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まえがき

近年，自動販売機業界全体の新規購入台数が減少する中，

自動販売機メーカーでは競合会社との差別化，価格競争力

の強化，さらにアフターサービス事業の拡大が課題となっ

ている。アフターサービス事業においては，自動販売機の

故障発生から修理完了までの時間的ロスを最小限に抑える

などのサービス品質の向上や修理料金の価格低下への対応

のため，システム的な合理化が必要となってきている。

富士電機のアフターサービス総合支援システム

「FYCSS」は，1993 年に稼動した。業務用ハンディター

ミナルをフィールドサービスマンに携行させ，公衆電話回

線を使って修理手配データを通信するなど，当時としては

先進的なシステムであったが，近年の通信システムの進化

と新しいデバイスの登場により，機器の陳腐化が進んでい

た。さらに，さまざまな顧客要望（報告業務，スピード

アップ，コストダウン，365 日対応など）に対して，従来

システムでは対応できず，手作業による業務負荷の比重が

高まり，抜本的なシステム再構築が必要となった。このた

め，新たなアフターサービス総合支援システム「FYCSS

Ⅱ」を開発したので紹介する。

アフターサービス業務の概要

自動販売機のアフターサービスは，大きく分けると自動

販売機メーカーが請け負う場合と，自動販売機の所有者で

ある中身商品メーカーやオペレーター（自動販売機の管理

や中身商品の補充を行う企業）あるいはその協力サービス

会社が請け負う場合の 2 系統がある。また，自動販売機は

中身商品メーカーから設置店に貸与されている場合が多い。

２.１ 修理受付業務

富士電機では販売した飲料，酒類，たばこ，物品，冷凍

食品などの自動販売機，清涼飲料・酒類などの業務用ディ

スペンサ，通貨関連機器などのアフターサービスを請け

負っている。これらの機器の貸与を受けている設置店は貸

与元の中身商品メーカーへサービスを依頼する場合が多く，

中身商品メーカーを経由して富士電機へ修理コールが入る。

富士電機が設置店から直接修理コールを受け付けるケース

は，年間保守契約を締結しているたばこ自動販売機が主で

ある。図１に修理受付のフローを示す。

２.２ 修理手配・報告・請求業務

基本的な業務の流れは次のようになっている。

電話またはファクシミリで受けた修理依頼情報をサービ

スセンターで受付処理し，設置店住所から地区コードを割

り出してその地区に設定された担当サービスマンへ手配を

送信する。受け取ったサービスマンは 24 時間以内を目標

に設置店へ訪問し，修理作業を行う。作業結果（修理完了

または未完了）情報をサービスマン端末に入力し送信処理

を行う。サービスセンターでは，サービスマンから受け

取った作業結果情報を依頼主（飲料メーカーなど）へ自動

ファクシミリなどで報告を行っている。

修理依頼の中身はさまざまであり，一般的な修理のほか

に事故保険扱いのものも多く含まれている。保険処理の場

合は設置店訪問先で保険修理見積書を発行し，保険会社へ

見積書を提出してから修理指示を待つことになる。また，

自動販売機の扱い先が設置店と異なる場合は，自動販売機

などの鍵を扱い先へ引取訪問する業務も行っている。

アフターサービス総合支援システム「FYCSSⅡ」
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図１　修理受付の基本フロー
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アフターサービス総合支援システム「FYCSSⅡ」

