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1. 代表あいさつ 

日本 SPICE ネットワーク設立 10 周年を迎えて 

日本 SPICE ネットワーク（以降、NSPICE.NET）が発足して 10 年が経過
し ま し た 。 グ ロ ー バ ル スタ ン ダ ー ド で あ る SPICE （ Software Process 
Improvement and Capability dEtermination） を業務に正しく活用で
きる人の輪を広げるという趣旨のもと、「SPICE に基づくプロセス改善推進者及び
アセッサーの情報共有のための交流及びプロセス改善技術の向上の場を提供す
る」との目的に沿って活動を推進してきました。この 10 年という歳月は、どのような
意味を持ち、どのような価値を会員およびその所属組織にもたらしたのでしょうか。 

NSPICE.NET のコミュニティ活動をコミュニティの外側から見た評価については、
各人の評価に委ねたいと思います。一方でこの 10 年間、コミュニティの内側で活
動を推進してきた一人としての評価は、手前味噌ではありますが、概ね及第点をいただけるものであったと認識しています。10
年に亘り、年々会員数が順調に増加してきたことや、イベント提供の質と量の向上がその理由に挙げられます。 

NSPICE.NET ではここ数年、「半学、半教」というスタイルを強く意識しています。これは、どちらかの一方が教える側で他方
が学ぶ側という一方向の知識伝達スタイルではなく、参加する全員がお互いに教える側にもなり、学ぶ側にもなるという双方向
の知識伝達スタイルです。この「半学、半教」をグループディスカッションに適用し、NSPICE.NET の基本スタイルとして確立して
きました。この地道な取り組みは、NSPICE.NET の看板活動として人気を博し、参加者増加に寄与するとともに、今や
NSPICE.NET の文化として定着しています。このスタイルは、10 年という歳月の中で試行錯誤を繰り返しながら辿り着いたも
のであり、会員が SPICE の本質を理解し、業務に正しく活用できるスキルを身につけることに少なからず役立っていると自負し
ています。会員が各界で活躍している姿からも、それをうかがい知ることができるのではないでしょうか。 

さて、NSPICE.NET のこれからの 10 年はどうあるべきでしょう。MIT（Massachusetts Institute of Technology）卒
の若き経営者が、MIT の 2013 年卒業式で「あなたの人生はあと何日ですか？」と卒業生に語りかけたスピーチはたいへん興
味深いものでした。その経営者は 30,000 という数字を示し、その数字のもつ意味を語りました。人生はおおむね 30,000 日
（約 82 年）ですが、あなたはすでにどれだけの日数を使い、あなたにはあとどれだけの日数が残っているのでしょうかと…。ふと
気づくと、誰もがすでに多くの日数を使っていることに愕然とするのではないでしょうか。この若き経営者は、卒業生に「自分の人
生の価値を決めるのは自分でしかない。だからこそ、自分の価値を高めることをすぐにするべきである」とのメッセージを送っていま
した。 

個人や組織を取り巻く環境が目まぐるしく変化する現代社会にあって、自分の価値を高め続けていくことは、とても重要なこ
とではないでしょうか。だからこそ NSPICE.NET は、これからの 10 年も会員の価値を高めるための場を提供し続け、会員の期
待に応えられる存在であり続けたいです。そして会員の皆さんと共にさらなる成長を成し遂げていきたいです。引き続き、ご支援
とご協力をお願いいたします。 

2020 年 5 月 22 日 
日本 SPICE ネットワーク代表 河野文昭 

 
 
 
 

 



日本 SPICE ネットワーク 設立 10 周年記念誌   

- 3 - 

2. 祝辞 

日本 SPICE ネットワーク設立 10 周年を迎えられ、お祝いを申し上げます。 
 

宇宙航空研究開発機構 片平真史様 
 

私は宇宙分野ではありますが、宇宙業界の SPICE アセスメント及び改善活動の
推進を同時期に開始したこともあり、NSPICE.NET の活動は参考にさせて頂くととも
に、宇宙分野での活動を紹介する機会も幾度か頂きました。 
 自動車業界を中心とした、改善意識の高いメンバーの方々、積極的な運営者の
方々のご尽力によって、この10年に渡り、継続的に発展を遂げられてきたものと思い
ます。特に、宇宙分野の状況を紹介させて頂いた NSPICE conference 2018 でも忌憚の無いご意見を頂き、大変参考にな
りました。他のコミュニティと比較しても、技術力の高さと活発な議論、問題意識の共有の機会に触れ、ネットワークの醸成を肌
で感じてまいりました。 

