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LANSAの歴史
1987年にオーストラリアで誕生
IBM S/38の個別の開発プロジェクトのユーティ

リティから製品化、後にメインプラットフォームを
現在のIBM iへ

実績
67カ国 - 7,000社
日本 - 1,700社

US/Canada
LANSA Inc.

EMEA
LANSA Ltd.

AP
LANSA Pty.
R&D

LANSA 
Japan
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主力製品
Visual LANSA Framework(VLF)
• GUI、Webアプリケーション用のフレームワーク
• ユーザー独自のGUI、Webの作成も可能

RAMP (VLF + 5250)
• VLFに5250を組み込むオプション製品
• 既存のRPG、DSPFの変更なく使用可能

LongRange
• スマートデバイスアプリの開発・実行の製品
• 同一のプログラムがiOS、Android、Windowsで動作



紹介事例

IT資産を活用するモダナイゼーション事例
使用製品: Visual LANSA Framework

RAMP

継続的に拡張するモダナイゼーション事例
使用製品: Visual LANSA Framework

LongRange
Web



事例１
IT資産を活用する

モダナイゼーション事例



Best Solution & Best Partner

http://www.mis.co.jp

IT資産を守りつつ誰でも簡単操作のモダナイゼーションの試み

株式会社エム・アイ・エス

LANSA Forum 2017



Best Solution & Best Partner

 設立 1986年(昭和61年)4月
 資本金 4,475万円
 社員数 37人（役員含む）
 代表者 代表取締役会⾧ 福村 陽夫

 所在地 【金沢本社】 石川県金沢市鞍月5丁目181番地 AUBE 8F
TEL:076-237-7110 FAX:076-237-6788

【東京本社】 千代田区神田東松下町10-2 翔和神田ビル2F
TEL:03-5289-3001 FAX:03-5289-3002

 ISO/IEC 27001:2013(ISMS)認証取得（登録番号 IS062）

 特定労働者派遣事業認可取得（厚生労働大臣許可番号 特17-300333）

全てのお客様から “ありがとう” と言って頂ける企業の実現
お客様からの感謝の思いが込められた「ありがとう」という言葉を追い求め、
お客様そしてお取引先様と一緒に成⾧を遂げられるような企業を目指します

株式会社

会社紹介 – 株式会社エム・アイ・エス



Best Solution & Best Partner

会社紹介 – 株式会社エム・アイ・エス

事業内容

●受託開発
得意分野は、基幹業務システムの構築!
RPG及びLANSAでの構築を得意とし、各種業務で実績あり

●教科書供給協会/出版向け ソリューション
47都道府県の約75％のシェアもち、構築から運用フォローまで提供
丸善書店時代からの出版関係のお客様へのサポートを提供

●パッケージソフトウェア/TOOLの設計・開発および導入支援
●データセンター、クラウドサービス、CIAセンター(IOT,AI)
●人材派遣サービス
●ハードウエア・インフラ・などの販売 等



Best Solution & Best Partner

 設立 1943年(昭和18年)8月18日
 資本金 1億4000万円
 従業員数 256人（2016年4月現在）
 代表者 代表取締役社⾧ 山岸 新弥
 本社 〒920-0022

石川県金沢市北安江2丁目13番51号
TEL:076-231-2181 FAX:076-263-3295

 事業部 【漁業事業部】 〒929-1115 石川県かほく市上山田ラ1-2
【プラスチック事業部】 〒920-0022 金沢市北安江2-13-51

 関連企業 【北陸繊維工業株式会社】 定置網、巻き網用漁網製造
（石川県河北郡）

【ホクモウ産業株式会社】 ゴルフ練習場（石川県金沢市）

信頼されるサプライヤーであり、パートナーでありたい

会社紹介 – ホクモウ株式会社様



Best Solution & Best Partner
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ホクモウ様 基幹システムの歴史

