
私たちが、IBM i（AS/400）の新天地

クラウド・ジャーニーにお連れします

株式会社オムニサイエンス

2022年7月



IBM i クラウド・ジャーニー（旅路）へようこそお客様・オムニサイエンス社外秘 © OmniScience All Rights Reserved.

クラウド海



IBM i クラウド・ジャーニー（旅路）へようこそ

会社情報

OUTLINE 会社概要

社名

代表取締役CEO

取締役COO

執行役員CTO

株式会社オムニサイエンス

藤井 星多

下野 皓平

菅田 丈士

役員

設立 2005年8月1日（創立：1987年6月18日）

資本金 30,000,000円

従業員数 38名（契約社員含む）

HISTORY 沿革

1990 19981987 2005

2014 20162008 2021

AS/400 参入

自社導入
受託開発を開始

AS/400

コアサイエンス

企業合併しコア
サイエンスに

合併

創業

代々木にオムニ
サイエンス設立

事業分離

オムニサイエン
スを再設立

RPG

LANSA

Delphi/400

BIツール

データ活用・
自動化ツール

オフショア設立

ミャンマーに、
現地法人を設立

PHP

Python

Node.js

クラウド化

API化

内製化

PHP on IBM i 

IBM i のモダナ
イゼーション

OmniSuite

DXを実現する
製品をリリース

Purpose

〒106-6117
東京都港区六本木6-10-1
六本木ヒルズ森タワー17F

〒448-0858
愛知県刈谷市若松町3-9 YF BLDG 3F

所在地

Legacyを賢く使い、Z世代につなげる。

VISION 2025

新しい力とテクノロジーで

これまでの常識から世界を解放する。

認証取得 IS 763954 / ISO 27001



IBM i クラウド・ジャーニー（旅路）へようこそ

事業情報

IBM i クラウドサービス事業

IBM iワークロードのIBM Power Virtual Serverへの移行支援、
構築・運用保守から請求代行まで総合的に支援します。

PVS One

IBM i モダナイゼーション事業

製品パートナー

IBM iのAPIサーバー化・API呼び出し5250コマンドを、既存
スキルのみで手軽に実現するAPI統合ソリューションです。

API-Bridge

API連携

LINE活用支援

「LINEアプリから」、「LINEアプリに」、IBM iの資産を連
携するための技術支援をします。

LINE スターターパック for IBM i

IFS上のCSVファイルをトリガーによってDb2 for iに取り込む
ツールです。

CSV-Bridge

CSV取り込み

5250コマンド

自動化を促進する便利な5250コマンド群です。

OmniFunctions

エクセル帳票から移行できるiPad現場帳票システム「i-
Reporter」をIBM iとAPI連携の上、ご提供します。

i-Reporter

IBM i 専用のデータ活用・自動化プラットフォーム、簡単に
グラフ・ダッシュボードの構築が可能です。

PHPQUERY

自社開発する際にフレームワークとしてカスタマイズしやす
いソース一式のご提供と技術解説をします。

IBM i ×オープンソース内製化支援

内製化データ活用

内製化

業務ロジックとインターフェースを分離し、既存RPGスキル
でWeb化を実現。

XML-Bridge

IBM i上のPHP稼働環境を提供します。

Zend by Perforce ライセンス販売

製品パートナー

お客様のLegacy with DXを実現するアプリケーション受託開
発サービスを提供します。

IBM i アプリケーション受託開発

受託開発

IBM i 受託開発

お客様のプロジェクト遂行やビジネス目標の達成に向けて必
要な人材リソースを提供します。

RPG・IBM i エンジニアリングサービス

SES

システムエンジニアリング
サービス

「IBM iとSaaSのAPI連携」、「 IBM iとAWS・IBM Cloud等のパブリッククラウドを組み合わせたハイブリッド

クラウド」、「 IBM iのクラウドリフト＆シフト」お客様のペースに合わせた段階的なIBM iのクラウド移行を、

施策の企画・設計から納品までトータルに支援します。

IBM iとOSSテクノロジーを組み合わせることで、レガシーシステムが抱える課題を解消し、システムの近代化を

実現します。既存のITリソースと技術者を活かしてモダナイゼーションを実現するため、システム全体を刷新する

リプレースよりもコストを抑えて新しいビジネスモデルへの対応や、最新技術の搭載をすることが可能になります。

クラウドリフト
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事業情報

加盟団体導入事例

IBM i 新技術特集 IBM i 次世代特集

2017年から12社掲載

これらの記事はi Magazineに掲載されたものです
© i Magazine

IBM i でOSSを活用するコミュニティにて中心的に活動貢献
しています。

オープンソース協議会 – IBM i

IBM iのAPI連携ユースケースを通じ、ROIの高いDXを実現す
る新しいアーキテクチャの在り方を提言します。

APIコンソーシアム – IBM i

iBIアライアンス ユーオス・グループ



PHPQUERYとは？
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PHPQUERYとは

既存スキル

自社業務に最適化されたIBM i （AS/400） の既存資産・スキルを活用しながら、
足元から業務改善を積み重ねることで、最短でのDX実現をサポート

データ活用

自動化 外部連携

DB・RPG・CL

クエリー定義

IBM i 開発・運用

黒画面の操作

IBM i関連ソフト

Excelマクロ

IBM i 関連ソフト

Excelフォーマット

レポート・ダッシュボード

各種出力機能

メール配信・スケジュール

RPG・CL・IFS連携

既存資産 既存スキル PHPQUERY

× ×

既存スキル業務改善 (DX)

