交付　　　　　　　　　　　　　 顧客への通帳渡し 　　　　　　　　　　 15
２９ 精査　　　　　　　　　 　　　　　　　　後方 　 （10） 　　 ロット処理/10件
３０ 検印　　　　　　　 　　　　　　　　　　役席 　 （10） 　　 ロット処理

合計 362秒

取引事務工程表（事務フロー）の作成（例）



FRIコンサルティング最前線. Vol.1, (2008)34

プロセス・イノベーション

●　余裕率設定
事務処理に要する時間は、事務を直接行うため
に要する主体作業時間と付随時間、事務を行うた
めに必要となる作業余裕に要する余裕時間により
捉える。
各取引事務を事務工程単位に分解し、事務を直
接行うために要する主体作業時間と付随時間を事
務工程単位に事務の正味時間（標準時間）として
設定を行う。
余裕時間は、不規則的・偶発的に発生するロス
タイムであるため、事務全体に対して発生する比
率（=余裕率）として捉える。
事務処理に要する実質的な時間は、正味時間に
余裕時間の比率（=余裕率）を乗ずることにより求
めた時間とする。
余裕率は、営業店でのWS（ワークサンプリング）
調査データを根拠に、統計的な処理行い、さらに、
営業店へのヒアリング等を積み重ねて設定を行う。
●　補正
（1）モデルの検証

事務の体系化、工程表の作成、標準時間の設定、
事務件数把握、余裕率の設定を行うと、この段階
で事務量算定モデルの全体像が確定してくる。
そこで、全体としてのモデルの検証を、営業店
の取引事務件数を使用して行う。作業域や店舗グ
ループ毎に設定された余裕率、および、取引事務
毎に設定された標準時間の総合的なモデルとして
の妥当性は、実際の営業店に当てはめて、作業域・
職位毎の実配置人員数との乖

かい

離
り

状況を評価して検
証する。
実配置人員と事務量人員算定結果は、必ずしも
一致せず余剰人員が出る場合が多い。この状況を
見ながら、事務件数把握、標準時間、余裕率等を、
総合的に繰り返しシミュレーションを行いながら
検証していき、それぞれを確定する。
（2）精度の向上
総合的なモデルの検証で妥当と判断された各種
データ（標準時間、余裕率、etc.）をもとに、店舗
別の事務量人員を算定し、事務量人員表を作成す
る。この事務量人員表は、最終的には事務部門か

図-3　標準時間設定

（タイムスタディ）
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工程№ 工 程 名 意　味 作業域 時 間 備 考

　１　　　ＥＱ　　　　　　　　　　　 顧客待ちアイドル　　　　　　　　　窓口　 　　 ５
　２　　　会話　　　　　　　 　　　 顧客への挨拶と来店目的の確認　　　　　 　　 ５
　３　　　確認　　　　　 　　　　 取引有無　　　　　　　　　　　　　　 　　　 ５
　４　　　渡す　　　　　　　 　　 　 新規入金票　　　　　　　　　　　　　　 　　 ３
　５　　　アイドル　　　　　　 　 　 　顧客が伝票記入　　　　　　　　 　　　　　　４５
　６　　　確認　　　　　　　　 　 　　記入中の伝票を見てカナ氏名確認 　　　　　　 ５
　８　　　入力　　　　　 　　　　 　　カナ氏名照会　　 　　　　　　　　　　　　　１７
　９　　　入力　　　　　　　　　　 　科目別取引内容照会　　　　　　　　　　 　　１５
１０　　　説明　　　　　　　　　　 　勤務先などを記入してもらう　　　　　 　　　４０
１１　　　押印　　　　　　　　　　 　印鑑届、副印鑑届　　　　　　　　　　 　　　２０
１２　　　受領　　　　　　　 　 　　現金　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　５
１３　　　記入　　　　　　　　　　 　顧客番号、日付、保護シール　　　　　　 　　４２
１４　　　現金投入　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 ３
１５　　　入力　　　　　　　　　　 　　新規入力　　　　　　　　　　　　　　　 　　１４　
１６　　　挿入　　　　　　　　 　　新規集金票をプリンタへ　　　　　　 　　 　 ３　
１７　　　アイドル　　　　　　　　　 　 印字待ち ７
１８　　　取出　 　　　　　　　　　 　 新規入金票 ２
１９　　　記入　　　　　　　　　　　 　 口座番号 １０
２０ 記入 　 副印鑑口座番号 １５
２１ 入力 　 ＣＤｶｰﾄﾞ発行 ２０
２２　　　挿入　　　　　　　　　　　　 暗証番号届 ３
２３ アイドル 　 印字待ち ５
２４ 取出　　　 　 暗証番号届 ２
２５ アイドル 　　 ＰＢＩ通帳出力待ち ３６
２６　　　取出　　　　　　　　　　　　 ＰＢＩ １０
２７　　　貼付　　　　　　　　　　　　 シール １０
２８　　　交付　　　　　　　　　　　　　顧客への通帳渡し １５
２９　　　精査　　　　　　　　　　　 　　 後方 （１０）ロット処理／10件
３０　　　検印　　　　　　　　　 　　役席 （１０）ロット処理／10件

