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サービス向上と業務改善を実現！
ＧＵＩ、ＷＥＢで開発

日本金銭機械株式会社

情報システムグループ

今西 幸治



社 名

設 立
資 本 金
売 上 高
社 員 数
本 社

日本金銭機械株式会社（東証一部）
JAPAN CASH MACHINE CO.,LTD
昭和３０年１月１１日
２２億円
２７８億円（連結：国内１０６億、海外１７２億）
５７６名（連結：国内３４３名、海外２３３名）
大阪市平野区西脇２－３－１５

ＪＣＭシステムズ株式会社
ＪＣＭメイホウ株式会社

連結子会社

ＪＣＭ Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｃｏｒｐ
ＪＣＭ Ｅｕｒｏｐｅ ＧｍｂＨ
ＪＣＭ ＧＯＬＤ（Ｈ.Ｋ.） Ｌｔｄ.

会社概要



これまで培った紙幣の識別・搬送技術を
コアテクノロジーとして、

日本と世界１３０以上の国や地域へ
様々な製品を提供しています。



こんなところにＪＣＭ



こんなところにＪＣＭ



こんなところにＪＣＭ



全国を網羅するサービスネットワーク



JCMシステムズ株式会社

日本金銭機械株式会社

JCMメイホウ株式会社

JCM GOLD(H.K.)LTD.
J-CASH MACHINE(THAILAND)CO.LTD.

JCM AMERICAN CORP.

JCM EUROPE GMBH.

SHAFTY CO.,LTD
その他の主要な販売及び生産拠点

JCM EUROPE GMBH.のUK支店

グローバルネットワーク



システムの変遷・体制

- ＲＰＧ技術者
- 社内インフラ保守

年度 内容

１９９５年 ＡＳ４００導入

１９９７年 生産システム稼動（ＲＰＧ）

２０００年 販売管理システム稼動（ＲＰＧ）

２００５年 ＥＲＰパッケージ導入（海外のみ）

２００８年 ＳＣＭシステム稼動（Ｗｅｂ）

２０１２年 ＬＡＮＳＡ導入

２０１３年 ＷＥＢ納期回答システム稼動

２０１４年 保守管理システム稼動

●システム部門体制

●システムの変遷

３名（内２名は開発経験が５年以下）
２名



以前のメンテナンス業務の仕組み

報告書

郵送

売上処理
（AS：RPG）

メンテ履歴
（MSAccess）

売上情報

在庫情報

マスタ情報

タイムラグの発生

システムの分散化

コール担当
業務担当

営業 管理本部

品質本部

修理業者

各営業所
保守担当

見れない



メンテナンス業務の問題点

タイムラグの発生(紙の報告書の弊害)
業者の状況を即時に把握できず、お客様回答が遅くなる

故障部品の情報などを修理業者間で共有できない

報告書の送付遅滞により入力業務が締め前に集中する

締め処理の集中化により請求書送付などが遅れる

入力ミスや月またぎにより在庫や売上の精度が低下する

システムの分散化(5250とMS Access)
テキスト情報が多く5250では運用不可の為MSAccess

作業の重複による工数増

ライセンス制約により他部署が情報参照できない

情報共有不足によるサービスレベルの不一致



システムの問題点

これらの問題の打開策を模索しているとき．．．
ネオアクシス(株)様の

飛び込み営業をきっかけに ＬＡＮＳＡ を導入

5250アプリケーションの限界
 5250画面では、もはや、運用見直し、プログラムロジック
修正では業務改善できない

RPGスキルの限界
 RPGでは業務改善のためのシステムを構築できない

新しいスキル習得の難しさ
数多の技術から最適なものを見極めるのが難しい

習得し、成果を出すまでの時間、工数の想定が難しい



ＬＡＮＳＡを選択した理由

セミナーでの他社の開発事例から目的が達成
できると感じた

一つの技術で ＧＵＩ、ＷＥＢ が開発できるので
技術選択に迷わなくて良い

既存の ＲＰＧ、ＣＬ との親和性が高い

 ＩＢＭ ｉ 市場で２５年以上の実績がある

ＶＢライクな構文で理解し易そうだった



こんな風にしてやろう

売上処理
メンテ履歴
（LANSA）

WEB化

コール担当
業務担当

営業 管理本部

品質本部

修理業者

各営業所
保守担当

お客様お客様控

自動FAX



ＬＡＮＳＡで開発した画面

(Visual LANSA Formで開発した画面)

(LANSA for the Web Functionで開発した画面)

