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　独立行政法人国際協力機構（JICA）

の業務を受託・実施している開発コン

サルティング企業向け業務管理システ

ム「GENESYS」が開発された。このシ

ステムを導入することで、公示情報の

管理、プロポーザルや見積書といった

入札書類のほか、プロジェクト管理、従

事者管理、経費管理、提出書類や成果

品などの提出物管理まで、プロジェク

トの実施前、実施中、実施後までの業務

を統合的・効率的に行えるようになる。

　政府開発援助（ODA）に限らず、公

的な資金が投入される事業は、納税者

に対するアカウンタビリティーを確保

する観点から、どうしても要求される

書類の量は多くなりがちだ。もちろん

手続きの簡素化なども進んではいるが、

事務管理作業が煩雑になるのは、ある

種、公的な事業の宿命的な面がある。

そのコストをいかに圧縮し、効果的・

効率的に業務を実施していくかは、多

くの開発コンサルティング企業が抱え

る課題だ。

　「業務の効率化とコスト削減を進め

たい」。こうした声に応えるべく、こ

れまで多くの基幹業務システムを手掛

けてきた経験とノウハウを生かし、開

発コンサル向け“基幹業務システム”

を提供しているのが株式会社ムラコム

（東京都府中市）だ。その導入に当た

っては、ODA業界に精通した担当者が

サポートする体制も整っている。

　ムラコム代表取締役の村上洋治氏は、

「GENESYSを導入し、大幅な業務改善

を達成した開発コンサルティング企業

の方々から、高い評価をいただいてい

る。今後も経営の効率化の観点から、

この業界に貢献していきたい」と話す。

また、システム開発を担当した株式会

社エスアイプロダクトの武澤裕之氏は

「GENESYSを開発するに当たって一番

に考えたのが、ユーザーフレンドリー

であること。使っていただければ、そ

の利便性の高さを感じてもらえるはず」

と説明する。

　GENESYSを導入するメリットは大き

く３つ。１つが“短期・低コスト”で

導入できることだ。GENESYSには開発

コンサルティング企業の基幹業務に必

要な機能が備わっているため、経理、

総務、業務など、部署ごとにシステム

を導入したり、手組のシステムを自社

で開発したりした場合と比較し、導入

コストを低く抑えることができる。も

ちろん、調達制度の変更や各社の業務

手続きにあわせてカスタマイズするこ

とも可能だ。また基幹業務システムを

導入するとなると、開発から導入まで

数年を要することもある中で、導入計

画づくりから案件定義、基本設計・詳

細設計、開発実施テスト、運用テスト・

データ移行まで、最短で約６カ月とい

うスピードで導入できる。さらに、IT

コンサルタントがマニュアルの作成か

ら社員に対する運用研修までを一つの

パッケージとして提供しており、これ

も大きな魅力となっている。

　２つ目のメリットが“業務の効率化・

標準化”が図れること。GENESYSは、

公示案件の登録からプロポーザルの作

成、JICAや個人コンサルタントとの契

約、精算や請求までをカバー。各種業

務形態に合わせた見積書や請求書など

のほか、プロポーザルや報告書など

JICAが求める様式に沿ったテンプレー

トが装備されている（表参照）。

　一度入力された情報は、各種書類に

そのまま自動引用されるため、書類作

成の工程数が大幅に削減され作業スピ

ードが向上する。また、すべての帳票

はエクセルやワードといったファイル

形式で出力し、画面上で内容を確認・

修正することができるため、ペーパー

レス化にもつながる。

　そして３つ目の導入メリットが、各

種情報を“リアルタイムで把握”でき

ることだ。各プロジェクトにアサイン

する従事者の資格情報や過去の実績、

保険情報などを登録・検索するなどき

め細やかな従事者管理を行うことがで

きる。また、従事者の配置状況や日程

管理、プロジェクトごとの予算・コス

トなどのほか、成果品の納入期日や各

種支払い予定日などの情報を常に把握

できる。こうした情報はGENESYSにア

クセス権限を持つ社員間で共有するこ

とも可能だ。

＊

　GENESYSを導入する際に必要なの

は、データベースを搭載できるサーバ

ーマシンと、GENESYS本体および

Microsoft Office2007／2010を搭載する

パソコンのみ。特に新たなハードやソ

フトを準備する必要はない。また、

GENESYSはWindows XP、Vistaのほ

か、Windows７にも対応している。

　繁忙期には、開発コンサルタントの

人材もさることながら、管理業務を担

う人材が不足するために案件応募に躊

躇してしまうこともある。

　こうした業務システムの導入コスト

と経営効率を向上させるメリットを慎

重に検討しつつ、事業機会の拡大に向

け、大胆に投資することも重要ではな

いだろうか。

開発コンサルが抱える課題
その解決を目指し開発

費用対効果に優れた
基幹業務システムパッケージ

経営の効率化
JICA様式に対応

リアルタイムで
情報を把握・共有

政府開発援助（ODA）を現場で実施する開発コンサルティング企業にとって、入札に向けたプロポーザルや見積

書の作成、プロジェクト管理などに要する時間的・金銭的な業務コストは、大きな負担となっている。そうした状況を

踏まえ開発された基幹業務システムパッケージが「GENESYS」だ。同システムは独立行政法人国際協力機構（JICA）

の調達制度に連動した形で開発されたものだが、個別クライアントのニーズや今後想定される調達制度の変更な

どにも柔軟に対応できるよう設計されている。
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（業務-15）前払金内訳書

（役務-3）契約金額精算報告書

（役務-4）精算金額内訳

（役務-5）請求書表紙

（役務-6）請求書内訳

（簡易-2）契約金額精算報告書

（簡易-3）精算金額内訳

（簡易-5）請求書表紙

（簡易-6）請求書内訳

（業務-1）契約金額精算報告書

（業務-3）契約金額精算報告内訳書

（業務-4b）調査旅費明細書

（業務-10）直接人件費明細

（業務-11）間接費内訳書

（業務-17）請求書

（業務-18）請求内訳書

支払予定表

売上集計表

案件別支出明細表

プロジェクト完了一覧表

■GENESYS機能・出力帳票一覧

請求管理




