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まとめ
課題
Renew Insurance 社は、旧来のホストデータと
フロントエンドのデスクトップアプリケーションを
統合し、反復の多い管理タスクに費やす時間を
削減する必要に迫られていました。

ソリューション
Attachmate Reﬂection for UNIX and
OpenVMS 端末エミュレーション

成果
s ユーザの生産性が向上
s 保険証書の処理効率が向上
s 正確性が大幅に向上

Renew Insurance 社は、住宅、自動車、バン、オートバイに対する高品質低価格
保険を専門とする企業です。サフォーク州ニューマーケットを本拠地とする同社は、
経験豊かな保険外交員を多数擁し、広範囲の保険証券を提供しています。また、
主要サービスプロバイダを通じて、多様な金融商品も販売しています。従業員は
70 人を数え、60,000 を超える顧客の要求に応えています。2009 年 6 月に
Renew Insurance 社は、Hastings Direct 社に買収されました。Hastings Direct
社は英国を本拠とし、顧客数 40 万以上の保険会社です。
Renew Insurance 社も例に漏れず、顧客のニーズに迅速かつ正確に対応できる
ように、毎日大量のデータの処理に追われていました。具体的に言うと、従業員が
日常の管理タスクに費やす時間を短縮したいと考えていました。また、旧来のデー
タアクセスとレポート生成の迅速化を望んでいました。
このような目的の実現のため、Renew Insurance 社は、同社の重要な IT システ
ムとフロントエンドデスクトップアプリケーションをシームレスに統合する、端末
エミュレーションのソリューションを探していました。

Reﬂection ソフトウェア : 最適のソリューション
同社の核となる IT システムは、Renew Insurance 社のシステムディレクターであ
るデレク・ロバーツ氏が率いる 3 人のチームでサポートしています。チームの任務
は、システムが最高の効率で稼動し、問題を迅速に処理することによってビジネス
への悪影響を最小限にとどめることです。

Renew Insurance 社 は、保 険ソフトウェアプロバイダ で ある Cheshire Data
Systems Ltd. 社 (www.cdl.co.uk) のソフトウェアをベースにビジネスを構築しま
した。Cheshire Data Systems Ltd. 社の「クラシック」なシステムは、長い歴史を
もつ端末ベースのシステムです。ロバーツ氏の目的は、この核となるセールスプ
ラットフォームと問題なく統合し、そのプロセスにおいてユーザの生産性を向上さ
せる端 末 エミュレーションシステムを見つけることでした。ロバ ーツ 氏 は、
Reﬂection® for UNIX and OpenVMS 2008 に、探し求めていた以上のものを
発見しました。
Reﬂection for UNIX and OpenVMS ソフトウェアは、さまざまな操作環境に対応
し、複雑な IT の管理に必要な柔軟性を提供します。この次世代端末エミュレータ
は、Windows 7、Windows Vista、多様なセキュリティアーキテクチャ、仮想化技術
に対応します。Microsoft .NET をベースに開発され、VBA と統合されている
ため、Reﬁlection は自由にカスタマイズできます。
「これまでいくつかの端末ソリューションを使ってきましたが、Reﬂection 製品と
違ってどれもが柔軟性に欠け、プログラミングも簡単ではありませんでした」 と

ロバーツ氏は述べています。
「我々の業務には、
保険証書の確認、1 日の終業前のレポート生成な
ど、たくさんの繰り返し作業があり、人材の多くがそ
れに費やされています。Reﬂection を導入すること
によって、このようなプロセスを迅速かつ容易に
自動化し、スタッフの生産性とデータ入力の正確
性を向上させることができました」。

顧客のための時間を拡大
ロバーツ氏によると、繰り返しの多いタスクの自動
化に必要なスクリプトの設定が、驚くほど速く簡単
にできました。Reﬂection では、動作の完了に必要
なキー操作を複製することによって、スクリプトを
構築します。
「Reﬂection では、時間のかかる動作を
すばやく正確に終えることができます。従業員は、
戦略タスクやビジネス開発により多くの時間を割く
ことができるようになりました」。

Reﬂection のスクリプト機能により、以下の 3 つの
主要業務が簡略化されました。
s 保険証券の処理
以前は 2 人のフルタイムの従業員が、保険証
書を確認する前に、手作業で顧客の財務記録を
チェックしていました。現 在で は、このような
確認を Reﬂection で行っています。Reﬂection
は画面に表示された内容を読み取り、論理的な
判断を下し、それに応じた対応ができます。たと
えば、保険証書の発行処理を伴う処理で、ダイア
リー画面にナビゲートされるプロセスを例に挙げ
ます。スクリプトは、画面をスキャンし、ダイアリー
の入力日付と操作日付を調べ、日記が閉じられ
ていたか ( その場合は保険証書が処理される )、
まだ開いていたか ( その場合は、記録にまだ何
か懸案事項があるので、さらなる操作のために
その案件にフラグが立てられる ) どうかを確認
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します。矛盾がある ( スクリプトと一致しないものがある ) 場合は、それが強調
表示され、解明のために口座処理担当者の一人に転送されます。その結果、
Renew の従業員の 1 人あたりの保険証書処理可能件数が業界平均を上回る
ようになりました。処理効率が 20% 以上向上したことになります。

