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■ 論文要旨 ■ 

JX 日鉱日石インフォテクノ㈱では、「ENEOS」ブランドのサービスステーションで

利用される POS システムの開発・保守・運用を行っている。筆者は当社システム運用

部門にて、POS システムに関する問合せ対応、POS システムの機能追加・修正に伴う

POS マニュアルの改訂業務等を担当している。 

「ENEOS」ブランドのサービスステーションで利用される POS システムのマニュアル

には、改訂スキーム、情報量の面において問題があり、エンドユーザーである SS スタ

ッフからの問合せ件数増加の原因の一つとなっている。 

本論文では上記の問題に対する解決策として、デジタル TVにおける Web マニュアル

の活用事例をヒントに、POSシステムへの Web マニュアルの導入を提案する。Webマニ

ュアルの導入により、現状の POS マニュアルにおける改訂スキーム・情報量の面にお

ける問題の解決を図り、最終的には SSスタッフからの問合せ件数の減少を期待できる

ことを示す。
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１．はじめに 

 １．１ 当社および所属部署の概要  

当社は JX 日鉱日石ホールディングス㈱100%出資の情報子会社として、JX グループ各社

に関連するシステムの開発、保守、運用を行っている。 

筆者は入社 3 年目であり、本年 4 月より、JX グループの事業会社である JX 日鉱日石エ

ネルギー㈱が展開する「ENEOS」ブランドのサービスステーション（以下、SS）で利用され

る、POS システムの運用部門に配属されている。 

POS システムは、「ENEOS」ブランドの SS の収益力強化、経営効率化を推進・サポート

すべく構築されたシステムである。主な機能としては、SS 店頭における燃料油の販売管理

機能、精算機能、燃料油を給油する計量機等の周辺機器の制御機能、SS スタッフの出退勤

管理機能などが挙げられる。 

当社システム運用部門における筆者の担当業務は、SS 運営店や JX 日鉱日石エネルギー

㈱からのシステムに関する問合せ対応、障害発生時の復旧・調整作業、SS 向けのプログラ

ム更新案内文書作成・発送、POS システムへの販促動画広告配信などである。 

 本論文では、筆者が日々の問合せ対応や、POS 向けのプログラム更新に伴う POS マニュ

アルの改訂業務を通じて感じた問題点と、その解決策について論じる。 

 

２．問題提起 

 ２．１ SS スタッフへの情報提供不足という問題 

筆者が当社システム運用部門にて業務を遂行する中で問題として認識しているのは、POS

システムのエンドユーザーである SS スタッフに対する、POSの利用方法に関する情報提供

の不足である。 

2012年度に SSスタッフから寄せられた POSに関する問合わせ件数の合計は 16,123件で

あった。うち、POSのハードウェア障害を除く、POS の操作方法に関する問合わせは 12,512

件である。2012 年度 3 月末時点における POS の導入台数は 7,236 台であることを考慮する

と、いずれの SS においても 1 件以上は、POS の操作方法に関して何らかの問合せをしてい

る計算になる。 

スピーディに業務を遂行する必要のある SS において、POS の操作方法についてわざわざ

電話で問合せることは時間のロスにつながる。SS には POS の端末とともに、POSの操作方

法を記載した POS マニュアルが提供されているので、POS の操作方法に疑問があれば、SS

スタッフはその場で POS マニュアルを参照し、自力で問題解決できることが望ましい。し

かし現実として、SS スタッフからは上述の件数の問合せが発生している。このことから推

測するに、現状の POS マニュアルは、SS スタッフに対する POSの操作方法に関する情報提

供のツールとしては不十分であるといえる。 

日経 BP 社による「企業情報システムの運用管理に関する実態調査 2013」によると、シ

ステム運用管理上の課題は何か？という企業に対する質問に対し、44.5％が「エンドユー
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ザー教育が十分でない」ことを挙げている。1「エンドユーザー教育が十分でない」という

ことは、システムの利用者に対する情報提供の不足と言い換えることができ、当社の POS

システムにおける「SS スタッフへの情報提供不足」と同じ問題であると捉えることができ

る。システムのエンドユーザーに対する情報提供不足という問題は、当社に留まらない普

遍的な問題であるといえる。 

以降、「SS スタッフへの情報提供不足」という問題を解決する手段の一つとして、POS

マニュアルの改善を提案したい。 

 

