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■ なぜ IT 競争がさらに激しくなっているのか？ 

 

IT 進化: 

Evolution: 

IT 技術の進化が様々な分野で効率化を図れる動きを促し、社会的な進歩に貢献するとと

もに、幅広い業種で販売競争の激しさを増しています。 

 

情報公開: 

Open & Public: 

インターネットの普及に伴い、情報の公開が進んできました。IT 技術のみならず、各業

種の運営情報も簡単に手に入れる時代となっています。IT 分野でオープンソースの活用

による無償、無料サービスが増えつつあり、IT 競争がさらに激しくなっています。 

 

顧客も進化: 

Innovation: 

時代の推移につれ、顧客も IT 技術を積極的に吸収し、自己進化を追求した結果、IT 開

発ベンダーに高品質 + ローコストのデリバリを求めるようになってきています。 

 

■ IT 競争で勝ち取るための必須条件とは  コスト管理の徹底  

 

コスト管理: 

Cost Control: 

IT 競争に勝ち取るための市場戦略と徹底的なコスト管理がより重要になっています。一

般的に言われているコスト管理とは次の課題に重点が置かれています。 

 

◇ 見積管理の精密化 ― 金 

◇ 資源管理の合理化  ― 人、生産物 

◇ 運用管理の効率化 ― プロセス 

 

実際の運用では、営業部による見積からシステム部の開発管理まで様々な問題が生じま

す。開発手法、システム規模などによって、問題の起因がそれぞれですが、見積管理か

ら生じたケースが多いです。合理的な見積を作るのが難しい理由が次のような課題があ

げられます。 

◇ IT 技術の進化によって、システム構築コストを影響する要素が多くなり、情報

共有しにくい無形のソフトウェアの工数査定が難しい 

◇ 技術分析には顧客要望を予想し、該当情報をシステム基盤に反映しなければ、

仕様変更時に、修正コストが膨らむケースは増えています 

◇ 規模が大きいシステム開発において、開発人員の作業レベルにバラつきが大き

いことをシステム基盤作りには十分に考慮しなければなりません 

 

Mewix@Cost 手法: 

 

Mewix@コスト管理とはコスト管理の真髄を追及し、ソフトウェア工業化技術を活用し

たコスト管理手法である。具体的に次の課題をターゲットとする。 
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◆ 部品の見える化 

◆ 部品の再利用  

◆ 部品の組立て技術 

◆ 見積の見える化 

 

システムの量産化 

 
  

ソフトウェア部品の特徴: 

 

ソフトウェア部品が有形資産と違い、次のような特徴がある。 

◇ 目で見えない無形資産 

◇ 有形資産より再利用しにくい 

◇ 部品情報を共有しにくい 

 

ソフトウェア部品の特徴が原因で、部品の再利用が進まなく、開発コストの高いスクラ

ッチ開発手法が依然に多く利用されています。 

 

見積の見える化: 

 

無形ソフトウェアの情報共有が難しく、再利用しにくい現状ですが、JPML 部品の見える

技術を導入し、部品の再利用を促すことによって、見積の精度を向上させることができ

るので、案件別の収益を管理することが容易となります。『見積の見える化』には次のよ

うな工夫があります。 

◇ UI 部品とデータソースとの融合による部品の見える化を実現 

◇ 部品の開発コストが固定なので、再利用によるコストダウン効果が鮮明 

◇ 検証済部品の大量使用による検証コストの大幅ダウンが可能 

◇ 部品の組立て技術を利用し、システム構築プロセスの見える化を実現 

◇ プロセス・テンプレートを生かしたシステム量産化も可能 

◇ ドキュメントの簡略化 

 

■ 部品＋組立て技術導入による営業効果の予想 

 

『JPML ビジュアル設計+部品組み立て技術』を利用し、システム開発の効率を高めるとともに、開発者、エンドユーザ

など開発関係者の間に新しいリレーションシップが生まれるため、さらに進化したシステム開発スタイルを提案するこ

とができます。 

 

