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製品名 / ベンダー名 価格 保守サポート料金 初心者向け
トレーニングメニューの例 特徴 ユーザー企業の例

ジェネレータ型

Web Performer/
キヤノンソフトウェア

280 万円～＋開発クライア
ント20 万円～

ライセンス価格 の 15％
（初年度から）

「基本コース」（2日間コース）5 人
まで50 万円（税別）

画面設計はHTML や CSS の記述で実施。
アドビシステムズの UI 構築製品「Adobe 
Flex」での画面編集を可能とするオプショ
ンを用意

サッポロビール、とぴあ
浜松農業協同組合、 科
研製薬など

MDFrame/X/
ケン・システム
コンサルティング

（すべて税別）1ライセン
ス 12 万円（ 開発環境）＋
54 万円（実行環境）※ 1

（すべて税別）1ライセン
ス2 万円（開発環境）＋9
万円（実行環境）（次年度
から）

「MDFrame/X 操作編 」（2 日間
コース）1 人 8 万 4000 円

同社の業務分析・設計ツール「XupperII」
（別売）で記述した設計情報を読み込み、
Java や C# のソースコードを自動生成す
る

キリンビジネスシステム
など

CA Gen/
CA Technologies

開発者 1 端末辺り300 万
円～

ライセンス価格 の 20％
（初年度から）

「Gen 開発者講習 設計コース」（3
日間コース）15 万円（税別）（提
供：JIEC）

マウスクリックによるコマンドの選択だけで
業務ロジックの記述が可能。Java や C/
C++/C#、COBOL 言語のソースを出力

キャタピラージャパン、
三菱電機、雪印乳業など

GeneXus/
ジェネクサス・ジャパン

1ユーザー初年度250万円
（税別）

65 万円（税別、次年度か
ら）

「GeneXus 基礎教育（3 日間 ）」
（3日間コース）1 人 15 万円（税
別）

ウルグアイ生まれの開発ツール。Javaや
C#、COBOLなどのソースコードを自動生
成する。推論機能により、業務ロジックの
実行順を自動で判別する

鈴廣蒲鉾本店、ドトール
コーヒー、東洋大学など

LANSA/ランサ・ジャパン 開発環境 60 万円（ 税別）
～

ライセンス価格 の 18％
（初年度から）

「「Starting LANSA」 研修コー
ス」（2日間コース）1人6万円（税
別）

独自の簡易言語を利用して開発。アプリ
ケーションの設計情報から、C や C++ の
ソースコードを自動生成する

ヤンマー、八千代工業、
テレビ東京など

フレームワーク型

intra-mart WebPlatform/
NTTデータイントラマート

1プロセサ 100 万円（ 税
別）～

ライセンス価格 の 20％
（初年度の翌月から）

「intra-mart JavaEEフレ ー ム
ワーク研修コース（初級）」（1日間
コース）無償

Eclipse ベースの Javaアプリケーション
開発実行基盤。ワークフローやアクセス管
理、帳票印刷といった機能部品を活用して
開発

ジェイテクト、関東電気
保安協会、日本ベーリン
ガーインゲルハイムなど

楽々 FrameworkII/
住友電工情報システム

開発ライセンス1 サーバー
300 万円（税別）～

45 万円（税別、初年度か
ら）～

「プログラム開発講習」（4日間コー
ス）8 人 60 万円（税別）

検索や表示といった400 種類以上の機能
部品と、固有の業務プロセスを組み合わせ
て開発。ER 図の作成は他社製品を利用

住友電装、オリンパス、
大成建設など

業務アプリケーション開発ツール・方法論

PEXA Suite/アトリス 業務項目ライセンスの場合
500 項目で500 万円

ライセンス価格 の 15％
（初年度から）

「PEXA 教育サービス」（13日間
コース）1 人 30 万円程度

業務分析手法「PEXA Methodology」、
開発支援ツール群「PEXA Tools」、実行
エンジン「PEXA Engine」で構成

雪国まいたけなど、国内
外 40 社以上

SystemDirector 
