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1. はじめに

概要
　行政システム事業本部が提供する地方自治体の業務システムは、システムを直接利用する自治体の職員、ひい

てはその先にある住民ひとりひとりの生活を支える極めて公共性の高いシステムであり、常に高いシステム品質が

要求される。しかしその一方で、システムがもつべき機能の増加や改修の繰り返しによってシステムが肥大化し

複雑なものになっているという現状がある。このようなシステムに対して、多くの機能に影響する改修を行った場合、

いかに品質を保証しお客さまの要望に応えるかが課題となる。

　本稿では、Ａ市様水道料金システムの料金改定を含む条例改正対応プロジェクトにおいて、運用テストフェーズ

にお客さまにも参画していただき、本稼動を想定した、テストデータの準備と運用スケジュールの下で、テストを

実施した事例を紹介する。さらに、今後の自治体向け業務システムにおける大規模改修時のシステム品質をより

向上させる方策について考察する。
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6. おわりに

2. 料金改定プロジェクトについて

3. 課題と対策案の検討

2.1  導入スケジュール
　当本部が担当した料金改定プロジェクトのスケジュールを図1

に示す。２００７年６月にキックオフを行い、一年間の開発期間

を経て２００８年６月にカットオーバー (本稼動) した。今回のシ

ステム改修は、料金改定に加え、お客さまの業務の根本となる

運用そのものを変更する大幅な業務改革に対応するものであり、

大きく分けて３つの改修案件を現行システムに対して組み込んで

いく必要があった。改修規模はシステム全体の約４０％を超える

大掛かりなものとなった。これらの改修によって変更になった

機能はもちろん、変更がなかった機能も含めた全機能について、

約１年という極めて短期間の中で品質を保証しリリースしなけ

ればならなかった。

　そこで、システム全体のテスト・検証のため、お客さまの実

機テスト環境にて実データを使用した運用テストを、２００８年

２月中旬から５月中旬までの約３ヶ月間行うようにスケジュー

リングした。この期間の中で、金融機関等の外部機関との連携

テストやデータ移行のリハーサル・検証も行った。

2.2  システムへの影響
　今回の改修によるシステムの影響については以下のとおりで

あった。

（1）料金計算部分の変更

　　　オンライン処理、バッチ処理、ハンディターミナルのそ

　　れぞれの料金計算プログラムについて改修が必要となる。

　　開発言語がそれぞれで異なり、オンライン処理はVisual 

　　Basic、バッチ処理はCOBOL簡易言語、ハンディターミ

　　ナルはVisual C++で構築されている。

（２）主要なマスタの変更

　　　水栓情報

（1）

、調定情報

（2）

、収納情報等

（3）

の水道料金シ

　　ステムの基本となるマスタについて項目追加が発生する。

　　また、調定情報、収納情報のデータ構造が変更になり、こ

　　れらのデータを参照する処理に加えて、調定情報と収納情

　　報間を相互に連携する処理についても見直しが必要となる。

（３）画面・帳票の変更

　　　条例改正に伴う料金計算プログラムの改修やマスタの項

　　目追加に伴って、画面や帳票にも項目追加や様式変更が発

　　生する。月次処理や年次処理の各種集計表については集計

　　仕様を変更しなければならない。

（４）調定スケジュール・納付期限の変更

　　　調定処理、督促処理、催告処理等の処理サイクルが変更

　　になる。それに伴い各処理における対象データの抽出部分

　　や更新条件についても見直しが必要となる。

　上記（１）から（４）については、それぞれ相互に関連して

いる。料金計算部分が変更になった点も影響が大きいが、主要

なマスタについても項目追加やデータ構造の変更が発生し、そ

の結果、システムへの影響が広範囲に及んだ。上記（２）の影

響で、すべての実行モジュールは一括してリビルドが必要になっ

た。最終的にプログラムロジックについては、オンライン処理

は全５８０機能のうち約３５％、バッチ処理は全２２０処理のうち約

４５％について改修が必要となった。
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　当本部のお客さまである地方自治体は、全国的に見ると「平成

の大合併」といわれる市町村合併開始直前の１９９９年３月で

３,２３２市町村だったが、２０１０年３月には１,７６０市町村に統合さ

れる予定である（文献[1]）。このように自治体数は合併前と

比較するとほぼ半減しているが、合併する自治体は、複数市

町村のシステム統合作業が必要になり、その結果、１自治体

当たりのシステム規模は拡大し、システム内部の仕様、運用・

保守も複雑化してきている。これに対して当本部では、上記

の市町村合併によるシステム統合に加え、ほぼ毎年発生する税

制改正対応、コンビニやクレジットカードなど多様化する収納

チャネルへの対応などを行ってきた。

　Ａ市様（以下、お客さま）の水道料金システムは、合併によ

る複数市町村のシステム統合から数年が経過した。そして、

２００８年度に向けて料金改定を含む大幅な条例改正が施行され

ることとなった。この条例改正では、お客さまの業務の運用を

全面的に変更しなければならず、システム統合作業以来の大規

模なシステム改修が必要となった。

3.1 プロジェクトの課題
  条例改正によるシステム改修の影響が広範囲に及ぶなかで、

改修の主目的が業務運用変更ということもあり、運用テスト以

降の工程に対してより重きを置く必要があった。

　改修が発生した機能、改修がなかった機能も含め、いかに効

率よく確実にテスト・検証作業を行いシステムの品質を保証す

るかが、プロジェクトのミッションと考えている。しかし、以

下のような課題があった。

（１）的確な業務ＳＥのフォロー

　　　本システムは、お客さまの業務に特化したオリジナルシ

　　ステムである。水道業務のパッケージシステムの経験があ

　　るシステムエンジニア(ＳＥ)であっても、システムの根幹

　　部分である業務運用変更に伴う改修要件を的確に把握でき

　　るとは限らない。お客さまを担当する業務ＳＥは２名 (以下、

　　担当ＳＥ) で、それ以外のＳＥは今回新たに参画したメンバー

　　である。重要なポイントで、担当ＳＥのフォローが必要と

　　なることが予想された。

（２）スムーズな工程連携

　　　本稼動時期が決定しており、テスト以降の工程を重視

　　した結果、要件定義から設計工程の期間に余裕が無くなっ

　　た。設計工程では各プログラムに３つの改修案件の機能

　　を適切にマージして効率よく設計作業を行い、スムーズ

　　にプログラム製作工程へつなげなくてはならない。

3.2  対策案の検討
　今回の課題を解決するにあたり、設計工程と運用テスト工

程での対策を検討した。

　まずは設計工程で、担当ＳＥがレビューアーとなり、各設

計担当者が作成した設計書をレビューすることでお客さまと

の認識のズレを補正し、３つの改修案件の機能要件が漏れる

ことなく設計書に適切に反映されているかをチェックするこ

ととした。

　運用テスト工程では、業務運用変更を考慮したテストシナ

リオの設計及びテストデータの投入が必要となる。この工程で、

お客さまのご協力をいただき、合同で最終確認を行うことと

した。

　上記を踏まえ、今回とった対策は以下の２つとなった。

（１）設計レビューの徹底

（２）実業務を想定した運用テストの実施
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● 行政システム事業本部
　行政システムサービス部　システム第４課
● Ａ市様水道関係業務のシステム開発・保守に従事
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● 行政システム事業本部
　行政システムサービス部　システム第２課
● Ａ市様水道関係業務のシステム開発・保守に従事
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（1）水栓情報：メーターの口径、使用用途、設置場所、使用者等に関する項目を管理
（2）調定情報：料金請求時の使用水量、金額等に関する項目を管理
（3）収納情報：料金収入時の収入日、金額等に関する項目を管理

4. 品質保証に向けた対策の実施

5. 運用テスト後の考察
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図１  料金改定プロジェクトスケジュール

作業項目

キックオフ・準備
要件定義
設計
プログラム製作

システムテスト
（社内テスト環境を使用）"

運用テスト
（実機テスト環境を使用）

データ整備・移行
システム切替
本稼動

 ２００７年                             ２００８年

6月   7月   8月   9月 10月  11月 12月  1月   2月   3月  4月   5月   6月   7月   8月

図２  運用テストドキュメント

図３  テスト時の体制及び作業分担

4.1  設計レビューの徹底
　セオリーどおりではあるが、改修が発生するものはすべて、

上流工程である設計段階で、プログラム仕様書、ＪＯＢフロー、

画面・帳票レイアウトなどについてレビューを徹底した。

１回のレビューにつき２時間程度の時間で、週２回の頻度で行っ

た。品質向上には設計段階から、仕様の考慮不足、要件の漏

れや認識誤りなど、不具合要因を排除していくのが有効である。

特に要件に関する不具合は、発見が後工程になればなるほど、

修正工数が膨らむのである（文献[２]）。

　設計レビューでは、要求仕様に応じた設計書になっている

かという基本的内容のレビューと共に、「お客さまがこの要

求をどのように実現されることを望んでいるか」という観点

についても留意してレビューした。

　また、複雑な処理については、製作完了後にソースコードを

レビューし、ロジックの確認に加えコーディング内容（潜在バ

グの有無、保守の容易性等）についてもレビューを実施するこ

ととした。これによって、テスト後の手戻り工数及び本稼動後

の保守工数の削減が期待できる。

4.2  実業務を想定した運用テストの実施
　当社内テスト環境でのシステムテスト完了後、お客さま向け

に運用テストに関する説明会を開催し、テストスケジュールに

沿って運用テストを実施することとなった。運用テスト工程で

行った作業は以下のとおりである。

（１）事前準備作業

テスト環境の構築

　　既存の本番処理に影響を与えないよう、お客さまにテスト

　　用のサーバーとクライアントを用意していただき、サーバー

　　構築とテスト環境接続専用のクライアント設置を行った。

　　これにより、業務時間内でもバッチの大量更新処理が実行

　　できる環境が整った。

テストデータのセットアップ

　　テストデータを生成するプログラムを作成し、改修案件に

　　沿った仕様かつ各マスタ間の整合性を確保したデータのセッ

　　トアップを行った。また、プログラムやデータベース内の

　　「改定適用日」等の値をテスト用に設定しテストが円滑に

　　進むように考慮した。

テスト方法の分類とドキュメント整備

　　運用テスト計画を策定する中でテストの効率を上げるため、

　　処理の特性や改修度合いによって、テスト方法を以下の

　　２系統に分類し、テストシナリオなどの仕様書を作成した。

　　図２は、運用テストの主要なドキュメントである。

　　　　●

 

サイクルテスト

　　　異動入力→検針→調定（請求）→入金 のように、実際

　　　の業務と同じ流れでオンライン入力・バッチ処理等を業

　　　務サイクルが一巡するまで行うテスト。金融機関等との

　　　連携テストを含む。

　　　　●

 

動作確認・個別検証テスト

　　　業務上の処理順に左右されず随時確認できるもので、改

　　　修が発生せず動作確認すればよいものや軽微な改修に対

　　　するテスト。

（２）テスト実施体制の確立

　　　テスト時の体制及び作業分担を、図３に示す。今回の運

　　用テストのポイントとして以下の３点に重点を置き、お客

　　さまと当社の作業分担を定めた。

　　 実業務を想定したデータの入力

　　　お客さまが主担当となって、実業務で発生する異動のパ

　　　ターンを網羅したデータ入力をお願いした。当社の方で

　　　もテストデータを生成しお客さまの入力作業を補完する

　　　ようにした。

実業務を想定した処理スケジュール・処理順でのテスト実施

　　　当社で提示したテストシナリオをベースに、お客さまに

　　　さらに肉付けしていただき、実業務に近いものに随時改

　　　良していくこととした。

住民発送帳票の検証強化及び効率化

　　　大量に出力される住民向け帳票の検証用ツールを作成し

　　　検証作業の効率化を図った。また、実際の印字を検証す

　　　るために検証サポート要員を配置した。

（３）テスト実施

　　　サイクルテストのイメージを、図４に示す。この図で

　　示す『異動入力から収納・滞納業務』までの業務処理の

　　流れが１サイクルとなる。お客さまの場合、奇数月処理

　　と偶数月処理で検針対象が替わるので、２サイクル分の

　　処理を実施することによって市全域を網羅することになる。

　　テストを円滑に進めるために以下の処理をさらに作成した。

検針済情報の一括セットアップ

　　　ハンディターミナルでの全件入力が困難なため、未入力分

　　　について固定の水量・金額を一括で設定する処理を作成

　　　した。この処理で検針済情報を更新後、調定処理を実行

　　　して、本番処理と同等の検針件数と調定件数を確保した。

入金データ変換処理

　　　テストを進めるにつれ、収納済みのデータも必要になっ

　　　たので、本番系サーバーからコピーした入金データを

　　　旧レイアウトから新レイアウトに変換する処理を作成

　　　した。この変換処理によって、入金処理が随時、実施

　　　できるようになった。

　動作確認・個別検証テストについては、サイクルテストの合

間に実施した。テスト期間中は週１回のペースで、お客さまと

定例ミーティングを行い、テストの進捗や問題点等について協

議した。お客さまからの問い合わせ・不具合・要望などについ

ては、運用テスト問題管理票で管理した。

（４）住民発送帳票の検証強化

　　　住民に送る納付書や督促状などの住民発送帳票について

　　は当然ながら間違いがあってはならない。今回のプロジェ

　　クトでは以下のように対応した。

検証用ツール作成

　　　納付書等の大量に出力される住民向け帳票について、検

　　　証の効率と精度を上げるために作成した検証用ツールを

　　　図５に示す。各マスタからテストケースを抽出するツー

　　　ルと、帳票CSVから検証該当分を抽出して帳票を印刷

　　　するツールを作成し、検証時に活用した。

　　　また、一部の帳票について、帳票CSVに検証用の項目

　　　を追加し、各マスタと帳票CSV間の項目を機械的に照

　　　合し、帳票の編集内容について検証精度の向上を図った。

検証サポート要員

　　　他チームから検証サポート要員を派遣してもらい、検証

　　　用ツールで抽出した帳票について、システムの画面と帳

　　　票の印字内容の目視確認を行い、従来と同じ仕様の項目

　　　及び改修が発生した項目等、帳票全体について検証した。

　運用テストは、２００８年２月から５月までの期間で行い、そ

の間にサイクルテストを３回行うことができた。システムの

品質について、お客さまからの問い合わせ・不具合・要望を

蓄積した運用テスト問題管理票から分析した。

5.1  システムの品質について
　品質保証という観点から、ソフトウェア品質を設計品質と

プログラム品質という２つの品質でとらえた時、設計品質・

プログラム品質の両方が優れていなければユーザーの満足を得

ることはできない (文献[３])。

（１）設計品質

　　設計仕様がユーザーの要求に整合していること。

（２）プログラム品質

　　プログラムが設計仕様どおりに正しく動作すること。

　プログラム品質はトラブルの無いシステムを作り上げるため

の最低条件であり、設計品質はいかに正確にお客さまの要件を

理解し仕様に反映させるかが、ポイントとなる。

　しかし、私たちは往々にして、「どうやってバグや不具合を

減らすか」ということに目を向けがちである。もちろんこれら

のプログラム品質は絶対条件であるが、お客さまにとって正し

く動くことは「当たり前」のことであり、そのシステムがお客

さまにとって、どれだけ高いパフォーマンスを発揮できるかと

いう設計品質こそが、システムの価値をより高める指標である

と考える。

5.2  運用テストのもう１つの目的
　運用テストの目的には、お客さまが新機能を使用しながら

要件定義時にはイメージしにくかった部分を体感してもらう

ことで、システムテストで洗い出せなかった不具合のあぶり

出しがあるが、もう一つ重要な目的がある。それは、お客さま

の視点での意見を聞き、細かな設計品質を向上させるキーワード

を収集することである。実業務に近い形で動作確認を行うこ

とで、不都合と感じる点に対するフィードバックが得られる。

これらを改めて協議の場に上げることで、設計品質をもう

一度見直すチャンスが生まれるのである。

　お客さまからの問い合わせ・不具合・要望（＝フィードバック）

については運用テスト問題管理票として蓄積していった。個々

の問い合わせ・不具合・要望を受け付けた時に、当社で６種

類のランク付けを行い 表１のように分類した。

　ランクＳ・Ｂは重要度の大小はあるものの、本来であれば

当社内のシステムテストでクリアしておくべきプログラム品

質の問題である。一方、ランクＡは要件定義・設計レビュー

の成果が問われるもの、ランクＣ・Ｄが運用テストで浮かび

上がる運用上の問題点であり、共に設計品質に関わるもので

ある。

5.3  ランク集計結果
　運用テストを終えて問題管理票のランクを集計したところ、

図６に示す結果となった。

　まず、「要求仕様と差異がある」と判断される問題（ラン

クＡ）が全体の約半分を占めた。これは、お客さまがこうし

たいと考える「想い」を、設計レビューで反映しきれなかっ

たことが問題と考える。今回の設計レビューにおいて、より

要件に対する熟考が必要であったといえる。

　つぎに、要件定義時に想定しなかった要望（ランクＣ・Ｄ）

も多く見られた。これは、新しい運用を想定しシステムを動

かした場合に、当初考えていた流れでは業務に支障が出ると

いうことを、お客さまが改めて実感されて顕在化したと考えら

れる。また、これらの中には画面配置等の見直しを求められた

ものも少なからず存在した。これは、運用に極めて近い部分に

ある品質（使い勝手）である。例えば、今回のような水道業務

の場合、受付や異動入力において、特定の機能を連続して使用

する局面が多い。その際、項目の初期値や並び順は、システム

利用時の入力効率に大きく影響する。このようなお客さまの視

点での問題提起は、開発側で気がつくには限界があり、貴重な

フィードバックである。

　設計レビューに関する反省点はあったものの、この結果を受

けて、本番稼動に向けシステムを見直すチャンスを得ることが

でき、最終調整を行った。その結果、稼動後の運用に関する問

題はほとんど発生せず、新機能の利用方法もお客さまが直感的

に理解できる仕様となり、スムーズに新システムに移行するこ

とができた。

※１　運用テスト総括表
　　  即時・バッチの機能一覧を統合し、サブ業務ごとにテスト手順を記入。
　　  全体の進捗管理用。

サイクルテスト用のテストシナリオ。
各処理について担当者の進捗を記入。

動作確認・個別検証テストの一覧表。
各処理について担当者の進捗を記入。

お客さまからの問い合わせ・不具合・要望を
管理するもの。お客さまにて個票を記入し、
当社で一覧表を管理。

運用テスト
スケジュール

運用テスト
計画書

運用テスト
総括表

サイクルテスト
仕様書

動作確認・
個別検証一覧

運用テスト
問題管理一覧表

運用テスト
問題管理票
（個票）

※１

【作業分担】オンライン入力・検証、バッチ処理結果検証

賦課係

収納係

検針係

給排水係

→ 各種異動入力、調定処理関係を担当
→ 入金、滞納処理関係を担当
→ ハンディターミナル、検針処理関係を担当
→ 加入金、給水処理関係を担当

注）各係で２名～４名ほど。とりまとめ窓口は賦課係の担当者様。

【作業分担】運用テストサポート、テスト結果検証

常駐オペレータ

担当SE

検証サポート要員

→ バッチ処理実行、処理の監視と帳票出力
→ テストデータ生成、オペレーションサポート
　  テストデータ抽出、テスト結果検証、結果の記録 など

→ 住民発送帳票の検証サポート

Ａ
市
様 

水
道
部
門

イ
ン
テ
ッ
ク

ランク　　分類　　　　　　　　  説明　　　　　　　　 　 品質

Ｓ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

障害

障害

障害

要望

要望

要望

処理が正常に終了しない

要求仕様と差異がある

レイアウト等の軽微な問題

運用の見直しが必要なもの

運用にてカバー可能なもの

本改修とは関連性のないもの

プログラム品質

設計品質

プログラム品質

設計品質

設計品質

その他

A
52%

B
23%

C
7%

D
12%

E
1%
S
5%

 

Ａ市様 インテック

　　　事
　　前
　準
備

データのロード

テストデータ生成

テストケースの整理

テストケースのチェック

サイクルテストの開始 お客さまと並行して確認。テストに必要なデータの調査・設定等を併せて実施。

金融機関

金融機関と連携
・納付書と口座振替データ
  を元に入金データを作成

　１サイクル完了後
　・問題点の洗い出し
　・指摘事項の改善
　を行った後に、
　再度サイクルテストを実施

サイクルテストの終了

約３週間で1サイクル完了

異動入力 検針業務 調定（料金請求）業務 収納（入金処理）・滞納業務

実運用を想定した、開栓・

閉栓などの入力 請求額の算定もととなる水道
メーター検針を想定した作業

検針情報を基にして作成される、料
金請求データを想定した作業

請求に対する入金処理と、入金がなかったケー
スに対する、再請求～滞納処分を想定した作業

月初 ～ ２０日頃 翌月中旬以降

※1…Ｈ/Ｔ(ハンディターミナル)。検針用携帯端末。

月末 ～ 翌月上旬頃

・処理結果
　（請求額など）の確認
・納付書の内容確認
・口座振替データの内容確認

●入金があったケース
・入金処理結果の確認
●入金がなかったケース
・督促状の確認
・再振替データの内容確認

・催告状の確認
・停水対象の確認

納付書

CT CT

図４　サイクルテストイメージ

テストケース抽出 検証該当分 帳票作成

 ＯＲＡＣＬＥ

水栓情報
データベース

調定情報
データベース

収納情報
データベース

口座情報
データベース

帳票
CSVファイル
（注１）

テストケース抽出
（注２）

 Microsoft ACCESS 

検証該当分一覧
Microsoft EXCEL

（注１）
バッチ処理で使用している帳票作成ソフトウェア Wonderful Report
(ﾃﾗｿﾌﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ社製)用のインプットファイル。
納付書作成処理等で作成されたものを、そのまま使用する。

（注２）
水道業務のデータベースから、テストケース分を抽出し、帳票CSVファイル
と水栓番号等で照合。検証該当分一覧に帳票のページ番号を保存。

加工して
サーバーに
格納

帳票
CSVファイル
（注１）

検証該当分
TEXTファイル

検証分抽出
（注３）

 ＩＰＧ (cobol）

検証分帳票
CSVファイル

帳票作成ソフトウェア

 ※バッチサーバーで処理

検証該当分
帳票

（注３）
帳票CSVファイルと検証該当分
TEXTファイルを、ページ番号で照合
して検証該当分を抽出する。

図５  検証用ツール

表１  運用テストランク表

図６  障害・要望ランク割合

　今回の運用テスト工程でのサイクルテストは極めて有効と

感じた。しかし、今回の試みはお客さまの多大なご協力があっ

たからこそ、実現できたのである。今後のシステム開発において、

お客さまの「最小限のご協力」で「最大限の成果」を上げられ

るようにレベルアップするため、以下について取り組みたい。

（１）テストの効率化、自動化

　　　今回のプロジェクトで作成したテストデータ生成処理

　　や検証用ツールについて、さらにブラッシュアップして

　　いく。テストデータ生成についてはパターンの追加、検

　　証用ツールについては手作業（ファイルの加工等）の自

　　動化を行う。また、テスト時のドキュメントを今後のハー

　　ドリプレース等の大量テストが必要になる案件の際に活か

　　せるよう整備したい。

（２）お客さまの実務を知る

　　　お客さまの実務内容について、システム化されていない

　　部分も含め、私たちも学習が必要である。社団法人 日本水

　　道協会などから発行されている業務マニュアル等での一般

　　的な知識に加え、地域ごとあるいは地方自治体ごとに異な

　　る実務内容を、日頃から習得する努力が必要である。

　　　実務内容を把握することによって、より設計品質の高い

　　システムの構築と実運用に即したテストが実施できるはず

　　である。今回の運用テストではお客さまが主体となって

　　データ入力作業を行っていただいたが、当社のメンバー

　　が共同で行っていたら、メンバーの業務スキル向上と今後

　　のシステム開発に向け新たなヒントが得られたかもしれ

　　ない。

　私たちが携わる自治体システムは公共性の高いクリティカル

なものであり、正しく動くという「当たり前品質」を提供し続

けることが求められる。しかし、そこを終着点とするのではな

く、「当たり前品質」を基盤とし、その上に「魅力的品質」の

高いシステムを構築し提供することが重要である。『使いやす

いアプリケーションを開発しテストするためには、対象ユーザー

層とそのニーズを理解する必要がある』(文献[４])。お客さま

をよく知り、学び、信頼に応え、より強固なパートナーシップ

を構築していくことで、私たちが提供するシステムのパフォー

マンスを最大限引き出すことができると考えている。

○○○○○○○
○○○○○○○○

○○○○○○○
○○○○○○○○

●検針員のつもりで
Ｈ/Ｔ（※1）入力
・料金計算チェック
・お知らせ票チェック
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地方自治体の水道料金改定プロジェクト事例
～ユーザー参画型運用テストによる
品質向上へのアプローチ～

