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不透明な経済環境下、効率的、効果的な業務運営は銀行経営の重点課題である。
従来、銀行マーケティング部門は、その歴史的背景からマネジメントの必要性が薄く、
依然として多くの非効率性が温存されている。このような課題に対し、富士通総研
（FRI）では、マーケティング施策の①評価モデル構築、②評価指標（KPI）設定、③
結果評価/要因分析に取り組み、施策マネジメントの強化に向けたマーケティング施
策の評価手法を確立した。この評価手法では、FRI独自のコンサルティングノウハ
ウとシミュレーション技術を駆使することで、これまで技術面、データ収集面の制
約により明らかにできなかったマーケティング施策の真の効果を明らかにし、施策
費用の削減と効果的な施策立案につながる新たな知見を提供する。この手法を活用
したコンサルティングは、銀行マーケティング業務をはじめ、他業務/他業種への展
開も可能と考えられる。
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ま　え　が　き

昨年来のサブプライムローン問題に端を発した
金融市況の混乱や実体経済の急激な減速により、
2009年3月期の本邦銀行の業績は急速な悪化を見
せた。不透明な経済環境下、業績の急速な回復が見
込めない中で、銀行経営における効率的、効果的な
業務運営の要請は一層強まるものと考えられる。
このような要請は、マーケティング部門におい
ても例外ではない。これまでも、マーケティング
部門では人員や広告予算の削減等といったコスト
削減の努力がなされてきた。こうした努力にもか
かわらず、マーケティング部門には依然として多
くの非効率性が温存されているのが実態である。
このような問題に対応すべく、我々は、銀行に
おけるマーケティング施策のマネジメント強化に
向けた施策の評価手法を確立した。これは、FRI
において実績のあるマネジメント指標（KPI）構
築に関するコンサルティングノウハウと独自のシ
ミュレーション技術を銀行マーケティング分野に
応用したものである。
今回の取り組みは、マーケティング施策の実行
プロセスと財務成果の関係を定量的に評価し、以
て非効率なマーケティング費用の削減と効果的な
施策立案につながるマネジメント態勢を実現せん
とする画期的なものである。
今回確立した手法は、次の要素によって構成さ
れる。
・マーケティング施策評価モデルの構築
・マーケティング施策評価指標（KPI）の設定
・施策評価モデルおよび施策評価指標（KPI）に基
づく結果評価/要因分析
本稿では、マーケティング部門の効率的、効果
的な業務運営を企図するA社に対して実施したコン
サルティング事例を紹介しながら、手法の具体的
な内容について述べる。

課　題　認　識

（1）課題の背景
銀行業界にとって、マーケティングは比較的新
しい概念である。周知のとおり、我が国では戦後
長らく厳格な金利規制が敷かれ、規模拡大こそが

銀行業績を向上させるためのほぼ唯一の戦略で
あった。高度経済成長期からその後の安定成長期
にかけて、高い経済成長率と潤沢な資金需要とい
う順風を受け、銀行は規模拡大に邁進してきた。
このような環境の下、マーケティングの巧拙が銀
行業績に与える影響は小さく、正にマーケティン
グ不要の時代であったと言えよう。
しかし、このようなマーケティング不要の銀行
経営のあり方は、既に限界を迎えている。第一に、
金利完全自由化や所謂金融ビッグバン等の規制緩
和を通じて、銀行の戦略的な選択肢は大きく拡がっ
た。銀行は、自行のマーケティング戦略に基づいて、
商品、チャネル、顧客セグメント、価格、エリア
等のマーケティング要素を最適に組み合わせて、
マーケティング施策として推進することが求めら
れている。第二に、前章に述べたような不透明な
経済環境下、銀行経営における効率的、効果的な
業務運営の要請が日増しに高まっている。にもか
かわらず、マーケティング施策の企画・推進を行
うマーケティング部門では、旧態依然とした業務
運営に終始しており、マネジメント不在の、場当
たり的な対応が許容されているケースが数多く認
められる。
このような背景の下、銀行にとって、マーケティ
ング施策の効果を明確化し、マネジメントを強化
することは、喫緊の課題であると考えられる。
（2）従来の課題
銀行マーケティング部門においては、マーケティ
ング戦略としての数値目標を達成するためのマー
ケティング施策を策定し、これを実行している。
例えば「住宅ローン実行額」という数値目標に対し、
「住宅ローン金利優遇キャンペーン」等の施策を実
施している。
しかし、これら施策の効果については結果指標

