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最初にご挨拶申し上げます

• 本日は貴重なお時間をさいてご参加いただき，ありがとうございます

参加者の皆様へ

• 本日は貴重なお話をいただき，ありがとうございます

講演者の皆様へ

• 本日はQDGと参加者をご支援くださり，ありがとうございます

サポータ・ご後援サポーターの皆様へ

2022/4/15©NaITE
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NaITEとは
NaITE（長崎IT技術者会）に
ついて

簡単にご説明いたします。
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長崎出身や在住，かつて在住など，
長崎になんらかのかかわりや興味を持つ

技術者の交流会としてスタート！

長崎とありますが，
興味がある方はどなたでも気軽にご参加いただけます！

長崎現地にかかわらず，
全国各地で勉強会やイベントを開催しています！

SIG活動にも取り組み，
ガイド等を無料にて公開しています！

2015年4月に開始した 完全ボランティアの有志活動です！

NaITE（長崎ＩＴ技術者会）とは

2022/4/15©NaITE
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参加者とのチャンネル

2022/4/15©NaITE
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• 勉強会レポートなどを掲載しています。
https://naite.swquality.jp/

公式サイト

• 勉強会レポート，勉強会開催などを案内しています。
NaITE公式：@NagasakiITEng NaITE長崎支部公式：@NaITE_Nagasaki QDG公式：@NagasakiQDG

twitter

• 勉強会レポート，勉強会開催などを案内しています。
https://www.facebook.com/NagasakiITEngineers

Facebook

• 雑談，質問，気軽に会話できる交流の場です。
https://join.slack.com/t/naite/shared_invite/zt-74rwlivo-ctfz1XeOL5sdXSExL7C94A

slack

https://naite.swquality.jp/
https://twitter.com/NagasakiITEng
https://twitter.com/NaITE_Nagasaki
https://twitter.com/NagasakiQDG
https://www.facebook.com/NagasakiITEngineers
https://join.slack.com/t/naite/shared_invite/zt-74rwlivo-ctfz1XeOL5sdXSExL7C94A


勉強会・イベント開催実績（2019年～）1/6

• 概ね二ヶ月に一回のペースで勉強会やイベントを開催
• 東京での勉強会を軸に，福岡, 長崎での実施回数の増加
• 新たな取り組みとして「NaITE-Night」「もくもく会」を開催

# 開催日 内容 開催地
－ 2019/01/19 NaITE もくもく会 vol.1 福岡

－ 2019/01/19 NaITE-Night vol.3 福岡

第29回 2019/02/02 SierからWebサービスの会社に転職して考えた何を開発するか？の考え方 神奈川

－ 2019/02/23 NaITE もくもく会 vol.2 福岡

－ 2019/03/16 NaITE もくもく会 vol.3 福岡

©NaITE

7

2022/4/15

https://nagasaki-it-engineers.connpass.com/event/113214/
https://nagasaki-it-engineers.connpass.com/event/113216/
https://nagasaki-it-engineers.connpass.com/event/113223/
https://nagasaki-it-engineers.connpass.com/event/117947/
https://nagasaki-it-engineers.connpass.com/event/121502/


• 概ね二ヶ月に一回のペースで勉強会やイベントを開催
• 東京での勉強会を軸に，福岡, 長崎での実施回数の増加
• 新たな取り組みとして「NaITE-Night」「もくもく会」を開催

# 開催日 内容 開催地
第30回 2019/03/23 プルリクとの上手な付き合い方 and もくもく会 長崎

第31回 2019/04/07 テストレベル定義について考える 東京

－ 2019/04/13 NaITEもくもく会 vol.4 in 福岡 神奈川

－ 2019/04/13 NaITE Night vol.5 in Fukuoka 福岡

－ 2019/05/18 NaITEもくもく会 vol.5 in 福岡 福岡

－ 2019/05/18 NaITE Night vol.6 in Fukuoka 福岡

©NaITE
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• 概ね二ヶ月に一回のペースで勉強会やイベントを開催
• 東京での勉強会を軸に，福岡, 長崎での実施回数の増加
• 新たな取り組みとして「NaITE-Night」「もくもく会」を開催

# 開催日 内容 開催地
－ 2019/06/15 NaITEもくもく会 vol.6 in 福岡 福岡

－ 2019/06/15 NaITE Night vol.7 in Fukuoka 福岡

第32回 2019/06/29 機械学習のモデルのぞいてみない？ 神奈川

－ 2019/07/13 NaITEもくもく会 vol.7 in 福岡 福岡

－ 2019/07/13 NaITE Night vol.8 in Fukuoka 福岡

－ 2019/07/27 Agile Japan 2019 長崎サテライト with NaITE 長崎

©NaITE
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• 概ね二ヶ月に一回のペースで勉強会やイベントを開催
• 東京での勉強会を軸に，福岡, 長崎での実施回数の増加
• 新たな取り組みとして「NaITE-Night」「もくもく会」を開催