Case Study: Project for a Revising Water Rate at a Local Government
- Quality Improvement with User Participatory Operational Testing -

土田　逸朗
TSUCHIDA Itsurou

奥村　直樹
OKUMURA Naoki

1. はじめに

概要
　行政システム事業本部が提供する地方自治体の業務システムは、システムを直接利用する自治体の職員、ひい

てはその先にある住民ひとりひとりの生活を支える極めて公共性の高いシステムであり、常に高いシステム品質が

要求される。しかしその一方で、システムがもつべき機能の増加や改修の繰り返しによってシステムが肥大化し

複雑なものになっているという現状がある。このようなシステムに対して、多くの機能に影響する改修を行った場合、

いかに品質を保証しお客さまの要望に応えるかが課題となる。

　本稿では、Ａ市様水道料金システムの料金改定を含む条例改正対応プロジェクトにおいて、運用テストフェーズ

にお客さまにも参画していただき、本稼動を想定した、テストデータの準備と運用スケジュールの下で、テストを

実施した事例を紹介する。さらに、今後の自治体向け業務システムにおける大規模改修時のシステム品質をより

向上させる方策について考察する。
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6. おわりに

2. 料金改定プロジェクトについて

3. 課題と対策案の検討

2.1  導入スケジュール
　当本部が担当した料金改定プロジェクトのスケジュールを図1

に示す。２００７年６月にキックオフを行い、一年間の開発期間

を経て２００８年６月にカットオーバー (本稼動) した。今回のシ

ステム改修は、料金改定に加え、お客さまの業務の根本となる

運用そのものを変更する大幅な業務改革に対応するものであり、

大きく分けて３つの改修案件を現行システムに対して組み込んで

いく必要があった。改修規模はシステム全体の約４０％を超える

大掛かりなものとなった。これらの改修によって変更になった

機能はもちろん、変更がなかった機能も含めた全機能について、

約１年という極めて短期間の中で品質を保証しリリースしなけ

ればならなかった。

　そこで、システム全体のテスト・検証のため、お客さまの実

機テスト環境にて実データを使用した運用テストを、２００８年

２月中旬から５月中旬までの約３ヶ月間行うようにスケジュー

リングした。この期間の中で、金融機関等の外部機関との連携

テストやデータ移行のリハーサル・検証も行った。

2.2  システムへの影響
　今回の改修によるシステムの影響については以下のとおりで

あった。

（1）料金計算部分の変更

　　　オンライン処理、バッチ処理、ハンディターミナルのそ

　　れぞれの料金計算プログラムについて改修が必要となる。

　　開発言語がそれぞれで異なり、オンライン処理はVisual 

　　Basic、バッチ処理はCOBOL簡易言語、ハンディターミ

　　ナルはVisual C++で構築されている。

（２）主要なマスタの変更

　　　水栓情報

（1）

、調定情報

（2）

、収納情報等

（3）

の水道料金シ

　　ステムの基本となるマスタについて項目追加が発生する。

　　また、調定情報、収納情報のデータ構造が変更になり、こ

　　れらのデータを参照する処理に加えて、調定情報と収納情

　　報間を相互に連携する処理についても見直しが必要となる。

（３）画面・帳票の変更

　　　条例改正に伴う料金計算プログラムの改修やマスタの項

　　目追加に伴って、画面や帳票にも項目追加や様式変更が発

　　生する。月次処理や年次処理の各種集計表については集計

　　仕様を変更しなければならない。

（４）調定スケジュール・納付期限の変更

　　　調定処理、督促処理、催告処理等の処理サイクルが変更

　　になる。それに伴い各処理における対象データの抽出部分

　　や更新条件についても見直しが必要となる。

　上記（１）から（４）については、それぞれ相互に関連して

いる。料金計算部分が変更になった点も影響が大きいが、主要

なマスタについても項目追加やデータ構造の変更が発生し、そ

の結果、システムへの影響が広範囲に及んだ。上記（２）の影

響で、すべての実行モジュールは一括してリビルドが必要になっ

た。最終的にプログラムロジックについては、オンライン処理

は全５８０機能のうち約３５％、バッチ処理は全２２０処理のうち約

４５％について改修が必要となった。
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　当本部のお客さまである地方自治体は、全国的に見ると「平成

の大合併」といわれる市町村合併開始直前の１９９９年３月で

３,２３２市町村だったが、２０１０年３月には１,７６０市町村に統合さ

れる予定である（文献[1]）。このように自治体数は合併前と

比較するとほぼ半減しているが、合併する自治体は、複数市

町村のシステム統合作業が必要になり、その結果、１自治体

当たりのシステム規模は拡大し、システム内部の仕様、運用・

保守も複雑化してきている。これに対して当本部では、上記

の市町村合併によるシステム統合に加え、ほぼ毎年発生する税

制改正対応、コンビニやクレジットカードなど多様化する収納

チャネルへの対応などを行ってきた。

　Ａ市様（以下、お客さま）の水道料金システムは、合併によ

る複数市町村のシステム統合から数年が経過した。そして、

２００８年度に向けて料金改定を含む大幅な条例改正が施行され

ることとなった。この条例改正では、お客さまの業務の運用を

全面的に変更しなければならず、システム統合作業以来の大規

模なシステム改修が必要となった。

3.1 プロジェクトの課題
  条例改正によるシステム改修の影響が広範囲に及ぶなかで、

改修の主目的が業務運用変更ということもあり、運用テスト以

降の工程に対してより重きを置く必要があった。

　改修が発生した機能、改修がなかった機能も含め、いかに効

率よく確実にテスト・検証作業を行いシステムの品質を保証す

るかが、プロジェクトのミッションと考えている。しかし、以

下のような課題があった。

（１）的確な業務ＳＥのフォロー

　　　本システムは、お客さまの業務に特化したオリジナルシ

　　ステムである。水道業務のパッケージシステムの経験があ

　　るシステムエンジニア(ＳＥ)であっても、システムの根幹

　　部分である業務運用変更に伴う改修要件を的確に把握でき

　　るとは限らない。お客さまを担当する業務ＳＥは２名 (以下、

　　担当ＳＥ) で、それ以外のＳＥは今回新たに参画したメンバー

　　である。重要なポイントで、担当ＳＥのフォローが必要と

　　なることが予想された。

（２）スムーズな工程連携

　　　本稼動時期が決定しており、テスト以降の工程を重視

　　した結果、要件定義から設計工程の期間に余裕が無くなっ

　　た。設計工程では各プログラムに３つの改修案件の機能

　　を適切にマージして効率よく設計作業を行い、スムーズ

　　にプログラム製作工程へつなげなくてはならない。

3.2  対策案の検討
　今回の課題を解決するにあたり、設計工程と運用テスト工

程での対策を検討した。

　まずは設計工程で、担当ＳＥがレビューアーとなり、各設

計担当者が作成した設計書をレビューすることでお客さまと

の認識のズレを補正し、３つの改修案件の機能要件が漏れる

ことなく設計書に適切に反映されているかをチェックするこ

ととした。

　運用テスト工程では、業務運用変更を考慮したテストシナ

リオの設計及びテストデータの投入が必要となる。この工程で、

お客さまのご協力をいただき、合同で最終確認を行うことと

した。

　上記を踏まえ、今回とった対策は以下の２つとなった。

（１）設計レビューの徹底

（２）実業務を想定した運用テストの実施

OKUMURA Naoki

奥村　直樹

● 行政システム事業本部
　行政システムサービス部　システム第４課
● Ａ市様水道関係業務のシステム開発・保守に従事

土田　逸朗

● 行政システム事業本部
　行政システムサービス部　システム第２課
● Ａ市様水道関係業務のシステム開発・保守に従事

TSUCHIDA Itsurou

（1）水栓情報：メーターの口径、使用用途、設置場所、使用者等に関する項目を管理
（2）調定情報：料金請求時の使用水量、金額等に関する項目を管理
（3）収納情報：料金収入時の収入日、金額等に関する項目を管理

4. 品質保証に向けた対策の実施

5. 運用テスト後の考察

個
別
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図１  料金改定プロジェクトスケジュール

作業項目

キックオフ・準備
要件定義
設計
プログラム製作

システムテスト
（社内テスト環境を使用）"

運用テスト
（実機テスト環境を使用）

データ整備・移行
システム切替
本稼動

 ２００７年                             ２００８年

6月   7月   8月   9月 10月  11月 12月  1月   2月   3月  4月   5月   6月   7月   8月

図２  運用テストドキュメント

図３  テスト時の体制及び作業分担

4.1  設計レビューの徹底
　セオリーどおりではあるが、改修が発生するものはすべて、

上流工程である設計段階で、プログラム仕様書、ＪＯＢフロー、

画面・帳票レイアウトなどについてレビューを徹底した。

１回のレビューにつき２時間程度の時間で、週２回の頻度で行っ

た。品質向上には設計段階から、仕様の考慮不足、要件の漏

れや認識誤りなど、不具合要因を排除していくのが有効である。

特に要件に関する不具合は、発見が後工程になればなるほど、

修正工数が膨らむのである（文献[２]）。

　設計レビューでは、要求仕様に応じた設計書になっている

かという基本的内容のレビューと共に、「お客さまがこの要

求をどのように実現されることを望んでいるか」という観点

についても留意してレビューした。

　また、複雑な処理については、製作完了後にソースコードを

レビューし、ロジックの確認に加えコーディング内容（潜在バ

グの有無、保守の容易性等）についてもレビューを実施するこ

ととした。これによって、テスト後の手戻り工数及び本稼動後

の保守工数の削減が期待できる。

4.2  実業務を想定した運用テストの実施
　当社内テスト環境でのシステムテスト完了後、お客さま向け

に運用テストに関する説明会を開催し、テストスケジュールに

沿って運用テストを実施することとなった。運用テスト工程で

行った作業は以下のとおりである。

（１）事前準備作業

テスト環境の構築

　　既存の本番処理に影響を与えないよう、お客さまにテスト

　　用のサーバーとクライアントを用意していただき、サーバー

　　構築とテスト環境接続専用のクライアント設置を行った。

　　これにより、業務時間内でもバッチの大量更新処理が実行

　　できる環境が整った。

テストデータのセットアップ

　　テストデータを生成するプログラムを作成し、改修案件に

　　沿った仕様かつ各マスタ間の整合性を確保したデータのセッ

　　トアップを行った。また、プログラムやデータベース内の

　　「改定適用日」等の値をテスト用に設定しテストが円滑に

　　進むように考慮した。

テスト方法の分類とドキュメント整備

　　運用テスト計画を策定する中でテストの効率を上げるため、

　　処理の特性や改修度合いによって、テスト方法を以下の

　　２系統に分類し、テストシナリオなどの仕様書を作成した。

　　図２は、運用テストの主要なドキュメントである。

　　　　●

 

サイクルテスト

　　　異動入力→検針→調定（請求）→入金 のように、実際

　　　の業務と同じ流れでオンライン入力・バッチ処理等を業

　　　務サイクルが一巡するまで行うテスト。金融機関等との

　　　連携テストを含む。

　　　　●

 

動作確認・個別検証テスト

　　　業務上の処理順に左右されず随時確認できるもので、改

　　　修が発生せず動作確認すればよいものや軽微な改修に対

　　　するテスト。

（２）テスト実施体制の確立

　　　テスト時の体制及び作業分担を、図３に示す。今回の運

　　用テストのポイントとして以下の３点に重点を置き、お客

　　さまと当社の作業分担を定めた。

　　 実業務を想定したデータの入力

　　　お客さまが主担当となって、実業務で発生する異動のパ

　　　ターンを網羅したデータ入力をお願いした。当社の方で

　　　もテストデータを生成しお客さまの入力作業を補完する

　　　ようにした。

実業務を想定した処理スケジュール・処理順でのテスト実施

　　　当社で提示したテストシナリオをベースに、お客さまに

　　　さらに肉付けしていただき、実業務に近いものに随時改

　　　良していくこととした。

住民発送帳票の検証強化及び効率化

　　　大量に出力される住民向け帳票の検証用ツールを作成し

　　　検証作業の効率化を図った。また、実際の印字を検証す

　　　るために検証サポート要員を配置した。

（３）テスト実施

　　　サイクルテストのイメージを、図４に示す。この図で

　　示す『異動入力から収納・滞納業務』までの業務処理の

　　流れが１サイクルとなる。お客さまの場合、奇数月処理

　　と偶数月処理で検針対象が替わるので、２サイクル分の

　　処理を実施することによって市全域を網羅することになる。

　　テストを円滑に進めるために以下の処理をさらに作成した。

検針済情報の一括セットアップ

　　　ハンディターミナルでの全件入力が困難なため、未入力分

　　　について固定の水量・金額を一括で設定する処理を作成

　　　した。この処理で検針済情報を更新後、調定処理を実行

　　　して、本番処理と同等の検針件数と調定件数を確保した。

入金データ変換処理

　　　テストを進めるにつれ、収納済みのデータも必要になっ

　　　たので、本番系サーバーからコピーした入金データを

　　　旧レイアウトから新レイアウトに変換する処理を作成

　　　した。この変換処理によって、入金処理が随時、実施

　　　できるようになった。

　動作確認・個別検証テストについては、サイクルテストの合

間に実施した。テスト期間中は週１回のペースで、お客さまと

定例ミーティングを行い、テストの進捗や問題点等について協

議した。お客さまからの問い合わせ・不具合・要望などについ

ては、運用テスト問題管理票で管理した。

（４）住民発送帳票の検証強化

　　　住民に送る納付書や督促状などの住民発送帳票について

　　は当然ながら間違いがあってはならない。今回のプロジェ

　　クトでは以下のように対応した。

検証用ツール作成

　　　納付書等の大量に出力される住民向け帳票について、検

　　　証の効率と精度を上げるために作成した検証用ツールを

　　　図５に示す。各マスタからテストケースを抽出するツー

　　　ルと、帳票CSVから検証該当分を抽出して帳票を印刷

　　　するツールを作成し、検証時に活用した。

　　　また、一部の帳票について、帳票CSVに検証用の項目

　　　を追加し、各マスタと帳票CSV間の項目を機械的に照

　　　合し、帳票の編集内容について検証精度の向上を図った。

検証サポート要員

　　　他チームから検証サポート要員を派遣してもらい、検証

　　　用ツールで抽出した帳票について、システムの画面と帳

　　　票の印字内容の目視確認を行い、従来と同じ仕様の項目

　　　及び改修が発生した項目等、帳票全体について検証した。

　運用テストは、２００８年２月から５月までの期間で行い、そ

の間にサイクルテストを３回行うことができた。システムの

品質について、お客さまからの問い合わせ・不具合・要望を

蓄積した運用テスト問題管理票から分析した。

5.1  システムの品質について
　品質保証という観点から、ソフトウェア品質を設計品質と

プログラム品質という２つの品質でとらえた時、設計品質・

プログラム品質の両方が優れていなければユーザーの満足を得

ることはできない (文献[３])。

（１）設計品質

　　設計仕様がユーザーの要求に整合していること。

（２）プログラム品質

　　プログラムが設計仕様どおりに正しく動作すること。

　プログラム品質はトラブルの無いシステムを作り上げるため

の最低条件であり、設計品質はいかに正確にお客さまの要件を

理解し仕様に反映させるかが、ポイントとなる。

　しかし、私たちは往々にして、「どうやってバグや不具合を

減らすか」ということに目を向けがちである。もちろんこれら

のプログラム品質は絶対条件であるが、お客さまにとって正し

く動くことは「当たり前」のことであり、そのシステムがお客

さまにとって、どれだけ高いパフォーマンスを発揮できるかと

いう設計品質こそが、システムの価値をより高める指標である

と考える。

5.2  運用テストのもう１つの目的
　運用テストの目的には、お客さまが新機能を使用しながら

要件定義時にはイメージしにくかった部分を体感してもらう

ことで、システムテストで洗い出せなかった不具合のあぶり

出しがあるが、もう一つ重要な目的がある。それは、お客さま

の視点での意見を聞き、細かな設計品質を向上させるキーワード

を収集することである。実業務に近い形で動作確認を行うこ

とで、不都合と感じる点に対するフィードバックが得られる。

これらを改めて協議の場に上げることで、設計品質をもう

一度見直すチャンスが生まれるのである。

　お客さまからの問い合わせ・不具合・要望（＝フィードバック）

については運用テスト問題管理票として蓄積していった。個々

の問い合わせ・不具合・要望を受け付けた時に、当社で６種

類のランク付けを行い 表１のように分類した。

　ランクＳ・Ｂは重要度の大小はあるものの、本来であれば

当社内のシステムテストでクリアしておくべきプログラム品

質の問題である。一方、ランクＡは要件定義・設計レビュー

の成果が問われるもの、ランクＣ・Ｄが運用テストで浮かび

上がる運用上の問題点であり、共に設計品質に関わるもので

ある。

5.3  ランク集計結果
　運用テストを終えて問題管理票のランクを集計したところ、

図６に示す結果となった。

　まず、「要求仕様と差異がある」と判断される問題（ラン

クＡ）が全体の約半分を占めた。これは、お客さまがこうし

たいと考える「想い」を、設計レビューで反映しきれなかっ

たことが問題と考える。今回の設計レビューにおいて、より

要件に対する熟考が必要であったといえる。

　つぎに、要件定義時に想定しなかった要望（ランクＣ・Ｄ）

も多く見られた。これは、新しい運用を想定しシステムを動

かした場合に、当初考えていた流れでは業務に支障が出ると

いうことを、お客さまが改めて実感されて顕在化したと考えら

れる。また、これらの中には画面配置等の見直しを求められた

ものも少なからず存在した。これは、運用に極めて近い部分に

ある品質（使い勝手）である。例えば、今回のような水道業務

の場合、受付や異動入力において、特定の機能を連続して使用

する局面が多い。その際、項目の初期値や並び順は、システム

利用時の入力効率に大きく影響する。このようなお客さまの視

点での問題提起は、開発側で気がつくには限界があり、貴重な

フィードバックである。

　設計レビューに関する反省点はあったものの、この結果を受

けて、本番稼動に向けシステムを見直すチャンスを得ることが

でき、最終調整を行った。その結果、稼動後の運用に関する問

題はほとんど発生せず、新機能の利用方法もお客さまが直感的

に理解できる仕様となり、スムーズに新システムに移行するこ

とができた。

※１　運用テスト総括表
　　  即時・バッチの機能一覧を統合し、サブ業務ごとにテスト手順を記入。
　　  全体の進捗管理用。

サイクルテスト用のテストシナリオ。
各処理について担当者の進捗を記入。

動作確認・個別検証テストの一覧表。
各処理について担当者の進捗を記入。

お客さまからの問い合わせ・不具合・要望を
管理するもの。お客さまにて個票を記入し、
当社で一覧表を管理。

運用テスト
スケジュール

運用テスト
計画書

運用テスト
総括表

サイクルテスト
仕様書

動作確認・
個別検証一覧

運用テスト
問題管理一覧表

運用テスト
問題管理票
（個票）

※１

【作業分担】オンライン入力・検証、バッチ処理結果検証

賦課係

収納係

検針係

給排水係

→ 各種異動入力、調定処理関係を担当
→ 入金、滞納処理関係を担当
→ ハンディターミナル、検針処理関係を担当
→ 加入金、給水処理関係を担当

注）各係で２名～４名ほど。とりまとめ窓口は賦課係の担当者様。

【作業分担】運用テストサポート、テスト結果検証

常駐オペレータ

担当SE

検証サポート要員

→ バッチ処理実行、処理の監視と帳票出力
→ テストデータ生成、オペレーションサポート
　  テストデータ抽出、テスト結果検証、結果の記録 など

→ 住民発送帳票の検証サポート
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ランク　　分類　　　　　　　　  説明　　　　　　　　 　 品質

Ｓ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

障害

障害

障害

要望

要望

要望

処理が正常に終了しない

要求仕様と差異がある

レイアウト等の軽微な問題

運用の見直しが必要なもの

運用にてカバー可能なもの

本改修とは関連性のないもの

プログラム品質

設計品質

プログラム品質

設計品質

設計品質

その他

A
52%

B
23%

C
7%

D
12%

E
1%
S
5%

 

Ａ市様 インテック

　　　事
　　前
　準
備

データのロード

テストデータ生成

テストケースの整理

テストケースのチェック

サイクルテストの開始 お客さまと並行して確認。テストに必要なデータの調査・設定等を併せて実施。

金融機関

金融機関と連携
・納付書と口座振替データ
  を元に入金データを作成

　１サイクル完了後
　・問題点の洗い出し
　・指摘事項の改善
　を行った後に、
　再度サイクルテストを実施

サイクルテストの終了

約３週間で1サイクル完了

異動入力 検針業務 調定（料金請求）業務 収納（入金処理）・滞納業務

実運用を想定した、開栓・

閉栓などの入力 請求額の算定もととなる水道
メーター検針を想定した作業

検針情報を基にして作成される、料
金請求データを想定した作業

請求に対する入金処理と、入金がなかったケー
スに対する、再請求～滞納処分を想定した作業

月初 ～ ２０日頃 翌月中旬以降

※1…Ｈ/Ｔ(ハンディターミナル)。検針用携帯端末。

月末 ～ 翌月上旬頃

・処理結果
　（請求額など）の確認
・納付書の内容確認
・口座振替データの内容確認

●入金があったケース
・入金処理結果の確認
●入金がなかったケース
・督促状の確認
・再振替データの内容確認

・催告状の確認
・停水対象の確認

納付書

CT CT

図４　サイクルテストイメージ

テストケース抽出 検証該当分 帳票作成

 ＯＲＡＣＬＥ

水栓情報
データベース

調定情報
データベース

収納情報
データベース

口座情報
データベース

帳票
CSVファイル
（注１）

テストケース抽出
（注２）

 Microsoft ACCESS 

検証該当分一覧
Microsoft EXCEL

（注１）
バッチ処理で使用している帳票作成ソフトウェア Wonderful Report
(ﾃﾗｿﾌﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ社製)用のインプットファイル。
納付書作成処理等で作成されたものを、そのまま使用する。

