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1. 
ソフトウェアの品質と

 品質保証システム
1.1　品質の重要性−品質をとりまく問題−

　2006 年 6 月 25 日、「コンピュータ誤作動　16％」というニュースがＮＨＫで流れ

ました。これは、自動車から家電製品に至るまで、広くコンピュータを搭載した製品

の安全性を調べるため、経済産業省が国内の 324 社を対象に行った調査結果の報道で

す。調査結果によると、各企業が出荷している製品のうち、誤作動などの問題が起き

た製品の割合は、平均で約 16％に上り、原因は、プログラムのミスが 55％、製品全

体の設計上の問題が 22％、ハードウェアの問題が 21％であったということです。こ

のうちプログラムミスによる問題では、新型の自動列車制御装置の不具合で東海道新

幹線が緊急停止するトラブルや、ハイブリッド自動車のエンジンが走行中に停止した

ケースやデジタルテレビの電源が切れなくなったケースなどが報告されています。ま

た、エレベーターの扉が開いたまま動き出したり、金融機関では預金が引き出せない

など、コンピュータによるトラブルはひきもきらず、また、昨今は、個人情報の流出

や侵入など、ソフトウェアの欠陥を狙ったセキュリティ上の問題もあげられています。

表 1.1 は日経コンピュータが「動かないコンピュータ」で、かつて取り上げた事例の

いくつかをまとめたものですが、ソフトウェアが引き起こす問題は、「企業の社会的

信用失墜」「顧客・取引先への損害賠償」へと発展し，その修復に向け多数の関係者

が飛び回ることになります。また、その損失は極めて大きく、事業に及ぼす影響もさ

ることながら、社会に対する影響も甚大です。

　ネットワーク化、オープン化、ダウンサイジング化が進展し、ユビキタスの時代を

迎えつつある今、ソフトウェアは、ますます複雑化、肥大化し、もはやソフトウェア

の維持管理は不可能な状況に追い込まれつつあると言っても過言ではありません。こ

のままでは品質問題は手に負えない社会的問題に発展することが懸念されます。

　このような問題は、エンジニアリングの問題にとどまらず、マネジメントの問題と

しても捉えることができ、さらに人のモラルにまで及びます。年金記録の消失やデー

タ不整合の事件は、まさにこのようなマネジメントやモラルの領域の問題も孕んでい

ます。
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表 1.1　ソフトウェアに起因する問題とその影響

＊給湯器メーカ：　完成したシステムを破棄し、16 億円の損失を計上

＊計測機器メーカ：　導入時の混乱で 100 億円以上の売り上げを失う

＊ディスカウントストアチェーン：　ソフトの導入に失敗し倒産

＊通信会社：　300 億円かけたパッケージソフトを破棄

＊ソフト開発メーカ：　外注丸投げで 12 億円の損失

＊独ドイツテレコム傘下の大手携帯電話会社である T-Mobile：

　米 Microsoft が開発した携帯電話向け OS「SmartPhone」を搭載した

新型携帯電話の出荷を延期。延期の理由は、Microsoft のソフトウェ

アが想定したほどの品質になかったことにあると説明

＊ 通信会社：　ADSL アダプタに通信欠陥があり、回収修理

＊ある大手製造業社は生産管理から販売管理に至る基幹系システムの大

規模な刷新に挑んでいた。年初の稼動を目指して新システムの開発を

進めていた。

　新システムのテストにこぎ着けた段階で、データ変換アプリケーショ

ンがほとんど完成していないことが判明した。これでは、切り替えど

ころかテストも十分にできない。最終的にこの企業は、新システムへ

の移行を 5 カ月延期する羽目になった。

＊航空管制システム障害は、プログラムの不具合が原因であった。メー

カはこれに気づいていたが問題が起きていないので対策を放置した。

国土交通省のテストも不十分だった。　障害の結果、欠航 215 便、遅

延 1500 便、足止めされた乗客 30 万人以上の航空史上最大のものとなっ

た。

＊全国の金融機関の大半の ATM で、5 時間にわたって他の金融機関と

の取引が成立しにくくなった。影響を受けた金融機関の数は約 1700

に達する。この異常は統合 ATM のプログラムの不備が原因であった。

損失の
事例

社会的
影響の
事例
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【詳報：ジャパンネット銀行のシステム障害】すべての業務が 22 時間止

