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　海外でのビル用マルチエアコンの販売が急激に伸びており，当社空調機器の現地販売・サービス店から
は，最新製品の技術・サービス指導などの要求が強い．このため，IT 技術を使ったサービス業務支援シ
ステム（MASAシステム）を開発した．中国市場でのサービス処理能力を上げるために，当社サービス
センターを中心に，地域毎にエリア総括サービス店を設け，その下に販売・サービス店を置くサービス体
制を構築し，その業務支援として，本システムを適用した．

1．は　じ　め　に

　近年，ビル空調システムは海外においても省エネ性
や地球環境等への対応が重視されてきている．今回，
当社が新たに開発したビル用マルチエアコン KX4シ
リーズは，当社の従来機比で，エネルギー効率（COP：
Coefficient  of  Performance）24 %の向上や据付面
積 52 %の低減などを達成し，世界のエンドユーザか
らも好評を得ている．
　一方，海外で販売を担当する現地の販売・サービス
店はマルチエアコンの新規取扱いのお店が多く，また，
最新のマルチエアコンは，複数の室外機と室内機を n

対 nで接続する事や複数のインバータ式圧縮機・電
子膨張弁を操作する等，高い制御技術が織り込まれて
いる事から，海外販売・サービス店から当社に対する
マルチエアコンの設置工事・試運転・サービス等に関
する技術支援要請が多くなってきた．
　このような現地の販売・サービス店のニーズを
踏まえ，全社品質向上活動（QI-I 活動　Quality 

Improvement Initiative）の一環として，社内のサー
ビス管理技術やインターネットを利用した新サー
ビスシステム（Mitsubishi Air-conditioner Service 

Assistant network，以下MASAシステムと略記）を
構築し，上記課題の解決を図った．

2．販売を支える販売・サービス店のニーズと
当社の対応

　2．1　販売・サービス店のニーズ
　近年の経済発展に伴い，マルチエアコンの販売が急

激に伸びている中国の市場調査を行った結果，以下の
ようなニーズがあることが分かった．
　日本で開発された最新のマルチエアコン KX4シ
リーズに対して，①新機種の技術情報やサービス技
術を早く入手し，自社技術として身に付ける，②最
終ユーザからのサービスコールに対する迅速な処置・
必要な部品の迅速な入手，③自社で対応できない場
合のメーカ支援等の要求が強かった．
　これらのニーズは，中国でのヒヤリング結果である
が，世界的に見ても，販売・サービス店全般に持って
いる共通のニーズであると思われる．自国でのマルチ
エアコン拡販の段階で，必要な設計技術やサービス技
術をいかに早く自社に取り込むかが，販売・サービス
店の強い要望であると思われる．
　これらのニーズに対応するために，中国市場では，
当社サービスセンターを中心に，販売・サービス店へ
のサービス技術指導，部品供給体制の強化を図ってき
た．更に，MASAシステムを開発，導入する事によっ
て，中国の広範囲な販売・サービス店からのサービス
コールや技術問合せに即座に対応する等，サービス体
制の一層の強化と合理化を図った（MASAシステム
の概要については，３項に述べる）
　2．2　新たなサービス体制とエリア総括サービス