（注２）
水道業務のデータベースから、テストケース分を抽出し、帳票CSVファイル
と水栓番号等で照合。検証該当分一覧に帳票のページ番号を保存。

加工して
サーバーに
格納

帳票
CSVファイル
（注１）

検証該当分
TEXTファイル

検証分抽出
（注３）

 ＩＰＧ (cobol）

検証分帳票
CSVファイル

帳票作成ソフトウェア

 ※バッチサーバーで処理

検証該当分
帳票

（注３）
帳票CSVファイルと検証該当分
TEXTファイルを、ページ番号で照合
して検証該当分を抽出する。

図５  検証用ツール

表１  運用テストランク表

図６  障害・要望ランク割合

　今回の運用テスト工程でのサイクルテストは極めて有効と

感じた。しかし、今回の試みはお客さまの多大なご協力があっ

たからこそ、実現できたのである。今後のシステム開発において、

お客さまの「最小限のご協力」で「最大限の成果」を上げられ

るようにレベルアップするため、以下について取り組みたい。

（１）テストの効率化、自動化

　　　今回のプロジェクトで作成したテストデータ生成処理

　　や検証用ツールについて、さらにブラッシュアップして

　　いく。テストデータ生成についてはパターンの追加、検

　　証用ツールについては手作業（ファイルの加工等）の自

　　動化を行う。また、テスト時のドキュメントを今後のハー

　　ドリプレース等の大量テストが必要になる案件の際に活か

　　せるよう整備したい。

（２）お客さまの実務を知る

　　　お客さまの実務内容について、システム化されていない

　　部分も含め、私たちも学習が必要である。社団法人 日本水

　　道協会などから発行されている業務マニュアル等での一般

　　的な知識に加え、地域ごとあるいは地方自治体ごとに異な

　　る実務内容を、日頃から習得する努力が必要である。

　　　実務内容を把握することによって、より設計品質の高い

　　システムの構築と実運用に即したテストが実施できるはず

　　である。今回の運用テストではお客さまが主体となって

　　データ入力作業を行っていただいたが、当社のメンバー

　　が共同で行っていたら、メンバーの業務スキル向上と今後

　　のシステム開発に向け新たなヒントが得られたかもしれ

　　ない。

　私たちが携わる自治体システムは公共性の高いクリティカル

なものであり、正しく動くという「当たり前品質」を提供し続

けることが求められる。しかし、そこを終着点とするのではな

く、「当たり前品質」を基盤とし、その上に「魅力的品質」の

高いシステムを構築し提供することが重要である。『使いやす

いアプリケーションを開発しテストするためには、対象ユーザー

層とそのニーズを理解する必要がある』(文献[４])。お客さま

をよく知り、学び、信頼に応え、より強固なパートナーシップ

を構築していくことで、私たちが提供するシステムのパフォー

マンスを最大限引き出すことができると考えている。

○○○○○○○
○○○○○○○○

○○○○○○○
○○○○○○○○

●検針員のつもりで
Ｈ/Ｔ（※1）入力
・料金計算チェック
・お知らせ票チェック
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地方自治体の水道料金改定プロジェクト事例
～ユーザー参画型運用テストによる
品質向上へのアプローチ～

Case Study: Project for a Revising Water Rate at a Local Government
- Quality Improvement with User Participatory Operational Testing -

土田　逸朗
TSUCHIDA Itsurou

奥村　直樹
OKUMURA Naoki

1. はじめに

概要
　行政システム事業本部が提供する地方自治体の業務システムは、システムを直接利用する自治体の職員、ひい

てはその先にある住民ひとりひとりの生活を支える極めて公共性の高いシステムであり、常に高いシステム品質が

要求される。しかしその一方で、システムがもつべき機能の増加や改修の繰り返しによってシステムが肥大化し

複雑なものになっているという現状がある。このようなシステムに対して、多くの機能に影響する改修を行った場合、

いかに品質を保証しお客さまの要望に応えるかが課題となる。

　本稿では、Ａ市様水道料金システムの料金改定を含む条例改正対応プロジェクトにおいて、運用テストフェーズ

にお客さまにも参画していただき、本稼動を想定した、テストデータの準備と運用スケジュールの下で、テストを

実施した事例を紹介する。さらに、今後の自治体向け業務システムにおける大規模改修時のシステム品質をより

向上させる方策について考察する。

個
別
論
文

個
別
論
文

個
別
論
文

6. おわりに

2. 料金改定プロジェクトについて

3. 課題と対策案の検討

2.1  導入スケジュール
　当本部が担当した料金改定プロジェクトのスケジュールを図1

に示す。２００７年６月にキックオフを行い、一年間の開発期間

を経て２００８年６月にカットオーバー (本稼動) した。今回のシ

ステム改修は、料金改定に加え、お客さまの業務の根本となる

運用そのものを変更する大幅な業務改革に対応するものであり、

大きく分けて３つの改修案件を現行システムに対して組み込んで

いく必要があった。改修規模はシステム全体の約４０％を超える

大掛かりなものとなった。これらの改修によって変更になった

機能はもちろん、変更がなかった機能も含めた全機能について、

約１年という極めて短期間の中で品質を保証しリリースしなけ

ればならなかった。

　そこで、システム全体のテスト・検証のため、お客さまの実

機テスト環境にて実データを使用した運用テストを、２００８年

２月中旬から５月中旬までの約３ヶ月間行うようにスケジュー

リングした。この期間の中で、金融機関等の外部機関との連携

テストやデータ移行のリハーサル・検証も行った。

2.2  システムへの影響
　今回の改修によるシステムの影響については以下のとおりで

あった。

（1）料金計算部分の変更

　　　オンライン処理、バッチ処理、ハンディターミナルのそ

　　れぞれの料金計算プログラムについて改修が必要となる。

　　開発言語がそれぞれで異なり、オンライン処理はVisual 

　　Basic、バッチ処理はCOBOL簡易言語、ハンディターミ

　　ナルはVisual C++で構築されている。

（２）主要なマスタの変更

　　　水栓情報

（1）

、調定情報

（2）

、収納情報等

（3）

の水道料金シ

　　ステムの基本となるマスタについて項目追加が発生する。

　　また、調定情報、収納情報のデータ構造が変更になり、こ

　　れらのデータを参照する処理に加えて、調定情報と収納情

　　報間を相互に連携する処理についても見直しが必要となる。

（３）画面・帳票の変更

　　　条例改正に伴う料金計算プログラムの改修やマスタの項

　　目追加に伴って、画面や帳票にも項目追加や様式変更が発

　　生する。月次処理や年次処理の各種集計表については集計

　　仕様を変更しなければならない。

（４）調定スケジュール・納付期限の変更

　　　調定処理、督促処理、催告処理等の処理サイクルが変更

　　になる。それに伴い各処理における対象データの抽出部分

　　や更新条件についても見直しが必要となる。

　上記（１）から（４）については、それぞれ相互に関連して

いる。料金計算部分が変更になった点も影響が大きいが、主要

なマスタについても項目追加やデータ構造の変更が発生し、そ

の結果、システムへの影響が広範囲に及んだ。上記（２）の影

響で、すべての実行モジュールは一括してリビルドが必要になっ

た。最終的にプログラムロジックについては、オンライン処理

は全５８０機能のうち約３５％、バッチ処理は全２２０処理のうち約

４５％について改修が必要となった。
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　当本部のお客さまである地方自治体は、全国的に見ると「平成

の大合併」といわれる市町村合併開始直前の１９９９年３月で

３,２３２市町村だったが、２０１０年３月には１,７６０市町村に統合さ

れる予定である（文献[1]）。このように自治体数は合併前と

比較するとほぼ半減しているが、合併する自治体は、複数市

町村のシステム統合作業が必要になり、その結果、１自治体

当たりのシステム規模は拡大し、システム内部の仕様、運用・

保守も複雑化してきている。これに対して当本部では、上記

の市町村合併によるシステム統合に加え、ほぼ毎年発生する税

制改正対応、コンビニやクレジットカードなど多様化する収納

チャネルへの対応などを行ってきた。

　Ａ市様（以下、お客さま）の水道料金システムは、合併によ

る複数市町村のシステム統合から数年が経過した。そして、

２００８年度に向けて料金改定を含む大幅な条例改正が施行され

ることとなった。この条例改正では、お客さまの業務の運用を

全面的に変更しなければならず、システム統合作業以来の大規

模なシステム改修が必要となった。

3.1 プロジェクトの課題
  条例改正によるシステム改修の影響が広範囲に及ぶなかで、

改修の主目的が業務運用変更ということもあり、運用テスト以

降の工程に対してより重きを置く必要があった。

　改修が発生した機能、改修がなかった機能も含め、いかに効

率よく確実にテスト・検証作業を行いシステムの品質を保証す

るかが、プロジェクトのミッションと考えている。しかし、以

下のような課題があった。

（１）的確な業務ＳＥのフォロー

　　　本システムは、お客さまの業務に特化したオリジナルシ

　　ステムである。水道業務のパッケージシステムの経験があ

　　るシステムエンジニア(ＳＥ)であっても、システムの根幹

　　部分である業務運用変更に伴う改修要件を的確に把握でき

　　るとは限らない。お客さまを担当する業務ＳＥは２名 (以下、

　　担当ＳＥ) で、それ以外のＳＥは今回新たに参画したメンバー

　　である。重要なポイントで、担当ＳＥのフォローが必要と

　　なることが予想された。

（２）スムーズな工程連携

　　　本稼動時期が決定しており、テスト以降の工程を重視

　　した結果、要件定義から設計工程の期間に余裕が無くなっ

　　た。設計工程では各プログラムに３つの改修案件の機能

　　を適切にマージして効率よく設計作業を行い、スムーズ

　　にプログラム製作工程へつなげなくてはならない。

3.2  対策案の検討
　今回の課題を解決するにあたり、設計工程と運用テスト工

程での対策を検討した。

　まずは設計工程で、担当ＳＥがレビューアーとなり、各設

計担当者が作成した設計書をレビューすることでお客さまと

の認識のズレを補正し、３つの改修案件の機能要件が漏れる

ことなく設計書に適切に反映されているかをチェックするこ

ととした。

　運用テスト工程では、業務運用変更を考慮したテストシナ

リオの設計及びテストデータの投入が必要となる。この工程で、

お客さまのご協力をいただき、合同で最終確認を行うことと

した。

　上記を踏まえ、今回とった対策は以下の２つとなった。

（１）設計レビューの徹底

（２）実業務を想定した運用テストの実施

OKUMURA Naoki

奥村　直樹

● 行政システム事業本部
　行政システムサービス部　システム第４課
● Ａ市様水道関係業務のシステム開発・保守に従事
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● 行政システム事業本部
　行政システムサービス部　システム第２課
● Ａ市様水道関係業務のシステム開発・保守に従事
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（1）水栓情報：メーターの口径、使用用途、設置場所、使用者等に関する項目を管理
（2）調定情報：料金請求時の使用水量、金額等に関する項目を管理
（3）収納情報：料金収入時の収入日、金額等に関する項目を管理

4. 品質保証に向けた対策の実施

5. 運用テスト後の考察
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図１  料金改定プロジェクトスケジュール

作業項目

キックオフ・準備
要件定義
設計
プログラム製作

システムテスト
（社内テスト環境を使用）"

運用テスト
（実機テスト環境を使用）

データ整備・移行
システム切替
本稼動

 ２００７年                             ２００８年

6月   7月   8月   9月 10月  11月 12月  1月   2月   3月  4月   5月   6月   7月   8月

図２  運用テストドキュメント

図３  テスト時の体制及び作業分担

4.1  設計レビューの徹底
　セオリーどおりではあるが、改修が発生するものはすべて、

上流工程である設計段階で、プログラム仕様書、ＪＯＢフロー、

画面・帳票レイアウトなどについてレビューを徹底した。

１回のレビューにつき２時間程度の時間で、週２回の頻度で行っ

た。品質向上には設計段階から、仕様の考慮不足、要件の漏

れや認識誤りなど、不具合要因を排除していくのが有効である。

特に要件に関する不具合は、発見が後工程になればなるほど、

修正工数が膨らむのである（文献[２]）。

　設計レビューでは、要求仕様に応じた設計書になっている

かという基本的内容のレビューと共に、「お客さまがこの要

求をどのように実現されることを望んでいるか」という観点

についても留意してレビューした。

　また、複雑な処理については、製作完了後にソースコードを

レビューし、ロジックの確認に加えコーディング内容（潜在バ

グの有無、保守の容易性等）についてもレビューを実施するこ

ととした。これによって、テスト後の手戻り工数及び本稼動後

の保守工数の削減が期待できる。

4.2  実業務を想定した運用テストの実施
　当社内テスト環境でのシステムテスト完了後、お客さま向け

に運用テストに関する説明会を開催し、テストスケジュールに

沿って運用テストを実施することとなった。運用テスト工程で

行った作業は以下のとおりである。

（１）事前準備作業

テスト環境の構築

　　既存の本番処理に影響を与えないよう、お客さまにテスト

　　用のサーバーとクライアントを用意していただき、サーバー

　　構築とテスト環境接続専用のクライアント設置を行った。

　　これにより、業務時間内でもバッチの大量更新処理が実行

　　できる環境が整った。

テストデータのセットアップ

　　テストデータを生成するプログラムを作成し、改修案件に

　　沿った仕様かつ各マスタ間の整合性を確保したデータのセッ

　　トアップを行った。また、プログラムやデータベース内の

　　「改定適用日」等の値をテスト用に設定しテストが円滑に

　　進むように考慮した。

テスト方法の分類とドキュメント整備

　　運用テスト計画を策定する中でテストの効率を上げるため、

　　処理の特性や改修度合いによって、テスト方法を以下の

　　２系統に分類し、テストシナリオなどの仕様書を作成した。

　　図２は、運用テストの主要なドキュメントである。

　　　　●

 

サイクルテスト

　　　異動入力→検針→調定（請求）→入金 のように、実際

　　　の業務と同じ流れでオンライン入力・バッチ処理等を業

　　　務サイクルが一巡するまで行うテスト。金融機関等との

　　　連携テストを含む。

　　　　●

 

動作確認・個別検証テスト

　　　業務上の処理順に左右されず随時確認できるもので、改

　　　修が発生せず動作確認すればよいものや軽微な改修に対

　　　するテスト。

（２）テスト実施体制の確立

　　　テスト時の体制及び作業分担を、図３に示す。今回の運

　　用テストのポイントとして以下の３点に重点を置き、お客

　　さまと当社の作業分担を定めた。

　　 実業務を想定したデータの入力

　　　お客さまが主担当となって、実業務で発生する異動のパ

　　　ターンを網羅したデータ入力をお願いした。当社の方で

　　　もテストデータを生成しお客さまの入力作業を補完する

　　　ようにした。

実業務を想定した処理スケジュール・処理順でのテスト実施

　　　当社で提示したテストシナリオをベースに、お客さまに

　　　さらに肉付けしていただき、実業務に近いものに随時改

　　　良していくこととした。

住民発送帳票の検証強化及び効率化

　　　大量に出力される住民向け帳票の検証用ツールを作成し

　　　検証作業の効率化を図った。また、実際の印字を検証す

　　　るために検証サポート要員を配置した。

（３）テスト実施

　　　サイクルテストのイメージを、図４に示す。この図で

　　示す『異動入力から収納・滞納業務』までの業務処理の

　　流れが１サイクルとなる。お客さまの場合、奇数月処理

　　と偶数月処理で検針対象が替わるので、２サイクル分の

　　処理を実施することによって市全域を網羅することになる。

　　テストを円滑に進めるために以下の処理をさらに作成した。

検針済情報の一括セットアップ

　　　ハンディターミナルでの全件入力が困難なため、未入力分

　　　について固定の水量・金額を一括で設定する処理を作成

　　　した。この処理で検針済情報を更新後、調定処理を実行

　　　して、本番処理と同等の検針件数と調定件数を確保した。

入金データ変換処理

　　　テストを進めるにつれ、収納済みのデータも必要になっ

　　　たので、本番系サーバーからコピーした入金データを

　　　旧レイアウトから新レイアウトに変換する処理を作成

　　　した。この変換処理によって、入金処理が随時、実施

　　　できるようになった。

　動作確認・個別検証テストについては、サイクルテストの合

間に実施した。テスト期間中は週１回のペースで、お客さまと

定例ミーティングを行い、テストの進捗や問題点等について協

議した。お客さまからの問い合わせ・不具合・要望などについ

ては、運用テスト問題管理票で管理した。

（４）住民発送帳票の検証強化

　　　住民に送る納付書や督促状などの住民発送帳票について

　　は当然ながら間違いがあってはならない。今回のプロジェ

　　クトでは以下のように対応した。

検証用ツール作成

　　　納付書等の大量に出力される住民向け帳票について、検

　　　証の効率と精度を上げるために作成した検証用ツールを

　　　図５に示す。各マスタからテストケースを抽出するツー

　　　ルと、帳票CSVから検証該当分を抽出して帳票を印刷

　　　するツールを作成し、検証時に活用した。

　　　また、一部の帳票について、帳票CSVに検証用の項目

　　　を追加し、各マスタと帳票CSV間の項目を機械的に照

　　　合し、帳票の編集内容について検証精度の向上を図った。

検証サポート要員

　　　他チームから検証サポート要員を派遣してもらい、検証

　　　用ツールで抽出した帳票について、システムの画面と帳

　　　票の印字内容の目視確認を行い、従来と同じ仕様の項目

　　　及び改修が発生した項目等、帳票全体について検証した。

　運用テストは、２００８年２月から５月までの期間で行い、そ

の間にサイクルテストを３回行うことができた。システムの

品質について、お客さまからの問い合わせ・不具合・要望を

蓄積した運用テスト問題管理票から分析した。

5.1  システムの品質について
　品質保証という観点から、ソフトウェア品質を設計品質と

プログラム品質という２つの品質でとらえた時、設計品質・

プログラム品質の両方が優れていなければユーザーの満足を得

ることはできない (文献[３])。

（１）設計品質

　　設計仕様がユーザーの要求に整合していること。

（２）プログラム品質

　　プログラムが設計仕様どおりに正しく動作すること。

　プログラム品質はトラブルの無いシステムを作り上げるため

の最低条件であり、設計品質はいかに正確にお客さまの要件を

理解し仕様に反映させるかが、ポイントとなる。

　しかし、私たちは往々にして、「どうやってバグや不具合を

減らすか」ということに目を向けがちである。もちろんこれら

のプログラム品質は絶対条件であるが、お客さまにとって正し

く動くことは「当たり前」のことであり、そのシステムがお客

さまにとって、どれだけ高いパフォーマンスを発揮できるかと

いう設計品質こそが、システムの価値をより高める指標である

と考える。

5.2  運用テストのもう１つの目的
　運用テストの目的には、お客さまが新機能を使用しながら

要件定義時にはイメージしにくかった部分を体感してもらう

ことで、システムテストで洗い出せなかった不具合のあぶり

出しがあるが、もう一つ重要な目的がある。それは、お客さま

の視点での意見を聞き、細かな設計品質を向上させるキーワード

を収集することである。実業務に近い形で動作確認を行うこ

とで、不都合と感じる点に対するフィードバックが得られる。

これらを改めて協議の場に上げることで、設計品質をもう

一度見直すチャンスが生まれるのである。

　お客さまからの問い合わせ・不具合・要望（＝フィードバック）

については運用テスト問題管理票として蓄積していった。個々

の問い合わせ・不具合・要望を受け付けた時に、当社で６種

類のランク付けを行い 表１のように分類した。

　ランクＳ・Ｂは重要度の大小はあるものの、本来であれば

当社内のシステムテストでクリアしておくべきプログラム品

質の問題である。一方、ランクＡは要件定義・設計レビュー

の成果が問われるもの、ランクＣ・Ｄが運用テストで浮かび

上がる運用上の問題点であり、共に設計品質に関わるもので

ある。

5.3  ランク集計結果
　運用テストを終えて問題管理票のランクを集計したところ、

図６に示す結果となった。

　まず、「要求仕様と差異がある」と判断される問題（ラン

クＡ）が全体の約半分を占めた。これは、お客さまがこうし

たいと考える「想い」を、設計レビューで反映しきれなかっ

たことが問題と考える。今回の設計レビューにおいて、より

要件に対する熟考が必要であったといえる。

　つぎに、要件定義時に想定しなかった要望（ランクＣ・Ｄ）

も多く見られた。これは、新しい運用を想定しシステムを動

かした場合に、当初考えていた流れでは業務に支障が出ると

いうことを、お客さまが改めて実感されて顕在化したと考えら

れる。また、これらの中には画面配置等の見直しを求められた

ものも少なからず存在した。これは、運用に極めて近い部分に

ある品質（使い勝手）である。例えば、今回のような水道業務

の場合、受付や異動入力において、特定の機能を連続して使用

する局面が多い。その際、項目の初期値や並び順は、システム

利用時の入力効率に大きく影響する。このようなお客さまの視

点での問題提起は、開発側で気がつくには限界があり、貴重な

フィードバックである。

　設計レビューに関する反省点はあったものの、この結果を受

けて、本番稼動に向けシステムを見直すチャンスを得ることが

でき、最終調整を行った。その結果、稼動後の運用に関する問

題はほとんど発生せず、新機能の利用方法もお客さまが直感的

に理解できる仕様となり、スムーズに新システムに移行するこ

とができた。

※１　運用テスト総括表
　　  即時・バッチの機能一覧を統合し、サブ業務ごとにテスト手順を記入。
　　  全体の進捗管理用。

サイクルテスト用のテストシナリオ。
各処理について担当者の進捗を記入。

動作確認・個別検証テストの一覧表。
各処理について担当者の進捗を記入。

お客さまからの問い合わせ・不具合・要望を
管理するもの。お客さまにて個票を記入し、
当社で一覧表を管理。

運用テスト
スケジュール

運用テスト
計画書

運用テスト
総括表

サイクルテスト
仕様書

動作確認・
個別検証一覧

運用テスト
問題管理一覧表

運用テスト
問題管理票
（個票）

※１

【作業分担】オンライン入力・検証、バッチ処理結果検証

賦課係

収納係

検針係

給排水係

→ 各種異動入力、調定処理関係を担当
→ 入金、滞納処理関係を担当
→ ハンディターミナル、検針処理関係を担当
→ 加入金、給水処理関係を担当

注）各係で２名～４名ほど。とりまとめ窓口は賦課係の担当者様。

【作業分担】運用テストサポート、テスト結果検証

常駐オペレータ

担当SE

検証サポート要員

→ バッチ処理実行、処理の監視と帳票出力
→ テストデータ生成、オペレーションサポート
　  テストデータ抽出、テスト結果検証、結果の記録 など

→ 住民発送帳票の検証サポート

Ａ
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様 
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道
部
門

イ
ン
テ
ッ
ク

ランク　　分類　　　　　　　　  説明　　　　　　　　 　 品質

Ｓ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

障害

障害

障害

要望

要望

要望

処理が正常に終了しない

要求仕様と差異がある

レイアウト等の軽微な問題

運用の見直しが必要なもの

運用にてカバー可能なもの

本改修とは関連性のないもの

プログラム品質

設計品質

プログラム品質

設計品質

設計品質

その他

A
52%

B
23%

C
7%

D
12%

E
1%
S
5%

 

