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世の中のデジタル化の進展に伴
い、ペイメント領域の主要なお客様
である小売業等においても、デジタ
ルの活用能力がビジネスの成否につ
ながる最大の要因となってきている。
大手企業においては、ITベンダー

に頼るのではなく自分たちでシステ
ムを内製化する動きも進んでいるが、
十分なデジタル活用能力を持たない
ために「Amazonエフェクト」など
と言われるように、テクノロジー企
業との競合に巻き込まれ苦境に立た
されている企業も少なくはない。
一方、テクノロジー環境を見ると、
クラウド化の進展に伴い、システム

開発企業に必要とされる組織能力は
エンジニアリングからより上流へと
広がっており、コンサルティングか
らシステム開発、さらには業務運用
まで含めエンド・ツー・エンドのサー
ビスを提供している企業の勢いが増
している。
さらに、既存の SIビジネスは近

い将来破壊される可能性が高いとい
うレポートも出ており、受託開発ス
キームが縮小しアジャイルが主流と
なっていくのは確実な状況にある。
このような環境の中、NTTデー

タにおいては、これまで受託開発に
特化してきたことから、システムは
理解できていてもお客様のビジネス
への理解が十分ではなく、お客様の
ビジネス変革につながるようなデジ

タルトランスフォーメーション
（DX）のケイパビリティを十分に持
ち得ていないのではないかという組
織的な課題の認識があった。
また、テクノロジー環境の変化に
対応していくためには、既存の開発

デジタル化の進展に伴い、多くの企業が顧客に新たな購買体験を提供して売上に結びつけると同時に、効率的な業務処理
で従業員体験を実現することが求められるようになっている。NTTデータでは、お客様の事業拡大の構想・導入から改善・
展開までをワンストップサービスで提供するサービスインテグレーションの取り組みを進めている。
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図１　サービスインテグレーション全体像
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力を活かしつつ、提供価値を高度化・
最大化できるような事業モデルの再
構築も求められている。
そこで取り組んでいるのが、NTT

データの ITアセットとビジネスオ
ペレーションを組み合わせ、お客様
の業務の一部を引き受けて運用して
いく、サービスインテグレーション
である（図１）。業務運用の過程に
おいて自社内で DXを促進すること
で、お客様への提供価値を継続的に
高めていくことが可能になると考え
ている。

小売業やショッピングセンター
は、対顧客では単にモノを売るだけ
ではなく新たな顧客体験を創出して
提供する必要性に迫られている。ま
たオペレーションにおいては、EC

との連携といったマルチチャネルへ
の対応、コード決済など多様なペイ
メント手段への対応などが求められ
ている。顧客接点の多様化に伴って、
バックオフィスで必要とされる業務

これまでの受託開発では、開発し
たシステムはお客様のアセットとな
り、その後の業務処理やビジネスオ
ペレーションはお客様自身に行って
いただく必要があった。システムの
修正や変更が必要となるたびに開発
をおこなわなければならず、また運
用や業務処理のために相応の要員・
体制の構築が必要とされた。
サービスインテグレーションは、

NTTデータが保有する ITアセット
の中で、それぞれのお客様に必要と
する機能・サービスを利用していた
だくことで、最新技術への対応や
アップデートを気にすることなく、
また必要な時に必要なサービスを必
要なだけ使うという形なので、トー
タルコストの削減にもつながる。
このサービスインテグレーション
の基盤となるのが、「Omni Platform

（仮称）」だ。多様なチャネル、決済
手段への対応や、精算管理、顧客管
理など、ペイメントに関わる様々な
課題を解決する機能をプラット
フォーム上に備え、マイクロサービ
スアーキテクチャで構築し、統合さ