＝

IBM i に最適化された
データ活用ツール

自社業務に最適化
されたIT資産

これまで蓄積してきた
IBM i などのスキル・人材
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PHPQUERYが解決する
IBM i ユーザーが抱えるデータ活用の課題

Query for i の課題

（旧称Query400またはQU1）

• エンドユーザーに展開しにくい

• 似たような定義が大量にある

• Excelファイルをメール添付

• カラムヘディングが英語表記

• 見られたくないデータが見える

エミュレータ不要
セキュアに簡単公開

クライアント型アプリの課題

（Excelアドイン・Desktopアプリ）

• PC端末の配布・移行の手間

• OSバージョン依存問題

• Officeバージョン依存問題

• 32・64ビット端末対応問題

• タブレット未対応

ユーザも管理者も
ブラウザのみでOK

IBM i 以外に

別途サーバーが必要

• 機器保守や運用コストが増加

• リアルタイムに見られない

• トラブル時の切り分けが困難

• 別途ソフトウェアのライセンス

今ある既存のIBM i
環境だけで稼働

IBM i 上で稼働するものの

導入の敷居が高い

• WASが必要

• 初期導入・設定が複雑で高価

• 挙動が重く、レスポンスが悪い

• 操作性が悪く、定着しない

導入・操作ラクラク
レスポンスも軽快

ユーザー数・コア数

膨らむライセンス料金

• コア・ユーザー数の料金体系

• 将来的な全社展開を考えると

導入に踏み切れない

コア数ユーザー数

ユーザー無制限の
サーバーライセンス



I B M  i  1区画で
すべて完結

IBM i 上で稼働、WindowsやSQLServer等
の追加投資は一切発生しません

基本機能は
ずっと無料

クエリーの作成、クエリーの編集、社内公開
が無料で利用できます

ユーザー数
無制限

将来的な全社展開にも安心のユーザー無制
限で月額定額料金、手軽に始められます

Db2 for i に最適化した
独自の高速抽出エンジン

IBM i を知り尽くした開発会社が100%自社
開発した独自の高速抽出エンジンを搭載

常に最新の
リアルタイムデータを抽出

IBM i のDBに直にアクセス、常に最新の
データをリアルタイムに抽出

操作ログ・アクセス制限など
内部不正への抑止力

操作ログや権限管理により、セキィリティポリ
シーを遵守し、内部不正を未然に防ぎます

自動化や外部連携を
簡単に実現

RPGやCLとの連携、スケジュール機能で、
自動化・外部連携を実現

参照機能だけでなく
更新機能にも対応

CSVファイルをアップロードすることで、
データ更新が可能です

PHPQUERYの特徴

9
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ご利用イメージ

様々なグラフ形式を提供
ダッシュボードで一覧表示も可能

抽出したい
データを定義

Query for i ライクな定義作成が可能
SQLや他ツールからの取込にも対応

ピボットテーブルに近いクロス集計
制御レベルに近いグループ集計にも対応

利用者管理者
Step 1 定義に従い

データを抽出・表示
Step 2 Step 3 業務に合わせて

展開・自動化 利用者管理者

メール配信

外部システム連携

スケジュール実行

Excel・CSV

バッチ組込
RPG CL

COBOLIBM i （AS/400）
データベース

対象ファイル（DB）、
表示項目、条件を選択

生産・在庫・売上など多様な業務データを、期間別、部門別など様々な切り口で、リアルタイム活用を実現



主な機能
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1. シンプルで直感的に使えるレポート画面

2. Excel・CSVへエクスポート

3. Query for i ライクな定義作成

4. SQL定義作成

5. クロス集計・グループ集計

6. グラフ・ダッシュボード

7. クエリー連携・ポップアップ

8. スケジュール自動実行・メール配信・IFS出力

9. 5250コマンド・URLパラメータ連携

10. クエリー連続実行

11. CL・RPGと連携してデータ抽出

12. Excelテンプレート

13. 多言語対応

14. セキュリティ対策機能

15. IBM i へのデータ転送機能

16. クエリー定義の取込み機能

17. Postgres, MySQL対応

12

主な機能



PHPQUERYのレポート画面は非常にシンプルです。

見たいデータをメニューから選択して実行するだけで、欲しいデータを

すぐに抽出可能です。単純なレポートの表示だけでなく、エンドユー

ザーが知りたいデータだけを効率的に照会可能です。

また、システム担当者も似たようなレポートを作成する手間から解放

されます。例えば月次売上レポートで、今月、先月、先々月と条件を

変えて検索するようなことが可能です。

13

シンプルで直感的に使えるレポート画面

カレンダー

検索候補

ヘルプ



照会したデータは、「昇順/降順にソート」、「カラムの表示/非表示」、

「列の入れ替え」、「フィルタ」等が可能です。

自分が見たいデータのみに絞込んだ状態で、Excel・CSVにエクスポー

トすることが可能です。

14

Excel・CSVへエクスポート

昇順/降順にソート ・ カラムの表示/非表示 列の入れ替え

Excel・CSVにエクスポート



Query for i （QU1・旧称Query400） とほぼ同等の設定をWebブラウザから行うことができ、クエリー定義を簡単に保存することができます。ここで

定義作成したクエリー実行結果が、Webに表示されます。

15

Query for i ライクな定義作成

①ファイルの選択