Ａ市様 インテック

　　　事
　　前
　準
備

データのロード

テストデータ生成

テストケースの整理

テストケースのチェック

サイクルテストの開始 お客さまと並行して確認。テストに必要なデータの調査・設定等を併せて実施。

金融機関

金融機関と連携
・納付書と口座振替データ
  を元に入金データを作成

　１サイクル完了後
　・問題点の洗い出し
　・指摘事項の改善
　を行った後に、
　再度サイクルテストを実施

サイクルテストの終了

約３週間で1サイクル完了

異動入力 検針業務 調定（料金請求）業務 収納（入金処理）・滞納業務

実運用を想定した、開栓・

閉栓などの入力 請求額の算定もととなる水道
メーター検針を想定した作業

検針情報を基にして作成される、料
金請求データを想定した作業

請求に対する入金処理と、入金がなかったケー
スに対する、再請求～滞納処分を想定した作業

月初 ～ ２０日頃 翌月中旬以降

※1…Ｈ/Ｔ(ハンディターミナル)。検針用携帯端末。

月末 ～ 翌月上旬頃

・処理結果
　（請求額など）の確認
・納付書の内容確認
・口座振替データの内容確認

●入金があったケース
・入金処理結果の確認
●入金がなかったケース
・督促状の確認
・再振替データの内容確認

・催告状の確認
・停水対象の確認

納付書

CT CT

図４　サイクルテストイメージ

テストケース抽出 検証該当分 帳票作成

 ＯＲＡＣＬＥ

水栓情報
データベース

調定情報
データベース

収納情報
データベース

口座情報
データベース

帳票
CSVファイル
（注１）

テストケース抽出
（注２）

 Microsoft ACCESS 

検証該当分一覧
Microsoft EXCEL

（注１）
バッチ処理で使用している帳票作成ソフトウェア Wonderful Report
(ﾃﾗｿﾌﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ社製)用のインプットファイル。
納付書作成処理等で作成されたものを、そのまま使用する。

（注２）
水道業務のデータベースから、テストケース分を抽出し、帳票CSVファイル
と水栓番号等で照合。検証該当分一覧に帳票のページ番号を保存。

加工して
サーバーに
格納

帳票
CSVファイル
（注１）

検証該当分
TEXTファイル

検証分抽出
（注３）

 ＩＰＧ (cobol）

検証分帳票
CSVファイル

帳票作成ソフトウェア

 ※バッチサーバーで処理

検証該当分
帳票

（注３）
帳票CSVファイルと検証該当分
TEXTファイルを、ページ番号で照合
して検証該当分を抽出する。

図５  検証用ツール

表１  運用テストランク表

図６  障害・要望ランク割合

　今回の運用テスト工程でのサイクルテストは極めて有効と

感じた。しかし、今回の試みはお客さまの多大なご協力があっ

たからこそ、実現できたのである。今後のシステム開発において、

お客さまの「最小限のご協力」で「最大限の成果」を上げられ

るようにレベルアップするため、以下について取り組みたい。

（１）テストの効率化、自動化

　　　今回のプロジェクトで作成したテストデータ生成処理

　　や検証用ツールについて、さらにブラッシュアップして

　　いく。テストデータ生成についてはパターンの追加、検

　　証用ツールについては手作業（ファイルの加工等）の自

　　動化を行う。また、テスト時のドキュメントを今後のハー

　　ドリプレース等の大量テストが必要になる案件の際に活か

　　せるよう整備したい。

（２）お客さまの実務を知る

　　　お客さまの実務内容について、システム化されていない

　　部分も含め、私たちも学習が必要である。社団法人 日本水

　　道協会などから発行されている業務マニュアル等での一般

　　的な知識に加え、地域ごとあるいは地方自治体ごとに異な

　　る実務内容を、日頃から習得する努力が必要である。

　　　実務内容を把握することによって、より設計品質の高い

　　システムの構築と実運用に即したテストが実施できるはず

　　である。今回の運用テストではお客さまが主体となって

　　データ入力作業を行っていただいたが、当社のメンバー

　　が共同で行っていたら、メンバーの業務スキル向上と今後

　　のシステム開発に向け新たなヒントが得られたかもしれ

　　ない。

　私たちが携わる自治体システムは公共性の高いクリティカル

なものであり、正しく動くという「当たり前品質」を提供し続

けることが求められる。しかし、そこを終着点とするのではな

く、「当たり前品質」を基盤とし、その上に「魅力的品質」の

高いシステムを構築し提供することが重要である。『使いやす

いアプリケーションを開発しテストするためには、対象ユーザー

層とそのニーズを理解する必要がある』(文献[４])。お客さま

をよく知り、学び、信頼に応え、より強固なパートナーシップ

を構築していくことで、私たちが提供するシステムのパフォー

マンスを最大限引き出すことができると考えている。

○○○○○○○
○○○○○○○○

○○○○○○○
○○○○○○○○

●検針員のつもりで
Ｈ/Ｔ（※1）入力
・料金計算チェック
・お知らせ票チェック
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地方自治体の水道料金改定プロジェクト事例
～ユーザー参画型運用テストによる
品質向上へのアプローチ～

Case Study: Project for a Revising Water Rate at a Local Government
- Quality Improvement with User Participatory Operational Testing -

土田　逸朗
TSUCHIDA Itsurou

奥村　直樹
OKUMURA Naoki

1. はじめに

概要
　行政システム事業本部が提供する地方自治体の業務システムは、システムを直接利用する自治体の職員、ひい

てはその先にある住民ひとりひとりの生活を支える極めて公共性の高いシステムであり、常に高いシステム品質が

要求される。しかしその一方で、システムがもつべき機能の増加や改修の繰り返しによってシステムが肥大化し

複雑なものになっているという現状がある。このようなシステムに対して、多くの機能に影響する改修を行った場合、

いかに品質を保証しお客さまの要望に応えるかが課題となる。

　本稿では、Ａ市様水道料金システムの料金改定を含む条例改正対応プロジェクトにおいて、運用テストフェーズ

にお客さまにも参画していただき、本稼動を想定した、テストデータの準備と運用スケジュールの下で、テストを

実施した事例を紹介する。さらに、今後の自治体向け業務システムにおける大規模改修時のシステム品質をより

向上させる方策について考察する。
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6. おわりに

2. 料金改定プロジェクトについて

3. 課題と対策案の検討

2.1  導入スケジュール
　当本部が担当した料金改定プロジェクトのスケジュールを図1

に示す。２００７年６月にキックオフを行い、一年間の開発期間

を経て２００８年６月にカットオーバー (本稼動) した。今回のシ

ステム改修は、料金改定に加え、お客さまの業務の根本となる

運用そのものを変更する大幅な業務改革に対応するものであり、

大きく分けて３つの改修案件を現行システムに対して組み込んで

いく必要があった。改修規模はシステム全体の約４０％を超える

大掛かりなものとなった。これらの改修によって変更になった

機能はもちろん、変更がなかった機能も含めた全機能について、

約１年という極めて短期間の中で品質を保証しリリースしなけ

ればならなかった。

　そこで、システム全体のテスト・検証のため、お客さまの実

機テスト環境にて実データを使用した運用テストを、２００８年

２月中旬から５月中旬までの約３ヶ月間行うようにスケジュー

リングした。この期間の中で、金融機関等の外部機関との連携

テストやデータ移行のリハーサル・検証も行った。

2.2  システムへの影響
　今回の改修によるシステムの影響については以下のとおりで

あった。

（1）料金計算部分の変更

　　　オンライン処理、バッチ処理、ハンディターミナルのそ

　　れぞれの料金計算プログラムについて改修が必要となる。

　　開発言語がそれぞれで異なり、オンライン処理はVisual 

　　Basic、バッチ処理はCOBOL簡易言語、ハンディターミ

　　ナルはVisual C++で構築されている。

（２）主要なマスタの変更

　　　水栓情報

（1）

、調定情報

（2）

、収納情報等

（3）

の水道料金シ

　　ステムの基本となるマスタについて項目追加が発生する。

　　また、調定情報、収納情報のデータ構造が変更になり、こ

　　れらのデータを参照する処理に加えて、調定情報と収納情

　　報間を相互に連携する処理についても見直しが必要となる。

（３）画面・帳票の変更

　　　条例改正に伴う料金計算プログラムの改修やマスタの項

　　目追加に伴って、画面や帳票にも項目追加や様式変更が発

　　生する。月次処理や年次処理の各種集計表については集計

　　仕様を変更しなければならない。

（４）調定スケジュール・納付期限の変更

　　　調定処理、督促処理、催告処理等の処理サイクルが変更

　　になる。それに伴い各処理における対象データの抽出部分

　　や更新条件についても見直しが必要となる。

　上記（１）から（４）については、それぞれ相互に関連して

いる。料金計算部分が変更になった点も影響が大きいが、主要

なマスタについても項目追加やデータ構造の変更が発生し、そ

の結果、システムへの影響が広範囲に及んだ。上記（２）の影

響で、すべての実行モジュールは一括してリビルドが必要になっ

た。最終的にプログラムロジックについては、オンライン処理

は全５８０機能のうち約３５％、バッチ処理は全２２０処理のうち約

４５％について改修が必要となった。

参考文献

[１] 総務省：合併相談コーナー, http://www.soumu.go.jp/gapei/

[２] 高橋寿一, 湯本剛：ソフトウェアテスト手法, p.78, 技術評論社,

     (2006)

[３] 保田勝通, 奈良隆正:ソフトウェア品質保証入門, pp.7-10, 

     日科技連, (2008)

[４] エルフリード･ダスティン, 成田光彰訳:ソフトウェアテストを改善

     する５０の実践手法, pp.198-200, 日経ＢＰ社, (2008)

　当本部のお客さまである地方自治体は、全国的に見ると「平成

の大合併」といわれる市町村合併開始直前の１９９９年３月で

３,２３２市町村だったが、２０１０年３月には１,７６０市町村に統合さ

れる予定である（文献[1]）。このように自治体数は合併前と

比較するとほぼ半減しているが、合併する自治体は、複数市

町村のシステム統合作業が必要になり、その結果、１自治体

当たりのシステム規模は拡大し、システム内部の仕様、運用・

保守も複雑化してきている。これに対して当本部では、上記

の市町村合併によるシステム統合に加え、ほぼ毎年発生する税

制改正対応、コンビニやクレジットカードなど多様化する収納

チャネルへの対応などを行ってきた。

　Ａ市様（以下、お客さま）の水道料金システムは、合併によ

る複数市町村のシステム統合から数年が経過した。そして、

２００８年度に向けて料金改定を含む大幅な条例改正が施行され

ることとなった。この条例改正では、お客さまの業務の運用を

全面的に変更しなければならず、システム統合作業以来の大規

模なシステム改修が必要となった。

3.1 プロジェクトの課題
  条例改正によるシステム改修の影響が広範囲に及ぶなかで、

改修の主目的が業務運用変更ということもあり、運用テスト以

降の工程に対してより重きを置く必要があった。

　改修が発生した機能、改修がなかった機能も含め、いかに効

率よく確実にテスト・検証作業を行いシステムの品質を保証す

るかが、プロジェクトのミッションと考えている。しかし、以

下のような課題があった。

（１）的確な業務ＳＥのフォロー

　　　本システムは、お客さまの業務に特化したオリジナルシ

　　ステムである。水道業務のパッケージシステムの経験があ

　　るシステムエンジニア(ＳＥ)であっても、システムの根幹

　　部分である業務運用変更に伴う改修要件を的確に把握でき

　　るとは限らない。お客さまを担当する業務ＳＥは２名 (以下、

　　担当ＳＥ) で、それ以外のＳＥは今回新たに参画したメンバー

　　である。重要なポイントで、担当ＳＥのフォローが必要と

　　なることが予想された。

（２）スムーズな工程連携

　　　本稼動時期が決定しており、テスト以降の工程を重視

　　した結果、要件定義から設計工程の期間に余裕が無くなっ

　　た。設計工程では各プログラムに３つの改修案件の機能

　　を適切にマージして効率よく設計作業を行い、スムーズ

　　にプログラム製作工程へつなげなくてはならない。

3.2  対策案の検討
　今回の課題を解決するにあたり、設計工程と運用テスト工

程での対策を検討した。

　まずは設計工程で、担当ＳＥがレビューアーとなり、各設

計担当者が作成した設計書をレビューすることでお客さまと

の認識のズレを補正し、３つの改修案件の機能要件が漏れる

ことなく設計書に適切に反映されているかをチェックするこ

ととした。

　運用テスト工程では、業務運用変更を考慮したテストシナ

リオの設計及びテストデータの投入が必要となる。この工程で、

お客さまのご協力をいただき、合同で最終確認を行うことと

した。

　上記を踏まえ、今回とった対策は以下の２つとなった。

（１）設計レビューの徹底

（２）実業務を想定した運用テストの実施
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図１  料金改定プロジェクトスケジュール
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図２  運用テストドキュメント

図３  テスト時の体制及び作業分担

4.1  設計レビューの徹底
　セオリーどおりではあるが、改修が発生するものはすべて、

上流工程である設計段階で、プログラム仕様書、ＪＯＢフロー、

画面・帳票レイアウトなどについてレビューを徹底した。

１回のレビューにつき２時間程度の時間で、週２回の頻度で行っ

た。品質向上には設計段階から、仕様の考慮不足、要件の漏

れや認識誤りなど、不具合要因を排除していくのが有効である。

特に要件に関する不具合は、発見が後工程になればなるほど、

修正工数が膨らむのである（文献[２]）。

　設計レビューでは、要求仕様に応じた設計書になっている

かという基本的内容のレビューと共に、「お客さまがこの要

求をどのように実現されることを望んでいるか」という観点

についても留意してレビューした。

　また、複雑な処理については、製作完了後にソースコードを

レビューし、ロジックの確認に加えコーディング内容（潜在バ

グの有無、保守の容易性等）についてもレビューを実施するこ

ととした。これによって、テスト後の手戻り工数及び本稼動後

の保守工数の削減が期待できる。

4.2  実業務を想定した運用テストの実施
　当社内テスト環境でのシステムテスト完了後、お客さま向け

に運用テストに関する説明会を開催し、テストスケジュールに

沿って運用テストを実施することとなった。運用テスト工程で

行った作業は以下のとおりである。

（１）事前準備作業

テスト環境の構築

　　既存の本番処理に影響を与えないよう、お客さまにテスト

　　用のサーバーとクライアントを用意していただき、サーバー

　　構築とテスト環境接続専用のクライアント設置を行った。

　　これにより、業務時間内でもバッチの大量更新処理が実行

　　できる環境が整った。

テストデータのセットアップ

　　テストデータを生成するプログラムを作成し、改修案件に

　　沿った仕様かつ各マスタ間の整合性を確保したデータのセッ

　　トアップを行った。また、プログラムやデータベース内の

　　「改定適用日」等の値をテスト用に設定しテストが円滑に

　　進むように考慮した。

テスト方法の分類とドキュメント整備

　　運用テスト計画を策定する中でテストの効率を上げるため、

　　処理の特性や改修度合いによって、テスト方法を以下の

　　２系統に分類し、テストシナリオなどの仕様書を作成した。

　　図２は、運用テストの主要なドキュメントである。

　　　　●

 

サイクルテスト

　　　異動入力→検針→調定（請求）→入金 のように、実際

　　　の業務と同じ流れでオンライン入力・バッチ処理等を業

　　　務サイクルが一巡するまで行うテスト。金融機関等との

　　　連携テストを含む。

　　　　●

 

動作確認・個別検証テスト

　　　業務上の処理順に左右されず随時確認できるもので、改

　　　修が発生せず動作確認すればよいものや軽微な改修に対

　　　するテスト。

（２）テスト実施体制の確立

　　　テスト時の体制及び作業分担を、図３に示す。今回の運

　　用テストのポイントとして以下の３点に重点を置き、お客

　　さまと当社の作業分担を定めた。

　　 実業務を想定したデータの入力

　　　お客さまが主担当となって、実業務で発生する異動のパ

　　　ターンを網羅したデータ入力をお願いした。当社の方で

　　　もテストデータを生成しお客さまの入力作業を補完する

　　　ようにした。

実業務を想定した処理スケジュール・処理順でのテスト実施

　　　当社で提示したテストシナリオをベースに、お客さまに

　　　さらに肉付けしていただき、実業務に近いものに随時改

　　　良していくこととした。

住民発送帳票の検証強化及び効率化

　　　大量に出力される住民向け帳票の検証用ツールを作成し

　　　検証作業の効率化を図った。また、実際の印字を検証す

　　　るために検証サポート要員を配置した。

（３）テスト実施

　　　サイクルテストのイメージを、図４に示す。この図で

　　示す『異動入力から収納・滞納業務』までの業務処理の

　　流れが１サイクルとなる。お客さまの場合、奇数月処理

　　と偶数月処理で検針対象が替わるので、２サイクル分の

　　処理を実施することによって市全域を網羅することになる。

　　テストを円滑に進めるために以下の処理をさらに作成した。

検針済情報の一括セットアップ

　　　ハンディターミナルでの全件入力が困難なため、未入力分

　　　について固定の水量・金額を一括で設定する処理を作成

　　　した。この処理で検針済情報を更新後、調定処理を実行

　　　して、本番処理と同等の検針件数と調定件数を確保した。

入金データ変換処理

　　　テストを進めるにつれ、収納済みのデータも必要になっ

　　　たので、本番系サーバーからコピーした入金データを

　　　旧レイアウトから新レイアウトに変換する処理を作成

　　　した。この変換処理によって、入金処理が随時、実施

　　　できるようになった。

　動作確認・個別検証テストについては、サイクルテストの合

間に実施した。テスト期間中は週１回のペースで、お客さまと

定例ミーティングを行い、テストの進捗や問題点等について協

議した。お客さまからの問い合わせ・不具合・要望などについ

ては、運用テスト問題管理票で管理した。

（４）住民発送帳票の検証強化

　　　住民に送る納付書や督促状などの住民発送帳票について

　　は当然ながら間違いがあってはならない。今回のプロジェ

　　クトでは以下のように対応した。

検証用ツール作成

　　　納付書等の大量に出力される住民向け帳票について、検

　　　証の効率と精度を上げるために作成した検証用ツールを

　　　図５に示す。各マスタからテストケースを抽出するツー

　　　ルと、帳票CSVから検証該当分を抽出して帳票を印刷

　　　するツールを作成し、検証時に活用した。

　　　また、一部の帳票について、帳票CSVに検証用の項目

　　　を追加し、各マスタと帳票CSV間の項目を機械的に照

　　　合し、帳票の編集内容について検証精度の向上を図った。

検証サポート要員

　　　他チームから検証サポート要員を派遣してもらい、検証

　　　用ツールで抽出した帳票について、システムの画面と帳

　　　票の印字内容の目視確認を行い、従来と同じ仕様の項目

　　　及び改修が発生した項目等、帳票全体について検証した。

　運用テストは、２００８年２月から５月までの期間で行い、そ

の間にサイクルテストを３回行うことができた。システムの

品質について、お客さまからの問い合わせ・不具合・要望を

蓄積した運用テスト問題管理票から分析した。

5.1  システムの品質について
　品質保証という観点から、ソフトウェア品質を設計品質と

プログラム品質という２つの品質でとらえた時、設計品質・

プログラム品質の両方が優れていなければユーザーの満足を得

ることはできない (文献[３])。

（１）設計品質

　　設計仕様がユーザーの要求に整合していること。

（２）プログラム品質

　　プログラムが設計仕様どおりに正しく動作すること。

　プログラム品質はトラブルの無いシステムを作り上げるため

の最低条件であり、設計品質はいかに正確にお客さまの要件を

理解し仕様に反映させるかが、ポイントとなる。

　しかし、私たちは往々にして、「どうやってバグや不具合を

減らすか」ということに目を向けがちである。もちろんこれら

のプログラム品質は絶対条件であるが、お客さまにとって正し

く動くことは「当たり前」のことであり、そのシステムがお客

さまにとって、どれだけ高いパフォーマンスを発揮できるかと

いう設計品質こそが、システムの価値をより高める指標である

と考える。

5.2  運用テストのもう１つの目的
　運用テストの目的には、お客さまが新機能を使用しながら

要件定義時にはイメージしにくかった部分を体感してもらう

ことで、システムテストで洗い出せなかった不具合のあぶり

出しがあるが、もう一つ重要な目的がある。それは、お客さま

の視点での意見を聞き、細かな設計品質を向上させるキーワード

を収集することである。実業務に近い形で動作確認を行うこ

とで、不都合と感じる点に対するフィードバックが得られる。

これらを改めて協議の場に上げることで、設計品質をもう

一度見直すチャンスが生まれるのである。

　お客さまからの問い合わせ・不具合・要望（＝フィードバック）

については運用テスト問題管理票として蓄積していった。個々

の問い合わせ・不具合・要望を受け付けた時に、当社で６種

類のランク付けを行い 表１のように分類した。

　ランクＳ・Ｂは重要度の大小はあるものの、本来であれば

当社内のシステムテストでクリアしておくべきプログラム品

質の問題である。一方、ランクＡは要件定義・設計レビュー

の成果が問われるもの、ランクＣ・Ｄが運用テストで浮かび

上がる運用上の問題点であり、共に設計品質に関わるもので

ある。

5.3  ランク集計結果
　運用テストを終えて問題管理票のランクを集計したところ、

図６に示す結果となった。

　まず、「要求仕様と差異がある」と判断される問題（ラン

クＡ）が全体の約半分を占めた。これは、お客さまがこうし

たいと考える「想い」を、設計レビューで反映しきれなかっ

たことが問題と考える。今回の設計レビューにおいて、より

要件に対する熟考が必要であったといえる。

　つぎに、要件定義時に想定しなかった要望（ランクＣ・Ｄ）

も多く見られた。これは、新しい運用を想定しシステムを動

かした場合に、当初考えていた流れでは業務に支障が出ると

いうことを、お客さまが改めて実感されて顕在化したと考えら

れる。また、これらの中には画面配置等の見直しを求められた

ものも少なからず存在した。これは、運用に極めて近い部分に

ある品質（使い勝手）である。例えば、今回のような水道業務

の場合、受付や異動入力において、特定の機能を連続して使用

する局面が多い。その際、項目の初期値や並び順は、システム

利用時の入力効率に大きく影響する。このようなお客さまの視

点での問題提起は、開発側で気がつくには限界があり、貴重な

フィードバックである。

　設計レビューに関する反省点はあったものの、この結果を受

けて、本番稼動に向けシステムを見直すチャンスを得ることが

でき、最終調整を行った。その結果、稼動後の運用に関する問

題はほとんど発生せず、新機能の利用方法もお客さまが直感的

に理解できる仕様となり、スムーズに新システムに移行するこ

とができた。

※１　運用テスト総括表
　　  即時・バッチの機能一覧を統合し、サブ業務ごとにテスト手順を記入。
　　  全体の進捗管理用。

サイクルテスト用のテストシナリオ。
各処理について担当者の進捗を記入。

動作確認・個別検証テストの一覧表。
各処理について担当者の進捗を記入。

お客さまからの問い合わせ・不具合・要望を
管理するもの。お客さまにて個票を記入し、
当社で一覧表を管理。

運用テスト
スケジュール

運用テスト
計画書

運用テスト
総括表

サイクルテスト
仕様書

動作確認・
個別検証一覧

運用テスト
問題管理一覧表

運用テスト
問題管理票
（個票）

※１

【作業分担】オンライン入力・検証、バッチ処理結果検証

賦課係

収納係

検針係

給排水係

→ 各種異動入力、調定処理関係を担当
→ 入金、滞納処理関係を担当
→ ハンディターミナル、検針処理関係を担当
→ 加入金、給水処理関係を担当

注）各係で２名～４名ほど。とりまとめ窓口は賦課係の担当者様。

【作業分担】運用テストサポート、テスト結果検証

常駐オペレータ

担当SE

検証サポート要員

→ バッチ処理実行、処理の監視と帳票出力
→ テストデータ生成、オペレーションサポート
　  テストデータ抽出、テスト結果検証、結果の記録 など

→ 住民発送帳票の検証サポート
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ランク　　分類　　　　　　　　  説明　　　　　　　　 　 品質

