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ＩＴ社会はネットワーク社会 

１、設立の背景 

ほとんどの製品がつながる 

誰がテストする？ 
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・ソフトウェアは経済社会の基盤 
 
・高度な品質要求 
 
・困難な品質管理 
 
・技術者不足（開発・検証） 
 

１、設立の背景 
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2005年版組込みソフトウェア産業実態調査（開発プロジェクト責任者向け調査）より 

ご参考 
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2005年版組込みソフトウェア産業実態調査（開発プロジェクト責任者向け調査）より 

ご参考 
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2005年版組込みソフトウェア産業実態調査（開発プロジェクト責任者向け調査）より 

ご参考 
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目 的 
 
本会は、ＩＴ検証サービスに関連する企業、団体、個人が集い、 
よりよいＩＴ検証サービスを目指して研鑽し、 
業界の健全なる発展を促進するとともに産業として確立させ、 
わが国の社会・経済の発展に寄与することを目的とする。  
 
 

名 称 

IT検証産業協会 （IVIA ： IT Verification Industry Association）  

 

設立日 

2005年10月20日 

２、設立の目的 
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２、設立の目的 

安心して検証をお任せいただくために 

多くの企業が検証サービスを実施することが必要 
検証業務の標準化が必要 

産業協会を設立し、推進していく必要がある 

検証技術レベルの透明性を確保するために 

検証技術者を創出・育成するために 

資格認定制度が必要 

教育・研修プログラムが必要 
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３、活動内容 

・検証（テスト・評価）技術力の向上 

・検証（テスト・評価）標準化（体系、用語等） 

・検証（テスト・評価）技術者の創出・育成・認定 

・検証（テスト・評価）業界の認知度向上 

・検証（テスト・評価）情報の交換および提供 

・産官学の連携 
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●組織 ●組織 

②標準化部会  

検証（テスト・評価）における 体系の整理、用語の統一等を進める 

②標準化部会  

検証（テスト・評価）における 体系の整理、用語の統一等を進める 

④広報部会 

ホームページ対応、メディア対応および他団体への広報活動 

④広報部会 

ホームページ対応、メディア対応および他団体への広報活動 

①技術部会 

個別テーマに沿ってWG活動を主体に、検証技術力の向上を図る 

①技術部会 

個別テーマに沿ってWG活動を主体に、検証技術力の向上を図る 

理事会 ： 本会の運営全般に対する決定行為、学術、法人会員の勧誘に対する指示等を                  
併せて実施する。発起人会メンバーを中心に組閣する。 

理事会 ： 本会の運営全般に対する決定行為、学術、法人会員の勧誘に対する指示等を                  
併せて実施する。発起人会メンバーを中心に組閣する。 

事務局 ： 理事会の決定に従って、本会の運営事務を実施する。                事務局 ： 理事会の決定に従って、本会の運営事務を実施する。                

③教育・研修部会 

各種セミナー、研修の開催。「検証技術者」の育成 

③教育・研修部会 

各種セミナー、研修の開催。「検証技術者」の育成 

４、組織 

資格認定策定推進委員会 ： 技術者資格認定制度の推進          資格認定策定推進委員会 ： 技術者資格認定制度の推進          
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検証技術者 

TO  テスティングオペレータ 

VE6 テスティングエンジニア 

VE5 テスティングエンジニア 

VE4 ベリフィケーションエンジニア 

VE3 ベリフィケーションデザイナー 

VE2 ベリフィケーションプランナー 

VE1 ベリフィケーションプロデューサー 

レベル１  

レベル２  エントりー
レベル 

 

レベル３  

レベル４ レベル４ 

ミドル   
レベル 

レベル５ レベル５ 

レベル６ レベル６ 

レベル７ レベル７ ハイ   
レベル 

テスト   
エンジニア 

QAスペ

シャリスト 
 

５、技術者レベル案 （ＥＴＳＳ併記） 

ＥＴＳＳキャリア（ドラフト） ＩＶＩＡキャリア（ドラフト） 
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●会員構成例 ●会員構成例 

特別会員  ： 研究テーマとして「ＩＴ検証サービス」等を行っている団体、個人 

           

特別会員  ： 研究テーマとして「ＩＴ検証サービス」等を行っている団体、個人 

           

正会員 ： 本会の主旨を理解し、「IT検証サービス」の健全なる産業化への活動を 

       促進していただける法人・個人 

正会員 ： 本会の主旨を理解し、「IT検証サービス」の健全なる産業化への活動を 

       促進していただける法人・個人 

賛助会員  ：本会の主旨に賛同いただき、本会の健全なる発展を 

         支援していただける法人・個人 

賛助会員  ：本会の主旨に賛同いただき、本会の健全なる発展を 

         支援していただける法人・個人 

準会員 ： 本会の主旨を理解し、「IT検証サービス」の健全なる産業化への活動を 

       促進していただける法人・個人                 （１年間期間限
定） 

準会員 ： 本会の主旨を理解し、「IT検証サービス」の健全なる産業化への活動を 

       促進していただける法人・個人                 （１年間期間限
定） 

６、会員種別 



JaSST’06 in Tokyo 13 

７、会員 

株式会社ｉＴｅｓｔ 
株式会社ヴェス 
株式会社エアリー 
株式会社エイネット 
株式会社エクスカル 
株式会社エス・キュー・シー 
株式会社ＯIテクノロジーズ 

株式会社ケージェーシーソフトウェア 
コンピュータリピート株式会社 
株式会社システムソリューションセンターとちぎ 
株式会社テイジイエル 
永山コンピューターサービス株式会社 
株式会社日本オープンシステムズ 
日本ナレッジ株式会社 
バルテス株式会社 
株式会社ヒューマンクレスト 
株式会社ブール・ジャパン 
株式会社ベリサーブ 
ベリフィケーションテクノロジー株式会社 

正会員 

準会員 

有限会社ＡＩＶＩＣＫ 
株式会社クルー 

2006年01月31日現在 

役員 

会長   浅井 清隆   株式会社ベリサーブ 
副会長  犬飼 邦夫     株式会社エクスカル 
理事   久田 真紀子  株式会社ヴェス 
理事   宮島 正子   株式会社エイネット 
理事   倉田 克徳   株式会社エス・キュー・シー 
理事   岩崎 達夫   株式会社ＯIテクノロジーズ 
理事   石尾 弘美   株式会社システムソリューションセンター        
とちぎ 
理事   大蔵 政明   株式会社日本オープンシステムズ 
理事   藤井 洋一   日本ナレッジ株式会社 
理事   杉田 真奈美  株式会社ブール・ジャパン 
 
監事   福井 修     株式会社ｉＴｅｓｔ 
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８、最後に 

標準化、技術者の育成、検証技術の向上等 
検証サービス企業だけで進めるわけにはまいりません。 
実際に開発をしていらっしゃる皆様に 
ご意見を頂かなければなりません。 

是非とも、趣旨にご賛同いただき 
ご入会賜り、活動をともにして頂ければと存じます。 

Web     http://www.ivia.gr.jp/ 
E-mail  info@ivia.gr.jp 