これからは、どの業界でも、AI を代表とする技術の採用により、System of Systems の自動化・自律化がますます進み、そ
の品質確保に関して大きなチャレンジの必要な時期が来ていると思います。業界を超えた All Japan で、問題解決、世界をリ
ードするプロセス構築を共に目指していきましょう。 
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3. 10 年の振り返り 

準備期（2007～2009 年度） 
• 設立の機運の高まり 

SPICE に関する情報交換やスキルアップの場が日本国内にないとの声があり、2007 年頃からコミュニティの設立要望が増
えてきた。 

• 準備委員会 
Automotive SPICE コミュニティ（仮称）の第 1 回準備委員会（2008/7/24）を、千葉県千葉市にて 24 名が参加し
て実施した。準備委員として立候補した数名により、2 回の準備委員会を実施した。 

第 1 期（2010 年度） 
• 運営委員会 

準備委員会を改組し、第 1 期運営委員（14 名）による第 1 回運営委員会（2010/6/8）を開催し、勉強会などの
運営方法の検討を開始した。 

• 勉強会 
第 1 回勉強会（2010/9/24）を神奈川県横浜市にて 39 名の参加により開催した。さらに、第 2 回勉強会を愛知県
名古屋市で開催した。 

第 2 期（2011 年度） 
• 会則の制定 

コミュニティの会則を 2011/4/1 に制定し、SPICE に基づくプロセス改善推進者及びアセッサーの情報共有のための交流及
びプロセス改善技術の向上の場を提供することを目的として定めた。 

• 総会 
第 1 回総会（2011/5/20）を、愛知県名古屋市にて 27 名が参加して実施した。名称（日本 SPICE ネットワーク
(Nippon SPICE Network)）、略称（NSPICE.NET）を決定し、第 2 期運営委員（11 名）を選任した。 

日本 SPICE ネットワーク発足にあたってのご挨拶 
ディジタル家電、携帯電話、パソコン、医療機器、自動改札機、現金自動預け払い機、自動車、鉄道、船舶、航空機など、あら

ゆる製品に搭載され重要な役割を担っているソフトウェア。毎日の生活を快適にするために、今や私たちの暮らしにはなくてはならな
い存在となっています。これらの製品に求められる機能が増えれば増えるほど、ソフトウェアは大規模かつ複雑となり、ソフトウェアの
品質確保もいっそう難しくなっています。 
このような状況の中、「社会生活を支えるソフトウェア搭載製品の品質をどのようにして確保するのか？」という問いかけに対する

一つの答えとして、「よいプロセスに基づく製品開発」が挙げられるのではないでしょうか。それでは、よいプロセスとは一体どのような
ものなのでしょうか。その鍵となるのが、ソフトウェア開発プロセスの評価モデルです。皆さんが開発する製品のソフトウェア開発プロ
セスを評価する上で参考になるのが、国際標準規格 ISO/IEC15504 です。この規格から派生したプロセス評価モデルには、
SPICE4SPACEやAutomotive SPICEをはじめとする各産業に特化した幾つかの SPICEモデルがあります。これらのモデルを有効活
用して組織のソフトウェア開発プロセスを評価・改善することで、ソフトウェア品質の向上だけでなく、開発コストの抑制や納期の遵守
といった効果も期待できます。 
ここ数年、日本の産業界にも SPICE に関心を持つエンジニアが増えてまいりました。しかしながら、日本国内には SPICE に関する

情報交換やスキルアップの場がなかったこともあり、SPICE ユーザーの広がりもまだまだ限定的な範囲にとどまっているようです。そこ
でこのような現状を踏まえ、プロセス改善推進者やSPICEアセッサーの皆さんに情報交換やスキルアップの場を提供することを目的と
し、2011 年 5 月に日本 SPICE ネットワーク（NSPICE.NET）を発足いたしました。 一人でも多くのエンジニアの皆さんに日本
SPICE ネットワークにご参加いただくことで、ネットワークの輪が日本全体に大きく広がり、日本のモノづくりに役立つプロセス改善の
大きな流れを生み出す力になれば運営委員一同、幸いです。 
皆さまのご参加を心よりお待ちしております。 

2011年 5月 20日 
 日本 SPICEネットワーク代表   河野文昭 
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• 勉強会 
3 回の勉強会（関東、中部、関西）を開催した。 

 
• その他 

コミュニティのロゴを公募により決定した。 
コミュニティの存在を広く周知するため、Web サイトを開設した。（2011/10/31） 
代表が、Embedded Technology 2011 において、「日本 SPICE ネットワーク設立の経緯と世界の SPICE コミュニティの
状況」というタイトルでコミュニティを紹介した。 