Ｓ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

障害

障害

障害

要望

要望

要望

処理が正常に終了しない

要求仕様と差異がある

レイアウト等の軽微な問題

運用の見直しが必要なもの

運用にてカバー可能なもの

本改修とは関連性のないもの

プログラム品質

設計品質

プログラム品質

設計品質

設計品質

その他

A
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B
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C
7%

D
12%

E
1%
S
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Ａ市様 インテック

　　　事
　　前
　準
備

データのロード

テストデータ生成

テストケースの整理

テストケースのチェック

サイクルテストの開始 お客さまと並行して確認。テストに必要なデータの調査・設定等を併せて実施。

金融機関

金融機関と連携
・納付書と口座振替データ
  を元に入金データを作成

　１サイクル完了後
　・問題点の洗い出し
　・指摘事項の改善
　を行った後に、
　再度サイクルテストを実施

サイクルテストの終了

約３週間で1サイクル完了

異動入力 検針業務 調定（料金請求）業務 収納（入金処理）・滞納業務

実運用を想定した、開栓・

閉栓などの入力 請求額の算定もととなる水道
メーター検針を想定した作業

検針情報を基にして作成される、料
金請求データを想定した作業

請求に対する入金処理と、入金がなかったケー
スに対する、再請求～滞納処分を想定した作業

月初 ～ ２０日頃 翌月中旬以降

※1…Ｈ/Ｔ(ハンディターミナル)。検針用携帯端末。

月末 ～ 翌月上旬頃

・処理結果
　（請求額など）の確認
・納付書の内容確認
・口座振替データの内容確認

●入金があったケース
・入金処理結果の確認
●入金がなかったケース
・督促状の確認
・再振替データの内容確認

・催告状の確認
・停水対象の確認

納付書

CT CT

図４　サイクルテストイメージ

テストケース抽出 検証該当分 帳票作成

 ＯＲＡＣＬＥ

水栓情報
データベース

調定情報
データベース

収納情報
データベース

口座情報
データベース

帳票
CSVファイル
（注１）

テストケース抽出
（注２）

 Microsoft ACCESS 

検証該当分一覧
Microsoft EXCEL

（注１）
バッチ処理で使用している帳票作成ソフトウェア Wonderful Report
(ﾃﾗｿﾌﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ社製)用のインプットファイル。
納付書作成処理等で作成されたものを、そのまま使用する。

（注２）
水道業務のデータベースから、テストケース分を抽出し、帳票CSVファイル
と水栓番号等で照合。検証該当分一覧に帳票のページ番号を保存。

加工して
サーバーに
格納

帳票
CSVファイル
（注１）

検証該当分
TEXTファイル

検証分抽出
（注３）

 ＩＰＧ (cobol）

検証分帳票
CSVファイル

帳票作成ソフトウェア

 ※バッチサーバーで処理

検証該当分
帳票

（注３）
帳票CSVファイルと検証該当分
TEXTファイルを、ページ番号で照合
して検証該当分を抽出する。

図５  検証用ツール

表１  運用テストランク表

図６  障害・要望ランク割合

　今回の運用テスト工程でのサイクルテストは極めて有効と

感じた。しかし、今回の試みはお客さまの多大なご協力があっ

たからこそ、実現できたのである。今後のシステム開発において、

お客さまの「最小限のご協力」で「最大限の成果」を上げられ

るようにレベルアップするため、以下について取り組みたい。

（１）テストの効率化、自動化

　　　今回のプロジェクトで作成したテストデータ生成処理

　　や検証用ツールについて、さらにブラッシュアップして

　　いく。テストデータ生成についてはパターンの追加、検

　　証用ツールについては手作業（ファイルの加工等）の自

　　動化を行う。また、テスト時のドキュメントを今後のハー

　　ドリプレース等の大量テストが必要になる案件の際に活か

　　せるよう整備したい。

（２）お客さまの実務を知る

　　　お客さまの実務内容について、システム化されていない

　　部分も含め、私たちも学習が必要である。社団法人 日本水

　　道協会などから発行されている業務マニュアル等での一般

　　的な知識に加え、地域ごとあるいは地方自治体ごとに異な

　　る実務内容を、日頃から習得する努力が必要である。

　　　実務内容を把握することによって、より設計品質の高い

　　システムの構築と実運用に即したテストが実施できるはず

　　である。今回の運用テストではお客さまが主体となって

　　データ入力作業を行っていただいたが、当社のメンバー

　　が共同で行っていたら、メンバーの業務スキル向上と今後

　　のシステム開発に向け新たなヒントが得られたかもしれ

　　ない。

　私たちが携わる自治体システムは公共性の高いクリティカル

なものであり、正しく動くという「当たり前品質」を提供し続

けることが求められる。しかし、そこを終着点とするのではな

く、「当たり前品質」を基盤とし、その上に「魅力的品質」の

高いシステムを構築し提供することが重要である。『使いやす

いアプリケーションを開発しテストするためには、対象ユーザー

層とそのニーズを理解する必要がある』(文献[４])。お客さま

をよく知り、学び、信頼に応え、より強固なパートナーシップ

を構築していくことで、私たちが提供するシステムのパフォー

マンスを最大限引き出すことができると考えている。

○○○○○○○
○○○○○○○○

○○○○○○○
○○○○○○○○

●検針員のつもりで
Ｈ/Ｔ（※1）入力
・料金計算チェック
・お知らせ票チェック
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地方自治体の水道料金改定プロジェクト事例
～ユーザー参画型運用テストによる
品質向上へのアプローチ～

Case Study: Project for a Revising Water Rate at a Local Government
- Quality Improvement with User Participatory Operational Testing -

土田　逸朗
TSUCHIDA Itsurou

奥村　直樹
OKUMURA Naoki

1. はじめに

概要
　行政システム事業本部が提供する地方自治体の業務システムは、システムを直接利用する自治体の職員、ひい

てはその先にある住民ひとりひとりの生活を支える極めて公共性の高いシステムであり、常に高いシステム品質が

要求される。しかしその一方で、システムがもつべき機能の増加や改修の繰り返しによってシステムが肥大化し

複雑なものになっているという現状がある。このようなシステムに対して、多くの機能に影響する改修を行った場合、

いかに品質を保証しお客さまの要望に応えるかが課題となる。

　本稿では、Ａ市様水道料金システムの料金改定を含む条例改正対応プロジェクトにおいて、運用テストフェーズ

にお客さまにも参画していただき、本稼動を想定した、テストデータの準備と運用スケジュールの下で、テストを

実施した事例を紹介する。さらに、今後の自治体向け業務システムにおける大規模改修時のシステム品質をより

向上させる方策について考察する。
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6. おわりに

2. 料金改定プロジェクトについて

3. 課題と対策案の検討

2.1  導入スケジュール
　当本部が担当した料金改定プロジェクトのスケジュールを図1

に示す。２００７年６月にキックオフを行い、一年間の開発期間

を経て２００８年６月にカットオーバー (本稼動) した。今回のシ

ステム改修は、料金改定に加え、お客さまの業務の根本となる

運用そのものを変更する大幅な業務改革に対応するものであり、

大きく分けて３つの改修案件を現行システムに対して組み込んで

いく必要があった。改修規模はシステム全体の約４０％を超える

大掛かりなものとなった。これらの改修によって変更になった

機能はもちろん、変更がなかった機能も含めた全機能について、

約１年という極めて短期間の中で品質を保証しリリースしなけ

ればならなかった。

　そこで、システム全体のテスト・検証のため、お客さまの実

機テスト環境にて実データを使用した運用テストを、２００８年

２月中旬から５月中旬までの約３ヶ月間行うようにスケジュー

リングした。この期間の中で、金融機関等の外部機関との連携

テストやデータ移行のリハーサル・検証も行った。

2.2  システムへの影響
　今回の改修によるシステムの影響については以下のとおりで

あった。

（1）料金計算部分の変更

　　　オンライン処理、バッチ処理、ハンディターミナルのそ

　　れぞれの料金計算プログラムについて改修が必要となる。

　　開発言語がそれぞれで異なり、オンライン処理はVisual 

　　Basic、バッチ処理はCOBOL簡易言語、ハンディターミ

　　ナルはVisual C++で構築されている。

（２）主要なマスタの変更

　　　水栓情報

（1）

、調定情報

（2）

、収納情報等

（3）

の水道料金シ

　　ステムの基本となるマスタについて項目追加が発生する。

　　また、調定情報、収納情報のデータ構造が変更になり、こ

　　れらのデータを参照する処理に加えて、調定情報と収納情

　　報間を相互に連携する処理についても見直しが必要となる。

（３）画面・帳票の変更

　　　条例改正に伴う料金計算プログラムの改修やマスタの項

　　目追加に伴って、画面や帳票にも項目追加や様式変更が発

　　生する。月次処理や年次処理の各種集計表については集計

　　仕様を変更しなければならない。

（４）調定スケジュール・納付期限の変更

　　　調定処理、督促処理、催告処理等の処理サイクルが変更

　　になる。それに伴い各処理における対象データの抽出部分

　　や更新条件についても見直しが必要となる。

　上記（１）から（４）については、それぞれ相互に関連して

いる。料金計算部分が変更になった点も影響が大きいが、主要

なマスタについても項目追加やデータ構造の変更が発生し、そ

の結果、システムへの影響が広範囲に及んだ。上記（２）の影

響で、すべての実行モジュールは一括してリビルドが必要になっ

た。最終的にプログラムロジックについては、オンライン処理

は全５８０機能のうち約３５％、バッチ処理は全２２０処理のうち約

４５％について改修が必要となった。
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　当本部のお客さまである地方自治体は、全国的に見ると「平成

の大合併」といわれる市町村合併開始直前の１９９９年３月で

３,２３２市町村だったが、２０１０年３月には１,７６０市町村に統合さ

れる予定である（文献[1]）。このように自治体数は合併前と

比較するとほぼ半減しているが、合併する自治体は、複数市

町村のシステム統合作業が必要になり、その結果、１自治体

当たりのシステム規模は拡大し、システム内部の仕様、運用・

保守も複雑化してきている。これに対して当本部では、上記

の市町村合併によるシステム統合に加え、ほぼ毎年発生する税

制改正対応、コンビニやクレジットカードなど多様化する収納

チャネルへの対応などを行ってきた。

　Ａ市様（以下、お客さま）の水道料金システムは、合併によ

る複数市町村のシステム統合から数年が経過した。そして、

２００８年度に向けて料金改定を含む大幅な条例改正が施行され

ることとなった。この条例改正では、お客さまの業務の運用を

全面的に変更しなければならず、システム統合作業以来の大規

模なシステム改修が必要となった。

3.1 プロジェクトの課題
  条例改正によるシステム改修の影響が広範囲に及ぶなかで、

改修の主目的が業務運用変更ということもあり、運用テスト以

降の工程に対してより重きを置く必要があった。

　改修が発生した機能、改修がなかった機能も含め、いかに効

率よく確実にテスト・検証作業を行いシステムの品質を保証す

るかが、プロジェクトのミッションと考えている。しかし、以

下のような課題があった。

（１）的確な業務ＳＥのフォロー

　　　本システムは、お客さまの業務に特化したオリジナルシ

　　ステムである。水道業務のパッケージシステムの経験があ

　　るシステムエンジニア(ＳＥ)であっても、システムの根幹

　　部分である業務運用変更に伴う改修要件を的確に把握でき

　　るとは限らない。お客さまを担当する業務ＳＥは２名 (以下、

　　担当ＳＥ) で、それ以外のＳＥは今回新たに参画したメンバー

　　である。重要なポイントで、担当ＳＥのフォローが必要と

　　なることが予想された。

（２）スムーズな工程連携

　　　本稼動時期が決定しており、テスト以降の工程を重視

　　した結果、要件定義から設計工程の期間に余裕が無くなっ

　　た。設計工程では各プログラムに３つの改修案件の機能

　　を適切にマージして効率よく設計作業を行い、スムーズ

　　にプログラム製作工程へつなげなくてはならない。

3.2  対策案の検討
　今回の課題を解決するにあたり、設計工程と運用テスト工

程での対策を検討した。

　まずは設計工程で、担当ＳＥがレビューアーとなり、各設

計担当者が作成した設計書をレビューすることでお客さまと

の認識のズレを補正し、３つの改修案件の機能要件が漏れる

ことなく設計書に適切に反映されているかをチェックするこ

ととした。

　運用テスト工程では、業務運用変更を考慮したテストシナ

リオの設計及びテストデータの投入が必要となる。この工程で、

お客さまのご協力をいただき、合同で最終確認を行うことと

した。

　上記を踏まえ、今回とった対策は以下の２つとなった。

（１）設計レビューの徹底

（２）実業務を想定した運用テストの実施

OKUMURA Naoki

奥村　直樹

● 行政システム事業本部
　行政システムサービス部　システム第４課
● Ａ市様水道関係業務のシステム開発・保守に従事

土田　逸朗

● 行政システム事業本部
　行政システムサービス部　システム第２課
● Ａ市様水道関係業務のシステム開発・保守に従事

TSUCHIDA Itsurou

（1）水栓情報：メーターの口径、使用用途、設置場所、使用者等に関する項目を管理
（2）調定情報：料金請求時の使用水量、金額等に関する項目を管理
（3）収納情報：料金収入時の収入日、金額等に関する項目を管理

4. 品質保証に向けた対策の実施

5. 運用テスト後の考察
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図１  料金改定プロジェクトスケジュール

作業項目

キックオフ・準備
要件定義
設計
プログラム製作

システムテスト
（社内テスト環境を使用）"

運用テスト
（実機テスト環境を使用）

データ整備・移行
システム切替
本稼動

 ２００７年                             ２００８年

6月   7月   8月   9月 10月  11月 12月  1月   2月   3月  4月   5月   6月   7月   8月

図２  運用テストドキュメント

図３  テスト時の体制及び作業分担

4.1  設計レビューの徹底
　セオリーどおりではあるが、改修が発生するものはすべて、

上流工程である設計段階で、プログラム仕様書、ＪＯＢフロー、

画面・帳票レイアウトなどについてレビューを徹底した。

１回のレビューにつき２時間程度の時間で、週２回の頻度で行っ

た。品質向上には設計段階から、仕様の考慮不足、要件の漏

れや認識誤りなど、不具合要因を排除していくのが有効である。

特に要件に関する不具合は、発見が後工程になればなるほど、

修正工数が膨らむのである（文献[２]）。

　設計レビューでは、要求仕様に応じた設計書になっている

かという基本的内容のレビューと共に、「お客さまがこの要

求をどのように実現されることを望んでいるか」という観点

についても留意してレビューした。

　また、複雑な処理については、製作完了後にソースコードを

レビューし、ロジックの確認に加えコーディング内容（潜在バ

グの有無、保守の容易性等）についてもレビューを実施するこ

ととした。これによって、テスト後の手戻り工数及び本稼動後

の保守工数の削減が期待できる。

4.2  実業務を想定した運用テストの実施
　当社内テスト環境でのシステムテスト完了後、お客さま向け

に運用テストに関する説明会を開催し、テストスケジュールに

沿って運用テストを実施することとなった。運用テスト工程で

行った作業は以下のとおりである。

（１）事前準備作業

テスト環境の構築

　　既存の本番処理に影響を与えないよう、お客さまにテスト

　　用のサーバーとクライアントを用意していただき、サーバー

　　構築とテスト環境接続専用のクライアント設置を行った。

　　これにより、業務時間内でもバッチの大量更新処理が実行

　　できる環境が整った。

テストデータのセットアップ

　　テストデータを生成するプログラムを作成し、改修案件に

　　沿った仕様かつ各マスタ間の整合性を確保したデータのセッ

　　トアップを行った。また、プログラムやデータベース内の

　　「改定適用日」等の値をテスト用に設定しテストが円滑に

　　進むように考慮した。

テスト方法の分類とドキュメント整備

　　運用テスト計画を策定する中でテストの効率を上げるため、

　　処理の特性や改修度合いによって、テスト方法を以下の

　　２系統に分類し、テストシナリオなどの仕様書を作成した。

　　図２は、運用テストの主要なドキュメントである。

　　　　●

 

サイクルテスト

　　　異動入力→検針→調定（請求）→入金 のように、実際

　　　の業務と同じ流れでオンライン入力・バッチ処理等を業

　　　務サイクルが一巡するまで行うテスト。金融機関等との

　　　連携テストを含む。

　　　　●

 

動作確認・個別検証テスト

　　　業務上の処理順に左右されず随時確認できるもので、改

　　　修が発生せず動作確認すればよいものや軽微な改修に対

　　　するテスト。

（２）テスト実施体制の確立

　　　テスト時の体制及び作業分担を、図３に示す。今回の運

　　用テストのポイントとして以下の３点に重点を置き、お客

　　さまと当社の作業分担を定めた。

　　 実業務を想定したデータの入力

　　　お客さまが主担当となって、実業務で発生する異動のパ

　　　ターンを網羅したデータ入力をお願いした。当社の方で

　　　もテストデータを生成しお客さまの入力作業を補完する

　　　ようにした。

実業務を想定した処理スケジュール・処理順でのテスト実施

　　　当社で提示したテストシナリオをベースに、お客さまに

　　　さらに肉付けしていただき、実業務に近いものに随時改

　　　良していくこととした。

住民発送帳票の検証強化及び効率化

　　　大量に出力される住民向け帳票の検証用ツールを作成し

　　　検証作業の効率化を図った。また、実際の印字を検証す

　　　るために検証サポート要員を配置した。

（３）テスト実施

　　　サイクルテストのイメージを、図４に示す。この図で

　　示す『異動入力から収納・滞納業務』までの業務処理の

　　流れが１サイクルとなる。お客さまの場合、奇数月処理

　　と偶数月処理で検針対象が替わるので、２サイクル分の

　　処理を実施することによって市全域を網羅することになる。

　　テストを円滑に進めるために以下の処理をさらに作成した。

検針済情報の一括セットアップ

　　　ハンディターミナルでの全件入力が困難なため、未入力分

　　　について固定の水量・金額を一括で設定する処理を作成

　　　した。この処理で検針済情報を更新後、調定処理を実行

　　　して、本番処理と同等の検針件数と調定件数を確保した。

入金データ変換処理

　　　テストを進めるにつれ、収納済みのデータも必要になっ

　　　たので、本番系サーバーからコピーした入金データを

　　　旧レイアウトから新レイアウトに変換する処理を作成

　　　した。この変換処理によって、入金処理が随時、実施

　　　できるようになった。

　動作確認・個別検証テストについては、サイクルテストの合

間に実施した。テスト期間中は週１回のペースで、お客さまと

定例ミーティングを行い、テストの進捗や問題点等について協

議した。お客さまからの問い合わせ・不具合・要望などについ

ては、運用テスト問題管理票で管理した。

（４）住民発送帳票の検証強化

　　　住民に送る納付書や督促状などの住民発送帳票について

　　は当然ながら間違いがあってはならない。今回のプロジェ

　　クトでは以下のように対応した。

検証用ツール作成

　　　納付書等の大量に出力される住民向け帳票について、検

　　　証の効率と精度を上げるために作成した検証用ツールを

　　　図５に示す。各マスタからテストケースを抽出するツー

　　　ルと、帳票CSVから検証該当分を抽出して帳票を印刷

　　　するツールを作成し、検証時に活用した。

　　　また、一部の帳票について、帳票CSVに検証用の項目

　　　を追加し、各マスタと帳票CSV間の項目を機械的に照

　　　合し、帳票の編集内容について検証精度の向上を図った。

検証サポート要員

　　　他チームから検証サポート要員を派遣してもらい、検証

　　　用ツールで抽出した帳票について、システムの画面と帳

　　　票の印字内容の目視確認を行い、従来と同じ仕様の項目

　　　及び改修が発生した項目等、帳票全体について検証した。

　運用テストは、２００８年２月から５月までの期間で行い、そ

の間にサイクルテストを３回行うことができた。システムの

品質について、お客さまからの問い合わせ・不具合・要望を

蓄積した運用テスト問題管理票から分析した。

5.1  システムの品質について
　品質保証という観点から、ソフトウェア品質を設計品質と

プログラム品質という２つの品質でとらえた時、設計品質・

プログラム品質の両方が優れていなければユーザーの満足を得

ることはできない (文献[３])。

（１）設計品質

　　設計仕様がユーザーの要求に整合していること。

（２）プログラム品質

　　プログラムが設計仕様どおりに正しく動作すること。

　プログラム品質はトラブルの無いシステムを作り上げるため

の最低条件であり、設計品質はいかに正確にお客さまの要件を

理解し仕様に反映させるかが、ポイントとなる。

　しかし、私たちは往々にして、「どうやってバグや不具合を

減らすか」ということに目を向けがちである。もちろんこれら

のプログラム品質は絶対条件であるが、お客さまにとって正し

く動くことは「当たり前」のことであり、そのシステムがお客

さまにとって、どれだけ高いパフォーマンスを発揮できるかと

いう設計品質こそが、システムの価値をより高める指標である

と考える。

5.2  運用テストのもう１つの目的
　運用テストの目的には、お客さまが新機能を使用しながら

要件定義時にはイメージしにくかった部分を体感してもらう

ことで、システムテストで洗い出せなかった不具合のあぶり

出しがあるが、もう一つ重要な目的がある。それは、お客さま

の視点での意見を聞き、細かな設計品質を向上させるキーワード

を収集することである。実業務に近い形で動作確認を行うこ

とで、不都合と感じる点に対するフィードバックが得られる。

これらを改めて協議の場に上げることで、設計品質をもう

一度見直すチャンスが生まれるのである。

　お客さまからの問い合わせ・不具合・要望（＝フィードバック）

については運用テスト問題管理票として蓄積していった。個々

の問い合わせ・不具合・要望を受け付けた時に、当社で６種

類のランク付けを行い 表１のように分類した。

　ランクＳ・Ｂは重要度の大小はあるものの、本来であれば

当社内のシステムテストでクリアしておくべきプログラム品

質の問題である。一方、ランクＡは要件定義・設計レビュー

の成果が問われるもの、ランクＣ・Ｄが運用テストで浮かび

上がる運用上の問題点であり、共に設計品質に関わるもので

ある。

5.3  ランク集計結果
　運用テストを終えて問題管理票のランクを集計したところ、

図６に示す結果となった。

　まず、「要求仕様と差異がある」と判断される問題（ラン

クＡ）が全体の約半分を占めた。これは、お客さまがこうし

たいと考える「想い」を、設計レビューで反映しきれなかっ

たことが問題と考える。今回の設計レビューにおいて、より

要件に対する熟考が必要であったといえる。

　つぎに、要件定義時に想定しなかった要望（ランクＣ・Ｄ）

も多く見られた。これは、新しい運用を想定しシステムを動

かした場合に、当初考えていた流れでは業務に支障が出ると

いうことを、お客さまが改めて実感されて顕在化したと考えら

れる。また、これらの中には画面配置等の見直しを求められた

ものも少なからず存在した。これは、運用に極めて近い部分に

ある品質（使い勝手）である。例えば、今回のような水道業務

の場合、受付や異動入力において、特定の機能を連続して使用

する局面が多い。その際、項目の初期値や並び順は、システム

利用時の入力効率に大きく影響する。このようなお客さまの視

点での問題提起は、開発側で気がつくには限界があり、貴重な

フィードバックである。

　設計レビューに関する反省点はあったものの、この結果を受

けて、本番稼動に向けシステムを見直すチャンスを得ることが

でき、最終調整を行った。その結果、稼動後の運用に関する問

題はほとんど発生せず、新機能の利用方法もお客さまが直感的

に理解できる仕様となり、スムーズに新システムに移行するこ

とができた。

※１　運用テスト総括表
　　  即時・バッチの機能一覧を統合し、サブ業務ごとにテスト手順を記入。
　　  全体の進捗管理用。

サイクルテスト用のテストシナリオ。
各処理について担当者の進捗を記入。

動作確認・個別検証テストの一覧表。
各処理について担当者の進捗を記入。

お客さまからの問い合わせ・不具合・要望を
管理するもの。お客さまにて個票を記入し、
当社で一覧表を管理。

運用テスト
スケジュール

運用テスト
計画書

運用テスト
総括表

サイクルテスト
仕様書

動作確認・
個別検証一覧

運用テスト
問題管理一覧表

運用テスト
問題管理票
（個票）

※１

【作業分担】オンライン入力・検証、バッチ処理結果検証

賦課係

収納係

検針係

給排水係

→ 各種異動入力、調定処理関係を担当
→ 入金、滞納処理関係を担当
→ ハンディターミナル、検針処理関係を担当
→ 加入金、給水処理関係を担当

注）各係で２名～４名ほど。とりまとめ窓口は賦課係の担当者様。

【作業分担】運用テストサポート、テスト結果検証

常駐オペレータ

担当SE

検証サポート要員

→ バッチ処理実行、処理の監視と帳票出力
→ テストデータ生成、オペレーションサポート
　  テストデータ抽出、テスト結果検証、結果の記録 など

→ 住民発送帳票の検証サポート
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様 
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ランク　　分類　　　　　　　　  説明　　　　　　　　 　 品質

