お客様事例

株式会社みずほ銀行 様
メガバンクとしてのグローバル戦略を支える
「みずほグローバルe-バンキング」を刷新
日本企業のグローバル進出や海外企業のM&Aがさらに活発化している近年、各企業の海外拠点や現地法人の
口座と銀行をオンラインで結び、口座照会や送金指示などを行えるインターネットバンキングの需要が増えてい
る。サービスを展開している国・企業数の増加につれ、各国特有の法制度への対応およびエンドユーザーのニー
ズに対応した機能拡充が求められてきている。こうした時代の要請に対応するべく、みずほ銀行は法人向け海外
インターネットバンキングシステム「みずほグローバルe-バンキング」の全面的なリニューアルに踏み切った。競
合する各国の現地銀行や外資系銀行などに対してもアドバンテージを発揮する顧客チャネルとして、サービスの
拡充を図り、海外対顧収益比率を高めるという経営目標を後押ししていく考えだ。

お客様の課題
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海外対顧収益比率の向上を目指す中期経営計画の支援

1万社以上が利用する顧客チャネルとして順調に成長
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導 入 の 流 れ

紙の書類で行っていた取引を
Web化して顧客ビジネスに貢献

動指示を行えるインターネットバンキングだ。
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また、顧客がホーム画面を自由にカスタマイズでき
るポータル 機 能を採 用し、利 用 頻 度 の 高 いメ
ニューに簡単にアクセスできる「ブックマークポート
レット」や「送金・支払指示」などのステータスが確
認できる「承認待ポートレット」を提供することによ
り、
システムの利便性は一段と高まった。
さらにセ
キュリティ面についても強化を図り、
「電子署名トー
クンによる認証方式」に加え、送金指示などを行う
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導 入 効 果 と 今 後 の 展 望

他資金管理システム
（トレーディング、外国為替など）との
連動強化
インターネットバンキングをめぐる銀行間の競争は
ますます激しくなっているが、
「他行に遅れをとって
いると感じていた部分は、今回のリニューアルに
よって完全に挽回することができました。いまでは
当行が先駆けている機能も数多く、みずほグロー
バルe-バンキングは世界のトップ集団に立ったと自
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実際、みずほグローバルe-バンキングは1万社以上
が利用する顧客チャネルとして順調な成長を続け
ている。
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ければと思います」
と、徳久氏は期待を寄せる。

お客様サービスの拡充を図っていきたいと考えて
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クロスボーダー利用

海外に保有する口座や海外支店・現地法人
の口座残高・明細をクロスボーダーで照会
可能。また、国内、海外送金の指示が可能。

ローカル利用

海外拠点用のローカルインターネットバン
キングとして、口座照会や各国国内、海外
向け資金移動指示が可能。
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従業員数 26,884人（2014年9月30日現在）
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