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開催概要 

名称 3rd NSPICE Conference 
テーマ SPICE で変革に挑戦しよう 

 －これからのディペンダビリティに向けて－ 
日程 2019 年 3 月 22 日（金） 10:00～17:30 
場所 ウインクあいち（愛知県産業労働センター） 

愛知県名古屋市中村区名駅 4-4-38 
主催 日本 SPICE ネットワーク（NSPICE.NET） 
後援 独立行政法人 情報処理推進機構（IPA） 

International Assessor Certification Scheme （intacs） 
日本 SPI コンソーシアム（JASPIC） 
一般財団法人 日本科学技術連盟（JUSE） 
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スケジュール 
10:00 – 10:15 主催者挨拶 

日本 SPICE ネットワーク 代表 
河野 文昭 

10:15 – 11:15 K-1 基調講演  ＜英語による発表（逐次通訳付）＞ 
Alternation of Generations 

– How Our Way of Development Will Change With Mechanical/Hardware 
SPICE? 

Senior Consultant at Process Fellows GmbH 
/ Principal Consultant for Automotive SPICE 
Timo Karasch 氏 

11:15 – 11:40 A-1 一般発表 
Automotive SPICE を活用した DO-178C の解釈に基づいた標準プロセス構築の提案 
ビジネスキューブ・アンド・パートナーズ株式会社 
小西 晃輔 氏 

11:40 – 12:50 休憩（昼食） 
12:50 - 13:35 K-2 基調講演 

改善か動機づけか，どっちが効果的？ 
－ 顧客満足（CS），従業員満足(ES)，＋パートナー満足(PS) 

デバッグ工学研究所 代表 
松尾谷 徹 氏 

13:35 – 14:00 A-2 一般発表 
自律型アセッサー育成のためのプログラム 
 － アセスメントノウハウの伝承と教育 
株式会社アドヴィックス 
阪野 正樹 氏 

14:00 – 14:25 A-3 一般発表 
事例紹介 車載の品質保証活動 

－ 品質はプロセスで作り込め。プロジェクトの状況は「見える化」せよ。 
日本電気通信システム株式会社 
坂本 香理 氏 

14:25 – 14:55 休憩（コーヒーブレーク） 
14:55 – 15:20 S-1 特別講演 

Superman vs Genius ～ 3 strange questions for essential process improvement 
Korean SPICE Network（KSPICE） 
Kwangho Che 氏 

15:20 – 15:45 S-2 特別講演 
ISO 26262 に基づくプロセス改善とプロセスアセスメントに関する手がかり 
Chinese SPICE Network（CSPICE） 
王 軼群 氏 
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15:45 – 16:10 A-4 一般発表 
ソフトウェア開発における Automotive SPICE に準拠したモデルベース開発ガイドラインの強化と実
行 

－ 研究開発から量産開発まで一貫したモデルベース開発を目指して 
三菱電機株式会社 
三宅 徹 氏 

16:10 – 16:35 A-5 一般発表 
Automotive SPICE ガイドラインに基づくアセスメント支援ツールの開発 

－ Automotive SPICE アセスメントの品質向上を目指して 
株式会社日立ソリューションズ 
新海 良一 氏 

16:35 – 17:00 A-6 一般発表 
英語で読み解く Automotive SPICE 研究会 活動報告 
パナソニック株式会社 
藤山 晃治 氏 

17:00 – 17:15 休憩 
17:15 – 17:30 表彰及び閉会挨拶 

日本 SPICE ネットワーク カンファレンス実行委員長 
古田 健裕 
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基調講演 

K-1 Alternation of Generations ＜英語による発表（逐次通訳付）＞ 
 – How Our Way of Development Will Change With  
  Mechanical/Hardware SPICE?  

Senior Consultant at Process Fellows GmbH 
/ Principal Consultant for Automotive SPICE 
Timo Karasch 氏 

Intacs is working on new variants of SPICE, like Mechanical or Hardware SPICE in its working groups. After years, 
where requirements of Automotive SPICE were “enough”, and companies were struggling with customer’s 
expectations, the business goals are rising again. “SPICE compliance” is now addressing not only the software 
development. But why? 
Is intacs only filling a gap identified by Automotive SPICE 3.0 by its plugin principle? Will Mechanical and 
Hardware SPICE ever become as famous as Automotive SPICE? Is it reasonable to use the new standards, 
before customers are asking for compliance? 
This speech will do more than just answering those questions. It’s about the alternation of generations in 
development and it will show, that intacs’ new SPICE variants are more than just additional PAMs – it’s the 
starting point of a new kind of development for many companies! 
 
