Case Study

先進ユーザー事例
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本格展開前の助走期間と位置づけ、各部門

一策として現在、帳票のデジタル化やペー

変われば、DXの重要な推進力としても貢

からデータ活用に積極的な10 ～ 20名程度

パレス化を進めている。Web画面でのデー

献していくことになりそうだ。

に相当の工数を費やしていた。

のユーザーを選んで、利用を開始した。こ

現在、情報システム部には部長以下9名

れに並行して、利用頻度の高い従来のクエ

が所属する。同部は、コーユーレンティア

リー定義をPHPQUERYへ移行する作業も

フコンからIBM iへ移行し、基幹システムを

をはじめグループ全社のIT部門という役割

進めている。6月時点で、約30％の移行が

全面再構築した。販売管理・物流・在庫管

も担っている。基幹システムの運用保守か

完了したという。

理を軸に、RPGによる独自開発型のシステ

らオープン系サーバーやネットワーク、端

ムとして完成させている。

末管理など、IT全般を担当している。

PHPQUERYの活用例（1）
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PHPQUERYの活用例（2）
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ム部で抽出したデータが定期的に配布され

基幹データのさらなる活用を目指して、

手で取得できるような環境整備が必要であ

てくるので、データ活用に対する姿勢が受

「PHPQUERY」
（オムニサイエンス）を導

ると考えていました」と語るのは、情報シ

け身で、あまり明確な目的意識をもつこと

ステム部の真壁昭夫副部長である。

なく利用していると感じていました。これ

同社がその課題解決に向けて選択したの
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ータを自分の手で自由に取得できるので、

同社では以前からQuery/400を使って

ューションからQuery/400の後継とされ
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理部門や営業部門を中心に定期的にデータ

を検討したが、PHPQUERYを選択した理

ます」
（真壁氏）
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由について、中川健氏（情報システム部 開

月からだ。
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こと。またIBM i上で使用できるので、追加
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