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重要なデータ要素を “ワンクリック” で文書化へ
ASG Data Intelligence で現在と将来の規制要件を遵守する

課題
NORD/LB (Norddeutsche Landesbank Girozentrale、北ドイツ州立銀行 ) は、ド
イツ最大の連邦政府所有の商業銀行の 1 つです。6,000 人以上の従業員を擁する 
NORD/LB は、ドイツのハノーバーに本社を置き、パリ、ニューヨーク、ロンドン、お
よび上海を含む世界 21 都市に拠点を構えています。NORD/LB は、個別の貯蓄銀行
向けのサービス プロバイダーとして業務を行うだけでなく、ドイツ北部とその他の地域
も含めて 65 の貯蓄銀行と提携しています。

NORD/LB は、システム的に重要な銀行 (SIB) として、ビジネス ( 複数のレポーティン
グ システム ) と IT ( データベースに含まれている何百万ものテーブルやフィールド ) に
関連する膨大なデータを所有しているため、そのデータを管理するための長期的なソ
リューションを持ち合わせています。1998 年以来、NORD/LB は、データ管理、デー
タ モデリング、およびデータ ディクショナリへの対応として、ASG のメタデータ管理リ
ポジトリ (ASG-Rochade) を使用してきました。これは、銀行のデータ管理と企業コ
ンプライアンスの支援に非常に効果的でした。 

NORD/LB は、2015 年にバーゼル委員会の規制第 239 号 (BCBS 239) という新しい
規制に対処するため、従来のデータ ガバナンス戦略を急遽見直す必要性に迫られま
した。BCBS 239 では、全体的なリスク管理の強化に向けて、リスク データの集約
機能とリスクの内部報告の実施を証明する必要がありました。BCBS 239 に準拠する
ために、NORD/LB は、銀行の最も重要なデータ要素 (CDE)、リスク データの集約
プロセス ( 特に新入社員向け )、および銀行の IT アーキテクチャ内のデータとメタデー
タのフローをより包括的に文書化できるソリューションを模索しました。

NORD/LB は、ASG の Rochade ソリューションをすでに導入していたため、BCBS 
239 の要件を満たすのに ASG の拡張版 Enterprise Data Intelligence (DI) ソリュー
ションを使用することに決定しました。Enterprise DI を活用することで、機能を拡張
し、データ品質管理、エンタープライズ データ ディクショナリ―、ビジネス インテリ
ジェンス、エンタープライズ メタデータ管理、そしてなによりも重要なデータ リネージ
を提供できるようになりました。NORD/LB が規制の遵守に必要なデータの可視化と
ガバナンスを実施するには、これらの機能は不可欠です。

ASG DATA 
INTELLIGENCE の使用、
NORD/LB:
• 規制当局に提示するための、用

語集、銀行補助機関、および重
要なデータの文書化を完了 

• コンプライアンス プロセスにかか
る時間を 3 ～ 4 週間短縮
 - 大幅な節約
 - コストと時間の削減
 - 中央管理コスト

“

”

一旦このソリューションを導
入して検証したら、ASG は、
NORD/LB の関係者が DI の知
識を学びその潜在能力を十分
に活用できるようになるまでサ
ポートしてくれました

Herbert Fehse
Applications Manager, 
NORD/LB
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ASG Technologies は、他に類のない統合プラットフォームとフレキシブルなエンド ツー エンド ソリューションを提供するグ
ローバルなソフトウェア会社です。ASG は、情報管理と IT システムの両方に対応する唯一のソリューション プロバイダーとし
て、世界中で 3,500 社以上のお客様を抱えています。弊社の詳細については www.asg.com/jp をご覧ください。
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ソリューション
2017 年に NORD/LB の IT 部門と BCBS 239 プロジェクトチームのアプリケーション マネージャーである Herbert Fehse は、ASG と
連携してマルチフェーズの DI 実装プロセスに着手しました。このプロセスには、BCBS 239 プログラム マネージャー Horst Thanbichle 
氏と BCBS 239 プロジェクトのメタデータ管理のプロジェクト マネージャー Kim-Janice Breuer 氏の強力なサポートがありました。 

第 1 フェーズでは、DI 製品に関して NORD/LB のビジネスユーザーを教育することに焦点を当てて、DI が提供する概念実証 (PoC) 
を学ぶだけでなく、DI の機能と NORD/LB のニーズとのマッピングを行いました。NORD/LB チームとの話し合いを通じて、ASG と 
NORD/LB は、企業のコンプライアンスとレポーティング プロセスを最適化する DI ソリューションをデザインすることに成功しました。
これには、データ モデルと、そのトップ メトリックの視覚化を採用し、NORD/LB が、その子会社も含めた企業全体のデータを使用し
たり表示したりできるようにする必要がありました。「一旦このソリューションを導入して検証したら、ASG は、NORD/LB の関係者が 
DI の知識を学びその潜在能力を十分に活用できるようになるまでサポートしてくれました」と Fehse は述べています。

次に ASG と NORD/LB のチームは、2018 年 7月に第 2 フェーズについての議論を開始しました。このフェーズでは、DI ソリューショ
ンと NORD/LB のデータ品質グループを同期させることで、データ用語集も含めて企業全体のデータ品質とデータ リネージ情報を統合
できるという、銀行へのさらなるメリットを明確にしました。次に ASG は、リスク レポートを生成する SAP ソフトウェアと DI の統合
に取り組み、SAP システムが関連データを変換する方法を文書化しました。これは、銀行が保有する複数のシステムのどこからデータ
が始まるかを規制監査員に理解してもらうための重要なステップです。

結果
DI ソリューションで、NORD/LB は、サマリー、アプリケーション、プロセス、および重要なデータ要素を効率的に文書化できるよう
になりました。また、データ リネージの追跡と報告が容易に行えるため、NORD/LB は規制当局からの要求にも迅速に応えることがで
きます。欧州銀行当局の規制当局が 6 か月おきにコンプライアンスの調査に NORD/LB を訪れると、NORD/LB は、記録を 2 つ選んで、
その情報がどこから来て、どのようなリネージがあり、どう変化して、どのシステムから始まったかを監査人に素早く示すことができます。
これまで NORD/LB は、要求されたデータを特定するのにシステムを詳細に調査したり、Excel ファイルや紙ベースでデータを追跡す
る必要があったため 3 ～ 4 週間の準備期間を要していました。それが今ではボタンをクリックするだけで行えます。 

DI は、規制当局の要求への迅速な対応を可能にしただけでなく、これからのコンプライアンスの潜在的な問題を軽減できることも証明
しました。DI は、さまざまなデータベース システムおよびモデリング ツールを使用しながら、NORD/LB が 6 か月ごとにリリースを比
較して、変更または作成されたデータを識別できるようにしました。このプロセスとリポジトリの可視化を通じて、NORD/LB は最新のデー
タでデータベースを更新し、影響分析を実行して、組織内で問題が発生する前にそれを特定できる能力を身に付けました。 

DI は NORD/LB のコンプライアンス プロセスにとって不可欠な存在になったのです。DI が BCBS 239 などの現在および将来の規制要
件を満たすのを支援し、従業員がより戦略的な業務に時間を費やせるようになったことで、NORD/LB は顧客への貢献と顧客からの信
頼を維持しています。

http://www.asg.com/jp
http://www.asg.com
http://www.asg.com/jp
https://www.facebook.com/ASGTechnologiesGroup/
https://twitter.com/ASGTec
https://www.youtube.com/c/ASGTechnologies
https://www.linkedin.com/company/asg/?trk=company_name

