
スを可視化することで、事業性評価に
おける行動計画の立案・融資審査の精
度を高めることが可能です」と語る。

　また今後、法個一体の個社別採算管
理を進めるとともに、個人のお客さま
の情報を「顧客軸」で統合・可視化し、
エリア毎や属性毎のきめ細やかな提案
を行うことで、個人のメイン化を推進
する機能を追加する方針だ。

　同行 営業統括部 主任調査役 萩原 大造
氏は、「当行に存在する膨大な法人・個
人のデータを統合し可視化すること
で、法人とのつながりを通して、その法
人に勤務する従業員の方々へもより幅
広いアプローチを行うことができるよ
うになります。営業現場の声を取り込
みながら当行におけるDynaTrekをさら
に成長させ、法個一体の個社別採算管
理を実現し、法人・個人双方のお客様
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客様に対し、より良い提案を行っ
ていきたいと考えています。

今後DynaTrekが、当行の営業戦
略や営業現場での行動計画の
PDCAを高速に回すエンジンの役
割を担ってくれることを期待し
ています。」
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■システム導入の背景

法個一体型営業の実現に向け
法人・個人それぞれに
発展してきたシステムを
融合する

　鹿児島銀行は、南九州地域を中心に
店舗展開する地方銀行大手だ。2015年
に策定した同行の第6次マスタープラ
ンでは、同行は「地域にとって“なくて
はならない”銀行」を目指すとし、特に
銀行の本質は借り手と貸し手を「つな
ぐ」点であることに着目。同行の経営資
源を駆使することで、地域に存在する
可能性を「つなぐ」ことで、地域との共
存共栄を実現していく考えを打ち出し
た。営業面においては、取引先企業とそ
の企業内個人（従業員）を一体として捉
え、包括的に営業活動を進める“法個一
体型営業”の強化を重要なテーマに掲げ
ている。

　鹿児島銀行 営業統括部 主任調査役 萩
原 大造氏は「当行では、積極的な営業活
動のもと、法人・個人それぞれのお客様
との幅広いリレーションを築いてきま
した。一方で更なる収益力の強化を目指
すにあたり、法人と、そこに勤務する企
業内個人（従業員）を一体として捉える
法個一体型営業の推進が必要不可欠と
考えています。

　これにより、例えば法人との取引関係
を活用することで、そこに勤務する従業
員に対してもより包括的な営業活動を行
うことが可能となります。また法人に勤
務する従業員との取引を、勤務先の法人
の取引と一体で捉えることにより、法人
に対してより良い提案を行うこともでき
ます。このような法人向け営業と個人向
け営業を融合した戦略の実現には、CRM
やKeyMan（融資支援システム）、MCIFや
収益管理など複数のデータソースに散在
する情報を一体として可視化するシステ
ムの構築が、必要不可欠でした」と語る。

鹿児島銀行DynaTrek 開発・運用チームメンバー
左より 牧山 高明氏、重信 隆広氏、濵田 豪氏、西俣 泰研氏、萩原 大造氏

に対し、より良い提案を行っていきた
いと考えています。

　今後DynaTrekが、本部の営業戦略や
営業現場での行動計画のPDCAを高速
に回すエンジンの役割を担ってくれる
ことをことを期待しています」と語る。



価にとりこみ、営業店の動きにつなげる
のかを検討し、システムが稼働したあと
にPDCAサイクルが回ることを最も重要
なポイントとして検討をすすめた。

　実際に同行のサーバーにDynaTrek を
インストールし、開発に取りかかったの
は同年12月だ。

　同行 営業統括部 副調査役 重信 隆広氏
は、「今回のプロジェクトは、まったく新
たな業務要件を実現させるためのもの
でした。そのため、システム構築前に仕様
を定義しておくことが難しく、DynaTrek
の『画面のプロトタイプを作りながら、
その都度やりたいことを追加していく』
という特長が、作業の効率化に大きく役
立ちました。そのため、小さく始める機
能を、継続的なトライ＆エラーを繰り返
しながら追加・改修していく方針としま
した。本当に必要な機能や利用者に見せ
るべき情報を絞り込み実装できたこと
が、開発着手から約4ヶ月で稼働にこぎ
着けられたポイントです」と語る。