Ｓ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

障害

障害

障害

要望

要望

要望

処理が正常に終了しない

要求仕様と差異がある

レイアウト等の軽微な問題

運用の見直しが必要なもの

運用にてカバー可能なもの

本改修とは関連性のないもの

プログラム品質

設計品質

プログラム品質

設計品質

設計品質

その他

A
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B
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C
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D
12%
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Ａ市様 インテック

　　　事
　　前
　準
備

データのロード

テストデータ生成

テストケースの整理

テストケースのチェック

サイクルテストの開始 お客さまと並行して確認。テストに必要なデータの調査・設定等を併せて実施。

金融機関

金融機関と連携
・納付書と口座振替データ
  を元に入金データを作成

　１サイクル完了後
　・問題点の洗い出し
　・指摘事項の改善
　を行った後に、
　再度サイクルテストを実施

サイクルテストの終了

約３週間で1サイクル完了

異動入力 検針業務 調定（料金請求）業務 収納（入金処理）・滞納業務

実運用を想定した、開栓・

閉栓などの入力 請求額の算定もととなる水道
メーター検針を想定した作業

検針情報を基にして作成される、料
金請求データを想定した作業

請求に対する入金処理と、入金がなかったケー
スに対する、再請求～滞納処分を想定した作業

月初 ～ ２０日頃 翌月中旬以降

※1…Ｈ/Ｔ(ハンディターミナル)。検針用携帯端末。

月末 ～ 翌月上旬頃

・処理結果
　（請求額など）の確認
・納付書の内容確認
・口座振替データの内容確認

●入金があったケース
・入金処理結果の確認
●入金がなかったケース
・督促状の確認
・再振替データの内容確認

・催告状の確認
・停水対象の確認

納付書

CT CT

図４　サイクルテストイメージ

テストケース抽出 検証該当分 帳票作成

 ＯＲＡＣＬＥ

水栓情報
データベース

調定情報
データベース

収納情報
データベース

口座情報
データベース

帳票
CSVファイル
（注１）

テストケース抽出
（注２）

 Microsoft ACCESS 

検証該当分一覧
Microsoft EXCEL

（注１）
バッチ処理で使用している帳票作成ソフトウェア Wonderful Report
(ﾃﾗｿﾌﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ社製)用のインプットファイル。
納付書作成処理等で作成されたものを、そのまま使用する。

（注２）
水道業務のデータベースから、テストケース分を抽出し、帳票CSVファイル
と水栓番号等で照合。検証該当分一覧に帳票のページ番号を保存。

加工して
サーバーに
格納

帳票
CSVファイル
（注１）

検証該当分
TEXTファイル

検証分抽出
（注３）

 ＩＰＧ (cobol）

検証分帳票
CSVファイル

帳票作成ソフトウェア

 ※バッチサーバーで処理

検証該当分
帳票

（注３）
帳票CSVファイルと検証該当分
TEXTファイルを、ページ番号で照合
して検証該当分を抽出する。

図５  検証用ツール

表１  運用テストランク表

図６  障害・要望ランク割合

　今回の運用テスト工程でのサイクルテストは極めて有効と

感じた。しかし、今回の試みはお客さまの多大なご協力があっ

たからこそ、実現できたのである。今後のシステム開発において、

お客さまの「最小限のご協力」で「最大限の成果」を上げられ

るようにレベルアップするため、以下について取り組みたい。

（１）テストの効率化、自動化

　　　今回のプロジェクトで作成したテストデータ生成処理

　　や検証用ツールについて、さらにブラッシュアップして

　　いく。テストデータ生成についてはパターンの追加、検

　　証用ツールについては手作業（ファイルの加工等）の自

　　動化を行う。また、テスト時のドキュメントを今後のハー

　　ドリプレース等の大量テストが必要になる案件の際に活か

　　せるよう整備したい。

（２）お客さまの実務を知る

　　　お客さまの実務内容について、システム化されていない

　　部分も含め、私たちも学習が必要である。社団法人 日本水

　　道協会などから発行されている業務マニュアル等での一般

　　的な知識に加え、地域ごとあるいは地方自治体ごとに異な

　　る実務内容を、日頃から習得する努力が必要である。

　　　実務内容を把握することによって、より設計品質の高い

　　システムの構築と実運用に即したテストが実施できるはず

　　である。今回の運用テストではお客さまが主体となって

　　データ入力作業を行っていただいたが、当社のメンバー

　　が共同で行っていたら、メンバーの業務スキル向上と今後

　　のシステム開発に向け新たなヒントが得られたかもしれ

　　ない。

　私たちが携わる自治体システムは公共性の高いクリティカル

なものであり、正しく動くという「当たり前品質」を提供し続

けることが求められる。しかし、そこを終着点とするのではな

く、「当たり前品質」を基盤とし、その上に「魅力的品質」の

高いシステムを構築し提供することが重要である。『使いやす

いアプリケーションを開発しテストするためには、対象ユーザー

層とそのニーズを理解する必要がある』(文献[４])。お客さま

をよく知り、学び、信頼に応え、より強固なパートナーシップ

を構築していくことで、私たちが提供するシステムのパフォー

マンスを最大限引き出すことができると考えている。

○○○○○○○
○○○○○○○○

○○○○○○○
○○○○○○○○

●検針員のつもりで
Ｈ/Ｔ（※1）入力
・料金計算チェック
・お知らせ票チェック
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地方自治体の水道料金改定プロジェクト事例
～ユーザー参画型運用テストによる
品質向上へのアプローチ～

Case Study: Project for a Revising Water Rate at a Local Government
- Quality Improvement with User Participatory Operational Testing -

土田　逸朗
TSUCHIDA Itsurou

奥村　直樹
OKUMURA Naoki

1. はじめに

概要
　行政システム事業本部が提供する地方自治体の業務システムは、システムを直接利用する自治体の職員、ひい

てはその先にある住民ひとりひとりの生活を支える極めて公共性の高いシステムであり、常に高いシステム品質が

要求される。しかしその一方で、システムがもつべき機能の増加や改修の繰り返しによってシステムが肥大化し

複雑なものになっているという現状がある。このようなシステムに対して、多くの機能に影響する改修を行った場合、

いかに品質を保証しお客さまの要望に応えるかが課題となる。

　本稿では、Ａ市様水道料金システムの料金改定を含む条例改正対応プロジェクトにおいて、運用テストフェーズ

にお客さまにも参画していただき、本稼動を想定した、テストデータの準備と運用スケジュールの下で、テストを

実施した事例を紹介する。さらに、今後の自治体向け業務システムにおける大規模改修時のシステム品質をより

向上させる方策について考察する。
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6. おわりに

2. 料金改定プロジェクトについて

3. 課題と対策案の検討

2.1  導入スケジュール
　当本部が担当した料金改定プロジェクトのスケジュールを図1

に示す。２００７年６月にキックオフを行い、一年間の開発期間

を経て２００８年６月にカットオーバー (本稼動) した。今回のシ

ステム改修は、料金改定に加え、お客さまの業務の根本となる

運用そのものを変更する大幅な業務改革に対応するものであり、

大きく分けて３つの改修案件を現行システムに対して組み込んで

いく必要があった。改修規模はシステム全体の約４０％を超える

大掛かりなものとなった。これらの改修によって変更になった

機能はもちろん、変更がなかった機能も含めた全機能について、

約１年という極めて短期間の中で品質を保証しリリースしなけ

ればならなかった。

　そこで、システム全体のテスト・検証のため、お客さまの実

機テスト環境にて実データを使用した運用テストを、２００８年

２月中旬から５月中旬までの約３ヶ月間行うようにスケジュー

リングした。この期間の中で、金融機関等の外部機関との連携

テストやデータ移行のリハーサル・検証も行った。

2.2  システムへの影響
　今回の改修によるシステムの影響については以下のとおりで

あった。

（1）料金計算部分の変更

　　　オンライン処理、バッチ処理、ハンディターミナルのそ

　　れぞれの料金計算プログラムについて改修が必要となる。

　　開発言語がそれぞれで異なり、オンライン処理はVisual 

　　Basic、バッチ処理はCOBOL簡易言語、ハンディターミ

　　ナルはVisual C++で構築されている。

（２）主要なマスタの変更

　　　水栓情報

（1）

、調定情報

（2）

、収納情報等

（3）

の水道料金シ

　　ステムの基本となるマスタについて項目追加が発生する。

　　また、調定情報、収納情報のデータ構造が変更になり、こ

　　れらのデータを参照する処理に加えて、調定情報と収納情

　　報間を相互に連携する処理についても見直しが必要となる。

（３）画面・帳票の変更

　　　条例改正に伴う料金計算プログラムの改修やマスタの項

　　目追加に伴って、画面や帳票にも項目追加や様式変更が発

　　生する。月次処理や年次処理の各種集計表については集計

　　仕様を変更しなければならない。

（４）調定スケジュール・納付期限の変更

　　　調定処理、督促処理、催告処理等の処理サイクルが変更

　　になる。それに伴い各処理における対象データの抽出部分

　　や更新条件についても見直しが必要となる。

　上記（１）から（４）については、それぞれ相互に関連して

いる。料金計算部分が変更になった点も影響が大きいが、主要

なマスタについても項目追加やデータ構造の変更が発生し、そ

の結果、システムへの影響が広範囲に及んだ。上記（２）の影

響で、すべての実行モジュールは一括してリビルドが必要になっ

た。最終的にプログラムロジックについては、オンライン処理

は全５８０機能のうち約３５％、バッチ処理は全２２０処理のうち約

４５％について改修が必要となった。
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　当本部のお客さまである地方自治体は、全国的に見ると「平成

の大合併」といわれる市町村合併開始直前の１９９９年３月で

３,２３２市町村だったが、２０１０年３月には１,７６０市町村に統合さ

れる予定である（文献[1]）。このように自治体数は合併前と

比較するとほぼ半減しているが、合併する自治体は、複数市

町村のシステム統合作業が必要になり、その結果、１自治体

当たりのシステム規模は拡大し、システム内部の仕様、運用・

保守も複雑化してきている。これに対して当本部では、上記

の市町村合併によるシステム統合に加え、ほぼ毎年発生する税

制改正対応、コンビニやクレジットカードなど多様化する収納

チャネルへの対応などを行ってきた。

　Ａ市様（以下、お客さま）の水道料金システムは、合併によ

る複数市町村のシステム統合から数年が経過した。そして、

２００８年度に向けて料金改定を含む大幅な条例改正が施行され

ることとなった。この条例改正では、お客さまの業務の運用を

全面的に変更しなければならず、システム統合作業以来の大規

模なシステム改修が必要となった。

3.1 プロジェクトの課題
  条例改正によるシステム改修の影響が広範囲に及ぶなかで、

改修の主目的が業務運用変更ということもあり、運用テスト以

降の工程に対してより重きを置く必要があった。

　改修が発生した機能、改修がなかった機能も含め、いかに効

率よく確実にテスト・検証作業を行いシステムの品質を保証す

るかが、プロジェクトのミッションと考えている。しかし、以

下のような課題があった。

（１）的確な業務ＳＥのフォロー

　　　本システムは、お客さまの業務に特化したオリジナルシ

　　ステムである。水道業務のパッケージシステムの経験があ

　　るシステムエンジニア(ＳＥ)であっても、システムの根幹

　　部分である業務運用変更に伴う改修要件を的確に把握でき

　　るとは限らない。お客さまを担当する業務ＳＥは２名 (以下、

　　担当ＳＥ) で、それ以外のＳＥは今回新たに参画したメンバー

　　である。重要なポイントで、担当ＳＥのフォローが必要と

　　なることが予想された。

（２）スムーズな工程連携

　　　本稼動時期が決定しており、テスト以降の工程を重視

　　した結果、要件定義から設計工程の期間に余裕が無くなっ

　　た。設計工程では各プログラムに３つの改修案件の機能

　　を適切にマージして効率よく設計作業を行い、スムーズ

　　にプログラム製作工程へつなげなくてはならない。

3.2  対策案の検討
　今回の課題を解決するにあたり、設計工程と運用テスト工

程での対策を検討した。

　まずは設計工程で、担当ＳＥがレビューアーとなり、各設

計担当者が作成した設計書をレビューすることでお客さまと

の認識のズレを補正し、３つの改修案件の機能要件が漏れる

ことなく設計書に適切に反映されているかをチェックするこ

ととした。

　運用テスト工程では、業務運用変更を考慮したテストシナ

リオの設計及びテストデータの投入が必要となる。この工程で、

お客さまのご協力をいただき、合同で最終確認を行うことと

した。

　上記を踏まえ、今回とった対策は以下の２つとなった。

（１）設計レビューの徹底

（２）実業務を想定した運用テストの実施
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（1）水栓情報：メーターの口径、使用用途、設置場所、使用者等に関する項目を管理
（2）調定情報：料金請求時の使用水量、金額等に関する項目を管理
（3）収納情報：料金収入時の収入日、金額等に関する項目を管理

4. 品質保証に向けた対策の実施

5. 運用テスト後の考察
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図１  料金改定プロジェクトスケジュール

作業項目

キックオフ・準備
要件定義
設計
プログラム製作

システムテスト
（社内テスト環境を使用）"

運用テスト
（実機テスト環境を使用）

データ整備・移行
システム切替
本稼動

 ２００７年                             ２００８年

6月   7月   8月   9月 10月  11月 12月  1月   2月   3月  4月   5月   6月   7月   8月

図２  運用テストドキュメント

図３  テスト時の体制及び作業分担

4.1  設計レビューの徹底
　セオリーどおりではあるが、改修が発生するものはすべて、

上流工程である設計段階で、プログラム仕様書、ＪＯＢフロー、

画面・帳票レイアウトなどについてレビューを徹底した。

１回のレビューにつき２時間程度の時間で、週２回の頻度で行っ

た。品質向上には設計段階から、仕様の考慮不足、要件の漏

れや認識誤りなど、不具合要因を排除していくのが有効である。

特に要件に関する不具合は、発見が後工程になればなるほど、

修正工数が膨らむのである（文献[２]）。

　設計レビューでは、要求仕様に応じた設計書になっている

かという基本的内容のレビューと共に、「お客さまがこの要

求をどのように実現されることを望んでいるか」という観点

についても留意してレビューした。

　また、複雑な処理については、製作完了後にソースコードを

レビューし、ロジックの確認に加えコーディング内容（潜在バ

グの有無、保守の容易性等）についてもレビューを実施するこ

ととした。これによって、テスト後の手戻り工数及び本稼動後

の保守工数の削減が期待できる。

4.2  実業務を想定した運用テストの実施
　当社内テスト環境でのシステムテスト完了後、お客さま向け

に運用テストに関する説明会を開催し、テストスケジュールに

沿って運用テストを実施することとなった。運用テスト工程で

行った作業は以下のとおりである。

（１）事前準備作業

テスト環境の構築

　　既存の本番処理に影響を与えないよう、お客さまにテスト

　　用のサーバーとクライアントを用意していただき、サーバー

　　構築とテスト環境接続専用のクライアント設置を行った。

　　これにより、業務時間内でもバッチの大量更新処理が実行

　　できる環境が整った。

テストデータのセットアップ

　　テストデータを生成するプログラムを作成し、改修案件に

　　沿った仕様かつ各マスタ間の整合性を確保したデータのセッ

　　トアップを行った。また、プログラムやデータベース内の

　　「改定適用日」等の値をテスト用に設定しテストが円滑に

　　進むように考慮した。

テスト方法の分類とドキュメント整備

　　運用テスト計画を策定する中でテストの効率を上げるため、

　　処理の特性や改修度合いによって、テスト方法を以下の

　　２系統に分類し、テストシナリオなどの仕様書を作成した。

　　図２は、運用テストの主要なドキュメントである。

　　　　●

 

サイクルテスト

　　　異動入力→検針→調定（請求）→入金 のように、実際

　　　の業務と同じ流れでオンライン入力・バッチ処理等を業

　　　務サイクルが一巡するまで行うテスト。金融機関等との

　　　連携テストを含む。

　　　　●

 

