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■ 報告３ 

【2012年度 SAAJ中部・北信越支部，JISTA中部支部合同研究会報告】 

北信越支部 宮本 茂明 

以下のとおり 2012年度 SAAJ中部・北信越支部，JISTA中部支部合同研究会を開催しました。 

・日時：2012年 11月 23日（金・祝) 13:00～11月 24日（土）12:00 

・会場：能美市ふるさと交流研修センター さらい（石川県能美市） 

・主催：日本システム監査人協会 中部支部，北信越支部 

日本ＩＴストラテジスト協会 中部支部 

・参加者：17名(SAAJ中部支部 7名，SAAJ北信越支部 7名，JISTA中部支部 2名，一般 1名) 

・テーマ：「ソフトウェア品質監査制度（仮称）を受け、我々はどうすべきか」 

  [1日目:11月 23日] 13:00-17:00 

 13:00～13:15 受付・会場準備 

 13:15～13:30 諸連絡 

 13:30～15:30  IPA（独立行政法人情報処理推進機構）技術本部 

ソフトウェア･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ･センター 統合系研究員 田中和夫様による制度の説明 

「ソフトウェアの品質説明強化のためのフレームワーク～ソフトウェア品質監査制度（仮称）～」 

 15:30～17:00 グループによる議論・成果物作成 

 18:30～     懇親会/意見交換 

  [2日目:11月 24日]  9:00-12:00 

  9:00～10:45 グループによる議論・成果物作成  

 10:45～11:45 成果発表 

 11:45～      クロージング 

Ⅰ．「ソフトウェア品質監査制度（仮称）」の概要 

「ソフトウェアの品質説明強化のためのフレームワーク～ソフトウェア品質監査制度（仮称）～」について 

講師：IPA技術本部 ソフトウェア･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ･センター 統合系研究員 田中 和夫 様 

