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会社案内 
ó会社名 ： 株式会社古川製作所 

ó創業 ： １９５７年（昭和３２年） ６月２日 

ó設立 ： １９６２年（昭和３７年） ３月２２日 

ó資本金 ： １６億円 

ó売上高 ： ６６億円（2012年2月） 

ó社員数 ： ２６７名（2012年４月現在） 

ó事業内容 

   真空包装機、自動袋詰シール機、 

   各種食品・工業・医療・医薬包装機械製造 

   および関連機器製造 



会社の生い立ち 

行商を行っていたころの古川 真空包装機 国内生産１号機 



国内・海外 拠点 

[海外２拠点] 
 
■台北事務所 
■古川自動機械有限公司  （中国 山東省青島市） 

[国内１５拠点] 
 
■広島 
■東京 
■大阪 
■福岡 
■仙台 
■札幌 
■名古屋 
■静岡 
■新潟 
■高崎 
■盛岡 
■都城 
■幸手 
■松本 
■坂出 



本部広島工場 全景 



製品 



包装物 



システムの歴史 
ó 基幹システム 
    1979年 富士通  FACOM V830 
    1988年 IBM AS/400 9406-B40 
    1996年 日立 3500（UNIX） 
    2003年 IBM AS/400 iSeries 9406-820 
    2009年 IBM Power 520 Express, i Edition 9408-M25  

      （ドミノサーバーを統合） 
ó CADシステム 
     1993年 電気設計CAD 導入 
     1994年 機械設計2次元CAD 導入 （1998年・2007年・2011年 更新） 
     2002年 機械設計3次元CAD 導入 （2009年更新） 
ó 情報系システム（Lotus ドミノ・ノーツ） 
    2000年 IBM AS/400 9406-170（ドミノ専用サーバー） 
    2009年 基幹サーバーに統合 



古川製作所 情報システム室 
ó現在 正社員3名＋派遣社員1名 

 
ó畝田課長（2年）  2010年～ （47才） 
ó大石（3年）   2009年～ （44才） 
   PC設定、プログラム開発 
ó貞安（15年）    1997年～  （40才）  
   インフラ関連全般、プログラム開発 
ó村上（22年）   1990年～ （60才、派遣） 
    プログラム開発全般 



古川製作所システム概要図 
IBM Power 520 Express 

（ 9408-M25 ）  
IBM i V7.1 

基幹システム 
  e-PACK 
 
・製造 
・販売 
・会計 
 
 
 

ロータス 
ドミノ・ノーツ

(8.5.1) 
 

・メール 
・掲示板 
・スケジュール 
 
・営業支援ｼｽﾃﾑ 

 

Linux サーバ 
（Vine Linux 

4.2）  
全文検索システム 

（Namazu） 
 

・図面 
・見積依頼書 
・顧客別資料 
・取扱説明書 
 
・購入部品データ 
・特許情報 
 
Windowsサーバ 

 

ファイルサーバ 
 
 
・顧客別フォルダ 
 
・部署別フォルダ 
 
 
 

RAMP 
（FINE） 

顧客・品目を
キーワードに 

これらの情報を 
照会 

インターネット
Google Map 



今までは、 
８年おきくらいに 
システムの 
大規模置き換えをしていた 

・規模の増大 
・コストの問題 
・プログラム資産の継承 

IBM i なら、 
５年おきにマシンを入替えれば、パフォーマンスの
問題は解消していくが・・・・ 
 

そろそろ時期だが、難しくなっている 



IBM i の画面を使いやすくするために 



問題点 
ó5250 画面の表示できる情報量の不足 
ó検索機能への不満 
óCLOSEDシステムへの不満 
óベテラン社員の退職への対応 

 



目指すもの 
ó 5250 画面の表示できる情報量の不足 

• PCの解像度をフル活用 
• GUIへの変換 

ó検索機能への不満 
• 多視点からの検索と一覧化 

ó CLOSEDシステムへの不満 
• Web やオフィースソフトなどとの連携 

óベテラン社員の退職への対応 
• 次世代システム課員の育成 



RAMPは 
ó GUIへの変換 

• GUIへの変換が可能だけではなく、TAB化によって、一つの軸
でつながりを保つ事が可能 

ó多視点からの検索と一覧化 
• 多視点からの検索と一覧化、検索結果が伝票画面と同一

画面に表示される事によるメリット 

ó CLOSEDシステムへの不満 
• WEBやオフィスソフトなど連携が可能 

ó次世代システム課員の育成 
• 既存アプリをなぞりながら作成するRAMPの開発手法によ

り、システムの理解度を深める事ができるのではない
か？ 



画面に表示できる情報量を多くする 



画面上で検索できるようにする 



他のアプリケーションとの連携 

 
 



