
成功事例

ロシアのリテール銀行Tinkoff銀行は、インフォマティ
カでビッグデータを活用、ターゲットを絞った顧客の
獲得、維持に成功

Tinkoff銀行は、リテール顧客と銀行

のやり取りを変革することを目指し

て、2006年にロシアの金融サービス

市場に参入しました。その後インター

ネット専用の革新的なビジネスモデル

によって、10年足らずでロシアのク

レジットカード発行会社トップ2社の

1社となるまでに成長しました。同行

が提供する商品およびサービスには、

クレジットカード、デビットカード、

プリペイドカード、預金、提携カー

ド、エージェントベースの住宅ローン

商品などがあります。モバイルビジネ

スに特化しており、顧客および非顧客

の両方にモバイルアプリケーションを

提供しています。

Tinkoff銀行は、自行だけでなくパート

ナーの商品も購入できる金融マーケッ

トプレイスとなることを目指す、野心

的な5か年戦略を掲げています。

しかし、従来の「実店舗型」の競合他

社も、競争力に優れた商品や独自のオ

ンライン銀行サービスを提供すること

で対抗しています。ロシアの金融サー

ビス市場は飽和状態がますます進んで

いるため、同行は次世代デジタルサー

ビスの革新、コストの削減、新規顧客

の獲得、既存顧客のロイヤリティの維

持などに重点的に取り組まなければな

りません。

また、リスクも厳格に監視する必要が

あります。ロシアではクレジットサー

ビスに対する需要が消費者の間で増加

しています。しかし、国内経済は乱高

下しているため、消費者の債務不履行

の危険性も増しています。この問題に

対応するため、同行はすべての見込み

客の信用リスクを申請時に正確に算出

することで、高品質かつ持続可能な顧

客ポートフォリオを維持する必要があ

りました。

デ ー タ の 可 用 性 を
100％まで高めて意思
決定を実行
Tinkoff銀行の目標の1つは、保有する

データの可用性を100％に高め、アド

ホックなレポート、経営幹部向けダッ

シュボード、予測アナリティクスで活用

することでした。その際、意思決定に必

要な大量の構造化／半構造化／非構造化

ビッグデータを、いかに迅速に統合して

分析するかが課題となりました。

従来、同行は高パフォーマンスなエ

ンタープライズ データウェアハウス

（EDW）のみを使用してレポートとア

ナリティクスを実行していました。し

かし、現在はEDWの利用率を最適化

概要

Tinkoff銀行やTinkoff Insurance社を傘下に

置くTCS Group Holding PLC社は、ロシアを

拠点に無店舗型のハイテクプラットフォー

ムを通じてオンラインリテール金融サービ

スを提供している革新的な企業です。

業務上および技術上の課題

•  オンラインバンキングサービスにおい

て、急成長を維持しながら競争優位性を

確立する

•  信用ポートフォリオのビジネスリスクを

最小化する

•  非構造化データの急増がEDWの容量を圧

迫している

利点

•  マーケティング活動の有効性を改善する

ことで、コンバージョン率が最大10倍
アップ

•  すべての顧客のリスクプロファイルを準

リアルタイムで透過的に表示すること

で、ビジネスリスクを軽減

•  顧客中心の革新的なサービスを通じて、

より迅速な市場投入を実現

•  業務担当者は開発者のサポートを受ける

ことなくデータを分析できるため、業務

の生産性が向上

•  データパイプラインを手作業コーディン

グの5分の1の時間で提供。モバイルや

Webなどのデータをシームレスかつ拡張

可能な方法で統合

「 インフォマティカのお陰で、どれほ

どデータ量増加のスピードが速くて

も、どれほどデータモデルが複雑化

しても、どのようなデータソースを

統合する必要があっても、ビジネス

の期待を満たすことができます。当

行全体でビッグデータを活用するこ

とで、ターゲットを絞ってより多く

のお客様を獲得し、その関係を維持

できる、当行ならではの位置付けを

確立することができました」

Sergey Sotnichenko氏、データ

ウェアハウジング責任者



して、非構造化データの量と種類の急

増に対応できるだけの拡張性と効率性

を獲得するために、EDWを補強する

Hadoopデータレイクを開発していま

す。非構造化データには、Tinkoff.ruか
らのクリックストリームデータ、アプ

リケーションログにおける数百万件も

の日々のトランザクションデータ、外

部データセット（例：サードパーティ

の信用スコア）などがあります。

Tinkoff銀行のデータウェアハウジン

グ責任者であるSergey Sotnichenko氏
は次のように述べています。「アナ

リティクスに生データは使用できませ

んでした。そのため、半構造化データ

や非構造化データの前処理を手作業で

行う必要がありました。この作業には

データウェアハウス開発者による多大

な手間と時間を要するため、当行の俊

敏性を損なう原因となっていました」

同行の課題について、マーケティング

部門の活動を例に見てみましょう。

Sotnichenko氏は次のように述べます。

「ビッグデータにおける最大の課題は、

ターゲットとする顧客を理解することで

した。例えば、マーケティング部門が住

宅ローンの需要創出キャンペーンを企画

するとします。そのためには、まず当行

サイトの住宅ローン情報にアクセスした

見込み客を特定して、それぞれのプロ

ファイルを把握する必要があります。次

に、その見込み客が希望するチャネル

