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エグゼクティブサマリー
この金融機関は、世界レベルのプロセスと戦略を
策定し、データフォレンジックを自動化し、法的規
制に対応することを目指していた。2011 年、この企
業はASG Enterprise Data Intelligenceソリューショ
ンの一部を購入した。

プロジェクトの当初の目的は、規制管理および連邦
監査要件に対応することであったが、今や、様々な
ビジネスバリューを生み出し、企業全体を成長に導
いている。以下のケーススタディは、企業情報アー
キテクチャーチーム主導のもと、ビジネスおよび IT
リーダーが実施した、5 年にわたるプロジェクトを示
すものである。

概要
• プロジェクトではまず、ASG-becubic が、企業

コンプライアンスを徹底し、異なるレベルで変更
管理を行い、アプリケーションモダナイゼーショ
ンプロジェクトを推進し、運用リスクを削減でき
ることと共に、幅広いテクノロジーをサポートす
ることが示された。

•  ASG のソリューションにより、ソースコードが散
環境に存在するか、メインフレーム環境に存在
するかに関わらず、すべてのデータ資産を可視化
できた。その結果、ASG メタデータスイートが、
手作業によるデータリネージおよび分析の 80 倍
以上もの効率を上げたことが示された。

• コスト削減については目を見張るものがあっ
た。初期投資および導入費用を差し引いても、
ASG ソリューションにより、100 のアプリケー
ションにおける 10 の主要なビジネスエレメント
(KBE: Key Business Element）に対するデータ
リネージ分析に要した費用が $1,480,280 から
$304,140 に削減された。KBEの数にかかわらず、
コストについては同様の結果となるだろう。

背景
2007 年から 2008 年の金融危機は、銀行のあらゆ
るものを変化させた。体制は混乱し、不動産市場
は荒廃、消費者からの信頼は史上最低となり、多
くの金融機関が破たんするか買収され、再編と厳し
い規制当局の監視が始まった。

銀行は自己のデータを制御し、監視し、所有してい
ることを確認する必要に迫られた。

すべてのアプリケーション、すべてのデータストリーム
に沿ってデータ資産をより深く分析できる統合された
企業情報マネジメント（EIM: Enterprise Information 
Management）システムを必要とした。そのシステム
は、データに関する様々な種類の情報を統合でき、
以下の点で信頼できるものでなければならなかった：

• 企業コンプライアンスを保証する
• データ品質を評価し、確実なものにする
• メタデータ資源を効果的に管理し利用する
• 主要なデータエレメントおよびそのテクニカルイン

スタンスを始点とする、あらゆるデータ資産のアカ
ウンタビリティおよびガバナンスを保証する

• テクニカルユーザおよびそれ以外のユーザの双方
がデータにアクセスし、確認し、使用する上で理
想的なシステムを提供する

• 将来的な統合および成長を見越した基盤を定める

このプロジェクトの主要な関係者は一度にすべてを実
現することはできない点を理解していた。企業全体を
カバーするソリューションを一朝一夕で実装するには、
金融機関はあまりにも大きかった。

関係者は「1 つのツールがすべてを実現する」モデル
は非現実的であり、認識不足と考えていた。そこで、
リテールバンキングの主要なプロジェクト関係者およ
び情報アーキテクチャーチームは計画を練り始めた。

ソリューションは、不正確なデータによるリスクを軽
減することに焦点を当てたものでなけばならず、同時
にデータディスカバリのための単一ポータルを提供で
きなければならなかった。主要関係者は、次のよう
に述べた。

       最初の仕事は、金融機関がデータ品
質の測定値を示すことができ、最低限でも
特定の数値をどのように得たのかを理解し
ていることを示すことにより、連邦や州の
規制当局を確実に満足させることでした。
銀行はデータの出所について、その用途、
およびデータが途中どのように変化するか
を把握していることを示さなければなりま
せんでした。私たちは、漸増的に実施で
き、情報を相互に共有できるポータルの構
築が可能な、最終的には企業全体への拡
張も可能な効率の良いデータリネージシス
テムを求めていました。
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リテールバンキング部門は金融機関のデータのお
よそ70% を占めており、プロジェクトの開始ポイン
トとして合理的であった。情報アーキテクチャ（IA: 
Information Architecture）チームがそれらをコント
ロールできれば、残された部分もうまくいくと考える
ことができた。IA チームは、将来、よりプロアクティ
ブにソースコードのメンテナンスや品質測定ができ
るよう、対象をデータリネージからプログラムに拡
張したいと考えていた。