動作確認・個別検証テスト

　　　業務上の処理順に左右されず随時確認できるもので、改

　　　修が発生せず動作確認すればよいものや軽微な改修に対

　　　するテスト。

（２）テスト実施体制の確立

　　　テスト時の体制及び作業分担を、図３に示す。今回の運

　　用テストのポイントとして以下の３点に重点を置き、お客

　　さまと当社の作業分担を定めた。

　　 実業務を想定したデータの入力

　　　お客さまが主担当となって、実業務で発生する異動のパ

　　　ターンを網羅したデータ入力をお願いした。当社の方で

　　　もテストデータを生成しお客さまの入力作業を補完する

　　　ようにした。

実業務を想定した処理スケジュール・処理順でのテスト実施

　　　当社で提示したテストシナリオをベースに、お客さまに

　　　さらに肉付けしていただき、実業務に近いものに随時改

　　　良していくこととした。

住民発送帳票の検証強化及び効率化

　　　大量に出力される住民向け帳票の検証用ツールを作成し

　　　検証作業の効率化を図った。また、実際の印字を検証す

　　　るために検証サポート要員を配置した。

（３）テスト実施

　　　サイクルテストのイメージを、図４に示す。この図で

　　示す『異動入力から収納・滞納業務』までの業務処理の

　　流れが１サイクルとなる。お客さまの場合、奇数月処理

　　と偶数月処理で検針対象が替わるので、２サイクル分の

　　処理を実施することによって市全域を網羅することになる。

　　テストを円滑に進めるために以下の処理をさらに作成した。

検針済情報の一括セットアップ

　　　ハンディターミナルでの全件入力が困難なため、未入力分

　　　について固定の水量・金額を一括で設定する処理を作成

　　　した。この処理で検針済情報を更新後、調定処理を実行

　　　して、本番処理と同等の検針件数と調定件数を確保した。

入金データ変換処理

　　　テストを進めるにつれ、収納済みのデータも必要になっ

　　　たので、本番系サーバーからコピーした入金データを

　　　旧レイアウトから新レイアウトに変換する処理を作成

　　　した。この変換処理によって、入金処理が随時、実施

　　　できるようになった。

　動作確認・個別検証テストについては、サイクルテストの合

間に実施した。テスト期間中は週１回のペースで、お客さまと

定例ミーティングを行い、テストの進捗や問題点等について協

議した。お客さまからの問い合わせ・不具合・要望などについ

ては、運用テスト問題管理票で管理した。

（４）住民発送帳票の検証強化

　　　住民に送る納付書や督促状などの住民発送帳票について

　　は当然ながら間違いがあってはならない。今回のプロジェ

　　クトでは以下のように対応した。

検証用ツール作成

　　　納付書等の大量に出力される住民向け帳票について、検

　　　証の効率と精度を上げるために作成した検証用ツールを

　　　図５に示す。各マスタからテストケースを抽出するツー

　　　ルと、帳票CSVから検証該当分を抽出して帳票を印刷

　　　するツールを作成し、検証時に活用した。

　　　また、一部の帳票について、帳票CSVに検証用の項目

　　　を追加し、各マスタと帳票CSV間の項目を機械的に照

　　　合し、帳票の編集内容について検証精度の向上を図った。

検証サポート要員

　　　他チームから検証サポート要員を派遣してもらい、検証

　　　用ツールで抽出した帳票について、システムの画面と帳

　　　票の印字内容の目視確認を行い、従来と同じ仕様の項目

　　　及び改修が発生した項目等、帳票全体について検証した。

　運用テストは、２００８年２月から５月までの期間で行い、そ

の間にサイクルテストを３回行うことができた。システムの

品質について、お客さまからの問い合わせ・不具合・要望を

蓄積した運用テスト問題管理票から分析した。

5.1  システムの品質について
　品質保証という観点から、ソフトウェア品質を設計品質と

プログラム品質という２つの品質でとらえた時、設計品質・

プログラム品質の両方が優れていなければユーザーの満足を得

ることはできない (文献[３])。

（１）設計品質

　　設計仕様がユーザーの要求に整合していること。

（２）プログラム品質

　　プログラムが設計仕様どおりに正しく動作すること。

　プログラム品質はトラブルの無いシステムを作り上げるため

の最低条件であり、設計品質はいかに正確にお客さまの要件を

理解し仕様に反映させるかが、ポイントとなる。

　しかし、私たちは往々にして、「どうやってバグや不具合を

減らすか」ということに目を向けがちである。もちろんこれら

のプログラム品質は絶対条件であるが、お客さまにとって正し

く動くことは「当たり前」のことであり、そのシステムがお客

さまにとって、どれだけ高いパフォーマンスを発揮できるかと

いう設計品質こそが、システムの価値をより高める指標である

と考える。

5.2  運用テストのもう１つの目的
　運用テストの目的には、お客さまが新機能を使用しながら

要件定義時にはイメージしにくかった部分を体感してもらう

ことで、システムテストで洗い出せなかった不具合のあぶり

出しがあるが、もう一つ重要な目的がある。それは、お客さま

の視点での意見を聞き、細かな設計品質を向上させるキーワード

を収集することである。実業務に近い形で動作確認を行うこ

とで、不都合と感じる点に対するフィードバックが得られる。

これらを改めて協議の場に上げることで、設計品質をもう

一度見直すチャンスが生まれるのである。

　お客さまからの問い合わせ・不具合・要望（＝フィードバック）

については運用テスト問題管理票として蓄積していった。個々

の問い合わせ・不具合・要望を受け付けた時に、当社で６種

類のランク付けを行い 表１のように分類した。

　ランクＳ・Ｂは重要度の大小はあるものの、本来であれば

当社内のシステムテストでクリアしておくべきプログラム品

質の問題である。一方、ランクＡは要件定義・設計レビュー

の成果が問われるもの、ランクＣ・Ｄが運用テストで浮かび

上がる運用上の問題点であり、共に設計品質に関わるもので

ある。

5.3  ランク集計結果
　運用テストを終えて問題管理票のランクを集計したところ、

図６に示す結果となった。

　まず、「要求仕様と差異がある」と判断される問題（ラン

クＡ）が全体の約半分を占めた。これは、お客さまがこうし

たいと考える「想い」を、設計レビューで反映しきれなかっ

たことが問題と考える。今回の設計レビューにおいて、より

要件に対する熟考が必要であったといえる。

　つぎに、要件定義時に想定しなかった要望（ランクＣ・Ｄ）

も多く見られた。これは、新しい運用を想定しシステムを動

かした場合に、当初考えていた流れでは業務に支障が出ると

いうことを、お客さまが改めて実感されて顕在化したと考えら

れる。また、これらの中には画面配置等の見直しを求められた

ものも少なからず存在した。これは、運用に極めて近い部分に

ある品質（使い勝手）である。例えば、今回のような水道業務

の場合、受付や異動入力において、特定の機能を連続して使用

する局面が多い。その際、項目の初期値や並び順は、システム

利用時の入力効率に大きく影響する。このようなお客さまの視

点での問題提起は、開発側で気がつくには限界があり、貴重な

フィードバックである。

　設計レビューに関する反省点はあったものの、この結果を受

けて、本番稼動に向けシステムを見直すチャンスを得ることが

でき、最終調整を行った。その結果、稼動後の運用に関する問

題はほとんど発生せず、新機能の利用方法もお客さまが直感的

に理解できる仕様となり、スムーズに新システムに移行するこ

とができた。

※１　運用テスト総括表
　　  即時・バッチの機能一覧を統合し、サブ業務ごとにテスト手順を記入。
　　  全体の進捗管理用。

サイクルテスト用のテストシナリオ。
各処理について担当者の進捗を記入。

動作確認・個別検証テストの一覧表。
各処理について担当者の進捗を記入。

お客さまからの問い合わせ・不具合・要望を
管理するもの。お客さまにて個票を記入し、
当社で一覧表を管理。

運用テスト
スケジュール

運用テスト
計画書

運用テスト
総括表

サイクルテスト
仕様書

動作確認・
個別検証一覧

運用テスト
問題管理一覧表

運用テスト
問題管理票
（個票）

※１

【作業分担】オンライン入力・検証、バッチ処理結果検証

賦課係

収納係

検針係

給排水係

→ 各種異動入力、調定処理関係を担当
→ 入金、滞納処理関係を担当
→ ハンディターミナル、検針処理関係を担当
→ 加入金、給水処理関係を担当

注）各係で２名～４名ほど。とりまとめ窓口は賦課係の担当者様。

【作業分担】運用テストサポート、テスト結果検証

常駐オペレータ

担当SE

検証サポート要員

→ バッチ処理実行、処理の監視と帳票出力
→ テストデータ生成、オペレーションサポート
　  テストデータ抽出、テスト結果検証、結果の記録 など

→ 住民発送帳票の検証サポート

Ａ
市
様 

水
道
部
門

イ
ン
テ
ッ
ク

ランク　　分類　　　　　　　　  説明　　　　　　　　 　 品質

Ｓ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

障害

障害

障害

要望

要望

要望

処理が正常に終了しない

要求仕様と差異がある

レイアウト等の軽微な問題

運用の見直しが必要なもの

運用にてカバー可能なもの

本改修とは関連性のないもの

プログラム品質

設計品質

プログラム品質

設計品質

設計品質

その他

A
52%

B
23%

C
7%

D
12%

E
1%
S
5%

 

Ａ市様 インテック

　　　事
　　前
　準
備

データのロード

テストデータ生成

テストケースの整理

テストケースのチェック

サイクルテストの開始 お客さまと並行して確認。テストに必要なデータの調査・設定等を併せて実施。

金融機関

金融機関と連携
・納付書と口座振替データ
  を元に入金データを作成

　１サイクル完了後
　・問題点の洗い出し
　・指摘事項の改善
　を行った後に、
　再度サイクルテストを実施

サイクルテストの終了

約３週間で1サイクル完了

異動入力 検針業務 調定（料金請求）業務 収納（入金処理）・滞納業務

実運用を想定した、開栓・

閉栓などの入力 請求額の算定もととなる水道
メーター検針を想定した作業

検針情報を基にして作成される、料
金請求データを想定した作業

請求に対する入金処理と、入金がなかったケー
スに対する、再請求～滞納処分を想定した作業

月初 ～ ２０日頃 翌月中旬以降

※1…Ｈ/Ｔ(ハンディターミナル)。検針用携帯端末。

月末 ～ 翌月上旬頃

・処理結果
　（請求額など）の確認
・納付書の内容確認
・口座振替データの内容確認

●入金があったケース
・入金処理結果の確認
●入金がなかったケース
・督促状の確認
・再振替データの内容確認

・催告状の確認
・停水対象の確認

納付書

CT CT

図４　サイクルテストイメージ

テストケース抽出 検証該当分 帳票作成

 ＯＲＡＣＬＥ

水栓情報
データベース

調定情報
データベース

収納情報
データベース

口座情報
データベース

帳票
CSVファイル
（注１）

テストケース抽出
（注２）

 Microsoft ACCESS 

検証該当分一覧
Microsoft EXCEL

（注１）
バッチ処理で使用している帳票作成ソフトウェア Wonderful Report
(ﾃﾗｿﾌﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ社製)用のインプットファイル。
納付書作成処理等で作成されたものを、そのまま使用する。

（注２）
水道業務のデータベースから、テストケース分を抽出し、帳票CSVファイル
と水栓番号等で照合。検証該当分一覧に帳票のページ番号を保存。

加工して
サーバーに
格納

帳票
CSVファイル
（注１）

検証該当分
TEXTファイル

検証分抽出
（注３）

 ＩＰＧ (cobol）

検証分帳票
CSVファイル

帳票作成ソフトウェア

 ※バッチサーバーで処理

検証該当分
帳票

（注３）
帳票CSVファイルと検証該当分
TEXTファイルを、ページ番号で照合
して検証該当分を抽出する。

図５  検証用ツール

表１  運用テストランク表

図６  障害・要望ランク割合

　今回の運用テスト工程でのサイクルテストは極めて有効と

感じた。しかし、今回の試みはお客さまの多大なご協力があっ

たからこそ、実現できたのである。今後のシステム開発において、

お客さまの「最小限のご協力」で「最大限の成果」を上げられ

るようにレベルアップするため、以下について取り組みたい。

（１）テストの効率化、自動化

　　　今回のプロジェクトで作成したテストデータ生成処理

　　や検証用ツールについて、さらにブラッシュアップして

　　いく。テストデータ生成についてはパターンの追加、検

　　証用ツールについては手作業（ファイルの加工等）の自

　　動化を行う。また、テスト時のドキュメントを今後のハー

　　ドリプレース等の大量テストが必要になる案件の際に活か

　　せるよう整備したい。

（２）お客さまの実務を知る

　　　お客さまの実務内容について、システム化されていない

　　部分も含め、私たちも学習が必要である。社団法人 日本水

　　道協会などから発行されている業務マニュアル等での一般

　　的な知識に加え、地域ごとあるいは地方自治体ごとに異な

　　る実務内容を、日頃から習得する努力が必要である。

　　　実務内容を把握することによって、より設計品質の高い

　　システムの構築と実運用に即したテストが実施できるはず

　　である。今回の運用テストではお客さまが主体となって

　　データ入力作業を行っていただいたが、当社のメンバー

　　が共同で行っていたら、メンバーの業務スキル向上と今後

　　のシステム開発に向け新たなヒントが得られたかもしれ

　　ない。

　私たちが携わる自治体システムは公共性の高いクリティカル

なものであり、正しく動くという「当たり前品質」を提供し続

けることが求められる。しかし、そこを終着点とするのではな

く、「当たり前品質」を基盤とし、その上に「魅力的品質」の

高いシステムを構築し提供することが重要である。『使いやす

いアプリケーションを開発しテストするためには、対象ユーザー

層とそのニーズを理解する必要がある』(文献[４])。お客さま

をよく知り、学び、信頼に応え、より強固なパートナーシップ

を構築していくことで、私たちが提供するシステムのパフォー

マンスを最大限引き出すことができると考えている。

○○○○○○○
○○○○○○○○

○○○○○○○
○○○○○○○○

●検針員のつもりで
Ｈ/Ｔ（※1）入力
・料金計算チェック
・お知らせ票チェック
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地方自治体の水道料金改定プロジェクト事例
～ユーザー参画型運用テストによる
品質向上へのアプローチ～

Case Study: Project for a Revising Water Rate at a Local Government
- Quality Improvement with User Participatory Operational Testing -

土田　逸朗
TSUCHIDA Itsurou

奥村　直樹
OKUMURA Naoki

1. はじめに

概要
　行政システム事業本部が提供する地方自治体の業務システムは、システムを直接利用する自治体の職員、ひい

てはその先にある住民ひとりひとりの生活を支える極めて公共性の高いシステムであり、常に高いシステム品質が

要求される。しかしその一方で、システムがもつべき機能の増加や改修の繰り返しによってシステムが肥大化し

複雑なものになっているという現状がある。このようなシステムに対して、多くの機能に影響する改修を行った場合、

いかに品質を保証しお客さまの要望に応えるかが課題となる。

　本稿では、Ａ市様水道料金システムの料金改定を含む条例改正対応プロジェクトにおいて、運用テストフェーズ

にお客さまにも参画していただき、本稼動を想定した、テストデータの準備と運用スケジュールの下で、テストを

実施した事例を紹介する。さらに、今後の自治体向け業務システムにおける大規模改修時のシステム品質をより

向上させる方策について考察する。
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6. おわりに

2. 料金改定プロジェクトについて

3. 課題と対策案の検討

2.1  導入スケジュール
　当本部が担当した料金改定プロジェクトのスケジュールを図1

に示す。２００７年６月にキックオフを行い、一年間の開発期間

を経て２００８年６月にカットオーバー (本稼動) した。今回のシ

ステム改修は、料金改定に加え、お客さまの業務の根本となる

運用そのものを変更する大幅な業務改革に対応するものであり、

大きく分けて３つの改修案件を現行システムに対して組み込んで

いく必要があった。改修規模はシステム全体の約４０％を超える

大掛かりなものとなった。これらの改修によって変更になった

機能はもちろん、変更がなかった機能も含めた全機能について、

約１年という極めて短期間の中で品質を保証しリリースしなけ

ればならなかった。

　そこで、システム全体のテスト・検証のため、お客さまの実

機テスト環境にて実データを使用した運用テストを、２００８年

２月中旬から５月中旬までの約３ヶ月間行うようにスケジュー

リングした。この期間の中で、金融機関等の外部機関との連携

テストやデータ移行のリハーサル・検証も行った。

2.2  システムへの影響
　今回の改修によるシステムの影響については以下のとおりで

あった。

（1）料金計算部分の変更

　　　オンライン処理、バッチ処理、ハンディターミナルのそ

　　れぞれの料金計算プログラムについて改修が必要となる。

　　開発言語がそれぞれで異なり、オンライン処理はVisual 

　　Basic、バッチ処理はCOBOL簡易言語、ハンディターミ

　　ナルはVisual C++で構築されている。

（２）主要なマスタの変更

　　　水栓情報

（1）

、調定情報

（2）

、収納情報等

（3）

の水道料金シ

　　ステムの基本となるマスタについて項目追加が発生する。

　　また、調定情報、収納情報のデータ構造が変更になり、こ

　　れらのデータを参照する処理に加えて、調定情報と収納情

　　報間を相互に連携する処理についても見直しが必要となる。

（３）画面・帳票の変更

　　　条例改正に伴う料金計算プログラムの改修やマスタの項

　　目追加に伴って、画面や帳票にも項目追加や様式変更が発

　　生する。月次処理や年次処理の各種集計表については集計

　　仕様を変更しなければならない。

（４）調定スケジュール・納付期限の変更

　　　調定処理、督促処理、催告処理等の処理サイクルが変更

　　になる。それに伴い各処理における対象データの抽出部分

　　や更新条件についても見直しが必要となる。

　上記（１）から（４）については、それぞれ相互に関連して

いる。料金計算部分が変更になった点も影響が大きいが、主要

なマスタについても項目追加やデータ構造の変更が発生し、そ

の結果、システムへの影響が広範囲に及んだ。上記（２）の影

響で、すべての実行モジュールは一括してリビルドが必要になっ

た。最終的にプログラムロジックについては、オンライン処理

は全５８０機能のうち約３５％、バッチ処理は全２２０処理のうち約

４５％について改修が必要となった。
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　当本部のお客さまである地方自治体は、全国的に見ると「平成

の大合併」といわれる市町村合併開始直前の１９９９年３月で

３,２３２市町村だったが、２０１０年３月には１,７６０市町村に統合さ

れる予定である（文献[1]）。このように自治体数は合併前と

比較するとほぼ半減しているが、合併する自治体は、複数市

町村のシステム統合作業が必要になり、その結果、１自治体

当たりのシステム規模は拡大し、システム内部の仕様、運用・

保守も複雑化してきている。これに対して当本部では、上記

の市町村合併によるシステム統合に加え、ほぼ毎年発生する税

制改正対応、コンビニやクレジットカードなど多様化する収納

チャネルへの対応などを行ってきた。

　Ａ市様（以下、お客さま）の水道料金システムは、合併によ

る複数市町村のシステム統合から数年が経過した。そして、

２００８年度に向けて料金改定を含む大幅な条例改正が施行され

ることとなった。この条例改正では、お客さまの業務の運用を

全面的に変更しなければならず、システム統合作業以来の大規

模なシステム改修が必要となった。

3.1 プロジェクトの課題
  条例改正によるシステム改修の影響が広範囲に及ぶなかで、

改修の主目的が業務運用変更ということもあり、運用テスト以

降の工程に対してより重きを置く必要があった。

　改修が発生した機能、改修がなかった機能も含め、いかに効

率よく確実にテスト・検証作業を行いシステムの品質を保証す

るかが、プロジェクトのミッションと考えている。しかし、以

下のような課題があった。

（１）的確な業務ＳＥのフォロー

　　　本システムは、お客さまの業務に特化したオリジナルシ

　　ステムである。水道業務のパッケージシステムの経験があ

　　るシステムエンジニア(ＳＥ)であっても、システムの根幹

　　部分である業務運用変更に伴う改修要件を的確に把握でき

　　るとは限らない。お客さまを担当する業務ＳＥは２名 (以下、

　　担当ＳＥ) で、それ以外のＳＥは今回新たに参画したメンバー

　　である。重要なポイントで、担当ＳＥのフォローが必要と

　　なることが予想された。

（２）スムーズな工程連携

　　　本稼動時期が決定しており、テスト以降の工程を重視

　　した結果、要件定義から設計工程の期間に余裕が無くなっ

　　た。設計工程では各プログラムに３つの改修案件の機能

　　を適切にマージして効率よく設計作業を行い、スムーズ

　　にプログラム製作工程へつなげなくてはならない。

3.2  対策案の検討
　今回の課題を解決するにあたり、設計工程と運用テスト工

程での対策を検討した。

　まずは設計工程で、担当ＳＥがレビューアーとなり、各設

計担当者が作成した設計書をレビューすることでお客さまと

の認識のズレを補正し、３つの改修案件の機能要件が漏れる

ことなく設計書に適切に反映されているかをチェックするこ

ととした。

　運用テスト工程では、業務運用変更を考慮したテストシナ

リオの設計及びテストデータの投入が必要となる。この工程で、

お客さまのご協力をいただき、合同で最終確認を行うことと

した。

　上記を踏まえ、今回とった対策は以下の２つとなった。

（１）設計レビューの徹底

（２）実業務を想定した運用テストの実施

OKUMURA Naoki

奥村　直樹

● 行政システム事業本部
　行政システムサービス部　システム第４課
● Ａ市様水道関係業務のシステム開発・保守に従事

土田　逸朗

● 行政システム事業本部
　行政システムサービス部　システム第２課
● Ａ市様水道関係業務のシステム開発・保守に従事

TSUCHIDA Itsurou

（1）水栓情報：メーターの口径、使用用途、設置場所、使用者等に関する項目を管理
（2）調定情報：料金請求時の使用水量、金額等に関する項目を管理
（3）収納情報：料金収入時の収入日、金額等に関する項目を管理

4. 品質保証に向けた対策の実施

5. 運用テスト後の考察

個
別
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文

図１  料金改定プロジェクトスケジュール

作業項目

キックオフ・準備
要件定義
設計
プログラム製作

システムテスト
（社内テスト環境を使用）"

運用テスト
（実機テスト環境を使用）

データ整備・移行
システム切替
本稼動

 ２００７年                             ２００８年

6月   7月   8月   9月 10月  11月 12月  1月   2月   3月  4月   5月   6月   7月   8月

図２  運用テストドキュメント

図３  テスト時の体制及び作業分担

4.1  設計レビューの徹底
　セオリーどおりではあるが、改修が発生するものはすべて、

上流工程である設計段階で、プログラム仕様書、ＪＯＢフロー、

画面・帳票レイアウトなどについてレビューを徹底した。

１回のレビューにつき２時間程度の時間で、週２回の頻度で行っ

た。品質向上には設計段階から、仕様の考慮不足、要件の漏

れや認識誤りなど、不具合要因を排除していくのが有効である。

特に要件に関する不具合は、発見が後工程になればなるほど、

修正工数が膨らむのである（文献[２]）。

　設計レビューでは、要求仕様に応じた設計書になっている

かという基本的内容のレビューと共に、「お客さまがこの要

求をどのように実現されることを望んでいるか」という観点

についても留意してレビューした。

　また、複雑な処理については、製作完了後にソースコードを

レビューし、ロジックの確認に加えコーディング内容（潜在バ

グの有無、保守の容易性等）についてもレビューを実施するこ

ととした。これによって、テスト後の手戻り工数及び本稼動後

の保守工数の削減が期待できる。

4.2  実業務を想定した運用テストの実施
　当社内テスト環境でのシステムテスト完了後、お客さま向け

に運用テストに関する説明会を開催し、テストスケジュールに

沿って運用テストを実施することとなった。運用テスト工程で

行った作業は以下のとおりである。

（１）事前準備作業

テスト環境の構築

　　既存の本番処理に影響を与えないよう、お客さまにテスト

　　用のサーバーとクライアントを用意していただき、サーバー

　　構築とテスト環境接続専用のクライアント設置を行った。

　　これにより、業務時間内でもバッチの大量更新処理が実行

　　できる環境が整った。

テストデータのセットアップ

　　テストデータを生成するプログラムを作成し、改修案件に

　　沿った仕様かつ各マスタ間の整合性を確保したデータのセッ

　　トアップを行った。また、プログラムやデータベース内の

　　「改定適用日」等の値をテスト用に設定しテストが円滑に

　　進むように考慮した。

テスト方法の分類とドキュメント整備

　　運用テスト計画を策定する中でテストの効率を上げるため、

　　処理の特性や改修度合いによって、テスト方法を以下の

　　２系統に分類し、テストシナリオなどの仕様書を作成した。

　　図２は、運用テストの主要なドキュメントである。

　　　　●

 

サイクルテスト

　　　異動入力→検針→調定（請求）→入金 のように、実際

　　　の業務と同じ流れでオンライン入力・バッチ処理等を業

　　　務サイクルが一巡するまで行うテスト。金融機関等との

　　　連携テストを含む。

　　　　●

 

