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会社概要 

 
【 社  名 】 ソリューション・ラボ・横浜株式会社（略称 ＳＬＹ） 
 
【 設  立 】 １９９２年６月１日 
【 資 本 金  】 １億円 
【 従 業 員  】 １０６名（２０１６年４月現在）     
 
【 本  社 】 神奈川県横浜市中区太田町４－５５ 横浜馬車道ビル６Ｆ 
【  東京事業所 】 東京都新宿区新宿２－５－５ 新宿土地建物第１１ビル９Ｆ 
 
【公的資格認証】 JIS Q 15001 個人情報保護マネージメントシステム 
                                                                                  （Ｐマーク） 
         ISO27001 ( ISMS ) 
 
【  加入団体 】  横浜商工会議所 
         神奈川県ＩＢＭユーザー研究会 
         ユーオスグループ 
         OpenSource協議会（ＩＢＭ ｉ） 



お客様会社概要 

ソリューション・ラボ・横浜 株式会社 

SLYOKOHAMA 

会 社 名 株式会社ジービーエス  （グループ企業４社） 

設 立 １９７５年９月  

資 本 金 １，０００万円  

従 業 員 数 １５０名（グループ全体） 

本 社 東京都千代田区二番町１２－８ ロイヤルビルディング３Ｆ 

営 業 拠 点 
東日本法人営業部 ： ２拠点（千代田オフィス、平河町オフィス） 
西日本法人営業部 ： ２拠点（南森町オフィス、本町オフィス） 

サ ー ビ ス 拠 点 
首都圏 ： ５拠点（千代田区、新宿区、江東区、武蔵野市、横浜市） 
近畿圏 ： ３拠点（大阪市北区、大阪市阿倍野区、摂津市） 

業 種 
複合機・ＯＡ機器並びにこれらの機器に関する消耗品の販売及びレンタル。 

複合機の保守管理業務。 

主 商 品 複合機  

プリンター 電子黒板 BIG PAD 複合機 
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お客様会社概要 
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システム構築にあたって 

 背景 

2007年6月にポケットＰＣ（Windows CE : VB.Net）による、サービス
作業日報入力のシステムを構築し使用していました。(オフライン仕様） 
使用開始から9年がたち、ハードウェアの故障、部品供給もなくなりハード
ウエアの入替が余儀なくされておりました。 
入替の対象としてはスマートフォンもしくはタブレット端末を検討しなおか
つオンライン機能が必要かどうかの検討も行いました。 

1) タブレット端末を選択 
                （Ａｎｄｒｏｉｄ） 

・画面サイズ 
・ｉＰａｄにしなかったのは費用の 
 問題（60台導入）（約25,000円／台） 

・１メーカーしか選択肢が無いこと 

2) オンライン仕様を選択 
格安ＳＩＭの採用  FREETEL SIM 
（通信費：650円程度／台・月、1G以内） 

（地図機能、メーカーサイトの閲覧） 

3) ＬｏｎｇＲａｎｇｅの採用 

・マルチモバイルデバイス対応 
 （ｉＯＳ、Ａｎｄｒｏｉｄ、  
                                 Windows) 
・基幹システムのRPGロジックを利用 
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プロジェクト概要 

開 発 期 間 

【サービス作業入力】 
  2015年12月（プロトタイプ作成） 
  2016年1月～2月（設計～開発～UT～ITa） 
  2016年3月（ST～試験運用） 
  2016年4月（本稼働） 
【営業対応（スマホ版顧客検索）・追加要望分】 
  2016年4月（設計） 
  2016年5～6月（開発～UT～ITa） 
  2016年7月（本稼働） 

導 入 台 数 60台強（サービス部門）、50台強（営業部門：スマートフォン） 

タブレット環境 
【 ＯＳ   】 Android 5.1.1 
【通信方式】 FREETEL (SIMカード使用）、社内無線LAN 
【接続方法】 グローバルIPからのNAT変換（VPN接続不使用） 

開 発 規 模 
【機   能   数】 13 機能 
【プログラム本数】 34 本 

特 徴 

・LANSA社でも事例のないVPN接続以外での接続を実現 
・現行機能のイメージを踏襲しつつ、 
                           さらにブラッシュアップされたユーザビリティ 
・LongRangeの限界を攻めたレイアウト構成と操作感 
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機能一覧 

