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■ 論文要旨 ■ 

 ＪＸ日鉱日石インフォテクノ（株）は、ＪＸグループのＩＴ機能会社として、開

発・保守・運用を通じてシームレスなサービス提供を行う役割を担っている。 

ＪＸグループでは、石油需要の減少が見込まれる中、経営効率化を目指しており、

当社もＩＴの側面からＪＸグループの業務効率化の一翼を担っている。 

ＩＴ機能会社がグループに継続して価値のあるサービスを提供するためには、適切

なタイミングでの改造（保守）が必要であるが、上流工程への参画など求められる業

務が広がる一方で、相対的に人手不足の状態となっている。 

筆者は、この状況を乗り切るために、年間スケジュールの策定を行い、社員だけで

はなく協力会社との効果的・効率的な「協働」体制の確立に着目して、取り組みを試

行してみた。 

本稿では、筆者の係わったプロジェクトを基に体制確立のあり方をテーマとして、

考察を行う。 
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１．はじめに 

 １．１ 当社の概要  

ＪＸ日鉱日石インフォテクノ株式会社（以下「当社」という）は 2010年４月に新日本石

油株式会社と新日鉱ホールディングス株式会社の経営統合にて発足したＪＸグループの情

報システム機能会社（以降、ＩＴ機能会社という）として、ＩＴ基盤ならび開発・保守・

運用のすべてのサービスをシームレスに提供する役割を担っている。 

当社は、新日本石油株式会社の情報システム部門を分社化し、情報システム会社として

発足したルーツを持つ。当初は、ＩＴ戦略及び情報化戦略は親会社の情報システム部門に

て行い、当社はシステムの開発／保守／運用を受託する役割であった。 

ＪＸグループは昨今の石油需要の減少が見込まれるなか、統合シナジーの実現、経営の

効率化に向けて発足した。当社も、ＪＸグループの業務効率化の一翼を担うため、情報シ

ステム会社からグループ全体のＩＴ機能会社へ会社機能の転換がなされた。 

 

２．ＩＴ機能会社におけるシステム保守の特徴 

ここでは、当社におけるシステムの開発・保守・運用の受託サイクルのうち、筆者が担

当している「保守」を行うためにはどのようなスキルが必要なのか、また、その実態につ

いて記述する。 

なお、「保守」という業務の示す範囲は、会社ごとに異なる場合がある。 

本稿において「当社における保守」とは、主に利用者要件のシステム改修、システム更

新作業、安定稼動に向けたシステム改修、障害対応などを対象として記述する。（ＳＤＥ

ＭにおけるＳＡ工程からＯＴ工程までを範囲とする） 

 

 ２．１ 当社における保守とは  

当社は、ＪＸグループ全体のＩＴ機能会社として、ＩＴ関連業務を受託しＩＴに関する

最適性を確保すると共にＩＴにかかるコストの低減を図る責務を求められている。 

利用者の業務に即したサービスを継続して提供するためには、「利用者の求めているも

の」「利用者がどのような施策をとろうとしているか」などの情報をキャッチアップする

だけでなく、その業務の背景から「システムがどのようにあるべきか」まで本質的に見出

す能力が求められる。 

なお、当社が保守を受託しているシステムは、業務に合わせて作り込みをしているシス

テムのほかに、一部パッケージソフトウェアを使用している。 

 

 ２．２ 保守に必要な人間像  

ＩＴ機能会社である当社では、ＩＴスキル以外にも様々なスキルを必要とする。特に、

保守を担当するためには、利用者業務に関係するスキル（以下「業務スキル」という）が

必要である。 

これは、利用者要件のシステム改修を行う背景には、必ず利用者業務の変化があり、そ

の目的を的確に捉え解決する方策を提示する必要があること、また、障害対応を行う際も、

業務影響や利用者の置かれている状況を的確に把握した上で最適な対応を行う必要がある
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ためである。 

筆者の考える、保守を行うために必要とするスキルのイメージを図１に記載する。 

業務スキル
ＩＴスキル マネジメントスキル

コミュニケーション
スキル

要件定義

保守を行うには業務スキルが重要！！

業務スキル
ＩＴスキル マネジメントスキル

コミュニケーション
スキル

要件定義

保守を行うには業務スキルが重要！！

 

図１ 保守に必要なスキルイメージ 

 

