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要

約

中小企業において IT 技術を利用した経営活動を開始するためには，コストや人材の育成等の問題が
あり，なかなか導入に踏み切れない場合が多い。そこでこれを支援するために，IT 技術を利用した低
コストで実施可能な新サービスである「情報配信サービス」と「電子御用聞きサービス」の実施を検討
する。また，それらの新サービスを円滑に行なうための「情報配信システム」と「宅配管理システム」
の開発をおこなった。これらのシステムの主な機能としては，メールの送受信，データベースによる顧
客管理，受注情報の管理と配送車の位置管理である。そしてサービスの 1 つである，情報配信について
は，共同実験先のスーパーマーケットチェーンとの共同運用実験をおこない，その効果等について検証
する。

1．はじめに
近年，IT 技術を導入し新たな経営活動を展開している企業が多い。IT 技術を導入することで，
財政状態や顧客情報の把握，分析，管理が簡便化され迅速に対応できる。また，ネットワークを
利用すれば，顧客への対応もスムーズに行なうことが可能となる。例えば，「荷物追跡システム」
1）

を導入したヤマト運輸では，顧客からの電話対応や配達伝票調査で対応していた事務処理をイ

ンターネットに介することで，処理時間を大幅に減少させることに成功した。その他の資金が豊
富な大手企業でも，独自のシステム導入や開発や自社内に開発部を設けるなどの積極的な活動を
行なっている。しかし，中小企業においては，IT 技術の導入に積極的ではないため遅れが目立つ。
その理由としては，以下のようなことが挙げられている 2）。
（1）インフラの整備や維持・管理が困難でありコストがかかる
（2）IT 技術スタッフの雇用と育成に対するコストがかかる
（3）IT 技術を利用した新しい経営戦略についてのノウハウがない
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IT 技術を導入するには，専用インフラの導入が不可欠である。しかもその専用インフラや専
用ソフトウェアの維持や管理，定期的なメンテナンスにはコストがかかる。また，それらを使用
できる人材の雇用や養成にも莫大な費用がかかる。そこで，中小企業金融公庫等の金融機関によ
り「革新技術導入促進基金」として資金貸付等について特例を設けている。しかし，社内情報化
を進めるに当たり「適切な情報化内容が分からない」と挙げる企業が 3 割を占めている 3）。この
ような状態で導入しても，投資成果が不透明であるため経営成果はマイナスになる企業が多いこ
とが調査結果で分かっており，導入に踏み切る企業は少ない。
そこで，本研究では中小企業に対して「コスト問題」を解消し IT 技術を活かした新サービス
の提案などの情報化支援に寄与することを試みた。今回の支援では生鮮流通業，特にスーパーマー
ケットでの利用を考慮した。IT 技術を利用した新たな顧客サービスの提案とそのサービスで使
用するシステムの構築を行なった。

2．システムとサービスの概要
2.1

サービスの概要

本研究で検討した顧客サービスシステムは，生鮮流通業，特にスーパーマーケットを対象とし
たものである。小規模スーパーマーケットにおいて重要となる顧客への情報配信サービスと御用
聞きサービスを効率良く行い，また顧客に対して新しいサービスを提供することを目的とした。
このような顧客への新しいサービスとして，情報配信システムと宅配管理システムを検討した。
情報配信サービスでは，最近，普及の著しい携帯情報端末である携帯電話を最大限に利用して情
報の配信と受信を行なうことを考えた。御用聞きサービスは，電子御用聞きサービスともいうが，
店舗に行く時間的な余裕のない顧客に対しての新しいサービスと位置づけられる。このサービス
は宅配管理システムが主な構成となっているが，種々の位置情報を提供してくれる GPS システ
ムの利用を試みた。これら二つの情報配信サービスと電子御用聞きサービスは図 1 のように示す
ことができる。配送車には標準として種々の機能を持つカーナビゲーションシステムの使用を考
えている。また，これらのサービスを有機的にリンクさせるために Web サイトを利用した。

③商品の準備・配送車へ連絡
⑤配達完了の連絡

スーパーマーケット

配送車
④商品を配達

①情報の配信
②会員 登 録

情報配信サービスの手順

①会員登録
②商品注文

電子御用聞きサービスの手順

顧客
図1

サービスの全体像
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本システムを利用するためには，会員登録をしなければならない。そこで，顧客は電子メール
や Web サイトを利用して会員登録を行なう。その後，情報配信サービスの場合は定期的に特価
商品などの情報がメールで配信される。電子御用聞きサービスの場合は，必要な時に商品注文が
行なえるようになる。注文が受理されると，ピッキングや梱包などの作業を行い配送車へ配送計
画を連絡する。配送計画を受け取った配送車は，最短ルートを検索し最寄りの店舗へ行き，荷物
を乗せて会員の自宅や職場へ商品を届ける。
このような，情報配信サービスと電子御用聞きサービスにおける一連の作業を円滑に行なうた
めに「情報配信システム」と「宅配管理システム」の開発を併せて行なった。
2.2