# 開催日 内容 開催地
－ 2019/07/27 NaITE Night vol.9 in Nagasaki 長崎

－ 2019/08/24 NaITE もぐもぐ会 in 2019-08 福岡

－ 2019/09/07 NaITEもくもく会 vol.8 in 福岡 福岡

－ 2019/09/07 NaITE Night vol.10 in Fukuoka 福岡

第33回 2019/09/29 ユニットテスト入門 神奈川

－ 2019/10/25 4th 長崎 Software Quality and Development Gathering 長崎

©NaITE
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• 概ね二ヶ月に一回のペースで勉強会やイベントを開催
• 東京での勉強会を軸に，福岡, 長崎での実施回数の増加
• 新たな取り組みとして「NaITE-Night」「もくもく会」を開催

©NaITE
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# 開催日 内容 開催地
－ 2019/10/25 NaITE Night vol.12 in Nagasaki 長崎

第34回 2019/11/04 JSTQB Advanced Level テストアナリスト試験対策勉強について 神奈川

第35回 2020/01/18 Redmineうまくつかえてる？～つかえませんでした！にならないために～ 神奈川

－ 2020/10/31 5th長崎QDG 長崎

－ 2021/01/20 NaITE もくもく会（リモート） Online

2022/4/15
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• 概ね二ヶ月に一回のペースで勉強会やイベントを開催
• 東京での勉強会を軸に，福岡, 長崎での実施回数の増加
• 新たな取り組みとして「NaITE-Night」「もくもく会」を開催

©NaITE
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# 開催日 内容 開催地
－ 2022/01/10 NaITE もくもく会（リモート） Online

－ 2022/02/26 Agile Japan 2021 長崎サテライト with NaITE 長崎

－ 2022/04/15 6th長崎QDG 長崎
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5th 長崎QDG

年に一度，長崎にて勉強会イベントを開催

• 2020年は第5回目の開催

概要

• 長崎で行う，ソフトウェア品質技術や開発の技術を取り上げるイベント

• 技術やエンジニアの連携や交流を促進する場

開催レポート

• プログラム・参加受付ページ：
https://nagasaki-it-engineers.connpass.com/event/184998/

• 開催レポート：
https://www.slideshare.net/NaITE_Official/5thqdg-239074931

2022/4/15©NaITE
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マインドマップから始めるソフトウェアテスト
読書会SIG（終了）

• 活動概要
• 書籍「マインドマップから始めるソフトウェテスト」の各章まとめ発表を行い，その後

実際にマインドマップを描き，議論し理解を深める
• 議論内容をベースとして，「マインドマップから始めるソフトウェテスト」の読書補助

ガイドを作成する
• 活動期間，活動形態

• 2015年10月～2016年3月（活動終了）
• 月一回の定例会の開催

• 成果物
• 定例会成果物（非公開）
• 各章のまとめスライド
• 各回の実施レポート

• 活動まとめ成果物（2016年8月17日公開）
• 「マインドマップから始めるソフトウェアテスト」の読書補助ガイド

2022/4/15©NaITE
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バグ票システム検討SIG（終了）

• 活動概要
• バグ票システムの立ち上げにおける様々なことを議論しながらガイド等にまとめる。

• 活動期間，活動形態
• 2016年4月～2017年3月（活動終了）
• MLおよび定例会や合宿

• 想定する成果物
• ガイド等のドキュメント
• 長崎QDG2016での発表
• その他，ポスター発表や論文投稿など

• 成果物
• はじめてのバグ票システム ～導入実践ガイド 1.1

2022/4/15©NaITE
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あらためて長崎ＩＴ技術者会とは

長崎在住および出身，興味があるIT技術者を中心とした会

• ソフトウェア品質技術やソフトウェア開発技術の話題を中心に，オンラインや長崎をはじめとした全国各地での勉強会，
オフ会などで交流

本会は主に以下の方を想定していますが，興味ある方であればどなたでもご参加いただけます

• 長崎に在住のIT技術者

• 長崎在住していたIT技術者

• 長崎出身のIT技術者

• 長崎に縁があったり興味がある方

勉強会・SIGについて

• 全国各地で開催します

• 研究会活動により，ガイド等を公開します

2022/4/15©NaITE
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長崎の地域振興に取り組んでいきます！