1993年

1998年
～

2011年
～

●AS/400(V2R1)基幹システム新規構築

製網業務およびホクモウ様の業務フローに特化したシステムを新規構築

●AS/400(V3R2)リプレース

基幹システム改善・機能拡張

今回

システム環境の変遷

●AS/400(V7R2)リプレース

基幹システムのデータやプログラム資産を残しながら、新たなインターフェー
スによりシステムを刷新。＋ 基幹システム改善・機能拡張

RPG

Visual LANSA
RAMP採用

2005年
～

●AS/400(V4R2)リプレース

基幹システム改善・機能拡張

●AS/400(V5R3)リプレース

基幹システム改善・機能拡張
帳表レーザー化



Best Solution & Best Partner

ゆくゆくは外出先でもシステムが
使えれば

工数計算に時間がかかり見積に
バラつきがある

全社在庫の有効活用ができず
不良在庫に繋がっている

今の業務に合わない機能がある

システムを有効活用できていない

基幹システムの課題と取り組み

熟練者しか操作ができない１

2

3

4

5

課題｜
システムは安定稼働しているけれど・・・

6

取り組み｜
ユーザビリティを高め付加価値をつける

誰でも簡単に操作できるシステムに１

2 3

業務改善における機能拡張
 システム利用効率の改善・向上
 在庫管理機能の改善
 生産日報の工数集計機能の追加
 他ご要望に対しての機能向上

4 5

セキュリティを確保しつつ
将来的にモバイル運用を可能に

6



Best Solution & Best Partner

LANSA,RAMPを採用した理由

最初に行ったこと
アプリケーション資産を

オープン系システムに移行する
レガシーマイグレーションを想定

やるぞー!

なんと１億越え!!
スクラッチ開発では…
自由度が高い反面、

期間やコスト、人手が多くかかる…



Best Solution & Best Partner

LANSA,RAMPを採用した理由

お客様の思い
 出来るだけ低コストで
 短期間に
 使い勝手を大幅に変えずに
 新しいものが欲しい

エム・アイ・エスの思い
 低リスクに
 生産性良く
 ノウハウを活かして
 新しいものを

お客様の既存資産を活かし、
短期間でレガシーシステムを刷新できるRAMPを採用

エム・アイ・エスのノウハウを活かし、
迅速かつ高品質なシステム提供を行うためにLANSAを採用

スクラッチではない、モダナイゼーション構想に切り替え



Best Solution & Best Partner

モダナイゼーション開発方針

 LANSA ・ RAMP 開発方針 

■ アプリケーションインターフェースに、
Visual LANSA Frameworkを採用

■ 主要入力画面・照会・検索を
Visual LANSAで開発

【 活かす資産 】
 業務・システムフロー

 DB資産（DBⅡ）

 システム基盤（HW/OS）

【 捨てる資産 】
 5250エミュレーター
 主要アプリケーション

 アプリケーションの一部

■ 既存のＤＢをそのまま使用

■ DDS、RPGも修正なし

■使用頻度の低い帳表・照会・マスタ
メンテ・バッチ処理は既存資産を
RAMPでラッピング開発

■ 機能拡張も然り



Best Solution & Best Partner

UIモダナイゼーションイメージ

【 活かす資産 】

【 捨てる資産 】

RAMP

Visual LANSA Framework Visual LANSA



Best Solution & Best Partner

ユーザー要件に応えた工夫

従来の使い勝手を保持するため、5250画面はカスタマイズしない

シンプルに



Best Solution & Best Partner

ユーザー要件に応えた工夫

検索機能を充実

①いつでも

②すぐに

③きめ細やかに



Best Solution & Best Partner

システムとして改善した点

主要入力フォームのＧＵＩ化

だれにでも
直感的に



Best Solution & Best Partner

プロジェクトスケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10
月

11
月

12
月

1月 2月 3月

要件定義

概要設計

詳細設計

開発

システムテスト

導入

本稼働 ★

稼働後調整



Best Solution & Best Partner

モダナイゼーション開発実績

 LANSA ・ RAMP 開発実績 

PGM
380本

開発工数RAMP
8% プログラム本数

RAMP
40%

開発種類 プログラム本数

新規開発 200本

RAMP開発 150本

既存改修 30本

RAMP開発は全PGM数の40％


それを全体の1割(8%)の工数で完成



Best Solution & Best Partner

ユーザーの感想

運用手順に変更がなかったので業務の混乱がなかった!

数時間かかっていたバッチ処理が1/6の時間で完了する
ようになった!

データ照会が向上したので紙をめくる事が少なくなった!

カラー画面になり表示情報も増え直感的に操作できる!

