
データの力を 
解き放つ
データガバナンスとデータプライバシーにおける
13社のイノベーション成功事例集 



インフォマティカのソリューションを導入しているお客様は、インテリジェントな新しい方法でデー

タの力を解き放ち、データ主導のデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進し、競合他社に打

ち勝って、多くの利点を獲得しています。インフォマティカはデータ管理ソリューションおよびサー

ビスを通じてお客様の目標達成を支援しているだけでなく、達成した内容を公開して広く周知す

るための活動もサポートしています。 

この電子ブックでは、さまざまな規模、業種、ユースケースにわたり世界中の企業・組織の成

功事例の一部をご紹介します。ご紹介する企業・組織は、自社の体験から他社が学び、自社

のイノベーションや取り組みを広く宣伝し、業界内での組織間コラボレーションを促進す

るために、自社の成功事例を公開しています。 

インフォマティカの製品やサービスを活用したイノベーションやデータ主導デジタルト

ランスフォーメーションについて、貴社の成功事例も紹介したいとお考えの場合は、イ

ンフォマティカがお手伝いさせていただきます。ぜひ、こちらまでご連絡ください。

貴社の破壊的イノベーションを 
インフォマティカが支援 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%253A%252F%252Freferences%40informatica.com%252F&data=02%257C01%257Cbwise%40informatica.com%257Ced5a6efbac24470994fa08d79f6426a5%257C2638f43ef77d4fc7ab927b753b7876fd%257C0%257C0%257C637153124800391128&sdata=kc3HTPIyEARsS2Obi9M3mAB%252FEsUzSYJNoCbcDVB0QKg%253D&reserved=0
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目次

AIA Singapore社

理解を深める
社内全体で単一の明確な認識を共有し、顧客情
報やその他のビジネスデータへの理解を深める

Assicurazioni Generali社

財務データを管理
財務データを管理して、EUソルベンシーIIに準拠

Avis Budget Group社

65万台の車両をつなぐ
レンタカー事業を最適化する世界規模の取り組
みの一環として65万台の車両をオンライン化

CVS Health社

処理時間を短縮
クライアントに届ける重要ファイルの処理時間を
6か月から2日に短縮

金融サービス企業

アクセスを高速化
数か月を要していたビューや実用的なインサイト
へのアクセスを高速化

FWD Group Financial Services社

業務の生産性を向上
統合ダッシュボードを使用してすべての事業部
門とタッチポイントで完全かつ最新の顧客情報
に基づいて顧客にサービスを提供することで、
業務の生産性を向上

Independence Health Group社

830万人の保険契約者のデータを
保護
830万人の保険契約者のデータを保護して、医
療データ侵害に伴う高額なコストを回避

L.A.Care Health Plan

8倍の成長を達成
医療保険制度改革法（ACA）によって8倍の成長
を達成

大手環境サービス企業 

データスチュワードの生産性を向上
データスチュワードの生産性を向上させて、年間
数百時間を節約するとともに、アナリティクスの
ための信頼できるデータ基盤を提供

Nissan North America社

顧客体験を改善
ビジュアルアナリティクスの全体像を表示するこ
とで、顧客体験、ディーラーの対応、長期的な車
両品質を改善

Rabobank社

BCBS 239へのコンプライアンスを
強化 
必要な透明性を監査人に容易に提供すること
で、BCBS 239などの規制報告へのコンプライア
ンスを強化

英国教育省

EU一般データ保護規則（GDPR）
へのコンプライアンスを強化
GDPRへのコンプライアンスを強化して、評判を
高め、コストを削減し、省内データの価値を向上

UNC Health

セルフサービスアナリティクスを 
実現
医療従事者と業務担当者によるセルフサービス
アナリティクスを実現

このアイコンは、インフォマティカイノベーションアワードの受賞者を表しています。

インフォマティカイノベーションアワードプログラムの詳細については、次のWebサイトを

ご覧ください。informatica.com/jp/about-us/customers.html

https://www.informatica.com/jp/about-us/customers.html
https://www.informatica.com/jp/about-us/customers.html
https://www.informatica.com/jp/about-us/customers.html
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インフォマティカイノベーション
アワード受賞者

