
堅牢なセキュリティ、機能性・柔軟性に優れたクラウドサービスが
新たなビジネスへのチャレンジを支える

データリンクス株式会社 お客様事例
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PCI DSSに準拠したBPOサービス事業の立ち上げを決断

導入製品　Service Cloud
活用用途　問合せ・カスタマーサポート

導入背景 導入効果

● PCI DSS準拠への対応に苦慮する
業者の受け皿となるサービスを実現

● 多様な業種業態にわたる委託元企業に
固有の業務プロセスに応じたCRM環境を構築

● BPOセンター内の業務改善を支援する
レポーティング・分析が可能に

● 戦略的サービスの立ち上げでビジネスの成長を
目指す

● 高水準のセキュリティで顧客のクレジットカード決済
周辺の業務支援を図る

● BPOセンター業務の効率化、スピード化を実現する

　1982年5月にNTTの外郭団体であ
る財団法人（現 :一般社団法人）電気通
信共済会のソフトウェアハウスとして設
立されたデータリンクス（旧社名 :共済情
報ビジネス）。NTTグループほか首都圏
の中堅企業等を対象にSIやネットワーク
／システムの運用管理などのITサービス
を展開していることで知られる。
　そうした ITソリューションの提供とと

もに、同社が事業の両輪としているのが
BPOサービスだ。ビジネスプロセスアウ
トソーシングの分野に関する同社の取り
組みとしては、NTTの顧客管理系データ
エントリやデータ整備業務から人材派遣
サービス業へ進出。そして2008年4月
以降は、サービスニーズの多様化を受け
るかたちで、受託型コールセンター業務
に参入するなど、より広範な領域のBPO

サービス分野にビジネス展開してきた。
　「もっとも、人材派遣事業に関しては、
その後、業界内での激しい競争にさらさ
れ、とりわけ2015年9月の労働者派遣
法の改正に伴い、さまざまな面での規制
が強化されたことなども相まって、ビジネ
スとしての採算性確保が厳しくなってき
ていました。そこで当社では、2016年3

月末をもって一部 IT関連派遣を除く同事
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リンピック・パラリンピックの開催を背景
として、さらなる需要拡大が期待される、
カード決済にかかわるペイメント系サー
ビスの領域だった。
　「ペイメント系のサービスについては、
大手はともかく、われわれと同規模の
BPO事業者はいまだ参入を果たしてい
ない状況で、この領域なら先行者利益を
目指せるものと考えました。ただし、それ
には、当社が持つコールセンターやデー
タエントリといった業務での豊かな経験
とノウハウに加え、強力な“武器”となる
ものが必須であると考えました」と藤本
氏は説明する。
　そしてさらなる調査、検討ののち、同社
がそうした“武器”になり得るものと判断
したのが、クレジットカード決済の分野
における重要なキーワードとして浮上し
てきていた「PCI DSS（Payment Card 

Industry Data Security Standards）」
だった。周知の通りPCI DSSとは、クレ
ジットカード情報・取引情報を扱う企業が
遵守すべきグローバルなセキュリティ対策
基準を定めるもので、クレジットカード会
員の保護を目的に、然るべきセキュリティ

水準を満たすための具体的な情報の管理
や運用のあり方を規定している。
　クレジットカード産業の業界団体であ
る日本クレジット協会がクレジットカード
加盟店企業に対して、2018年3月末ま
でに（対面決済型加盟店は2020年3月
末までに）PCI DSSへの準拠を求める旨
を通達。また国でも同様に、2020年東
京オリンピック・パラリンピックの開催等
をにらんだ世界最高水準のクレジット取
引のセキュリティ環境整備の一環として、
経済産業省が関連事業者に対しPCI 

DSSへの準拠を推奨している。
　「PCI DSS準拠がクレジットカード決
済業務にかかわる重要な要件となりゆく
状況を踏まえ、当社では準拠に向けた対
応に苦慮する中堅企業などの受け皿とな
るBPOサービスを提供するとともに、準
拠が必要なBPOサービスを提供する同
業他社についても“協業”というかたちで
支援していこうと決断。当社がPCI DSS

準拠のセンターを設置し、そこで顧客や
パートナーからの関連業務の受託を目
指すことにしたのです」と藤本氏は説明
する。

業を大手事業者に譲渡するという決断を
下しました」とデータリンクスの執行役員
であるニュービジネス推進室長 藤本恵
祐氏は語る。
　BPOサービスを構成する重要な柱の1