まる、原因はパッチが埋め込んだバグ

■【続報】「よい教訓にしたい」——ジャパンネット銀行社長が緊急会

   見

■航空管制システム障害は防げた！

■全日空、システム障害の原因はルータ設定ミス。バックアップ処理の

   バグで追い討ち

■みずほシステム障害の余波続く——八千代銀行が勘定系の切り替えを

   再々延期

＊大量カードデータの流出

1.2　ソフトウェア品質 
　ソフトウェアにおいて品質と言うと、まず欠陥数を思い浮かべます。欠陥は基本

的な品質であることに間違いはありません。品質の定義と分類はベーム（B. Boehm）

による品質モデルやマッコール（J. McCall）による品質モデルなどいろいろな検討

がなされてきましたが、国際標準化機構において、ISO/IEC 9126 （JIS X 0129）[1] が

定められ、図 1.1 に示すような品質の 6 特性が定義されました。

図 1.1　ソフトウェアの品質

1.2　ソフトウェア品質

機能性

信頼性

使用性

効率性

保守性

移植性

ソフトウェアの
品質特性

(ISO/IEC 9126)

合目的性、正確性、相互運用性、
セキュリティ、標準適合性

成熟性、障害許容性、回復性、標準適合性

解析性、変更性、試験性、安定性、
標準適合性

時間効率性、資源効率性、
標準適合性

環境適応性、設置性、共存性、置換性、
標準適合性

理解性、習得性、運用性、魅力性、
標準適合性

副特性
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　これらは、ソフトウェアの製品としての特性を意味します。これらの特性はさらに

副特性に分類されます。これらの製品特性に対して、同規格では、ソフトウェア利用

時の品質として、表 1.2 に示すように有効性、生産性、安全性、満足性という特性を

定義しています。これは、ソフトウェアの利用者の立場からみたソフトウェアに期待

する品質です。
表 1.2　ソフトウェア利用時の品質

　また、最近は、ディペンダビリティという言葉がよく用いられます。ディペンダビ

リティは、信頼性、安全性、可用性、堅牢性、拡張性などの複合的な性質を示す概念

で、人々が安心してシステムに依存できる特性を意味します。

　システムやソフトウェアを開発するにあたっては、システムやソフトウェアに求め

られるこれらの特性を明確にし、いかに製品に組み込んでいくかを考えなければなり

ません。

　しかしながら、ソフトウェアとはそもそも何でしょうか？　一つにはそれは、ある

機能を実行するプログラムと捉えることができます。これまでのソフトウェアエンジ

ニアリングでは、ソフトウェアを“もの”の視点から捉えてきたということができま

す。しかしながら、IT とされる事業領域は、もはやソフトウェア製品を作って売る

だけの業態ではありません。例えば、アプリケーションプロバイダのように、ソフト

ウェアそのものというより、ソフトウェアの実現する機能を提供する事業もあります。

製造業、サービス業を問わずあらゆる業種を通じて IT 化は著しく進展し、ソフトウェ

1.　ソフトウェアの品質と品質保証システム

特性 説明

有効性 ・利用者が指定された利用の状況で、正確かつ完全に、指定され
た目標を達成できる

生産性 ・利用者が指定された利用の状況で、達成すべき有効性に対応し
て、適切な量の資源を使うことができる

満足性 ・指定された利用の状況で、利用者を満足させることができる

安全性

・利用者が指定された利用の状況で、人、事業、ソフトウェア、財産
または環境への害に対して、容認できるリスクの水準を達成でき
る
・リスクは一般に、機能性（セキュリティを含む）、信頼性、使用性ま
たは保守性の欠陥の結果 である
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アの機能そのものがその業態の中心を担う時代です。すなわち全産業が IT 産業であ