②出力フィールドの選択

③選択条件の入力

ユーザーの選択条件入力画面



クエリー定義の作成をSQL文による記述で保存することができます。

16

SQL定義作成

①SQL入力

②出力フィールドの選択



グループ項目を縦軸・横軸に指定し、集計したい項目を集計値に

指定することで、クロス集計が可能です。また、集計値を使った計

算式による結果を表に加えることが可能です。

17

クロス集計・グループ集計

ドリルダウン

グループ集計

合計行のみ表示

明細行＋合計行を表示

クロス集計



クエリー定義に対してグラフ設定をすることで、リアルタイムにグラフ

として照会することができます。また、すぐに照会したい情報をダッ

シュボードとして配置することが可能です。

18

グラフ・ダッシュボード

グラフ設定

グラフ画面

ダッシュボード画面



クエリー定義間のリンク機能を設定することで、関連情報の照会がで

きます。これにより擬似的なドリルダウン・アップが可能となります。ま

た、プログラムレスでポップアップが作成可能です。

19

クエリー連携・ポップアップ

受注一覧クエリー

売上一覧クエリー

ポップアップ



クエリーをスケジュールに従って自動実行し、同時にメール配信するこ

とが可能です。また、「随時・毎週・毎月・一定間隔」に、複数のスケ

ジュールを登録することができます。

スケジュール実行された結果は、実行結果一覧から選択し、過去の

その時点のデータを照会することが出来ます。
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スケジュール自動実行・メール配信・IFS出力

クエリー定義

メール配信

IFSフォルダ出力

スケジュール
自動実行

スケジュール設定

メール配信設定

IFS出力設定



HTMLフォームやURLリンクなどで、PHPQUERYのクエリー実行処理を

呼び出し、結果のみを表示することが可能です。他のWebシステムや

アプリケーションとの連携、組込開発が可能となります。

21

URL実行（パラメータ連携）

5250エミュレータ
検索条件

ダイレクトログイン

実行結果

クロス集計

グラフ



定義したクエリーを、指定した順序で複数のクエリーを連続実行する

機能です。これにより、複数のアウトファイルを連結するような多様な

抽出が可能となります。

22

クエリー連続実行

クエリー連続実行設定

クエリー連続実行

中間ワーク

実行① 売上抽出クエリー

実行② 得意先抽出クエリー

中間ワーク

実行③ 得意先別売上集計表

最終結果



クエリー実行前後に、CLを呼び出すことが可能になる

機能です。 これにより、RPGや既存のクエリーのアウト

ファイルを連結するような、複雑なデータ抽出や編集

にも柔軟に対応可能となります。

23

CL・RPGと連携してデータ抽出

クエリー定義

DB

クエリー実行

お客様独自の
CLを実行

既存のQuery
RPG・COBOLなど

DB

通常の流れ

CL連携の流れ

CL連携設定

クエリー実行

クエリー結果



言語マスターを追加することで、ユーザーごとに表示す

る言語を変更することが出来ます。

24

多言語対応



【ログイン関連】

• ユーザーID、パスワードによるログイン認証
（パスワードのアクティブ・ディレクトリー連携可）

• パスワードの暗号化 ・ 有効期限管理 ・入力ミスによるログインロック

【ログ関連】

• ログイン、定義実行、ダウンロードまでのアクセスログ管理

• 各クエリー定義の実行回数・最終実行時刻管理
（利用頻度の低い定義の定期的な削除が可能に）

【その他】

• ユーザーごとのExcel・CSVダウンロード制限

• ユーザーごとのダウンロード項目（データのカラム）の制限

25

セキュリティ対策・実行ログ管理

セキュリティー・ユーザーごとに表示する言語を変更。言語マスターの追加も可能。
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IBM i へのデータ転送機能

CSV、またはEXCELのデータをIBM i の物理ファイルに更新することができます。

Db2 for i

転送ファイル
選択を押下すると、ローカルPCのエクスプローラーが起動します。
ここから更新したいCSVまたはEXCELファイルを選択します。

ライブラリー 更新対象のライブラリを選択します。

ファイル 更新対象のファイルを選択します。

メンバー 更新対象のメンバーを選択します。

トランザクション
トランザクションをする/しないを選択します。トランザクションをすると、更新中ファイルにロッ
クがかかります。また、更新途中でエラーが発生した場合にロールバックします。

変更方法

追加：既存データを残したまま追加します。
置換：データを全て置換します。
キーで追加+置換：既存データに同じキーがない場合に追加をし、あった場合は置換をします。
キーで置換のみ：既存データに同じキーがある場合に置換をします。
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クエリー定義の取込み機能

Query for i 定義をPHPQUERY 定義に完全移行することができます。
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Postgres・MySQL対応

クエリー実行

New! New!

Db2 for i のみならず、MySQLおよびPostgresにも対応

Windows/Linux上のデータベースにも、PHPQUERYからアクセス可能です。

Db2 for i MySQLPostgres

V9.5.19以上 V8以上
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PHPQUERYの機能概要