インフォマティカのソリューションにより、新しい、効率的な方法を通じて
データガバナンスとデータ管理の課題に取り組むことができます。また、さ
らに多くのビジネスを勝ち取ったり、既存顧客を維持したりするためのツー
ルも獲得できます。

—  Ronald Chung氏 
AIA Singapore社エンタープライズ・データ担当セクション責任者

AIA Singapore社
•  目標：データ配信の自動化

•  業界：保険

•  本拠地：シンガポール

理解を深める
社内全体で単一の明確な認識を共有し、 
顧客情報やその他のビジネスデータへの 
理解を深める

目標：

•  業務データ（保険契約プロセスや

データ標準など）の状態と健全性に

対する全社の理解を深める

•  リネージとインテリジェントなメタ

データに基づいて、顧客データと財

務データを処理内容に応じて探索お

よび理解する

•  データ品質を高めて、営業の促進、意

思決定の改善、運用コストの削減を

実現する

ソリューション：

•  Informatica Axon Data Governance
によってエンタープライズレベルの

データガバナンス管理フレームワーク

とコラボレーションベースのビジネス

グロッサリを開発

•  Informatica Enterprise Data Catalog
によってコアシステムからメタデータ

を自動的にスキャンしてインデックス

化

•  Informatica Data Qualityによって

データプロファイリングを定期的に行

い、主要業績指標（KPI）と改善措置

を追跡

導入効果：

•  全社レベルで明確な定義を統一し

たことで、顧客情報やその他の業務

データへの理解を深めることができ

る環境を実現

•  社内全体を通じてデータの移動と

変換を完全に追跡することでエンド

ツーエンドのデータリネージを確立

•  高水準のデータ品質を維持し、営

業、意思決定、コストの最適化を実現

する質の高い情報を提供

成功事例の全文はこちらaia.com.sg

https://www.informatica.com/content/dam/informatica-com/ja/collateral/customer-success-story/aia-singapore_customer-story_3718ja.pdf
https://www.aia.com.sg
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Informatica Axon Data GovernanceとEnterprise Data Catalogを導入
したことで、よりプロフェッショナルなデータガバナンスとデータ管理が実
現しました。

—  Victor Garcia氏 

Generali Spain社、データガバナンス責任者

Assicurazioni Generali社
•  目標：信頼できるデータ基盤でデジタル化を促進

•  業界：保険 
•  本拠地：イタリア

generali.com

財務データを管理
財務データを管理して、EUソルベンシーIIに
準拠

目標：

•  データガバナンスに対する従業員の

意識を高め、手作業のプロセスを最

小化し、すべての業務部門にわたって

データ主導の文化を築く

•  データを全社レベルで整理すること

で、従業員によるデータ資産の探索と

在庫管理を簡素化する

•  保険契約者データと保険契約デー

タの品質を改善して、データ戦略

の進化と新しいAnalytics Solution 
Centerをサポートする

ソリューション：

•  Informatica Axon Data Governance
を導入して、統合および自動化したイ

ンテリジェントなデータガバナンスを

大規模に実現

•  Informatica Enterprise Data Catalog
でデータのスキャンとカタログ化を自

動化

•  ガバナンス、カタログ化、データ品質

を統合して、総体的なデータ管理と

効果的なアナリティクスを実現

導入効果：

•  手作業で行っていたプロセスを自動

化したことで、データガバナンスプロ

セスを促進するとともに、35人のデー

タ所有者と45人のデータスチュワー

ド（データ管理／案内人）の時間を 
節約

•  データリネージの完全なビューと簡素

化した検索機能により、従業員自身

によるデータの探索を実現

•  ビッグデータアナリティクスで新たな

ビジネスインサイトを獲得するため

の基盤を確立しながら、データの信

頼性とデータに対する責任感を強化

成功事例の全文はこちら 成功事例の動画はこちら

https://www.generali.com
https://www.informatica.com/content/dam/informatica-com/en/collateral/customer-success-story/generali_customer-story_3793.pdf
https://video.informatica.com/detail/video/6102660486001
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インフォマティカのソリューションでリアルタイムデータを使用して車両管
理とテレマティックスを最適化した結果、コストを削減し、最終利益を押し
上げることができました。