しかし、まずチームには基盤となるソリューションが
必要であった。

アプローチ
IA チームはメインフレームおよび分散環境で稼働す
るデータリネージソリューションを必要としていた。
チームは様々なツールを調査し、4 つのベンダーと
概念実証のトライアルを実施することに決めた。そ
の中に ASG EIM ソリューションが含まれていた。

最終決定を行う前に、チームは多数のユースケース
を調査した。

• ユースケース 1：メインフレームでのテスト
最初のユースケースは、非常に複雑な IBM MDM
メインフレームシステムで問題となっているプラット
フォームに関するもので、どのように情報が生成さ
れるか、使用の難易度、および複雑さについてのイ
ニシャルテストが実施された。ASG はこの段階で非
常に良好な結果を残した。IA チームと ASG との前
向きな関係性が最終決断を推し進めるうえで一役
買った。チームはさらなるユースケースを継続的に
調査し、ASG のテクノロジーがどのように機能する
かを確認した。

• ユースケース 2：分散環境
IA チームの一部が Oracle DB の Java コード分析
について評価を行った。チームメンバーは、25 の
DB について、700 のストアドプロシージャと数 100
万行のソースコードを持つおよそ10,000 の Java ク
ラスファイルの分析を試みた。IA チームは ASG と
相談しながらソースコードを可視化し分析を行った。
ASG の becubic をインストールしてから 4 日もたた
ないうちに、すべてのソースコードが抽出され、ロー
ドされ、分析された。IAチームはソースコードに関し、
多くの重要な洞察を得た。これらの事実が最終的
には、Java コード分析プロジェクト全体についての
チームの決定を左右することになった。ユースケー
スの ROI は驚くべきものであった。

通常であれば手動で完了するまでに数カ月、平均し
て25,000～30,000時間かかるものが、ASGソリュー
ションを使用すれば、4 日で、しかもほぼ完全に自
動化することができたのだ。

• ユースケース 3：マイグレーションおよびコンバー
ジョン

3 つ目のユースケースは、メインフレーム DB2 のバー
ジョン 8 から10 へのマイグレーションについての調
査であった。開発者のリリースノートの中で、ある
SQL 機能が定義されていた。この機能は、デフォ
ルト引数がブランクではなくnull で返されていたた
め、コンバージョンが必要であった。コンバージョ
ンプロセスの途中でリリースノートの見落としが発生
し、稼働中の小規模な顧客支援アプリケーション内
ですでに問題が発生していた。サポートチームはそ
の機能が使用されているすべての場所を見つけ出す
のに数日を要した。そこで IA チームは、はるかに大
規模で複雑な IBM MDM プラットフォームでそのよ
うなタスクを実施する場合について考察した。サポー
トチームのマネージャーによれば、そのような大き
なアプリケーションで同様の問題を解決するには数
週間かかるだろうということだった。しかし、ASG
のソリューションは 1 分以内でそれを完了したので
ある。

結果に至るスピードのみならず、包括的なリネージ
分析にチームは驚くこととなった。SQL 機能の問題
は、稼働システムの停止などの重大な問題を生じさ
せる原因となっていた。しかし、ASG の becubic は、
トリアージの手段を提供し、問題の軽減を容易に実
現した。

これまでリネージ分析の定量化は簡単には行えな
かった。IA チームは、定量的に分析できる信頼
性の高いデータリネージツールを必要としていた。
ASG のソリューションにより、いつでもトリアージが
実施できるようになったことで、分析結果をベース
にプロジェクト計画の策定が行えるようになった。

チームは他のユースケースも実施したが、このトライ
アルが成功したことはすでに明らかであった。



ソリューション
IA チームは 2011 年、ASG ソリューションのコンポーネント（becubic for ADU）を購入することに決めた。2012
年初頭には、導入と本番運用に向けての準備が行われた。IA チームはプロジェクト名を「フォレンジックデータ分析」
と名付けた。

このプロジェクトは、典型的なアプリケーションのユースケースとは異なるユニークなスタイルで実施された。多く
の顧客は ASG Enterprise Data Intelligence スイートをアプリケーションソースコードの理解に使用し、付随的に
実データの把握に使用する。IA チームは、データそのものの実態の把握に ASG ソリューションを使用することに
した：

• データの出所はどこか？
• どこに向かうのか？
• データストリームに影響を及ぼすものは何か？
• どのアプリケーションが使用しているのか？

銀行の当初の懸念事項は、データリネージという観点から連邦および州の当局を満足させることだった。銀行は
TARP および Basel II に完全に準拠しなければならず、明確な報告メカニズムに加え、データストリームに沿って
エンドツーエンドのデータ資産に何が生じているかを正確に把握していなければならなかった。

