
お客さまとして、永続的な事業展開

を追求することです。ご存知のよう

に、信金・信組・労金の各業態は、

わが国の経済活動において地域経済

や労働者の生活を支える重要な役割

を担っており、個々の金融機関の規

模は小さくとも、業態として確固た

る存在意義を有しています。金融5

本部（金融システム、金融ビジネス、

リージョナルバンキングシステム、

決済ソリューション、コミュニティ

バンキングシステム）や全社のパワ

ーを存分に発揮し、この3業態への

ビジネス展開を通してお客さまの経

営基盤強化に貢献していくことが、

私どもに与えられた重要な使命だと

思っています。

―事業運営の基本方針は…。

椎名 NTTデータが伝統的に保有

する大規模共同利用型システム実現

のノウハウ、センター・ネットワー

ク・営業店・対外系・勘定系・情報

系など多岐にわたる分野のノウハウ

をコアコンピタンスとしてさらに深

め、中心的な役割を担っていくこと。

そして、安定した品質でサービスを

提供し続けるとともに、技術の動向

やお客さまの経営を取巻く環境のト

レンドをきちんと捉えたタイムリー

な企画・提案を行い、お客さまの経

営に寄与することを事業運営の基本

方針としています。

信金・信組・労金の各業態への各

種システムサービスは、1971年

（昭和46年）を皮切りに順次拡大し

ており、NTTデータの提供するサ

ービスの中でも極めて重要な位置を

占めています。

―３業態向け各共同利用型システム

の利用状況をお聞かせください。

椎名 図１に示すように、信金向

けシステムサービスが最も規模が大

きく、北海道から九州まで現在７つ

のセンターを、また信組・労金向け

システムサービスはそれぞれ千葉に

センターを設置させていただき、各

事務センター様等の運営を介して全

国津々浦々のオンラインサービスを

カバーしています。

利用状況につきましては、対外系

（為替、CD系）業務システムは各

業態の全金融機関様が利用している

ほか、信用金庫では約 87％、信用

組合では約 78％のお客さまが勘定

系システムを共同利用しています。

さらに営業店ベースでは、３業態合

―初めに、NTTデータのコミュニテ

ィバンキングシステム事業本部の主要

ミッションからお聞かせください。

椎名 私どもの事業本部は、平成

17年6月の経営機構改革の一環とし

て、設立されました。主なミッショ

ンは、信用金庫・信用組合・労働金

庫、いわゆるコミュニティバンクを
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わせて約8,000店舗の営業店システ

