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UFJニコス株式会社 vol.1

全業務に必要な顧客情報を網羅した
データウェアハウスを構築

「クレジットカード会社間の競争が激化

する中、より高品質かつスピーディなサービ

スの提供によってお客様のロイヤルティを

高めるとともに、コスト構造を大きく転換さ

せながら収益力の向上を図っていくことが、

当社の最大の課題です」と、UFJニコスで

執行役員を務める塩野譲氏は話す。

こうした課題を解決するために、ビジネス

の根底を支える顧客管理システムに関わ

る高コスト体質改善と、投資対効果向上

への取り組みをいかに推進するかが、同社

にとって重要なテーマであった。さらに、顧

客のロイヤルティを高める観点からは、例

えば入会審査における顧客の信用度測定

の精度を高め、リスクとリターンを正確にコ

ントロールしたり、購買履歴により個々の

顧客に適合したマーケティング戦略を実現

するためのCRM展開も求められていた。

このような背景から、UFJニコスが取り

組んだのが、NCRの「Teradata」を中核と

したエンタープライズ・データウェアハウス、

具体的には「顧客情報統合DB」の構築で

ある。

元々、顧客管理に関しては、UFJニコス

の一方の前身である日本信販が、1999年

に顧客データウェアハウスである「DBM」と

呼ばれるシステムを構築し、以来、運用を

続けてきた。UFJニコスのシステム部でグ

ループ長を務める菊地 忠良氏は、このシ

ステムについて、「マーケティング業務や経

営分析業務で常に良好なレスポンスを得

るために、継続的にチューニングを行う必

要があるなど、いくつかの課題がありました」

と語る。その他にも、バッチ処理に多くの

時間を要するため、月に最大で2日程度の

システム休止日が必要であること、さらには

業務の拡張、ノード追加に多大な費用と

時間を要することも、このシステムが抱える

切実な課題として指摘されていたという。

一方、顧客審査業務に関しては、ホスト

系システムに存在する審査に関わるサマリ

データに基づく指標を元に分析していた。

しかしこちらも、ビジネスの進展に伴いさら

に精度の高いリスク／リターン分析が求め

られてくる中、顧客属性や契約情報といっ

た、より詳細なデータを審査分析のために

提供する審査DBの構築も重要な案件とし

て浮上していた。

「そこで、マーケティングや審査に代表さ

れるような特定業務に特化するのではなく、

“横串的な”データベースを新たに構築す

ることにしました。それは、あらゆる業務に必

要な情報を網羅した、全業務の基盤とな

るようなものです」と、菊地氏は顧客情報

統合DB構築の経緯を紹介する。そして、い

くつかのベンダーのDBMSを比較検討した

結果、同社が選んだのがTeradataだった。

性能、実績、スケーラビリティが
DBMS選定の重要なポイント

Teradataを採用するにあたって、まず評

価されたのは性能面である。これについて

菊地氏は、「Teradataはデータウェアハウス

専用に設計されたデータベースであるため、

定型／非定型問わず検索処理が非常に

速い。このことはベンチマークで十分に検

証できました」と打ち明ける。また、ディスク

を追加した際にも、性能を考慮してチュー

ニング作業を実施することなく、自動的に

最適な性能が得られるスケーラビリティの

高さも重要なメリットだった。さらに、ディス

ク追加、ノード追加を行えば、拡張に応じ

てリニアな性能向上が実現できる点も他

のDBMSに対する大きなアドバンテージと

して評価された。

また、UFJニコス CRM推進部のグルー

プ長である馬渕 雅巳氏は、「これらに加え

て、金融業界やカード業界における分析系

のDBMSとして、Teradataがこれまで培っ

てきた実績が群を抜いていた点も大きな

ポイントでした」と、実績面から得られる安

心感を強調する。

以上の観点から同社では、2004年5月

にTeradataの採用を決定。その後6月か

ら開発プロジェクトをスタートさせ、8月まで

の3か月をかけて要件定義やデータ調査を

行ったのち、9月から実開発に入った。そし

て、12月に審査指標部分、2005年6月に

マーケティング部分がそれぞれカットオー

バーし、現在安定的に稼働を続けている

という（図）。

経営のスピーディな意志決定と
高度なCRM実現の基盤となる

Teradataによって顧客情報統合DBを

構築した成果は、様々な局面に現れてい

る。まず、従来に比べ、はるかに詳細な顧

客情報の一元管理を実現できた点が挙げ

られる。また、日次バッチに要する時間も４

時間から2時間へと半減、さらに、月次の

バッチ処理のためのシステム休止日も不要

となった。「従来、月半ばのバッチ処理が

終わらなければ得られなかった顧客ステー

タスに関する情報も、月初5日には鮮度の

高い詳細なデータとして経営サイドに提供

できるようになりました」と、塩野氏はシス

テム運用面の改善がスピード経営の実現

につながっていると説明する。

またCRMの観点においても、

現状分析結果に応じたプロモー

ションの実施、そしてその実施結

果の反映と効果測定を経て、次

のプロモーションを決定する“ク

ローズドループ”を顧客明細レベ