個人の想いからスタートしていますが，より長崎の地域貢献に取り
組んでいきたく，共に活動していただける方を募集しております

•勉強会に参加し切磋琢磨いただける方

•楽しく，真剣に，技術力を向上しましょう！

•活動をご支援いただける企業の方

•企業が盛り上がってこそです！

•スタッフとして，ともに未来を作っていただける方

•長崎や技術者，業界に貢献していきましょう！

2022/4/15©NaITE
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まずはお気軽にご参加＆お声がけ下さい！



長崎 Software 
Quality and 

Development 
Gathering とは

長崎QDGについて，簡単に
ご紹介します。
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長崎QDGとは

長崎 Software 
Quality and 

Development 
Gathering とは？

2022/4/15©NaITE
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長崎QDGとは

ソフトウェアの
品質 と 開発 の
技術を取り上げる

技術カンファレンス
2022/4/15©NaITE
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長崎QDGとは

特定の分野や技術に限定せず，
プロジェクト遂行上必要となる
すべての技術を対象として

幅広く議論する場
（参加者・登壇者・実行委員すべてが
それぞれの立場から平等に議論する）

2022/4/15©NaITE
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6th長崎QDG
開催概要

長崎QDGについて，簡単に
ご紹介します。

©NaITE 2022/4/15 22



6th長崎QDGのテーマ

今回のテーマは
「真のDXをけん引するソフトウェア品質とテストの技術を議論しつくす！」
です。
ソフトウェアやシステム開発で何よりも優先すべき品質およびテストを題材として、
様々なことを語り合いましょう！

今回のスペシャルセッションでは、
ソフトウェアの第一人者であられるデジタルハーツ株式会社の高橋寿一氏にテストに
ついて、元・株式会社デンソーの足立久美氏に品質の大切さや技術者としての在り方
について、それぞれ語っていただく予定です。

2022/4/15©NaITE
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6th長崎QDGの活用

今回取り上げる技術は当然ながら、
ソフトウェア開発のQCD＋全体に有効に影響する技術であり、
業界各社積極的に技術導入を行っています。

より高品質で高効率なソフトウェア開発のための技術導入に関心がある技術者・企業
殿におかれましては、現場に是非活かしていただければと存じます。

技術者ご自身のスキルアップやモチベーション向上、議論や交流の場として活用くだ
さい。

2022/4/15©NaITE
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イベント概要

•6th 長崎QDG（6th長崎 Software Quality and Development Gathering）

イベント名

•2022年4月15日（金） 10:30～18:40（予定）

日時

•出島メッセ長崎（長崎市）

場所

•スペシャルセッション（基調講演） 2件
•AFFORDDコラボセッション １件

•技術セッション １件

•事例セッション 2件
•パネルディスカッション １件

プログラム概要

2022/4/15©NaITE
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プログラム・タイムスケジュール 1/2
# 時間 講演タイトル 登壇者

1 10:30～10:50 ■オープニング 実行委員会

2 10:50～11:50 ■スペシャルセッション 「シフトレフトとアジャイルテスト」 高橋 寿一 氏（デジタルハーツ株式会社 CTSO）

3 11:50～12:15 ■大学コラボセッション 「Android 用ファジングツールの適用及びその性能評価」 佐久間 耀大朗 氏 (長崎県立大学 情報システム学部
情報セキュリティ学科 加藤雅彦研究室)

- 12:15～13:00 休憩 -

4 13:00～13:25 ■事例セッション 「開発に必要なマネジメントとは？～バッファ管理に着目したCCPM～」 中嶋 良秀 氏（株式会社ノーリツ ）

5 13:25～13:50 ■長崎県コラボセッション 「地域・中小企業はDX変革で生き残る～不確実な未来に備える～」 三上 建治 氏（長崎県 企画部/産業労働部 政策監、
前・経済産業省 製造産業局 デジタル戦略官）

6 13:50～14:20

■サポーターセッション
1.ゴールド「Quality Arts（クオリティーアーツ）様」
2.シルバー「Admin（アドミン）様」
3.シルバー「JSTQB様」

-

- 14:20～14:30 休憩 -

7 14:30～14:55 ■AFFORDDコラボセッション 「プロセスの見える化から設計へ ～仕事、改善、品質の基本～」 古畑 慶次 氏 (派生開発推進協議会 副代表)

8 14:55～15:20 ■事例セッション 「地方在住管理職から見る、ソフトウェアテストの過去・現状・未来」 上田 和樹 氏 (日本ナレッジ株式会社)