（バナー広告や電子メールなど）を通じ

て接触しなければなりません。このよう

なインテリジェンスをもたらすビッグ

データセットを保存および処理し、その

データに基づいて行動することに苦労し

ていました」

ビッグデータを統合
して、顧客エンゲー
ジメントとリスク検
出を強化 
T i n k o f f銀行は、既存のインフォマ

ティカソリューションを活用して、

データを迅速に統合および管理しな

がら、Hadoopを導入しました。イン

フォマティカのBig Data Management
ソリューションをベースに標準化す

ることで、共通のデータモデルに基

づいて、あらゆるタイプのデータを

Hadoopへ効率的に統合しました。イ

ンフォマティカの視覚的な開発環境、

再利用可能なビジネスルール、コラボ

レーションツールなどを通じて、さま

ざまなソース（リアルタイム請求プ

ラットフォーム、モバイルアプリケー

ション、同行Webサイトなど）に分散

している膨大な量（150 TB）の半構造

化データと非構造化データをHadoop
に統合することに成功しました。ま

た、GreenplumやOracleなどのデータ

ベースソースに格納されている従来型

の構造化データ（30 TB）もHadoop
データレイクへ簡単に統合できまし

た。

イ ン フ ォ マ テ ィ カ の B i g  D a t a 
Managementソリューションは、同行

の業務部門とIT部門に次のような変革

をもたらしました。

•  十分な情報に基づく迅速な意思決

定：Tinkoff銀行のマーケティング

部門では、ターゲットの顧客に関す

る分析インテリジェンスが改善した

ことで、マーケティングアップセル

キャンペーンのコンバージョン率が

10倍アップしました。

•  ビジネスリスクの緩和：リスク管理

部門は、各見込み客の信用リスクプ

ロファイルを完全かつ準リアルタイ

ムに把握できるため、信用リスクを

判断してから融資や住宅ローンなど

の金融商品を承認できます。

•  プロジェクト期間の短縮と総所有コ

スト（TCO）の削減：Informatica Big 
Data Managementの視覚的な開発

機能、自己文書化機能、コラボレー

ション機能により、運用環境向けの

データパイプラインを手作業コー

ディングの5分の1の時間で提供でき

るため、プロジェクトの要件定義、

パイロットプロジェクトの実施、分

析用データの提供をわずか1か月で完

了できました。

•  技術リスクの軽減：Informatica Big 
Data Managementソリューションの

メタデータ管理機能とリネージ追跡

機能により、EDWに対する計画的な

変更の影響を事前に評価できます。

•  業務部門とIT部門のコラボレーショ

ンの促進：マーケティング部門とリ

スク管理部門はセルフサービスのBI
ツール（SAS Enterprise GuideやSAP 
Business Objectsなど）を使用して

即座にデータにアクセスできます。

Hadoop内の複雑なデータ構造へのア

クセスや解釈について、開発者のサ

ポートを受ける必要がありません。

•  エンタープライズ規模の拡張性：イ

ンフォマティカのソリューション

は高速な接続性を備え、トランス

フォーメーション機能があらかじめ

組み込まれているため、モバイルや

Webなどの非構造化アプリケーショ

ンソースから新しいデータを迅速に

追加して、分析を実行できます。

Informaticaの利点
Tinkoff銀行は、データ管理のための統一

プラットフォーム、実証済みの接続性、

エンドツーエンドのリネージ、使いやす

さなどから、数あるベンダーの中からイ

ンフォマティカを選択しました。イン

フォマティカのプラットフォームは最新

テクノロジーともシームレスに連動しま

す。また、インフォマティカがパート

ナーと協力して顧客を成功に導くこと

は、これまでの導入事例が示していま

す。Sotnichenko氏は次のように述べて

います。「インフォマティカのお陰で、

どれほどデータ量増加のスピードが速く

ても、どれほどデータモデルが複雑化し

ても、どのようなデータソースを統合す

る必要があっても、ビジネスの期待を満

たすことができます。当行全体でビッグ

データを活用することで、ターゲットを

絞ってより多くのお客様を獲得し、その

関係を維持できる、当行ならではの位置

付けを確立することができました」

Sotnichenko氏は、DIS Group社（ロシ

アのインフォマティカパートナー）が

提供するアドバイスとサポートについ

ても高く評価しています。「DIS Group
による販売プロセスは完璧でした。複

雑なパイロットプロジェクトを2週間

足らずで完了し、導入中も本稼働後も

貴重な現場サポートを提供してくれま

した」



デジタルトランスフォーメーションによって世界が変化しています。エンタープライズクラウドデータ管理のリーダーであるインフォマティカは、時代をインテ
リジェントにリードする企業を万全の態勢でサポートすると共に、俊敏性を高め、新たな成長機会を実現するだけでなく、新たなモノを生み出すことさえ可能に
する将来への洞察力を提供します。インフォマティカは、企業がこれからのインテリジェントな破壊的イノベーションを推進できるよう、当社が提供するあらゆ
るサービスを通じてデータの力を継続的に引き出すことを支援します。  
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Tinkoff銀行について
Tinkoff銀行は、ロシアを拠点に無店舗