　また、DynaTrekは各種システムをリア
ルタイムに統合する「仮想データベース」
機能に優れるが、法・個の関係性の紐づ
けなどは非常に複雑な集計を伴う検索
が多いため、複雑かつ速度が求められる

■システム導入

DynaTrekにて連日
実際にユーザーが触れる
画面のプロトタイプを作成し
検討を重ねる

　鹿児島銀行では、こうした課題を解決
するため、営業に関連する複数のデータ
ソースの関係を定義して仮想的に統合
し、行内横断的な情報活用を支える仕組
みが必要と判断した。自社内でのシステ
ム開発のほか、複数のパッケージ製品の
比較・検討が始まった。

　同行 営業統括部 調査役 濵田 豪氏は、
「DynaTrek は、すでに地方銀行での導入
事例も豊富にあったことから、当行でも
先行導入行への視察を含む調査を行い
ました。その結果、DynaTrekには法人・
個人に分かれた膨大なデータを融合さ
せる機能があり、また全営業店の行員が
視覚的に利用できる仕組みであること
がわかりました。DynaTrekを通して、わ
れわれが課題を解決していく道筋を具
体的にイメージすることができたので
す」と話す。

　要件定義は、2015年6月にスタート。
要件定義は、システムありきではなく、
“法個一体型営業”をどのように業績評

検索についてはDynaTrekの「データベー
ス出力機能」を活用し、データマートを
作成した。一般にデータマートを構築す
ると、開発中の仕様変更への対応は困難
になるが、DynaTrekはツール設定のみで
細かな仕様変更にその場で対処するこ
とができる。このため、2016年4月のカッ
トオーバーまでの4ヶ月間、営業統括部
とシステム部、そしてダイナトレックの
間で「どのような項目を営業店に提供す
べきか」といった議論を妥協なく煮詰め
ながら、データ品質が確保され、運用安
定性が高い全営業店向けのオンライン
システムをつくることができた。

　同行 システム部 牧山 高明氏は「この
プロジェクトでは、営業統括部とシステ
ム部、そしてダイナトレックがうまく連
携して進めることができました。システ
ム部も法人と個人の紐づけデータを作
成する面でDynaTrekを活用し、またダ
イナトレックはグラフなどを用いた
データの『見せ方』などの面で、様々な
提案をしてくれました」と話す。

　また同行 KeyMan共同化推進室 西俣 
泰研氏は「KeyMan（融資支援システム）
では法人営業推進に関する様々な情報
を格納していますが、今回のプロジェク
トで、個人データをはじめとした他の行
内の膨大な情報と紐づけることが可能
となりました。今後、KeyManで蓄積し
てきた情報を、さらに有効に活用してい
きたいと考えています」と語る。

■プロジェクトの成果

法個一体型営業の
推進のための土台が整う

　本稼働は、2016年4月。システムは全
営業店に公開され、Webブラウザ経由
でDynaTrek にアクセスし、“法個一体”
の営業活動に必要な情報を取得できる
ようになった。DynaTrekにアクセスす
れば、法人融資においては先数のトレ
ンド・将来見込み・法人毎の明細を、ま
た法人取引基盤項目（給与振込、でんさ
い、自行クレジットカード発行など主

要サービス項目）においては各項目の
件数と増加数／減少数のトレンド・そ
れらの法人／従業員別の明細を、さら
に融資と法人取引基盤項目双方のクロ
スセル状況を把握することができる。

　これらを通して、例えばある法人取
引先において、同行での融資を受ける
一方で従業員への給与振込を行ってい
ない先があれば、行員はこの取引先に
対して給与振込を含む営業活動を行
い、新たな収益を獲得することができ
る。またこれらの活動は業績評価（目標
管理）項目にも含まれており、行員は
DynaTrekを通して自らの目標の達成状
況をチェックする。支店長などの管理
者層は、DynaTrekを通して自らの営業
施策とその結果を時系列で把握するこ
とで営業活動のPDCAに活かせるほか、
将来の営業活動の計画を立てることも
できる。

　同行 営業統括部 主任調査役 萩原 大造
氏は、「設備投資や運転資金など、資金
需要の多い法人顧客は、取引が密にな

り、営業訪問頻度も増えます。ただ、そ
の会社の従業員の多くが、当行を給与振
込先に指定していなければ、それに対す
る新たな営業を行うことができます。一
方、借入資金の需要が少ない法人顧客で
も、多くの従業員は当行の住宅ローンを
組んでくれているかもしれません。こう
した実態をつかめれば、おのずと営業の
やり方は変わってきます」と話す。