店の導入
　急激な販売の増加に伴い，広大な中国市場をサポー
トするため，MASAシステムを有効に活用して，各
地区内に販売・サービス店やサービス店を統括する“エ
リア総括サービス店”を新設した．
　この新サービス体制では，最終ユーザ等からのサー
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ビスコールが有った時に，販売・サービス店が新
MASAシステムに入力し，１次サービスを行い，技
術的な問題等に対しては，エリア総括サービス店が各
販売・サービス店の技術相談やサービス支援を行う．
　全体のサービス処理の管理は，三菱重工業（上海）
有限公司（以下MHISHと略記）サービスセンター
や三菱重工業㈱冷熱事業本部（以下MHIと略記）が
総括する体制となっている．
　2．3　最新技術とサービス技術の指導
　従来から販売・サービス店に対して，営業技術や
サービス技術のセミナーによる指導を行ってきた．今
回，MHISHサービスセンターに併設した研修セン
ターで新型のマルチエアコンの室外／室内機を直接操
作させ，サービス情報がパソコン等に取り込めるサー
ビスツールの説明や操作方法などの実技講習を取り入
れた．これにより販売・サービス店は，直近の運転デー
タ保持機能やインバータ式圧縮機や電子膨張弁等によ
る冷媒制御を持つ最新のマルチエアコンに対して，外
部のパソコンにサービス情報の取り込み等ができるよ
うになる等，サービス技術が向上してきた．
　講習後には，サービス技術等に関する理解度試験を
行い，受講者それぞれのレベル評価と今後の指導内容
に活用している．
　今後は講習会参加者以外にも技術指導の範囲を広げ
るために，MASAシステムの掲示板機能を有効に活
用した e-ラーニング等によって，更に広範囲な販売・
サービス店（作業者）へ技術指導の効果を上げていく．

3．IT 技術を活用したMASAシステム

　3．1　MASAシステムのコンセプト
　MASAシステムの基本コンセプトを図 1に示す．
　主な狙いは，市場で当社空調機器の販売・サービス
店とインターネットによるネットワークを構築し，販
売・サービス店と当社との間で販売・サービスに関す
る情報を相互に交換にする事によって，最終ユーザの
顧客満足度を向上する事である．
　販売・サービス店と当社がお互いに市場情報や技術
情報を交換し，市場の品質向上活動を協力しあう形に
なっており，日々MASAシステムに蓄積される市場
データやサービス事例などは開発上の貴重な財産と
なっている．
　MASAシステムでは，販売・サービス店によって
入力された全ての情報がデータベース化されると共
に，中国語で入力された情報が日本語にも翻訳される
ので，現地販売・サービス店の声がオンラインで日本
の開発陣まで届き，解決されるまでデータベースに残
す事ができる．

　MASAシステムのログイン画面を図２に示す．こ
の画面から，日本語又は中国語での指定が可能となっ
ている．
　3．2　MASAシステムに織り込んだ IT 技術
　MASAシステムは，広範囲な中国販売・サービス
店をサポートするために，当社のインターネット技術
(1)やデータベース構築技術 (2)をベースに開発され，下
記の機能を有している．
　サービス情報や技術問合せの内容やそのステータス
（どの段階にあるのか？解決したか？）がパソコン画

販売店とのネットワークの実現 
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図１　MASAシステムのコンセプト
現地の販売・サービス店とインターネットを介して，
サービス情報がつながる方式．

図２　MASAシステムのログイン画面
中国語と日本語の選択が可能．
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面で簡単に確認できる．
　MASAシステムの管理画面を図３に示す．サービ
ス案件や技術問合せ案件が何件有り，解決したのかど
うかが一目で分かるため，問題が有れば直ぐに手が打
つ事ができる．
　技術資料や運転データ，画像データのアップロード
とダウンロードが可能である．市場のサービス情報を
補完する上で，運転データや画像データは重要であ
り，これを販売店・サービス店と当社担当者の１対１
のメール方式ではなく，MASAシステムでは，１対
nのデータベース化しているため，広く関係者への情
報伝達が可能である．
　中国語と日本語が同時に入力・表示できる．販売・
サービス店が入力したサービス情報の一例を図４に示
す．販売・サービス店はサービス情報として，機種名・
シリアル番号やエラーコード，必要な部品名を入力す
ると共に，現地の運転情報を中国語で入力する．更に，