しかし、現実的にはこれらのスキルをバランス良く持ち合わせている要員は非常に少な

い。ＩＴ機能会社として、上流工程への参画など求められる業務が広がる中、相対的に人

財の不足した状態となっている。 

スキルを持ち合わせている要員が限られている中で、サービスレベルを落とさず、かつ、

複数の保守案件をこなす必要があり、対応に苦慮している。 

 

 ２．３ 当社の保守の体制  

当社は、情報システム会社からＩＴ機能会社として会社機能の転換がなされたため、従

来と比較し上流工程まで対応する必要が出てきた。上流工程の仕事をするためには、従来

持ち合わせていた業務スキルをさらに幅広く、深く持ち合わせる必要がある。 

 

当社の社員構成は、ベテラン社員が主に親会社からの出向者、若手社員が主にプロパー

社員の構成となっている。親会社からの出向者は、利用者としての業務経験がある、シス

テム構築時の担当者であったなど、比較的業務スキルを持ち合わせた要員が多い。しかし

若手社員へのスキルの継承が十分に図られておらず、業務スキルが定着していないという

課題がある。 

 

ＩＴ機能会社として、難度の高い保守を迅速に行うにはこれらの業務スキルに係わる課

題を解決する必要がある。しかし、以下の理由から、バランスの良いスキルを保持した要

員を増強し、短期間で強固な保守体制を構築することは難しい。 

 

・ システム部門担当者としてさまざまな適性が要求される（誰でも良いというわけで

はない） 
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・ 新規採用する場合も育成に時間がかかる 

・ グループ全体で体制のスリム化を進めている中、新たにシステム部門に要員を割い

て出向させることは難しい 

 

これらの理由により強固な体制が組めない状況のもと、システムごとに少数の要員を分

担として割り当てながら、複数の保守案件を何とかこなしているのが、保守の現場の実情

である。 

難度の高い業務要件の保守を行うためには、担当者は自ら担当しているシステムにより

深い知識、業務スキルを持つことが要求される。 

しかし、担当するシステムごとに深いスキルを持つこと自体は良いことではあるが、少

人数の要員しか割り当てられないということは、その要員にのみシステムや業務知識が集

積することになり、システムが担当者に紐付けられる「システムの属人化」に繋がる。 

 

次章では、「属人化」が持つ影響について触れる。 
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３．システム保守の現状と課題 ～属人化～ 

 ３．１ 属人化の過程と弊害  

当社の役割はＪＸグループ内のシステムを一括して受託することであるため、従って、

利用者に成り代わり、利用者の改修の要件をその背景から捉えるスキルが必要である。 

利用者の求める要件を正しく把握するために、常時、利用者と業務上の情報交換、意見

交換を行い、業務に係わる知識を習得している。 

しかし、前述のとおりシステムごとに少人数の限られた要員に業務スキルや業務知識が

が集中することから、必然的に特定の要員にシステムが紐付く「属人化」が進む結果とな

っている。 

システムが属人化するプロセスの事例を図２に示す。 

 

図２ 担当システム／プロジェクトの属人化にいたるプロセス 

 

システムが特定の要員に紐付く属人化が進むことは、「特定のシステムの担当者がより

深い知識を持っているため、難度の高い要求に迅速に対応できる」というメリットもある

ものの、以下表１に示すような弊害が発生することから、業務スキルの共有を図るため人

財育成等の対策を講じ人手を増やす必要がある。 

各々のシステムに対し広範囲で深い
業務知識が要求される

各々のシステムに特化した
要件定義スキルが要求される

各々のシステム担当者・各々の
業務担当者に業務知識が集中

「属人化」というリスク

・担当者の万一の際に代理できる人がいない
・特定の担当者の思想に偏ったシステムになりがち
・メンテナンスできる人が限られる

各々のシステムに対し広範囲で深い
業務知識が要求される

各々のシステムに特化した
要件定義スキルが要求される

各々のシステム担当者・各々の
業務担当者に業務知識が集中

「属人化」というリスク

・担当者の万一の際に代理できる人がいない
・特定の担当者の思想に偏ったシステムになりがち
・メンテナンスできる人が限られる
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影響の種別 影響の内容（例）