情報配信サービス

近年，情報化社会と言われるように多くの情報媒体が発展しており，ネットワークの高速化や
高性能 PC の普及などがその一例である。特に最近では，手軽さを求める消費者のニーズに応え
た小型，軽量化されたモバイル機器の普及が目立つ。このなかで，携帯電話はインターネット対
応の携帯電話が標準となっており，電子メールや Web ページの閲覧も可能になった。携帯電話は，
「対話型で双方向での情報伝達が可能」「個別に情報を届けることができる」「どこでも情報が手
に入れられる手軽さ」「鮮度の高い情報が届けられる即時性」という特徴を持っている 4）。また
携帯電話の普及率は，2002 年 3 月末で 7,351 万台契約に達し，そのうちインターネットに対応し
ているものは 75% の 5,513 万台にも上っている 5）。そのため，普及率の高い携帯電話を利用する
ことで，企業側も顧客も新たな機器を用意することなく誰でも手軽にサービスを行なう，あるい
はサービスを受けることが可能となり，サービス開始にかかるコスト問題も解決する。そこで，
携帯電話の電子メール機能を利用して特売品やキャンペーン等の情報をリアルタイムに配信し，
顧客へ鮮度の高い情報を配信するサービスを検討した。
2.3

電子御用聞きサービス

近年，過疎化が進み高齢者割合の増加や独居高齢者数が急増している。著者ら大学近辺では，
2003 年 1 月で高齢者の割合は 30.27% まで増加した 6）。その中で，独居高齢者は，12.1 ％の 733
人にも上る 7）。そこで，主に独居高齢者や交通弱者をターゲットとした電子御用聞きサービスの
検討を試みた。このサービスは，自宅や仕事場に居ながら買い物を行なうことが可能なサービス
である。電話や FAX はもちろん，電子メールや Web サイトを利用して商品の注文を行い，指定
場所へ配送するサービスである。特に独居高齢者においてはこのサービスを利用し，販売員とコ
ミュニケーションをとることで孤独感の軽減をはかるなどの効果が期待され，福祉対策としての
応用も可能となる。
このサービスを実施するにあたっては，配送車の位置管理と最短距離での配送方法が課題とな
る。そこで，一般向けのカーナビゲーションシステムを利用した位置管理と最短ルートの検出を
行なっていく。今回利用を考えている製品は，インターネットへの接続が可能な「モバイルリン
ク対応」のカーナビゲーションシステムである。そのため，ネットワークに接続することで移動
中の車輌から電子メールの送受信が可能となっている。また，最大 8 件までの最短ルート検索を
行なうことができる。そこで，8 件以上の注文を受けた場合，我々が構築したシステムによりグ
ループ分けを行なう。近くの配送先ごとに分けることで，移動距離を短くし手早く配送を行なう
ためである。そして，そのグループの情報は電子メールを利用して配送車へ転送し，カーナビゲー
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ションシステムに情報を入力することで最短経路を見出すことができる。
2.4

Web サイト

現在，日本のインターネット人口は 4,600 万人を突破し，企業は Web サイトを持つのは当た
り前の時代となってきた 8）。そこで Web サイトを開設し，会社概要や求人情報などの基本情報
の提供に利用する。そして新聞の折り込み広告やキャンペーン情報を掲載し，店舗のエリア外を
マーケティングの対象とすることを目的とする。また，レシピ，商品紹介などの情報提供も行なっ
ていく。その他には，顧客からの苦情や要望などの対処方法として活用する。Web サイトを活
用することで，幅広い情報提供や情報配信サービス，電子御用聞きサービスを管理するために構
築したシステムの有効活用が可能となる。つまり Web サイトを，企業と顧客間のインタラクティ
ブな情報ポータルとして活用する。
2.5

開発したソフトウェアについて

今回検討しているサービスを実施するに当たり，サービスを円滑に提供するための専用ソフト
ウェアを構築した。独自開発することにより，サービスの変化や，企業側の要求にも柔軟に対応
することが可能である。本ソフトウェアの特徴として，まず，会員登録を半自動化することによ
りオペレータの作業を軽減させることが挙げられる。また，重要な個人情報を扱うサービスであ
るため，個人情報の漏洩等を防ぐためにセキュリティの強化にも重点を置いている。
本ソフトウェアを開発するために，自製の PC，CPU：AMD Athlon 800MHz，メモリ：256MB
RAM， ハ ード デ ィス ク：100GB を 使 用 し た。 ソ フ ト ウ ェア は，OS：Microsoft Windows 2000
Professional，開発言語：Borland C++Builder Professional Ver.5.0 を使用した。

