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特集 企業の持続可能な成長を支える「臨機応変な機動性」―不可避な変動に立ち向かう企業の鍵―

金融機関（銀行業）においては、構造的な収益性の悪化が課題となっており、その解決のためワーク
スタイルを抜本的に変える必要性に迫られている。特に訪問営業活動（渉外業務）においては、今まで
セキュリティの制約等によって抜本的な業務改革が難しい分野であった。しかし近年、端末にデータ
を残さないセキュリティ技術が実用化され、持ち運びに適したスマートデバイスが普及してきたこと
によって、そのワークスタイルを変革できる環境が整ってきた。しかし、業務改革を伴わずスマート
デバイスを導入しただけでは、本来期待する劇的な生産性向上を達成することは難しい。
そこで本稿では、渉外業務のワークスタイル変革について、変革の考え方を整理し、変革実行のポ
イントを述べる。また、変革を成功させるために必要な、戦略・業務・システムを俯瞰的に検討して
いく富士通総研のコンサルティングについて紹介する。

小川泰幹（おがわ　たいき）

（株）富士通総研
金融・地域事業部 所属
金融機関を対象とした、新たな技術
等を活用した業務改革・IT企画立案
支援などに従事。

流行のスマートデバイス　
導入しただけでは何も変わらない！
―金融機関経営の変革を目指した
ワークスタイル変革コンサルティング―　
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ま　え　が　き

近年、多くの金融機関（ここでは主に銀行業を指
す、以下同様）では、住宅ローンをはじめとする金
融ビジネス市場の停滞ならびに価格競争の激化に
より、収益の減少が顕著となっている。一方、業務
の多様化やコンプライアンス強化等への対応のた
め、行員数の増加や追加のIT投資負担が余儀なくさ
れている。
すなわち、構造的にビジネスの生産性が落ち込ん
でいる状況であり、こうした状況を打破するために
は、行員一人ひとりの働き方を根本的に変えるこ
とによる劇的な生産性の向上、すなわち「ワークス
タイル変革」（以降WS変革と略す）が喫緊の課題と
なっている。
一方、他の産業界に目を向けると、スマートデバ
イス（スマートフォン、タブレット端末等）を活用
したWS変革が接客、営業、または工場等の現場で
起きており、金融機関においても同様のWS変革の
検討・実践が進みつつある。
しかしながら、WS変革を目的としてスマートデ
バイスの活用を検討・実践した金融機関の中には、
端末を導入しただけでWS変革に結びついていない
例が少なくない。端末の導入自体が目的となり業務
の改革には至っていない事例や、扱う情報の機密性
から高いセキュリティ要件が求められることが変
革の壁になり期待効果が達成されていない事例な

どが多いようである。
本稿にて論じる「スマートデバイスを活用した

WS変革」コンサルティングでは、このような金融
機関の事情を踏まえて、金融機関へのヒアリング、
検討支援等を通じて得た知見を元に、効果的な導入
および継続的なビジネス生産性向上の仕組みづく
りを支援している。

金融機関の営業活動におけるWS変革

本稿では、金融機関の営業活動の中でも、特に渉
外担当者による営業活動（渉外業務）に着目して論
じる。

■WS変革の整理
富士通総研では、渉外業務におけるWS変革を以
下の3つに分類して検討を行っている。
①営業スタイルの変革
②業務プロセスの変革
③コミュニケーションの変革
営業スタイルの変革（①）は、従来の紙ベースの
説明から、スマートデバイスを用いた説明に変える
ことによって、より視覚的な表現や、顧客自身が操
作するなどの新たな経験価値を提供できることに
着目している。これによって、顧客から高い納得感
を得られる商品提案力の向上を志向している。
業務プロセスの改革（②）は、外出先から情報を
閲覧・登録できる環境を整えることによって、従来
営業店舗に戻る必要があった業務を外出先で完結
させるなどのプロセス変革や、外出に必要な準備時
間を減らすなどの業務改善を指している。
コミュニケーションの変革（③）については、メー
ルを確認したり、上司の指示を仰いだりするといっ
た旧来のコミュニケーション手段を外出先まで拡
張することにより、業務・意思決定のスピードを向
上させることなどを志向している。

■渉外活動における生産性向上の考え方
一般に生産性向上を考える際には、コストの削減
と販売額の向上を検討するが、金融機関においては
渉外活動の大きなコスト要素である人件費は固定
費の色合いが強く、富士通総研のコンサルティング
では主として販売力強化（販売額向上、訪問件数の
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図-1　金融機関の業態別OHR（注1）推移