—  Christopher Cerruto氏 

Avis Budget Group社グローバル・エンタープライズ・アーキテクチャおよびアナリティクス担当バイス・プレジデント

Avis Budget Group社
•  目標：車両管理の最適化

•  業界：輸送

•  本拠地：米国

•  クラウドプラットフォーム：Amazon Web Services（AWS）

65万台の車両をつなぐ
レンタカー事業を最適化する世界規模の取り 
組みの一環として65万台の車両をオンライン化

目標：

•  65万台の車両をリアルタイムに接続し

てグローバルなビューを確立すること

で、効率性の強化、コストの削減、売

上の向上を実現する 

•  車両のGPSやナビゲーションシステ

ムから収集したテレマティックスデー

タのプロファイリングとガバナンスに

より、データ品質の問題を早期に発見

して、ビジネスリスクを抑える

•  各分野の専門家からビジネスコンテ

キストを取得しながら、車両データや

テレマティックスデータなどのコア資

産を文書化する

ソリューション：

•  インフォマティカのソリューションを

AWS上に展開して、データを運用化

し、次世代プラットフォームでリアルタ

イムアナリティクスを実行

•  Informatica Axon Data Governance
でデータガバナンスを自動化すること

で、プロセスを標準化し、データスチュ

ワードシップ（データ管理／案内標

準）の役割を策定

•  Informatica Enterprise Data Catalog
を使用して車両データとテレマティッ

クスデータを整理することで、データ

の場所、リネージ、ビジネスコンテキス

トを可視化

導入効果：

•  エンドツーエンドのデータパイプライ

ンを通じてグローバルな車両アナリ

ティクスをサポートすることで、車両

マネージャーはこれまでの何倍も高

速にデータへアクセスして、車両をリ

アルタイムで追跡することが可能に 

•  データの品質とガバナンスを向上さ

せ、完全な車両データを適切な形式

で維持して、リスクを回避

•  業務担当者がデータリネージを確認

しながらデータ資産を自分で検索し

て把握できるようになり、生産性が 
向上

成功事例の全文はこちら 成功事例の動画はこちらavisbudgetgroup.com

インフォマティカイノベーション 
アワード最優秀受賞者

https://www.informatica.com/content/dam/informatica-com/en/collateral/customer-success-story/avis-budget-group_customer-story_3748.pdf
https://video.informatica.com/detail/video/6072403944001
https://avisbudgetgroup.com
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クライアントレポートに使用するファイルを生成するのに6か月かかっていたの
が、2～3日で完了するようになりました。手作業によるデータ分析作業を95％削
減することで、プロジェクトの範囲を拡大し、より重要な臨床業務に対応できるよ
うになりました。