報告者（会員 No. 1711 澤田 裕也） 

田中様より「フレームワーク検討の経緯」「品質説明力とは」「フレームワークの要件と対応方針」「フレーム

ワークおよび制度化のイメージ」「今後増えていく IT 融合システムの品質管理」「制度化に向けた他団体と

の連携」についてご説明いただいた。 

説明後はフレームワークの内容や他の認証との棲み分け、実現に向けた課題について熱い議論が交わ

された。実現・普及までに課題はあるものの、利用者にとっては安全な製品かがわかりやすい、企業にとっ

ては製品の安全性の PRが可能になるという双方にメリットのある制度である。 

私も監査人としてソフトウェア品質監査制度が始まったときに役立てるよう日々精進していきたいと考えた。 

以上 
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Ⅱ．グループ検討の概要 

「ソフトウェア品質監査制度」について４つのグループに分かれ各々テーマを決め検討を行いました。 

◇Ａグループ報告 

報告者（会員 No.1732  田中 勝弘） 

１．テーマ：「ソフトウェア品質監査制度」 

社内の品質管理(監査)する人間だったら？ 

２．メンバー：澤田、福田、角屋、安井、田中（敬称略） 

３．検討内容 

Aグループのメンバー5名は、全員 SAAJの会員で、所属組織(立場)は、ユーザ系情報子会社、開発ベ

ンダーの内部監査、IT コンサルタントであった。そこで、メンバー全員で議論できる「社内の品質管理(監

査)する人間だったら？」をテーマとした。 

議論の前に、メンバーの中で情報システム開発における設計・開発から保守にいたるプロセスを社内規

定に沿って、管理(チェック)を実際に行っている者よりチェックする内容やタイミングなどの事例紹介を説明

してもらい、システム開発・保守プロセスでの品質保証活動の実情を共有した。 

(1) ソフトウェア品質監査制度の認識 

IPA 田中様より、本制度の講演を受けて、ソフトウェア品質監査制度では、システム開発・保守プロセス

工程での品質管理(品質保証)の視点と、プログラム製品(プロダクト)の品質(マニュアルや仕様書に記載さ

れた機能の動作保障、安全性などの必要機能の実装保障)の視点の二面があるのではないかとの意見が

あがった。そこで、この 2つの視点での本制度の認識を議論した。 

①ソフトウェア開発・保守プロセス工程での認識 

上記のようにプログラム開発・保守工程でのチェックについては、現在では各社の社内規定やプロジェク

トの管理ルールに沿って確認を行っているが、本制度が共通標準としてソフトウェアの開発側および利用側

が”双方が同じ土俵にのる”ことで、開発工程の認識が共通化できるのではないかとの意見があがった。現

在ではシステム利用者からの障害報告、不具合報告が発生した都度、その原因の説明や関連プロセスの

見直しを行っていたが、適用している社内規定がプログラム品質監査制度のプロセス管理基準に準拠した

ものであることを保証することで、開発側としてのリスクヘッジが可能ではないかとの意見があった。しかし、

単に社内規定に沿って、作業が行われているか、必要な記録が残っているかなどのマネジメントや各工程

完了のチェックの視点を中心とした確認だけでは従来の ISO9001(QMS)認定などとの違い(差別化)が見つ

けにくい。そのため、ソフトウェア品質監査制度では、さらに成果物の内容(例えは前工程で実現するとした

機能が次工程で漏れなく考慮されているか、設計・開発の整合性や技術的な妥当性の視点など)について

踏み込んだ管理基準に沿った監査を行う必要が重要であるとの認識に至った。これを実現するためには、

対象となるソフトウェアの内容(実装機能)に基づくチェックリストの整備が必要であるとの意見があった。 

②プログラム製品(プロダクト)の品質保証での認識 

田中様の講演の中で、今後の計画としてパッケージソフトについてカタログや説明書に記載された事項

が適切であることを評価する旨の試行運用について説明があった。 

プロダクトの品質保障ができれば業界を跨いだ基準の統一が可能になるのではないかとの意見があっ

た。また、できるなら「建築基準法」とまでは行かなくとも、プロダクトに必要最低限の機能(例えばセキュリテ
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ィ対応や誤作動防止)の実装などが保証できるのではないかとの意見があり、利用者がプロダクト選定時の

比較評価の基準となりうるのではないかとの意見が出された。 

(2) 本制度をどう活用するか 

「社内の品質管理(監査)する人間だったら？」を視点に議論した。その結果、次のような意見がでた。 

・標準化により手戻りが減る→業務負担軽減およびリスクヘッジが期待できるのではないか 

・委託するベンダーとの共通の物差しができる→ベンダー間および委託元・受託先間の認識の違いが減る 

特に開発側(生産者)として、上記でも述べた通りシステム利用者(顧客)とシステム開発における開発・保

守プロセスが、システム開発作業を知らない顧客にも、プログラム品質や検証状況について説明しやすく

なり同じ土俵にのることが出来るのではないかとの意見があった。 

また、本制度を活用して、社内の内部監査人についても、 

・社内プロセスをビジネス化する→対外的な監査ビジネスの創出 

・システム監査人が社会で有効活用される→システム監査人の価値の認知 

などの新たな活動の場が生まれるのではないかとの意見が出た。 

また、既存システム開発・保守のプロセスで見る軸と、今回の制度(プログラムプロダクト)の関係を整理す

ると次の例示に示すマトリックスのように纏められるのではないかとのとの提案があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 制度化に向けた課題・意見 

最後に、講演のなかで制度化していくための必要な事項について議論を行った。 

・プログラム全体の品質を確保する上で、システム開発・保守を行う各プロセスでの品質作り込が確実に実施

されていることを確認することが重要である。そのためには、従来の QMS的な要素の他に、各業務やプロダ

クト精通者が参画して、監査対象の設計思想や確認事項を確認事項として洗い出す必要があり、そのため

には、システム監査で言う管理基準策定には、業界を上げた協力体制が必要であるとの意見があった。 

・監査人の育成については、対象業務の知識、経験、監査人としての技術が要求され、それを客観的に確

認、維持できる仕組みが必要になると考えられる。(例えば、システム監査人協会、ソフトウェア品質監査人

協会などの活用が考えられる) 

・監査リスクの低減方法として、本制度で重要に応じた監査(保障)の深さについて例示があるが、例えばサ
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ンプリングによる監査などについてはサンプリングの考え方など具体的な監査手続きについても指針とな