（注1） OHR：経費÷業務粗利益で算出される経営指標。
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増加）のための検討を行っている。
販売力向上を検討する上では、時間に着目した観
点と提案力に着目した観点が重要と考えられる。
時間に着目した観点では、訪問準備にかかる時
間、1契約あたりに要する時間（訪問回数）を削減す
ることにより、余剰時間を創出し、さらに多くの訪
問を行う事が目標となる（図-2）。
提案力に着目した観点では、先に挙げたスマート
デバイスの特性による商品提案力の向上のほか、提
案プロセスをナビゲーションすることによって渉
外業務に慣れていない若手行員、他部署からの再配
置要員などの営業力を底上げし、成約率を向上させ
ることが目標となる。

■WS変革成功のカギ
スマートデバイスを導入し、営業活動の生産性を
向上させる上で重要なポイントは、端末を導入した
だけで満足しないことである。
先に述べたように、スマートデバイスを導入した
ものの、業務プロセスの変革を伴わず、導入効果が
見られない状態になっている事例や、セキュリティ
を考慮するあまりに使い勝手の悪い運用ルールに
なっているため、現場で使われないなどの事例も見
られる。
成功のカギは、端末、システムを導入・構築する
だけではなく、業務プロセスやルールを抜本的に見
直すことを併せて行い、“WSを変革する”ことが重
要である。

WS変革検討のポイント

渉外活動におけるWS変革を検討する上で重要な
ポイントは、俯瞰的な検討を行い、各要素の整合性
を取っていくことにあると考えている。以下にその
主要点を示す。

■トップダウン×ボトムアップの“つなぎ”
本来的に営業生産性の向上は経営戦略、営業戦略
と密接に結びついており、戦略を施策に落とし込ん
でいくトップダウンアプローチで検討を進めてい
くことが多い。しかしながら、WSという現場業務
スタイルを抜本的に変える特性から、トップダウン
アプローチのみでは、現場で実際に使われない“お
仕着せ”のWSを作って、効果を上げられない状況
に陥る危険性が高い。
また逆に、ボトムアップアプローチのみでは現場
業務は“改善”されたように見えて、実際は営業戦
略上の狙いと齟齬をきたす危険性が高い。
すなわち、本検討においてはトップダウンアプ
ローチとボトムアップアプローチの両面から検討
を進め、その整合性を取っていくことが重要であ
り、本稿のコンサルティングの一つの価値として位
置づけている。

■業務検討とシステム検討の“つなぎ”
システム導入全般にありがちな失敗でもあるが、

業務検討とシステム検討が乖離してしまい、当初想
定した効果が実現に至らない危険性を本検討でも
抱えている。
特にセキュリティ面では、業務検討後にシステム
検討を行う一般的なシステム構築においては、シス
テム面の制約から業務プロセスやルールの変更を
余儀なくされるケースも想定される。
本検討においては、業務・システムの検討を俯瞰
的に見ながらその整合性を担保していく役割が重
要であり、富士通総研では、銀行内で業務部門とシ
ステム部門、および業務ルールなどの制約を司る
部門をワーキング・グループなどの形で巻き込み、
合意形成を行っていく場の整備を推奨している。
また、その運営には業務・システム・そして戦略
を理解している必要があり、その支援を本稿のコン
サルティングの一つの価値として位置づけている。
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業務プロセスの改革
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図-2　時間創出の考え方
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③のセキュリティ検討では、セキュリティ方針に
基づき、セキュリティポリシーの検討を行う。一
般的に業務上での利便性とセキュリティポリシー
の厳しさは相反するため、利用部門とセキュリティ
部門、IT部門の意見を集約し、合意形成の場とする
ことが重要となる。
また、セキュリティの検討を行う上では業務イ
メージからセキュリティリスクを洗い出し、それ
に対する対応を検討するアプローチが有効であり、
富士通総研ではその雛形を活用して、検討の効率性
を高めている。
④のPDCAサイクルの策定では、コンセプト、業
務イメージから想定効果を整理し、またその効果を
現実のものにしていく際のPDCAサイクルの策定を
行う。ここでは特に活動指標の策定とその取得方法
（システムに埋め込む、等）を検討しておくことが
重要である。
⑤のシステム検討では、②業務検討、③セキュリ
ティ検討、④PDCAサイクル策定の結果をシステム
構成に落とし込んでいく。この際、システムを検討
する上で業務やセキュリティに影響を及ぼす事象
については、この段階で再度見直しを行い、システ
ム構築に入る前に整合性を担保しておくことが重
要となる。