（KGI）のみで把握されており、精緻なものではな
いのが実態である。施策評価に利用可能なデータ
の多くは収集、蓄積されておらず、施策評価のた
めのモデル構築、効果のシミュレーションを行う
ことが難しいのである。
例えば「住宅ローン金利優遇キャンペーン」の効
果は、単純に期間中の「住宅ローン実行額」で把握
されている。これでは、「金利優遇キャンペーン」
が上手くいったのか、それとも営業店のセールス
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が奏功したのか判断することができない。また、
「住宅ローン実行額」が振るわなかった場合、TV広
告が悪かったのか、優遇内容に魅力が無かったの
かといった要因の分析も行えない。
その結果、過去施策の蓄積が次に活かされず、
効果のない施策に費用をかける等、非効率性が生
じるおそれがある。
我々は、このような課題をA社だけに留まらない、
銀行マーケティングにおける共通の課題と認識し、
マーケティング施策のマネジメント強化に取り組
み、コンサルティングの手法として取りまとめた。
以下、A社に対して実施したコンサルティング事例
を紹介しながら、本取り組みおよび手法の具体的
な内容について詳述する。

具体的な手法

前章で述べたような課題に対応するため、我々
は次に示す3ステップでマーケティング施策のマネ
ジメント強化に取り組む。
（1）マーケティング施策評価モデルの構築
（2）マーケティング施策評価指標（KPI）の設定
（3）結果評価/要因分析の実施
次節以降、上記ステップごとに手法の具体的な
内容について述べる。なお、以後「マーケティング
施策評価指標」のことを単に「KPI」と記す。
（1）マーケティング施策評価モデルの構築
はじめに、マーケティング施策の効果を定量的
に把握できる施策評価モデルを構築する。施策評
価モデルとは、施策の実行プロセス（TV広告の出
稿回数、認知者数等）と財務成果（施策収益、費用等）
を、定量的かつロジカルな指標のつながりとして
表現したシミュレーションモデルのことを指す。
施策評価モデルを構築することで、これまでの
単純な結果指標では把握できない。
・広告投入によりどれだけ収益が獲得できたか？
・一体どれだけ広告を投入すればどれだけ収益が向
上するか？

・TV広告と雑誌広告ではどちらの方がより収益に
対する影響が大きいか？
等といった、施策の実行手段と財務成果の関係を
定量的に把握することが可能となる。この施策評
価モデルの構築は、後述するKPIの設定、結果評

価/要因分析の準備作業として必要不可欠なもので
ある。
しかし、施策の効果を定量的に把握できる施策
評価モデルを構築するには、次のような課題をク
リアする必要がある。
・施策評価モデルを記述する技術/ツール
・施策評価モデルに投入するデータ
●	 施策評価モデルを記述する技術/ツール
マーケティング施策の定量的な施策評価モデル
を構築するためには、定量的な関係を表現するた
めの技術/ツールが必要となる。この点について
は、FRIが独自に開発したシミュレーションツー
ルである「BMT」を活用し、課題の解決を図った。
BMTはビジネスの構造をインフルエンスダイアグ
ラム（因果関係図）としてロジカルかつ定量的に表
現し、ダイアグラムの各要素（例えば認知者数）に
実現値とその発生確率を設定することで、各要素
の変動が価値要素（例えば収益）にどれだけの影響
を与えるのかをシミュレーションすることができ
るツールである。我々は、このBMTを利用して、
マーケティング施策を定量的な施策評価モデルと
して構築することに成功した。
●	 施策評価モデルに投入するデータ
また、定量的な施策評価モデルを構造化できて
も、モデルの構成要素に入力するデータが存在し
なければ、マネジメントに活用できない。この点
についても今回モデル構築に利用したBMTは有効
である。

