お客様事例

九州三菱自動車販売
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来店客情報のリアルタイム通知を、オープンソース・ソフトウェアと
基幹データベースとの連携によって実現
九州三菱自動車グループは、北部九州を中心に三菱・スズキの自動車の販売や整備事業を展開する自動車ディーラーです。

メーカーである三菱自動車と同様に、電気自動車の充電設備や情報発信の場を設けた次世代店舗「電動 DRIVE STATION」
の展開を進めており、
同グループ内のシステム開発・運用を担当している九州三菱自動車販売株式会社 電算室では、顧客

サービス向上のために、
IP カメラで読み取った車両のナンバーをもとに、来店客の情報をリアルタイムで通知するシステム

を構築しました。顧客情報を管理している IBM i 搭載 IBM Power Systems
（以下、
とIP カメラの制御コントローラー
IBM i ）
を連携させる仕組みはオープンソース・ソフトウェアを用いて独自に開発。迅速かつ柔軟な接客対応を実現しています。

［ ソリューション ］ IBM i 搭載 IBM Power Systems
課題

車両ナンバーを顧客データベースと照合して、来店客情報をリアルタイムで取得したい
来店客情報を、店舗内の複数の PC にテキストで、
スタッフのインカムに音声で、
それぞれ通知したい

ソリューション

車両ナンバーを IP カメラで読み取って作成したテキストデータを IBM i 上の顧客
データベースと照合するプログラムを、
Node.js の拡張機能を用いて作成
店舗内の複数の PC 画面上へのプッシュ通知と、
テキストを読み上げる JavaScript を
利用したインカムへの音声通知に、
チャットの仕組みに使われる WebSocket を活用

効果

ナンバー認識パッケージがサポートしていない複数 PC へのプッシュ通知および
インカムへの音声通知を、
オープンソースの活用によって実現
来店客情報を速やかに伝達することで、担当スタッフによる柔軟かつ迅速な応対が
可能となり、顧客サービス向上に貢献

［ お客様の課題 ］

予約内容をリアルタイムで把握し
担当スタッフにテキストと音声で来店客の情報を通知したい
車は販売して終わりではなく、その後の整備や点検などでディーラーを訪れる機会も多い
商品です。九州三菱自動車販売株式会社（以下、九州三菱自動車販売 ) でも、顧客サービス
向上の観点から、来店されたお客様をスムーズにお迎えする仕組み作りに取り組んでいます。

九州三菱自動車販売 上級執行役員 電算統括部長 松本登久司氏は、検討の経緯について
次のように話します。
「東京のメーカー直営ディーラーでは、来店されたお客様の車のナンバーを IP カメラで
読み取り、その情報をもとにお客様の情報をスタッフに知らせる仕組みがすでに導入され

これまで30年以上使い
続けてきたIBM i の資産
に 改 修 を 加 えること
なくそのまま活用して、
新たなシステムを作る
ことができたのは非常
によかったと考えてい
ます。

ていました。分類番号やナンバーを画像認識によって読み取り、顧客情報や予約状況が登録
されたメーカーの基幹データベースと照合する仕組みです。これはメーカーが用意している
ナンバー認識パッケージ（以下、パッケージ）を活用したものでした。ナンバー読み取りの
認識率も高かったため、電動 DRIVE STATION として改装中の熊本店に、同様のシステム
を導入できないかと検討していました」
しかしパッケージの導入には複数の課題があったと、電算室 開発課マネージャーの稲葉
剛氏は説明します。
「まず情報を表示できる PC が、閲覧専用ソフトが導入されている PC1台のみという点です。
表示される PC が1台だけだと、誰かがそれを常に監視し、担当スタッフに伝えなくてはなり
ません」
（稲葉氏）

九州三菱自動車販売株式会社
上級執行役員
電算統括部長
松本 登久司氏

加えて、音声による通知が行えないことも課題となりました。
「担当スタッフが必ず在席しているとは限りません。お客様対応で離席していたり、オフィス
外にいたりする場合もあります。実際の現場での運用を考えると、複数の PC に通知を表示
し、
かつインカムに音声で通知ができるものがよいと考えました」
（稲葉氏）

システム構成図

業務連絡です。
登録番号1234 高橋様
ご来店です。
車検の予約があります。
担当営業は坂本です。
お出迎えをお願いします。
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最大の課題は IBM i との連携でした。九州三菱自動車グループでは基幹システムに IBM i を
採用しており、自動車を購入した顧客の情報や来店予約の情報は、IBM i のデータベース
に格納されています。パッケージは IBM i と連携していないため、
カメラで読み取った情報
を IBM i の顧客データベースと直接照合できません。データベースを直接参照できるよう
システム改修を行うのは、改修にかかる期間や費用面からも現実的ではないとして、他の
方法を模索することになりました。
カメラで読み取った情報を IBM i のデータベースと直接照合できること、複数の PC に同時
にプッシュ通知できること、
さらにインカムへ音声で通知できること。この3つの課題を全て
解決するために九州三菱自動車販売 電算室が考えたのは、オープンソースの技術を組み
合わせ、IBM i のデータベースと連携させる方法でした。