エンドユーザ 業務設計にも参加可能 

コンサル/SE 部品の組立て技術を生かし、設計と実装の平行作業を実現できます 

プログラマ 特殊な業務構築に集中します 

人 

SI ベンダー営業 見積時に案件の収益をほぼ確定することができます 

手法 開発手法 ウォーターフォールとアジャイアルを融合し、ユーザー体験型のシステム構
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築を実現することができるため、ユーザー主導型のシステム開発を提案する

ことができます 

コスト テスト済部品の再利用による設計工程、開発工程および検証工程を大幅に簡

略化することができます 

顧客側の資産価値 システム運用において、費用対効果の向上 

無形資産の見える化による資産の評価価値向上に繋がります 

価値 

SI 側の資産価値 部品の見える化による無形資産の再利用が可能になります 

部品の再利用による構築利益を大幅に向上させることが期待できます 

無形資産の見える化による資産の評価価値向上に繋がります 

新技術の導入が IT 変化に備え、市場にすばやく対応し、継続的に会社の成

長を支える力になります 

 

従来の開発工程（簡易表示） 

 

 JPML 開発工程 

 

  ◇ 設計工程   ： 設計、部品の組立作業を同時進行できます 

  ◇ 実装工程   ： 特殊な業務処理に集中するため、作業量が従来の開発よりすくなくなります 

  ◇ 検証工程   ： 検証済の部品を利用するため、特殊な業務処理の検証が中心となります 

  ◇ 営業 ZZ   ： 従来の開発に 30％以上の営業利益を予想できるので、競争に有利な環境を築けます 

 

■ 実例による Meiwx@見積手法と営業効果の検証 

 
見積の手順： 

①． 標準部品を整理し、部品レベルの開発コストを見積もる 

②． 部品の組立工程を選定し、標準パターンのコストを見積もる 

③． 業務要件から顧客要望を想定し、追加対応可能な開発計画を策定する 

④． 上記のコストを合計し、営業、管理コストなどと合わせて、概算見積を作成する 

 
事例：パッケージソフトウェアの開発 

 

30% 【設計】 10% 【検証】 40%【営業ZZ】 20% 【実装】 

30% 【設計】 20% 【検証】 10% 40% 【実装】 
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◇ 部品コストの見積書（標準パターン）（例） 

◇ コア・パッケージ開発の見積書（別紙） 

◇ カスタマイズ・パッケージ開発（別紙） 

コア・パッケージの 2 割で開発した 

◇ 共通部品の一覧（別紙） 

◇ 業務部品の一覧（別紙） 

◇ 組立工程計画（別紙） 

◇ パッケージの事例画面（下図） 

 
 
 
■ ドキュメントの簡略化によるコストダウン手法 

 
システム開発の各工程において、システム仕様書から検証報告書まで様々なドキュメントが作成される。ドキ

ュメントはシステムの開発と保守に重要な情報ですが、大量かつ重複の資料が存在し、システムの開発と保守

を妨げる要素にもなっているとも言われています。 

 
Mewix@ドキュメント作成手法とは重複の資料を作成しない目標を追及し、ドキュメントの質を保ちながら、

少量かつ有効に利用できるよう仕組みを提供します。 

 
□ 設計書の見方 
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基本設計書は主に、画面設計書、帳票設計書、ソフトウェア設計書、インフラ設計書及び関連定義から構成さ

れています。設計書に記載されている用語、メッセージ、データ通信などは共通の用語集などを参照すること

で設計書の記述統一化を図ります。 

 

□ 画面、データベース、通信、メッセージの見方 

別紙『Mewix@ドキュメントの見方』を参照 

 

  

 

画面 

設計書 

用語集 メッセージ データ通信 UI 定義 

帳票 

設計書 

ソフトウェ

ア設計書 

インフラ 

設計書 

DB 

設計書 

記述統一定義 