第 3 期（2012 年度） 

 

 
• 勉強会 

3 回の勉強会（関東、中部、関西）を開催した。ワークショップ（グループディスカッション）を中心とするスタイルを徐々
に確立した。 

• 研究会 
初めての研究会として「統合アセスメント研究会」が設置された。 

• その他 
SPI Japan 2012 において、「日本 SPICE ネットワークの取り組み」というタイトルで企画セッションを担当した。 

第 4 期（2013 年度） 
• 勉強会 

3 回の勉強会（関東、中部、関西）を開催した。 
第 5 期（2014 年度） 
• 勉強会 
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3 回の定例勉強会（関東、中部、関西）を開催した。 
• その他 

サポータ制度を導入し、ボランティアにて勉強会の運営や会場提供を協力してもらうようにした。 
第 6 期（2015 年度） 
• 勉強会 

3 回の定例勉強会（関東、中部、関西）を開催した。 
NSPICE Workshop 2015 として、宿泊形式の勉強会を石川県金沢市で初開催した。 

テーマ：現場で使える成果を持ち帰ろう！ 
• その他 

SPI Japan 2015 において、「Automotive SPICE をつかってみよう！」というタイトルでセッションを担当した。 
第 7 期（2016 年度） 
• 勉強会 

3 回の定例勉強会（関東、中部、関西）を開催した。 
NSPICE Camp 2016 として、宿泊形式の勉強会を宮城県岩沼市で開催した。（Workshop から名称変更） 

テーマ：各種計画書を作ってみよう  
• カンファレンス 

NSPICE Conference 2017 として、広く公開するカンファレンスを愛知県名古屋市で初開催した。 
テーマ：プロセス改善の輪を広げよう 

 
• 研究会 

6 つの研究会を立ち上げ、活動の活性化を図った。 
 アセスメントリーダ育成研究会、改善計画研究会、簡単見積り研究会、 

ソフトウェアアーキテクチャ設計研究会、トレーサビリティ研究会、要件抽出と要件分析から品質向上する会 
• その他 

intacs 認定 Assessor 資格の更新に必要な Experience Evidence（EE）発行に関し、コミュニティとしての運用を明確
に定めた。 

第 8 期（2017 年度） 
• 勉強会 

3 回の定例勉強会（関東、中部、関西）を開催した。 
NSPICE Camp 2017 として、宿泊形式の勉強会を宮城県岩沼市で開催した。 

テーマ：アセスメントを実践しよう  
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• カンファレンス 

NSPICE Conference 2018 として、カンファレンスを 
愛知県名古屋市で開催した。 

テーマ：SPICE を改善に活用しよう 

 

• 研究会 
6 つの研究会が活動を実施した。 
 Agile in Automotive 研究会、アセスメント実践研究会、アセッサートレーニング研究会、改善計画研究会、 

トレーサビリティ研究会、要件抽出と要件分析から品質向上する会 
• その他 

実行委員を選任し、勉強会の企画・運営を主体的に実行してもらうようにした。 
第 9 期（2018 年度） 
• 勉強会 

3 回の定例勉強会（関東、中部、関西）を開催した。 
NSPICE Camp 2018 として、宿泊形式の勉強会を宮城県岩沼市で開催した。 

テーマ：構成管理活動を深く考察しよう 
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• カンファレンス 

3rd NSPICE Conference として、カンファレンスを愛知県名古屋市で開催した。 
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－ 

 
• 研究会 

4 つの研究会が活動を実施した。 
 Agile in Automotive 研究会、アセスメント実践研究会、『英語で読み解く Automotive SPICE』研究会、 

改善計画研究会 
• その他 

SPI Japan 2018 において、「Automotive SPICE3.1 および Automotive SPICE ガイドラインの紹介」というタイトルでセッ
ションを担当した。 
Web サイトのリニューアルを実施した。 

第 10 期（2019 年度） 
• 勉強会 

3 回の定例勉強会（関東、中部、関西）を開催した。 
臨時勉強会を広島県広島市で初開催した。 
NSPICE Camp 2019 として、宿泊形式の勉強会を滋賀県大津市で開催した。 

テーマ： 取得プロセスを理解し、計画書と合意書を作成しよう 
システム開発でプロセス定着・改善ができた活動を整理しよう 
現場課題に向き合うプロフェッショナル・スキルを磨こう～Systems Engineering と Automotive SPICE 活用のススメ～ 

• 研究会 
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5 つの研究会が活動を実施した。 
 アセスメント実践研究会、アセスメントモデル研究会、『英語で読み解く Automotive SPICE』研究会、 