■システム要素の“つなぎ”
スマートデバイスを用いてWS変革を実現するシ

ステムの仕組みの代表例として図-3のような構成
要素が挙げられる。
システムの要素として、端末、ネットワーク、認
証、アクセス基盤（画面転送など）、またステップ
として検討、構築、運用、拡張など多くの要素の
検討が必要であり、またそのベンダ側の担当者の
カバー範囲は専門分野のみに閉じているケースが
多い。この要素群のすべてを把握し、整合性を保っ
て構築していく機能が、システム構築を失敗させな
い上で重要である。
この機能は金融機関のPMO機能の支援という
形で当社コンサルティングに組み入れ、提供して
いる。

WS変革を支援するコンサルティング

富士通総研が提供する金融機関における営業活
動のWS変革支援コンサルティングの全体像を図-4
に示す。
①の目的の明確化では、タブレット等の導入に終
始しがちな検討を、戦略面からの落とし込みと現
場からの意見聴取によって、「何のために」「どのよ
うに」WSを変革するのかを定義していく。主とし
てワークショップ形式にて各部門を集めた検討を
行い、WS変革のコンセプト、業務イメージ、セキュ
リティの方針をアウトプットとする。
②の業務検討では、具体的な業務への落とし込み
を行い、どのような仕組みが必要かを検討してい
く。この際、現場部門の協力を得て、具体的な一日
の動き方や訪問先での振舞いなどのレベルで落と
し込みを行っていくことがポイントである。

端末 端末回線 認証基盤 アクセス基盤 業務システム
構
成
要
素

概
要

•業務に用いる
タブレット端末

•タブレットからシステ
ムに接続する際に用い
る回線

•端末および利用者
を認証する基盤

•端末にデータが残
らないようにする
基盤

•タブレットから
利用する業務シ
ステム

図-3　WS変革を実現するモバイルからの業務システムアクセスシステムの構成要素

①目的の明確化

②業務検討

③セキュリティ
　検討

④PDCAサイクル
　検討

⑤システム検討

図-4　コンサルティングの全体概要
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ト検討からシステム構築まで一貫したサービスと
して提供している。

む　　す　　び

今回のWS変革コンサルティングは、現在注目が
集まっている、スマートデバイスを活用した渉外活
動に特化したものであるが、金融機関におけるWS
変革領域は、本部や営業店など多くの余地があり、
その領域は拡大していくと考えられる。また、新た
な技術・端末の登場などを起点とした、新たな業務
のあり方、仕事の仕方が登場してくると思われる。
これらについても、コンサルティングメニューと
して確立し、さらなる価値をお客様に届けていく所
存である。

本コンサルティングの特長 

■業務プロセス改革を伴う変革
前述の通り、端末導入や基盤導入だけでは、WS
変革による生産性向上の真価は発揮されない。
これまで富士通総研が金融機関に対して行って

きた業務改革支援の知見やタブレット端末を渉外
先で活用している事例をベースに、これまでできな
かったことを要素として洗い出し、それを現状業務
にぶつけて、どう変えられるのかを中心に業務プロ
セスの改革を行っている。

■フィールドワークによる現場意見の収集
前述の通り、トップダウンアプローチとボトム
アップアプローチの両面から検討することが重要
であり、このボトムアップアプローチの中に、現場
でのフィールドワークを取り入れている。
実際にタブレット端末を現場に使ってもらい、そ
の細かな使い勝手や、「この情報を見たい」、「ここ
でこの業務をしたい」等の利用アイデアを吸い上げ
ることによって、初期導入時のコンセプトを固めて
いく。また、PDCAサイクルに現場からの意見聴取
等を取り入れることを提案しており、お仕着せにな
りがちなシステム導入に現場の意見を取り入れて
いく仕組みづくりを目指している。

■コンセプト検討からシステム構築までの一貫し
た支援
本コンサルティングでは、WS変革には経営戦略、

現場業務、システムのすべてが分かる存在が必要で
あるとの認識から、業務検討のみ、システム検討の
み、といった分化したサービスではなく、コンセプ
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図-5　一日の業務イメージの落とし込み（イメージ）
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