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■システム導入の背景

データウェアハウスと
CRMを統合的に可視化

　北洋銀行は、北海道札幌市を本拠とす
る金融機関であり、2017年に創業100周
年を迎えた。現在は2017年度から2019
年度までの経営計画として「『共創』～地
域、お客さまとともに新たな100年へ～」
を策定しており、マーケティングの高度

化によりお客さまの潜在ニーズを発掘
するとともに、最適なサービスを提供す
るためコンサルティング能力の一層の
向上を図っている。

　その北洋銀行は2015年4月、DWHを
導入した。ホストシステムと、その周辺
処理を担うサブシステム群が蓄積した
データから、分析対象にするものをすべ
て新たなDWHに蓄積することにしたのだ。

■今後の展望

帳票開発を加速し、
現場のニーズにこたえたい

　北洋銀行は、データ資産を最大限に活
用するツールとしてDynaTrekを位置づ
けている。北洋銀行 システム部 調査役 
根本 哲也氏は、「DynaTrekは多くのBIツー
ルの中でも、本部と営業店で「活用でき
る」と実感できる機能がそろっていると
感じます。当行はDWHの稼働で、データの
蓄積に多くの労力をかけてきています。

DynaTrekがあれば、データ活用への展望
がさらに広がります」と話す。
　
　北洋銀行におけるDynaTrekの稼動は
2017年7月。全支店で利用可能になった
のは10月で、目に見える成果が出てく
るのはこれからが本番だ。使われれば使
われるほど、さまざまなニーズが生ま
れ、開発する帳票も増えてくるだろう。

　石森氏は、「DynaTrekでは帳票を作る
だけでなく、表示されるグラフをドリル
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「DynaTrekでは帳票を作るだけ
でなく、表示されるグラフをドリ
ルダウンして詳細な情報へとた
どることができます。最近では、
支店側から『結果とそれに至るプ
ロセスが分かりやすく分析でき
て、面白いツールだね』と言われ
るようになりました。営業店にお
いて自ら戦略を考え、マネジメン
トできるツールとして今後も活
用していこうと思います。」

北洋銀行 営業戦略部 主任調査役
石森 浩太郎氏
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株式会社北洋銀行（以下、北洋銀行）は、DynaTrekを用いてデータウェアハウス（DWH）と
CRMシステムのデータを統合・可視化し、本部と全営業店が活用できるマネジメントシス
テムの運用を開始。
営業店向けには、本システムを用いて営業実績の着地予想を即座に算出する仕組みを提供。
その他にも様々な営業支援機能を盛り込み、営業店経営における業務を省力化しながら、よ
り的確なお客様へのアプローチに役立つシステムに育てていく。
本部に向けては、DWHとCRMシステムに蓄積された情報を自由検索できる仕組みを実現。
地域別、業種・格付別など様々な切り口で自由に分析することが可能に。これまで多くの手
集計を必要とした会議資料の作成などを自動化する取り組みを進めていく。
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　貸出平残管理表と並び多く活用され
ているのが、「EBM対応状況」に関する
ダッシュボードだ。

　EBMは就職や住宅の購入、学校への入
学、退職といった顧客の「ライフイベン
ト」に合わせて、適切なサービスや金融
商品を提供するための仕組みだ。様々な
ライフイベントを迎えた顧客のリスト
がEBMシステムを通じて営業店に配信
され、営業に活用されている。DynaTrek

を用いることで、EBMシステムの配信し
たイベント毎のアプローチ率の集計の
みならず、担当者毎や店毎など、様々な
角度からEBMの対応状況をモニタリン
グすることが可能となった。

　同 開発部 主査 片岡 亮氏は、「DynaTrek
の開発は初めてでしたが、経験のあるほか
のツールと比べると、開発はしやすいです。
結果を実際に見て、イメージしながら開
発を進めることができますから」と話す。

■プロジェクトの成果

「面白いツールだね」。
現場からは好評

　稼働時に使える状態になったダッシュ
ボードや帳票類のうち、現在最も利用さ
れているものは「貸出平残管理表」だ。こ
の帳票は、営業店が入力する案件情報や、
月末にむけた約定弁済の予定を加味し、
月末や期末の貸出金着地予想を自動計算
する機能を提供している。支店経営のた
めに必須の仕組みで、この情報を日々得
られるようになったことで、営業店のマ
ネジメント層は目標への進捗管理をより
容易に行うことができる。