—  Joseph Fagnoni氏 

CVS Health社データおよびアナリティクス担当エグゼクティブ・アドバイザー

処理時間を短縮
クライアントに届ける重要ファイルの処理
時間を6か月から2日に短縮

目標：

•  顧客の健康を促進する製品とサービ

スを継続的に提供する 

•  データ品質を改善して、拡張性、手作

業、反復作業、目標不達、長期サイク

ル時間などの問題を解決する 

ソリューション：

•  Informatica Data Qualityでファイ

ルの提供と正確性をモニタリング

•  ファイルのモニタリングを自動化し

て、データ品質の問題を特定 

•  顧客がCVS Health社へ乗り換え

た際に使用する事前承認（PA）レ

ビューを構築して、優れたメンバー

体験を実現 

導入効果：

•  要約レポートと詳細レポートを作成

するアプリケーションを開発して、年

間3,000以上のファイルを処理

•  レビューの所要時間を数時間から数

分に短縮 

•  高いシステム使用率により、複数の主

要プロジェクトでコストを削減 

cvshealth.com

インフォマティカイノベーション 
アワード最優秀受賞者

CVS Health社
•  目標：戦略的市場展開プログラムの管理

•  業界：医療サービス 
•  本拠地：米国

•  イノベーションアワードカテゴリー：Intelligent Disruptor：データガバナンスおよびプライバシー

ソリューションの詳細はこちら

https://cvshealth.com
https://www.informatica.com/jp/products/data-quality.html
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Informatica Data Privacy Managementを導入したことで、トランスフォーメーシ
ョンの大きなマイルストーンを達成することができました。経営幹部から技術チーム
まで、社内の誰もがこのソリューションに高い信頼を寄せています。インフォマティ
カのお陰で、お客様の望むダイナミックなサービスを開発するためのプライベートか
つセキュアなデータ基盤を構築できました。

—  企業データプライバシーおよびガバナンス担当責任者 
金融サービス企業

金融サービス企業
•  目標：個人財務情報の保護

•  業界：金融サービス

•  本拠地：米国

アクセスを高速化
数か月を要していたビューや実用的な 
インサイトへのアクセスを高速化

目標：

•  データのプライバシーと保護に対す

る顧客の意識の高まりに応える

•  よりダイナミックな金融サービス商品

を提供するためのセキュアな基盤を

構築する

•  データガバナンスとデータプライバ

シーに関する規制要件に対応する

ソリューション：

•  I n f o r m a t i c a  D a t a  P r i v a c y 
Managementで個人財務情報を識

別してセキュリティを確保

•  顧客データを詳細情報まで掘り下げ

て確認できる、全社レベルのビューを

確立

•  機密データの継続的な追跡とモニ

タリングにより、社内全体でリスクを 
緩和

導入効果：

•  機密性の高い財務データと個人デー

タに関する卓越したビューを構築し、

潜在的なリスクを特定

•  数か月を要していたビューや実用的

なインサイトへのアクセスを高速化

•  データカタログ化やデータガバナンス

など実施予定の取り組みのための基

盤を構築

ソリューションの詳細はこちら

金融サービス企業

https://www.informatica.com/jp/products/data-security/data-privacy-management.html#fbid=4b-cxYYFbG0
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データに基づいて意思決定を行う組織づくりという変革にあたり、当社はデータガバナ
ンスプログラムを戦略的に位置付けてデータレイクの導入を補強しています。これによ
り、当社のデジタルおよびデータコミュニティは、データのコンテキストを理解し、デー
タの整合性を信頼し、データに関する問題が発生した際には解決の責任者を明確にす
ることができます。

—  Sin Wei Lee氏 
FWD Group社グループ・データガバナンス担当ディレクター

業務の生産性を向上
統合ダッシュボードを使用してすべての事業
部門とタッチポイントで完全かつ最新の顧客
情報に基づいて顧客にサービスを提供するこ
とで、業務の生産性を向上

目標：

•  データ管理のための一貫したデータ

ガバナンス標準およびプロトコルを

確立する

•  アジア内の各事業会社においてデー

タガバナンス能力を強化する

•  データ品質に対する社内外関係者の

信頼を高め、顧客データを保護する

ソリューション：

•  同社が保有するすべての個人特定可能

情報（PII）を識別し、そのセキュリティ

を確実に保護

•  デジタルおよびデータコミュニティが

データのコンテキストを理解し、データ

の整合性を信頼し、データ問題発生時

に解決責任者を明確化できるように、

データレイクを構築

•  デジタルテクノロジーの活用により、関

連性が高くわかりやすい商品で最新の

顧客体験を提供

導入効果：

•  データ品質の改善により、年換算保険

料が増加し、幅広い事業部門において

高い精度でパーソナライズしたマーケ

ティングやクロスセルを実行する能力の

向上を実現

•  不達率が大幅に減少し、マーケティング

のROIが向上

•  基盤となるインフォマティカソリュー

ションにより、統合ダッシュボードを使

用してすべての事業部門とタッチポイ

ントで完全かつ最新の顧客情報に基づ

いて顧客にサービスを提供することで、

コールセンターの業務の生産性を向上

fwd.com

インフォマティカイノベーション 
アワード受賞者

FWD Group Financial Services社
•  目標：アジア地域の各事業拠点におけるデータガバナンス能力の強化

•  業界：金融サービス

•  本拠地：シンガポール

•  クラウドプラットフォーム：Amazon Web Services（AWS）とMicrosoft Azure
•  イノベーションアワードカテゴリー：Intelligent Disruptor：戦略およびビジョン

