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現金処理ソリューション

三好　尊幸

金融業界では，2007年3月からの「バーセルⅡ（新BIS

規制）」の実施，2008年4月からの内部統制報告書の作成

と監査の義務化などに伴い，内部統制強化が喫緊の課題

となっている。さらに金融庁は金融検査制度を7年ぶりに

改定し，あらたに金融検査評定制度を導入，2007年4月

からの主要行への適用を皮切りに，地域金融機関にも適

用する方向である。また，金融庁は預金取扱金融機関を

対象にした行政処分の事例を公表し，結果として直近の

3年間では横領事犯が急増している。処分件数は40件前

後だが横領が占める比率は05年度が50％，06年度が

61.5%にも達した。金融機関も職員の教育徹底や業務手

順の変更等で対応しているものの対策が不足し，金融庁

が求めるレベルをクリアしていないのが現状である。

金融機関における現金管理に関する内部統制強化の課

題としては，以下の3つを挙げることができる。

①厳格な現金管理の実行に伴う係員の作業内容の煩雑化に

よる運用負担増

② 内部統制の一要素であるモニタリング（監査業務）の

充実

③ 営業店後方事務を子会社等の現金センターに委託し，

かつパート職員等の占める割合が増えていることによ

る，従来とは異なるリスク管理

本稿ではこのような課題を解決する営業店現金処理業

務の厳正化・効率化に必要な統合現金管理ソリューション

を第1章にて，監査業務に必要な運用統制ソリューション

を第2章にて，現金センターのリスク管理向上と効率化に

必要な現金センターソリューションを第3章にて紹介する。

統合現金管理システムCM21（以下CM21）は，営業店

の後方において現金の出し入れを管理する端末である。従

来のスタンドアローン型オープン出納機機能に加え，図1

に示すようにLANで基幹系ネットワークに接続すること

によってオンライン窓口端末やATMとのネットワーク連

携を可能とし，営業店内の現金管理機能を強化するとと

もに，営業店内の現金情報を一元管理できる。

主な特徴

（1）現金管理機能の強化

現金在高照会機能により営業店在高がリアルタイムに

把握でき，自動集計機能により営業店締上げ時間の短縮

を図ることができる。

統合現金管理ソリューションの概要

図1 ネットワーク接続構成図
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また，従来のATMの現金補充回収業務は，厳正化・事

故防止の観点から二人作業や検印作業が必要であったが，

図2に示すようにATMとの互換運用を実現する現金補充

回収カセットにより，カセット連携を可能としている。現

金授受作業がカセット入れ替えで済むために，現金に直

接触れること無くATMの現金回収や補充といった資金移

動が可能となり，一人作業で現金授受の堅牢性を確保で

きる。さらにカセット内メモリに金額を保持しているた

め，ATMでの機械計数動作が不要になり，作業時間の短

縮と紙幣ジャム発生の防止を図ることができる。

（2）現金情報の一元管理

営業店内にあるオンライン端末やATM，さらには勘定

系ホストとのデータ連携により，人手での伝票受け渡し

やチェック作業が削減できるため，営業店業務の厳正化

および効率化を実現できる。

CM21に搭載されている以下の機能は，その代表例で

ある。

①入出金取引連動機能

窓口端末とCM21での入出

金取引においては，連動通番

により，窓口端末での勘定処

理金額とCM21での現金処理

金額の相違をチェックできる

ため，現金授受の厳格性が高

まり，人為的なミスによる違

算事故が低減され事務効率が

向上する。

② ATMデータ連携機能

CM21からATMへの現金

授受においては，CM21から

の出金金額とATMでの計数

した金額の相違をチェックで

きるため，現金授受の厳格性

が高まり，かつ回金伝票等の起票作業等が削減され事務

効率が向上する。

本ソリューションは，営業店に設置されたCM21の操

作状況を，遠隔からリアルタイムで映像をモニタリング

することで，現金出納業務の状況を適切に把握するとと

もに，業務運用のより厳正，的確，透明な遂行を実現する

（図3）。

主な特徴

（1）店内運用統制

営業店での現金出納業務を遠隔地からリアルタイムで

映像によってモニタリングすることで，管理者が現場で

その業務に立ち会うかのような厳正な効果を実現する。ま

た，管理者のPCには，CM21の操作状況によって「緊急」

「注意」「通常」の3種のアラート情報が随時表示される。

支店長不在の場合にはPCを不在モードに設定しておくこ

とで，緊急アラート情報を指定アドレスへメール送信で

き，休日や夜間管理PCの電源がオフ状態の場合には監視

センターから緊急アラート情報をメール送信することが

でき，操作状況の的確な把握ができる。操作者にとって

も，データ，映像併用による詳細な操作記録が管理者の

PCに保管されているため，万一嫌疑をかけられても潔白

が証明できる透明性を確保できる。

さらに，顔認識を使った生体認証機能を追加できるた

め，CM21操作者の認証を行え，より厳正な運用管理が

可能となる。

商品として，以下3レベルのモデルを準備している。

CM21og運用統制ソリューションの概要

図2 ATMとCM21のカセット連携
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①CM21ogBrⅠ：CM21に操作撮影カメラ，役席PCお

