
今日の平均的な消費者は、10年前と比べて
5倍の広告を目にしています。デジタルネ
ットワークに接続している消費者の場合

は25倍近くになります。これらのメッセージは、
ウェブ、SMS、QRコード、ソーシャルメディア、
印刷物などの、さまざまなチャンネルから送られ
てきます。このような数多くのチャンネルを通じ
てタイミングよくコンテンツを配信することは、
出版事業者にとって非常に難しい課題です。情報
をパーソナライズして、それぞれの消費者に対し
てタイムリーで適切な内容になるようにすれば消
費者の反応は増えますが、課題も多くなります。

銀行部門は、このようなコミュニケーションにお
ける課題と無関係ではいられません。そのため、
BNP ParibasはQuarkのダイナミックパブリッシン
グソリューションを採用して、フランス国内のマ
ーケティングネットワーク向けに、オンラインの
広告ドキュメントをカスタマイズするソリューシ
ョンを構築しました。

自社開発ツールの限界
マーケティングコミュニケーションをカスタマイ
ズするという戦略はBNP Paribasにとって初めてで
はありません。「BNP ParibasではIpulcoという独
自の自社開発ツールを既に導入していました。」
BNP Paribas BDDF（フランス国内リテールバンキ
ング部門）のマーケティングコミュニケーション
を管理する組織であるAS3Cの新規アプリケーショ
ン担当プロジェクトマネージャー、Frédéric

直感的なインターフェイス、短期間での導入、ブランド管理、
高度な制作力から、BNP Paribasは迅速なマーケティング展開
のためにQuarkのダイナミックパブリッシングを選択しました

BNP Paribas、Quarkのソフトウェアを活
用して2,250の支店でのマーケティングコミ
ュニケーションのアプローチを変革
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BNP Paribasのマ
ーケティング資料
カスタマイズ用ア
プリケーションで
あるeComtailは
Quarkのダイナミ
ックパブリッシン
グソリューション
がベースになって
います。



Murtin氏はこのように回想しています。「このツールは導入当初
は革新的でしたが、次第に限界が見えてきました。処理が遅く、
使いづらく、印刷する前にドキュメントを参照することができま
せんでした。このような欠点から、このツールはマーケティング
ネットワークで使用されなくなっていきました。最終的には、こ
のツールをまったく使わずに各地域のチームで新しい資料を作成
していました。」

「私たちは、統合が簡単で、優れたカスタマイズ機能を持つ、
もっと使いやすいソリューションを必要としていました。また、
ブランドのビジュアルアイデンティティの一貫性を確保し、厳重
なセキュリティやこの業界でのコンプライアンスの手順に対応し
ていることも重要でした。最終的に、短期間での適応と導入が可
能な、的を絞ったマーケティングコミュニケーションを構築する
ことによって市場を拡大させるという、マーケティング上の課題
に直面しました。」

Quarkを選択した理由
BNP Paribasの選択が正しかったことを立証する前に、Murtin氏
は次のように話しています。「BNP Paribasでは、国内だけでな
く、同様のソリューションを提供している他の企業も含めて市場
を調査しました。複数の理由から、Quarkのダイナミックパブリ
ッシングテクノロジーとともにアプリケーションを開発すること
を選択しました。第一の理由は、さまざまな調査の後、Quarkの
編集ワークフロー管理エンジンの機能や能力に安心感を抱いたた
めです。この点だけでも、QuarkはAdobeなどの競合企業をリー
ドしていました。また、独自システムを持つ代理店に依頼したく
なかったことや、可能な期限内に自社で新しいツールを開発でき
なかったことなど、その他の要因もありました。」

その結果、BNP Paribasは、Quarkに連絡して要件定義を行いまし
た。「マーケティングコミュニケーションマネージャー（AS3C）
のElisabeth Plantard氏、テクニカルマネージャーのFabrice

Gambier氏、Frédéric Murtin氏には、BNP Paribasが導入したいも
のについて、非常に明確な考えがありました。」（QuarkのEMEA

販売責任者であるGildas Duval）。「BNP Paribasの要件に加えて、
比較的短い期間で稼働させるために、アプリケーションが必要で
した。」Murtin氏はこのように付け加えます。「また、他の業者と
は違い、厳しいスケジュールでもしっかりとしたソリューション
を提案してくれました。それが選択した理由です。」

eComtail：直感的なカスタマイズ
eComtailというBNP Paribasのアプリケーションは、非常に使いや
すく、自由度が高く、直感的で、「遊び心も持ち合わせている」
ことを目指しています（Murtin氏）。