メニュー項目 概要 サブ機能 

ＳＣ出発 サービスセンターを出発した時間を自動登録 

作業開始 
顧客検索によりメンテナンス機械の特定をして作業開
始ボタンを押下することにより開始時間を自動登録 

・備考情報 
・使用品 
  （トナー、部品） 
  情報の強制確認 

コール作業開始 
コール受付一覧から選択し顧客の確認後、作業開始ボ
タンを押下することにより開始時間を自動登録 

・担当者検索 

作業終了 作業終了時に終了時間の自動登録 

作業報告 

作業報告未入力の顧客一覧を表示し、報告入力する顧
客を選択して次の各項目を入力する 
【入力項目】作業区分／カウント（数値入力）／ 
      使用部品／状況・作業／集金／ 
      備考（文字入力） 

顧客検索 
【検索キー】住所 or 顧客名 or 機械管理番号 
【表示項目】 顧客情報、設置機械情報、契約情報、 
     コール履歴情報、営業活動情報、地図情報 

・機械別保守履歴照会 
・使用品履歴照会 
・カウント検針実績照会 

ＳＣ帰着 サービスセンターに帰着した時間を自動登録 

※ 上記以外に、ログイン、メニューがあります。 
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プログラム本数とＳｔｅｐ数 

プログラム規模 プログラム本数 平均Step数 構成比 累計構成比 

    1～  250 Step 10 182 29% 29% 

251～  500 Step 13 298 38% 68% 

501～1000 Step 8 657 24% 91% 

1001～1000 Step 1 1,214 3% 94% 

2001～3000 Step 1 2,066 3% 97% 

3001～4000 Step 1 3,370 3% 100% 

合計 34 552 

最小Step数     130Step 
最大Step数  3,270Step 

プログラム本数 

1～  250 Step 

251～  500 Step 

501～1,000 Step 

1,001～2,000 Step 

2,001～3,000 Step 

顧客照会２   1,214Step 
顧客詳細    2,066Step 
作業入力    3,270Step 



基幹システム 
   作業報告入力 
 
 
 
 
 

                   
            ILERPG 
            C/S Bridge 
            VB.net 
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システム新旧比較 

サービス員 

ポケットＰＣ 
保守実績記録 
保守履歴照会 

Windows CE 

     タブレット 

 
 
 
 
 

                 LongRange 
                    for RPG 

サービス員 

【旧】 

【新】 

ＩＢＭ ｉ 

管理者・サービス員 

【既存システム】 

ＣＦカードによるオフライン接続 

インターネット 

基幹システムのプログラムをベースに開発 
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開発上の特徴（１／２） 

１．作業入力機能についての新旧画面遷移 
 旧ポケットＰＣの入力画面遷移は、色々な入力画面を経て、最終的に１つの入力結果画面へ 
遷移してました。それを今回開発した入力画面では、メイン入力画面から双方向で各入力画
面へ遷移可能としましました。 
また、メインの入力画面を起点に、多種多様な入力画面への遷移を双方向で可能としたこと
で、入力結果のイメージが捉えやすく且つ、各入力画面の内容修正も容易におこなえるよう
にしました。 

入力 
画面
Ｃ 

入力 
画面
Ｄ 

入力画面 
Ａ～Ｄ結果 

入力 
画面
Ａ 

入力 
画面
Ｂ 

＜旧ポケットＰＣの入力画面遷移＞ 

単品登録画面 複数登録画面 一覧入力画面 プルダウン＆ 
チェック選択画面 

入力画面 
Ａ～Ｄ結果 

入力 
画面
Ａ 

入力 
画面
Ｂ 

入力 
画面
Ｃ 

入力 
画面
Ｄ 

単品登録画面 

複数登録画面 

一覧入力画面 

プルダウン＆ 
チェック選択画面 

＜今回開発の入力画面遷移＞ 
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開発上の特徴（２／２） 

２．開発者用プロファイルへの遷移ボタン表示制御 

 使用者（サービスマンや所長）によるLongRangeプロファイルの設定変更をさせない
ために、設定画面へ遷移するボタンの表示制御を実装しました。 

① 一般使用者（サービスマン）および、権限保持者（所長）には、設定画面へ 
      遷移するボタンを非表示としました。 

② システム管理者および開発者は、設定画面へ遷移するボタンを表示しました。 

 上記①②の切り分けを、ログイン画面にて入力されたユーザーIDおよびパスワードに
て判定。 
システム管理者および開発者用に専用のユーザーを用意し、そのユーザーIDでログイン
したときのみ、設定画面へ遷移するボタンを表示するように制御してます。 
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サンプル画面（画面展開１） 