つを手放すことになった同社では、この
領域でのビジネスをいかに強化していく
かについての検討を重ねた。そうしたな
かで同社が着目したのが、昨今のインバ
ウンドの活況や、来る2020年の東京オ
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圧倒的な知名度と実績で導入に大きな安心感
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　1982年5月にNTTの外郭団体であ
る財団法人（現 :一般社団法人）電気通
信共済会のソフトウェアハウスとして設
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の中堅企業等を対象にSIやネットワーク
／システムの運用管理などのITサービス
を展開していることで知られる。
　そうした ITソリューションの提供とと

もに、同社が事業の両輪としているのが
BPOサービスだ。ビジネスプロセスアウ
トソーシングの分野に関する同社の取り
組みとしては、NTTの顧客管理系データ
エントリやデータ整備業務から人材派遣
サービス業へ進出。そして2008年4月
以降は、サービスニーズの多様化を受け
るかたちで、受託型コールセンター業務
に参入するなど、より広範な領域のBPO

サービス分野にビジネス展開してきた。
　「もっとも、人材派遣事業に関しては、
その後、業界内での激しい競争にさらさ
れ、とりわけ2015年9月の労働者派遣
法の改正に伴い、さまざまな面での規制
が強化されたことなども相まって、ビジネ
スとしての採算性確保が厳しくなってき
ていました。そこで当社では、2016年3

月末をもって一部 IT関連派遣を除く同事

　PCI DSSに準拠したBPOサービス事
業の立ち上げを決めたデータリンクスで
は、早速、業務を支えるシステムの構築に
ついての検討を開始した。検討に当たっ
ては、社内外のシステムとの連携、PCや
スマートフォンなどマルチチャネルへの対
応などを考慮して、クラウドサービスの
採用が前提となった。加えて、PCI DSS

の定める厳格なセキュリティ基準を満
たし得るサービスであることも不可欠な
条件だった。そして、綿密な検討の結
果、同社が採用したのが「Salesforce 

Service Cloud」である。
　「いくつかのクラウド型CRMを比較し
ましたが、やはりSalesforceはその知名
度と実績において競合サービスを圧倒し
ており、大きな安心感がありました。しか
もサービス自体が現行では最新版のPCI 

DSS 3.1にも準拠し、セキュリティ面に
かかわるわれわれの要件も十分に満たし
ていたほか、カスタマイズの容易さ、マル
チチャネルへの対応なども重要な選定ポ
イントとなりました」と語るのはデータリ
ンクスの加藤宏明氏だ。

リンピック・パラリンピックの開催を背景
として、さらなる需要拡大が期待される、
カード決済にかかわるペイメント系サー
ビスの領域だった。
　「ペイメント系のサービスについては、
大手はともかく、われわれと同規模の
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ない状況で、この領域なら先行者利益を
目指せるものと考えました。ただし、それ
には、当社が持つコールセンターやデー
タエントリといった業務での豊かな経験
とノウハウに加え、強力な“武器”となる
ものが必須であると考えました」と藤本
氏は説明する。
　そしてさらなる調査、検討ののち、同社
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における重要なキーワードとして浮上し
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加盟店企業に対して、2018年3月末ま
でに（対面決済型加盟店は2020年3月
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引のセキュリティ環境整備の一環として、
経済産業省が関連事業者に対しPCI 

DSSへの準拠を推奨している。
　「PCI DSS準拠がクレジットカード決
済業務にかかわる重要な要件となりゆく
状況を踏まえ、当社では準拠に向けた対
応に苦慮する中堅企業などの受け皿とな
るBPOサービスを提供するとともに、準
拠が必要なBPOサービスを提供する同
業他社についても“協業”というかたちで
支援していこうと決断。当社がPCI DSS

準拠のセンターを設置し、そこで顧客や
パートナーからの関連業務の受託を目
指すことにしたのです」と藤本氏は説明
する。

ニュービジネス推進室の加藤宏明氏。「サービス
を開始し、運用していくなかで、さまざまな新た
なテクノロジートレンドの出現が予想されます
が、Salesforceなら手間やコストをかけること
なく、そうした動向を確実にキャッチアップして
いける点が大きな魅力です」

業を大手事業者に譲渡するという決断を
下しました」とデータリンクスの執行役員
であるニュービジネス推進室長 藤本恵
祐氏は語る。
　BPOサービスを構成する重要な柱の1

つを手放すことになった同社では、この
領域でのビジネスをいかに強化していく
かについての検討を重ねた。そうしたな
かで同社が着目したのが、昨今のインバ
ウンドの活況や、来る2020年の東京オ

