
スペイン最大規模の金融機関である CaixaBank は、スペイン全体で 5,000 以上の支店を運営し
ており、スペインの人口の1/4がメインバンクにしている大手銀行です。 CaixaBank は、よりスムー
ズな顧客体験と従業員のモビリティー向上という目標を設定したとき、デジタル化がカギになる
と予測していました。 同行では、Serban Biometrics とインテルが提供するデジタル化された生
体認証ソリューションを使用して顧客が契約に署名できるようにすることで、わずらわしい紙面
での作業を廃止しました。 その結果、従業員の業務は完全にモバイル化されつつあり、顧客は最
先端の銀行に期待されるスムーズなデジタル体験を得ることができました。 そして、 こうした変
革はすべて、セキュリティーやコンプライアンスを損なうことなく実現されています。

課 題

CaixaBank では、より魅力的な体験の提供と環境目標の達成のため、顧客対応業務のやり方を
改革したいと考えていました。 これを実行するには、営業チームのモビリティーを向上するととも
に、どこにいても営業チームが必要なシステムやデータにアクセスできるようにすることが必要
でした。 同時に、時間のかかる紙ベースのプロセスをデジタルプロセスで置き換えたとしても、署
名の有効性に関する厳しい要件が、従来どおり確実に満たされるようにする必要もありました。

ソリューション

Serban Biometrics* が提供するデジタル化された生体認証ソリューションによって、営業担当
者は電子文書上の法的に有効な顧客の署名を保護して、 銀行の中央システムに直接保存する
ことができるので、紙コピーを使用する必要がなくなります。 営業担当者は、インテル® Core™ i5 
vPro™ プロセッサーを搭載した、富士通製の新しい生体認証対応 2 in 1 デバイスを使用して、こ
のソリューションにアクセスします。 このデバイスによって、営業担当者は外出先でもオフィスと
同様の生産性を維持できます。 顧客は、銀行のオンライン・アプリケーションを利用して、必要な
デジタル文書や契約書のコピーにアクセスすることができ、 支店に行かなければならない不便
や時間を回避できます。

結 果

現在、 CaixaBank は、 毎年 2,000 万件のトランザクション業務のうちの約 90% で、 手書きの署
名をデジタル化した生体認証を使用しています。 CaixaBank の評価では、各支店で約 30% のオ
フィススペースが節約され、文書管理に関わるプロセスが 50% 削減されました。 すべて、物理的
な書類をファイルする必要がなくなったことによる成果です。 また、契約の署名および認証のプロ
セスを自動化することによって、運用上のリスクを最小限に抑えながら、営業業務をスピードアッ
プし、顧客体験を向上させました。

CaixaBank では、デジタル化された生体認証
とデジタル記録管理の導入により、 各支店の
オフィススペースを 30% 削減
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導入事例：モビリティー、セキュリティー、顧客体験を向上させたCaixaBank

デジタル変革による顧客体験と営業効果の向上

クライアントに提供するサービスを向上するための継続的な戦略の一
部として、 CaixaBank では、 プロセスとサービスの多くをデジタル化し
たいと考えました。 「当行の支店網の至るところで行われるお客様との
やり取りの多くは紙ベースでした」 と話す CaixaBank のブランチ・チャ
ネル・マネージャー、Maria Puras Gomez 氏はこう続けます。 「お客様
の手続きを容易にするために、営業業務の加速と簡素化を行いたいと
考えました。 既存のプロセスは時間がかかるうえに、紙面による記録の
保管、検索、管理に伴う多大なコストが発生していたため、これらをもっ
と効率的なもので置き換えることを希望していました。 また、 テクノロ
ジーを使用して営業担当者のモビリティーを向上し、仕事をする時間帯
やそのやり方の柔軟性を改善したいとも考えていました」

このデジタル化の目標を達成するため、 CaixaBank では、 紙面による
契約書を使用することなく、 営業担当者が支店内、 顧客の自宅など、
どこで作業することになっても、顧客の署名をキャプチャーし記録でき
る方法が必要でした。 と同時に、 こうした新しいデジタルプロセスは、
十分に堅牢で、不正行為や ID 盗難などの脅威に耐えられること、特に
法的有効性を維持できることも求められました。

「一部の支店には署名を電子的にキャプチャーする機能がすでにありま
した。 しかし、それは営業用デスクに取り付けられた特別な機器を使用
する場合です。 営業担当者が汎用的なデバイスを使ってお客様から電
子文書への署名を容易にいただけるだけでなく、 必要に応じて簡単に
追跡、保管、監査を行える形でこれを実現することが必要でした。 お客
様が署名する契約は法的拘束力を持つため、物理的な書類から移行す
る場合には、手書きの書面での署名に代わる完全に信頼できる保証が
必要でした」（Puras Gomez 氏）

CaixaBank は、 新しい「スマート PC」 を各従業員に導入するデジタル
変革戦略を作成しました。 これらのデバイスによって、 銀行のすべての
既存システムおよびアプリケーションに外出先からアクセスできるだ

けでなく、新しいデジタル化された生体認証ソリューションもサポート
されます。

ソリューションのまとめ

CaixaBank にとって、新しいスマート PC は、規制の厳しい顧客対応業
務のサポートに必要なセキュリティー、認証、そしてパフォーマンス面で
の各機能をすべて備えたエンタープライズ対応であることが重要でし
た。 また、既存の環境とのシームレスな統合を確保し、ユーザーへのサー
ビスの中断を最小限に抑えるため、デバイスが Microsoft* Windows*
オペレーティング・システムをサポートしていることも不可欠でした。