ログイン画面

ユーザー登録画面

メイン画面

メール

顧客登録

図2

受注状況・特価情報の管理

配送車の位置

開発したソフトウェアの構成

本ソフトウェアは，個人情報を扱うシステムの一部であるため，システムを利用するにはユー
ザー認証を行なう必要がある。そのためのユーザー登録は，図 3 の画面にある「ユーザー登録」
ボタンを選択すると，登録画面が表示される。ユーザー登録をおこなえば，そのユーザーのみが
使用できるフォルダが自動的に作成される。従って，他のユーザーは顧客情報などの登録内容を
閲覧できないようになっている。
ユーザー ID とパスワードを入力しログインすると，メールの送受信が行えるメイン画面（図 4）
が表示される。この画面でユーザーが利用できるシステムの機能は，以下に挙げている 4 つの機
能である。
（ⅰ）電子メールの送受信
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（ⅱ）情報配信サービスと電子御用聞きサービスの顧客情報の管理
（ⅲ）電子御用聞きサービスに関する受注情報の管理
（ⅳ）宅配に使用する配送車の位置情報の管理

図3

ログイン画面

ログイン直後に表示されるメイン画面は，メール受信画面である。図 4 の左側のメニューより，
右側に表示する内容を変更することが可能である。メールの送信は，顧客登録時に選択されたグ
ループごとに送信することが可能となっている。これは各店舗ごとの情報など，個別に情報配信
を行なう時に利用する。このグループごとの送信は，左側のメニューから送信したいグループを
選択することで，自動的にメールアドレスが設定される。

図4

メイン画面

顧客登録画面では，情報配信サービスと電子御用聞きサービスの両方を利用する顧客を把握す
るために，両サービスの会員登録は同じ画面で行なえるようになっている（図 5）。
この画面では，会員の申込日・解約日・メモなどを記載する欄を設けている。メモについては，
会員の解約理由などを記載して，今後のサービスを向上させるために参考とする。また，独居高
齢者の現状などを記載する事で福祉活動に活用する。
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会員登録画面

3．情報配信サービスの運用実験
3.1

実験の全体像

今回開発したシステムを利用し，情報配信サービスの運用実験を行なうことにした。共同研究
先である M 社は，中堅のスーパーマーケットチェーンである。M 社は地域密着型の経営を行っ
ており，市内各所に 5 店舗を構えている。しかし，近辺には大型ショッピングセンターが 3 店舗
あり，経営競争が激しい地区となっている。そこで，従来の顧客を守りながら新たな顧客を獲得
するサービスを実施するために IT 技術を利用した共同研究を行なうことにした。今回はその中
で，携帯電話を利用した情報配信サービスの運用実験をおこなった。
M 社には，メールの送受信などを行うためのネットワーク環境と人材が整っていない。そこで，
大学側で技術的なサポートを行うため，情報配信などは本学を中継して行なうことにした。情報
配信サービスと電子御用聞きサービスにおける実験の全体像は図 6 のようになっている。
顧客は，専用の申込用紙または電子メールを利用して会員の登録を行なう。申込用紙や電子メー
ルで送られた個人情報は大学側で受理し，データベースにより管理されている。M 社は大学側へ，
定期的に情報配信用の原稿を送信し，それを受け取った大学側は会員へ情報を配信する。
3.2

実験について

携帯電話への情報配信サービスを，2002 年 12 月 2 日から開始した。情報を配信する頻度は，
週 1～2 回程度としている。これは，携帯電話の電子メールは受信する場合でも費用がかかる場
合もあることから，会員に負担をかけず，配信する情報が少なくない程度であると判断したた
めである。また，M 社の来店顧客層は主婦層が一番多い。そこで，配信する時間は，主婦が買
い物に行く前や，会社帰りでの買い物で情報を活用できるように，13～15 時の間を目安とした。
配信する情報の内容は，主に新聞の折り込み広告に掲載されている特価情報や全店舗で行なわれ
るキャンペーン情報である。これは，新聞の折り込み広告が入らない地域の顧客への対応や，折
り込み広告に掲載されないキャンペーン情報の提供を目的としている。
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配信情報の転送

