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IBM Cognos BI を導入し、情報分析環境を
効率化
リアルタイムでの情報把握、ビジネスへの有効
活用を実現
ジェイリース株式会社（以下、ジェイリース）では、それまで Excel で行っていた
情報分析環境を刷新。BIツールとしてIBM Cognos Business Intelligence（以
下、Cognos BI）
を導入しました。それまで要していた時間と手間を大幅に削減。
さらにシステム部門を介さずに現場のスタッフが欲しい情報をリアルタイムで抽出
して、
自在に分析することが可能な環境が整いました。スピーディーな情報把握、
分析結果のビジネスへの有効活用など、大きな成果が期待されています。

ビジネス上の各種情報を分析し、その結果をビジネス戦略推進
に活用
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ジェイリース株式会社は家賃保証会社として 2004 年に大
分で創業。賃貸住宅、賃貸店舗の需要と供給の健全な促進
を図り、オーナー、不動産会社、入居者の三位一体となった
円滑な信頼を築くことを目指し、全国的にビジネスを展開し
ています。

ジェイリースは家賃保証会社として 2004 年に大分で創業。賃貸住宅、賃貸店舗の需
要と供給の健全な促進を図り、オーナー、不動産会社、入居者の三位一体となった
円滑な信頼を築くことを目指し、全国的にビジネスを展開しています。同社のビジネス
状況について、ジェイリース 取締役常務／執行役員 ICTソリューション統括本部長
徳重 英仁氏は以下のように説明します。
「賃貸契約を結ぶ際、通常は保証人を立てることが求められますが、近年は核家族
化が進むなどの要因で保証人を見つけることが困難なケースが、特に都市部におい
て増加しています。そのような場合に保証人に代わって家賃を保証するのが家賃保
証会社です。ジェイリースは大分で創業しましたが、まずは九州を地盤とした地域密
着型のビジネスを推進し、その後東京、名古屋、大阪、千葉、仙台にビジネス・エリア
を拡大しています」
このように全国展開を推進するためには信用力が大切になるため、
ジェイリースではコ
ンプライアンスを重視しています。その姿勢についてジェイリース ICTソリューション統
括本部システム部 部長 中野 一巳氏は次のように語ります。
「家賃保証会社にとって信用力が最も大切で、ジェイリースでは会社の透明性を維持
するためにコンプライアンスを最重要課題として位置付けています」
またジェイリースでは IT のビジネスへの活用を積極的に推進しています。システムの
信頼性を向上させるために、2014 年にプライベート・クラウド環境を構築。18カ所の支
店で運用されるシステムすべてがこの環境に一元化されていることから、CPU、ハー
ドディスク、ネットワーク機器などを二重化し、高可用性を実現しています。また主要取
引先である不動産会社とのシステムを連携させることで業務を効率化するなど、ITを
最大限に活用することで競合他社との差別化を図っています。
情報活用という観点からは、保証料売上、申し込み・審査、代位弁済（立替金）
といっ
たビジネス上の各種情報を分析し、その結果をビジネス戦略に活用するといった取り
組みを推進しています。しかし、この分析作業には Excelを使っていたため、さまざま
な課題を抱えていました。
「各種情報はデータベースに格納されていますが、Excel で分析するためには、そこ
から必要なデータを抽出する必要があります。Excelとデータベースをリンクさせた自
動集計の仕組みやピボットテーブルを用意して分析を行っていましたが、この初期設
定を行うことができるのは、システム部のスタッフに限られていたので、それを応用した
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分析を現場部門のスタッフが自在に行うということは困難でした」（中野氏）。

事例概要

Excel で分析するためのデータ抽出は、現場部門の依頼に基づいてシステム部門の
スタッフが行います。そのため、分析作業を開始する準備の段階で多くの時間が費

【課題】

やされ、場合によっては 1 週間程度を要するケースもありました。当時の分析環境に

● 情報分析に Excelを活用していたため、多くの時間と

ついてジェイリース 経営企画課 主任 櫻井 勇志氏は次の通りに説明します。

手間を要していた。

● 情報抽出をシステム部門に依頼しなければならず、現

場の担当者が欲しいデータを自由に参照することがで
きなかった。

「例えば、契約者のタイプによる代位弁済の発生率を調べる分析を行っていますが、
以前の分析環境ではシステム部門に依頼したデータを入手するまでにかなりの時間
がかかります。さらにそれを基に分析するのですが、Excelを使っていたのでそこでも