執行役員 ニュービジネス推進室長の藤本恵祐
氏。「現状維持に固執していては、ビジネスの
飛躍は望めません。これまで経験のない分野に
チャレンジして新たな市場を開拓し、成長を目指
していきたいというのが、今回の新サービス立ち
上げの狙いです」
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顧客固有のプロセスを実装し業務を効率化
　Service Cloudの導入を決めたデー
タリンクスでは、現在、要求仕様のとりま
とめなど、システムの開発・構築に向けた
準備を着 と々進めているところだ。そうし
たなか、2017年2月に正式リリース予定
のペイメント系BPOサービス開始のあか
つきには、Service Cloudという基盤な
らではの強みを生かした、さまざまな局
面での成果が期待されている。
　その1つにService Cloudの柔軟な
カスタマイズ性がもたらすメリットがあげ
られる。同社が提供することになるペイ
メント系BPOサービスでは、およそクレ
ジットカード決済を利用するあらゆる業
種業態の事業者がそのユーザーとして想
定されている。
　「Service Cloudなら、業種業態さら

にはお客様ごとに固有の業務プロセスを
組み込んで、画面遷移なども最適なかた
ちでデザインし、オペレーターがお客様
からのコール内容に応じて必要な情報を
随時参照しながら、スムーズに応対して
いける環境を実現できるはずです」と
データリンクスの吉川有砂氏は語る。
　そこでは、例えば消費者からの入電に
対して、コールバックを行うことなく、1

コールで処理を完了できるような仕組み
の構築なども期待されている。
　「応対の円滑化やスピード感の向上が、
消費者の満足度を高めることはもちろ
ん、オペレーターにとってもストレスのな
い業務の実現につながるわけです」と加
藤氏は強調する。

ニュービジネス推進室の斉藤貴志氏。「クレジット
カード情報をはじめ個人情報の流出事案がさま
ざまな企業において頻発している状況。そうした
リスクを確実に回避できるBPOサービスでお客
様のニーズに応えていきたいと考えています」

ダッシュボードによる新たなレポーティングを提案
　またデータリンクスでは、Service 

Cloudのレポーティング機能にも大きな
期待を寄せている。同社のBPOサービ
スでは、業務を委託する顧客に対して、
日々の入電や成約、保留などの件数と
いった統計情報、あるいはオペレーター
が実施した応対の具体的な内容などに関
する詳細な報告を行っていくことになる。
　「その際、報告すべき内容や報告の
フォーマットなどについても、お客様の求
めに沿って柔軟に対応していくことになり
ますが、Service Cloudの多彩なレポー
ティング機能ならそうしたニーズにも問
題なく応えられるものと思います。さらに
は、ダッシュボードを活用した新たなレ
ポーティングの業務フローを提案し、お
客様の商品・サービスなどの改善施策を
さらに強力に支援していきたいと考えて
います」とデータリンクスの斉藤貴志氏

は語る。
　一方でこうしたService Cloudが提
供するデータ集計や分析の仕組みは、セ
ンターにコールを寄せる消費者、および
同社に業務を委託する顧客の満足度を
高めるだけではない。データリンクス自
身も、BPOセンター内での業務改善を
実践していくための重要な資料として活
用していこうとしている。
　PCI DSS準拠という強力な“武器”を
備えたデータリンクスのBPOサービス
は、同社にさらなるビジネス上の躍進を
もたらす、まさに“キラーサービス”となる
ことが期待されている。「当社のサービス
が、PCI DSS準拠というお客様に突きつ
けられた喫緊の課題を解消し、ひいては
わが国のクレジットカード取引にかかわ
るセキュリティを世界水準へと押し上げ
るうえでの一助となればと考えています。

そうしたわれわれの取り組みをシステ
ム 面 で支 えるパートナーとして、
Salesforceには今後も大いに期待し
ているところです」と最後に藤本氏は
語った。

ニュービジネス推進室の吉川有砂氏。「BPOサー
ビスでは、お客様の細かな要望にどれだけ柔軟
に応えていけるかが、サービスの優劣を決するカ
ギ。そうした意味で、優れた機能性を備えた
Salesforceは実に頼りになる存在です」
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"今日のビジネスにおいては、さまざまな事業上のアイデアを積極的かつ
時機を逸することなく速やかに実行へと移していくことが求められます。
そうした要求に応え得てくれるSalesforceは、われわれのチャレンジにとって、
まさに不可欠なソリューションでした"
―データリンクス株式会社　執行役員　ニュービジネス推進室長　藤本 恵祐氏