改善研究会、東京アセスメント研究会 
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4. コミュニティの活動 

プロセス改善技術の向上の場の提供 
• 定例勉強会（年 3 回、会員限定） 

初級者及び中級者を対象とした経験ベースによるグループディスカッションを中心とする活動 
• 研究会（通年、会員限定） 

代表者（会員）自らがテーマを設定し、研究会メンバー間の深い議論による自発的な活動 
• Camp（年 1 回程度、会員限定） 

中級者を対象とする実践的なテーマを設定し、2 日間の集中した深い議論を行う活動 
• NSPICE Conference（年 1 回程度、一般向け） 

有識者による講演及び一般発表 
会員の発表の場の提供 

 
勉強会コラム 

勉強会は、日本 SPICE ネットワーク（NSPICE）が、未だ日本 SPICE コミュニティという名称だったときから数えて、2019 年
度までに 31 回実施されました。 

当初は、業界から講師を招聘しての講演と、グループ演習ではあるが、運営委員の講義主体の勉強会でした。参加者も
30 名程度で、本当に身内的な勉強会でした。現在は、勉強会も会場枠一杯になるほど盛況で、広い会場を確保できるなら
100 名以上でも集まるような状況です。そのスタイルも講師の一方的なものでなく、参加者同士が教え合い、検討するワーク
ショップ方式となり、企業や業務の枠を超えて、活発な討議、コミュニケーションの場となり、勉強会自体も参加者と共に、成長
してきました。このように親密で OPEN な勉強会は、世界の SPICE コミュニティでも珍しく、誇れる集まりと言えないでしょうか。 

今後とも、会員皆様からの叱咤も含めたご意見やご要望を活かし、かつ受け身ではなく企画も含めた積極的な参加型の勉
強会を目指し、発展していきたいものです。勉強会でのアンケート、Facebook やメール、あるいは情報交換会での場も含めて、
アイディアがあれば、ぜひ運営委員までお伝え下さい。 
 
研究会活動コラム 

NSPICE では、定例会がメインの活動となっており、その場では、設定されたテーマに対して参加者の経験を基に、議論を行
い、それを持ち帰るという“半学、半教”というコンセプトで運営しています。一方、テーマやそれに関連する情報をもっと深掘りす
るという目的で、発起人がテーマを掲げ、興味のあるメンバーが手を上げて、少人数のグループを立ち上げて、議論し、その結
果をまとめるという研究会活動を実施しています。研究会の必要性は、NSPICE の第 2 期で議論が始まり、初の研究会として、
「統合アセスメント研究会」が第 3 期で立ち上がりました。さらに活性化させるため、計画書のフォームや細則の制定を経て、第
7 期で 6 つの研究会が立ち上がり、定例会や NSPICE カンファレンスで活動内容を紹介する活動も行うことにより、研究会活
動が定着しました。これまでに立ち上げられ、活動した研究会を紹介します。 
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名称 活動の狙い 期間 

統合アセスメント研究会 AutomotiveSPICE のモデルに対して、ISO26262 の要求事項のマッピングとその観点を内装
し、関連付けすることにより統合アセスメントの可能性を検討する。 

2015～2016 

トレーサビリティ研究会 Automotive SPICE、ISO 26262 に適応したトレーサビリティ管理をめざし、管理プロセスの構
築、構築ガイドライン、事例を作成する。 

2016～2018 

アセスメントリーダ育成研究
会 

アセッサが自社でアセスメントに活用し、自己の成長に役立てることができる、アセスメントに必
要な情報やノウハウのガイド化を試みる。 

2016～2018 

要件抽出と要件分析から品
質向上する研究会 

要件モレや要件不整合による品質問題を顧客に流出しないためにはどうすればよいのかの観
点で、あるべき、要件抽出、要件分析の手法を検討する。 

2016～2018 

簡単見積り研究会 ソフトウェアの作業見積もりの精度向上、スピードアップ、簡素化を目的に、見積もり手法を
検討し、フォーマットを作成する。 

2016～2017 

ソフトウェアアーキテクチャ設
計（SAD）研究会 

コンポーネント設計前に行うべき、SWE2 の現実的な仕事の段取り・組み立て方を定義する
ことにより、各フェーズで行うべき、ソフトウェアアーキテクチャ設計の方法論を確立する。 

2016～2017 

Agile in Automotive 研究
会 

車載開発に Agile 開発を導入するにあたり、方法論、Automotive SPICE との関連を学習
し、課題の整理、Agile を適用したプロセスの有るべき姿を提案する。 