２ ．２ 問題の背景  

現状の POS マニュアルが、SS スタッフへの情報提供のツールとして不十分であるという

問題には、2 つの要因があると考えられる。 

一つは、POS マニュアルの改訂スキームに不備がある点である。POS マニュアルは、POS

のプログラム更新に伴い、しばしば改訂される。POS マニュアルの改訂が必要になると、

当社システム開発部門にて POSマニュアルの原本が修正される。改訂版の POS マニュアル

は、当社システム運用部門でのチェックを経て、POS メーカーに提供される。筆者は、改

訂版のマニュアルのチェック～POS メーカーへの提供までを担当業務としているが、業務

を通じて、POS メーカーへの原本提供後のスキームに不備があることに気付いた。 

POS メーカーは、SS に対する POS の導入業務を担当しており、POS 端末の同梱資料であ

る POSマニュアルを SS に提供するのも POSメーカーの役割である。POS メーカーは POS マ

ニュアルの改訂を受け、POS マニュアルの原本の差替えを行い、以降、新規で POS を導入

する SS に対しては最新版の POSマニュアルを提供する。しかし、すでに POS を導入してい

る SS に対して、旧版と最新版の差分の POSマニュアルを提供することはない。当社システ

ム運用部門が管理している POS システムは、4 社の POS メーカーがハードウェア開発を担

当している。筆者が各 POSメーカー担当者にヒアリングを行ったところ、いずれも発送作

業に関わるコストを考慮し、すでに POSを導入済みの SS に対して差分のマニュアルを提供

することはないという回答であった。 

上述したとおり POS マニュアルの改訂スキームには、最新版が全 SSに提供されないとい

う不備がある。そしてこの不備は、SS現場における混乱を引き起こす場合がある。POS の

操作に関する問合せ件数を分析すると、POS のプログラム更新後には SS からの問合せが増

加する傾向がある。例えば「バージョンアップ前と後で画面の表示が異なる」など、バー

ジョンアップに伴う変更に関する問合せが発生している。このことから、SSスタッフがバ

ージョンアップによる仕様の変更を認識できていないことが推測される。ここで、最新版

の POS マニュアルが SS に提供されていれば、SS スタッフはそれを参照することで POS シ

ステムの仕様変更を認識することができると考えられるが、現状の運用ではそれは不可能

                             
1日経 BP 社 ニュースリリース 2013 年 6 月 10日  

「日経 BPシステム運用ナレッジ 「企業情報システムの運用管理に関する実態調査 2013」

の結果発表 ～ITコストの 76％が稼働後に、仮想化・クラウドの利用は過半数～」 

http://corporate.nikkeibp.co.jp/information/newsrelease/newsrelease20130610.shtml  
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である。 

以上、POS マニュアルの改訂スキームには不備があり、この不備が SS スタッフへの情報

提供不足の原因の一つであるということが理解できる。 

もう一つの要因は、POSマニュアルの記載が簡易に過ぎるという点である。一例として、

現状の POS マニュアルの一部を下図に示す。図は、ガソリンの給油指示を行う手順を示し

たマニュアルである。 

 

 

図 1 POS マニュアルの一例 

 

現状の POS マニュアルには、各機能の標準的な操作方法が簡潔に記載されているのみで

あり、その機能の詳細な説明や機能間の関連性などの説明は省略されている。例えば、SS

が販売しているガソリンの単価は、複数の登録機能において設定された情報によって決定

される。しかし、各登録機能間の関連については、関連機能名のみが記載されるに留まり、

「一方の機能で登録した内容が、他方の機能とどのように連携するか」などの詳細につい

ては記載されていない。筆者自身このように互いに連携している POS の機能の関連性につ

いて問合せを受けた経験があり、SS スタッフにとって現状の POS マニュアルの記載では機

能を十分に理解するためには不足があることが推測される。 

また昨年度、筆者はシステム開発部門にて POS の検証業務を担当していたが、検証中た

びたび POS の操作方法で行き詰まった。その都度 POS マニュアルを参照するが、疑問が解

決することは少なく、他の社員に質問して解決することがほとんどであった。POS の仕様

について設計書等を通じて把握できる筆者でさえ、現状の POSマニュアルでは POS の操作

方法を理解することが難しかったことを考えると、新人の SSスタッフが POS マニュアルを
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頼りに業務を遂行することにはより大きな困難が伴うことが推測される。こうした状況か

ら、現状の POSマニュアルでは SSスタッフが POSの操作方法を理解するのに不十分であり、

POSマニュアルの記載内容を改善することが SSスタッフへの情報提供の改善において有効

であることがわかる。 
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３．SS における POS マニュアルの課題と解決策の考察 

