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●LS研総合発表会2021

●会報Family
リニューアルのご案内

●ICT基礎講座
ワークスタイル変革を支える
情報共有ツール
～生産性の高い組織作りに寄与する
　ツール選定・導入のポイント～

●HUMAN HUMAN
株式会社感性リサーチ
代表取締役社長／感性アナリスト
黒川	伊保子	氏

●Family’s Information

●支部見聞録（九州支部）
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表紙のことば（こどもとスポーツ）

　1936年のベルリン大会から正
式種目として採用された「カヌー」。
ボートと違って、漕ぎ手が艇の進行
方向に向いていることが特徴。自然
の川や人工の変化に富んだ水流の
激しいコースで、吊るされたゲート
を通過する技術と所要時間の両方を
競う「カヌースラローム」と、流れ
のない静水の直線コース（200m、
500m、1000m）での着順を競う
「カヌースプリント」がある。

号2021402
号2021402

本年4月より幹事長を務めており
ます三菱ケミカルシステム株式会社
の大道です。

LS 研究委員会は1978年の設立以
来、「Give & Take」の精神をモッ
トーに、分科会活動を中心とした研
究活動を活発に行って参りました。
時代のニーズに合った研究テーマを
適宜選定し、設立当初は8分科会
96名でスタートいたしました。今回
は17分科会147名となり、非常に大
きな規模になっております。

昨年度の総合発表会は苦渋の決断
で中止せざるを得ないという状況で
した。今年は何とかこの「総合発表
会」という形式で開催したいと全幹
事が望み、検討に検討を重ねて参り
ましたが、皆様の安全を第一に考え、
加えて昨今の世の中の状況を鑑み
て、オンライン開催でのライブ配信
がギリギリの線での開催となりまし
たことをご了承いただければ幸い 
です。

2020年度の研究分科会について、
活動自体は主にこのオンライン会議
にて進めて参りました。皆様の研究
意欲には、通じるものがあるものの、
実際に会うことが叶わないという状
況で、1分科会約10名での未知の「研
究」を進めることに関し、当初考え

るよりも困難の連続だったのではな
いかと思います。新型コロナウイル
ス感染症の影響で自社の業務が多忙
になる中で、皆様工夫をして助け合
いながらよくここまで活動を継続し
てくださったと、心より敬意を表し
ます。

古い言葉かもしれませんが、この
他流試合とも言えるような研究分科
会で得た、研究結果・経験・知見・仲
間たちを、ぜひご自身の業務や人生
の幅を広げるために、余すことなく、
今後もうまく使っていただければと
思います。

また会員の皆様へ。本日の発表内
容は共同研究という環境下ではな
かったものの、参加された分科会メ
ンバーが LS 研会員にとって、より
有用性・先見性を追求した結果です。
御社の中で、業務課題・経営課題の
解決の一助になればと思っており、
使っていただくことを心から願って
おります。

新型コロナウイルス禍は未だ先が
見えない状況にありますが、既に
2021 年 度 の 研 究 分 科 会 活 動 が ス 
タートしています。引き続きオンラ
インによる活動が主流となります
が、2020年度の研究成果を超える
内容を目指してぜひ活動していただ
きたい。一方で幹事・事務局もこれ
までの経験を踏まえて皆様の研究活
動に資するべくサポートして参りた
いと思います。

まさに LS 研究委員会のスロー 
ガ ン で あ り ま す「Challenging 
Innovation」、この精神のもとで 
新しいやり方にも果敢に取り組み 
参加企業の皆様に、そして LS 研究
委員会の発展に寄与できるよう努力
して行く所存です。

今後とも皆様の積極的なご参加を
お願いして私の挨拶とさせていただ
きます。

LS研総合発表会2021
1年間の研究分科会の研究成果は、毎年５月開催の「総合発表会」にて発表を行っ
ております。例年、会員企業の皆様や有識者の方々との情報共有の場としており、研
究成果の情報は、会員各社における課題解決や新技術適用に向けたヒントなどにお
役立ていただいています。
今年は、残念ながら昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
例年実施している「総合発表会」とは異なり、オンラインライブ配信により開催させ
ていただきました。
今回は、2020年度研究分科会の研究成果報告書審査におきまして、受賞された
分科会を中心にご紹介いたします。

LS研幹事長ご挨拶

三菱ケミカルシステム株式会社

大道 尚彦 氏
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近年、デジタルトランスフォーメーション（DX）の必要性が強く意
識されているが、DX が進まない原因の1つにレガシーシステムの存
在がある。しかし、老朽化・複雑化したレガシーシステムは問題点の
洗い出しが難しく、見極めには観点が必要となる。