短期的な影響
(問合せ対応他）

担当者の休暇等の際に、障害対応や一般利用者への問合せ回答への対応力が
低下する。（単なる外出時ですら対応力が低下する）

長期的な影響
（人事異動等）

人事異動等で担当者が変更になり、スキルの継承が出来ていない場合、急激に
対応力が低下し、回復するまでに長期を要する。

構造的な影響

（１）担当者毎にスキルが異なったり、考え方、業務経歴で仕事に対する取り組み
が一様ではない。
・ユーザ業務への理解度
・コストに対する考え方
・ＩＴスキル／セキュリティスキル

（２）保守の進め方に、担当者個人の「クセ」が出る。

（３）特定担当者しか、業務、システムの内容がわからない。

（４）大きな保守案件、複数の保守案件を行う場合、特定担当者に業務負荷がか
かるため、スピード感のある対応が取れない。

 

表１ 属人化に伴う悪影響のまとめ 

 

３．２ 当社の取り組み  

筆者は、２章で挙げたとおり、ＩＴ機能会社である当社の保守においては、専門的なＩ

Ｔスキルよりも、業務スキルを主軸とし、業務要件をシステム要件として落とし込むため

の要件定義スキル、コミュニケーションスキルなどをバランス良く持つことが必要だと考

えている。 

 

当社では、On The Job Training（ＯＪＴ）及び Off the Job Training（ＯＦＦ－Ｊ

Ｔ）だけでなく、利用者のもとに出向する人事交流制度があり、中堅～若手プロパー社員

の業務スキル習得の機会となっている。 

保守で得る業務知識は、断片的となり一連の業務を把握することが難しいことから、利

用者の下で活きた業務知識を得ることは、システム担当者としても業務スキルを得る貴重

な機会となる。 

また、利用者側からシステム部門を見ることで、業務要件をシステム要件に落とし込む

要件定義スキルや、システム担当者に要件を正しく伝えるコミュニケーションスキルの向

上にも大きな効果がある。 

 

本施策はまだ開始後の期間を経ておらず、現時点では復職した社員も少ない。 

今後も継続して行い、業務スキルを持った要員が増えることで、要員の層が厚くなり、

属人化対策の一助となるよう大きな効果を期待したい。 

 

３．３ 筆者の部署での取り組み  

筆者の部署では、今までの取り組みとして、勉強会、担当者の正副二重化、担当業務の

ローテーションなど、様々な取り組みを行ってはいるものの、前章で挙げたとおり業務ス
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キルの継承や要員の育成には時間がかかるため、根本的な解決までには至らず、長い道の

りが残っている。 

今後の課題として長期的かつ継続的に取り組みを進める必要があるが、その間の対応策

として次章に挙げる対策を試行した。 
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４．体制確保への取り組み 

 

 ４．１ 業務量の変動  

筆者の担当しているシステムでは、保守による投資効果を極力早く得ようとする利用者

の想いが働き、上期に改修要望が集中する傾向にある。 

図３に、筆者が担当しているシステムに関して利用者からの要望どおりのまま対応した

（未調整の）場合の 2012年度年間スケジュール（イメージ）を示す。 

 

１Q

（４～６月）

２Q

（７～９月）

３Q

（１０～１２月）

４Q

（１～３月）

Aプロジェクト
Bプロジェクト

Cプロジェクト

Dプロジェクト

Eプロジェクト

Gプロジェクト

Fプロジェクト

Cプロジェクト

Hプロジェクト

スケジュール

負荷

利用者の希望スケジュー
ルを羅列すると年間前期に

寄ってしまう
（AとGは前年度からの継続

プロジェクト）Iプロジェクト

 

図３ 調整前年間スケジュール（イメージ） 

  

システムや業務を理解している要員が少数で限られている状況下で、一定期間に保守案

件が集中することは、保守の品質低下など、悪影響が発生するリスクが高いため、年間ス

ケジュールを調整する、いわゆる「山崩し」を実施することとした。 

 

 ４．２ 年間スケジュールの策定とその効果  

 年間スケジュールを策定するにあたっては、以下の効果を得ることを目標とした。 

 

【設定目標】 

・ 繁忙時に業務スキルが少ない要員を投入する必要性を極力排除し、品質の低下、コス

トの増加を防ぐ 

・ 複数の改修案件が重なることによる、プロジェクト間マネジメントの負荷の増加を防

ぐ 

・ プロジェクトが継続的に発生することによる、担当社員及び協力会社要員の業務スキ

ルの向上 

・ 年間を通して社員の負担の変動を少なくする 
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年間スケジュールを設定する際には、以下の項目を検討要素とした。 