Enterprise/
NEC

（すべて税別）10ライセン
ス500万円（開発環境）＋
50 万円（実行環境）

（すべて税別）6 万 2500
円 / 月（ 開 発 環 境 ） ＋
6300 円 /月（実行環境）

「SystemDirector Enterprise 
for Java によるシステム開発」（3
日間コー ス）1 人 12 万 6000 円

（提供：NECラーニング）

開発環境に加え、同社のシステム開発のノ
ウハウを反映した開発方法論や開発手順書
などで構成

三井住友海上火災保険
など

Sapiens/
サピエンス・ジャパン

Windows 版が1600 万円
～

ライセンス価格 の 15％
（次年度から）

「Developerコー ス（4 日間）＋
Quixコース（1日間）」（5日間コー
ス）1 人 25 万円（税別）

イスラエル生まれの開発ツール。ソース
コードを生成せず、アプリケーションの定
義情報を実行エンジンが逐次解釈して実行
する

全国農業協同組合連合
会　長野県本部、アルプ
ス電気、TDKなど

iRYSHA/
GCT 研究所

（ す べ て 税別）開発環境
98 万円 ～ ＋実行環境 1
ユーザー 103 万円～

ライセンス価格 の 15％
（初年度から）

「基礎研修」（2日間コース）1 人
10 万円

画面やデータなどで定義する「業務場面」
を組み合わせ、約 180 個の標準機能を利
用しながら開発を進める

KDDI、新宿監査法人な
ど

IBM Rational Application 
Developer for 
WebSphere Software/
日本 IBM

28 万 6000 円～ 個別見積り 「Rational Application Devel-
oper 関連コース」を用意

Eclipse の プ ラグ インとし て 販売 す る
Javaアプリケーション開発ツール。同社
の実行基盤製品群「WebSphere」向け
の開発を効率化

未公開

INTARFRM/ 富士通
1 ユーザー 10 万円（開発
環境）～＋30 万円（実行
環境）～

ライセンス価格 の 20％
（初年度から） 準備中

システム構築の一環として、同社のエンジ
ニアが設計書のテンプレートや、業種特化
型の業務ロジック部品を提供する

未公開

Magic uniPaaS/
マジックソフトウェア・
ジャパン

（すべて税別） 開発環境 1
ユーザー 60 万円＋実行環
境（クライアント版の場合
1ユーザー 6 万円～）

サーバー版の実行環境の
場合 ラ イセン ス 価格 の
10％か 20％（初年度か
ら）

「Magic uniPaaS 基礎トレーニン
グコース」（3日間コース）1 人 15
万円（税別）

アプリケーションの設計情報をXML で生
成。　実行環境「Magic uniPaaSエンジ
ン」が、生成したXML 逐次解釈して実行
する

富士通テン、日本商工会
議所、セコムテクノサー
ビスなど

ユニケージ開発手法 /
ユニバーサル・シェル・
プログラミング研究所

トレーニングメニューに、認
定試験の受講料が込み※ 2

会費として、1000円（税
別）/月※ 2

「ユニケージ開発手法講習会 技術
基礎コースⅠ コマンド入門」（2日間
コース）5 万円（税別）

開発方法論だが、利用するには、独自コマ
ンドセットなどを利用するための資格「ユニ
ケージ認定エンジニア資格」が必要になる

良品計画、 成城石井、
ローソンなど

※ 1　別途、分析・設計ツール「Xupper Ⅱ」の購入が必要
※ 2　ユニケージ開発手法の利用には、認定試験に合格して開発コミュニティ「Unicage Engineers’ Community（UEC）」の会員になり、開発パートナー契約を結ぶことに加え、

「ユニケージオリジナルコマンド」のライセンスが必要。ライセンス料金は、例えば1 ～ 4コアプロセサのサーバーにインストールして使用する場合は、月額使用料金 1 万 5000 円 /月

表 5-1　主要な業務アプリケーションの“ 特急開発 ”を想定したツール ･ 方法論
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