ルで実現することが可能となっ

ている。これに関連して馬渕氏

は、「ターゲット顧客に対してより

タイムリーなプロモーションが行

えることはもちろんですが、あらか

じめ顧客ごとの情報を抽出して

おいて、コールセンターでの応対

に際してその顧客にフィットする

サービス・商品を提案するための

仕組みや、顧客クラスタに応じ

た請求書記載メッセージのバリ

アブル化を実現できました」と、

柔軟な“One to One”マーケティングの展

開が可能になったことを紹介する。こうした

ことも、大容量の顧客データを高レスポン

スでハンドリングできるTeradataだからこ

そ実現されたメリットだといえるだろう。

最後に塩野氏は、「今回の顧客情報統

合DBにより、当社がリテール・ファイナン

ス・ビジネスを展開していく上で必要な情

報活用基盤（エンタープライズ・データウェ

アハウス）はできあがりました。今後はこの

基盤の上に、与信の仕組みの拡充や法

整備への対応なども含めて、さらなる収益

向上を実現するための多様なモデルを構

築していきたい」と、今後に向けたビジョン

を語った。

NICOSシステムにおける全事業を集約した 
エンタープライズ・データウェアハウス  
■対象事業： 
　カード、クレジット、融資、審査、etc ･･･ 

■主なデータ： 
　顧客、契約、金額（売上、請求、入金、未収）、審査情報 

■全事業情報を集約した利点（データの一元管理）： 
　①審査、営業、経営・経理などの各業務に使用可能 
　②数時間～数日でアウトプットが可能 
　③全社的なコスト削減 
　④非定型検索による新たな指標、モデルの構築 

■基幹系HOST 
　（カード会員） 

■基幹系HOST 
　（クレジット会員） 

■基幹系HOST 
　（融資会員） 

■NetBranch 
　（インターネット会員） 
■コールセンター 
■債権管理 

■通信販売 
■NCS 
■CUC

【審査系業務】 
■対象業務：初期与信、途上与信、審査指標 
■保有モデル 
　・カード審査属性モデル 
　・融資審査属性モデル 
　・長期ビヘイビアモデル 
　・短期ビヘイビアモデル 
　・CIC/CCB外信照会モデル 
　・途上リスクモデル 
　・収益評価モデル 
　・返済余力推定モデル etc 
 
【営業系業務】 
■対象業務：DM、プロモーション、 
　　　　　　キャンペーン 
　　　　　　請求書同封マル得ご案内 
　　　　　　（One to One） 
■保有モデル 
　・利用予測モデル 
　・レスポンスモデル 
　・ニーズモデル etc.  
 
【経営・経理系業務】 
■対象業務：金融庁・銀行提出資料 
　　　　　　（BIS、ノンバンク社債法 etc） 
　　　　　　基礎経営資料 
　　　　　　金融商品会計 
　　　　　　自己査定 
　　　　　　（倒産確率法、貸倒実績率法）  
【その他】 
　・フランチャイズ依頼調査 
　・キャンペーン抽選 

【顧客情報統合DB】 
NICOS 統合データウェアハウス 

NCR TeradataDBMS 
6 Node 14.6 TB

図：顧客データウェアハウス「顧客情報統合DB」を中核としたシステムの概要 
DBMSにはNCRの「Teradata」を採用し、299テーブル、15,553項目にものぼるデータを6ノード、14.6TBの構成で管理している。 

UFJニコス株式会社
執行役員
事務システム本部
副本部長

塩野 譲 氏

カードが消費者の主要な決済手段として定着する中、堅調な成長を続けるクレジット
カード業界。しかしその一方で、年会費の無料化や各種ポイント制の導入など、顧客
の“メインカード”の地位獲得をめぐる競争はますます熾烈化している。UFJニコスで
は、こうした状況に対応してリスク／リターンの適正なコントロールや、より精度の高
いCRMを実現するための情報基盤として、日本NCRの「Teradata」を中核とした「顧
客情報統合DB」を構築。これにより、一層精度・鮮度の高いデータに基づいたマー
ケティングが実現したことをはじめ、様々なベネフィットが生まれている。

顧客のロイヤルティ向上と競争力強化に向け
多彩な顧客情報をデータウェアハウスに統合

UFJニコス株式会社
本　社：〒113-8411

東京都文京区本郷3-33-5

創　業：2005年10月

資本金：1017億1200万円（2005年10月1日現在）

従業員数：5070人

主な事業内容：日本信販とUFJカードの合併に

よって設立され、会員数、事業収益、取扱高と

いったクレジットカード関連指標で、国内最大

の地位を確立。三菱UFJフィナンシャル・グ

ループ（MUFG）のリテール部門の中核企業と

して、個人向け金融・決済サービス分野で「リ

テール・ファイナンス No.1」を目指し、ダイナ

ミックなビジネスを展開している。

UFJニコス株式会社
CRM推進部
CRM統括グループ長

馬渕 雅巳氏

U S E R  P R O F I L E

UFJニコス株式会社
システム部
池袋システムセンター
システム開発第2グループ長

菊地 忠良 氏

～ビジネスを拡大していくための情報基盤、エンタープライズ・データウェアハウスを構築～

この記事の詳細をご覧になりたい方は 
　http://www.teradata-j.com/report/index.html
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