BNP Paribasの配信ネットワークは、90グループの活動を管理す
る8つの地域部門から構成されています。各グループは、フラン
ス国内の2,500の支店のうち複数の支店を担当しています。
AS3Cは、発行されたドキュメントの承認を担当しています。合
計で、300人を超えるユーザーが毎日eComtailを使用することに
なります。
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BNP Paribas
www.bnpparibas.net

BNP Paribasは、グローバルな銀行および金融サー
ビスにおけるヨーロッパ有数の金融機関で、世界6
大銀行の1つです（スタンダードアンドプアーズで
AAに格付けされています）。ヨーロッパでは全業
務を展開しています。フランス、イタリア、ベル
ギー、ルクセンブルグの4つの国内リテールバンキ
ング市場を基盤にしています。83カ国で業務を展
開し、世界最大級の国際ネットワークを有してい
ます。

課題
■ フランスのネットワークにおける2,500の支店で、
高度にカスタマイズしたマーケティング資料を作
成できるようにする

■ 編集可能な領域（テキストおよび画像）によって高
度なモジュール方式のマーケティング資料を提供
する

■ プロセスを最適化して、メディア制作のスケジュー
ルを短縮する

■ 計画的な承認のステップを通じて、プロセスのセ
キュリティを確保する

■ デザインのガイドラインに配慮しながら、ブラン
ドとビジュアルアイデンティティの一貫性を確保
する

■ マーケティングの専門家以外でもすばやく効果的
に承認できるようなコミュニケーションツールを
提供する

■ 国際的な展開が可能な柔軟性のあるソリューショ
ンを提供する

Quarkのソリューション
■ QuarkXPressでテンプレートをデザイン
■ Quark Publishing Platformを、さまざまなユーザ
ーとのインターフェイスやドキュメントの安全な
承認のためにQuark Web Hubモジュールとの編集
管理プラットフォームとして導入

成果
■ カスタマイズされたマーケティング資料を自動制作
■ 承認にかかる時間の短縮と、安全なワークフロー
■ 専門家ではないユーザーによる制作時間の削減
■ チームのかかわりの増加と、共通ツールの標準化
■ 他の業務部門や他の地域でも導入が可能



eComtailの使用例として、若年層グループを担当するチームは、
大学で募集のキャンペーンを行い、具体的な提案のためにドキュ
メントを作成します。このチームのユーザーはユーザーIDとパス
ワードを持っています。このユーザーIDとパスワードで、ブラウ
ザを使用して出版物の管理システムに接続できます。プロジェク
ト、対象とする市場、利用可能な提案に応じて、資料（テンプレ
ート形式）のリストを使用できます。チームで、選択肢から資料
を選び、ドキュメントを編集してカスタマイズします。「テキス
トや画像のボックスを編集できます。画像のサイズも変更できま
す。」（Murtin氏）「文言用の領域もあり、予備のスペースに特
定の承認済みのテキストを、簡単にドラッグ＆ドロップできま
す。」信頼性を高めるため、それぞれの変更結果がリアルタイ
ムで表示されます。ドキュメントを保存したら、ユーザーはド
キュメントのIDシートを確認します。このシートには、部数、選
択するプリンタ（内部または地域）、送付先、日付など、さまざ
まな情報が記載されています。次に、承認を行うチームに電子メ
ールが送信される前に、ドキュメントのステータスが「Group

validation（グループでの確認）」モードに変わります。」Quark

のフランスのプロジェクトマネージャーであるMarcel Huchetが
次のように付け加えます。「ユーザーはPDFファイルの作成をリ
クエストできます。これは、必要な承認を得る前に印刷されない
ようにするため、「Draft（草案）」のウォーターマークのある低
解像度の形式の場合に可能です。」

プロセスの内部での承認
Quark Publishing PlatformとQuarkXPressをベースにしている出版
物管理プラットフォームでも、eComtailのプロセスの内部で承認
ステージを管理します。（Murtin氏）「承認を行うグループのロ
ーカルマネージャーだけでなく、コミュニケーションマネージャ
ーにも電子メールが送信されます。この電子メールには、ドキュ
メントにアクセスするためのリンクが記載されています。マネー
ジャーがそのページに移動すると、そのドキュメントに直接アク
セスする前に、サインインを要求されます。この場合、2つの可
能性があります。ドキュメントが承認された場合は、AS3Cに転
送されます。承認されなかった場合は、作成者に返されます。修
正するための注釈が付与されています。どのような場合でも、ド
キュメントの内容やレイアウトを変更できるのはグループのマネ
ージャーです。また、AS3Cのプロジェクトマネージャーだけが
必要と判断した場合にドキュメントを修正できます。最終的にド
キュメントが承認されると、ステータスは「AS3C validated（
AS3C確認済み）」に変わり、レイアウトスタジオにドキュメン
トが移動します。ここで、プリンタに送られる前に、技術的な要
素が確認されます。
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1 : eはElectronic（電子的）、ComはCommunications（コミュニケーション）、TailはTailored（カスタマイズ）