【ソリューション】
● BIツールとしてIBM

を導入。

多くの時間が必要になります。本来であれば、代位弁済の発生予測を即時に立てた

Cognos Business Intelligence

いところですが、このように一つ一つの分析に時間がかかってしまっては、それも不可
能になってしまいます。しかも、現場部門、システム部門の双方で大きな手間を要する

●デ
 ータベースとリアルタイム連携させることで情報分

析環境を効率化。

ので、この点も大きな課題になっていました」

【メリット】

データベースと連携してリアルタイムでの分析が可能なCognos
BI を採用

●シ
 ステム部門、現場の分析スタッフ双方の手間を大幅

に削減。
● リアルタイムでの情報把握を実現。

●自
 在に条件を変えるなど、多角的な情報活用が可能に
なった。

情報分析の課題解決に向けて、ジェイリースでは BIツール導入の検討を開始。数種
類の製品を比較検討した結果、Cognos BI の導入を決定しました。
「各製品を実際にテストしながら検討しましたが、Cognos BI の処理スピードが速いこ
とに着目しました。また既存の基幹システムのデータベースと連携させ、リアルタイムで
の分析が可能であることも大きなポイントでした。比較したほかの製品はバッチ処理が
基本となっていましたので、リアルタイムで分析できる製品は Cognos BI だけでした。
さらには将来的に予測分析ソフトウェアであるIBM SPSS（以下、SPSS）製品の導
入を視野に入れた場合、その親和性という観点からもCognos BI が優位であると評
価しました。もちろん操作性に優れ、分析に不慣れなスタッフでもすぐに使い始めるこ
とができる点も魅力的です」（徳重氏）。
Cognos BI はレポート、ダッシュボード、非定型分析などの豊富な機能を提供するBI
ツールで、ノンプログラミングでレポートやダッシュボードを容易に作成でき、経験の浅
いユーザーでもすぐに使いこなすことが可能です。
こうして 2015 年 6 月に Cognos BI の採用が決定し、翌月下旬からシステム開発・構
築の作業が開始されました。開発・構築は IBM のビジネス・パートナーである株式会
社ジール（以下、
ジール）が担当。同年 8 月上旬までにデータベースとの連携を含めた
システム環境の構築が完了しました。
「ジェイリースでは本格的な BI
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作成を開始。最初はジールが見
本として幾つかのテンプレートを
作成した後、その手法を見習っ
て残りは社内のシステム部門の
スタッフが作成しています。

“Cognos BI の処理スピードが速いこと
に着目したほか、既存の基幹システムの
データベースと連携させ、リアルタイムで
の分析が可能であることも大きなポイント
でした。”

リアルタイムでさまざまな角度から自在に分析することでビジ
ネスへのスピーディーな活用を実現
同年 10 月にはある程度のテンプレートがそろったため、実際の現場での活用が開始
されました。
「定型レポートなど、Excel で作業しても比較的問題の少ない分析については、現時
点でも従来通りの手法で分析していますが、将来的にはすべて Cognos BI に移行
する予定です。テンプレートの作成は条件を変えながら柔軟に分析するタイプのもの
を優先して進めていますが、10 月の時点で一定のテンプレートが完成したので、現場
での活用を開始しました」（徳重氏）。
実際に Cognos BIを使い始めて、その操作性に感心したと櫻井氏は言います。
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“ 現在はテンプレートの作成作業が続いて
いますが、それが完成すれば、情報分
析に関するシステム部門の手間は大きく
削減されるでしょう。”

「インターフェースが分かりやすく、説明もしっかりと提示されるので、『これは簡単に
使いこなすことができる』という第一印象を抱きました。ツールバーが整備されている
ので、初めて触ったときでもある程度の操作法は推測できました」
この時点では、保証料売り上げに関する分析、申し込み・審査に関する分析、代位
弁済に関する分析などのテンプレートがそろっていて、さまざまな部門において活用
が開始されています。ジェイリース 営業推進課 釜谷 紗緒理氏は実際の活用状況に
ついて次のように説明します。
「営業推進課では営業の実績に関する分析を中心に活用しています。
申し込み件数、
契約数について支店別、業者別、月別などの切り口で分析しますが、以前の Excel
を使っていたころは、必要なデータをシステム部門に依頼したつもりでも、自分が想像
していた通りのデータがもらえないというような問題がありました。Cognos BIを導入し
てからは自ら作業してリアルタイムでさまざまな項目を抽出することができるようになっ
たので、業務効率は格段に改善されました。例えば、東京本社のある業者の申し込
み件数を1 年間分抽出したいといった細かい条件に応じた情報を手軽に取り出すこ
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氏