修理費用処理に関しては，顧客の締め日に合わせて修理

請求明細書を月次で出力している。請求明細書は，富士電

機の標準の書式から顧客が指定する請求明細書まで多様な

書式を扱っている。

FYCSSⅡシステムの概要

３.１ FYCSSⅡ開発の狙い

FYCSSⅡは次のような狙いで開発した。

CTI（Computer Telephony Integration），インター

ネットなどの最新の IT（Information Technology）を

取り入れ，顧客情報や技術サービス情報をデータベース

化し，これまで以上のサービスの迅速化を図り，顧客満

足度の向上を目指す。

修理受付窓口の集約・分散を可能とし，さらなる業務

効率化や 365 日受付対応を図るとともに，顧客要求の一

元管理が可能なシステムを実現させる。

３.２ 主な特徴

受付窓口は，CTIサーバと IP 電話で顧客情報を瞬時

に受付画面に表示させ，過去に受付した履歴などを確認

しながら応対することができるコールセンターとなって

いる。

現場サービスマンとの修理通知や報告のやりとりは，

モバイルネットワークで構成されており，PDA（携帯

情報端末）や iアプリ
〈注1〉

対応型携帯電話とリアルタイムに

相互通信しスピードアップを図っている。

さらにサービスマン側では従来のような手配と報告だ

けではなく，現場で PDAから部品表を閲覧し，部品セ

ンターの在庫を確認しながら必要な部品を即日発注でき

る機能，自動販売機などの故障コードやキーボード操作

手順を確認することができる技術情報閲覧機能，事故機

や故障状況を画像転送する機能など，現場サービスマン

の情報武装化にも対応している。

顧客からの修理依頼や進捗（しんちょく）確認は，電

話や自動ファクシミリといった方法で処理されるが，顧

客側からインターネットを利用して修理依頼を発注した

り修理進捗を確認することにも対応できるよう拡張性を

持たせた。

設置店からの直接の修理コールも CTIを導入したこ

とにより柔軟に対応できるようになり，基幹システムは

365 日稼動しているため，休日受付も対応可能となった。

図２に FYCSSⅡ業務の概要を示す。
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図２　FYCSSⅡ業務の概要

〈注１〉iアプリ：（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモの登録商標



アフターサービス総合支援システム「FYCSSⅡ」

機能の詳細

４.１ サービスマン端末でのリアルタイム情報連携

基本として，サービスマン全員が PDA＋定額 PHS 通

信カードを携行し，どこでも情報の送受信ができる環境を

構築した。しかし PHSでは通信エリアの制約も考えられ

るため，通信エリアの広い携帯パケット通信カードも利用

可能とし，地域性を配慮した。また，仕事量やコストを考

慮し，PDAをそれほど必要としない地域担当サービスマ

ンについては，iアプリ対応型携帯電話とノートパソコン

タイプの端末も用意し，すべてのサービスマンとリアルタ

イム進捗管理が行える環境を準備した。

これらのインフラストラクチャーを使い，訪問予定，作

業開始，作業完了・未完了を現地で情報入力することで，

サービスセンター受付担当者がサービスマンの作業進捗状

況をリアルタイムに捕まえることを可能とした。

PDAのソフトウェアについては，修理履歴，部品表な

どの情報検索系をWeb 方式で開発し，修理完了・未完了

入力などの報告業務系を組込プログラムとした。これは通

信エリア圏外でも修理完了入力などの最低限の業務処理を

可能とするためである。

図３にサービスマン端末（PDA）を示す。

４.２ ナレッジデータベース

サービスマン個々の技量には格差があり，知識と豊富な

経験を持ったサービスマンのノウハウをすべてのサービス

マンが活用できる環境を提供することが重要な課題である。

従来から技術サポート担当者に寄せられる質問の回答記

録をノウハウとしてデータベースへ登録するという作業が

継続されていた。今回のシステムでは，このデータベース

を対象情報として，ナレッジ検索システムを導入し，PD

Aから利用できるようにした。さらに修理コール受付担

当者からも検索できるように受付業務画面にナレッジ検索

画面を用意し，受付時における故障問合せに対して一次メ

ンテナンス（電話対応で処理）効果が期待できるように

なった。ナレッジ検索に関しては，役立つ情報が検索結果

の上位に表示されるように，検索者の評価を入力できるよ

うにしており，有効性の高い情報が自動的に検索上位に表

示されるように工夫している。

図４にナレッジデータ画面を示す。

４.３ 部品表データ検索機能

必要部品の部品番号を正確につかむには，部品表が必要

となるが，自動販売機は多種少量生産であるため部品表の

数は膨大であり，サービスマンはすべての部品表を車両に

常備することはできない。これまでは部品表を常備してい

ない機種は帰社してから部品表を閲覧・調査後発注依頼を

行っていた。今回のシステムでは，すでに社内用として開

発されたWeb 部品表検索システムを流用し，部品表デー

タを PDAから検索・表示できるようにWeb 検索部分を

新たに開発した。図５に示すとおり，PDAから部品表明

細データの照会と展開図面データのイメージ図の参照がで

きるようにしたことで，現場で正確な部品コードを検索す

ることが可能となった。

４.４ 修理現場からの部品発注・在庫確認

現場で正確な部品コードを検索可能としたことにより，
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図３　サービスマン端末（PDA）