9 15:20～16:05 ■特別セッション 「～ソフトウェア開発者の人材育成と組織活性化 ～モチベーションが共鳴する組織
「プロジェクト道免許皆伝」」

斎藤 芳明 氏（富士フイルムビジネスイノベーション株式
会社）

- 16:05～16:15 休憩 -

2022/4/15©NaITE
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プログラム・タイムスケジュール 2/2
# 時間 講演タイトル 登壇者

10 16:15～16:35

■ＬＴセッション
発表予定
・ 「ソフトウェア設計と国語力」 水藤倫彰 氏（集成塾）
・ 「StartupWeekend佐世保に参加してきた」 要谷貴則 氏（NaITE長崎支部）
・ 「ソフトウェアエンジニアリングのチュートリアル予定のリーク」 金子昌永 氏

申込者各位

11 16:35～17:00 ■事例・技術セッション
「若手エンジニアの成長と育成 ～初めての社外活動から3年、テスト設計コンテスト優勝までの軌跡～」

金田 直純 氏（NaITE(長崎IT技術者会)）
仲澤 圭汰 氏（NaITE(長崎IT技術者会)）

- 17:00～17:10 休憩 -

12 17:10～18:10 ■スぺシャルセッション２ 「IoT/DX 時代を生き抜く力」 足立 久美 氏（元・株式会社デンソー ）

13 18:10～18:40 ■クロージングセッション 実行委員会

2022/4/15©NaITE
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後援

•長崎県

•派生開発推進協議会

•特定非営利活動法人ソフトウェアテスト技術振興協会

•ソフトウェア技術者協会

•情報処理学会九州支部

•電子情報通信学会九州支部

•日本科学技術連盟

•長崎県立大学

•長崎大学

後援

2022/4/15©NaITE
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実行委員会

• 池田 暁 （株式会社ビズリーチ、クオリティアーツ）

• 浦崎 風（株式会社アドミン）

• 喜多 義弘（長崎県立大学）

共同実行委員長

• 小笠原 秀人（千葉工業大学）

• 金田 直純（NaITE関東支部）

• 古畑 慶次（派生開発推進協議会）

• 水藤 倫彰（デンソー）

• 尾崎 友哉（長崎大学）

• 小川 翔也（長崎大学）

• 三上 憲之（ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社）

• 要谷 貴則（NaITE長崎支部）

• 畑 春花（長崎大学）

• 林田 彩子（長崎新聞社）

実行委員

2022/4/15©NaITE
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6th長崎QDG
イベントサポーター

長崎QDGと参加するエンジ
ニアを支援くださった，
サポーター（スポンサー）様
一覧と、
サポーター様のアピールスラ
イドを感謝を込めて掲載しま
す。

©NaITE 2022/4/15 30



イベントサポーター

•クオリティアーツ

ゴールドサポーター

•Japan Software Testing Qualifications Board
•株式会社アドミン

•千葉工業大学 社会システム科学部 プロジェクトマネジメント
学科 小笠原研究室

シルバーサポーター

2022/4/15©NaITE
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クオリティアーツとは

• 個人事業主クオリティアーツ（代表：池田暁）は、スタートアップ・ベンチャーから大企業を含む組織に対して、
ソフトウェアテストやＱＡ技術分野を中心にご支援しています。

• ソフトウェア品質技術や開発技術の導入に関するコンサルティングや技術顧問、新人含む技術者の教育や育成、
全社レベルでの組織作り・プロセス改善など、ご相談内容に応じて幅広くご支援しております。

• また、対企業ではなく成長を望むエンジニア個人に対しても、成長伴走やメンター等を支援しております。

• そのほか、国内の技術力向上のために、諸学会や技術イベントでの講演、寄稿や書籍執筆、コミュニティ活動に
も積極的に取り組んでおります。

クオリティアーツが大切にしたいもの

• クオリティアーツが大切にしたいものは「人」と「人の可能性」です。
組織支援といっても組織を構成しているのは一人一人の「人」です。人が健康でなければ健康なプロダクトや
サービスは生まれません。人を第一に、人そのものと属するチームや組織を支援いたします。

2022/4/15©NaITE



サービス内容

•技術顧問、一人目のQA伴走、品質技術教育等、現在個別にご対応させていただいております。

•企業殿については、ソフトウェア品質技術や開発技術の導入に関するコンサルティングや技術顧問、新人含む技術者の教育や育成、全社レベルでの組
織作り・プロセス改善など、ご相談内容に応じて幅広くご支援しております。