るといってもあながち嘘とは言えないでしょう。ソフトウェアはハードウェア製品の

ように品質が“もの”に集約されず、顧客、ユーザを含めた人間系の問題を内包して

います。ソフトウェアの開発を受注することは、できあがったソフトウェアを納品す

ればよいだけでなく、多分にサービス的要素を含みます。その場合、タイムリーな納

品も広い意味では品質ということもできそうです。また、合理的な価格も同様です。

本書では、品質を広義に捉えています。

　　　　　　　　　ソフトウェアの品質

　　　　　　　　＝物としての品質＋サービスとしての価値

1.3　プロダクト品質とプロセス品質
　1.2 ではソフトウェアの品質について述べました。これまでのソフトウェアエンジ

ニアリングは、製品としてのソフトウェア品質に着目して発展してきました。それに

対して近年、製品だけではなく、プロセスに着目した管理が注目されています。プ

ロセスに着目することはそう新しいことではなく、そもそも総合的品質管理（TQM）

の父と言われるデミング（W. Deming）は 1931 年に「If you can't describe what 

you are doing as a process, you don't know what you're doing ！」と言っています。

　ここで、プロセスとは、ISO 9000 では、「インプットをアウトプットに変換する、

相互に関連する又は 相互に作用する一連の活動」と定義しています。ソフトウェア

の世界では、著者の経験では、OS からメモリ領域やディスク資源を割り当てられて

走行するプログラムのことをプロセスと呼んでいました。また、ISO9001：1994 年版

では、プロセスコントロールのことを工程管理と訳していました。一方、ソフトウェ

アエンジニアリングの歴史においては、ライフサイクルモデルとしてウォータフォー

ルモデルが基本になっており、そこで扱われるフェーズあるいはステージも工程と訳

されていました。また、プロセスプログラミングでは、プロセスは手順という捉え方

をしています。このためか、プロセスと言う言葉は非常に多様な意味を持ち、さまざ

まな誤解を生む元にもなっていると思います。

　本書では、プロセスとは、デミングの言葉にもあるように、まず「あなたは何をす

るのですか？」ということです。これは、ISO9000 の定義にも通じることですが、例

1.3　プロダクト品質とプロセス品質
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えば後述する CMMI®（Capability Maturity Model Integration）においては、ソフ

トウェアプロセスを、組織の目標（ゴール）を達成するために現場で実施される活動、

手法、実践、変換作業などの集合として捉えており、さらに技術選定方法、トレーニ

ング、ツール活用、動機付け等の技術と人を融合させる方法をも含むものとして広く

捉えています。活動の時間的な順序関係はあまり問いません。

　余談ですが、管理と言う言葉も大変紛らわしい言葉です。すなわちコントロールも

マネジメントも同じ「管理」と言う日本語が用いられています。コントロールはマネ

ジメントの一部ですが、コントロールはどちらかというと操縦の意味合いが強く、コ

ントロールとマネジメントの違いは、自動車をコントロールすることと、自動車をマ

ネジメントすることを想像していただければ容易に気づいていただけるのではないで

しょうか。すなわち、コントロールとは計画や基準を守るために、実際の活動をチェッ

クし、乖離があれば是正する活動を意味します。一方、マネジメントはパフォーマン

スを最大化することを意図しており、コントロールするために目的や目標を明確にし

たり、リソースを確保し、役割や責任、目標達成のための手段や測定を明確にしたり

することを含みます。

　今や管理はマネジメントの時代ということができます。ソフトウェアにおいても、

プロセスをマネジメントすることが重要であると言う認識が高まっています。プロセ

スをマネジメントするということは、活動のインプットとアウトプットを明確にし、

その目的や目標を明確にしたり、リソースを確保し、役割や責任、目標達成のための

手段や測定を明確にし、管理することを意味します。

　よい製品は、よいプロセスから生まれるといわれますが、プロセスの品質とは、品

質の高い製品を生み出し、よいサービスを提供できる活動の能力を言います。すなわ

ち、上述したマネジメントの質がどれだけ充実しているかを示すものです。その能力

の発展を段階的に示したものが 2.3 で詳述する成熟度フレームワークといわれるもの

です。

　品質の高い製品を生み出し、よいサービスを提供するためには、プロセスの特性を

明確にし、目標達成に向けて活動をコントロールしなければなりません。コントロー

ルするためには、そのための手順や手法、技術がなければなりません。また、プロセ

スに基づいてコントロールするのは人の役割です。このように人、技術、プロセスが

有機的に結合され、高度なコントロールが実現されなければなりません（図 1.2 参照）。
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