　また、本帳票で出力する計数は、従来は
多くの手作業を介して出力されてきた、
業績評価対象ベースでの貸出平残を出力
する仕組みとしており、本帳票により本
部でのデータ作成工数も削減することが
できたという。

■システム導入

早期に画面を確認し、
キャッチボールをしながら
育てるアプローチ

　DynaTrekの導入目的はシンプルだった。
目標は、本部の計数管理プロセスを最
適化し、さらに営業店において、自らの
手で必要な情報を取得・分析できるよ
うにすることだ。

　北洋銀行 営業戦略部 主任調査役 石森
浩太郎氏は、「それまではDBからデータ
を取得してきてから、Excelのマクロや
ピボットテーブル、vlookup関数などを
駆使して報告書類を作っていました。部
署や担当業務、計数の目的によって様々
な基準でデータを集計する必要があり、
部門を横断した計数の分析を行うこと
は技術的に困難でした」と話す。

　作る計数によっては、サブシステム
から取得したデータを二次加工してい
る場合などがある。また、業種や事業規
模など、各部署や業務によって詳細な
組み上げ方が異なってくる。そのため、
経営会議にかける前段階にズレを調整

同時に、CRMシステムも刷新。営業店が
登録する顧客接点情報やEBM（Event 
Based Marketing）関連の情報は、CRMシ
ステムが保持することになった。

　これら2つの情報基盤は、それぞれ
に本部業務の効率化に役立った。たとえ
ば、計数取得のために個別のサブシステ
ムからデータを集めてくる必要はなく
なる。EBMで抽出したリストの配信もシ
ステム側で完結するようになった。

　一方で、これら2つの情報基盤を統
合的に分析するツールが必要であると
いうニーズも生まれた。既存のツール
の適用範囲を拡大するという選択肢は
あったものの、一般的にデータ分析
ツールは本部のデータ分析担当者が操
作することを想定しているため、将来
支店に展開する際に運用コストが課題
となり、また操作も営業店の行員が行
うには複雑であった。

　そこで北洋銀行は、行内の複数のシ
ステムを統合し、全営業店に展開する
事例を豊富に有するDynaTrek を採用す
ることとした。

する必要があり、それに多くの労力を
費やすことになっていた。DynaTrekを
通して、必要な数値が既に統合された
状態で取得することで、こうした差異
は発生しにくくなる。

　CRMシステム側でも、一歩進んだ分
析を可能にする。たとえば、CRMでは
「顧客別」の情報照会は得意とするが、
「担当者」や「地域」といった概念で活
動を分析するためには、新規開発を必
要とする場合が多い。DynaTrekを用い
ることで、CRMシステムに手をいれる
ことなく、営業戦略に沿った粒度での
活動情報の集約・分析が可能となる。

　北洋銀行でのDynaTrekの導入は、ダ
イナトレックとともに、北洋銀行のグ
ループ会社である北洋システム開発株
式会社が行った。北洋システム開発株
式会社  開発部  課長代理 信岡 茂樹氏は
「DynaTrekの魅力は、要件変更があって
も容易に修正できること。これからの
運用フェーズでも、修正対応しながら
開発を行えるという特性によって高い
効率性が期待できます」と話す。

北洋銀行における貸出金ダッシュボードの考え方

概要把握

計数の前月対比実績を、
地域・店毎に把握する

法人分析

個人分析

明細把握

全体像をできる限り
シンプルに捉える

個人分析の切り口を整理
・商品
・年代
・金額階層
など

法人分析の切り口を整理
・企業規模
・金額規模
・債務者区分／格付
など

様々な帳票で
表現されてきた切り口を
一画面で分析可能に

計数の前月対比実績を、
地域・店毎に把握する

即座に活動に
移ることができるよう、
分析の「出口」は

顧客別などの粒度で出力

営業活動の戦略性を高める
→活動の振り返りと改善を回すことができる仕組みをつくる

営業店での情報活用ニーズ

CRMに日報登録

リスト配信→活動→
日報登録の流れを
「振り返る」ための
データ集計が
難しかった

EBMなどでリスト配信

活動の傾向や
EBM対応状況を視覚化することで、

活動の改善を
自ら行うことができる
仕組みを提供する

CRM

ホストシステム

日次･月次の定例帳票や
各種の時系列計数 本部・営業店向けポータル画面 直感的に使えるデータ分析ツール

北洋銀行における DynaTrek の構成
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現場のニーズにこたえたい

