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 業務システムを再構築する際の問題 
 

 業務システムモデルの意義 
 

 オープンソース活用の意義 
 

 普及への障害は？ 
 

 ドメインモデルと連動した普及 
 

 今後の検討テーマ 

要約 
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業務システムを再構築する際の問題 

業務ニーズの進化や実装技術の進化は留まることはなく、再構築 
  やエンハンスを余儀なくされるのはシステムの宿命 
 

スクラッチ＆ビルドであれPKG導入であれ、業務ニーズ（基本ニーズ、 

  改善ニーズ）との刷り合わせに最も多くの時間が必要とする 
 

システムを再構築・エンハンスする際に、それまでに蓄積された業務 
  ノウハウや業務ロジックは活かされているか 
 

メンテナンスされていない「要件定義書」は役に立たない 

実装手段にとらわれずに業務システムを維持・発展させる 
ためには「普遍性の高いシステムの表現方法」が必要 

実装手段にとらわれずに業務システムを維持・発展させる 
ためには「普遍性の高いシステムの表現方法」が必要 
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現状モデル 現状モデル 

現状システム 現状システム 

  新モデル 新モデル 

新システム 新システム 

  

現状システム 現状システム   新システム 新システム 

システムの進化のあり方 

  新システム 新システム 

  新モデル 新モデル 

新システム 新システム 

    

機能本位 
実装ベース 

モデルベース 
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現状モデル 現状モデル 導入モデル 導入モデル 

モデルエンハンス モデルエンハンス 

新モデル 新モデル 

実装 実装 

フィードバック 

モデルエンハンスの考え 
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業務システムモデルの意義 

ビジネスモデルとの整合性を持ったシステム構築 
 

実装手段に影響されず、ITの進化に即応 
 

モデルベースでの改善は本質的な改善をもたらす 
 

業務改革、新事業展開へスムーズなIT活用が可能 

業務システムモデルは企業資産！ 業務システムモデルは企業資産！ 
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オープンソース活用の意義 

業務システム 
のニーズ 

業務システム 
のニーズ OSS OSS 

専門知識 専門知識 

広大な 
実証実験 

広大な 
実証実験 

フィードバック 

恩恵 

「世界の知恵」を活用する！ 

先進技術 先進技術 

•世界中で試行・精査され洗練される 
•自由度が高く、ニーズへの即応性に優れる 
•世界への貢献 
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普及への障害は？ 

膨大なソースコードを把握できるか？ 
  

仕様の理解への不安 
  

正しいカスタマイズ方法は？ 
 

そもそも業務システムの要件は多岐多様である 
  ニーズに合ったものが簡単に見つかるとは思えない 

品質への不安（堅牢性、完成度、性能…） 
 

サポート（責任の所在）への不安 
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ドメインモデルと連動した普及 

•各業務には誰もが認めるベースモデルがある 
•すべての業務システムモデルはベースモデルをルートとした派生モデル 
•モデルで適合性を検証する 

ベースモデル ベースモデル 

実装システム群 ドメインモデル群 
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業務システムモデルの階層モデル 

ベースモデル ベースモデル 

抽象度 

高 

低 

バージョン 

バージョン 

バージョン 

バージョン 



  10 

オンライン通販システム 
（会員システム） 

販売在庫管理システム 

出荷完了 出荷完了 

注文 
データ 

オンライン 
ショッピング 

オンライン 
ショッピング 

商品 
在庫 

月末在庫 
入力 

月末在庫 
入力 

出荷 
データ 

在庫管理 在庫管理 

商品入庫 商品入庫 

請求処理 請求処理 

店舗注文 
入力 

店舗注文 
入力 

委託店 
在庫 

売上 
データ 

請求書 

出荷指示 出荷指示 

売上管理 売上管理 

出荷伝票 

在庫引当 在庫引当 

注文 
データ 

事例紹介 ~プロセスモデル 

サイズ：６０K 
WEBベースシステム 
Apache,PHP, PostgreSQL 

パイロットユーザで稼動中 
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出荷データ 出荷データ 

店舗在庫 店舗在庫 

注文データ 注文データ 

請求データ 請求データ 

委託店舗 

出荷指示 出荷指示 

月末在庫入力 月末在庫入力 伝票作成 伝票作成 

〆処理 〆処理 

出荷伝票 

注文入力 注文入力 

請求処理 請求処理 

請求書 

印税支払明細 印税支払明細 

支払明細 

店舗在庫 
履歴 

店舗在庫 
履歴 

倉庫在庫 
履歴 

倉庫在庫 
履歴 

倉庫在庫 倉庫在庫 

プレス登録 プレス登録 

出荷数＋ 

入庫数＋ 

入庫履歴 入庫履歴 

出荷確認 出荷確認 

出荷データより（買取店舗の場合） 
店舗在庫より（委託店舗の場合） 

納品書 
ﾋﾟｯｷﾝｸﾞ 

ﾘｽﾄ 
ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ 

ﾘｽﾄ 

（控え） （控え） 

委託 
明細書 

事例紹介 ~プロセスモデル 
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支払い 支払い 買掛計上 買掛計上 