そこで本分科会では、システムの問題点を判断するための観点を
整理し、レガシー度を判定することができるツールを作成した。ま
た、明らかになった問題点を解消するために、検討すべき対応案を
ガイドラインとしてまとめた。

研究成果審査 受賞分科会
LS研 研究分科会では、1年間にわたる研究成果を報告書としてまとめます。その研究成果報告書の審査を実施しました。
有用性・先見性などを評価し、「Leading-edge Systems最優秀研究賞」1編、「Leading-edge Systems優秀研究賞」3 編

が選出されました。2020年度から新設の「Leading-edge Systems独創的研究賞」については、残念ながら該当なしとなりました。
この他、総合発表会当日には「発表賞」も3編選出されました。

「システム運用要員」の新たなIT人材
への転換についての研究

Leading-edge Systems

最優秀研究賞

レガシーシステムの
効率的な整理方法についての研究

※P4～6で研究内容を詳しくご紹介しています。

データ利活用のための
データマネジメント技法の研究(クラス２)

研究概要

研究概要

研究概要
企業においてデータを利活用してビジネス目標を達成するために

解消すべき課題として「データマネジメントの成果に対するギャップ」
および「利用するデータのアセスメントに関する課題」を取り上げた。

課題を解消し、期待通りの成果を出すためのサイクルとして「ODA
（Optimized Data management Acceleration）メソドロジー」
の確立を試み、メソドロジーの実行に必要な情報やプロセスをまと
めた「データ利活用整理シート」の作成および有用性・実用性の検証
を行った。

優秀研究賞
Leading-edge Systems

MSAを適用したサービス開発実践に基づく
MSA選定・適用評価手法の研究

データ利活用のためのデータマネジメント
技法の研究（クラス２）

第一会場

クラウドシステムの障害が及ぼす影響範囲・
早期復旧手法の研究（クラス２）

第二会場

「システム運用要員」の新たなIT人材への
転換についての研究

第三会場

既存の社内システムは多くの問題を抱えており、この問題を解決
する手段としてMSA 導入が挙げられているが、MSA 導入は進んでい
ないのが現状である。この現状について理由を紐解き、この問題を
解決するための仮説を立て、実際のシステムに対して実験検証するこ
とで仮説の立証を行った。

MSA 適用判断では、有識者に頼らずにMSA 適用の可否を判断す
ることが可能なチェックリストを作成した。

発表賞
Leading-edge Systems
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「システム運用要員」の新たなIT人材
への転換についての研究（概要）

1. 研究の背景
私たちの社会、ビジネスシーンでITの利活用とデジタ

ル化が進むなか、企業全体でIT人材不足が指摘されてい
る。一方でプラットフォームのクラウド化やAI、RPAな
どの活用により業務が合理化され、システム運用監視など
を担っている従来のシステム運用要員は今後余剰となるこ
とが予測されている。

ビジネス環境の変化は激しく、DXの推進も活発化する
なかで、今後のITシステム開発はアジャイル開発で行う
ことが中心となり、アジャイル開発において安定的なIT
サービスを提供し続けるためには開発フェーズから運用部
門が参画し、開発部門と運用部門が一体化するDevOps体
制を構築していくことが必要であると考えた。本分科会で
は「アジャイル開発×DevOps体制」における次世代のシ
ステム運用要員となる人材像を調査・研究し必要なスキル
転換の指針を提言する。

2. 問題点の把握と仮説
従来のシステム運用要員が「アジャイル開発×DevOps

体制」における次世代のシステム運用要員に変化するにあ
たり問題点を整理した。

（1） 「アジャイル開発×DevOps体制」におけるシステム
運用要員の人材像が不明確

（2） 人材像ごとの必要なタスクとスキル、達成要素、スキ
ル獲得手法が不明確

（3） 目指すべき人材像とスキル転換にむけた動機付け手
法が不明確

これらの問題点に対し、本分科会ではシステム運用要員
のモデルを定義し、目指すべき姿の達成要素を検討するこ
とにした。また、システム運用要員がスキルアップにチャ
レンジし、継続するためには、モチベーションを維持する
ことが重要という意見も本分科会のなかで多数挙がったた
め、動機付け手法の仕組みも検討することにした。

3. 研究アプローチ
下記プロセスにより次世代のシステム運用要員に必要な

スキル獲得および人材育成確立を試みた。

最優秀研究賞

Leading-edge Systems
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（1） 「アジャイル開発×DevOps体制」における  
システム運用要員のモデル化

情報システム部門がITサービスの提供部門として、サー
ビスの価値を高めていく使命を持つことが重要であると考
えた。単に開発部門と運用部門が連携する体制作りではな
く、サービス改善への意識・視点・行動が紐づく「アジャイ
ル開発×DevOps体制」の構築が必要だと捉え、これが実
現できる3つのシステム運用要員像をモデル化した。