 

【検討要素】 

・ 年度内のプロジェクトの全体量 

・ 並行可能なプロジェクトの組み合わせ 

・ 各プロジェクトの優先順位 

・ 社員の業務量、協力会社の業務スキル、応援要員の投入タイミングなど 

 

各プロジェクトの優先順位は以下のとおり基準を設けた。 

 

 【優先順位】 

(1) 法的要請に基づく対応を最優先 

(2) 全社に係わる案件／他システムにまたがる案件 

(3)  施策上大きな影響／効果のある改修案件 

(4)  中小規模の改修案件 

(5)  システム側からの改修提案案件など 

 

なお、年間スケジュール策定においては、各改修案件が利用者側でどのような重要性を

持つのか正しく判断して優先順位をつける必要がある。そのためにも、平時において利用

者との綿密な意見交換、情報収集を行うことが最も肝要である。 

 

 以上に示したとおり、繁忙期の山崩しを行った結果の年間スケジュールを図４に示す。 

１Q

（４～６月）

２Q

（７～９月）

３Q

（１０～１２月）

４Q

（１～３月）

Aプロジェクト
Bプロジェクト

Dプロジェクト

Eプロジェクト

Gプロジェクト Fプロジェクト

Cプロジェクト

Hプロジェクト

スケジュール

負荷

Iプロジェクト

スケジュールの調整を行い負荷の山崩しを行った。

 

図４ 調整後年間スケジュール（イメージ） 

 

 図４に示すとおり、繁忙期の山崩しを行うことにより、ある程度の平準化ができたもの
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の、まだ少人数で対応するには厳しいスケジュールであり、人手の解消には至っていない

ため、さらなる追加の施策が必要である。 

 

 次節以降において「人」にスポットを当てた取り組みについて、現状と対策を記述する。 

 

 ４．３ 協力会社との協働  

前述のとおり、当社では社員の育成の取り組みを行っているものの、その育成には時間

がかかる。その一方で、難度の高い保守を迅速に対応することが求められ、業務の範囲が

上流工程まで広がっていることなどから、筆者の部署では、社員以外、即ち協力会社との

効果的・効率的な協働体制を確立することで活路を見出そうと、取り組みを試行した。 

試行内容を紹介する前に、まずは試行前の協力会社との発注形態と課題について記述す

る。 

 

筆者の部署では、従来、「システム企画」工程で社員が要件定義を行い、協力会社に

「請負契約」にて製造を委託するパターンが多かったが、以下の課題が内在していた。 

 

・「請負契約」のみで協力会社向け発注を行なう場合、要件確認から製造規模を算出す

る際の作業見積りの精度が低くなることがあり、結果的に追加発注やスケジュールの見

直しに伴う契約変更が発生することがある。 

・難度の高い保守案件に対し、まれに業務スキルのない要員がアサインされることもあ

り、保守品質維持のための説明や納品物のチェックに時間を要することがある。 

 

今回、協力会社との効果的・効率的な協働体制を確立するにあたり、以下の効果を得

ることを目標とした。 

 

【設定目標】 

・ 協力会社の中でも、今までの保守経験から、業務スキルの高い担当者がいることに着

目し、システム企画工程等の上流工程を経験してもらうことで業務スキルの幅をさら

に広げてもらう。 

・ 製造工程などの下流工程に関する作業ボリューム・スケジュール見積りの精度をあげ

る。 

・ 図４に示す年間スケジュールに基づき保守案件を品質を維持しながら完遂できる体制

とする。 

 

協働体制を構築するにあたり、以下の項目を検討した。 

 

【検討要素】 

・ 上流工程に参画してもらうため、「準委任契約」を検討の視野に入れる。 

・ 「請負契約」と「準委任契約」の違いを整理する（「準委任契約」を行う場合の必要

事項の整理） 
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以下のとおり「請負契約」と「準委任契約」の違いを整理した。 

 

・ 請負契約 

製造物の範疇（すなわち保守による改修の内容）を定義して、製造物の完成を目的と

する。製造物に関する瑕疵担保責任等が明確であることから、おもに製造工程を委託

する。 

 

・ 準委任契約 

担当者が高度なスキルを持っていることを前提とする。業務スキルを必要とする、シ

ステム方式設計やシステムテスト等の上流工程を委託する。 

 