•また、成長を望むエンジニア個人に対しても、成長伴走やメンター等を支援しております。

ご支援実績（2021年～一部抜粋）

• 製造業大手Ａ社向けソフトウェア開発新人研修講師（二ヶ月）
• 製造業大手B社向け組込み技術教育支援（スポット）
• Ｂ社向けソフトウェアＱＡ業務の改善に関する技術コンサルティング
• C社様向けQAエンジニア教育、社内講演
• D社様向け技術顧問
• 個人エンジニア様に対する、社外活動デビュー伴走サービス・入社1年目伴走サービス

お問い合わせは
「https://quality-arts.com/」 または 「代表の池田」まで

お気軽にお問い合わせください！

https://quality-arts.com/


• JSTQB：Japan Software Testing Qualifications Board
• ソフトウェアテスト技術者資格認定の運営組織です
• 2006年より資格認証を開始！
• 各国のテスト技術者認定組織が参加している ISTQB※に加盟
• JSTQBの認定資格はISTQBに加盟している約130カ国で相互認証されます

※ISTQB : International Software Testing Qualifications Board

2022年よりCBT(Computer Based Testing)による認定試験を開始！
47都道府県にあるテストセンターで認定試験が受けられるようになります

Twitterにて情報配信中：JSTQB広報ワーキンググループ@JSTQB_PR



株式会社 アドミン

私たちはパートナーと共に世の課題に挑戦し続けます。
そして、テクノロジーの発信拠点として社会の発展に貢献します。

■SI事業
・システム構築、保守運用
・IoTソリューション
・ロボティクスソリューション

■PR事業
・Webサイト制作、保守運用
・デジタルマーケティング
・イベント企画



6th長崎QDG
本日の参加者分析

および
グランドルール

申込みアンケートの分析、

およびグランドルールを

紹介します。
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本日の参加者
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33%

26%

18%

13%

2%
2% 3% 3%

本イベントにはどちらからの参加ですか？

長崎市 長崎市以外の長崎県内 関東 中部 関西 東海 北海道 九州



本日の参加者
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59%

41%

ご所属は長崎県内に本社・本部がある企業／団体ですか？

長崎県内に本社・本部がある 長崎県内に本社・本部がない



本日の参加者
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51%

39%

5%
5%

NaITE（長崎IT技術者会）主催の勉強会・イベントへのご参加は何回ですか？

初めて 2～4回 5～9回 10回以上



本日の参加者
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本日の参加者
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本日の参加者
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6th長崎QDGのグランドルール

•より深く発表を聞き，内容を深く理解しよう

積極的に聞こう

•自身の疑問点を晴らし，かつ登壇者にフィードバックしよう

積極的に議論しよう

•交流を通じて，お互いの知恵や知見や知識を授受しよう

積極的に交流しよう

2022/4/15©NaITE
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6th長崎QDGのグランドルール

Gathering
超 重 要

2022/4/15©NaITE
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注意事項・諸連絡
会を有意義にするための、

注意事項・諸連絡です。
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イベントについてのお願い・注意事項

•本イベントは参加者・講師・実行委員全てがそれぞれの立場から交流し議論する場です。したがって全員
が平等に参加費を支払って参加します。

•本イベントの内容は講演者や主催者の都合により予告なく変更する場合があります

•参加者による撮影や録音は禁止いたします

•イベント開催記録として写真・動画にて記録いたします。記録した写真などは開催レポート等に掲載する
ことがあります

•当日の資料の紙での配付はございません

•当日の発表資料については講演者により、本イベント終了後に本ページかSlideshare等で公開されます

•理由がありキャンセルする場合はお早めに処理をお願いします

•参加される方は，参加申込み完了時点で本注意事項にご了承・同意いただきます。

CONNPASS申し込みページ記載のご注意事項

2022/4/15©NaITE
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注意事項＆連絡事項

• 講演中は，携帯電話はマナーモードにしてください。

• 講演中の写真撮影・録画・録音は禁止いたします。

• 講演者がここだけの話といった情報については、他への公開をご遠慮下さい。

講演について

• 「#長崎QDG」です。

• 講演についてのご注意事項をお守りの上，ぜひ積極的にお願いします！

本イベントのハッシュタグ

2022/4/15©NaITE
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注意事項＆連絡事項

• NaITE作成のレポートを公開する予定です

• メディアにもレポート記事を公開する可能性があります

NaITE・実行委員会による開催後レポートについて

• Blogなどぜひ積極的にお願いします！
（わりと実行委員会は楽しみにしています）

参加者各位による開催後レポートについて

2022/4/15©NaITE
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かつて日本における近代工業の発展は
長崎から始まったと言っても過言ではありません

近代IT技術の発展も長崎から！

49

長崎から 近代IT技術発展を！
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