ASG ソリューションにより、ソースアプリケーションを分析する機能が強化され、ソースコード情報および依存関
係を理解することができた。そのベネフィットを [ 図表 1] にまとめる：

課題 ベネフィット

企業コンプライアンスを保
証する

データ資産の変更および潜在的な影響を、内部制御メカニズムを通じて正し
く検証するのに役立つ。情報ソースおよび企業内のどこに分散しているかを理
解する。政府規制（Basel II HIPAA など）に正しく準拠していることを保証する。

メンテナンス費用を削減す
る

アプリケーションの複雑性を素早く評価する。様々な領域のソースコードの削
除、修正、または再利用の必要性を特定する。アプリケーション変更による
影響を分析する。

運用リスクを軽減する 本番フェーズ前および / または本番フェーズで、ソースコードによる問題を特
定し、ダウンタイムを最小化する。リスクによる影響を評価する戦略的方法を
提供する。

マルチレベルでの変更管理
を簡易化する

データ属性が関連するすべての領域で、より効果的な影響分析、依存関係分
析、複雑性分析、シーケンス分析、CRUD 分析、根本原因分析、および不
具合の解消を可能にする。

企業 / 営業目標を、アプリ
ケーションポートフォリオと
一致させる

どのように企業の全体的なアプリケーションポートフォリオを導き出し、更新
し、改変し、事業の全体的な目標にうまく適合させるかについての理解を深
める。

多様なテクノロジーを支援
する 

100 以上のテクノロジーを支援。17 のメインフレーム言語、20 の分散環境言
語、7 のミッドレンジ AS/400 系言語、17 種のデータベース、12 のスケジュー
リングツール、14 の SCM ツールなどを含む。

図表 1 – 確認されたベネフィット
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IA チームはデータリネージソ
リューションを見出すに至った。
そして、主要関係者が述べたよ
うに、チームはそれ以上の恩恵
を受けた：

対象 詳細 手動 
（ツール無）

自動 
（ツール有）

小規模 
アプリケー
ション

ストレート I/O アプリケーショ
ンごとに 80 時
間

アプリケーショ
ンごとに 1 時
間

中規模 
アプリケー
ション

クロスプラット
フォーム & ジョ
ブ、ストレート I/
O、シングル DB

アプリケーショ
ンごとに 160 時
間

アプリケーショ
ンごとに 2 時
間

大規模 
アプリケー
ション

クロスプラット
フォーム & ジョ
ブ、マルチ I/O、
VAPS およびマ
ルチ DB

アプリケーショ
ンごとに 240
時間

アプリケーショ
ンごとに 3 時
間

図表 2 – 作業時間の評価 – 手動 vs. 自動プロセス

結果
プロジェクトが開始した時点で、IA チームは 36 カ月のロードマップを設定し、
成功に向け、以下のような様々な重要目標達成指標（KPI: Key Performance 
Indicator）を定めた：

• データ資産の企業コンプライアンスを示す- 主要 KPI
• 製品投入までの時間を短縮する
• システム当たりのコスト/ エレメント当たりのコストを削減する
• コスト削減、リスク軽減、効率改善および透明性改善を示す

2012 年初頭、プロジェクトはまずクレジットカードアプリケーションにフォー
カスし、10 の稼働システムにおける 133 の主要業務エレメント（KBE: Key 
Business Element）を対象に小規模に開始した。上記に述べたユースケース
に当てはまる場合の中間結果は特に驚くものだった。1 つのエレメントを手動
でデータリネージ分析した場合のコストと比較すると、ASG ソリューションを
用いた自動分析では、作業時間に 80 倍もの差異が発生した [ 図表 2&3]。

      私たちの当初のプロ
ジェクトは、データリネー
ジと連邦のコンプライアン
スガイドラインを満たすこ
とでしたが、実際にはソー
スコードの品質とその測定
基準について、ツールを
使用することの ROI が証
明されました。また、ソー
スコードの品質が及ぼす
潜在的な影響の調査や、
データセンターアプリケー
ションの簡素化、プラッ
トフォームのモダナイゼー
ション、顧客のニーズの変
化に戦略的に対応するこ
とができるようになりまし
た。しかも、リスクや作
業負担を減らし、コストを
抑えることもできます。
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手動 
プロセス