検索機能が充実し不慣れな人でもシステム利用できる!

従来の画面も利用可能なので熟練者も使いやすい!

新システム切替時のトラブルが少なかった!

全社在庫が一括管理できるようになり不良在庫の削減
が期待できる!

メニューが大幅に変わったので慣れる時間が必要!

導
入
に
つ
い
て

シ
ス
テ
ム
改
善

に
つ
い
て

ユ
ー
ザ
ー
操
作

に
つ
い
て



Best Solution & Best Partner

総括

モダナイゼーションを行う上で重要な事は、活かす資産と捨てる資産を見極め
それにマッチする手法を選択し新たな資産を生み出すことである。
今回のプロジェクトはVLF・RAMPを選択し、データ資産の可視化と
将来への可能性へ繋げる事ができた。
RAMPによる既存資産のラッピング開発で開発工数を短縮し

その分お客様の課題・要求事項に予算をかけ、結果的にマイレグレーションより
短期間で高品質なシステム刷新に成功したと言える。

また、ＤＢ資産をそのまま使えた事も大きなメリットとなった。
システムテスト以降のフェーズがマイレグレーションに比べ簡略化でき、
ユーザーの業務手順も変わらない為に稼働後の混乱が無かった。

IBMiはシステム基盤が安定しており信頼できる製品のため、これに加えて
システムが安定稼働し、ビジネスモデルのライフサイクルがそれほど変わらない
IBMユーザーには将来性を見据えた１つの手法として検討できる製品である。



事例２
継続的に拡張する

モダナイゼーション事例



残業削減!作業効率アップ!
IT活用で業務改善

株式会社武蔵野
システム部 須貝佑介

本資料に記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です
本資料では、(R)、TMマークを記載しておりません



会社概要
社名:株式会社武蔵野
本社:東京都小金井市東町4-33-8
代表取締役 小山 昇
従業員:800名
主な事業:
地域密着:ダスキン事業
全国展開:経営サポート事業

インターネット事業
ボイスメール事業



近年の業績
ダスキン事業
地域シェア 85%
成⾧率 103%

経営サポート事業
経営品質賞 2度受賞
成⾧率 125%

2010年度の受賞以降、高い成⾧率を達成しています



システムの歴史

年
1980 System 36 5250画面(RPG)
1990 AS/400
2008 AS/400 (V6R1)
2012 CTIシステム (VLF)
2014 ダスキン精算・棚卸システム (LongRange)
2015 スマート人事 (WAM)
2016 AS/400 (V7R2) 経営サポートシステム (VLF, WAM, LongRange)
2017 伝票レスシステム (LongRange)

事業成⾧に伴いシステムの運用管理の負担が増加。
基幹システムの見直しを契機に2011年にLANSAを採用し、
システムのモダナイゼーションを継続してきました。



会社の課題
事業成⾧による課題

 コール問い合わせ件数の増加
 従業員(パート、アルバイト含む)の増加
 業務内容の複雑化、業務量の増加
→ 作業効率を改善し一人あたりの対応件数を増やす
→ 誰でも使えるシステムを構築し属人性を排除する

社会環境による課題
 労働環境の意識変革
 人材確保のための業務改革
→ 働きやすい職場づくりのために残業を削減する

課題解決のため、ITを積極的に活用する



武蔵野の考えるITとは
お客様とはアナログにバックヤードはデジタルに

社内システムは徹底的にIT化して時間短縮し、
生じた時間をお客様のために使用する

全社員が使えるITシステムであること
高度すぎるITシステムは不要、
全社員が使用できるITシステムこそが効率的

スピード感のあるIT
ITシステムはスピーディにスモールスタートし、
修正しながら使用していく



これまでの取り組み
 ダスキン精算・棚卸(2014) CTIシステム(2012)

 スマート人事(2015)  営業サポート機能拡張(2017)