合計 362秒

　TS実施

事務工程の計測（タイムスタディ）

作業工程分析例（現状分析）

事務工程の計測（タイムスタディ）の実施
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ら人事部門に提出し、各営業店単位の人員配置評
価・基準人員算定の参考情報として活用すること
が想定される。そのために、営業店支店長の評価、
人員配置の評価といった厳しい局面でも使用出来
るよう、データの信頼性を高める検討を適宜行う
必要がある。
（3）現地実態把握のアプローチ（図-4）
事務量算定、事務量人員算定を行うアプローチ
を行うと同時に、事務量分析を導入するにあたっ
ては、現地（営業店・センター等）実態把握によ
るモデルの検証を行う必要がある。
事務･業務が行われる現場の実態を元に全体調整
･個別調整の必要の有無･調整方法を検討する。事
務量算定にあたっては標準時間の実態との乖離、
また、人員算定にあたっては、マーケット特性等
に応じた、店舗毎･担当者毎の稼働率のばらつきの
実態を把握する必要がある。そこで、臨店調査や
WS調査・伝票調査等を行い現地の実態を把握する。
調査対象とする店舗選定の準備として、店舗を
特性によってグループ分けするために、クラスタ
分析を行う。この店舗分類結果は、今後の施策検
証のための店舗選定などでも利用する。

事務量の活用

事務量は、実態把握、施策検討の際のシミュレー
ション・効果試算、施策実施後の効果算定といっ
た様々な場面で活用されている。これは、事務量
が導入されていれば、「1件あたりの処理時間」「件
数データの取得」「作業域（ハイカウンター、後方、
センター等）ごとの処理時間」「担い手（一般社員、 図-5　オペレーションマンスリーレポート

役席、パート・スタッフ）ごとの処理時間」などが、
求められているためである。逆にいえば、事務量
を求める際の観点・詳細度によって把握できる範
囲も異なるということである。
最近では、事務量を活用して、営業店のマネジ
メントのツールとして活用する事例もある。
りそな銀行様では、事務運営コスト削減を経営
目標に定め、その実現に向けた目標として、営業
店事務量の半減を目標に定め、様々な具体的な施策
を実施されている。その際、各施策の評価は、事務
量を主な指標に用いている。りそな銀行様では、さ
らに、自律する組織の実現を目指し、情報の共有化
をインフラとして整備中であり、その一つの取組み
として、事務量実態をオペレーションマンスリーレ
ポート（図-5）として毎月各店舗に配布している。
従来は、事務量は営業店への配置人員数を決め
る際、本部と支店長との間で用いる情報であった
が、現在では、自店の事務削減の状況を認識する

実態把握実態把握
・店舗グループ設定・店舗グループ設定・店舗グループ設定

クラスタ分析クラスタ分析

・定量分析・定性分析・定量分析・定性分析・定量分析・定性分析

臨店調査臨店調査

調査の目的調査の目的

・標準時間の妥当性検討

・余裕率の妥当性検討

・特殊事務の妥当性検討

クラスタ分析の目的クラスタ分析の目的
・定量データに基づく
　　　客観的グループ分け
・臨店対象店舗の選定
・検証実施店舗の選定　等

図-4　現地実態把握のアプローチ

　　効率化指標　　　期待値
①ATMシフト対象　　　
②EBシフト対象
③リモートシフト対象
④現金管理
⑤業務SOシフト対象
⑥営業店課残存事務
⑦セールス系事務
⑧特殊・固有事務