るものが必要になるのではないかとの意見が挙げられた。 

また、本制度は、重要な分野・プロダクトにおいては任意制度ではなく、義務化に向けた関連法令等の

整備も、制度定着の意味でも重要であるとの認識に至った。 

以上 

 

◇Ｂグループ報告 

報告者（会員 No1813  大友 俊夫） 

１．テーマ：「ソフトウェア品質監査制度」 

自分が第三者の監査機関の担当だったら、 我々はどうすべきか  

ソフトウェア開発、ソフトウェア品質管理、会計監査、内部監査など、メンバーの知見を基に、ブレーンス

トーミングを行い、３点の検討課題を抽出した。 

（1）監 査 段 階：監査段階（プロセス）をどのように考えるか  

（2）監査留意点：実際の監査にあたって、どのような留意点があるか  

（3）監 査 組 織：この制度が期待する監査能力をどのように組織化し育成するか 

２．メンバー：大友，大喜、堤、宮本 （敬称略） 

３．検討結果 

（1）監査段階  

「製品個別監査」を行うにしても、その土壌・土台となる組織全体の「組織活動監査」を、ソフトウェア単体

の製品開発プロセスの監査に先立って実施する必要があり、二段階で監査すべきと考えた。  

①組織活動監査（企業風土・企業文化）  

品質マネジメント活動  

人材育成 社員の能力開発の取り組み  

顧客インタフェースのマネジメント  

②製品個別監査  

個別管理基準 

（2）監査留意点 

ソフトウェア開発特有の課題として、ソフトウェア開発の川上から川下までの一連の流れとは別に、その

後の保守・改修までを監査の対象範囲に含める必要があり、今後管理基準の制定において、「ソフトウェア

のトレーサビリティの管理基準」の検討が重要な課題であると認識した。 

①現状の問題（トレーサビリティの重要性）  

・ソフトウェアの流用性  

・ソフトウェアの世代管理  

・保守、改修段階の課題  

- 改修時の影響範囲の特定が困難  

- トレーサビリティの組み込みがされていないケースも多い  

②問題解決の方向性  

製造業におけるすぐれた部品管理ノウハウをソフトウェア品質管理にも取り入れる 
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（3）監査組織  

「ソフトウェア品質監査制度」においては、監査人の母体として「ソフトウェア品質監査人協会」を想定し

ているが、この組織の在り方、人材養成について、社会的な組織活動の効率性の観点から、ＳＡＡＪという

既存組織を基盤として活用することが重要で、下図に示す取組の必要性を指摘した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

 

◇Ｃグループ報告 

報告者（会員 No.1502 木村 武志） 

１．テーマ：「ソフトウェア品質監査制度」 

自分が社内の品質管理担当だったらどう活用する？ 

２．メンバー：栃川、石黒、中谷、木村（敬称略） 

３．検討内容 

(１) 感想・意見の共有 

テーマは、メンバーに品質管理者と開発担当者が多く、議論のし易さから選定しました。 

初日は、特に議論の範囲を決めずに意見交換を行いました。制度への理解が漠然とした状態なので、メ

ンバーとの話し合いの中で、どのような意見や疑問点を各自持っているかを情報共有する時間としました。 

最初に挙がった話題は、“審査基準書”の策定から運用についてでした。この基準の具体的な内容が分

からない状態で、この制度の活用を考えるのは難しかったのですが、どの範囲でどの深さまでを対象とす

るかが重要との意見がありました。品質に対する要求は、業種・業態・規模といった多くの要因により異なり

ます。製品・システム開発の現場では、人や組織の経験値に基づいた品質指標等はありますが、その根

拠となると説明が難しいのが実状です。 

次に ISO9001 との関係についての話題も挙がりましたが、“審査基準書”での話題からも組織単位の活

監査組織

 「ソフトウェア品質監査人協会」をどう組織化するか

組み込み セキュリティ

専門領域（業界、分野、技術）

専
門
知
識

システム監査
基盤知識

基盤は
SAAJ

 細分化された協会を作るのは社会的損失

 基盤はSAAJとして、専門分野を取り込んでいく
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動だけでなく、本制度は業種・業態・規模に応じた品質要求への対応となります。また ISO9001 について