■今後の展開

PDCAサイクルを
高速に回すエンジンとして

　同行では、取引先企業の事業内容や成
長可能性などを評価し融資を行う、事業
性評価の領域でもDynaTrekを活用して
いる。同行 営業統括部 調査役 濵田 豪氏
は、「当行では、各行員の事業性評価へ
の取り組み・行動履歴をKeyManから
抽出し、DynaTrek上でモニタリングで
きる仕組みを構築しました。これによ
り、本部では、支店の営業行員に対し、
リアルタイムで適切なサポートを行え
ます。また、事業性評価の一連のプロセ

総合取引推進システムに求められる業務要件

法個一体型営業による総合取引推進の強化

法人・個人部門一体となったワンストップ営業の強化
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価にとりこみ、営業店の動きにつなげる
のかを検討し、システムが稼働したあと
にPDCAサイクルが回ることを最も重要
なポイントとして検討をすすめた。

　実際に同行のサーバーにDynaTrek を
インストールし、開発に取りかかったの
は同年12月だ。

　同行 営業統括部 副調査役 重信 隆広氏
は、「今回のプロジェクトは、まったく新
たな業務要件を実現させるためのもの
でした。そのため、システム構築前に仕様
を定義しておくことが難しく、DynaTrek
の『画面のプロトタイプを作りながら、
その都度やりたいことを追加していく』
という特長が、作業の効率化に大きく役
立ちました。そのため、小さく始める機
能を、継続的なトライ＆エラーを繰り返
しながら追加・改修していく方針としま
した。本当に必要な機能や利用者に見せ
るべき情報を絞り込み実装できたこと
が、開発着手から約4ヶ月で稼働にこぎ
着けられたポイントです」と語る。

　また、DynaTrekは各種システムをリア
ルタイムに統合する「仮想データベース」
機能に優れるが、法・個の関係性の紐づ
けなどは非常に複雑な集計を伴う検索
が多いため、複雑かつ速度が求められる
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実際にユーザーが触れる
画面のプロトタイプを作成し
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　鹿児島銀行では、こうした課題を解決
するため、営業に関連する複数のデータ
ソースの関係を定義して仮想的に統合
し、行内横断的な情報活用を支える仕組
みが必要と判断した。自社内でのシステ
ム開発のほか、複数のパッケージ製品の
比較・検討が始まった。

　同行 営業統括部 調査役 濵田 豪氏は、
「DynaTrek は、すでに地方銀行での導入
事例も豊富にあったことから、当行でも
先行導入行への視察を含む調査を行い
ました。その結果、DynaTrekには法人・
個人に分かれた膨大なデータを融合さ
せる機能があり、また全営業店の行員が
視覚的に利用できる仕組みであること
がわかりました。DynaTrekを通して、わ
れわれが課題を解決していく道筋を具
体的にイメージすることができたので
す」と話す。

　要件定義は、2015年6月にスタート。
要件定義は、システムありきではなく、
“法個一体型営業”をどのように業績評
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とができる。このため、2016年4月のカッ
トオーバーまでの4ヶ月間、営業統括部
とシステム部、そしてダイナトレックの
間で「どのような項目を営業店に提供す
べきか」といった議論を妥協なく煮詰め
ながら、データ品質が確保され、運用安
定性が高い全営業店向けのオンライン
システムをつくることができた。

　同行 システム部 牧山 高明氏は「この
プロジェクトでは、営業統括部とシステ
ム部、そしてダイナトレックがうまく連
携して進めることができました。システ
ム部も法人と個人の紐づけデータを作
成する面でDynaTrekを活用し、またダ
イナトレックはグラフなどを用いた
データの『見せ方』などの面で、様々な
提案をしてくれました」と話す。

　また同行 KeyMan共同化推進室 西俣 
泰研氏は「KeyMan（融資支援システム）
では法人営業推進に関する様々な情報
を格納していますが、今回のプロジェク
トで、個人データをはじめとした他の行
内の膨大な情報と紐づけることが可能
となりました。今後、KeyManで蓄積し
てきた情報を、さらに有効に活用してい
きたいと考えています」と語る。