今回、「システム企画」工程での要件定義作業から協力会社要員に参画してもらうこと

とし、契約上は要件定義から設計工程、システムテスト工程などの業務スキルを必要とす

る工程を協力会社に「準委任契約」で、製造工程を「請負契約」で委託するよう、契約を

複合化した。 

 なお、本体制を検討するにあたっては、協力会社の責任者とも十分な議論をかさね、要

所要所で両者の合意を得ながら進めることが肝要である。 

 

従来の体制構築のイメージを図５に、現在試行中の体制を図６に示す。 

情報化
構想立案

システム
企画

システム
方式設計

ユーザ
インタ
フェース
設計

システム
構造設計

システム
テスト

移行プログラ
ムテスト

結合
テスト

プログラ
ム構造
設計

プログラ
ミング

社員

協力会社
（ベンダー）

請負

システム方式設計中に
請負範囲を決定して発注

 
図５ 従来の協力会社との体制構築イメージ
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情報化
構想立案

システム
企画

システム
方式設計

ユーザ
インタ
フェース
設計

システム
構造設計

システム
テスト

移行プログラ
ムテスト

結合
テスト

プログラ
ム構造
設計

プログラ
ミング

社員

協力会社
（ベンダー）

請負

社員の作業範囲
の増加分

協力会社委託
範囲の増加分

協力会社
（ベンダー）

準委任

協力会社
（ベンダー）

準委任

 

図６ 現在試行中の協力会社との体制構築イメージ 

 

 図６に示す形態としたことで、業務スキルが必要な設計工程やシステムテスト工程に対

して、スキルが豊富な要員が集中的にアサインされ、プログラミング工程前後を業務スキ

ルの少ない応援要員がアサインされるという住み分けが可能となった。 

 社員はＩＴ機能会社として求められている上流工程に参画し、より踏み込んだ提案がで

きるようになった。 

その他に、年間スケジュールの策定効果とあいまって、以下に示す効果を得ることがで

きた。 

・ 設計面 

上流工程により深く踏み込んだ参画を行い、利用者要件を深く汲み取ることができるよ

うになった。 

 

・ 納期 

年間スケジュールに従って計画的に保守を進めることができ、利用者と約束した納期

を守ることができた。 

 

・ 品質維持 

業務スキルが豊富な要員が集中的にアサインされることで、上流工程の作業品質が向

上した。 

 

・ コストの抑止 

製造工程の作業ボリューム・スケジュールの精度が上がり、追加発注などのリスクが

抑制できたためコストの抑止ができた。 
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５．今までの効果と今後に向けて 

 本稿は、筆者の今年度業務案件を元に、体制を工夫し試行した内容と結果に基づいて執

筆した。したがって本稿執筆時（2012 年８月）時点では、概ね半期が終わった状態であり、

中間報告的な位置づけであることから、十分な検証がなされていないことを容赦いただき

たい。 

 本年度の計画前の時点では、全ての保守案件がこなせるか不安に感じていたが、前章ま

でに挙げた取り組みを行うことで、現時点までを無事に乗り切ることができた。 

 特に、７月に行われたＪＸグループの中核事業会社であるＪＸ日鉱日石エネルギー

（株）の大規模な組織改正の対応は、主要な保守案件となったが、前述のとおりスケジュ

ール調整、体制の工夫という取り組みを行うことで本案件に注力できたことは大きな効果

であった。 

 また協力会社にてシステム方式設計に関わることで、請負範囲を明確にすることが出来

たことにより、社員・協力会社ともに負担の軽減を図り、コストの抑制や品質の維持とい

う副次的な効果を得ることもできた。 

 今後は、まずは予定した年間計画を遂行することが第一であるが、適宜見直しを行い

Plan-Do-Check-Act（ＰＤＣＡ）サイクルをまわすことで、一層効率の良い協働体制のもと

プロジェクトを進め、価値の高い安定したサービスを利用者に提供していきたいと考えて

いる。 

 

６．おわりに 

 最後に、本稿に記載した内容（特に協力会社要員の体制云々）については、インターネ

ット上を探せば事例を探すことは可能であり、必ずしも目新しい内容ではない。 

しかし、契約方法に手を加えることに抵抗感を感じる利用者の方も多いのではないかと

考える。 

本稿は一つの事例として、そのような判断を行うための一助となれば幸いである。 

以上 