ムを提供しており、極めて大規模か

つ全国網羅的なシステムサービスと

いえます。

このように、各業態の基幹業務を

担っていることから、コミュニティ

バンクの経営戦略・経営課題を左右

するシステムサービスであると自負

すると同時に、それらに寄与できな

ければ私どもの存在価値がなくなる

と思っています。

―本部内組織の概要をお聞かせくだ

さい。

椎名 各システムサービスの開

発・維持、営業を担う３つのBU

（ビジネスユニット）と、本部スタ

ッフ部門の企画部、新規ビジネス企

画や将来システムの検討を行うコミ

ュニティバンキング推進室、本部内

営業セクションの指導・支援を行う

営業統括部の６つの部門からなる総

勢約370名の組織です（図２）。

―ビジネスを取巻く環境を含め、事

業本部を設立されて1年強を経た現在

の状況からお聞かせください。

椎名 不良債権処理が一段落した

後、メガバンクは規制緩和による環

境変化も追い風となり、高収益分野

への攻め込み戦略としてリテール分

野に注力してきています。地銀もメ

ガバンクと同等の戦略を自ら決めて

本格的な参入を図

っており、地銀の

戦略を受けて第二

地銀も対抗策を決

定し、本格的な侵

入を始めています。

さらに郵貯の民営

化、異業種による

新銀行の参入、モ

バイル決済など決

済手段の多様化も

これに加わり、各

地域ではさながら

「リテール大競争時

代突入」の様相を

呈しています。このような中、コミ

ュニティバンクとしても、生き残り

をかけた独自の戦略で迎え撃つ必要

が生じています。

―信金や信組は、地元の中小事業や

住民にとって、出前型（往診型）営業

による顔の見える安心感があるという

のが大きな強みだと思いますが、迎撃

戦略のポイントはどのような点にある

とお考えですか。

椎名 確かに地域社会の一員とし

て地元の中小企業や住民との強い絆

とネットワークを形成し、地域社会

の発展に貢献しているというのが特

徴です。したがってポイントは、地

域密着・職域密着の狭域高密度な営

業戦略をいかに高度化するかという

点にあると思います。

まず法人マーケット分野では、こ

れまで限定的に大企業向けに提供さ

れていた商品やサービスが、その境

界を下げて中堅・中小企業へ加速度

的に展開されるものと思われます。
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（中継業務・バックアップシステム）�

信金共同東京センター�

信金共同北海道センター�

信金共同中国センター�

信金共同九州センター� 労金総合事務センター（中継業務）�

信金共同大阪センター�

信金共同東海センター�

分野� 対象�

対外系業務システム� 各業態全て(480金庫・組合）�

勘定系・情報系業務システム� 400金庫・組合�

営業店システム� 約8000店舗�

信金共同東北センター�

全国信用組合共同センター�

図1 NTTデータが提供するコミュニティバンク各共同利用型システムの概略
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図2 組織概要
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め店舗・チャネル戦略の分野でも、

ローコストチャネルの追求や、コン

サル型店舗のようなワンストップ化

への対応が必要です。

さらに図３に示すように、事務合

理化・効率化分野でも、IT活用によ

る自動化、事務集中化・別会社化、

特定業務の外部委託・共同化の拡大、

業務プロセスの見直し等、さまざま

な手段で高度化が図られてきており、

その対応が必要となっています。

―そういった厳しい経営環境を支え

るIT戦略の基本的なお考えをお聞かせ

ください。

椎名 勘定系業務処理分野やバック

アップシステム、為替・CD業務な

どの対外系業務は各コミュニティバ

ンクに共通なITインフラと捉え、シ

ステムの共同化戦略を徹底していき

たいと考えています。これによって、

①ローコストの追求、②先進金融機

関に対抗するフォロワー戦略として

の即応性、③BIS規制や内部統制強

化などの制度的ニーズへの迅速な対

応を可能としたいと考えています。

―狭域高密度な営業戦略にITを活か

すという点ではいかがですか。

椎名 地域密着型の狭域高密度な

事業活動に不可欠な渉外活動支援や

FB（ファームバンキング）などの

企業取引支援、インターネットバン

キングチャネル、融資支援機能など

を、高度な付加価値システムとして

拡充していきたいと思います。例え

ば、渉外活動支援では、すでに1万

5,000台を超える提供実績を持つハ

ンディターミナルについて、モバイ

ル化、さらには持ち運びができる通

帳プリンタの開発にも取り組んでい

ます。これらはコミュニティバンク

独特の渉外支援ツールとして、有望

であると考えています。

―３業態向けの具体的な取組みをお

聞かせください。

椎名 信金業界への具体的な取組

みの詳細は別稿でご紹介しますが、

システムサービスを始めて以来の大

そこでは、中堅・中小企業に向けた

スモールビジネスローン等のローコ

ストなマスセールス展開や、ビジネ

スマッチングのような課題解決＋貸

出しの一体営業への対応が必要にな

ると思います。そして個人マーケッ

ト分野では、富裕層・準富裕層とマ

ス層の二極分化や公的年金への不安

の高まりによって、資産運用サービ

スが広く拡大すると考えられます。

そこで、投信・保険等の投資性商品

販売の強化や各種ローンビジネスの

強化による準富裕層の顧客獲得競争

や、インターネット・バンキング／

モバイルサービス等によるマス層の

収益化への対応が必要になると思い

ます。

一方、メガバンクはインターネッ

トバンキング、コンビニATMなど

によりマス向けサービスを確保しな

がら、個人向けにはコンサルティン

グセンター・住宅ローンセンター、

法人向けにはスモールローン拠点と

いった多様な店舗チャネル展開によ

り収益向上を狙っています。このた
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事業である７地区センターハードの