K-2 改善か動機づけか，どっちが効果的？ 

－ 顧客満足（CS），従業員満足(ES)，＋パートナー満足(PS) － 

デバッグ工学研究所 代表 

松尾谷 徹 氏 

ソフトウェア開発におけるプロセスの実態は、エンジニア間の情報やナレッジの伝達によって成り立っている。この人的資源によ
るプロセスはサイト固有で属人的であり、かつ、とてもデリケートです。プロセス改善を成功させるには、固有の人的資源・プロセ
スに接近し、プロセス改善にたいする賛同を得るなど、とても大変な布教活動です。 

 苦労して築き上げたプロセスが、一瞬にして崩壊する。あるいは、プロセス改善が進まないなどの原因として、チームのネガテ
ィブ・モチベーションがあります。今回は、変革期の現代におけるエンジニアのモチベーションについて、OSS 開発など変革後のチ
ームと比較しながら考えます。変革後の例として、ポジティブ・モチベーションに基づく、チームのエンゲージメントやハイタレント・エ
ンジニアの活躍について紹介します。 
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特別講演 

S-1 Superman vs Genius 
 － 3 strange questions for essential process improvement 

Korean SPICE Network（KSPICE） 
Kwangho Che 氏 

Through 15 years of software consulting and 12 years of process consulting, I have experienced all types of 
process problems. Today I would like to share some new points of view with support from Superman and 
Genius. They will teach us some common misconcepts which often haunt us into chaos. The presentation 
focuses on problem resolution management, along with some case studies. 

 

S-2 ISO 26262 に基づくプロセス改善とプロセスアセスメントに関する手がかり 

Chinese SPICE Network（CSPICE） 
王 軼群 氏 

 

機能安全規格 ISO 26262 は 2011 年に発表されてから、ほとんどの自動車会社は ISO 26262 の技術要件を自社製品開
発に取り込んできました。しかし一方、プロセス面における改善が軽視されがちです。この発表では、ISO 26262 に基づくプロセ
ス改善と ISO 33020 に遵守した ISO 26262 プロセスアセスメントの実施方法と注意点を整理して紹介します。 
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一般発表 

A-1 Automotive SPICE を活用した DO-178C の解釈に基づいた標準プロセス構築の 
提案 

ビジネスキューブ・アンド・パートナーズ株式会社 

小西 晃輔 氏 

民間航空機搭載ソフトウェアの認証(DO-178C)は、装備品メーカーにとって、市場参入の大きな障壁になっている。その大
きな要因は、計画フェーズで 5 つの計画と 3 つの標準を策定し、認証機関による審査である。計画や標準には、プロセス定義
とソフトウェアライフサイクル定義が、要求されている。最初の計画フェーズで、ノウハウや経験がないと実装が困難である。プロセ
ス構築は、必要な成果物が管理された状態にあるだけでなく、組織的な活動の定義が要求されている。また、モデルベース開
発を採用する場合は、DO-178C の補足ガイドライン DO-331 の適用も必要になる。計画フェーズで、プロセス構築をするので
はなく、標準的なプロセスをプロジェクトの特性に合わせてテーラリングすべきである。この方法でプロセスを構築するために、
Automotive SPICE の観点(参照モデルとアセスメントモデル)で、DO-178C のプロセス要求事項を取り出し、標準プロセスを構
築する方法を提案する。 

A-2 自律型アセッサー育成のためのプログラム 
 － アセスメントノウハウの伝承と教育 

株式会社アドヴィックス 

阪野 正樹 氏 

社内アセスメントを実施するにあたり、初級アセッサーはモデルに対応した成果物の確認やインタビュー時に的確な質問がで
きず時間がかかり困っている。そこで初級アセッサーが困っていることを解決するため、基本的なことではあるが、モデルの解釈を
深め、インタビュー時の観点習得など、具体的な開発業務を理解してアセスメントにつながる育成活動を行ったのでご紹介いた
します。 

A-3 事例紹介 車載の品質保証活動 
 －品質はプロセスで作り込め。プロジェクトの状況は「見える化」せよ。 

日本電気通信システム株式会社 

坂本 香理 氏 

NEC 通信システムは、長年品質と生産性の向上として、CMMI ベースのプロセス改善活動と品質保証活動を行ってきた。
車載事業に取り組んだ際、「プロセス品質」「プロダクト品質」をどのように担保し、何をすればいいのか、扱っていたプロダクトが
変わったことにより、品質部門と開発部門の間で見解の違いが当初発生していた。 

