株式会社NTTデータ

地銀の競争力強化に貢献するデータ活用基盤を低コストで実現
金融機関に対し高付加価値な IT サービスを提供する株式会社 NTT データ（以下 NTT データ）では、地銀 14 行（2020 年 10 月末時点）が利用する「地銀
共同センター」を構築し運営している。同サービスでは、基幹系システムに加え情報系の統合データベースシステムを提供しており、統合データベースとさまざまなサ
ブシステムとの連携に使用される標準 ETL ※ツールをセゾン情報システムズの「DataSpider Servista」にリプレイス。歴代 ETL が抱えていた、
コストパフォーマ
ンスや機能、
サポート面の課題を解消することに成功した。
※ Extract（外部の情報源からデータ抽出）/ Transform（抽出したデータの変換・加工）/ Load（変換・加工済みのデータをロード）の略
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