2016～2018 

改善研究会 参加者の困りごとから様々な観点で議論することにより、組織的な改善の PDCA とそれに必
要なノウハウを体系立てる。 

2016～継続 

アセスメント実践研究会 Automotive SPICE の背景にある各規格を研究することにより、PAM の解釈を深掘りし、ア
セスメントノウハウを獲得する。 

2016～継続 

『英語で読み解く 
Automotive SPICE』研究会 

Automotive SPICE で用いられる英語の動詞などの本来の意味を分析し、モデルの日本語
版の補足訳を検討することにより、モデルをよりよく理解する。 

2017～継続 

アセスメントモデル研究会 TestSPICE、メカニカル SPICE、ハードウェア SPICE などのモデルを読み込み、システム開発とし
てのモデルの位置づけを研究する。 

2019～継続 

東京アセスメント研究会 東京地区で開催することを前提に、アセスメントモデル、アセスメント手法、結果から得られる
改善案についての議論を行い、ノウハウを構築する。 

2019～継続 

「A SPICE における AI プロ
ダクト品質保証」研究会 

「A-SPICE で AI プロダクトの品質保証をどう取り扱えばよいか」について、現実的な解を導き
出すことを狙いとする。 

2020～新規 

問題解決型のアセスメント研
究会 

レベル 認定だけを目的とせず、組織やプロジェクトの目標達成を阻害する問題の本質を 捉
え、解決に繋げるように明確な目的を持ち、アセスメントを実施するアプローチを研究する。 

2020～新規 

リーン思想に学ぶエンジニアリ
ングアプローチ研究会 

リーン思想について、エンジニアリング指向による議論をとおして、リーン思想の概念を自動車
分野で実際に適用可能なエンジニアリングアプローチに落とし込むことを目指す。 

2020～新規 

 
プレゼンス向上 
• 関連機関との連携 

日本 SPI コンソーシアム（JASPIC）主催の SPI Japan 後援やセッションでの発表 
• グローバルな SPICE コミュニティとの連携 

VDA/intacs との交流 
中国 SPICE ネットワーク、韓国 SPICE ネットワークとの交流 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       （リアルタイムでの NSPICE CAMP2018 の紹介） 
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5. 資料 

会員数、運営委員 
期／年度 会員数 運営委員（50 音順） アドバイザー 
1 期/2010 － 浅井雅彦、芦田雅人、足立久美、小川清、川島豊久、河野文昭、小嶋

勉、鈴村延保、田渕一成、中司健、萩原一彦、古田健裕、三浦邦彦 
－ 

2 期/2011 63 足立久美、安倍秀二、北野敏明、河野文昭、小嶋勉、近藤聖久、田渕一
成、萩原一彦、古田健裕、三浦邦彦 

小川清、 
鈴村延保 

3 期/2012 83 足立久美、安倍秀二、北野敏明、河野文昭、小嶋勉、近藤聖久、齋藤幸
裕、田渕一成、萩原一彦、古田健裕、三浦邦彦、室谷隆 

小川清、 
鈴村延保 

4 期/2013 144 安倍秀二、北野敏明、河野文昭、小嶋勉、近藤聖久、齋藤幸裕、田渕一
成、萩原一彦、平岩修、古田健裕、三浦邦彦、室谷隆 

小川清、 
鈴村延保 

5 期/2014 158 安倍秀二、小川清、北野敏明、河野文昭、近藤聖久、齋藤幸裕、田渕一
成、萩原一彦、古田健裕、三浦邦彦、室谷隆 

－ 

6 期/2015 187 安倍秀二、小川清、北野敏明、河野文昭、近藤聖久、齋藤幸裕、田渕一
成、萩原一彦、古田健裕、三浦邦彦、室谷隆 

－ 

7 期/2016 198 安倍秀二、小川清、北野敏明、河野文昭、近藤聖久、齋藤幸裕、田渕一
成、萩原一彦、古田健裕、堀田勝美、三浦邦彦、室谷隆 

－ 

8 期/2017 223 安倍秀二、小川清、北野敏明、河野文昭、近藤聖久、齋藤幸裕、田渕一
成、萩原一彦、古田健裕、堀田勝美、三浦邦彦、室谷隆 

－ 

9 期/2018 222 安倍秀二、小川清、河野文昭、近藤聖久、齋藤幸裕、田渕一成、萩原一
彦、古田健裕、堀田勝美、三浦邦彦、室谷隆 

－ 

10 期/2019 255 安倍秀二、河野文昭、近藤聖久、齋藤幸裕、田渕一成、萩原一彦、古田
健裕、室谷隆 

－ 
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会員情報（2020/3/31 現在） 
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