プレス プレス 

業務部 

システム 

経理 

在庫 
DB 

在庫 
DB 

プレス枚数 
登録（入庫） 

プレス枚数 
登録（入庫） 

買掛 
DB 

買掛 
DB 

プレス発注 プレス発注 

支払 
明細書 

支払 
明細書 

製作発注 製作発注 

発注 
DB 

発注 
DB 

製作 製作 制作 

納品 納品 納品/完了 納品/完了 

入庫 

支払明細発行 支払明細発行 

支払 
明細書 

支払 
明細書 

事例紹介 ~ワークフローモデル （発注、入庫） 
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支払い 支払い 

売掛計上 売掛計上 

出荷指示 
（自動） 

出荷指示 
（自動） 

店舗在庫 
月末入力 

店舗在庫 
月末入力 店舗注文入力 店舗注文入力 

店舗 

業務部 

システム 

経理 

在庫 
DB 

在庫 
DB 

店舗在庫 
カウント 

店舗在庫 
カウント 

請求書 
作成 

請求書 
作成 

請求書 請求書 

入金消し込み 入金消し込み 

店舗在庫 
DB 

店舗在庫 
DB 売掛DB 売掛DB 

買取店の場合 

委託店 
の場合 

注文依頼 注文依頼 

請求書 請求書 
売上データ 

作成 

売上データ 
作成 

出荷完了 出荷完了 流通倉庫 
出荷 出荷 

荷札 荷札 

事例紹介 ~ワークフローモデル （受注、出荷、請求、入金） 
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Inventory（在庫） 

Order（注文データ） 
Item （商品） Order_Detail（注文明細） 

Inv_Trn（在庫トランザクション） 

Order_Number 
Item_Code 
Item_Qty 
Unit_Price 
Amount 

Order_Number 
Item_Code 
Item_Qty 
Unit_Price 
Amount 

Warehouse_Code 
Item_Code 
Location 
Good_Qty 
Sample_Qty 
Defect_Qty 
StoreInv_Qty 

Warehouse_Code 
Item_Code 
Location 
Good_Qty 
Sample_Qty 
Defect_Qty 
StoreInv_Qty 

Trn_Number 
Trn_Code 
Item_Code 
Trn_Date 
Trn_Qty 
From_Inv 
To_Inv 

Trn_Number 
Trn_Code 
Item_Code 
Trn_Date 
Trn_Qty 
From_Inv 
To_Inv 

Store_Inv（委託店在庫） 

Stores（店舗） 

Store_Code 
Name 
Address 
Contact_Person 
Store_Type 
Price_Ratio 

Store_Code 
Name 
Address 
Contact_Person 
Store_Type 
Price_Ratio 

Store_Code 
Item_Code 
Item_Qty 
Rcv_Sched_Qty 

Store_Code 
Item_Code 
Item_Qty 
Rcv_Sched_Qty 

Item_Code 
Description 
Category 
Standard_Price 
Standard_Cost 

Item_Code 
Description 
Category 
Standard_Price 
Standard_Cost 

Order_Number 
Store_Code 
Order_Type 
Order_Date 
Shipped_Date 
Invoiced_Date 
Order_Status 
Total_Amount 

Order_Number 
Store_Code 
Order_Type 
Order_Date 
Shipped_Date 
Invoiced_Date 
Order_Status 
Total_Amount 

Remittee（発注先） 

Remittee_Code 
Remittee_Name 
Remittee_Type 
Payment_Day 

Remittee_Code 
Remittee_Name 
Remittee_Type 
Payment_Day 

Purchase（発注データ） 

Order_Number 
Remittee_Code 
Order_Date 
Payment_Term 
Payment_Date 
Bank_Account 

Order_Number 
Remittee_Code 
Order_Date 
Payment_Term 
Payment_Date 
Bank_Account 

Purchase_Detail（発注明細） 

Order_Number 
Expense_Code 
Unit_Price 
Quantity 
Amount 
Item_Code 

Order_Number 
Expense_Code 
Unit_Price 
Quantity 
Amount 
Item_Code 

Tax（印税） 

Item_Code 
Remittee_Code 
From_Month 
To_Month 
TaxAmount 
Payment_Date 

Item_Code 
Remittee_Code 
From_Month 
To_Month 
TaxAmount 
Payment_Date 

Ship（出荷データ） 

Ship_Detail（出荷明細） 

Shipping_Number 
Item_Code 
Ship_Qty 
Shipped_Qty 

Shipping_Number 
Item_Code 
Ship_Qty 
Shipped_Qty 

Shipping_Number 
Store_Code 
Order_Type 
Ship_Date 
Shipped_Date 
Invoiced_Date 
Ship_Status 

Shipping_Number 
Store_Code 
Order_Type 
Ship_Date 
Shipped_Date 
Invoiced_Date 
Ship_Status 

事例紹介 ~データモデル 
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今後の検討テーマ 

モデル表記方法の標準化 
 

実態、適用事例調査 
 

ビジネス化の動向調査 
 

コミュニティーのあり方 
 

サポート体制 