ツール 
ベース 

プロセス

手動 
プロセス

ツール
ベース

プロセス

エレメント数 1 10

対象 
アプリケーション数

100 
（小規模 40、中規模 40、大規模 20）

100  
（小規模 40、中規模 40、大規模 20）

各アプリケーション
の分析に要する時
間

14,400 
時間

180 
時間

64,360 
時間

180 
時間

リソース コスト 
（@ $23/ 時）

$331,200 $4,140 $1,970,893 $4,140

トータル コスト $331,200 

（ソフトウェアコスト
無）

$304,140

（ソフトウェアコス
ト = $300K）

$1,480,280

（ソフトウェアコスト
無）

$304,140

（ソフトウェアコス
ト = $300K）

（IA チームが見積もった、手作業にかかるリソースコ
スト$23/ 時は、想定されるコストの最低額である。
つまり、手動プロセス $331,200 vs.ツールベースプ
ロセス $4,140 の数値は、有効な数値である一方で、
手動プロセスの実際原価はここで示す以上にはるか
に高額である場合がある。）

プロジェクトの正当性は、10 エレメントに増やして
分析した際にさらに証明された。この作業では手動
プロセスに $1,970,893 のコストがかかったが、ASG
ソリューションを用いればわずか $4,140 であった。
初期設定（アプリケーションソースコードの設定、テ
スト、デバッグ、および関連作業）が完了すれば、
プロセスは自動化され、これらのコストは、エレメ
ントを新たに追加しても変わらない。

図表 3 – コスト分析 - 手動 vs. 自動プロセス

       図表 2 および 3 に示す数値は深く熟
考するに値する。IA チームが 1 つのデー
タエレメントについて 100 システム（小規
模 40、中規模 40、大規模 20）を分析す
るのに 180 時間で完了したのに対し、手
動で実行した場合は 14,400 時間を要した
という事実は驚くべきことだが正確なもの
である。
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担当者による手動アプローチ ASGソリューション

プログラムセット全体およびプログ
ラムに指定されている機能を見逃
した

すべてのプログラムおよび機能
を突き止めた

誤 っ た デ ー タ の 収 集 に 
数カ月を費やした

アダプター導入後、瞬時に収集
した

リネージ生成に失敗した 増分ロードの際には更なるリ
ネージが生成された

専門家がいないと IIS 環境を理解
できない

メインフレームおよび分散環境
をサポート

図表 4 - リスク分析 - 手動プロセス vs. 自動プロセス

133KBE での実施結果により十分な信頼を得た IA チームは、2013 年初
頭に次のステージをスタートした。チームは目標を 1000 KBE、そして後に
40 ～ 50 の稼働システムでの実施を決めた。その中には、住宅ローン、ク
レジットカード、預金、および顧客情報システムが含まれていた。

プロジェクトが最初に成功した後、IA チームはメタデータポータルの開発
およびテストを開始することにした。これによりデータ利用者は、専門家
であるかないかにかかわらず、現システムのデータ資産の変遷を効果的に
分析することができるようになる。データストリーム（データが利用されて
いるポイントからデータ源へ）をたどり、そのストリームの各ポイントでデー
タ品質の測定値を表示、ファイル管理およびデータ変化を分析し、対象ア
プリケーションのストリームの中で特定のエレメントに何が起こっているの
かを正確に追跡することができる。

最近、IA チームはこのフォレンジックデータ分析ツールを、システムに関心
を持つ C レベルの幹部に提示した。プレゼンテーションの後、その幹部
は 「私はだまされているのか、そうでなければこのツールが銀行で十分に
活用されていないか過少評価されているかのどちらかだ」と述べた。プレ
ゼンターは微笑み、幹部に、プロジェクトは始まったばかりだがすでにチー
ムはこのツールを基盤に構築している、と述べた。

また、手動プロセスと自動プロセスをリスク回避の観点から比較すると、
意味深い結果を得ることができた [ 図表 4]：

      私はだまされているの
か、そうでなければこの
ツールが銀行で十分に活
用されていないか過少評
価されているかのどちらか
だ。

“

”



今後
このプロジェクトはまだ開始されたばかりで、IA チームは、ASG が金融機関に何ができるのかについての知識を深
め始めたばかりである。40 ～ 50 システムの 1000 KBS を対象とした第 2 ステージは順調に進んでおり、今後もプ
ロジェクトを継続する予定である。

データリネージの責任者であるテクノロジー部門の VP は

「私たちはこの道を歩み始めたばかりです。最初の重要なマイルストーンに到達するにはもう少し時間がかかります
が、近づきつつあります。みながこのプロジェクトに注目し始めていることがうれしくて仕方ありません。みなが詳
細情報を求めて私たちに接触し始めています。今後 3 ～ 5 年でよりよい状況になっていくでしょう。チェスの駒は
揃いました。企業全体としてゲームを前進させようと、戦略を練っています」と述べた。