■プロジェクトの成果

法個一体型営業の
推進のための土台が整う

　本稼働は、2016年4月。システムは全
営業店に公開され、Webブラウザ経由
でDynaTrek にアクセスし、“法個一体”
の営業活動に必要な情報を取得できる
ようになった。DynaTrekにアクセスす
れば、法人融資においては先数のトレ
ンド・将来見込み・法人毎の明細を、ま
た法人取引基盤項目（給与振込、でんさ
い、自行クレジットカード発行など主

要サービス項目）においては各項目の
件数と増加数／減少数のトレンド・そ
れらの法人／従業員別の明細を、さら
に融資と法人取引基盤項目双方のクロ
スセル状況を把握することができる。

　これらを通して、例えばある法人取
引先において、同行での融資を受ける
一方で従業員への給与振込を行ってい
ない先があれば、行員はこの取引先に
対して給与振込を含む営業活動を行
い、新たな収益を獲得することができ
る。またこれらの活動は業績評価（目標
管理）項目にも含まれており、行員は
DynaTrekを通して自らの目標の達成状
況をチェックする。支店長などの管理
者層は、DynaTrekを通して自らの営業
施策とその結果を時系列で把握するこ
とで営業活動のPDCAに活かせるほか、
将来の営業活動の計画を立てることも
できる。

　同行 営業統括部 主任調査役 萩原 大造
氏は、「設備投資や運転資金など、資金
需要の多い法人顧客は、取引が密にな

り、営業訪問頻度も増えます。ただ、そ
の会社の従業員の多くが、当行を給与振
込先に指定していなければ、それに対す
る新たな営業を行うことができます。一
方、借入資金の需要が少ない法人顧客で
も、多くの従業員は当行の住宅ローンを
組んでくれているかもしれません。こう
した実態をつかめれば、おのずと営業の
やり方は変わってきます」と話す。

■今後の展開

PDCAサイクルを
高速に回すエンジンとして

　同行では、取引先企業の事業内容や成
長可能性などを評価し融資を行う、事業
性評価の領域でもDynaTrekを活用して
いる。同行 営業統括部 調査役 濵田 豪氏
は、「当行では、各行員の事業性評価へ
の取り組み・行動履歴をKeyManから
抽出し、DynaTrek上でモニタリングで
きる仕組みを構築しました。これによ
り、本部では、支店の営業行員に対し、
リアルタイムで適切なサポートを行え
ます。また、事業性評価の一連のプロセ

総合取引推進システムに求められる業務要件

法個一体型営業による総合取引推進の強化

法人・個人部門一体となったワンストップ営業の強化

法個一体での個社別採算管理の実現

法個
一体
管理

取引先企業と
企業内個人の
紐付け

企業内個人

収益情報

預金情報

貸出金情報

預かり資産

収益情報

預金情報

貸出金情報

預かり資産

個人顧客

個人

収益情報

預金情報

貸出金情報

基盤項目
（給振、FB、でんさい等）

法人・地方公共団体

④企業内個人を含めた
個社別採算管理

⑤個人メイン化
　　対象先の可視化

①企業内個人の精緻化
　為替給与振込実績
（他行発信分含む）
による紐付け

②法人メイン化推進強化を図るため、
　分散する基盤取引情報の集約・可視化
③営業店における純増管理の効率化を図るため、
　基盤取引稼動情報を時系列で表示

鹿児島銀行 営業統括部 主任調査役
萩原 大造氏

鹿児島銀行 営業統括部 調査役
濵田 豪氏

鹿児島銀行 営業統括部 副調査役
重信 隆広氏
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総合取引推進システムの全体概要

データ統合検索ツールでデータを集約・統合

業務支援

・手管理の計数
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法人・企業内個人
推進リスト

13種類のリストを
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時系列比較
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法人基盤取引推移

現状分析
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法人基盤取引

法人総合取引

総合取引推進データベース

総合取引推進システム

事業性評価
診断カルテ

事業性評価

アプローチ集計

勘定系（ホスト）

テーブル構築・設計、データロードは
DynaTrek機能で実装

データソースを透過的に
可視化する機能も提供

メニュー画面
（銀行にて構築）



スを可視化することで、事業性評価に
おける行動計画の立案・融資審査の精
度を高めることが可能です」と語る。

　また今後、法個一体の個社別採算管
理を進めるとともに、個人のお客さま
の情報を「顧客軸」で統合・可視化し、
エリア毎や属性毎のきめ細やかな提案
を行うことで、個人のメイン化を推進
する機能を追加する方針だ。

