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“ＩＴ業界３５年” 

変わらぬこと、変わってきたこと 
 

株式会社ズィット 

代表取締役社長 

水谷時雄 

 

 

ユニークな事業紹介の第８弾です。水谷社長は、ユニークが背広を着て歩いておられるような方で

す。常に他の人がやらないで、人の役に立つ（＝ビジネスとして成り立つ）ことが何かを考えておら

れます。そういう点で、その発想は若手ＩＴベンチャの創業者とまったく同じですが、経験ご豊富な

だけ、地に足が着いておられます。 

本稿では、残念ながらそのユニークさを十分にお伝えできていないかと思われます。ご関心をお持

ちになられましたら、ズイット社のホームページ（→http://www.zit.co.jp/）等をご覧いただければと

思います。（上野則男） 
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当社の事業をご紹介する前に、ＩＴ業界の

この３５年間を振り返ってみたいと思いま

す。 

 

変わらぬこと･････････････････････ 

• 他産業からの要請による下請け構造の中

で、技術者集団の派遣を主体にした企業

が中心である。 

• エンドユーザはシステム開発業務をアウ

トソーシングする。 

 

変わってきたこと･･････････････････ 

• 下請け構造が深くなってきている。 

• 一方、労働関連法規制により産業基盤が

ゆらぎ、企画的事業から製造業的事業に

なってきている。 

• 海外アウトソーシングが活発になってい

る。 

 

これから･････････････････････････ 

• 製造業としては、人件費の低減によるコ

スト競争から、品質管理を含む生産管理

と技術革新によって生産性を向上させ、

よりシビアな競争に向かう。 

• 一方、新興のＩＴ企業より新しい市場を

形成しなくてはならない。 

 

0 はじめに 

http://www.zit.co.jp/


事業紹介 

3 
 

 

 

私は、昭和４７年まで新日本製鐵㈱の名古

屋製鉄所で生産管理のシステム化に従事して

いました。当時は、製鉄所のスクラップ・ア

ンド・ビルドにより近代的製鉄技術が整備さ

れ、ＩＴ投資が盛んだったのですが、急増す

るシステム化に応えられるアウトソーシング

の社会基盤がなく、要員はすべて内製、生産

技術革新により溢れた現場作業員を教育して

なんとかシステム要員を確保していた時代で

す。ＩＴの黎明期にすでにシステム生産技術

の開発が必要となり、未熟な技術者を用いる

ために、ソフトウエアの部品化、フレームワ

ークの開発、開発プロセスの標準化が進めら

れました。 

昭和４７年に独立系の JASS：日本システ

ムサイエンス㈱を興し、自動化プログラミン

グツール“JASPOL”を開発して、その当時、

４～５種類程度の米国製ソフトウエア・パッ

ケージが販売される中で、月額 20 万円のレ

ンタルで販売、延べ 45 億円を売り上げるこ

とができました（現在も年間 1 億円弱の売り

上げがあります）。 

その後 web 化（携帯電話の web 化）の波

を感じ、平成 12 年に Web システム開発に特

化した Zit：㈱ズィットを設立しました。急

激に増えた Web 開発市場以上に技術者の急

増もあり、さらなる競争激化が続くことにな

ります。 

 

1 ㈱ズィットの誕生  
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現在は次のような事業を柱に展開してい

ます。 

 

■Ｗｅｂシステム開発 
• ユーザの要求により開発を請け、あわせ

て、フレームワークの開発、標準開発プ

ロセスの設計、第三者検定方式の採用な

どによる効率的システム開発を提案する。 

 

■流通小売り業界のシステム開発 

• 最終店舗でのお客様に対して、レシート

上・POS 背面画面上に広告・コミュニケ

ーション情報の配信システムを開発する。 

• e コマースで実店舗相当の第 2 の市場の

形成力ある老舗では、テナント提携をい

っそう強化することで、ポータルサイト

を構築する。 

 

■“agile 販売管理”パッケージによる、 

ＳＩ企業との提携 
• SIer はパッケージをもとに提案スピード

を速くし、あわせて、豊富に準備されて

いる斬新なビジネスルールを提案する

（次項参照）。 

 

■ＳＦＡシステムの提供 

• “Zit/CTI”オフィスの中で『デジタル

Phone＋顧客情報＋パソコン』を連結し、

顧客とのコミュニケーション度を増して

いくＳＦＡシステムを提供する。 

2 ㈱ズィットの現在の事業内容 
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これは新しいビジネスモデル、ビジネスル

ールを提供するもので、以下の特長がありま

す。 

• 受注～出荷のリードタイムの圧倒的短縮 

Web 化によりリアルタイムに DB 更新・

参照を行い、未入荷の在庫にも受注を引

き当てる。 

• 発注元に対して SCM の協力をし、お客様

のリードタイム削減に貢献する。 

• また、インターネットにより、お客様に

受注の進行状況を開示する。 

• 在庫品の出荷単価として LIFO 型（最新仕

入れ単価で出荷する）を薦める。 

競合する中で仕入れ単価が下向する環境

では、在庫品の平均単価、FIFO 型での見

積りを受注のためのベースにすることは

できない。 

• ダイナミックな取引状況の変化をとらえ

た、与信アラームの提示 

• 異常入力の監視と管理者への e-Mail アラ

ーム（異常な作業時間帯、変更履歴など） 

• 業務処理と管理内容を、商品ごと、顧客

ごとに定義できる（たとえば顧客先に仮

納入し、使用した分だけの出荷・売上計

上や顧客出荷分の仮預かりなど）。 

 