そこで品質部門と開発部門は、車載プロセスとはどのような内容で今までと何が違うのか、車載として「プロセス品質」「プロダ
クト品質」として何が必要か、幾度も議論し活動指針を作成した。 

その指針を基に車載の品質保証を体系化し、いくつかの活動から重点的に以下を開始することとした。 
・ Automotive SPICE を利用したプロセスの改善 
・ 予実管理による品質データの見える化、監視分析 

当初の仕組みでは定着せず、幾度も仕組みの改善をおこなった。なお改善は現在も継続している。 
今回はその活動事例について紹介する。 
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A-4 ソフトウェア開発における Automotive SPICE に準拠したモデルベース開発 
ガイドラインの強化と実行 
 －研究開発から量産開発まで一貫したモデルベース開発を目指して 

三菱電機株式会社 

三宅 徹 氏 

近年，開発期間が年々短縮され，研究開発部門と量産開発部門とのシームレスな開発が求められている。そのため，
研究開発は，新技術の発見と確立だけでなく、量産開発に近い品質が求められている。そこで，量産開発と近い品質を確
保しつつ，迅速に新規技術を開発するために，研究部門向けの開発ガイドラインを作成している。これは，開発する中で発
生する課題・解決策に対して，柔軟に対応できるように，機能適合性・性能効率性に重点を置いたガイドラインを思い描い
ている。 

研究部門向けの開発ガイドラインを作成している中で，モデルベース開発ガイドラインを Automotive SPICE を参考にして
強化し，高品質で手戻りのない一貫した開発を行えるように，ガイドラインを作成した。そして，研究開発プロジェクトにおい
て，このガイドラインに則り，モデルベース開発によるソフトウェア設計・検証を実行したため，得た知見や従来との相違点，
今後の取り組みを紹介する。 

A-5 Automotive SPICE ガイドラインに基づくアセスメント支援ツールの開発 
 －Automotive SPICE アセスメントの品質向上を目指して 

株式会社日立ソリューションズ 

新海 良一 氏 

Automotive SPICE アセスメントモデル（BP/GP）に照らして、プロジェクトの活動がどこまでできていれば、F/L と評定するの
か、またどこまでできていなければ P/N と評定するかが曖昧で、アセスメント実施時にアセッサーの判断に委ねられることが多い。
それを解消することを目的に、Automotive SPICE ガイドラインが制定された。 

このような背景の元、アセスメント実践研究会を立ち上げ、Automotive SPICE ガイドラインをベースとして、様々な有識者
の知識、経験に基づいた実務的な解釈を行い、効果的なアセスメント実施のためのデータを整備すること、およびアセスメント
時のルール適用をスムーズに行うためにツール化を行い、自動判定可能なルールは、ツールで判定できるようにした。 

本発表では、プラクティスレベルでのモデルの解釈で議論となった内容を具体的に紹介する。 
また Automotive SPICE モデルでは記載されておらず、VDA ガイドラインでのみ記載されている内容でレベル判定に関連す

る内容も具体的に紹介する。さらに、本研究会の活動成果として作成したアセスメント支援ツールを紹介する。 

A-6 英語で読み解く Automotive SPICE 研究会 活動報告 

パナソニック株式会社 

藤山 晃治 氏 

欧米案件の車載開発の増加に伴い、Automotive SPICE に絡めた説明責任の場が増えており、技術者やプロセス改善担
当者がその記述を日常的に読んでいる。しかし、その文章表現に対する理解は読み手のスキルや経験に大きく依存しており、
特に「定義する」などの頻出動詞に基づく活動に対する理解の深さに大きな差が生まれる。また、周りに相談相手がいない場
合は、独力で理解の幅を広げることも難しい。そのような知識・経験・相談相手がない技術者が理解を深めるために、頻出動
詞の語意を具体的な言葉で書き直した上で文章を読むことで、活動イメージを引き出せないかと考えた。研究会では、頻出
動詞には本来どのような意味があり、日本語化時にどのようなニュアンスが失われるかを調べるために、英英辞典の複数の訳を
比較検討してその単語が持つ基本的コアイメージを確立した。そしてさまざまな Purpose の文章に当てはめることを通じてその
理解を深めることができた。 