　　効率化指標　　　期待値
①ATMシフト対象　　　
②EBシフト対象
③リモートシフト対象
④現金管理
⑤業務SOシフト対象
⑥営業店課残存事務
⑦セールス系事務
⑧特殊・固有事務
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とともに、自店をあげて事務削減への施策の徹底
を推進していく意識と行動を促すため、各店に公
開・配布される仕組みとした。これまで本部と営
業店店長との間の非公開情報であったものを、経
営･本部･現場で共有し、同じ情報をもとに、各層
のPDCAを実施する取組みとしたことに大きな意
義がある。先に述べた事務量の経営戦略ツールと
しての活用事例である。

今後の取組み

これまでの事務量算定は定型的（何度繰り返さ
れても同じ手順でほぼ同じ時間で完了される）事
務を中心に実施されてきている。しかし、銀行全
体としての原価管理を行う観点および経営指標（客
観データ）に基づいた業務のマネジメントを実施
するためにも、従来、思考業務の比率が高く、「個
別的」「非定型」として対象とされなかった業務（融
資･渉外・本部業務）にまで対象範囲を拡大し、事
務量（業務量）の把握を行い、原価管理へとつな
げる取組みが重要である。
また、現在の重要施策は営業力強化・収益力強
化へと向かっている今、いわゆるローカウンター
におけるセールス業務、融資・渉外などの業務の
あり方を捉え、現状・課題を分析し、施策を打ち、
効果を算定するということが求められるであろう。
その点からも、今後の事務量は案件（プロジェクト）
単位で工程（プロセス・フェーズ）毎の事務（業務）
量まで把握できるような対応が求められる。

む　　す　　び

事務量の仕組みはシンプルであるが、実態をう
まく取り込み、実効性・現場の納得性を得られる
仕組みを導入するのはなかなか難しいものである
例えば、コンサルティングを実施して、必ず顧
客から疑問としてあがる点として、
・事務の体系化はどのようにすべきか（基準・範囲）
・作成するべき事務行程表の数はどのくらいか
・工程（表）はどの程度の詳細度で作ったらよいか

・標準時間を測定する際の環境はどのように準備し
たらよいか

・ 標準時間は、事務フローをいくつ実測したらよいか
・余裕率の設定はどのようにおこなうべきか
・実測した余裕率にばらつきがある場合、どの数値
を採用すべきか

・現状のシステム環境において配慮すべきことはど
ういう点か

・メンテナンスの負荷はどの程度か
・メンテナンスの負荷を軽減するにはどのような工
夫が必要か

・事務量人員と実配置人員に大きな乖離が見られる
場合、どのようなモデルの修正が必要であるか

・事務量人員と実配置人員がほぼ同じという結果の
店舗も多くありながら、一方で乖離が大きな店舗
もある場合、どのようなモデルの修正が必要であ
るか
などが主なものとしてあげられる。
こうした疑問を、顧客のみで解決していくのは、
期間も限られる中、実際には、なかなか難しいも
のである。

FRIは、これらの疑問に対して、顧客の目的お
よびこれまでのコンサルティングの経験に基づき、
議論を繰り返し、最適なものを作り出していく。
さらに一度導入したあとは、基本的には顧客自身
で余裕率の設定やメンテナンスが行えるように手
法・ノウハウを獲得していただくようにしている。
また、期間の短縮や、完成度を担保するという
観点では、導入済み他行（社）の作成したものを、
一部流用することも非常に効果的であり、すでに
導入を支援した顧客との間にはいり、こうしたこ
との実現をご支援することも可能である。
今後の経営においては、目的に応じた適切な管
理指標は非常に重要であり、事務量はその点で銀
行などの金融機関では必須のものと言える。現在
まだ導入していない、あるいは、導入しているが
新たな利用を視野にいれ再構築したいといった場
合は、ご相談いただければ幸いである。