図４　ナレッジデータ画面

図５　PDAからの部品検索



アフターサービス総合支援システム「FYCSSⅡ」

現地から部品を発注して修理完了までの対応納期を短くす

ることが可能となる。さらに部品センターの在庫状況，車

両在庫状況も分かるようにしている。発注後は部品セン

ターからの納期回答情報を使って，サービスマンの次回訪

問予定日も自動的にセットすることとした。

４.５ CTI と受付業務画面の連携

受付業務画面では図６に示すとおり，CRM（Customer

Relationship Management）データとして活用すべく，過

去の修理履歴データを格納した。

まず，修理受付時の設置先の電話番号をセットする。こ

の部分では CTIを活用し，設置先から電話がかかってき

た場合，電話を取ると同時に過去修理履歴と照合して画面

に設置先情報と製品型番の情報を表示する。受付済み情報

も表示することで同じ電話番号から複数回コールを受けた

場合の二重手配の防止と，問合せに対する迅速な判断を行

えるように工夫した。過去の修理履歴データと一致した場

合，設置先住所や製品型番の情報を入力する必要がなくな

り，入力作業時間の半減を実現した。過去修理履歴がな

かった場合は全国の電話番号台帳を利用することで，設置

先名称と住所の入力を削減することができた。

さらに，サービスマン手配はサービスマンスケジュール

を表示させながら決定できるため，受付時点で適切なサー

ビスマンに手配することが可能となった。従来は熟練を要

していた手配事務が削減でき，誰でも手配可能となるため，

交代制による業務が可能になった。図７に示すとおり，

サービスマン手配時のスケジュール確認画面で修理物件手

持ち件数のほか，住所や完了状況が 1 画面で分かる画面設

計とした。

４.６ 修理進捗報告の自動ファクシミリ処理

最近では，受付後の修理進捗のリアルタイムな報告を義

務づける顧客が多くなっており，要求されるすべての顧客

には対応できていない状況が続いていた。この問題に対し，

自動ファクシミリを導入し，報告書類の作成から送信まで

を自動化した。顧客により報告スタイル（1 件ごとに 1 枚

の報告書やリスト）が異なるため顧客別のマスターでスタ

イルを設定できるようにした。様式の設定以外にも，送信

時刻や電子メールでのテキスト報告データ提供も設定に加

えることで，多方面の顧客要望を想定して対応している。

４.７ 製造部門連携・ディジタル画像データ機能

自動販売機メーカーとしては，商品の品質にかかわる情

報を製造部門へフィードバックすることは重要である。現

地で発生したトラブルは修理内容データ以外に画像データ

を送るほうが正確にかつ迅速に対応できることがある。こ

のシステムでは，ディジタルカメラで撮影したデータを P

DAからサーバへ送信する機能を用意することで，製造部

門へビジュアルな品質情報を渡せる機能を実現した。

また，初期不具合が発生した場合は，該当の修理情報を

即時に製造部門の品質管理者へメール配信し，品質管理者

が現場サービスマンへ連絡して詳細状況をヒアリングする

ことも可能となり，不具合解決の迅速化が期待できる。

ネットワークセキュリティ

PDAは，パケット通信サービス（モバイルプラス
〈注 2〉

）を

採用し，毎月定額の通信料金の中で，サービスマンが通信

費用の超過を気にせず利用できる環境を準備し，リアルタ

イム通信と通信費全体のコストダウンを両立させた。

モバイル環境から社内ネットワークに接続するため，発

信者電話番号と IDのチェックをモバイルプラス側で行っ

ている。さらに IDと割当て IPアドレスを固定化し，社

内ネットワーク内でアクセス制限をかけている。モバイル

プラス側のゲートウェイと本社ルータを既存の社内ネット

ワークとは別の独立したエクストラネットとして設定した。

あとがき

将来は顧客との連携部分を拡張し，Webによる状況報

告を普及させて包括的な顧客サービス事業へ発展させるた

めの工夫が必要と考えている。運用面では，サービスマン

からの報告タイミングの徹底と報告内容を充実し，システ

ム面では，単に合理化・スピード化だけではなく，情報提

供能力および情報連携能力を強化して，よりよいサービス

を提供していきたい。
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図６　受付業務画面

図７　サービスマン選択画面

〈注２〉モバイルプラス：富士通（株）のパケット通信サービスの名称



＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。