Excelテンプレート機能*

取得する定義する

3つの定義方法 5つのトリガー

見る・展開する

3つの抽出方法

1. QUERY for iライク

2. SQL定義*

3. 他ツールからの取込

1. ブラウザ・クリック

2. URL実行

3. スケジュール実行*

4. 5250コマンド実行*

1. 単独クエリー

3. CL実行*

・外部アプリ

・5250画面

・モバイル画面

1．メール配信*

2. クエリー連続実行**

4つの出力方法

2. IFS出力*

2．Excel, CSV形式

3．物理ファイル形式

***

自動化

自動化

PREMIUM機能ADVANCE機能

・既存CLへの組込み

・QUERY for i

・Web Report

・Work Friend

一部の定義が対象

5. クエリー連携*

・疑似ドリルダウン

5つの表示方法

制御レベル・ライク

ピボットテーブル・ライク

1. 表形式

2. クロス集計*

3. グループ集計*

4. グラフ**

5 ダッシュボード**

2つの展開方法

1．ブラウザ表示

ポップアップ表示*

既存資産・スキルを利用して、データ活用・自動化を実現。IBM i を時代に合わせてアップデート。

実行前、実行中、実行後

バースト機能*

1. データ転送**更新する
※別区画、別筐体

Db2 for i

Db2 for i MySQL Postgres

4．JSON形式

HTMLテンプレート機能★

** HTMLテンプレート・オプション



活用例
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1. Excelテンプレート＋Excelマクロ

2. スケジュール実行＋メール配信 （URLリンク＋実行結果）

3. スケジュール実行＋IFS出力＋QNTC

4. スケジュール実行＋メール配信＋バースト機能

5. 5250コマンド実行＋メール配信＋IFS出力

6. URLパラメータ連携

7. CL連携

8. HTMLテンプレート

9. Tableau連携 （TableauDesktop）

10. aXes連携 （株式会社フェアディンカムより提供）

31

活用例
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【活用例】 Excelテンプレート＋Excelマクロ

あらかじめ用意したExcelテンプレートに、クエリー抽出結果を自動的に貼り付けてダウンロードする

普段使い慣れたExcel資料にデータを貼り付けてダウンロードすることできます

Excel
テンプレート
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【活用例】 スケジュール実行＋メール配信 （URLリンク＋実行結果）

速報データの配信や、アラート通知として利用する

スケジュール自動実行

実行結果

メールに添付のファイルを開く必要なく、メール本文で即時に状況を把握することができます。

直接メール本文に結果を貼り付け

PHPQUERYへのURLリンク挿入

添付ファイルとして
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【活用例】 スケジュール実行＋IFS出力＋QNTC

外部アプリケーション連携

IBM i 外部のアプリケーションから、IBM i のデータをExcel・CSVファイルとして取得する

IBM i のデータ連携をプログラミング無しで容易に実現することができます。

IFSフォルダ

IBM i Windows・NAS等

スケジュール自動実行

実行結果

QNTC

FAX送信

自動印刷

帳票ツール
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10 第１営業部 ・・・
10 第１営業部 ・・・
20 第２営業部 ・・・
20 第２営業部 ・・・
20 第２営業部 ・・・
30 第３営業部 ・・・
30 第３営業部 ・・・
・・・ ・・・ ・・・
・・・ ・・・ ・・・

第１営業部

第２営業部

第３営業部

【活用例】 メール配信バースト機能

実行結果の中で、特定の条件を満たしたレコードのみをメール配信。

①フィールド名で個別配信 ②条件を満たすデータを配信

sales1@omni-s.co.jp

sales2@omni-s.co.jp

sales3@omni-s.co.jp

商品名 原価率

商品A 95%

商品B 85%

商品C 40%

商品D 50%

商品E 89%

商品F 70%

管理者

kanri@omni-s.co.jp

原価率 > 86%

必要な情報だけを、必要なユーザーに対して最適化して自動配信します。
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【活用例】 5250コマンド実行＋メール配信＋IFS出力

PHPQUERYコマンドをバッチ用のCLプログラムに組み込み、データ更新後の配信に活用する

5250コマンドレポート作成により、既存のRPGアプリケーションを拡張したデータ活用が可能です。

自分の毎朝欲しい最新データの
レポートがメールで届く

IFSフォルダに自動的にCSV出力、
データを一元管理

メール

IFS

PHPQUERY定義実行

実行結果



37

【活用例】 CL連携

CL内で複数のクエリーを連続実行した結果(OUTFILE)を、PHPQUERYの入力ファイルにする

Query for i を使った、既存の複雑な抽出の仕組みを有効活用できます。

①ブラウザから定義を実行 ④抽出結果をブラウザに表示

既存クエリー① 基幹データ

OUTFILE
(QTEMP)

既存クエリー②

既存クエリー③ OUTFILE
(QTEMP)

OUTFILE
(QTEMP)

RUNQRY QRY(...) OUTTYPE(*OUTFILE) OUTFILE(...)

② CL内で複数の既存クエリーを連続実行

PHPQUERY定義
PHPQUERYの入力ファイルに

抽出結果

③PHPQUERY定義実行
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実行結果の１レコードをカスタマイズしたブラウザ画面イメージで表示。

トリガー

・PHPQUERY内での実行
（又は URL実行）

検索条件にユニークIDを指定

クエリー実行 HTMLテンプレート

1行目のレコードを表示

実行結果

HTMLソースをテンプレート登録

・ユーザー事例：松沢書店様
https://phpquery.jp/voice/

本記事はi Magazine 2018 Summerに掲載されたものです。
（ｃ）i Magazine

指定したフィールドIDの値を表示

【活用例】 HTMLテンプレート – 単体レコード表示
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【活用例】 HTMLテンプレート – 複数レコード表示

実行結果の複数レコードを一覧表示。

次ページ前ページ

100002

100003

最初ページ 最後ページ
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【活用例】 Tableau連携 （TableauDesktop）

TableauDesktopからリアルタイムにIBM i のデータを取得し、Tableau側で自由に加工

すでにTableauDesktopライセンスをお持ちのお客様、より高度な分析を求められるお客様へ

IBM i

PHPQUERY定義Tableau.php

HTML

Db2 for i

IFSフォルダ

TableauDesktop
ユーザー



41

【活用例】 aXes連携 （株式会社フェアディンカムより提供）

aXesでDB２の資産をExcel化

Db2 for i の内容を照会します。ポップアップ画面で

もフレーム表示でも、自由にカスタマイズ可能です。

照会した情報は、

ExcelまたはCSVで保存出来ます。



【活用例】 モバイル活用

ユーザー事例：住商モンブラン様
https://www.omni-s.co.jp/news/wp-content/uploads/2019/07/7b3efe7f4235fb275f18809aebe83949.pdf