 コール受付業務の効率アップ
 属人性の排除
 システム開発基盤の構築

 営業マンのサービス効率アップ
 残業時間の削減
 新規顧客への訪問数増加

 800名の社員を現場担当者が管理
 総務担当者の負担軽減
 Excelとの２重管理の廃止

 CTIを拡張し営業サポートをGUI化
 タッチパネル、バーコード利用による

入力作業の簡略化



参考資料）CTIシステム
 課題

 問い合わせ件数が増加し対応が間に合わない
 5250画面での顧客管理は照会・入力に限界
 要員増のために、属人的な操作からの脱却

 取り組み
 VLFとAvayaを使用してGUIのCTIを構築する

 効果
 5250(3画面)の情報を1画面に集約し、照会・応答時間の短縮を実現
 問い合わせの対応数の増加を実現

 開発実績
 開発工数 24人日 (2012年5月～7月)
 プログラム 20本 DBファイル 30本



参考資料）ダスキン精算・棚卸
 課題

 納品・回収時の数量変更を、システムに再入力する作業が手間
 システム入力を帰社後に行うため、残業での対応
 在庫数が即時反映されない

 取り組み
 LongRangeを使用して顧客先での納品・回収数の変更を可能にする

 効果
 帰社後のデータ反映作業が簡略され残業時間が短縮(18人日/月)
 在庫数も日々反映されるため、月末の棚卸も不要に

 開発実績
 設計/開発 2013年11月～2014年2月
 導入/運用テスト 2014年2月～4月

従来の運用

紙に修正数を入力
帰社後にシステム再入力

新システムの運用
顧客先で、
iPadに修正数を入力

帰社後、サーバーにデータを
アップロードして作業完了



参考資料) スマート人事
 課題

 800名の人事管理を１～２名の担当者で行っており負担が増加
 Web(ASP.NET + MSSQL)とExcelで管理しており基幹システムへの再入力が

必要
 取り組み

 WAMで新しい人事管理のWEBシステムを構築
 現場責任者に採用、異動、退職の情報を管理させる

 開発実績
 開発工数 240人日(2014年9月～2015年3月)
 PGM本数 100本



参考資料）営業サポート機能拡張
 課題

 社内システムを完全GUI化し、更なる操作性向上を目指す
 １日数千件の伝票入力作業の作業速度アップ

 取り組み
 CTIのフレームワークを活用し、改修優先度の高い機能から順次GUIに置き換え

を実施
 入力デバイスとして大型のタッチパネルモニターと赤外線リーダーを採用

 効果
 5250からGUIへモダナイゼーションを完了し、初心者でも作業容易なシステム

へ刷新
 タッチパネル、赤外線リーダーにより、直感的でスピーディな操作を実現し、

作業の生産性を向上
 開発実績

 期間 2012年～現在も改修中



これまでの取り組みの結果

本社 新宿DC

異動・退職

データバックアップ(夜間)

コール
センター

顧客管理
(RPG)

ダスキン
営業サポート

顧客管理
(RPG)

請求・売上
(RPG)

経営サポート

顧客管理
(RPG)

請求・売上
(RPG)

総務・人事

人事給与
(RPG)

スマート人事
(ASP.NET)

ダスキン
サービス

精算・棚卸
(RPG)

伝票

二重入力

ダスキン
営業サポート
営業サポート
GUI(VLF)

コール
センター

CTI
(VLF)

ダスキン
サービス

精算・棚卸
(LongRange)

伝票

総務・人事

スマート人事
(WAM)



継続して取り組む課題

更なる残業時間の削減!と
業務効率のアップ!
取り組み内容は次の２つ
① 伝票レス・システム
② 経営サポートLANSA活用



対象とした箇所 その①

本社 新宿DC

データバックアップ(夜間)

経営サポート

顧客管理
(RPG)

請求・売上
(RPG)

ダスキン
営サポート

営業サポート
GUI(VLF)

コール
センター

CTI
(VLF)

ダスキン
サービス

精算・棚卸
(LongRange)

伝票

総務・人事

スマート人事
(WAM)

①



①伝票レス・システム
課題
 2014のダスキン精算システムで納品・回収のデータ修正

処理はシステム化したが、お客様へ渡す伝票は従来通り事
前印刷し手渡ししている

 1日平均2,000枚以上の伝票の印刷・管理の手間
お客様の依頼変更により、常態的に全体の1/3程度の伝票

修正が必要
伝票の修正処理は営業サポート部門が事後入力

取り組み
顧客伝票の事前印刷の廃止し、納品・回収時に、携帯型プ

リンターで伝票を発行する
ダスキン精算システムと同様に、伝票の修正データも

LongRangeよりアップロード更新する機能を追加



実機とサンプル(画面、伝票)