型のハイテクプラットフォームを通じ

てオンライン金融サービスを提供して

いる革新的な企業で、ロシア人起業家

のOleg Tinkov氏が2006年に創業しまし

た。同行が提供する商品およびサービ

スには、クレジットカード、デビット

カード、プリペイドカード、預金、提

携カード、エージェントベースの住宅

ローン商品などがあります。同行はモ

バイルビジネスに特化し、既存の顧客

向け（Mobile Bank）および他のユー

ザー向け（Traffic Fines、MoneyTalk、
Card 2 Card即時送金）のモバイルアプ

リケーションを提供しています。

自行の商品だけでなく、パートナーの

商品も購入できる金融のスーパーマー

ケットになるための野心的な5か年戦

略を掲げています。

同行は、7.7％の市場シェアを占める、

ロシア第2位のクレジットカード発行

会社でもあります（2015年11月1日現

在）。クレジットカード発行枚数は

540万超（2015年12月1日時点）。

十分な資本を持つ銀行であり、CBR N1
総資本比率は13％（2015年12月1日時

点）。Tinkoff銀行および保険のTinkoff 
Insurance社などを傘下に収める親会社

のTCS Group Holding PLC社の2015年
の9か月間の国際会計基準（IFRS）の

純利益は9億ルーブル。

2013年には、世界的な銀行／金融専

門誌『The Banker』（Financial Times 
Group傘下）がTinkoff銀行を年間最

優秀銀行およびロシアで最も収益性

の高い銀行に選出。2 0 1 5年には、

『Global Finance』誌とBanki.ruポー

タルが選出する「Best Internet Retail 
Bank in Russia」賞を受賞。2013年と

2014年には、同行のモバイル銀行ア

プリがDeloitte社の最優秀アプリ賞を

受賞。2014年には、Markswebb Rank 
& Reportがロシアで最も実用的なイン

ターネット銀行として評価。Tinkoff
銀行は預金保険制度に加盟しています

（加盟銀行の預金者は、預金および当

座預金（利息を含む）について140万
ルーブルまで保護されます）。

TCS Group Holding 
PLC社について
TCS Group Holding PLC社は、ロシア

を拠点に無店舗型のハイテクプラット

フォームを通じてオンラインリテール

金融サービスを提供する革新的な企業

です。同グループでは、無店舗型プ

ラットフォームをサポートするため、

ロシア国内の600近くの市町村をカ

バーする「スマート配達」ネットワー

クを開発して、多くの顧客を対象に翌

日配達サービスを提供しています。

Tinkoff銀行が提供する商品およびサー

ビスには、クレジットカード、デビッ

トカード、プリペイドカード、預金、

提携カード、エージェントベースの住

宅ローン商品などがあります。同行は

モバイルビジネスに特化し、既存の顧

客向け（Mobile Bank）および他のユー

ザー向け（Traffic Fines、MoneyTalk、
Card 2 Card即時送金）のモバイルアプ

リケーションを提供しています。

 自行の商品だけでなく、パートナーの

商品も購入できる金融マーケットプレ

イスになるための野心的な5か年戦略

を掲げています。2015年の9か月間の

国際会計基準（IFRS）の純利益は9億
ルーブル。

同行は、7.7％の市場シェアを占める、

ロシア第2位のクレジットカード発行

会社でもあります（2015年11月1日現

在）。クレジットカード発行枚数は

540万超（2015年12月1日時点）。十

分な資本を持つ銀行であり、CBR N1
総資本比率は13％（2015年12月1日時

点）。2013年には、世界的な銀行／

金融専門誌『The Banker』（発行元：

Financial Times Group）がTinkoff銀行

を年間最優秀銀行およびロシアで最も

収益性の高い銀行に選出。2015年に

は、『Global Finance』誌がTinkoff銀
行をロシアの最優秀インターネットリ

テール銀行に選出。

ソリューション

•  Informatica Big Data Managementによ

り、あらゆるタイプのデータをHadoop
に統合（パフォーマンスの拡張に専用の

コーディングは不要）

•  最新テクノロジーおよび従来型のデータ

管理インフラストラクチャの両方と連動

•  トランスフォーメーションロジックを一

度作成するだけで、データパイプライン

を再構築することなく、新しいテクノロ

ジーを迅速に導入可能

ソリューションの内容

•  Informatica Big Data Management
• Informatica PowerCenter
• Informatica Metadata Manager
• Informatica Business Glossary
•  インフォマティカグローバルカスタマー
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