ユーザーは、ウェブブラウザからユーザー名とパスワードを使ってeComtailに
アクセスできます。使いやすいインターフェイスであるため、あらゆる種類の従
業員が、ブランドイメージを統一したマーケティング資料を簡単に作成できます。



「ワークフローの自由度が非常に高いので、制作と承認の間はわ
ずか数時間です。以前のソリューションでは数日間かかっていま
した。」

すばやい統合、積極的なフィードバック
「パリとインドで、Quarkのチームや、Quarkのパートナー企業で
あるシステムインテグレータのCSEと、具体的な開発ニーズについ
て極めて生産性の高い継続的な対話を行いました。Quark、CSE、
BNP Paribasのチームによる作業の結果、午後だけで、アプリケー
ションの使い方をユーザーに説明できました。」（Murtin氏）「特
別な専門用語やビジネスプロセスを学ばなくても、ウェブブラウ
ザを使用して、きわめて直感的な方法で、タブを使用した使いや
すいインターフェイスからすべてのプロセスを行える点が、採用
にあたって大きく影響しました。

これまでは、ほとんどのユーザーがドキュメントの作成に数日間
かかっていましたが、現在は、わずか数時間でマーケティングコ
ミュニケーション用のメディアを完成できるようになりました。
また、使いやすいため、営業スタッフが、競合企業の新しい提案
にすぐに対応して、既存のドキュメントを非常にすばやく修正し
て最新の内容にできます。

Quarkによって、コミュニケーションやマーケティングの専門家
ではない従業員に誰でも利用できるコミュニケーションツールを
提供するアプリケーションを導入できました。ブランドのアイデ
ンティティやデザインのガイドラインに配慮できるほか、非常に
反応も良いツールです。」

世界的な機会
eComtailは2011年に導入され、既にその魅力はBNP Paribasの組
織の他の部門で明らかになっています。「eComtailは、もともと
フランスの若年層市場を担当しているスタッフのためのものでし
た。」（Murtin氏）「柔軟性、セキュリティ、使いやすさといっ
たeComtailの利点から、一般広報や営業などの他の部門では、ド
キュメント管理ワークフローでeComtailを使用することについて
既に検討を始めています。」BNP Paribasでは、eComtailを、フ
ランスの海外の部門や地域、地中海沿岸地方、その他のエリアの
支店ネットワークに広げる可能性について検討しています。

QuarkのGildas Duvalは次のように話しています。「適切でタイ
ムリーなコミュニケーションを顧客に配信することは、特に、ま
すます多様化しているデジタルメディアチャンネルでコミュニケ
ーションを取りながらコスト削減の必要性と組み合わせるような
場合には、重要な課題です。BNP Paribasのソリューションは、
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eComtailを使用すると、対象者やマーケティングキャンペーンに関連する提案
の種類に適したテンプレートを選択できます。



Quarkのダイナミックパブリッシングテクノロジーをベースとし
たソリューションを導入することによってより多くの組織がこれ
らの課題に真正面から対応する方法を浮き彫りにしています。スマ
ートなコンテンツ、柔軟なワークフロー、豊富なデザイン機能を
自動レイアウトや自動配信と組み合わせることによって、ダイナ
ミックパブリッシングは、組織と顧客とのコミュニケーションの
方法に変革をもたらします。顧客コミュニケーションにおける革
新は着実に続いています。ダイナミックパブリッシングは、もは
や「あれば便利」ではなく、必要不可欠です。」
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Quarkについて

Quarkのソフトウェアによって、あらゆる規模の組織や
企業は、魅力的で適切な情報にいつでもどこでも自由な
方法でアクセスしたいという顧客の要望に応 えることが
できます。Quarkのソリューションは、XMLの力と、柔
軟なレイアウトやデザインを融合させることにより、印
刷物、ウェブから最新のデジタ ルデバイスでのインタラ
クティブエクスペリエンスまで、顧客コミュニケーショ

ンの提供を自動化します。世界中の金融サービス企業、
製造業、政府機関が、 Quarkのソリューションを使用し
て、顧客コミュニケーションの改善、商品化までの期間
短縮とコスト削減を実現しています。
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このアプリケーションによってブ
ランドのビジュアルアイデンティ
ティの一貫性が維持されるだけで
なく、定義した承認のステップを
通じて、ワークフローの最高レ
ベルのセキュリティも確保され
ます。

— Frédéric Murtin氏、
BNP ParibasのeComtailプロジェクトマネージャー