BMTはベイズ統計の考え方をベースとしてお
り、各要素に主観的な数値とその発生確率を設定
することが可能である。例えば、実際の「ポスター
広告の認知率」は分からないが「感覚的には“ポス
ター広告の認知率”が90％を超える確率は10％に
も満たない」といった表現で値を設定することが可
能である。このように値を設定可能なことで、実
データが存在していない項目についてもマーケ
ティング施策の収益への影響を測定することが可
能となった。このことは、利用可能なデータが限
定されることが少なくない銀行マーケティングの
分野において重要な意味を持つ。
（2）マーケティング施策評価指標（KPI）の設定
次に、財務成果に与える定量的な影響を評価し、

KPIを設定する。これは、施策評価モデルを活用
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した感度分析により実現できる。
我々は、KPI設定の観点として、前述の財務成
果に与える定量的な影響を含む、次の3点を考慮
する。このような観点で設定されたKPIに対して、
各観点の評価結果に応じた基本アクションを策定
し、KPIに基づいたマネジメントを実行性の高い
ものとする。
①財務成果に与える定量的な影響度
②実行手段を通じたコントロール可能性
③指標データの管理の容易性
一例として、外貨預金の販売推進キャンペーン
について考えてみる。
まず、感度分析結果に基づいて、マーケティン
グ施策の成果に与える影響度の大きさを評価し、
影響が大きい指標をKPIの候補として選定する
（①）。
しかし、いかに成果に与える影響が大きいとは
言え、「円・USドルレートの水準」をKPIとしても
為替水準をコントロールすることはできない。し
たがって、実行手段を通じたコントロール可能性
という観点を考慮する必要がある（②）。
また、感度分析によって「ポスター広告の認知率」
の影響が大きいという結果が出たとしても、仮に
そのデータが主観的に設定され、かつ収集もでき
ない場合には、KPIとして管理することができな
い。したがって、指標データの管理の容易性とい
う観点を考慮する必要がある（③）。
我々は、このような手法を用いて、財務成果に
影響の大きい、有効なKPIを設定することに成功
した。A社の事例でも、あるキャンペーンにおいて、

財務成果に最も影響を与えているKPIは来店に関
するものであり、中でも「来店回数」よりも「来店顧
客数」の影響が大きいことが分かった。このことか
ら、施策の効果を高めるには、いかに普段来店し
ない顧客を来店させるかに注力すべきであること
が推察される。
（3）結果評価/要因分析の実施
最後に、施策評価モデルに基づいて、マーケティ
ング施策の結果評価/要因分析を実施する。これは、
施策評価モデルを活用したリスクリターン分析に
より実現できる。
施策評価モデルに基づいた結果評価/要因分析に
は、次の3点の特徴がある。
①他セールス活動の実績を除いたマーケティング
施策単独の結果評価
②立案された施策内容の評価と施策の実行状況の
評価を区別した結果評価
③マーケティング施策の成功/失敗の要因の把握
前章で述べたように、これまでマーケティング
施策は、対象商品の成約数や成約額等といった結
果指標（KGI）でのみ把握されてきた。今回の取り
組みでは、施策の実行プロセスから財務成果をロ
ジカルかつ定量的に記述しているため、例えば、
TV広告による収益、雑誌広告による収益、営業店
セールスによる収益といったように、施策の収益
が実行されたプロセスごとに把握できる。つまり、
収益がマーケティング部門の実行した施策の効果
なのか、営業店でのセールスの効果なのかを区別
して把握できるようになるのだ。A社の事例におい
ても、あるキャンペーンの効果のうち、マーケティ
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ング部門が実施した広告による効果が、全体の約
40％程度であることが分かっている。
また、これまでマーケティング施策の結果評価
は、数値目標に対する達成/不達でしか判断できな
かった。これでは、仮に施策の実行後に数値目標
が達成されていたとしても、立案された施策内容が
良かったのか、その実行状況が良かったのかが判
断できない。マーケティング部門で立案された施策
内容の出来映えが優れなくとも、営業店がセールス
に尽力すれば数値目標は達成されるからである。
施策評価モデルのリスクリターン分析結果は、
施策の期待成果を「値」だけでなく、「確率分布」で
把握することができる。施策の期待成果を確率分
布で捉えると、立案された施策内容とその実行状
況について、それぞれ次に示す方法で評価を行う
ことが可能となる。
立案された施策内容：より高い確率でより高い
収益を獲得できる分布形
施策の実行状況：達成数値とその数値の実現確
率（難易度）