3 “agile 販売管理パッケージ”（J-SOX 法対応）
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以上が当社の主たる事業内容ですが、ＩＴ

業界の新しい市場形成の一役を担うことを願

って、次のようなサービス事業も展開してい

ます。 

 

■第２の誕生日サービス 

B-to-C のマーケット形成の一つで、遊び

感覚の記念日を設定し、それを利用して販

促等を行う業界との提携を進めています。 

 

■高齢者の企業化促進と運営サービス 

高齢者が現在持っているプロパティ（資

産）から活性化して用いられるものを借り

入れ、その使用権のみを流通させる e コマ

ースです。重要なことは、高齢者が直接運

営に携わらないで、いかにＩＴを利用しｅ

サービス化をするかで、まさしくペンショ

ン（年金）の一つです。すでに NPO 法人

を作り、それとのジョイントビジネスが始

まりつつあります。 

 

■“レザミ：Les Amis” 

コミュニケーション・バーと 
パソコンスクールの経営 

ＩＴ業界の経営者を中心に、いつでも交

流のできるサロンの経営です。そのスペー

スの効率化を図るため、昼間の時間帯は、

高齢者向け高級パソコンスクールも経営し

ています。 

コミュニケーション・バーは、名刺交換を

し、大きな U 字型のカウンタで全員の顔を見

ながら会話する懇談スペースです。大きなパ

ソコン画面もあり、会議懇談の場としても利

用できます。 

4 サービス事業 
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サービス業のＩＴ化の実験の場所として、

コミュニケーションの促進をいかに図れるか

が目標です。同時に、当社のお客様、パート

ナとの交流の場としても利用しています。 

 

 

 

■“ＩＴ研：ＩＴ経営改革研究会の主宰 

コミュニケーションの場としてＩＴ産

業の方々に提供しています。１５０社ほど

が参加されています。 

―――――――――――――――――― 

日時：毎月 1 回、下旬、18 時 30 分～21 時 00 分 

（7 月 26 日）（8 月 28 日） 

開催場所：秀和第一浜松町ビル３F CIAJ 会議室 

港区浜松町２－２－１２ 

（JR 浜松町駅金杉橋口より第 3 京浜通

りに出て左折、すぐ左側） 

内容：ＩＴの最新の 4 製品を発表 

３０社の 1 分間スピーチ（アピール） 

１５０人の名刺交換懇談食事会 

費用：参加費５千円 

製品発表料金１万円 

 

 

 

Tel：03-5228-6033 

新宿区神楽坂３－６ 

ニュー・ジョウトウヤ・ビル３F 

 

JR 飯田橋駅、市ヶ谷より出て、神楽坂通り

を登り、頂上付近左側。 

１F：すし屋、２F：焼肉屋で、その３F 

 

頂上付近右側は、肉まんで有名な“五十番”

5 軒さき左側には“毘沙門天”がある。 

“レザミ：Les Amis” 
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技術中心の技術者は常に変化する技術を

追いかけ、競争関係に入ります。経験を積ん

だ人の経費が上昇傾向にあることから、（人

件費の相対的に安い）若い技術者が求められ、

その結果、競争力をなくしてしまいます。一

方で特化した（セグメント）技術を追いかけ

ると、技術生命が短くなるというジレンマに

立つこととなります。 

そこで当社は、限りなく、業務・業種の特

化を指向し、業種別販売管理、ｅコマース、

業種別会計、アルバイト出退金管理を得意に

しています。 

当社の企業コンセプトの一つに、社員一人

当たりの利益の追求があります。当然、SIer

として、生産技術でのコストダウンによる利

益追求を求めますが、要員派遣による時間単

価の契約では、生産性によるコストダウンは

発注者のものとなり、我々受注者のものとは

なり得ません。より収益性のあるソフトウエ

ア・パッケージ、サービス・パッケージを常々

目標にすべきなのです。 

当社は、新市場を形成してセグメント市場

を独占することを目指し、少なくとも売り上

げベースで一人当たり５倍にしていきたいと

考えています。 

5 ㈱ズィットのこれから 
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目次に戻る

水谷 時雄 

（みずたに ときお） 

 

株式会社ズィット 
代表取締役社長 

 

１９４１年０８月 

旧満州国大連市に生まれる 

法政大学経済学部卒業 

 

新日本製鐵(株)に入社、総務部門、生産管理部門

でシステム開発に従事  
３０歳でＩＴ業界において起業、日本システムサ

イエンス㈱を設立し、日本で初めてのレンタルソ

フトウエア第４世代言語の “JASPOL”を開発販

売。 
平成１２年(株)ズィットを設立、Web 開発に特化

する。 
 

http://www-cont.newspt.co.jp/mr/mr78/mr78.html