は、形骸化している組織体が多く、この制度も同じ道を歩むのではという意見もありました。それに対しては、

ISO9001を経営の道具として活用している組織も多くあり、それらの事例を元に有効な制度としなければい

けない意見がありました。 

１日目の議論は“審査基準書”に話題が集中しました。基準が無ければ監査、評価、認証といった活動

が実施できないことから、内容が見えない“審査基準書”についての話題が多くなりました。 

(２) 現状の問題・課題からの制度の活用 

２日目は、１日目の感想・意見の共有を踏まえて、各自の現場でどのような問題や課題があり、その対策

として本制度の何が活用できるかを議論しました。制度自体の活用方法としては、いわゆる“お墨付き”とし

ての活用もありますが、グループとしては製品・システムの本質的な品質向上と、複数業界で共有・支持で

きるものに範囲を絞って検討しました。また、必要性の観点としてはプロセス、ビジネス、人・組織の大きな

範囲で検討しました。  

検討結果を“表 現場の課題・問題に対する制度の活用方法”にまとめました。プロセスの観点では業

界別、現場に適合した品質基準としての活用です。ビジネス面では発注・購買時における関係会社に対

する品質確保の手段として活用です。また、人・組織においては、とかく品質よりもコストと納期が優先され

てしまうことが現場では多いので、トップダウンとボトムアップの両方向から社会的な必要性と制度としての

要求から品質の重要性を周知する手段としての活用です。表では観点毎にまとめましたが、検討の場で

は、プロセス面での活用は、ビジネスや人・組織に面での活用に共通する点もあるなど、表の縦の境界は

特に無いのとのことで意見が一致しました。 

表の中に“基準”、“共通言語”、“物差し”といった単語があるように、定量化が難しいソフトウェア品質の

スタンダードとして活用し、継続可能な制度に育てなければいけないという意見に至りました。 

表 現場の課題・問題に対する制度の活用方法 

必要性の観

点 

プロセス ビジネス 人・組織 

課題・問題点 品質を確保するための明確

なプロセスがない。 

QMS より業界別、現場に適

合した基準が必要である。 

品質を確保するため

の共通言語が無い。 

品質意識を持った人材が育た

ない。 

経営層に品質意識が無い。

(コスト、納期が優先) 

活用方法 自社の製造の基準として活

用する。（段階的な改善） 

鏡として活用する。(自分達

の日頃の活動の振り返り時

の基準) 

仕入先の選定基準と

して活用する。 

人材育成の物差しとして活用

する。 

トップダウンの品質活動する

ために活用する。(品質活動

への経営資源の確保) 

 

４．所感 

私の業務は、設計書の検証、品質データの収集から分析、実機検証といった地道な作業です。しかし、

開発者に対して品質向上に有効な指摘がなかなか出来ていないのが実状です。しかも、IT システムは複

雑で巨大化しており、問題が発生した場合の影響度も大きくなっています。今回の研究会で他社の方にも
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お話を伺うと、同様の問題意識を持っているとお聞きしました。このソフトウェア品質監査制度は、まだまだ

多くの課題がありそうですが、日本の IT 産業におけるソフトウェア品質の底上げのために必要な制度と思

いました。今後は制度の状況を注視して、引き続き有効なソフトウェア品質の向上策を考えて行きたいと思

います。 

以上 

 

◇Ｄグループ報告 

報告者（会員 No.848 森 広志） 

１．テーマ：「ソフトウェア品質監査制度」 企業の品質管理担当だったらどう取組めばよいか？ 

２． メンバー：若原（発表）、栗山、國谷、森 （敬称略） 

３． 検討内容 

 (1)導入とリスク 

Ｄチームでは、企業が「ソフトウェア品質監査制度」にどのように取組めば良いか検討しました。導入に

際しては、政府機関による「ソフトウェア品質監査制度」導入促進の外圧を利用することで、企業の製品・

サービスの品質向上を高めるよう働きかけることが効果的と考えます。特に、当制度が顧客価値を創造し、

企業価値貢献に役立つことが真に重要であり、形だけの導入で責任回避に使われることを防止することも

必要です。 

当監査制度を企業に導入した場合、監査業務の労務量、品質標準や監査標準の整備・作成に係わる

コスト、外部調達コスト(委託先にも同様の活動を遵守頂く)等が経営圧迫要因となると考えます。加えて、

監査人も保証型監査の責務を負い監査品質の確保を図る必要がありますが、上記の全コストを上回る価

値創造が求められます。 

(2) 「ソフトウェア品質監査制度」運営のための工夫 

当監査制度の監査対象範囲は、下図のように、製品・サービスの企画から廃棄までライフサイクル全体

を網羅し各工程の全てまたは一部を監査する必要があります。 
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当監査制度の品質を確保し効率的に運営してゆくためには、先ず、各プロジェクト件名が適切にマネジ