“ インターフェースが分かりやすく、説明も

とができます。さらにその分析結果をExcel や PDFなどのファイルに見やすい形式で
出力し、分析を担当していない営業推進課の社員と共有することも可能なので、飛躍
的に利便性が向上したと思います。また基本となるテンプレートができていれば、条件
を変更したい場合でもその部分だけを操作するだけでデータの抽出が可能なので、
一から作り直す手間は必要ありません」
さまざまな角度から情報を自在に分析できるようになったため、作業効率の向上だけ
ではなく、分析結果のビジネスへの有効活用という側面でも大きな成果が期待でき

しっかりと提示されるので、『これは簡単

ます。

に使いこなすことができる』という第一印

「例えば、ある商品プランが好評であれば、それを申し込んだ方の年齢について傾向

象を抱きました。”

を調べ、その結果を営業活動に反映するという取り組みを実践することが可能になり
ました。またスタッフからデータ抽出の依頼があった場合、システム部門に頼らずに自
分で取り出して分析することができるので、支店の会議に資料を素早く提出するなど、
ビジネスへの迅速な活用が実現しています」（釜谷氏）。
櫻井氏は、これまで勘に頼ってきた部分を数値的に検証できるようになったメリットにつ
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いて強調します。
「支店別にさまざまな傾向があり、それは以前から分かっていたのですが、それがど
のような要因によるものなのかとなると、勘に頼って推測することしかできませんでした。
今では Cognos BIを活用することでその推測を検証して、裏付けを確認することが
できるようになりました」

SPSSを導入し、審査におけるスコアリングに応用することも検討
今後はテンプレートの整備を進め 2016 年 3 月までには一通りのものを完成させること
を目指しています。
「現在はテンプレートの作成作業が続いていますが、それが完成すれば、情報分析

“ 支店の会議に資料を素早く提出するな

に関するシステム部門の手間は大きく削減されるでしょう。現場サイドのスタッフが自由
に分析を行うことができるようになるので、Cognos BI に連携させるデータベース項目

ど、ビジネスへの迅速な活用が実現して

の追加依頼に対応する程度の作業で済むでしょう」（中野氏）。

います。”

現在作成しているテンプレートには、支店長が自ら数字を取り出すことができるツール
も含まれています。これが完成すれば、収益向上に直接つながる経営数字を支店長
が自由に参照できるようになります。
また徳重氏は Cognos BI の活用範囲をさらに広げていきたいと言います。
「今後は営業的な数値分析だけではなく、例えば残業分析にも活用するなど、さまざ
まな部門で Cognos BIを活用していきたいと考えています。また SPSS 製品を導入し、
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審査におけるスコアリングに応用することも前向きに検討したいと考えています。審査
については、厳しくしすぎると契約者がごく限られた方のみになってしまい、緩すぎると
代位弁済が発生した場合の回収率が低下してしまいます。そこで SPSS の統計解析
の手法により将来の予測を行えば、より適正な審査基準を見いだすことができると期
待しています」
最後に徳重氏は、同社のビジネス展望について語ります。
「今後さらに支店を増やしていくことを計画しています。その際、どこのエリアに設置す
るのかという判断にもCognos BI の分析結果を応用することができるでしょう。ジェイ

株式会社ジール
● 所在地
〒 141-0021
東京都品川区上大崎 2 丁目 13 番 17 号 目黒東急ビル 6 階
1991 年に設立された株式会社ジールは、ビジネス・インテ
リジェンス（BI）分野におけるインテグレーション・サービス
を軸にビジネスを拡大。2012 年には国内トップの連結決算
ソフトウェア事業から発展した株式会社アバントを持株会社
とするアバントグループに加わり、BI 技術を駆使しながら顧
客の「情報活用力」向上をサポートしています。

リースでは『私たちは、社会の安定と発展に貢献する責任を自覚し、公正かつ誠実
な企業活動を基盤とした創造的なサービスの提供を通して、全社員と私たちに関わ
る全ての人の幸せを追求します』という企業理念を掲げていますが、Cognos BI によ
る情報活用を推進することは、まさにこの理念を実践することにつながると思います。
今後もコンプライアンスを重視しながら、
この企業理念に沿った企業活動を継続してい
きたいと考えています」
ジェイリースは、多様な情報を有効に活用することで、さらなるビジネス成長を遂げて
いくでしょう。

製品、サービスなどの詳細については、弊社もしくは IBMビジネス・パートナーの営業担当
員にご相談ください。
IBM Cognos 製品についての詳細情報は下記の Web サイトでご覧ください。
ibm.com/software/jp/analytics/cognos/
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