アイコン設置 ログイン画面 ダッシュボード 検索条件入力 検索結果出力

・ユーザー事例：パイロットコーポレーション様
https://www.omni-s.co.jp/news/wp-content/uploads/2018/03/fd57cf8264d022bbd4de145752c5f2a2.pdf

メール配信時に、本文への貼り付けが可能 ホームボタンのPHPQUERYアイコンからブラウザ表示

スケジュール
自動実行

iPhone、iPadなどのスマート・デバイスで、社外でのデータ活用を推進。
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①システム監査で利用

サインオンの失敗、
オブジェクトのアクセス違反等
(*AUTFAIL)

必要な情報を
PHPQUERYで取得

オブジェクトの作成/削除/移動/名前変更
(*CREATE/*DELETE/*OBJMGT)

ジャーナル・レシーバーやIBM i Serviceを利用して、PHPQUERYで確認可能。異常値発生もメール配信。

異常値のメール配信システム監査時に活用

サインオンに複数回失敗した際に、
管理者にメール配信など

ジャーナル・レシーバー

②システム管理で利用

自動メール配信（例）

使用率が85%を超える
物理ディスク容量
（ASP単位）

監視対象

メッセージ
（DSPMSG）

重大度が90以上

ジョブの活動状況
（WRKACTJOB）

MSGW
（メッセージウェイト）

接続IPアドレス
（NETSTAT）

特定IPユーザーの接続

Q以外のユーザー・プロファイル
（DSPUSRPRF）

特定ユーザーのログイン

IBM i Serviceを活用ジャーナル・レシーバーを活用

【活用例】 システム監査・管理



【活用例】 照会＋α のプログラム開発

抽出したい条件で検索
（顧客・製品などで絞り込み）

納品
レコード 納品

レコード

未発行のみ

ワークファイル
＠QTEMP

CL連携
（実行前）

CL連携
（実行後選択式） PDF出力物理ファイル

1 レコードずつ帳票出力納品書未発行フラグの
レコードのみを抽出して

QTEMPに出力

納品書を発行したいレコードを
選択して、一括発行

操作イメージ

システム

PHPQUERYの機能を活かすことで、照会系のプログラム開発の効率化。

【活用例】. 納品書未発行のリストの中から、納品書を発行したいレコードを選択して発行



ご利用までの流れ・システム要件
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ご利用開始までの流れ

ご契約

オンボーディングご支援

• ご利用プランのご決定

• 正式なライセンスキーの発行

• スムーズな運用開始に向けて

ご支援させて頂きます

Step 1  

準備する・確認する

Step 2  

導入する

Step 3

利用してみる

・ ご懸念点の解消

・ 貴社環境の確認

IBM i OS Version 

ライセンス・プログラム

・ 導入方法の選択

・ SAVFアップロードのご案内

・ ４つのインストール方法

1. オンサイト導入

2. リモート導入–TeamViewer

3. リモート導入–VPN

4. お客様ご自身で導入

PHP稼働環境 導入設定 約65分

PHPQUERY 導入設定 約40分

・ 操作説明

・ 運用方法説明

・ 既存定義移行

・ Backlogご案内

ご満足いただけなければ、そのままフリー版でご利用頂くか
削除することが可能。ここまで費用は一切かかりません。

ご試用状況に合わ

せ、2回程度お打

合せを実施

・ QA
・ 操作説明
・ グラフ作成支援
・ ダッシュボード
作成支援

操作説明会 フォローアップ

初回お打合せ 2時間程度 無料トライアル 30日間

全ての機能が使える無料トライアルで、実際の動きやレスポンスをお客様環境で、ぜひお試しください。
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実行環境

ハードウェア
IBM Power Systems
IBM i  ( System i / i5 / iSeries )

OS IBM i 7.2 / 7.3 / 7.4

Webサーバー
・Zend Server for IBM i
・Community PHP（Zend PHP, Community Plus+, CS^2）※IBM i V7.2以降

サーバー

ブラウザ IE11 ・ Microsoft Edge ・ Chrome

クライアント

※IBM I V7.1での稼働実績は多くございます。
※記載していない各種バージョンでもご利用いただける場合がありますので、お気軽にお問い合わせください。
※パフォーマンス測定については、お客様のシステム環境による依存度が高く、汎用的な指標を作ることが難しいため、実データを用いてのテスト
実施を推奨しております。
※パイロット的に一部ユーザーに開放し、徐々に対象を拡大する方法を推奨しております。

※記載していないOSやブラウザ、バージョンでもご利用いただける場合がありますが、動作保証外となります。

ＩＢＭ ｉ にオールインワン！

PHP

PHPQUERY

Webサーバー
（ZendServer for IBM iなど）

OS ( IBM i )
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ライセンスプログラム・必須PTF

IBM i OS 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4

License program requirements

1. Portable App Solutions Environment 33 5770SS1

2. Qshell 30 5770SS1

3. IBM HTTP Server for i5/OS *BASE 5770DG1

4. IBM Portable Utilities For I5/OS *BASE 5733SC1

5. OpenSSH, OpenSST, Zlib 1 5733SC1

Required PTFs

Current PTF Group for 5770DG1 (Check for the latest available PTF group)