広島県立大学

配信情報の送信

（メール）

（メ ール ）
会員登録
（メール・Ｗｅｂサイト）

M社
顧客
図6

運用実験の概要

本サービスの開始直後から，会員獲得のために様々な宣伝活動を行なった。店頭での募集チラ
シの配布，店内へポスターを掲示，カードサイズチラシを利用した口コミ，新聞の折り込み広告
を利用するなど，様々な宣伝活動を行なった。
会員登録には，電子メールでの登録はもちろん，メールの送信が不安な顧客のために用紙によ
る記入を用意した。サービス開始から約 10ヶ月経過した 2003 年 10 月 10 日現在での会員数は，
113 名となっている。図 7 のグラフは 1 週間ごとの登録者数をグラフにしたものである。
「01/13～」
の時点で急激に登録者数が増えている。これは店頭のみでの宣伝に加え，新聞の折り込み広告を
利用した広範囲での宣伝を開始した結果である。
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図7

携帯会員申込人数の推移グラフ

会員の男女比や年齢層，会員人数の推移は以下のようになっている。年齢層について会員の個
人データを分析したところ，当初の予想通り主婦層が大半を占めている。特に 30 代の女性が多く，
全体の 32 ％を占めている。しかし，ここで注目したいのは 50 代，60 代の登録者数である。我々
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が想像していたよりも多くの申し込みがあった。現在，携帯電話は若者の持ち物ではなく誰でも
持ち簡単に操作できるものへと変わっていることが伺える。単身者世帯の 60 歳以上で 19 ％の普
及率を見せている 2）ように，高齢者の IT 関連製品普及率の高さが見られる。
表1
男

男女別年齢層
性

女

性

合

計

10 代

0

5

5

20 代

3

24

27

30 代

7

35

42

40 代

10

18

28

50 代

7

4

11

60 代

0

3

3

合計

27

89
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今回の研究では，IT 技術を利用した新サービスの提案とサービスで使用するシステムの構築
を行なった。本システムは，大規模なインフラなしに双方向での情報交換が可能な電子メール機
能や Web サイト，そしてカーナビゲーションシステムを利用した宅配用の車輌位置情報を管理
するシステムで構成されている。このシステムは，1 つのシステムでメールの送受信，配送車の
位置情報など必要な情報の管理や処理が行えるようにした。このことにより，サービスの個別化
を図り木目細かいサービスが行えるように登録者のグループ分けを行い，欲している情報を登録
者ごとに配信することが可能になった。
M 社との共同研究として実施した情報配信サービスの運用実験では，消費者の多様化するニー
ズや購買意欲を高めるために，消費者へ直接情報を配信することを目的した。情報の配信には，
普及率の高い携帯電話を利用して実際にサービスを行った。実際にサービスを開始するにあたり，
消費者に情報配信サービスの認知度を上げるために様々な宣伝活動を行った。その中でも，新聞
の折り込み広告が一番効果的であった。
登録された会員の分析を行なった結果，我々がターゲットとしていた主婦層，特に 30 代の女
性からの申込が多かった。地域性の面から登録者を分析すると，店舗周辺に住む顧客からの登録
が多く見られた。これは，近くで買い物ができる場所が便利であり利用しやすいことを示してい
ると言える。
また，運用実験開始から約 4ヶ月経った頃，情報配信サービスなどについて登録者の意識調査
を行なった。この意識調査は，電子メールで行ったため「Yes」「No」形式と，自由に意見や要
望を記入する 2 つの形式で行った。返信されてきたメールの中で特に多かった意見や要望は，
「会
員だけのサービスが欲しい」「携帯電話の画面を見せると割引になる等の特典が欲しい」「チラシ
の情報をフォローしているだけで意味がない」である。現在，会員数の伸び悩みや解約をする顧
客が問題となっている。これは，意識調査からも分かるように「会員だけのサービス」がないこ
とが理由の一つとして挙げられる。意識調査の結果と会員のみの特典を導入する必要があること，
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その具体的な案等は企業側に報告しているが，いまだ新サービスの実現に至っていない。このよ
うに，企業側とのコミュニケーション方法を改善していく事も今後の課題の 1 つである。そして，
配信する情報の内容も「会員にとって有益なもの」に変更していかなければならない。これらの
問題を解決することにより，会員数の更なる増加や，新サービスへの展開が望めると考えている。
今後は，電子御用聞きサービスの運用実験を開始すると高齢者からの申し込みが増えると考え
る。そこで，早急に Web サイトを公開して，会員の申込手段を多様化することで手軽に申込が
できるようにする。そして，情報配信サービスや電子御用聞きサービスの定着化を図っていきた
い。
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