LANSA Form + Web Function

とにかく
現場からの受けが
抜群に良い！！



機能へのアクセスが圧倒的に向上

機能毎の関連情報を
さらにタブ表示し、
情報確認を容易に

複数機能をタブで
同時起動し、

作業をスムーズに

LANSA Form



Ｇｏｏｇｌｅチックな検索が可能に

“ひらがな“の検索で・・・

・ひらがな
・全角カナ を一括で検索
・半角ｶﾅ

LANSA Form



Ｇｏｏｇｌｅチックな検索が可能に

スペース区切りで・・・

ＡＮＤ検索で
絞込み

LANSA Form



LANSA Form進捗状況がリアルタイムで把握可能に

ｉＰａｄからの入力データを
リアルタイムに反映し、

進捗状況を
ビジュアル的に把握



ｉＰａｄ手書き入力で使いやすく

紙と同じ感覚で入力でき
利用者のハードルを
下げることができた

Web Function + 3rd Party



ｉＰａｄ手書き入力で使いやすく

お客様サインも画像化でき
ｉＰａｄ利用の問題を

一挙に解決

Web Function + 3rd Party



修理報告書がキレイに LANSA Function + FBR



売上処理
メンテ履歴
（LANSA）

写真のリアルタイム共有が可能に

R0lGODlhyABk

AOYAAG5qSb+

gbLeHR……

Base64
エンコード

R0lGODlhyABk

AOYAAG5qSb+

gbLeHR……

Base64
デコード

ｉＰａｄで撮影した写真を
Ｂａｓｅ６４方式で

文字化してＡＳ ＤＢに記録

LANSA + ActiveX



実際の利用シーン

ＬＡＮＳＡ

５２５０や
エクセル



メンテナンス業務の改善点

コール１件あたりの
処理時間が短くなった

現場の状況が
リアルタイムで判るから
お客様に適切な
フォローができる

入力作業が大幅に減った分、
オペレーターに専念できる

我々も、現場の情報を
見れるようになったぞ

業務処理量が
均等化されて

ミスや遅滞が減った

修理履歴が見れるから、
現場での対応力が

向上した

今までよりも、
報告書をキレイに
作成できる

お客様から
“すごいね”と言ってもらえる

イメージアップ！！

コール担当

業務担当

営業 管理本部

品質本部

修理業者

各営業所
保守担当



システムの改善点

より良い仕組みを
作ろうよ！！

ユーザーがシステムを
使ってくれるようになった

システム改善の意見交換を
積極的にしてくれるようになった

システム担当



コスト削減も期待大

修理報告書が

１０分の１に！
※３ヶ月分

1000万円以上のコスト削減効果の見込み

人件費が

３人分の削減！

残業時間が

３割削減！
End End



構築スケジュール

2013
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

2014
１月 ２月

プログラム
ファイル

１５０本 （ＶＬ：７０本 ／ Ｆｕｎｃ：６０本 ／ Ｗｅｂ：２０本）
１３０本

ヒアリング

要件定義・設計

開発・テスト （４人）

本番稼動 （２/１０）★

ｉＰａｄ試用期間

プレ稼動



ＧＵＩ、ＷＥＢを開発して気づいたこと

凝り過ぎて工数増になる
 現場の要望も高くなりしょうがない側面もある

呼び出し方によりイベントの実行タイミングが変わる
 慣れと動きの理解が必要

タブ間のデータ受け渡しに考慮が必要
 複数のプログラムが同時実行されている状態のため、タブ切替時に

他タブへのデータ反映の考慮が必要

ＷＡＮ越えのＣ/Ｓアプリのレスポンスに考慮が必要
 ＷＡＮ上のルーターがファイルＩ/Ｏ速度に顕著に影響する

 クライアント側・サーバー側のどちらで処理させるか考慮が必要

ｉＰａｄ利用者に操作を慣熟させる練習が必要
 良いシステムでも、使ってもらうための努力が必要



プロジェクト成功の鍵

ユーザーの積極的な協力
 ユーザーにシステムイメージが伝わりやすいため、業務把握や改善点

の洗い出し・提案を積極的に行ってくれた

 システムからも「こんなのどうですか？」と提案が出来るようになった

 インターフェースが変わるだけで現場との距離が縮まる

ＬＡＮＳＡテクノロジーの容易性・汎用性の高さ
 部品化による流用のしやすさ（再利用可能パーツ）

 プログラム変更のしやすさ（ＩＯモジュールでのレベルチェック吸収）

 他社ソフトとの連携のしやすさ（PDF、Excelなどの呼び出し）

ネオアクシス様、ランサ・ジャパン様のサポート
 ＬＡＮＳＡのプロフェッショナルのサポートを受けることで、設計、開発

時の迷いやミスを低減でき、効率良く開発が出来る



今後の課題

５２５０の照会画面などをＬＡＮＳＡに統合

修理担当者との文書共有の促進

店舗図面、サービスマニュアルなどの共有

リポジトリの有効活用

妥当性チェック・トリガーなどの有効利用

LANSA for the Webの習得

 iPadのWEBアプリはネオアクシス様におまかせ状態のため、
これから勉強が必要

電話機とのＣＴＩ連携や、営業担当への自動メール送信、
他社ソフト（ワークフローなど）との連携 等々

 LANSAで新しい仕組みに挑戦します！！



最後に．．．

“ＡＳ400をバカにするなよ”
“なんだってできるんだよ”
と社内に認知させていきたい

今回のプロジェクトを通じて、
システム開発への自信が持てました。
導入検討中のシステム担当者様は
自信を持ってもらっていいと思います

そして、



ご清聴ありがとうございました