■確認方法
１．「GO LICPGM」で実行後、「10.導入済みライセンス・プログラムの表示」
２．「F11=オプションの表示」に切り替えてライセンスの存在を確認



料金プラン・導入効果
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OmniSuite 料金プラン (1/3)

PREMIUM ADVANCE BASIC FREE
すべての機能 自動化 QUERYのWeb化 Webで見るだけ

月額料金 100,000円/月 80,000円/月 50,000円/月 0円/月

ユーザー数 無制限 無制限 無制限 無制限

定義数 無制限 無制限 無制限 無制限

クエリー定義作成 ◯ ◯ ◯ ◯

ブラウザ照会 ◯ ◯ ◯ ◯

クエリー定義の取込機能 ◯ ◯ ◯ ◯

操作ログ ◯ ◯ ◯ -

Excel・CSVエクスポート ◯ ◯ ◯ -

ファイル出力 ◯ ◯ ◯ -

Excelテンプレート ◯ ◯ - -

SQL定義登録 ◯ ◯ - -

スケジュール実行 ◯ ◯ - -

メール配信・IFS出力 ◯ ◯ - -

RPG／CL連携 ◯ ◯ - -

クエリー連携・ポップアップ ◯ ◯ - -

クエリー連続実行 ◯ - - -

クロス集計・グループ集計 ◯ - - -

グラフ・ダッシュボード ◯ - - -

PHPQUERY

※予告なく変更させていただく可能性がございます。

HTMLテンプレート

すべての機能

月額料金 + 30,000円/月

PHPQUERY

・ 区画単位のサーバーライセンスです。

・ 2区画目以降は50%OFFとなります。

・開発区画への導入、4区画以上の導入、

一括＋年額保守版（旧ENTERPRISE）

はご相談下さい
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導入費用・保守サポートについて

新規導入 PHPQUERY + Webサーバー（Zend Serverなど） 200,000円/区画

バージョンアップ PHPQUERY + Webサーバー（Zend Serverなど） 200,000円/区画

教育 PHPQUERY操作説明（1-2人） 0円

保守サポート
対応時間：月～金曜日 9:00～17:30 土日・祝日は除く
対応手段：電話／メール
対応内容：本サービスに関するお問合せ対応／トラブル支援／最新バージョンの無償提供

その他・備考
上記料金には、別途法定消費税が加算されます
お支払方法：月額／年額
解約について：お客様からの30日前の通知により解約できます
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ライセンスの考え方

• 区画単位のサーバーライセンスとなります

• 2区画目は50%OFFとなります

• 3区画目以降、iASP対応、その他の対応は別途ご相談下さい

IBM i

区画
（本番環境）

PHPQUERY

PREMIUM
100,000円/月

ライセンスキー

Db2 for i

区画
（開発環境）

PHPQUERY

PREMIUM
50,000円/月

ライセンスキー

Db2 for i

【例1】 本番と開発が分かれるケース 2ライセンス

IBM i （本番機） IBM i （災対機）

【例２】 災対機に導入するケース 2ライセンス

区画

PHPQUERY

PREMIUM
100,000円/月

ライセンスキー

Db2 for i

区画

PHPQUERY

PREMIUM
50,000円/月

ライセンスキー

Db2 for i
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PHPQUERYの導入効果

・基幹データのリアルタイム参照で
営業機会損失の削減

例. 売上120億円/年が
0.1% 向上した場合、
100万円/月売上向上

（１） 売上増加・企業力向上 （２） 業務効率化・コスト削減

・データ活用業務の効率化
（Excel加工、データ抽出依頼など）

例. 50名の社員が
2時間削減できた場合、
計100時間、20万円/月削減

・定型業務からの解放
（QUERY作成・定型業務削減）

例. 月10本のクエリー作成（2時間）
定期的なメール配信（5時間）
計25時間、5万円/月削減

・高頻度・短納期でのシステム提供で
現場要望への対応力を強化

・モバイル・デバイス活用による
業務の柔軟性を向上

（２） コスト削減

25万円

（１） 売上増加

100万円

効果

10万円

費用

自社業務に最適化されたIBM i を有効活用しながら、収益向上を実現します。

1ヶ月あたりの
費用対効果

125万円の

効果

（例）

* 人件費は1時間あたり2000円、1年で384万円として試算。

自社業務に最適化された
IBM i を次世代も有効活用

＋
売上増加 コスト削減

コスト削減

上記の業務改善の結果

年間売上 120億円の企業で
0.1%売上が向上し、50名が利用した場合



お客様導入事例
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1. 島津製作所様

2. ヤマサ醤油様

3. パイロットコーポレーション様

4. 松沢書店様

5. 東日製作所様

6. 協立電業様

7. 岩井機械工業様

8. 住商モンブラン様

9. フェリシモ様

10. 佐川グローバルロジスティクス様

11. ユサコ様

12. 日弘ビックス様

13. エスフーズ様

14. コーユーレンティア様

55

お客様
導入事例

https://phpquery.jp/voice/

https://phpquery.jp/voice/
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事例① 島津製作所様

本社：京都府京都市

創業：１８７５年

設立：１９１７年

資本金：約２６６億円

売上高：３４２４億円（２０１７年３月 連結）

従業員数：１万１５２８名（２０１７年３月 連結）

事業内容：分析・計測機器、医用機器、航空機

器、産業機器等の設計・製造・販売

http://www.shimadzu.co.jp/

IBM i の継続利用方針を決定
工場の独自ニーズをきめ細かくサポート

ＰＨＰとPHPQUERYで開発生産性・運用性の高い統合的な環境構築を目指す

本記事はi Magazine 2017 Autumnに
掲載されたものです。
（ｃ）i Magazine
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事例② ヤマサ醤油様