伝票システムの構成
LongRange

PrintAssist

EPSON TM-P20



システム導入に際しての検討事項
 Bluetooth対応プリンターの選定

構想当初に、Wi-Fi対応のプリンターがあったが、オフライン環境で
の使用が前提となるため採用を見送りプロジェクトを一時中断した

プリンターの印刷性能の評価
お客様をお待たせしないため、印刷速度にこだわり性能評価した

スマートデバイスに iPad mini の選定
営業マンの携帯性を配慮し、iPhoneの利用を検討したが、伝票への
出力情報が多かったため、視認性を優先しiPad miniを採用した

システム導入前の入念なユーザー検証
紙伝票よりも手作業が煩雑になることや、印刷エラー時の対応、ユー
ザーからの改善要求に応えるため、一部ユーザーのみで導入検証を実
施している(2017/6 ～ 現在)



導入効果、開発工数
期待する導入効果
バックオフィスでの伝票印刷・管理の削減時間

2秒/1伝票 x 2,000枚 = 4,000秒(約1時間)

伝票修正による再入力作業の削減時間
10秒／修正伝票 x 700枚 = 7,000秒(約2時間)

開発実績
開発期間:2017年1月 ～ 6月
プログラム本数:10本
開発工数:30人日(1.25人日/1Week)



対象とした箇所 その②

本社 新宿DC

データバックアップ(夜間)

経営サポート

顧客管理
(RPG)

請求・売上
(RPG)

ダスキン
営サポート

営業サポート
GUI(VLF)

コール
センター

CTI
(VLF)

ダスキン
サービス

精算・棚卸
(LongRange)

伝票

総務・人事

スマート人事
(WAM)

②



②経営サポートLANSA活用
課題
経営サポート事業の急成⾧による業務量の増加
不特定多数のお客様からの問い合わせへの対応
顧客先での業務が多く社内システムへのアクセスが不便
契約業務の効率化、スピーディー化

取り組み
営業サポートで培ったGUIシステムの開発ノウハウを活か

して、経営サポート向けCTI & GUIシステムを構築する
スマート人事で培ったWEBシステムの開発ノウハウを活

かして、社外からアクセス可能な基幹用WEBシステムを
構築する

ダスキン精算で培ったSmartアプリの開発ノウハウを活
かして、経営サポート向けサイン・システムを構築する



開発したシステム

サイン・システムの利用イメージ
サポート提案時にお客様先で、LongRangeより契約サインを頂き、Create!FormでPDFに変換後、
Integratorで契約書をメール送信する。

新宿DC

Internet
サイン

システム
(LongRange)

LANSA 
Integrator

/IFS

サ
イ
ン

SMTPMailService

お客様

経営サポート用CTI
ダスキン営業サポートで開発したCTIシステム
を横展開し、経営サポート用にカスタマイズ

経営サポート用Web
バックアップ用として設置していた新宿DCの
AS/400を新しくし、社外利用可能に構成し、
データはHAツールで相互同期させて利用。

本社 新宿DC
HAツール

Internet

経営
サポート
(WAM)

経営
サポート
(WAM)

Create!Form



実際の画面 – 経営サポートCTI



実際の画面 – 経営サポートWeb



実際の画面 – サイン・システム



導入効果、開発実績
得られた導入効果
経営サポートシステムのGUI化、WEB化を実現し、

システムの利便性と操作性が向上
受注の決済時間の短縮と成約率が向上
ダスキン営業サポートと経営サポートのシステムの

融和性が改善し、横断的な人事活用の可能性を確保

開発実績
開発期間:2014年9月 ～ 改修中
プログラム本数:160本
開発人数:6名



現在のシステム構成と今後の計画
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営業サポート
営業サポート
GUI(VLF)

コール
センター

CTI
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ダスキン
サービス

精算・棚卸
(LongRange)

総務・人事

スマート人事
(WAM)

HAツール

経営サポート

経営サポート
GUI(VLF)

サイン
経営

サポート

Internet
お掃除事業／介護事業

CTI
(VLF)

CTI
(VLF)