ソリューションの詳細はこちら

https://www.fwd.com
https://www.informatica.com/jp/products/data-quality.html


10

医療業界が今後どのような道をたどるかは明らかで、遅かれ早かれデータ
マスキングが必須要件となります。Informatica Dynamic Data Masking
があれば、将来に備えることができます。

—  Gary Morreale氏 

Independence Health Group社データサービス担当ディレクター

Independence Health Group社
•  目標：データセキュリティ 
•  業界：医療サービス

•  本拠地：米国

830万人の保険契約者
のデータを保護
830万人の保険契約者のデータを保護して、
医療データ侵害に伴う高額なコストを回避

目標：

•  830万人の保険契約者の個人医療情

報を保護して、顧客を守り、医療デー

タ侵害に伴う高額なコストを回避 
する 

•  機密情報や個人特定可能情報を判

読不能にした上で、オンショアおよび

オフショア開発者が実際のデータを

使用してアプリケーションをテストで

きるようにする 

•  社外のデータ処理パートナーと安全

にコラボレーションできるようにデー

タを公開して、価値を創出する

ソリューション：

•  Informatica Dynamic Data Masking
でデータを特定不能にして、加入者

の氏名、生年月日、社会保障番号な

どの機密データをリアルタイムで匿 
名化 

•  まずTe radataデータウェアハウス

やMicrosoft SQL Server、Oracle 
Databaseなどの構造化された非運用

環境へデータマスキングを適用

•  I n f o r m a t i c a  D a t a  P r i v a c y 
Managementを導入してデータプラ

イバシーイニシアチブを促進

導入効果：

•  個人や家族のデータのプライバシー

とセキュリティを改善することで、顧

客のロイヤリティ、信頼、維持率が高

まり、最終利益が向上 

•  不正データアクセスのリスクが排除さ

れ、開発者は高品質のアプリケーショ

ンを迅速に開発およびテストが可 
能に 

•  データ処理に関するコラボレーショ

ンなど社外でのデータ利用の安全性

を確保

成功事例の全文はこちらibx.com

https://www.informatica.com/content/dam/informatica-com/en/collateral/customer-success-story/independence-health-group_customer-story_3750.pdf
https://www.ibx.com
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データを管理するには、まずデータを見つけられなければなりません。 
インフォマティカの自動化された統合ソリューションにより、データガバナ
ンスプログラムが一変しました。