メントされると共に、監査に必要な工程毎の成果物が整備されている必要があります。一般的な企業のプ

ロジェクト管理は、現実には不十分な点が多々あると考えられるため、ＰＭＯ(Program Management Office)

を設置し、プロジェクトマネージャの養成、優先順位・全体進捗管理、規定基準・成果物管理、プロジェクト

技術支援を実施し、全社内での効果的効率的なプロジェクト運営を行い、更に、これらが整った上でＡＭ

Ｏ(Audit Management Office:仮称)を設置し、監査人養成、全体進捗管理、規定基準・成果物管理、監査

技術支援を実施することで、頻繁に発生する監査業務の効率的処理を目指すことを提案したいと思いま

す。 

以上 

 

 

Ⅲ．合同研究会を振り返って 

報告者（会員 No.1281 北信越支部 宮本 茂明） 

SAAJ 中部支部からの呼びかけで SAAJ 中部・北信越支部、JISTA 中部支部合同研究会を合宿形式で

実現することができました。 

研究会テーマについては、現在制定に向け検討が進められている「ソフトウェア品質監査制度（仮称）」

についてシステム監査人、システムアナリストの立場から考えてみる機会とすると良いのではないかというこ

とで設定しました。 

研究会実施に当たり「ソフトウェア品質監査制度」を知るため、IPA（独立行政法人情報処理推進機構）

殿に制度説明をお願いし、IPA技術本部ソフトウェア・エンジニアリング・センター統合系研究員 田中和夫

様に講演いただけることになりました。 

研究会では、はじめに IPA田中様から「ソフトウェアの品質 

説明強化のためのフレームワーク～ソフトウェア品質監査制度 

（仮称）～」の説明をいただき、その後グループに分かれて検 

討テーマを決め議論を深めました。 

各グループに SAAJ中部支部、北信越支部、JISTA中部 

支部所属の人が各々分かれる組み分けとし、各支部の研究 

会とは違ったメンバーで議論できるようにしました。初対面の 

方もいらっしゃいましたが、システム監査人、ＩＴストラテジスト 

としてベースが共有できていたこともあり、最初から活発な議論が行われました。 
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懇親会でも活発に意見交換が行われ、懇親終了後も宿泊棟ロビーでシステム監査や今回のテーマも

含め夜が更けるまで議論が行われました。 

IPA田中様には講演だけでなく、グループ討議への参加、夜の懇談会への参加、クロ－ジングのグルー

プ発表への総評をいただくことができ、研究会として充実したものとなりました。田中様はじめ IPA 関係者

の皆様に感謝いたします。 

 システム監査人として、今回グループで検討したことも踏まえ、ソフトウェア品質監査制度について今

後とも動向をウォッチしていきたいと思います。 

今回の研修会場は、九谷焼の地元である石川県能美市の「能美市ふるさと交流研修センター 

さらい」を利用しました。落ち着いた雰囲気で、部屋表示や洗面台も九谷焼という、 

日常と少し違う空間で、研修に集中することができました。 

研修最終日は、秋晴れとなり、研修終了後、近くの那谷寺や兼六園等で紅葉を 

楽しんでリフレッシュされた方々もいらっしゃったようです。 

今回の合同研究会を盛会のうちに終えることができ、参加された皆様に感謝 

いたします。ありがとうございました。 

 

[参考情報] 

「ソフトウェア品質監査制度部会活動報告書及び関連委託事業報告書」  

   独立行政法人情報処理推進機構 技術本部 ソフトウェア・エンジニアリング・センター 

    2012年 11月 13日公開 

   http://sec.ipa.go.jp/reports/20121113-2.html 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