　北洋銀行は、データ資産を最大限に活
用するツールとしてDynaTrekを位置づ
けている。北洋銀行 システム部 調査役 
根本 哲也氏は、「DynaTrekは多くのBIツー
ルの中でも、本部と営業店で「活用でき
る」と実感できる機能がそろっていると
感じます。当行はDWHの稼働で、データの
蓄積に多くの労力をかけてきています。

DynaTrekがあれば、データ活用への展望
がさらに広がります」と話す。
　
　北洋銀行におけるDynaTrekの稼動は
2017年7月。全支店で利用可能になった
のは10月で、目に見える成果が出てく
るのはこれからが本番だ。使われれば使
われるほど、さまざまなニーズが生ま
れ、開発する帳票も増えてくるだろう。

　石森氏は、「DynaTrekでは帳票を作る
だけでなく、表示されるグラフをドリル

株式会社ダイナトレック
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〒100-0011東京都 千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテルタワー
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本部の計数管理業務の自動化と
営業店の「活動情報と着地見込み」を可視化する

ダッシュボードを構築
DWH とCRMシステムの情報を横断的に利用し

全行で活用できるマネジメントツールとして活用へ

Case Study

社名：
株式会社北洋銀行

会社概要：
北洋銀行は、北海道に密着し総合的
な金融サービスを提供している地域
金融機関。資金量残高8兆2,582億円、
貸出金残高6兆2,305億円は、共に日
本全国の地域銀行において第7位に
位置している。同行の掲げる「お客
様第一主義」「地域貢献」の姿勢は、
メインバンクの取引社数が全国の地
域銀行の中で第1位という結果にも
表れている。（2017年9月末時点）
2017年度より中期経営計画「『共創』
～地域、お客さまとともに新たな
100年へ～」を策定。2017年8月20日
に創立100周年を迎えた同行におい
て、外部環境の変化に対応しながら
持続可能なビジネスモデルを築き、
次の百年に向かって新たな価値を創
造する姿勢を明確にしている。

U R L：
http://www.hokuyobank.co.jp/

所在地：
札幌市中央区大通西3丁目7番地

「DynaTrekでは帳票を作るだけ
でなく、表示されるグラフをドリ
ルダウンして詳細な情報へとた
どることができます。最近では、
支店側から『結果とそれに至るプ
ロセスが分かりやすく分析でき
て、面白いツールだね』と言われ
るようになりました。営業店にお
いて自ら戦略を考え、マネジメン
トできるツールとして今後も活
用していこうと思います。」

北洋銀行 営業戦略部 主任調査役
石森 浩太郎氏

株式会社北洋銀行
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ダウンして詳細な情報へとたどること
ができます。最近では、支店側から『結
果とそれに至るプロセスが分かりやす
く分析できて、面白いツールだね』と言
われるようになりました。営業店におい
て自ら戦略を考え、マネジメントできる
ツールとして今後も活用していこうと
思います」と話している。

株式会社北洋銀行（以下、北洋銀行）は、DynaTrekを用いてデータウェアハウス（DWH）と
CRMシステムのデータを統合・可視化し、本部と全営業店が活用できるマネジメントシス
テムの運用を開始。
営業店向けには、本システムを用いて営業実績の着地予想を即座に算出する仕組みを提供。
その他にも様々な営業支援機能を盛り込み、営業店経営における業務を省力化しながら、よ
り的確なお客様へのアプローチに役立つシステムに育てていく。
本部に向けては、DWHとCRMシステムに蓄積された情報を自由検索できる仕組みを実現。
地域別、業種・格付別など様々な切り口で自由に分析することが可能に。これまで多くの手
集計を必要とした会議資料の作成などを自動化する取り組みを進めていく。

北洋銀行 システム部 調査役
根本 哲也氏

北洋銀行 営業戦略部 主任調査役
石森 浩太郎氏