目指す目標をどのように
実現するのか、試行錯誤
がありましたが、IBM i
とオープンソース・テク
ノロジーを組み合わせる
ことで、比較的短期間
に形にすることができ
ました。

［ ソリューション ］

チャットに着想を得て

Node.js を使ったリアルタイム Web 配信システムを模索
リアルタイムなプッシュ通知の手段としてヒントになったのが、チャットの仕組みでした。
「チャットでは、
1人が情報を送ると、接続している全員の画面に情報がリアルタイムで表示
されます。この仕組みをナンバープレート照合の通知に使えるのではないかと考えました」
（稲葉氏）
チャットに使われている WebSocket は、IBM i の Node.js で利用できます。これを使えば
カメラが読み取ったデータと IBM i 上のデータベースを照合し、
その回答をチャットの会話
のように複数の PC にリアルタイムで情報送信できるのではないかとして、検討が始まりま
した。
まず検討されたのが、カメラで読み取ったナンバーのデータを、IBM i のデータベースと照合
する方法です。ここで使われたのが Node.js でした。カメラで読み取ったテキストデータの
内容を Node.js で読み込むことで、直接 IBM i のデータベースと照合することが可能になり
ました。
次に必要なのが、
プッシュ通知。カメラで読み取ったデータは、あらかじめ指定されたフォルダ
に格納されます。そこで Node.js の拡張機能を使って、
このフォルダを常時監視することに。
ナンバーを読み取ったテキストデータが到着すると、Node.js の拡張機能がそれを検知。
テキストデータの到着がトリガーとなって、データベースを照合します。データベースから
リアルタイムで照合された顧客情報や予約状況が、
チャットの仕組みを使ってプッシュ通知
される仕組みが構築されました。
「IBM i は、
PHP、Java などのオープン言語や Node.js といった、様々なオープンソース・テク
ノロジーに対応しています。今回のシステム構築でも、
テストを繰り返す中で比較的簡単に
進めることができました」
と稲葉氏は言います。
また、インカムに音声で通知を送る機能は、Web ブラウザーに送られたテキストを読み
上げる JavaScript を使って実現しました。
「検討を始めたのが2017年8月ごろです。わずか約3カ月でシステム構築を完了し、運用を
スタートできました。想像以上に簡単に、オープンソース・テクノロジーを IBM i と連携でき
ることを実感しました」
（稲葉氏 )
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［ 効果 / 将来の展望 ］

速やかな接客対応を実現し
顧客サービス向上に貢献

システム導入後の熊本電動 DRIVE STATION では、来店されるお客様のへの対応が非常
にスムーズになったと松本氏は言います。
左から稲葉氏、松本氏

「予約時に、車検なのか、点検なのか、また相談なのか、用件を伝えているのに、来店してまた
同じことを言うのは二度手間に感じられるお客様もいらっしゃると思います。システム導入後は、
『○○様、今日は6カ月点検ですね』
と、担当スタッフがお客様のお名前もご用件もわかった
うえでお迎えできるようになったので、お客様には喜んでいただいていると思います」
（松本氏）
現在、熊本の電動 DRIVE STATION の来店車両は、1日に約80台、週末はさらに多くの方
が来店されます。そのため、
日によってはかなりの頻度で通知が送られることも。
「当初は DRIVE STATION に入ってくる全ての車を判定していましたが、通知が多くなり
すぎることもあり、宅配や納品などで来られる業者の車、社員の車など、通知の必要がない
ものを対象外とする、除外車両の仕組みを追加で開発しました」
（稲葉氏 )
また今回構築された仕組みは、他の店舗に展開する場合にも、プログラム修正の必要が
ないと稲葉氏は言います。チャットでいう
「入室ルーム」
を分け、監視するフォルダを増やす
ことと、IP カメラ用のサーバー側でファイルを書き出す場所を設定するだけで、他店舗の
システムでもそのまま利用できるため、横展開しやすいというメリットもあります。
今回構築した仕組みについて、九州三菱自動車販売では、他の用途への応用も視野に入れ
ています。
「この仕組みを応用すれば、IBM i のデータベースと一般的な他のシステムとの連携が容易
に行えます。今後、他の業務にも応用できる可能性が十分にあると考えています」
（稲葉氏）
アイデアとテクノロジーで日々サービスや業務を進化させる、同社の挑戦は今後も続きます。

九州三菱自動車販売株式会社

〒810-8036 福岡県中央区薬院三丁目2番23号

http://www.kyushu-mitsubishi-motors.co.jp/

1951年に九州中重自動車株式会社として設立。現在は、九州北部・中部に80拠点
を展開し、地域のカーライフをサポートする KMG ホールディングスのグループ
会社として、主に福岡、北九州、久留米、佐賀エリアを担当。新車や中古車、部品
の販売、修理や点検などのサービス、保険の取り扱いなどを行っている。
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