本社：千葉県銚子市

創業：１６４５年

設立：１９２８（昭和３）年

資本金：１億円

売上高：５５５億円（２０１６年１２月）

従業員数：７９２名（２０１６年１２月）

事業内容：醤油、各種調味料、医薬品類の製

造・販売など

https://www.yamasa.com/

PHPQUERYを導入し、データ活用基盤を整備
データ提供の迅速化やシステム部門の負荷軽減を実現

クエリー作成の属人化など、従来の問題を幅広く解決へ

本記事はi Magazine 2017 Winterに
掲載されたものです。
（ｃ）i Magazine
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事例③ パイロットコーポレーション様

本社：東京都中央区

創立：１９１８（大正７）年

設立：２００２年

資本金：２３億４０７２万８０００円

売上高：９８３億５０００万円

（連結 ２０１６年１２月）

従業員数：１０４７名（２０１６年１２月）

事業内容：筆記具などの製造および販売

http://www.pilot.co.jp/

PHPQUERYへの切り替え後
全社でデータ活用が拡大

汎用性をもたせたクエリー定義など、利用拡大に創意工夫

本記事はi Magazine 2018 Springに
掲載されたものです。
（ｃ）i Magazine
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事例④ 松沢書店様

本社：東京都板橋区

設立：１９６８年

資本金：１０００万円

売上高：４６億円

従業員数：６０名

事業内容：楽譜、音楽書籍・雑誌、輸入楽譜、音

楽大学や専門学校の教科書、音楽教室向けの

教材教具などの卸販売。ピアノ教室向け公開講

座やセミナー、コンサートの企画など。

http://www.musenet.co.jp/

「PHPQUERY」で定義した多種多様なクエリーにより
基幹データ活用の「革命」が進行中

単品管理からWebアプリケーションとの連携、アルバイトの実績管理まで

本記事はi Magazine 2018 Summerに
掲載されたものです。
（ｃ）i Magazine
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事例⑤ 東日製作所様

本社：東京都大田区

設立：１９４９年

資本金：３億１０００万円

売上高：６１億円

従業員数：１３０名

事業内容：手動式・動力式トルク機器、および機

械式・電力式トルク計測機器の製造・販売

https://www.tohnichi.co.jp/

「PHPQUERY」の導入により
基幹データの活用レベルを向上

エンドユーザーの自由度を高め、システム部門の運用管理業務を軽減する

本記事はi Magazine 2018 Autumnに
掲載されたものです。
（ｃ）i Magazine
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事例⑥ 協立電業様

本社：東京都立川市

設立：１９５１年

資本金：１億５０００万円

従業員数：８４名

事業内容：電子部品・電気機器の販売

https://www.kyo-d.co.jp/

データ活用率が３割から８割へ拡大
PHPQUERY導入でカルチャーが変わる

システム部門への依頼・問い合わせが激減し、効率化も促進

本記事はi Magazine 2018 Winterに
掲載されたものです。
（ｃ）i Magazine
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事例⑦ 岩井機械工業様

本社：東京都大田区

創業：１９４７年

設立：１９５７年

資本金：５億１１８７万円

売上高：２８３億円（２０１８年３月）

従業員数：４１０名

事業内容：流体の食料品・医薬品・化学品向け

製造機械の研究開発から設計・製造・販売・修

理まで、および製造プラントのエンジニアリングを

統合的に手がける。

http://www.iwai.co.jp/
本記事はi Magazine 2019 Springに
掲載されたものです。
（ｃ）i Magazine

クライアント・ライセンスへの変更では予算オーバー
PHPQUERY採用と巧みな移行策により混乱回避

定義のしやすさと使いやすさを評価。過密スケジュールを乗り切る
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事例⑧ 住商モンブラン様

本社：大阪府大阪市

設立：１９５０年

資本金：８０００万円

売上高：１２３億円（２０１８年５月）

従業員数：１２８名

事業内容：白衣（医療・食品用）、サービス

ユニフォームをはじめ、作業服など、2次製品

および各種織・編物素材の企画、生産、販売

http://scmb.montblanc-web.jp/

本記事はi Magazine 2019 Summerに
掲載されたものです。
（ｃ）i Magazine

クエリ結果の自動メール配信と
ExcelファイルのIFS出力機能を多用

PHPQUERYを導入。CL連携やスケジュール機能でプログラムを自動実行
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事例⑨ フェリシモ様

本社：兵庫県神戸市

設立：１９６５年

資本金：１８億６８００万

売上高：２８８億８２００万円（２０１９年２月、連結）

従業員数：８００名（２０１９年２月、連結）

事業内容：総合カタログ通販、オンライン通販

https://www.felissimo.co.jp/ 

https://bukatsu.felissimo.co.jp/

（フェリシモ部活）

本記事はi Magazine 2019 Winterに
掲載されたものです。
（ｃ）i Magazine

分析用データの抽出依頼が増加
PHPQUERYで細かな要望にも対応

半年間に約40本のクエリプログラムを開発。突発的な抽出依頼が急減
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事例⑩ 佐川グローバルロジスティクス様

本社：東京都品川区

設立：２０１３年

資本金：１５億円

従業員数：６３５４名（２０１９年３月）

事業内容：ロジスティクス事業

http://www.sagawa-logi.com/

本記事はi Magazine 2020 Springに
掲載されたものです。
（ｃ）i Magazine

機種更改に合わせ、データ活用基盤を刷新
独自システムから市販ツール採用へ

PHPQUERYを採用、ツールの機能を活用し利用環境の高度化を目指す
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事例⑪ ユサコ様