（2） 人材像ごとの必要なタスク×スキル対応表の作成
独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が提供するタス

ク・スキル一覧をベースに3つのシステム運用要員像に必
要なタスク・スキルを定義して一覧化した。タスクには推
奨値として習熟レベルを設定し、対応するスキルに必要な
資格情報を一覧化、現状のレベルを入力するとレーダー
チャートで習得が必要なタスク、不足しているスキルを表
示可能とした。

（3） システム運用要員タイプ診断ツールの作成
多様な人材（個性）に合わせた動機付け手法が必要である

と考えMBTI診断に着目した。MBTIを基に性格診断を行
いタイプ別に変化への対応スタイル、ラーニングスタイル

などを可視化できる診断ツールを作成した。

4. 評価
次世代のシステム運用要員をモデル化した上で「タスク

×スキル対応表」、「システム運用要員タイプ診断ツール」
の有用性についてアンケートにて評価を行った。分科会参
加メンバーの各企業8社89名を対象とし、有用であるとい
う回答は「システム運用要員のモデル化」は98％、「タスク
×スキル対応表」は76％、「システム運用要員タイプ診断
ツール」は91％であった。

5. 総論
「アジャイル開発×DevOps体制」における次世代のシ

ステム運用要員像をモデル化した上で、本分科会で作成し
た「タスク×スキル対応表」、「システム運用要員タイプ診
断ツール」が次世代のシステム運用要員を効果的に育成す
るための有効な手段であると評価されたと考えている。

これらの成果物が次世代のシステム運用要員を育成する
一助になれば幸いである。 

① 運用サービスクリエイター
▪ 運用を含めたITのライフサイクルをデザインできる人材
▪ ITサービスの提供を全体最適の観点で評価／改善できる人材

② 運用サービスアーキテクト
▪ アジャイル開発において、運用機能を組み込める人材
▪ 設計、実装の段階で運用を考慮した開発をできる人材
▪ 継続的な運用機能の改善ができる人材

③ 運用サービススペシャリスト
▪ 運用の観点からシステムの価値を維持、向上できる人材
▪ 業務サービスを安定的に稼働し続けられる人材
▪ 開発側へ業務および運用の改善点をフィードバックできる人材

「アジャイル開発×DevOps体制」 3つのシステム運用要員像
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コロナの影響で最後までメンバーと会えませんでしたが、様々な工夫によって活発に議論
することができました。当初、不安な気持ちもありましたが全員で成果を出すことができ
て本当に良かったと思います。本研究成果がシステム運用要員のスキル習得の一助となれ
ば幸いです。研究を経て自身の成長はもちろん大切な仲間もできました。本研究を支援い
ただいた皆様に感謝申し上げます。

代表者コメント
ヤマトシステム開発株式会社　白藤 晃巳 氏

研究成果物のイメージ

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0
システム企画立案

UIデザイン

システム要件定義・方式設計

運用設計

移行設計

基盤システム構築アプリケーションシステム開発

システムテスト

移行・導入（システムリリース）

サービスデスク

システム運用管理

①運用サービスクリエイター
推奨 目標

（YYYY年度）
現在
（YYYY/MM時点）

▼タスク×スキル対応表による習熟レベル診断結果

▼MBTIタイプ診断ツールの診断結果解説

成果報告書の審査は2段階で行われ、審査員は、私たち幹事と富士通の企画委員です。一次審
査でまず8編に絞り、2次審査で上位4編を入賞としました。審査は研究結果の有用性・先見性を
追求しているかに主眼を置き、良い課題設定をしているか、またその課題をどのように深掘りをして 
正当性を明らかにしているかを評価します。さらに論文としての構成や読みやすさなどを加味します。

2020年度は新型コロナウイルス感染症に振り回されました。分科会メンバーの皆様には、まずは 
「よくがんばりました」と申し上げたいです。この独特の環境下によるものか、淡々とした報告書が多 
かった印象があります。読み物としては読みやすい報告書がある中で、研究の仮説の設定や検証方法、
成果物の評価の記述が十分でなかったり、着眼点は良いが深掘りがもう一歩だったりする報告書が
見受けられたのも事実です。研究に対するモチベーションを維持するのは大変だったとは思いますが、
既存情報のまとめ記事のようなものに留まらず、自分達で実際に手を動かして検証したり、独創性を
発揮したりして欲しかったところです。また、入賞と入賞を逃した報告書の差は僅差であり、研究の 
過程や成果をきちんと記述しさえすれば、順位は大きく入れ替わったと思われます。

最後になりますが、ご参加されました皆様には、この経験をぜひとも今後の活動に活かしていた
だきたいと思います。

LS研運営部会長
株式会社トヨタシステムズ

大平  宏 氏

成果報告書の審査を終えて
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