MHISHにてこのサービス情報を日本語に翻訳し，同
時に表示するので，日本の開発メンバーも同じ画面で
内容を確認できる．設計者は市場の情報を直接，オン
ラインで入手できるため，メリットは大きい．
　MASAシステムでは，据付段階で物件登録し，そ
の試運転データをシステムにアップロードし，その物
件のカルテデータとして運用する事が可能である．そ
の物件情報では，マルチエアコンの全系統リストと系
統毎のサービス履歴を一覧表で見る事が可能である．
　従って，その後のアフターサービスでは，事前に過
去のサービス履歴を確認し，運転データをダウンロー
ドし，その運転データを参考にして，クレーム処理を
容易に行う事が可能となった．
　これらによって，迅速でかつ的確なサービス対応が
可能となり，販売・サービス店から喜ばれている．
　3．3　現在の運用状況
　当社サービスセンターの外観とMASAシステムの
端末でのアクセス状況を図５に示す．現在，当社が認
定している販売・サービス店からのサービス情報の
90 %以上は，MASAシステムでの処理となっている．
　従来，中国各地の販売・サービス店からの情報は中
国語によるため，一部の限定された担当者に留まって
いた．MASAシステムでは，中国語から翻訳された
日本語による市場の生の声が日本の開発現場に直接届
くため，販売・サービス店の意向を開発に反映できる
などのメリットがある．
　また，MASAシステムの導入により，販売・サー
ビス店が受け付けたサービス内容を直接入力するた
め，MHISH担当者は入力されたサービス情報の技術
的検証や部品手配等の処理が非常に早く処理できるよ
うになり，最終ユーザへの顧客満足度が向上する等の

 

・サービス部品申請 
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　の進捗が一目で分かる． 
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　直ぐに手が打てる 

・サービス管理，サービス情報， 
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図３　MASAシステムのサービス管理画面
サービス案件のステータスが一目で分かり，技術問合
せや掲示板機能で技術情報のやり取りが可能． 

 

・サービス案件の処理フ 
　ローが明確 
・故障現象やエラーコー 
　ドの入力ができる 

・販売店は中国語で直接入力できる． 
・翻訳後の日本語が同時に表示される． 
・試運転データや画像データの添付が可能． 

図４　MASAシステムのサービス案件画面
販売・サービス店がサービス案件を申請する画面．中
国語で情報入力が可能で日本語に翻訳・表示される．

図５　当社の中国サービスセンターの外観
サービスセンターの外観とMASAシステムの端末への
アクセス状況を示す．
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メリットが期待できる．
　一方，中国内陸地などインターネット環境が整備さ
れていない地域の販売・サービス店に対しては，従来
の FAX受付を可能としており，その情報は当社サー
ビスセンターが代理申請する等のサービス案件が数
パーセント残っているが，インターネット環境の整備
と共にこの代理申請は無くなっていくものと思われ
る．

4．ま　　と　　め

（1）海外でのビル用マルチエアコンの販売が急激に
伸びており，当社空調機器の現地販売・サービス店
からは，最新製品の技術・サービス指導などの要求
が強い．このため，全社品質向上活動（QI-I活動）
の中で IT技術を使ったサービス業務支援システム
（MASAシステム）を開発した．
（2）中国市場でのサービス処理能力を上げるために，
当社サービスセンターを中心に，地域毎にエリア総
括サービス店を設け，その下に販売・サービス店を
置くサービス体制を構築し，その業務システムとし
てMASAシステムを適用した．

（3）MASAシステムには，①サービス処理や部品依
頼，部品発送認可等の処理機能，②ファイルのアッ
プロードやダウンロード機能，③中国語と日本語
の同時表示・入力機能等の機能を織り込んだ．

（4）中国において，平成 16年初頭からMASAシステ

ムを適用し，市場でのサービスを処理している．こ
れにより，サービス処理が早くなり，最終ユーザや
販売・サービス店から好評を得ている．更に市場情
報を開発陣が直接確認できる等の効果が上がってい
る．

（5）MASAシステムは，海外の他地域で当社製品の
販売・サービス店の要望に応えるために，中国語か
ら英語，ハングル語などの多国語化と他地域での適
用を計画中である．
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