—  Paul Keller氏 
L.A. Care Health Plan社エンタープライズ・データガバナンス担当シニア・ディレクター

L.A.Care Health Plan
•  目標：個人医療情報（PHI）と個人特定可能情報（PII）のガバナンス改善によるセキュリティと
プライバシーの強化

•  業界：医療保険

•  本拠地：米国

lacare.org

8倍の成長を達成
医療保険制度改革法（ACA）によって 
8倍の成長を達成

目標：

•  個人医療情報（PHI）と個人特定可能

情報（PII）のガバナンスを改善してセ

キュリティとプライバシーを強化する

•  医療機関から取得するデータの品質

を高め、医療機関によるデータクレン

ジングを支援する

•  データの取得から最終的なレポー

ト作成およびアナリティクスまでの

リネージ全体を通じて、医療機関の

データを処理内容に応じて理解する

ソリューション：

•  Informatica Enterprise Data Catalog
を使用して、組織内のPHI/PIIを探索

し、ガバナンスプログラムの進展に伴

い追加のデータをカタログ化

•  Informatica Data Qualityの2,200
以上のルールを使用してソースでの

データ品質を自動検証し、不一致や

エラーを医療機関に報告

•  Informatica Axon Data Governance
を使用してデータをビジネスコンテキ

ストに沿って可視化し、一貫性とコラ

ボレーションを実現

導入効果：

•  セキュリティとコンプライアンスを改

善し、医療保険制度改革法（ACA）に
よって8倍の成長を達成

•  マネージドケア組織（MCO）から取

得するデータの品質を30％未満から

95％以上に改善

•  レポート作成とアナリティクスのため

の信頼できるデータを提供すること

で、社会的決定因子に対する理解を深

め、住民の健康を促進

成功事例の全文はこちら

https://lacare.org
https://www.informatica.com/content/dam/informatica-com/en/collateral/customer-success-story/la-care-health-plan_customer-story_3853.pdf
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インフォマティカのソリューションを活用してデータガバナンスプログラム
を進めたことで、新型コロナウイルスの爆発的流行を背景にかつてないほ
どデータの信頼性が重視されるこの時代に、信頼できるデータ基盤を確
立することができました。

—  データガバナンスおよびプライバシー責任者 

大手環境サービス企業

大手環境サービス企業
•  目標：プライバシー保護の新たな法規への対応

•  業界：電力・エネルギー

•  本拠地：米国

•  クラウドプラットフォーム：Amazon Web Services（AWS）

目標：

•  米カリフォルニア州消費者プライバ

シー法（CCPA）を遵守するとともに、

他の州の新しいプライバシー法の遵

守に向けて備える

•  顧客データの一元管理により、データ

スチュワード（データ管理／案内人）

生産性とアナリティクス能力を強化 
する

•  データ侵害が発生した場合に、機密

情報や個人特定可能情報（PII）を不

正ユーザーに読み取られたり使用さ

れたりしないようにする

ソリューション：

•  Informatica Axon Data Governance
と I n f o r m a t i c a  D a t a  P r i v a c y 
Managementを使用して、顧客データ

の探索、特定、保護を自動化

•  Informatica Enterprise Data Catalog
でデータを自動的にカタログ化して、

技術メタデータとデータリネージを 
追跡

•  Informatica Persistent Data Masking
を使用して、コンテキスト、形式、整合

性を維持しながら、機密情報を特定不

能化

導入効果：

•  データガバナンスの運用によってリス

クエクスポージャを低減させ、大規模

環境におけるCCPAなどの新しいプラ

イバシー法の遵守を簡素化

•  データスチュワードの生産性を高めて

年間数百時間を節約するとともに、

アナリティクスのための信頼できる

データ基盤を提供

•  業務上の新しい価値の創出において

顧客情報と機密情報を安全に使用し

て、デジタルトランスフォーメーション

を促進

成功事例の全文はこちら

大手環境サービス企業
データスチュワードの生産
性を向上
データスチュワードの生産性を向上させて、年間
数百時間を節約するとともに、アナリティクスの
ための信頼できるデータ基盤を提供

https://www.informatica.com/content/dam/informatica-com/en/collateral/customer-success-story/large-environmental-services-company_customer-story_3935en.pdf
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当社は事業のあらゆる段階でデジタル化の成果を推進し、その達成をデータによって
加速させています。お客様を中心に据えたトランスフォーメーションを通じて、全社レベ
ルでイノベーションを実現しています。卓越した顧客体験を提供するための戦略的イニ
シアチブを実施する上で、インフォマティカの役割は欠かせません！