他のアプリケーションとの連携 



TAB化 



次世代システム課員の育成 
ó 貞安の感想 
 
  
 
 

おもにデータの照会画面を作成しました。 
 Visual LANSAで再利用可能パーツを作成しましたが、
5250用のプログラムに比べ、「照会しやすい画面」が簡単
に作成できます。 
 私自身は5250用プログラムの作成より気分が乗り、どんど
ん新しいプログラムを作成したくなりました。 
 
 再利用可能パーツをVLFに組み込むことで、システムの
使い勝手が格段に向上し、工夫次第でいろいろな可能性
があると感じられます。 
 ここを入り口として既存システムの中身およびLANSAの
プログラミングを理解していくのが私にとっては早道なのか
なと感じました。 



次世代システム課員の育成 
ó 大石の感想 
 
  

今回は 主に営業部門が使用する画面を作成しました
が、目的の画面に辿り着くまでの画面数の多さを改め
て実感しました。 
 
 以前ある部署の方が、エミュレータ画面をたくさん開
いて作業されていた事を思い出し、「どうしてそんなに
画面を開く必要があるのか？」と その時は分かりませ
んでしたが 、RAMP化作業を行ってようやく理解する
事ができ、又 RAMP化が効果的である事を確信しま
した。 
 



次世代システム課員の育成 
ó 畝田課長の感想 
 

 今までの問題点 
 
１、システムとして、5250画面の基幹システムは成熟して
（枯れて）おり、手を加えるにも限界にきている様に見える。 
 
２、若手（次世代）が入り込む余地が少ないように感じた。   
（エキスパートが仕切っている） 
 
３、手法が画一化しており、他システム等と連携させる範
囲が限られている。 
 
４、システム（Windows､Linux､AS/400 etc...）が、それぞ
れ独立しており、各システムの画面をたくさん開いて、仕
事している。 
PCの老朽化も伴い作業効率が低下。（待ち時間が多くな
る） 
 



RAMPの導入で期待する事 
1. 若手のアイデアの吸い上げ 
ó 手法が変わり、ベテランと若手が意見交換して同じもの

を一緒に創り上げることで、連携やコミュニケーション
がとられるように。 

2. 現場作業の見直し 
ó 各システムがバラバラな状態ではなく、連携したシステ

ムとなると、他部署の仕事（データなど）にも目を向き
やすくなり、今までの作業手順（効率）も考え直す機会
が生まれると思う。 

3. 情報の共有化 
ó 社内に情報はあるが、どこに何の情報があるかわかりに

くい。複数部署で、同じような書類を、おなじように時
間を使い作成している。この「仕事の重複」を解消。 



困った事 
LANSAのプログラミングに関する情報が非常に少ない 

罫線入りの帳票を簡単に作るためのツールがLANSAに用意されていない 

システムの環境が複雑で、環境の構築修正に手間取る 

社内で使用されている、最も、小さなディスプレイに合わせなければならない 

LANSA Japan のサポートは必須と感じた。 

WILCOMM(KISS)を使用する？ 

徐々に解決される問題かも？ 



退職者からの言葉 
今後、会社の方針、社会の変動で、現行システムが影響を受けることが多々あると思
います。 

今までに、培ってきた経験と想像力に加え、新しいツールで、システムの成長、維持、 

未知の分野への挑戦を継続すれば、今までにない、新しいシステムが見えてくるで
しょう。 

また、理不尽なシステムへの要求は、その言葉通りではなく、実際に必要な機能・方
法を、よく観察すれば、解決案を見出すことが十分可能な場合が多いです。 

それでも、理不尽な場合は勇気を持って反論して下さい。 

システムの不備で、データの整合性が崩れたときは、本当に辛いと思います。 

システム修正、データ修正、業務の停止と、行うべき事象がいろいろ発生するかと思
いますが、深刻な状況になればなるほど、すぐに手を動かさず、状況をよく観察・分析
し、手順書等をまず作成してから対応して下さい。 

いきなり行動すると、２次災害、３次災害が発生します。 

解決後は、システムが別の色に見えて来ると思います。 

 

システム開発及び維持は楽しいものです。TAKE IT EASY! 
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