A社の事例でも、あるキャンペーンにおいて、施
策の実績は思わしくなかったが、施策内容自体が
悪かったわけではなく、「100年に1度」とも言われ
る金融市場の混乱に影響を受けた可能性が高いこ
とが分かる等、立案された施策内容とその実行状
況をそれぞれ評価することができている。
更に、設定したKPIの実績について、リスクリ
ターン分析の結果を参照して、どの程度乖離して
いるかを分析することで要因分析を行い、問題が
あるKPIに対して対策を講じることでより効果的
なマーケティング施策の立案につなげることがで
きる。

取り組みの成果と今後の課題

（1）取り組みの成果
今回のマーケティング施策のマネジメント強化
に向けた取り組みと手法は、業務の特質や技術面、
データ収集面の課題によって、これまで明らかに
することができなかったマーケティング施策の真
の効果を明らかにする画期的なものである。
銀行マーケティングの分野においては、効果把
握に利用可能なデータが限定されることが少なく

ない。我々は、ベイズ統計の考え方をベースとし
たツールを活用することにより、実データが存在
しない項目を含みながら、妥当な施策評価モデル
を構築することを可能とした。
また、施策評価モデルの構築によって、マーケ
ティング施策の実行プロセスと財務成果の関係を
定量的に評価し、財務成果に影響の大きいKPIや
様々な角度からの結果評価/要因分析結果等、これ
までの銀行のマーケティング手法においては得ら
れなかった数々の知見を獲得できた。このような
新たな知見は、非効率なマーケティング費用の削
減と効果的なマーケティング施策の立案につなが
るものとして、その価値は顧客であるA社からも高
く評価されている。
（2）今後の課題
今回の取り組みは、顧客であるA社でのパイロッ
ト運用を経てその実効性を評価し、今後の運用定
着化に向けた準備作業を行っている段階である。
今後、銀行においてこのような態勢を本格運用・
定着期へと移行させていくためには、次に示す課
題が残ると考える。
・時間や負荷を軽減するための、運用ルール/基準
整備

・役職員への普及を促すための、説明会の実施、マ
ニュアル整備

・FRI独自ツール（BMT）からの移行
これらの課題に対しては、今後の継続的な支援
を通じて段階的に解決を図ることで、施策評価モ
デルの構築からマーケティング業務運用への実装
までを手法として体系化し、A社をはじめとする銀
行のマーケティング業務のマネジメント強化によ
り一層の貢献をしていきたい。
また、今回確立した手法を発展的に拡充するこ
とにより、複数のマーケティング施策ポートフォ
リオの最適化や部門横断的に実行される施策の全
体最適化等、より高度かつ広範な意思決定を伴う
業務にも応用が可能である。このような手法とし
ての拡充・発展に向けた課題についても取り組ん
でいく所存である。

む　　す　　び

今回、マーケティング業務を対象とした手法と

コンサルタント論文集20091016.indb   85 2009/11/05   18:57:19



FRIコンサルティング最前線. Vol.2, （2010）86

業務改善（プロセス・イノベーション）

取り組み事例を紹介したが、本取り組みで用いる
手法を活用したコンサルティングは、特定業務/業
種に特化しない汎用的なものである。殊に、マー
ケティング業務と同様、業務の不確実性が高く、
再現性の少ない専門的な業務には、今回のような
アプローチが好適である。例えば、戦略的な意思
決定や大規模な投資判断が必要とされる業務等が
これに当たる。
営業店や事務部門といったルーティンな業務部
門と比較して、マーケティング部門をはじめとす
る専門的な業務部門は、本稿で紹介した事例と同
様の課題を抱えているのではないだろうか。この
ような部門の効率化やマネジメント強化は、多く
の銀行のお客様にとって未だ手付かずであり、今
後の改革領域であると考える。

FRIでは、このようなお客様の改革ニーズに応
えるべく、今後とも、独自のコンサルティングノ
ウハウとシミュレーション技術を駆使して、コン

サルティングサービスを提供していく所存である。
マーケティング部門をはじめとする専門的な業務
部門の効率的、効果的な業務運営の実現に、FRI
のコンサルティングをご活用いただければ幸甚で
ある。
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