処理も複雑化し、非効率化している
例も少なくない。しかしながら、決
済業務は、直接の付加価値にはつな
がらないノンコア機能であり、十分
なリソースを振り向けたり、またデ
ジタル化を進めようとしても一般的
には社内で DXを推進するだけの要
員・体制を組んだりすることは難し
い。既存の ITアセットが老朽化し
ているケースも多くみられる。
サービスインテグレーションで
は、このようなお客様の状況に対応
すべく、これまで培ってきた決済業
務のノウハウを中心として、DXに
よる顧客体験（CX）の高度化を図
ると同時に、ITを活用したビジネ
スプロセスの変革によって事務処理
業務の効率化と品質向上を実現し従
業員体験（EX）を実現していこう
というものであり、戦略・ビジネス
モデルの構築などのコンサルティン
グから、BPOによる業務処理、シ
ステム・プラットフォームの提供ま
で、お客様の事業目標を実現するビ
ジネスプロセスを一気通貫で提供す
るものだ。
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CXと EXを実現するビジネス
プロセスを一気通貫で提供



32 ビジネスコミュニケーション　2021  Vol.58  No.6

特集 決済を軸にお客様の変革をデザインする
NTTデータ　カード＆ペイメント事業部の取り組み 特集 決済を軸にお客様の変革をデザインする
NTTデータ　カード＆ペイメント事業部の取り組み 

れた API/PFによってお客様ごとに
必要な機能をワンストップで提供す
る（図２）。お客様は、このプラッ
トフォームによって顧客へのシーム
レスな購買体験提供を実現するとと
もに、業務運用を効率化し、さらに
は集約されたデータの活用にもつな
げていくことが可能となる。2021
年秋の提供開始に向け、準備を進め
ているところだ。
また、決済代行事業者（Payment 

Service Provider：PSP）の加盟店管
理業務や、ショッピングセンターの
売上管理業務を一括提供するデジタ
ル BPOセンターの構築も、グルー
プ会社の PAYGENTと共に進めて
いる。

実際に取り組みが進められている
例をいくつかご紹介しよう。

ショッピングセンター
ショッピングセンター運営企業の

オペレーションにおいては、出店交
渉からテナントの募集、賃料の徴収
といったテナント管理、テナントの
決済代行とその手数料徴収といった
売上管理業務が行われているが、人
手での対応が多く非効率な部分も多
くみられる。NTTデータがこれま
でショッピングセンターに提供して
きた決済業務は、これらの売上管理
業務との親和性が高いことから、決
済を起点として売上管理からアフタ
フォローまでのバックオフィス業務
を一気通貫でサービス提供し、デジ
タル化することで課題を解決し EX

を実現するモデルの開発を進めてい
る（図３）。
新型コロナウイルス感染症の影響
で売上の減少に見舞われている
ショッピングセンターは多いが、
バックオフィス業務がなくなる訳で
はなくシステムなどの ITアセット
や事務処理を行う要員を容易に削減
することはできない。このモデルは
利用に応じた Fee体系であること
から、お客様にとっても事業環境の

変化に応じて柔軟な対応が可能とな
り、システムや要員の維持に多額の
コストを費やす必要もなくなる。ま
た、ITアセットは NTTデータが保
有しメンテナンスをしていくので、
次々と登場する新しいデジタル技術
への対応も可能となる。
同時に、顧客の来店からショッピ
ングセンター内の回遊、商品の購買、
データ活用による再来店の促進ま
で、デジタルを活用して顧客体験を
向上させ、集客と売上の向上につな
げる CXモデルにも取り組んでお
り、ショッピングセンターにおける
バリューチェーン全体を、CXと
EX両面から支える仕組みを考えて
いる。
既に大手のショッピングセンター
を中心に提案を行っており、CXの
コンサルティング業務の受注にもつ
ながっているが、ショッピングセン
ターが抱える共通の課題に応えられ
る業界プラットフォームとしていけ
るよう、開発を進めている。
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医療機関向けキャッシュレスサービス
日本医師会（以下日医）は医療機
関のキャッシュレス化を推進してお
り、日医標準レセプトソフトを提供
する日本医師会 ORCA管理機構（以
下 ORCAMO）が、日本医師会員向
けに安価で安全・安心に利用できる
キャッシュレスサービスを展開して
いる。