検討の結果、同行ではインテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサーを搭載
した富士通製の生体認証対応 2 in 1 デバイスを導入することにしまし
た。 このプロジェクトでは、最終的に 3 万人以上の従業員にこのデバイ
スを支給する予定です。 また、リモート管理とセキュリティー ・アップデー
トを実現するため、これらのデバイス群全体でインテル® vPro™ テクノ
ロジーを有効化し、積極的に活用する計画です。

デジタル化された生体認証を専門とする Serban Biometrics が、この
ソリューションのソフトウェア要素を BeSign* アプリケーションとして
提供し、その実装もサポートしました。 「さまざまな選択肢でベンチマー
クを行った後、Serban とインテルのソリューションを選択しました。 最
も重視した要件は、ソリューションが技術的にシンプルで、実装が容易
であること、 そして法的に堅牢であることでした。 調査対象となったソ
リューションの中には、これらの優先事項を満たさないものもありまし
たが、 Serban のソフトウェアを使用すれば、 クライアントが契約に署
名したかどうかを証明できることが判明しました」 と Puras Gomez 氏。
このデジタル化された生体認証モデルは、初期の試験導入フェーズに
続き、あらゆる顧客対応業務やプロセスのサポートに向けて現在展開
中です。
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導入事例：モビリティー、セキュリティー、顧客体験を向上させたCaixaBank

コネクテッドでモビリティーに優れた銀行業務によって、 
節約と顧客満足度を推進

以前は、顧客が抵当、ローン、当座預金など、新しい金融商品の契約を
する場合、営業担当者は顧客に関連書類へ署名してもらう必要があり
ました。 これらの文書をスキャンして、デジタルのコピーが作成され、ファ
イルされます。 この方法は時間がかかるだけでなく、 各支店にファイル
用の大きなエリアを確保する必要がありました。 重要な文書の紛失、損
傷、 または不正確な記入のリスクもあります。 また、 顧客がいずれかの
文書のコピーを要求した場合、従業員は時間をかけて、ファイルシステ
ムから関連する書類を検索する必要があります。

Serban Biometrics のソフトウェアを使用すると、 支店内のデバイス
でも、外回りの営業担当者が所持しているデバイスでも、顧客はデバイ
スの画面上で電子文書に署名できます。 署名は、 指紋、 虹彩パターン、
独自の筆跡など、 選択された顧客の生体認証データとともにキャプ
チャーされます。 ソフトウェアがこれらの詳細を契約文書と結合し、
インテル® Xeon® プロセッサー E7 ファミリー搭載の複数のサーバー
上で運用される銀行のデータセンターに直接保存します（2 ページの図
を参照）。 これによって、法的に承認された文書のコピーが作成され、閲
覧する権限のある人ならいつでもアクセスすることができ、物理的コピー
の必要がありません。

「以前は、お客様に関する業務が完了すると、その契約書の紙コピーを
控えとしてお渡ししていました。 しかし、 このデジタル化された生体認
証の構想を実施して以来、お客様がデジタルで署名した文書の表示に
使用できるオンライン・アプリケーションを作成することもできました。
これによって、顧客体験が変革され、紙コピーを紛失するかもしれない
という問題も回避できました」 と Puras Gomez 氏は語ります。

CaixaBank は運用上のリスクも低減しました。 Puras Gomez 氏は次
のように説明しています。 「紙の場合、 原本が手元になければ、 文書が
署名されたことを完全に保証することはできません。 しかし、 もうこの
問題はありません。 同時に従業員も新しいソリューションを非常に喜ん
でいます。 管理にかかる時間が短縮され、 従業員は、 業界の規制や銀
行の行動規範を満たすために必要なすべての手順に従っていることを
確信しながら、営業の職務にさらに集中することができます」

CaixaBank では、年間 5,000 万件以上の業務を実行していますが、現
在、そのうち約 90% の認証に、デジタル化された生体認証を使用して
います。 このデジタルへの移行によって、 ファイリング・キャビネットを
撤去することができ、 1 支店当たり約 70 平方メートルの省スペースを
実現できました。 現在ではこのスペースを使用して、 より多くの顧客を
収容できるようになっています。 また、支店内の営業担当者のデスクで
も省スペースを実現できます。 2 in 1 デバイスにはカメラや指紋リー
ダーが組み込まれており、タッチスクリーンでデジタル署名ができるた
め、必要な周辺機器の数を最小限に抑えることができるのです。

自分たちの組織に合った適切なソリューションを見つけましょう。 詳
細については、 インテルの担当者にお問い合わせいただくか、 http://
www.intel.co.jp/FSI/ を参照してください。

CaixaBank の紹介

CaixaBank は、 クライアント数が 1,400 万人以上と、 スペイン
最大規模の顧客基盤を誇り、3万人以上の従業員を擁しています。
イノベーションに重点を置いた結果、 最新テクノロジーの進歩
を利用した顧客体験の向上において極めて優れた専門性を有
することでも広く認識されています。 同行の業務は、品質、信頼、
社会的貢献という中心的企業価値によって推進されています。

http://www.intel.co.jp/FSI/
http://www.intel.co.jp/FSI/
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