—  Danielle Beringer氏 

Nissan North America社地域データ責任者

顧客体験を改善
ビジュアルアナリティクスの全体像を表示するこ
とで、顧客体験、ディーラーの対応、長期的な車
両品質を改善

目標：

•  複数のブランド、デジタルチャネル、

ソースシステムにわたって顧客を一意

に特定する

•  顧客情報の信頼できるソース（唯一

無比のソース）を確立する

•  顧客コミュニケーション、案件生成、

キャンペーン、ターゲットマーケティ

ング、法務・コンプライアンス管理、

アナリティクスのための基盤を構築 
する

ソリューション：

•  エンタープライズソリューションを導

入して、クラス最高の顧客体験を提供

し、持続可能な競争優位性を構築 

•  顧客（最終消費者およびディーラー）

と関連データを中心に据えたトランス

フォーメーションを推進

導入効果：

•  業務上不可欠な顧客データに関する

信頼できるビューと、顧客の関係お

よびトランザクションに関する360度
ビューを確立することで、業績を改善

•  カスタマーサービス、顧客体験、顧客

ロイヤリティの大幅な向上を実現し、

売上を増加

•  業務担当者とI T部門のコラボレー

ションを強化して、新規プロジェクト

の市場投入期間短縮とコスト削減を

実現

nissanusa.com

インフォマティカイノベーション 
アワード受賞者

Nissan North America社
•  目標：クラス最高の顧客体験を通じた持続可能な競争優位性の構築

•  業界：自動車

•  本拠地：米国

•  イノベーションアワードカテゴリー：Intelligent Disruptor：戦略およびビジョン 

ソリューションの詳細はこちら

https://www.nissanusa.com
https://www.informatica.com/jp/solutions/data-governance-and-compliance.html
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当行にとってデータ資産があらゆる業務の基盤となっていますが、
Informatica Enterprise Data Catalogのお陰でこれらのデータ資産の価
値を高めることができます。

—  Anil Bandarupalli氏 

Rabobank社データ管理ソリューション設計者

Rabobank社
•  目標：コンプライアンスのためのエンドツーエンドのデータリネージ自動化   
•  業界：金融サービス、保険

•  本拠地：オランダ

BCBS 239への 
コンプライアンスを強化 
必要な透明性を監査人に容易に提供すること
で、BCBS 239などの規制報告へのコンプライア
ンスを強化

目標：

•  銀行内のデータリネージを把握して、

業務上の価値と成長の機会を創出す

るとともに、デジタルトランスフォー

メーションを推進する 

•  リスクデータの集約と報告に関する

金融サービス向け規制要件（BCBS 
239など）へのコンプライアンスを確

保する 

•  データガバナンスを促進し、全体的

なデータ品質を改善して、データ資産

の価値を高め、その価値を長期的に

維持する

ソリューション：

•  Informatica Enterprise Data Catalog
でデータのインベントリ作成とカタ

ログ化を行って、エンドツーエンドの

データリネージを構築し、データの移

動を完全に追跡

•  監査や社内プロジェクト用にデータと

データリネージを迅速に探索するた

めの使いやすいインターフェイスと

シンプルな検索機能を従業員に提供

•  根本原因分析プロセスに要する時間

を短縮することで、データ品質問題

を迅速に特定して改善できるように

データスチュワード（データ管理／案

内人）を支援

導入効果：

•  データの内容、ソース、変換方法、安

全かつ戦略的な活用方法に対する理

解を強化

•  必要な透明性を監査人に容易に提

供することで、BCBS 239などの規制

報告へのコンプライアンスを強化

•  データ資産の価値を高めることで、

Rabobankのデータガバナンス委員

会はより効果的なプロジェクトおよび

サービスを提供

成功事例の全文はこちら 成功事例の動画はこちらrabobank.com

https://www.informatica.com/content/dam/informatica-com/en/collateral/customer-success-story/rabobank_customer-story.pdf
https://video.informatica.com/detail/video/6162004080001
http://www.rabobank.com
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EU一般データ保護 
規則（GDPR）への 
コンプライアンスを強化
GDPRへのコンプライアンスを強化して、評判を
高め、コストを削減し、省内データの価値を向上

目標：

•  GDPRへのコンプライアンスを維持

し、情報管理リスクへ有効に対処 
する

•  データの可用性を確保して、トランザ

クション上および業務上の意思決定

を速やかに実行する

•  データ取得の品質と適時性を改善 
する

ソリューション：

•  Informatica Axon Data Governance、
I n f o r m a t i c a  E n t e r p r i s e  D a t a 
Catalog、Informatica Data Quality
を導入して機密データを管理および 
制御