 ３．１ 他業種におけるマニュアルの事例 

ここで他業種における Web マニュアルの導入事例を取上げる。ここでは、特にデジタル

TVにおける Web マニュアルについて述べる。 

デジタル TV においては技術革新に伴ってその搭載機能が増加するのに対し、説明すべき

情報も増大したことから、紙媒体のマニュアルから電子マニュアルへの移行が進められて

いる。電子マニュアルは CDなどの媒体で提供されるものから、近年ではデジタル TVに搭

載されたブラウザ機能を通じて提供される Web マニュアルなどが活用されている。エンド

ユーザーは TV画面で Web マニュアルを参照しながら、使いたい機能を利用することができ

る。 

こうしたデジタル TVにおける Web マニュアルの利点の一つとしては、その更新性を挙げ

ることができる。マニュアルが改訂された場合、該当する製品のサイト上の Webマニュア

ルも最新版に更新されるため、エンドユーザーは常に最新版のマニュアルを参照すること

ができる。紙媒体のマニュアルは基本的に製品購入後に改訂されたとしても、最新版がエ

ンドユーザーに届けられることはないが、Web マニュアルであれば配布の手間をかけるこ

となく、最新版をエンドユーザーに提供することが実現できる。 

Web マニュアルにおけるもう一つの利点は、物理的な制限なく大量の情報を提供できる

点である。紙媒体で機能の説明を詳細にすればマニュアルの分量が長大になり、分厚いマ

ニュアルを参照しなければならないエンドユーザーにとってストレスになる。また印刷コ

ストも増大する。しかし Web マニュアルであれば、情報量は等しいまま、省スペースかつ

低コストにエンドユーザーに情報を提供することができる。 

デジタル TV においては、上述のような Webマニュアルと紙媒体のマニュアルを併用する

方法が採用されている。紙媒体は簡易マニュアルとして製品の機能について標準的な利用

方法のみを簡潔に記載し、Web マニュアルは詳細マニュアルとして製品の応用的な利用方

法やより詳細な機能説明を記載する、という住み分けになっている。取り急ぎ製品の標準

的な操作方法を知りたい場合は手軽な紙媒体のマニュアルを参照し、機能の詳細を知りた

い・より応用的に機能を活用したいという場合は Web マニュアルで詳細を確認するという

ように、エンドユーザーの利用シーンに応じてマニュアルを使い分けるという方法が導入

されている。この方法により、エンドユーザーは紙媒体の手軽さというメリットと、Web

マニュアルの豊富な情報というメリットの双方を享受することができる。また、情報を低

コストに提供できるため、メーカーにとっても利点のある提供方法であるといえる。 

 

 ３．２  POS マニュアルにおける課題の解決策 

現行の POSマニュアルが抱えている問題について、他業種における Web マニュアルの活

用をヒントに、その解決策を考察したい。 

まず一つ目の問題である、POS マニュアルの改訂スキームに不備がある点については、

Web 化により常に最新版のマニュアルを提供できる環境を構築することで解決できる。SS

スタッフに対しては POS のプログラム更新に伴いマニュアルが改訂された旨を通知し、さ

らに最新版のマニュアルを参照することを促すことで、現行よりも確実に最新版のマニュ
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アルを SSスタッフに提供することが可能になる。このことにより、POS のプログラム更新

後に増加する問合せ件数の抑制が実現され、サポートデスクの負担を軽減することが期待

できる。 

二つ目の問題である POS マニュアルの記載内容が不十分であるという点については、デ

ジタル TVにおいて導入事例があるように、紙媒体による簡易マニュアルと、Web上で提供

される詳細マニュアルの併用という方法を導入することで解決できると考える。現行の

POS マニュアルには合計で 394 機能の操作手順が記載されており、総ページ数は 984 ペー

ジにも及ぶ。紙媒体のマニュアルのままで現行よりも記載量を増やすことは、ただでさえ

分厚いマニュアルをさらに長大化させる。SS スタッフはいくつもの分厚いマニュアルを参

照しながら作業せねばならず、スピーディに業務を遂行する必要のある SS においては、紙

媒体のマニュアルを詳細化するという方法は現実的ではない。ここで紙媒体による簡易マ

ニュアルと、Web 上で提供される詳細マニュアルの双方による運用を導入することにより、

紙媒体のPOSマニュアルを長大化させることなくSSスタッフに対して十分に情報提供する

ことが可能になる。このことにより、SS スタッフは POSの操作方法に関する疑問を自己解

決することができ、サポートデスクへの問合せ件数を抑制することが期待できるだろう。 

 

４．おわりに 

 ４．１ POS マニュアルの改善に向けて 

今回は SSスタッフへの POSの利用方法に関する情報提供不足という問題に対して、筆者

の業務経験から解決策の一つを提示した。 

POS マニュアルの整備による SS スタッフへの情報提供の強化は、サポートデスクの負担

を軽減させるだけではない。SSの業務のほとんどが POSを通じて遂行されている点を考慮

すると、SS スタッフによる POSの活用をサポートすることは、SS の効率的な運営を可能に

するといえる。 

石油小売販売業界を取り巻く状況が厳しくなる中、SS の運営をいっそう効率化すること

が期待されている。システム運用部門担当者として、今後とも SS 運営の向上に向けて提案

できるよう努めたい。 
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