ログイン メニュー ＳＣ出発 

顧客照会１ 顧客照会２ 顧客詳細（上） 顧客詳細（下） 使用品照会 

コール受付一覧 顧客詳細（上） 顧客詳細（下） 使用品照会 

作業終了 

作業開始 

コール作業開始 
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サンプル画面（画面展開２） 

メニュー 

ＳＣ帰着 

顧客照会１ 顧客照会２ 顧客詳細（上） 顧客詳細（下） 

作業報告 作業入力 

保守履歴 使用品履歴 ｶｳﾝﾄ検針実績 

作業報告 

顧客照会 
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主要画面イメージ（１） 

★作業報告入力 
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主要画面イメージ（２） 

状況・作業入力画面 
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主要画面イメージ（３） 

★顧客検索（１／２） 



主要画面イメージ（４） 

★顧客検索（２／２） 

ソリューション・ラボ・横浜 株式会社 

SLYOKOHAMA 
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主要画面イメージ（５） 

顧客詳細 

※ 画面は縦スクロールとなり、この続きで「営業活動情報」と「地図」の画面が 
      あります 
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効果（お客様からの評価） 

 リアルタイム更新にした事により次の効果が得られました 

 上長がサービスマンの進行状態が常に把握できるようになった 

 サービス開始、終了の時間を改ざんできなくなった 

 インターネットが使えるためのメリットを享受できた 
   メーカーの症例検索ができ、サービス業務の効率アップ 

 地図情報との連動で、新規に訪問するお客様に迷わずに行ける 
   ⇒ 時間のロスがなくなった（担当外地区応援時） 

 顧客データ等がローカルにないため、データ漏えいのリスクが軽減 

 朝のデータダウンロード、夕方のアップロードの手間が省けた 

 ポケットＰＣは処理が遅く、作業の開始と終了の時間のみ入力して 
  事務所に戻ってから基幹システムに直接入力することが多かったが、 
  すべての入力が外で完結できるようになり作業時間の短縮が図れた 

 新システムにした事により次の効果が得られました 

サービス部における効果 
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効果（お客様からの評価） 

 営業マンからの声（スマートフォンによる顧客検索） 

 出先において、時間が空いた時近場の顧客を検索し訪問できるように 
  なり、訪問件数が増えた ⇒ 営業効率の向上 

 お客様先に入る前に、顧客情報を確認してから入れるのでお客様との 
  会話がスムーズに行えるようになった 

営業部における効果 
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効果（お客様からの評価） 

・拠点帰着後の時間短縮 

1人20分／日 × 60名 ＝ 1日20時間／全社 

1ヶ月 ４００時間／全社 

2.5人分／全社で削減可能 

・日中の作業効率Up 

定期点検訪問社数１０～１５％Up 
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開発裏話（苦労話１／２） 

１．通常のRPG開発と違い、画面を定義する際、DSPFでの行桁指定による絶対配置でなく、 
  画面全体を縦何分割、横何分割といったような相対配置である点が慣れるまでに時間を 
  要した 

２．１画面内に項目数が多い場合、DSPFのソース制限（最大5,000行まで。これ以上はコ 
  ンパイルエラーとなる）がかかり、本来DSPFに定義すべき内容を、RPGソースへ定義 
  しなくてはならない作業が工数増の要因となった 

３．エレメント（要素）のプロパティやイベントの定義方法が、同じ内容でもRPG側と 
  DSPF側で異なり、マニュアルにもそれぞれの場合の記載がなく、調査時間を膨大に 
  費やした 