２センターへの統合、これに前後し

た次世代バンキングの構想を実現し

ていきたいと思います。30年以上

の歴史を背負う７地区センターの２

センター集約は、センターランニン

グコストを徹底的に低減し、業界競

争力向上に寄与する戦略的投資に傾

注することが最大の目的です。

それ以外の分野でも、信金業界全

体の総合力をより高めていく取組み

に注力していきたいと思っています。

例えば、業界全体のシステムの一つ

に、信金中央金庫様で平成16年に構

築させていただいた信用金庫業界信

用リスクデータベースがあります。

これは金庫様の取引先企業様の財務

データ等を数十万件規模で集約処理

し、各種統計情報を各金庫様に還元

するもので、ほとんどの金庫様がご

利用されていますが、その情報をよ

り一層有効に活用いただく努力を続

けていきます。同様に全金庫様を接

続する業界システムである為替・

CDなどの対外系システムにおいて

は、基幹ネットワークのIP化を平成

18年９月より順次開始し、拡張性の

向上とコスト低減を図っています。

このように、信金業界全体を俯瞰

した付加価値を追求していく必要性

を痛感しているところです。

―信組及び労金向けの具体的な取組

みについてはいかがですか。

椎名 信組業界では、来年（平成

19年）５月に迫った次期システム

（第五次システム）の万全な実現に

傾注していきたいと思います。現在、

追い込みの試験段階ですが、試験の

目的・内容・役割分担をお客さまと

十分に意識合わせして、漏れのない

試験実施に努めています。

また、労金業界では、新たなイン

ターネットバンキングシステムの実

現や、営業店システムの刷新に努力

していきたいと考えています。

―今後のビジネスの抱負をお聞かせ

ください。

椎名 コミュニティバンクが提供

する金融サービスを ITの面からサ

ポートする共同利用型システムサー

ビスを展開していますが、利用率が

高いとはいっても、100％ではあり

ません。これまでお話した IT戦略

を実現し、効果を高めるためには、

さらに共同利用の仲間を増やす、そ

のためにシステムの理解度を向上さ

せる説明・相談のツールを整備して

いきたいと思います。

―例えば、７地区センターの２セン

ター集約化と次世代バンキング機能を

具現化する信金次期システムを契機

に、自営から切り替えるところもでて

くるとお考えですか。

椎名 一つの大きな動きとして、東

海地区の大規模な4金庫様が同時に

参加されるとの発表がありました。

これは、地区センターが一つ必要な

くらい大規模なものとなります。

―共同利用とは別の個々のお客さま

向けの個別のIT戦略についての取組み

についてはいかがですか。

椎名 一般的に、インフラとして

の共同利用分野の ITのコスト低減

に比例して、個別戦略分野の IT投

資が拡大する傾向があります。ビジ

ネス戦略としては、これらの分野

（個別ビジネス分野）について良質

なサブシステムを開発・提供するこ

とで、お客さま満足度の向上を図り

ながらワレットシェアの拡大を実現

していきたいと考えています。その

一つの施策として、共同利用とは別

に自前の補完マシンによって個々の

アプリケーションを稼動されている

お客さまに対し、汎用機からクライ

アント／サーバシステムへのマイグ

レーションを行うなど、現場に軸足

を置いた個別ビジネスを展開してお

り、徐々に成果も出始めています。

―最後に、コミュニティバンクのIT

パートナーとしての一番の強みはどこ

にあるとお考えですか。

椎名 大規模共同利用型システム

サービスの提供実績・ノウハウに加

え、冒頭お話したように、リージョ

ナルバンキングシステム事業本部や

決済ソリューション事業本部をはじ

めとする金融４事業本部やNTTデ

ータの他部門のノウハウ、バリュー

を有効活用できるというのが大きな

強 み だ と 思 い ま す 。“ W h y

NTTDATA？”という問いに対す

る最大のポイントはこの辺りにある

と思います。また、保守サービスは

グループ会社のNTTデータ・カス

タマサービスが担当していますが、

全国津々浦々、8,000店舗の営業店

システムをサポートできる力という

のも大きいと思います。

―本日は有り難うございました。

（聞き手・構成：編集長　河西義人）
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