本社：東京都港区

設立：１９５０年

資本金：５０００万円

従業員数：９０名

事業内容：学術コンテンツの販売・サポート、

学術研究支援や教育支援ソフトウェアの販売・

サポート、学術セミナーの企画・運営、医薬系

広告代理事業など

https://www.usaco.co.jp/

本記事はi Magazine 2020 Summerに
掲載されたものです。
（ｃ）i Magazine

低料金の月額プランと
SQL対応を評価し、PHPQUERYを採用

要望へのきめ細かい対応も評価、今後の拡張性・成長性にも期待



67

事例⑫ 日弘ビックス様

本社：東京都千代田区

設立：１９５６年

資本金：８０００万円

売上高：１２１億円（２０２０年３月期）

従業員数：２００名（２０２０年４月）

事業内容：合成樹脂用着色剤、着色樹脂成型

材料、機能性色材の製造・販売

http://www.nikko-bics.co.jp/

本記事はi Magazine 2021 Winterに
掲載されたものです。
（ｃ）i Magazine

「PHPQUERY」で基幹データ活用の領域を
大きく拡大する

実績データの共有から物質管理システムでの活用まで
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事例⑬ エスフーズ様

本 社：兵庫県西宮市

設 立：1967年

資本金：42億9835万円

売上高：3519億円（連結、2020年2月）

従業員数：2438名（連結、2020年2月）

事業内容：食肉等の製造・卸売事業、小売事業、

外食事業

http://www.sfoods.co.jp/

本記事はi Magazine 2021 Springに
掲載されたものです。
（ｃ）i Magazine

PHPQUERYの導入により
基幹データ活用のレベルアップを目指す

クエリー実行にCLを呼ぶ出す機能で過去の資産を有効活用
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事例⑭ コーユーレンティア様

本社：東京都港区

設立：1970年

資本金：8億7428万円

売上高：150億5046万円（2020年12月期、単独）、

215億5636万円（同、連結）

従業員数：373名（2020年12月期、単独）、662名

（同、連結）

事業内容：FF&Eレンタル業。建設業界・不動産

業界・イベント業界をはじめ、国内外の企業向け

に家具、什器、備品をレンタル。

https://www.koyou.co.jp/
本記事はi Magazine 2021 Summerに
掲載されたものです。
（ｃ）i Magazine

基幹データ活用のレベルアップに向けて
ユーザーが自らの手でデータを抽出・加工する環境を整備

PHPQUERYの導入で100 ～ 200名単位の利用ユーザー拡大を目指す



【活用例】 全社でのデータ活用・業務改善

IBM i担当

経営層

製造部門

業務・経理

“黒画面で経験者しか
操作できない問題が解消した”

“製造状況がリアルタイムに
把握しやすくなった”

“会社のリアルタイム情報が
モバイルで見やすくなった”

情報システム

“データ抽出依頼
代行作業が減った”

ダッシュボード

クエリー作成・参照

Windows担当

営業部門

“毎朝メールで担当顧客の
情報が届くようになった”

“SQLならIBMiの深いスキルが
なくても操作が可能に”

“会議の度にExcel作成が不要に。
既存のExcelフォームも使える”

経営企画

Ｅｘｃｅｌテンプレート メール配信（バースト）

ＳＱＬ定義作成

情報システム

スケジュール実行

IBM i に蓄積したデータ活用と全社の様々な部門の業務改善を実現。
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ご都合の良い日時を選択して、
お気軽にオンライン相談会にお申込み下さい

（３０分から１時間程度）

phpquery.jp/zoom



http://phpquery.jp/

お問い合わせ先

お問い合わせは下記までご連絡下さい。

フォーム ： https://phpquery.jp/contact/

メール ： phpquery@omni-s.co.jp

ＴＥＬ ： 03-3527-3291

開発・販売

株式会社オムニサイエンス

http://www.omni-s.co.jp/
72

お問合せ
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Appendix
Section

07



① IBM i のユーザープロファイルでログインすることは可能ですか？

② ユーザーの権限管理の仕組みを教えてください。

③ クエリー実行時の処理件数に制限はありますか？

④ クエリーの作成者や実行回数を確認することは出来ますか？

⑤ 自社で持ってるエクセルに対してクエリーの結果を出力することは出
来ますか？

⑥ １ユーザーを複数人で同時に使うことは出来ますか？

⑦ ブラウザの複数タブで同時に起動することは出来ますか？

⑧ 参照ファイルの結合数に制限はありますか？
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よくあるご質問

⑨ スケジュール実行機能で社内のWindowsサーバー上のフォルダーに出
力することは可能ですか？

⑩ Zend Server を自分たちで導入することはできますか？

⑪ CL連携機能を使った場合、複数ユーザーが同時に同じクエリーを実行
可能ですか？（QTEMPが使えるか？）

⑫ 稼働前提のライセンスプログラムは有償でしょうか？

⑬ ライセンスプログラム導入状況の確認方法を教えてください

⑭ クエリー取込機能で取り込んだクエリー定義はPHPQUERY上で修正で
きますか？

⑮ IBM i のコマンドでPHPQUERYを実行できますか？

⑯ 対応ブラウザを教えてください
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Legacy with DX Portal のご案内

オンライン・マニュアルやお問合せ管理が可能となります

https://cs.omni-s.co.jp/hc/ja