４．タブレットにて機能を実行し、プロパティエラーなどが発生した際に、表示される 
  メッセージから原因を特定することが非常に困難であった 
  （RPGのように、具体的なエラー箇所を提示してくれない） 

５．ラジオボタンが実装されていないため、チェックボックスを代替機能としたが、 
  この場合の複数選択エラーチェックの実現難易度が非常に高かった 
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開発裏話（苦労話 ２／２） 

６．DSPFをある程度完成に近い状態で作成しておかないと、レイアウトの確認ができない。 
  １つの項目が重なっていただけで、画面全体が崩れてしまったり、不具合箇所を探し出 
  すのが困難であった 
  （RPG開発と違いコンパイルエラーとならないため、原因箇所の追及に時間がかかって 
   しまう） 

７．提供されているサンプルソースがILERPGのFreeFormatであったため、それをRPGⅢ 
  へ流用する際のソース置換に時間を要した 

８．操作レスポンス遅延の要因、ネットワークを原因とする接続不可また遅延の原因など、 
  周辺環境に関する情報があまりLANSA様と連携いただけなかったため、外部機関との 
  連携・調査に相当の時間を要した 
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開発裏話（簡単だった点及び所感） 

１．RPG、DSPFでの開発経験があれば、ある程度の画面までは短時間で作成が可能 

２．LongRangeで実現可能な機能は、ほぼサンプルとして提供されているため、 
  一から作成する必要がない（ポップアップ、地図実装など） 

３．テーブル（一覧形式画面）の作成と制御が簡易 
                     （RPGでいうところのサブファイル画面） 

簡単だった点 

所感 

１．RPGで実現可能なことは、ほとんど対応可能であると思われる 

２．黒画面より遥かに見栄えもよく、また使い勝手もよいと感じた 

３．熟練者となれば、開発工数も大幅に削減できると思われる 

４．それほどのスキルを必要とせず、ある程度本数をこなせば、比較的簡易にタブレット 
  画面が作成可能 
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開発裏話（反省点） 

１．RPG内での定義部分を各PGMに実装するのではなく、外部定義体として共通化して 
  おくべきであった 
  （PGMごとに記載が必要となり、ソースが煩雑になってしまった） 

２．パラメータ定義に関して、設計段階で全機能分を洗い出し、共通化しておくべきで 
  あった（追加、追加となってしまい、手戻りなどの作業が発生） 

３．使用タブレットが決まっていたこともあり、そのサイズに合わせた設計となり、汎用性 
  に欠けたものになってしまった 

４．現行機能を忠実に踏襲したため、本来LongRangeで実現すべき範疇を越えてしまった 
  （項目数増大、画面展開の複雑さなどを引き起こし、開発工数を相当要すことになった） 
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ＬＡＮＳＡ様への提言 

１．マニュアルが解りにくい 
  エレメント、プロパティ、イベントなどが一覧形式となったマニュアルが必須と感じま 
  した 
  また、プロパティエラーなどが発生した際の対処方法、トレースの見方などもマニュア 
  ル化が必要だと感じました 

２．ネットワークに関する情報や事例が少ない。（ほとんどない） 
  是非、このあたりの情報を収集し公開してほしい 

３．ラジオボタンのような、VBなどで実装している機能と同等の機能を実装してほしい 

４．本当の意味での「マルチデバイス」対応を希望 
  今回はＡｎｄｒｏｉｄでの開発を行ったが、これをｉＰＡＤで動かすとイメージが異 
  なる場合がある 
  また、画面定義を比率で行っても例えば９インチできれいに表現できているものが 
  ７インチではつぶれたり文字の表示がおかしくなることがあり、綺麗に対応させるには 
  デバイス毎に設計しなければならなかった 
  （サービス部はタブレット、営業部はスマートフォンで画面サイズが異なった） 

５．Androidでの開発事例、サポートを充実してほしい 
  iOSとの対比が容易にできる情報があると大変助かります 
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お問い合わせはこちらへお願いいたします 
  ソリューション・ラボ・横浜株式会社 
  ソリューション事業部ソリューション営業部 
     担当：飯島（携帯電話 ０９０－４００６－１９０８） 
            （ＴＥＬ ０４５－６６３－１２５１） 
             Email : iijima@sly.co.jp 

ご清聴ありがとうございました 