•  透明性と一貫性を有する明確なデータ

ガバナンスプロセスを省全体に整備

•  さまざまなヒューマンマシンインター

フェイスを使用してデータを簡単に 
利用

導入効果：

•  コストを削減し、省内データの価値を

向上

•  GDPRへのコンプライアンスを強化し

て、評判を向上

•  データの仕様から取得、廃棄まで一

貫したデータ処理アプローチを採用

gov.uk

インフォマティカイノベーション 
アワード受賞者

英国教育省
•  目標：透明性と一貫性を有する明確なデータガバナンスプロセスの省内整備

•  業界：官公庁・公共機関 
•  本拠地：英国 
•  イノベーションアワードカテゴリー：Intelligent Disruptor：データガバナンスおよびプライバシー

GDPR以降、データガバナンスの成熟が進んでいます。政府機関が市民からの信頼を失わ
ないためには、データに関する優れた慣行を明示的に実践しなければなりません。一方で、
政府機関のデータ環境は多様性に富み、行政やサービス提供の優先事項に応じて絶えず
変化しています。このような環境を背景に、能動的な自動データマッピング機能がなけれ
ば、市民の皆様が求めるレベルのデータ管理を維持することは、ほぼ不可能であると言って
いいでしょう。

—  Neil McIvor氏、英国教育省、最高データ責任者

ソリューションの詳細はこちら

https://www.gov.uk
https://www.informatica.com/jp/solutions/data-governance-and-compliance.html
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医療データの可用性、信頼性、リテラシーに対する要求は急増しています。私たちUNC Healthをはじめ、
多くの医療システムがデータインフラストラクチャのモダナイズ（最新化）について他の業界に追いつこう
としています。そこで、UNC Healthは新しいエンタープライズデータウェアハウスへの移行に際してデータ
ガバナンスの概念、原則、ツールを統合して適用しました。最新のデータウェアハウス、EDC、Axonを同時
に本稼働することで、一元化した知識管理プラットフォームをUNC Healthのアナリティクスコミュニティに
提供しています。その結果、セルフサービスアナリティクスを強化するとともに、唯一無比のソースを促進し
て、アクセス性に優れた堅牢なデータ基盤を確立できました。

—  Rachini Ahmadi-Moosavi氏 

UNC Health Care、分析サービスおよびデータガバナンス担当エグゼクティブ・ディレクター

目標：

•  データソースの増加と拡大に備える

•  組織が保有する最も機密性の高い

データに対する適切なアクセスとセ

キュリティをユーザーに提供する

•  新しいテクノロジーに対応して処理能

力を高め、複数のシステムに保存され

たデータを動かすことなく組み合わ

せて提供し、高需要データセットに

対するアクセス性を強化する 

ソリューション：

•  Informatica AxonおよびEDCによ

り、一元化した知識管理基盤を確

立することで、セルフサービスアナリ

ティクスを強化するとともに、唯一無

比のソースをサポートして、新しいエ

ンタープライズデータウェアハウスを

リリース

•  IT部門を経由せずにデータへアクセ

スするためのセルフサービス機能を

実現

•  レポート業務とレポートシステムを

一元管理することで、Epicレポートと

同じ定義を他のツールのデータベー

ス定義でも使用

導入効果：

•  データガバナンスチームおよびアプ

リケーションを通じて詳細なデータ

コンテキストが表示されるため、組織

全体がデータの内容とソースを把握

可能

•  データの「ソース」と保存場所に関す

る混乱を解消。データのリネージと定

義により、データを配信するための調

査時間が短縮

•  唯一無比のソースの近くにビジネス

定義が保存されるため、サードパー

ティアプリケーションを経由せずに

さまざまなツール（SAS、Tableau、
Business Objects）から同じデータに

アクセス可能

unchealthcare.org

インフォマティカイノベーション 
アワード受賞者

UNC Health
•  目標：データソースの増加と拡大への準備 
•  業界：医療

•  本拠地：米国

•  イノベーションアワードカテゴリー：Intelligent Disruptor：データガバナンスおよびプライバシー

セルフサービス 
アナリティクスを実現
医療従事者と業務担当者によるセルフ
サービスアナリティクスを実現

成功事例の全文はこちら

https://www.unchealthcare.org
https://www.informatica.com/content/dam/informatica-com/en/collateral/customer-success-story/unchealth_customer-story_3958en.pdf
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