メタデータポータルには、毎月平均およそ 800 のユーザアクセスがある。この数は、チームによる利用推進を促す
アナウンスが始まれば、著しく増加すると予想される。プロジェクト開始当初から一貫して目指してきたことは成功
した。現在、多くの事業部門がプロジェクトへの参加を希望しており、チームは、プロジェクトが継続的により大
きな価値を生み出し続けると確信している。

チームは金融機関内で影響力を高めている。アプリケーションディスカバリ・イニシアチブとしてスタートしたプロ
ジェクトは、他の多くの領域でもベネフィットを提供することが証明され、金融機関全体の EIM プログラムの中心
的存在になりつつある。

成功要因
正しいテクノロジーの選択が重要なことは明らかで、ASG ソリューションは必要条件を満たしている。一方で、銀
行もまた、他の重要な要素を正しく理解していた。IA チームは：

• 開始当初から、結果ではなく、プロセス全体に重点を置いた（チームメンバーは希望する結果を理解していたが、
ステップバイステップのプロセスを重視し続けた）

• サポート体制や手順を整備し、開始当初からプロジェクトを明確に文書化した
• 主要なビジネスパートナーや関係者が期待するレベルと、そのレベルの分析を行うのに必要な労力を正しく設

定した
• いくつかの主要ユースケースに基づく3 つのベンダートライアルを実施し、購入前に製品の機能を確認した
• プロジェクトの早い段階で、利用推進を促すアナウンスを計画した
• 36 カ月のロードマップを慎重に細分化しながら明確に定義し、実行した
• プロジェクトの早い段階から、エグゼクティブの支援を確保した
• プロジェクトでは、定量的に示すことのできる KPI に焦点を置いた
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結論および方向性
ASG ソリューションは、業務や IT でデータがどのように利用されているかについて、より情報に基づいたコミュニ
ケーションを可能にし、様々な企業情報マネジメント活動の連携を支援する。また、そのデータ収集や分析は、
すべてのデータユーザ（ビジネスとテクニカル）に共通のプラットフォームを提供する。企業の戦略的な活動をアプ
リケーションとその関連システムの側面から支援する。データの冗長化を招いている要因や、その解決方法、そし
て将来どのように冗長化を防ぐのかについて、ユーザの理解を支援する。企業がすべての情報資産を有効活用で
きるよう支援する。

IT が企業のビジネス戦略全般に十分な役割を果たすようになると、その戦略的な活動はビジネスにより優れた結
果をもたらす。フォレンジックデータ分析は、データ構造とデータエレメントを、その特徴と多くの関連エレメント
と共に効率的に把握する。企業の様々なレベルの情報の状況把握を支援する。業務と ITの連携、市場での成功
と将来の成長を確かなものにするのを支援する。

ケーススタディの参加者
企業向け ITソフトウェアソリューションのイノベータ―として知られる ASG Technologies は、25 年以上にわたり
世界の大規模な IT 組織の 85% の最適化を支援してきた。

ASG は、IT ライフサイクル全体を通じてコストとリスクを軽減し、サービス提供を改善する特徴あるソフトウェアソ
リューションを製造、販売する。クラウド、分散、メインフレーム環境をカバーするASG の包括的なソリューションは、
課題の解決とビジネスの促進を支援する。

ASG Enterprise Data Intelligenceソリューションは、事業を支援する主要なデータファクトを検知、収集、体系化、
可視化する際に使用する統合型ソリューションである。このソリューションにより、データの移動、変換および透
明性について企業全体の柔軟な可視化を実現できる。

このケーススタディで考察した銀行は、世界最大の金融機関である。個人から巨大企業に至る幅広いコンシューマー
に、バンキング、投資、資産管理、リスク管理、その他の金融商品およびサービスを提供している。5,000 以上のリテー
ルバンキングオフィスおよび 15,000 の ATM からの、5,000 万人以上のコンシューマーおよび小企業の顧客を抱え、
この銀行の受賞歴のあるオンラインバンキングサービスでは、1,200 万人以上のモバイルユーザを有している。世
界の主要資産管理企業に名を連ね、企業および投資バンキングにおいて世界的リーダーである。革新的かつ簡単
に利用できるオンライン商品やサービスを通じて、300 万以上の小企業経営者に業界最高レベルの支援を提供し、
40 カ国以上で営業している。



ASG Technologies は、他に類のない統合プラットフォームと企業全体のフレキシブルな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。詳細については、www.asg.com/jp をご参照ください。
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