s キャッシュシートや財務サマリーなどの毎日のレポート作成
これまで従業員は日々のレポート作成に貴重な時間を費やさなければなりま
せんでした。今では、営業時間の終了後に Reﬂection でスクリプトをバックグ
ラウンドで実行することによってレポートを作成し、さらにそれをフォルダに保存
するので、次の日の朝にはそれを解析する準備が整っています。スクリプトに
よって、外部のサプライヤー用に一定のフォーマットでサマリーレポートを作成
することもできます。
s 月例目録レポートの作成
以前は保険引受リスクと徴収された保険料の月例目録レポートを手作業で作成
する必要がありました。これは、ヒューマンエラーの発生の危険性が非常に
高い、単調な作業でした。今では、Reﬂection のスクリプトを使用して、何日ど
ころかほんの数時間でこのようなレポートを作成することができます。
ロバーツ氏によると、Renew Insurance 社は競合他社より少ない人数で業務を
遂行できるようになったということです。
「つまり、従業員は以前より顧客への対応
に一層専念できるようになりました」。

「支社」 間の相違
Renew Insurance 社は、いくつかの銘柄を所有しており、それぞれに別個のデー
タセットがあるため、それらを別々に分けて維持する必要があります。Renew
Insurance 社は、オペレータが必要に応じて選択しログインするという、支社ごと
に異なるシステムをセットアップする方式をとってきました
問題は、銘柄が異なってもメニュー画面は同じで、オペレータがどの銘柄の
メニュー画面なのか見分けるのが難しいことでした。オペレータが間違った領域で
クライアントを探すことで時間を無駄にしないように、Renew Insurance 社は
Reﬂection を使用して、オペレータ画面をカラーコード化しました。この新しい
システムによってナビゲーションが単純化され、オペレータの作業の精度が向上し
ました。

Attachmate について
Attachmate は、端 末 エミュレータ、アプリケー
ション統合、安全な通信のための高度なソフトウェ
アを提供しています。当社の NetIQ 事業では、
IT プロセスを自動化し、分散 IT のパフォーマン
ス、セキュリティ、コンプライアンスを管理するため
のソリューションを提供しています。当社の技術を
利用して、世界中の 65,000 社以上のお客様が、
新しく有意義な手法で IT 資産を活用しています。
www.attachmate.jp
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また、Reﬂection を使用して、支社間の切り
替えプロセスを自動化しました。今では、オペ
レータは支社の間で切り替えるたびに詳細な
ログを再入力する必要がなくなり、マウスクリッ
クだけで済みます。その結果、生産性が大幅に
向上しました。
もともと、ソースコードの記録はエラーが発生
しやすい領域です。オペレータが電話からの
情報を無視してしまったり、簡単に価格の提示
に進めるコードを入力したりしがちだからで
す。Renew Insurance 社は Reﬂection を使用
してマクロを開発し、このプロセスを自動化しま
した。マクロによって、電話システムから供給さ
れた情報を使用して、正確なソースコードが
自動で確実に入力されます。しかも、オペレー
タはプロセスが完了するまで修正作業に煩わ
されることがありません。
このプロセスを自動化することによって、入力
データの精度が高まりました。さらに、キャプ
チャされたデータの信頼性が増し、結果に基づ
いてマーケティングの予算をより効果的に適用
できるようになりました。

Reﬂection でさらなる前進
Renew Insurance 社の業績は引き続き成長し
ているため、同社は今後も Reﬂection ソフト
ウェアを使 用し続け、同 社 の IT プロセスの
合理化を図ることにしています。ロバーツ氏に
よると、
「Hastings Direct 社が当社を買収し
た理由のひとつが、IT の効率のよさでした。
現在は、Refection ソリューションをコールセン
ター全体に展開することをめざしています。そ
うすれば、コールセンター全体の効率を、私た
ちが達成したのと同じレベルまで引き上げるこ
とができるでしょう」。
また、Renew Insurance 社は現在、Reﬂection
を使 用して電 話システムにリンクする .Net
ベースのアプリケーションを開発しています。
これが実現すれば、顧客への接続が確立され
ると、顧客情報とキャンペーン情報が画面に
表示されるようになり、スタッフの作業効率がよ
り一層向上すると考えられます。
これからも Renew Insurance 社は、Reﬂection
の性能と信頼性を使用してそれ以外の開発
手段を探っていくことができるでしょう。デレク・
ロバーツ氏は最後に 「これまで Reﬂection
製品は Renew Insurance 社の成功の鍵を握
る重要な要素でした。我々はその可能性がさら
に広がることを期待しています」としめくくりま
した。
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