　同行 営業統括部 主任調査役 萩原 大造
氏は、「当行に存在する膨大な法人・個
人のデータを統合し可視化すること
で、法人とのつながりを通して、その法
人に勤務する従業員の方々へもより幅
広いアプローチを行うことができるよ
うになります。営業現場の声を取り込
みながら当行におけるDynaTrekをさら
に成長させ、法個一体の個社別採算管
理を実現し、法人・個人双方のお客様

株式会社ダイナトレック
http://www.dynatrek.co.jp/
〒100-0011東京都 千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテルタワー
TEL : 03-3539-1561 FAX : 03-3539-1562

DynaTrek を用いて「法個一体型営業」を
推進するシステムを構築

取引先法人と企業内個人（従業員）を一体とした取引状況を可視化
法人・個人向け営業情報など、複数のデータソースに

分けて格納されたデータをDynaTrek にて統合

Case Study

社名：
株式会社鹿児島銀行

会社概要：
鹿児島銀行は、「地域貢献」「顧客志
向」「健全経営」「企業活力」を企業
理念に掲げ、南九州を中心に営業展
開する地方銀行大手。2015年10月
には、株式会社肥後銀行と共同株式
移転により「株式会社九州フィナン
シャルグループ」を設立。 「お客様
にとって九州トップの総合金融グ
ループ」を目指し、広域化した新た
な地域密着型ビジネスモデルの創
造に取り組んでいる。

U R L：
http://www.kagin.co.jp/

所在地：
鹿児島県鹿児島市金生町6番6号

「営業現場の声を取り込みながら
当行におけるDynaTrekをさらに
成長させ、法個一体の個社別採算
管理を実現し、法人・個人双方のお
客様に対し、より良い提案を行っ
ていきたいと考えています。

今後DynaTrekが、当行の営業戦
略や営業現場での行動計画の
PDCAを高速に回すエンジンの役
割を担ってくれることを期待し
ています。」
鹿児島銀行 営業統括部 主任調査役

萩原 大造氏

株式会社鹿児島銀行
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http://www.dynatrek.co.jp/

■システム導入の背景

法個一体型営業の実現に向け
法人・個人それぞれに
発展してきたシステムを
融合する

　鹿児島銀行は、南九州地域を中心に
店舗展開する地方銀行大手だ。2015年
に策定した同行の第6次マスタープラ
ンでは、同行は「地域にとって“なくて
はならない”銀行」を目指すとし、特に
銀行の本質は借り手と貸し手を「つな
ぐ」点であることに着目。同行の経営資
源を駆使することで、地域に存在する
可能性を「つなぐ」ことで、地域との共
存共栄を実現していく考えを打ち出し
た。営業面においては、取引先企業とそ
の企業内個人（従業員）を一体として捉
え、包括的に営業活動を進める“法個一
体型営業”の強化を重要なテーマに掲げ
ている。

　鹿児島銀行 営業統括部 主任調査役 萩
原 大造氏は「当行では、積極的な営業活
動のもと、法人・個人それぞれのお客様
との幅広いリレーションを築いてきま
した。一方で更なる収益力の強化を目指
すにあたり、法人と、そこに勤務する企
業内個人（従業員）を一体として捉える
法個一体型営業の推進が必要不可欠と
考えています。

　これにより、例えば法人との取引関係
を活用することで、そこに勤務する従業
員に対してもより包括的な営業活動を行
うことが可能となります。また法人に勤
務する従業員との取引を、勤務先の法人
の取引と一体で捉えることにより、法人
に対してより良い提案を行うこともでき
ます。このような法人向け営業と個人向
け営業を融合した戦略の実現には、CRM
やKeyMan（融資支援システム）、MCIFや
収益管理など複数のデータソースに散在
する情報を一体として可視化するシステ
ムの構築が、必要不可欠でした」と語る。

鹿児島銀行DynaTrek 開発・運用チームメンバー
左より 牧山 高明氏、重信 隆広氏、濵田 豪氏、西俣 泰研氏、萩原 大造氏

に対し、より良い提案を行っていきた
いと考えています。

　今後DynaTrekが、本部の営業戦略や
営業現場での行動計画のPDCAを高速
に回すエンジンの役割を担ってくれる
ことをことを期待しています」と語る。