NEW



武蔵野がLANSAを使い続ける理由

 一つのテクニックで、様々なシステムに対応できるため、使
用する技術と業者を都度選定する必要がない

 一つの環境で、複数のシステムが開発・実行できるため、煩
雑なインフラ環境の管理がいらない

 同じ技術者が複数システムを担当できるため、自社の業務を
理解してもらえる

 継続的なシステムの改修と拡張が効率的に行える

武蔵野の情報システムはITのスペシャリストではないので…

LANSAは基幹システムの
開発・運用に最適なツールです



LANSAの価値とは



LANSAの特徴①
複数のDBを選択可能な開発環境
LANSAの開発環境には、複数のデータベースシステムからファイル(テーブル)の定義をロードし参照
することができます。エディターがプログラミングに必要な、ファイルのキー、論理ビュー、フィー
ルド名などの情報を教えてくれるため、個々のデータベースシステムの専用ツールを使用する必要が
ありません。

一箇所で
見れる

エディターが教
えてくれる



LANSAの特徴②
プログラム実行も複数DB選択可能
LANSAは、様々なプラットフォーム、複数のデータベースにアクセスするための関数を用意していま
す。それら関数を使用すれば、同一プログラムで複数のデータベースのレコードを取り扱うことがで
きます。

組織マスター

日報テーブル

バイナリDocファイル



LANSAの特徴③
複数アプリケーションを開発可能な
プログラミング言語
LANSAのプログラミング言語である「RDML(Rapid Development Maintenance 
Language)」は、一つの言語体系で、IBM i の5250アプリケーション、Windowsデスク
トップのC/S GUIアプリケーション、クロスWebブラウザーアプリケーション、スマートデ
バイスのアプリケーションを開発できます。「RDML」の習得により、複数のアプリケーショ
ン開発が可能となります。



LANSAの特徴④
クライアントとホストのロジック
も同じ言語で開発可能
「RDML」はインターフェースロジック、ビジネスロジック、DBロジックに対応し
た命令を備えているため、クライアントサイドとホストサイドの両方のロジックを
書くことができます。そのため、C/SやWebのアプリケーションであっても、同一
の言語で開発が可能です。

Batchも
書けます



統一言語によるスキルの共通化
LANSAの開発言語であるRDMLは、一つの言語でGUI、Web、
5250などの、企業が必要とするアプリケーションを開発するこ
とができます。
RDMLを開発言語とすることで、開発者同士のスキルが共通化
されます。
各開発者はRDMLをベースとして、専門分野の開発スキルを伸
ばすことができます。

Java
HTML5

JQuery XML
JSON

CSS

RPG
COBOLCL

DDS

VB C++
DirectX SQL



LANSAの進化で最新テクノロジーを吸収
LANSAはITの時事の潮流と、企業アプリケーション利用での
重要度の視点から、LANSAに取り込むべき、最新テクノロジーを
選択しています。
選択された最新のテクノロジーに対して、LANSAの機能拡張によ
り、アプリケーションへの実装を可能とします。
LANSA(RDML)の進化が、開発者を最新のテクノロジーに適応
させます。

Java
HTML5

JQuery XML
JSON

CSS

RPG
COBOLCL

DDS

VB C++
DirectX SQL

New Technology X

Windows Script X



LANSA製品ファミリーからの選択肢
LANSA製品ファミリーは、企業システムで求められ
る各種のソリューションを提供します。
同一のアーキテクチャに基づいて設計されているため、
製品の理解、アプリケーションの開発、保守がスムー
ズに行えます。



LANSAをアプリケーション開発基盤に
LANSAをアプリケーションの開発基盤とすることに
より、開発者のスキルが共通化されると共に、最新の
テクノロジーが実装可能な、同一アーキテクチャに基
づいた各種アプリケーション開発が可能になります。
また、開発ユニットは融合化され、開発リソースの移
動がスムーズになり、効率的なアプリケーション開発
が可能になります。



LANSAならできます
LANSAは、複数プラットフォームに対応したアプリ
ケーション開発・保守を、共通のスキルで実現し、ア
プリケーションへの効率的な投資を実現します。

RPG
COBOL

CL

VB .net
C++

Java
C#

HTML5

JQuery
Jquery Mobile

PHP

ASPXML JSON

CSS Object C
Perl CGI

Ruby

DirectX

アプリケーション
への効率的な投資

を実現します



ありがとうございました。