NTT デ ー タ は、ORCAMO が
キャッシュレスサービスを提供する
上で必要となるアセット、知見を提
供し、ORCAMOのキャッシュレス
サービスの展開を支援している。
2021年 3月時点で約 500の診

療所がこのキャッシュレスサービス
を利用しているが、ORCAMOでは
キャッシュレスニーズの今後の高ま
りを踏まえ 2026年に 3万診療所へ
の展開を想定し、取り組みを進めて
いるところであり、今後は在宅診療
への対応、後払いやウォークスルー
決済などさらなるサービス提供の検
討を始めている。

国庫金キャッシュレス
来年度以降の開始に向け進めてい
るのが、国庫金キャッシュレスだ
近年、政府におけるデジタル化の
取り組みが加速しており、国庫金の
支払いにおけるキャッシュレス化の
議論も進んでいる。
現在は、行政窓口においては利用
者が印紙を現金で購入し申請書等に
印紙を添付して提出をする流れと
なっており、利用者にも行政側にも
手間やコストがかかっている。オン
ライン申請も導入はされているもの
の、ペイジーで利用者がＡＴＭに納
付しに行くか、インターネットバン
キングによる金融機関口座からの支

となっている。
サービスインテグレーションで
は、システム設計から業務遂行まで
を一気通貫で行うことで、ビジネス
知識や業務遂行能力を得ることが可
能となる。また、自分たちで開発・
保有しているアセットの中で行って
いくため、アジャイルでビジネス環
境の変化に素早く応じ、自律的にシ
ステム・サービスを改善していくこ
ととなる。
複雑化・高度化するお客様の課題
に対し、ビジネスの構想から実行・
改善までを NTTデータのアセット
を活用してワンストップで提供し、
あらゆるデジタル技術を用いて解決
していく。それによって、お客様事
業の拡大とともに成長するお客様の
事業パートナーという、NTTデー
タの目指すべき姿にアプローチでき
ることにもなろう。
色々な業種・業界のお客様とディ
スカッションしている中で多くのお
客様が自社で ITアセットを保有し
運用していくことへの課題を抱えて
おり、NTTデータのアセットを活
用しながら自社の DXを推進してい
くという、サービスインテグレー
ションの取り組みに対して大きな期
待感を持っていただいていることを
実感している。

PSP・サービスインテグレーショ
ン推進室は昨年の 7月に立ち上がっ
た組織であり、現在はショッピング
センタ、国庫金等まだモデル化でき
ている対象は少ないが、実例を積み
上げながら、モデル化対象を増やし
より多くのお客様の事業拡大に寄与
したいと考えている。

払いしかできず、CXという観点か
ら考えれば利用者に相当の負担を強
いている状況といえる。
一方、国庫金は種類によっては納
付した即日に日本銀行の口座に着金
することがルールとなっているな
ど、公共分野ならではの対応が必要
な部分も多い。そこで、官公庁のシ
ステムに携わり業務知識を培ってい
る第三公共事業部と一体となって、
決済に関わる事業者との契約から各
種事務処理に一気通貫で対応する、
国庫金キャッシュレスのモデル化を
推進しているところである。

サービスインテグレーションの取
り組みは、NTTデータが本来ある
べき姿を実現するための自身の課題
解決につながるものにもなると考え
ている。
従来型 SIモデルの受託開発では、

お客様の要件通りにシステムを開発
構築するのみで、システムを用いて
業務を遂行していくのはお客様自身
となる。我々に求められるのは品質
の高いシステムを確実に開発するこ
とであり、組織として獲得できる能
力も開発力やプロジェクトマネジメ
ント能力に限られ、そこからビジネ
ス知識を十分に得ることは難しい。
システムはわかってもビジネスの理
解が十分でないことから、結果とし
てお客様のビジネスパートナーには
なりえないという課題が生じている。
お客様にとっても、一度作りこん
だシステムを柔軟に修正することは
容易ではなく、環境変化や技術進歩
への対応が遅れたりオペレーション
上の非効率につながったりすること

お客様の事業パートナーを
目指したアプローチ


