
AMERICAN FIDELITY ASSURANCE - データの利用で 
スマートに進化する

D ATA  I N T E L L I G E N C E

ASG DATA INTELLIGENCE がビジネスの価値を生み出す実用的な洞察を提供する

“
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課題
1960 年に設立された American Fidelity Assurance Company は、自社市場で競
争力を高めるにはデータ中心に動く必要があることを知っていました。American 
Fidelity は、利益の増加を目指してこれまでに 100 万以上の顧客にサービスを供給し、
常にデータを収集し続けています。

American Fidelity の目標は、可能な限り付加価値の高いサービスを提供することで
す。そのためには、内部と外部の両方で顧客層を特定し、その顧客の希望と需要を
把握する必要があります。その最善の近道がデータです。

60 年間もの間、American Fidelity のデータ エコシステムは、文字通り数百ものアプ
リケーションを含むまでに進化しました。この大量のデータは業務の枠を超えて追跡
するのが難しく、戦略的な意思決定に対して限定した価値しか提供できませんでした。
顧客に寄りそうことを重視してきた歴史において、既存のシステムやそこに含まれてい
る情報を見捨てることはできなかったのです。American Fidelity には、組織の情報
アーキテクチャに存在する大量のデータ ソースからデータの流れを追跡できる手段が
必要でした。それが ASG Technologies が呼ぶところの “データ リネージ” です。デー
タ リネージは、メインフレーム、データ ウェアハウス、ビッグ データ、マスター デー
タなどのさまざまなデータ環境全体で、データの要素と流れの間に存在する多くの関
係性をひも解くことができます。データ リネージは、データの品質を向上し、データ
ガバナンスとデータ スチュワードの運用を構築し、信頼性の高いビジネス インテリジェ
ンスと分析プラットフォームを作成するための基盤を提供しつつ、ビジネス プロセス
や意思決定を成功に導きます。

Mark Nance
Chief Data Officer 
American Fidelity 
Assurance

ASG の起用による 
AMERICAN FIDELITY 
ASSURANCE の成果 :
• インスタンス数を 464 から 12 に

まで削減した

• 100 時間かかるマッピング プロ
ジェクトから、数秒で終わるクエ
リーに移行した

• 多数のアーティファクトを効率化
し、リタイアさせ、アーカイブした

• 数人だった担当者の代わりに、70
人を超えるデータ キュレーターお
よびデータ ナビゲーターから成る
データ中心のチームを社内で編成
し、企業全体の価値を高めること
ができた

 ソリューション
American Fidelity は ASG Enterprise Data Intelligence の採用に舵を切りました。
Enterprise Data Intelligence は、企業が 60 年以上蓄積してきたすべての基幹業務、
部門システム、および環境を網羅することができる唯一のソリューションです。我々は
お互いに協力して、成功を確信して導入を進めるために 5 つの重要な目標をかかげま
した。

• システムへの可視化を加速する 
• 余剰システムを削減する 
• データの価値を証明する
• コラボレーションを活用する
• データを使用してビジネスを成功に導く

Enterprise Data Intelligence は、他とは異なる独自機能で、ツールにとらわれない
アプローチを American Fidelity に提供しました。その結果 American Fidelity は、
220 を超えるデータ ソースをカバーするエンドツーエンドのデータ リネージの知識を
獲得しました。また、異なるデータ ストア間のデータ リネージのマクロ分析や、ソー
ス コード内のデータ リネージのマイクロ分析も実施できました。論理的な構成、スケ
ジューリング、および管理を介して、これまでにないデータの表示方法や使用方法が
可能になりました。 

我々には現在、疑問点を洗
い出すために、積極的に全デー
タを使用し始めた協力的なユー
ザーがいます。彼らは洞察力を
磨き、それを次のレベルに引き
上げ、実際に我々のビジネス モ
デルを変革する優勝者が誰にな
るのかを探っています。我々は
進化しています

http://www.asg.com/jp


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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 結果
American Fidelity Assurance への影響は即時性があり、変
革的なものでした。データ リネージを使用したことで、普段
目にするアイテムだけでなく、リタイアしたと思われていた要
素や、使用していたことさえ忘れられていたテクノロジーも含
めて可視化することができました。たとえば、多くのユーザー
が C# で運用していると信じていましたが、実はその認識は
間違っていたのです。ASG Enterprise Data Intelligence は 
12 以上の異なる環境があることをすぐに発見し、それらの多
くには不明な要素のアーティファクトだけでなく、リタイアさ
れていないものや、完全にアーカイブされていないものが含ま
れていることも見つけ出しました。

こうした可視化によって、欠如または重複するモジュールの迅
速な特定が可能になり、あるケースでは、50 の異なるテーブ
ルとビューに存在した単一フィールドのインスタンスを 464 か
ら 12 にまで削減することに成功しました。その結果、デー
タを正確に追跡するための単一の標準化構造を提供できるよ
うになりました。

生産性の改善だけを見ても、American Fidelity は 100 時間
かかるマッピング プロジェクトの代わりに、数秒で終わるク
エリーに移行することで、投資収益率を上げることができま
した。データのトレーサビリティや信頼度が向上したことで、
戦略的なビジネス運用のための意思決定も強化しました。

「社内の業務パートナーも、技術スタッフが閲覧できるデー
タ領域をそのまま閲覧できるようになりました。これは初め
ての試みです」と Enterprise Information Management 部
門の AVP ( アシスタント バイス プレジデント) である Andy 
Moore は述べています。今やシステムが企業文化に影響を与
え、同時にコラボレーションを牽引してサイロを排除していま
す。

ASG の Enterprise Data Intelligence は、データ エコシステ
ムのすべてのレベルに透明性をもたらし、業務から推測を排
除しました。現在 American Fidelity Assurance は市場での
競争力をさらに押し上げ、データ中心の企業として確実に前
進しています。

1960 年に設立された American Fidelity Assurance は、ASG 
Technologies の Data Intelligence を活用し、企業全体のデータ
の価値を高めました。 
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