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特集

サービスビジネスのさらなる
拡大と、新たな社会インフラの
創設を目指す
昨年 7 月のカンパニー制への移行に伴い、新たに設立された NTT データ パブリック＆フ
ィナンシャルカンパニーの第二金融事業本部。BeSTAソリューションを中核にした地銀向
けビジネスの推進に加え、周辺系ビジネスの拡大、さらには新たな社会インフラの創設に
向けた最近の取組みについて、植木英次執行役員・第二金融事業本部長にうかがった。
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ビジネス展開
基本方針

植木

①ＴＡＲＧＥＴ行を明確化して基幹系シェア拡大
②ソリューションセットの企画・拡販推進による周辺系ビジネス拡大
③新たなる社会インフラ創設
ＢｅＳＴＡファミリー・ソリューションセット
協会等
地銀協、第二地銀協、全銀協、
Ｑ−ＮＥＴ、
電子債権記録機関、
ＣＮＳ、
ＳＤＳ

私どもは、各種の

EBソリューションを長年に
わたり展開してきました。

【凡例】
：地銀共同センターの共同化範囲

こういったノウハウと実績

：3行共同利用システムの共同化範囲

を活かし、例えば全銀電子
記録債権ネットワーク共同

ダイレクトチャネル系
コンタクトセンタ

インターネットバンキング
外接系システム

ＩＢ連携サーバー

全銀電子債権NW
共同中継センタ

中継センタや、リアルタイ

次期外接系

ム系とファイル転送系の２

国際系

ＢｅＳＴＡ−ＦＸ

ＮＢ−ＦＸ

基幹系
BeSTA

外為ＡＳＰ

ＳＷＩＦＴ連携

融資支援系
融資稟議システム

経営管理系・リスク管理系

マーケティング系

融資統合管理

ＭＣＩ
Ｆ

統合DB系

勘定系システム

つのサービスからなってい

外為センタシステム

Ｉ
ＦＲＳ

ＣＲＭ

統合ＤＢ

ＡＭＬ

市場リスク

収益管理

オペリスク

事務量分析

営業店システム系/事務集中系/ATM系/NW系
営業店システム

事務集中
ＡＴＭ

ネットワーク

ＡＬＭ

る法人向けIB（インターネ
ットバンキング）を1本化し
た次期法人向けIBなど、新

BeSTA標準ハード提供

たな社会インフラを創設し

ＡＴＭ
キャッシャ

ていきたいと思います。パ
ブリック＆フィナンシャル

図 1 第二金融事業本部の基本方針
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例えばどのようなものがあげられま

す。ビジネスの抱負は、できるだけ早
期に地銀の基幹系システムでシェア
50％を獲得することです。
―本日は有り難うございました。
−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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