よびパッケージソフトを搭載

②CM21ogBrⅡ：BrⅠに加え，操作者認識カメラおよび

操作者認識パッケージを搭載

③CM21ogBrⅢ：BrⅡに加え，本部監視センターとの接

続用パッケージソフトを搭載

商品モデルを図4に示す。

（2）全店運用統制

特定の営業店の店舗内だけでなく，その金融機関の本

部から全営業店でのCM21取引をモニタリングする運用

も可能で，さらに本部からの抜き打ちによるリアルタイム

でのリモート検査機能も搭載されている。リモート検査

機能は，本部端末に検査実施日を登録することにより，業

務終了時に在高点検業務が自動に起動されるため，より

牽制効果を発揮できる。また，CM21で保有している電

子ジャーナルを元に，オペレータ別の取引件数や係別の

取引比率を示す業務分散化傾向分析，全店での事務量分

析も可能なため，事務指導や内部統制監査業務にも利用

できる。

現金センターにおける現金集中処理業務に対するシス

テムには，高い信頼性，顧客データを管理するためデータ

漏洩防止などの情報セキュリティ，更なる業務の効率化

が要求されている。CXマルチシステムNEXT（現金精算

システムCX-2250を複数台接続し，各々の精算結果を集

計するシステム）は，上記要求に応えるソリューションを

提供する。

主な特徴

（1）マルチシステムの構成

センター規模や障害対策レベルに合わせ，次の3種類の

サーバ構成を準備している（図5）。

①ホットスタンバイ構成

フェールオーバ機能により，障害発生時のサーバ自動

切替，切替時間の短縮化とデータ修正レスを実現する。

②コールドスタンバイ構成

障害発生時手動によるサーバ切替により，前日最終状

態からの運用再開を可能とする。

③シングル構成（サーバ1台構成）

障害発生時は代替機が必要となるが，最も安価なシス

テムである。

（2）情報セキュリティ

顧客データ漏洩防止のための情報セキュリティ機能を

強化している。

①オペレータおよび権限登録機能

オペレータごとの操作権限をセキュリティレベルに応

じ4段回に設定できる機能を追加し，役席者権限のみにオ

ペレータ情報の新規登録・変更・削除を許可する。下位

現金センタソリューションの概要

図4 CM21og運用統制ソリューション商品モデル
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図5 マルチシステム構成図
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レベルの操作者へは顧客データへのアクセスを制限する。

②パスワードの強化

4桁から20桁の範囲で登録でき，アルファベットと数字

の組み合わせを必須とし，かつ，有効期限の設定・同一

パスワードの使用禁止設定もユーザーより選択可能とする。

③バックアップデータの暗号化対応

バックアップデータを暗号化して外部メディアに記録

することにより，顧客データの漏洩防止を図る。

（3）業務効率化

現金センターにおけるシステムにおいても，業務の効

率化が可能な機能の充実が望まれている。

①取引履歴検索機能

現金センターでは，夜間金庫や流通店舗等から集めら

れた現金の計数結果に基づき入金処理を行う業務がある。

本業務の特性上，伝票金額と現金計数結果の不一致が発

生する場合があり，入金取引結果についての問い合わせ

が多いため，取引履歴の検索機能により，確認作業の効

率化を実現できる。

また，全操作履歴のログを取得し，処理日およびオペ

レータ番号をキーにした検索機能を搭載しているため，操

作に起因する違算発生時の追跡調査や，監査業務に利用

することができる。

②未取引顧客一覧の出力機能

過去一定期間（任意に設定可能）に入金取引がない顧客

を選び出し，一覧を出力する機能により，顧客情報管理

作業の効率化を実現する。

③警送会社等外部委託データの自動入力機能

現金輸送に加え，現金計数処理まで含め警送会社に委

託するケースが増加している。委託先での計数結果を，一

括でデータ取り込みする機能により，入力作業の効率化

を実現する。

1章で説明した営業店内の現金情報一元管理に対し，将

来的には図6で示すように営業店・現金集中センターに加

え顧客・警送会社をネットワーク接続し，データ連携を

実現することにより，現物授受情報・現金処理情報・現

金在高情報などの一元管理を実現し，金融機関トータル

での大幅な効率化・厳正化を実現するシステム提供を目

指す。 ◆◆

三好尊幸：Takayuki Miyoshi. システム機器カンパニー営業本部
プロダクトSE部
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今後の取り組み

図6 現金統合管理システムの将来像
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