動作確認・個別検証テスト

　　　業務上の処理順に左右されず随時確認できるもので、改

　　　修が発生せず動作確認すればよいものや軽微な改修に対

　　　するテスト。

（２）テスト実施体制の確立

　　　テスト時の体制及び作業分担を、図３に示す。今回の運

　　用テストのポイントとして以下の３点に重点を置き、お客

　　さまと当社の作業分担を定めた。

　　 実業務を想定したデータの入力

　　　お客さまが主担当となって、実業務で発生する異動のパ

　　　ターンを網羅したデータ入力をお願いした。当社の方で

　　　もテストデータを生成しお客さまの入力作業を補完する

　　　ようにした。

実業務を想定した処理スケジュール・処理順でのテスト実施

　　　当社で提示したテストシナリオをベースに、お客さまに

　　　さらに肉付けしていただき、実業務に近いものに随時改

　　　良していくこととした。

住民発送帳票の検証強化及び効率化

　　　大量に出力される住民向け帳票の検証用ツールを作成し

　　　検証作業の効率化を図った。また、実際の印字を検証す

　　　るために検証サポート要員を配置した。

（３）テスト実施

　　　サイクルテストのイメージを、図４に示す。この図で

　　示す『異動入力から収納・滞納業務』までの業務処理の

　　流れが１サイクルとなる。お客さまの場合、奇数月処理

　　と偶数月処理で検針対象が替わるので、２サイクル分の

　　処理を実施することによって市全域を網羅することになる。

　　テストを円滑に進めるために以下の処理をさらに作成した。

検針済情報の一括セットアップ

　　　ハンディターミナルでの全件入力が困難なため、未入力分

　　　について固定の水量・金額を一括で設定する処理を作成

　　　した。この処理で検針済情報を更新後、調定処理を実行

　　　して、本番処理と同等の検針件数と調定件数を確保した。

入金データ変換処理

　　　テストを進めるにつれ、収納済みのデータも必要になっ

　　　たので、本番系サーバーからコピーした入金データを

　　　旧レイアウトから新レイアウトに変換する処理を作成

　　　した。この変換処理によって、入金処理が随時、実施

　　　できるようになった。

　動作確認・個別検証テストについては、サイクルテストの合

間に実施した。テスト期間中は週１回のペースで、お客さまと

定例ミーティングを行い、テストの進捗や問題点等について協

議した。お客さまからの問い合わせ・不具合・要望などについ

ては、運用テスト問題管理票で管理した。

（４）住民発送帳票の検証強化

　　　住民に送る納付書や督促状などの住民発送帳票について

　　は当然ながら間違いがあってはならない。今回のプロジェ

　　クトでは以下のように対応した。

検証用ツール作成

　　　納付書等の大量に出力される住民向け帳票について、検

　　　証の効率と精度を上げるために作成した検証用ツールを

　　　図５に示す。各マスタからテストケースを抽出するツー

　　　ルと、帳票CSVから検証該当分を抽出して帳票を印刷

　　　するツールを作成し、検証時に活用した。

　　　また、一部の帳票について、帳票CSVに検証用の項目

　　　を追加し、各マスタと帳票CSV間の項目を機械的に照

　　　合し、帳票の編集内容について検証精度の向上を図った。

検証サポート要員

　　　他チームから検証サポート要員を派遣してもらい、検証

　　　用ツールで抽出した帳票について、システムの画面と帳

　　　票の印字内容の目視確認を行い、従来と同じ仕様の項目

　　　及び改修が発生した項目等、帳票全体について検証した。

　運用テストは、２００８年２月から５月までの期間で行い、そ

の間にサイクルテストを３回行うことができた。システムの

品質について、お客さまからの問い合わせ・不具合・要望を

蓄積した運用テスト問題管理票から分析した。

5.1  システムの品質について
　品質保証という観点から、ソフトウェア品質を設計品質と

プログラム品質という２つの品質でとらえた時、設計品質・

プログラム品質の両方が優れていなければユーザーの満足を得

ることはできない (文献[３])。

（１）設計品質

　　設計仕様がユーザーの要求に整合していること。

（２）プログラム品質

　　プログラムが設計仕様どおりに正しく動作すること。

　プログラム品質はトラブルの無いシステムを作り上げるため

の最低条件であり、設計品質はいかに正確にお客さまの要件を

理解し仕様に反映させるかが、ポイントとなる。

　しかし、私たちは往々にして、「どうやってバグや不具合を

減らすか」ということに目を向けがちである。もちろんこれら

のプログラム品質は絶対条件であるが、お客さまにとって正し

く動くことは「当たり前」のことであり、そのシステムがお客

さまにとって、どれだけ高いパフォーマンスを発揮できるかと

いう設計品質こそが、システムの価値をより高める指標である

と考える。

5.2  運用テストのもう１つの目的
　運用テストの目的には、お客さまが新機能を使用しながら

要件定義時にはイメージしにくかった部分を体感してもらう

ことで、システムテストで洗い出せなかった不具合のあぶり

出しがあるが、もう一つ重要な目的がある。それは、お客さま

の視点での意見を聞き、細かな設計品質を向上させるキーワード

を収集することである。実業務に近い形で動作確認を行うこ

とで、不都合と感じる点に対するフィードバックが得られる。

これらを改めて協議の場に上げることで、設計品質をもう

一度見直すチャンスが生まれるのである。

　お客さまからの問い合わせ・不具合・要望（＝フィードバック）

については運用テスト問題管理票として蓄積していった。個々

の問い合わせ・不具合・要望を受け付けた時に、当社で６種

類のランク付けを行い 表１のように分類した。

　ランクＳ・Ｂは重要度の大小はあるものの、本来であれば

当社内のシステムテストでクリアしておくべきプログラム品

質の問題である。一方、ランクＡは要件定義・設計レビュー

の成果が問われるもの、ランクＣ・Ｄが運用テストで浮かび

上がる運用上の問題点であり、共に設計品質に関わるもので

ある。

5.3  ランク集計結果
　運用テストを終えて問題管理票のランクを集計したところ、

図６に示す結果となった。

　まず、「要求仕様と差異がある」と判断される問題（ラン

クＡ）が全体の約半分を占めた。これは、お客さまがこうし

たいと考える「想い」を、設計レビューで反映しきれなかっ

たことが問題と考える。今回の設計レビューにおいて、より

要件に対する熟考が必要であったといえる。

　つぎに、要件定義時に想定しなかった要望（ランクＣ・Ｄ）

も多く見られた。これは、新しい運用を想定しシステムを動

かした場合に、当初考えていた流れでは業務に支障が出ると

いうことを、お客さまが改めて実感されて顕在化したと考えら

れる。また、これらの中には画面配置等の見直しを求められた

ものも少なからず存在した。これは、運用に極めて近い部分に

ある品質（使い勝手）である。例えば、今回のような水道業務

の場合、受付や異動入力において、特定の機能を連続して使用

する局面が多い。その際、項目の初期値や並び順は、システム

利用時の入力効率に大きく影響する。このようなお客さまの視

点での問題提起は、開発側で気がつくには限界があり、貴重な

フィードバックである。

　設計レビューに関する反省点はあったものの、この結果を受

けて、本番稼動に向けシステムを見直すチャンスを得ることが

でき、最終調整を行った。その結果、稼動後の運用に関する問

題はほとんど発生せず、新機能の利用方法もお客さまが直感的

に理解できる仕様となり、スムーズに新システムに移行するこ

とができた。

※１　運用テスト総括表
　　  即時・バッチの機能一覧を統合し、サブ業務ごとにテスト手順を記入。
　　  全体の進捗管理用。

サイクルテスト用のテストシナリオ。
各処理について担当者の進捗を記入。

動作確認・個別検証テストの一覧表。
各処理について担当者の進捗を記入。

お客さまからの問い合わせ・不具合・要望を
管理するもの。お客さまにて個票を記入し、
当社で一覧表を管理。

運用テスト
スケジュール

運用テスト
計画書

運用テスト
総括表

サイクルテスト
仕様書

動作確認・
個別検証一覧

運用テスト
問題管理一覧表

運用テスト
問題管理票
（個票）

※１

【作業分担】オンライン入力・検証、バッチ処理結果検証

賦課係

収納係

検針係

給排水係

→ 各種異動入力、調定処理関係を担当
→ 入金、滞納処理関係を担当
→ ハンディターミナル、検針処理関係を担当
→ 加入金、給水処理関係を担当

注）各係で２名～４名ほど。とりまとめ窓口は賦課係の担当者様。

【作業分担】運用テストサポート、テスト結果検証

常駐オペレータ

担当SE

検証サポート要員

→ バッチ処理実行、処理の監視と帳票出力
→ テストデータ生成、オペレーションサポート
　  テストデータ抽出、テスト結果検証、結果の記録 など

→ 住民発送帳票の検証サポート
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ランク　　分類　　　　　　　　  説明　　　　　　　　 　 品質

Ｓ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

障害

障害

障害

要望

要望

要望

処理が正常に終了しない

要求仕様と差異がある

レイアウト等の軽微な問題

運用の見直しが必要なもの

運用にてカバー可能なもの

本改修とは関連性のないもの

プログラム品質

設計品質

プログラム品質

設計品質

設計品質

その他

A
52%

B
23%

C
7%

D
12%

E
1%
S
5%

 

Ａ市様 インテック

　　　事
　　前
　準
備

データのロード

テストデータ生成

テストケースの整理

テストケースのチェック

サイクルテストの開始 お客さまと並行して確認。テストに必要なデータの調査・設定等を併せて実施。

金融機関

金融機関と連携
・納付書と口座振替データ
  を元に入金データを作成

　１サイクル完了後
　・問題点の洗い出し
　・指摘事項の改善
　を行った後に、
　再度サイクルテストを実施

サイクルテストの終了

約３週間で1サイクル完了

異動入力 検針業務 調定（料金請求）業務 収納（入金処理）・滞納業務

実運用を想定した、開栓・

閉栓などの入力 請求額の算定もととなる水道
メーター検針を想定した作業

検針情報を基にして作成される、料
金請求データを想定した作業

請求に対する入金処理と、入金がなかったケー
スに対する、再請求～滞納処分を想定した作業

月初 ～ ２０日頃 翌月中旬以降

※1…Ｈ/Ｔ(ハンディターミナル)。検針用携帯端末。

月末 ～ 翌月上旬頃

・処理結果
　（請求額など）の確認
・納付書の内容確認
・口座振替データの内容確認

●入金があったケース
・入金処理結果の確認
●入金がなかったケース
・督促状の確認
・再振替データの内容確認

・催告状の確認
・停水対象の確認

納付書

CT CT

図４　サイクルテストイメージ

テストケース抽出 検証該当分 帳票作成

 ＯＲＡＣＬＥ

水栓情報
データベース

調定情報
データベース

収納情報
データベース

口座情報
データベース

帳票
CSVファイル
（注１）

テストケース抽出
（注２）

 Microsoft ACCESS 

検証該当分一覧
Microsoft EXCEL

（注１）
バッチ処理で使用している帳票作成ソフトウェア Wonderful Report
(ﾃﾗｿﾌﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ社製)用のインプットファイル。
納付書作成処理等で作成されたものを、そのまま使用する。

（注２）
水道業務のデータベースから、テストケース分を抽出し、帳票CSVファイル
と水栓番号等で照合。検証該当分一覧に帳票のページ番号を保存。

加工して
サーバーに
格納

帳票
CSVファイル
（注１）

検証該当分
TEXTファイル

検証分抽出
（注３）

 ＩＰＧ (cobol）

検証分帳票
CSVファイル

帳票作成ソフトウェア

 ※バッチサーバーで処理

検証該当分
帳票

（注３）
帳票CSVファイルと検証該当分
TEXTファイルを、ページ番号で照合
して検証該当分を抽出する。

図５  検証用ツール

表１  運用テストランク表

図６  障害・要望ランク割合

　今回の運用テスト工程でのサイクルテストは極めて有効と

感じた。しかし、今回の試みはお客さまの多大なご協力があっ

たからこそ、実現できたのである。今後のシステム開発において、

お客さまの「最小限のご協力」で「最大限の成果」を上げられ

るようにレベルアップするため、以下について取り組みたい。

（１）テストの効率化、自動化

　　　今回のプロジェクトで作成したテストデータ生成処理

　　や検証用ツールについて、さらにブラッシュアップして

　　いく。テストデータ生成についてはパターンの追加、検

　　証用ツールについては手作業（ファイルの加工等）の自

　　動化を行う。また、テスト時のドキュメントを今後のハー

　　ドリプレース等の大量テストが必要になる案件の際に活か

　　せるよう整備したい。

（２）お客さまの実務を知る

　　　お客さまの実務内容について、システム化されていない

　　部分も含め、私たちも学習が必要である。社団法人 日本水

　　道協会などから発行されている業務マニュアル等での一般

　　的な知識に加え、地域ごとあるいは地方自治体ごとに異な

　　る実務内容を、日頃から習得する努力が必要である。

　　　実務内容を把握することによって、より設計品質の高い

　　システムの構築と実運用に即したテストが実施できるはず

　　である。今回の運用テストではお客さまが主体となって

　　データ入力作業を行っていただいたが、当社のメンバー

　　が共同で行っていたら、メンバーの業務スキル向上と今後

　　のシステム開発に向け新たなヒントが得られたかもしれ

　　ない。

　私たちが携わる自治体システムは公共性の高いクリティカル

なものであり、正しく動くという「当たり前品質」を提供し続

けることが求められる。しかし、そこを終着点とするのではな

く、「当たり前品質」を基盤とし、その上に「魅力的品質」の

高いシステムを構築し提供することが重要である。『使いやす

いアプリケーションを開発しテストするためには、対象ユーザー

層とそのニーズを理解する必要がある』(文献[４])。お客さま

をよく知り、学び、信頼に応え、より強固なパートナーシップ

を構築していくことで、私たちが提供するシステムのパフォー

マンスを最大限引き出すことができると考えている。

○○○○○○○
○○○○○○○○

○○○○○○○
○○○○○○○○

●検針員のつもりで
Ｈ/Ｔ（※1）入力
・料金計算チェック
・お知らせ票チェック
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地方自治体の水道料金改定プロジェクト事例
～ユーザー参画型運用テストによる
品質向上へのアプローチ～

Case Study: Project for a Revising Water Rate at a Local Government
- Quality Improvement with User Participatory Operational Testing -

土田　逸朗
TSUCHIDA Itsurou

奥村　直樹
OKUMURA Naoki

1. はじめに

概要
　行政システム事業本部が提供する地方自治体の業務システムは、システムを直接利用する自治体の職員、ひい

てはその先にある住民ひとりひとりの生活を支える極めて公共性の高いシステムであり、常に高いシステム品質が

要求される。しかしその一方で、システムがもつべき機能の増加や改修の繰り返しによってシステムが肥大化し

複雑なものになっているという現状がある。このようなシステムに対して、多くの機能に影響する改修を行った場合、

いかに品質を保証しお客さまの要望に応えるかが課題となる。

　本稿では、Ａ市様水道料金システムの料金改定を含む条例改正対応プロジェクトにおいて、運用テストフェーズ

にお客さまにも参画していただき、本稼動を想定した、テストデータの準備と運用スケジュールの下で、テストを

実施した事例を紹介する。さらに、今後の自治体向け業務システムにおける大規模改修時のシステム品質をより

向上させる方策について考察する。
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6. おわりに

2. 料金改定プロジェクトについて

3. 課題と対策案の検討

2.1  導入スケジュール
　当本部が担当した料金改定プロジェクトのスケジュールを図1

に示す。２００７年６月にキックオフを行い、一年間の開発期間

を経て２００８年６月にカットオーバー (本稼動) した。今回のシ

ステム改修は、料金改定に加え、お客さまの業務の根本となる

運用そのものを変更する大幅な業務改革に対応するものであり、

大きく分けて３つの改修案件を現行システムに対して組み込んで

いく必要があった。改修規模はシステム全体の約４０％を超える

大掛かりなものとなった。これらの改修によって変更になった

機能はもちろん、変更がなかった機能も含めた全機能について、

約１年という極めて短期間の中で品質を保証しリリースしなけ

ればならなかった。

　そこで、システム全体のテスト・検証のため、お客さまの実

機テスト環境にて実データを使用した運用テストを、２００８年

２月中旬から５月中旬までの約３ヶ月間行うようにスケジュー

リングした。この期間の中で、金融機関等の外部機関との連携

テストやデータ移行のリハーサル・検証も行った。

2.2  システムへの影響
　今回の改修によるシステムの影響については以下のとおりで

あった。

（1）料金計算部分の変更

　　　オンライン処理、バッチ処理、ハンディターミナルのそ

　　れぞれの料金計算プログラムについて改修が必要となる。

　　開発言語がそれぞれで異なり、オンライン処理はVisual 

　　Basic、バッチ処理はCOBOL簡易言語、ハンディターミ

　　ナルはVisual C++で構築されている。

（２）主要なマスタの変更

　　　水栓情報

（1）

、調定情報

（2）

、収納情報等

（3）

の水道料金シ

　　ステムの基本となるマスタについて項目追加が発生する。

　　また、調定情報、収納情報のデータ構造が変更になり、こ

　　れらのデータを参照する処理に加えて、調定情報と収納情

　　報間を相互に連携する処理についても見直しが必要となる。

（３）画面・帳票の変更

　　　条例改正に伴う料金計算プログラムの改修やマスタの項

　　目追加に伴って、画面や帳票にも項目追加や様式変更が発

　　生する。月次処理や年次処理の各種集計表については集計

　　仕様を変更しなければならない。

（４）調定スケジュール・納付期限の変更

　　　調定処理、督促処理、催告処理等の処理サイクルが変更

　　になる。それに伴い各処理における対象データの抽出部分

　　や更新条件についても見直しが必要となる。

　上記（１）から（４）については、それぞれ相互に関連して

いる。料金計算部分が変更になった点も影響が大きいが、主要

なマスタについても項目追加やデータ構造の変更が発生し、そ

の結果、システムへの影響が広範囲に及んだ。上記（２）の影

響で、すべての実行モジュールは一括してリビルドが必要になっ

た。最終的にプログラムロジックについては、オンライン処理

は全５８０機能のうち約３５％、バッチ処理は全２２０処理のうち約

４５％について改修が必要となった。
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　当本部のお客さまである地方自治体は、全国的に見ると「平成

の大合併」といわれる市町村合併開始直前の１９９９年３月で

３,２３２市町村だったが、２０１０年３月には１,７６０市町村に統合さ

れる予定である（文献[1]）。このように自治体数は合併前と

比較するとほぼ半減しているが、合併する自治体は、複数市

町村のシステム統合作業が必要になり、その結果、１自治体

当たりのシステム規模は拡大し、システム内部の仕様、運用・

保守も複雑化してきている。これに対して当本部では、上記

の市町村合併によるシステム統合に加え、ほぼ毎年発生する税

制改正対応、コンビニやクレジットカードなど多様化する収納

チャネルへの対応などを行ってきた。

　Ａ市様（以下、お客さま）の水道料金システムは、合併によ

る複数市町村のシステム統合から数年が経過した。そして、

２００８年度に向けて料金改定を含む大幅な条例改正が施行され

ることとなった。この条例改正では、お客さまの業務の運用を

全面的に変更しなければならず、システム統合作業以来の大規

模なシステム改修が必要となった。

3.1 プロジェクトの課題
  条例改正によるシステム改修の影響が広範囲に及ぶなかで、

改修の主目的が業務運用変更ということもあり、運用テスト以

降の工程に対してより重きを置く必要があった。

　改修が発生した機能、改修がなかった機能も含め、いかに効

率よく確実にテスト・検証作業を行いシステムの品質を保証す

るかが、プロジェクトのミッションと考えている。しかし、以

下のような課題があった。

（１）的確な業務ＳＥのフォロー

　　　本システムは、お客さまの業務に特化したオリジナルシ

　　ステムである。水道業務のパッケージシステムの経験があ

　　るシステムエンジニア(ＳＥ)であっても、システムの根幹

　　部分である業務運用変更に伴う改修要件を的確に把握でき

　　るとは限らない。お客さまを担当する業務ＳＥは２名 (以下、

　　担当ＳＥ) で、それ以外のＳＥは今回新たに参画したメンバー

　　である。重要なポイントで、担当ＳＥのフォローが必要と

　　なることが予想された。

（２）スムーズな工程連携

　　　本稼動時期が決定しており、テスト以降の工程を重視

　　した結果、要件定義から設計工程の期間に余裕が無くなっ

　　た。設計工程では各プログラムに３つの改修案件の機能

　　を適切にマージして効率よく設計作業を行い、スムーズ

　　にプログラム製作工程へつなげなくてはならない。

3.2  対策案の検討
　今回の課題を解決するにあたり、設計工程と運用テスト工

程での対策を検討した。

　まずは設計工程で、担当ＳＥがレビューアーとなり、各設

計担当者が作成した設計書をレビューすることでお客さまと

の認識のズレを補正し、３つの改修案件の機能要件が漏れる

ことなく設計書に適切に反映されているかをチェックするこ

ととした。

　運用テスト工程では、業務運用変更を考慮したテストシナ

リオの設計及びテストデータの投入が必要となる。この工程で、

お客さまのご協力をいただき、合同で最終確認を行うことと

した。

　上記を踏まえ、今回とった対策は以下の２つとなった。

（１）設計レビューの徹底

（２）実業務を想定した運用テストの実施

OKUMURA Naoki

奥村　直樹

● 行政システム事業本部
　行政システムサービス部　システム第４課
● Ａ市様水道関係業務のシステム開発・保守に従事
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● 行政システム事業本部
　行政システムサービス部　システム第２課
● Ａ市様水道関係業務のシステム開発・保守に従事
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（1）水栓情報：メーターの口径、使用用途、設置場所、使用者等に関する項目を管理
（2）調定情報：料金請求時の使用水量、金額等に関する項目を管理
（3）収納情報：料金収入時の収入日、金額等に関する項目を管理

4. 品質保証に向けた対策の実施

5. 運用テスト後の考察
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図１  料金改定プロジェクトスケジュール

作業項目

キックオフ・準備
要件定義
設計
プログラム製作

システムテスト
（社内テスト環境を使用）"

運用テスト
（実機テスト環境を使用）

データ整備・移行
システム切替
本稼動

 ２００７年                             ２００８年

6月   7月   8月   9月 10月  11月 12月  1月   2月   3月  4月   5月   6月   7月   8月

図２  運用テストドキュメント

図３  テスト時の体制及び作業分担

4.1  設計レビューの徹底
　セオリーどおりではあるが、改修が発生するものはすべて、

上流工程である設計段階で、プログラム仕様書、ＪＯＢフロー、

画面・帳票レイアウトなどについてレビューを徹底した。

１回のレビューにつき２時間程度の時間で、週２回の頻度で行っ

た。品質向上には設計段階から、仕様の考慮不足、要件の漏

れや認識誤りなど、不具合要因を排除していくのが有効である。

特に要件に関する不具合は、発見が後工程になればなるほど、

修正工数が膨らむのである（文献[２]）。

　設計レビューでは、要求仕様に応じた設計書になっている

かという基本的内容のレビューと共に、「お客さまがこの要

求をどのように実現されることを望んでいるか」という観点

についても留意してレビューした。

　また、複雑な処理については、製作完了後にソースコードを

レビューし、ロジックの確認に加えコーディング内容（潜在バ

グの有無、保守の容易性等）についてもレビューを実施するこ

ととした。これによって、テスト後の手戻り工数及び本稼動後

の保守工数の削減が期待できる。

4.2  実業務を想定した運用テストの実施
　当社内テスト環境でのシステムテスト完了後、お客さま向け

に運用テストに関する説明会を開催し、テストスケジュールに

沿って運用テストを実施することとなった。運用テスト工程で

行った作業は以下のとおりである。

（１）事前準備作業

テスト環境の構築

　　既存の本番処理に影響を与えないよう、お客さまにテスト

　　用のサーバーとクライアントを用意していただき、サーバー

　　構築とテスト環境接続専用のクライアント設置を行った。

　　これにより、業務時間内でもバッチの大量更新処理が実行

　　できる環境が整った。

テストデータのセットアップ

　　テストデータを生成するプログラムを作成し、改修案件に

　　沿った仕様かつ各マスタ間の整合性を確保したデータのセッ

　　トアップを行った。また、プログラムやデータベース内の

　　「改定適用日」等の値をテスト用に設定しテストが円滑に

　　進むように考慮した。

テスト方法の分類とドキュメント整備

　　運用テスト計画を策定する中でテストの効率を上げるため、

　　処理の特性や改修度合いによって、テスト方法を以下の

　　２系統に分類し、テストシナリオなどの仕様書を作成した。

　　図２は、運用テストの主要なドキュメントである。

　　　　●

 

サイクルテスト

　　　異動入力→検針→調定（請求）→入金 のように、実際

　　　の業務と同じ流れでオンライン入力・バッチ処理等を業

　　　務サイクルが一巡するまで行うテスト。金融機関等との

　　　連携テストを含む。

　　　　●

 

動作確認・個別検証テスト

　　　業務上の処理順に左右されず随時確認できるもので、改

　　　修が発生せず動作確認すればよいものや軽微な改修に対

　　　するテスト。

（２）テスト実施体制の確立

　　　テスト時の体制及び作業分担を、図３に示す。今回の運

　　用テストのポイントとして以下の３点に重点を置き、お客

　　さまと当社の作業分担を定めた。

　　 実業務を想定したデータの入力

　　　お客さまが主担当となって、実業務で発生する異動のパ

　　　ターンを網羅したデータ入力をお願いした。当社の方で

　　　もテストデータを生成しお客さまの入力作業を補完する

　　　ようにした。

実業務を想定した処理スケジュール・処理順でのテスト実施

　　　当社で提示したテストシナリオをベースに、お客さまに

　　　さらに肉付けしていただき、実業務に近いものに随時改

　　　良していくこととした。

住民発送帳票の検証強化及び効率化

　　　大量に出力される住民向け帳票の検証用ツールを作成し

　　　検証作業の効率化を図った。また、実際の印字を検証す

　　　るために検証サポート要員を配置した。

（３）テスト実施

　　　サイクルテストのイメージを、図４に示す。この図で

　　示す『異動入力から収納・滞納業務』までの業務処理の

　　流れが１サイクルとなる。お客さまの場合、奇数月処理

　　と偶数月処理で検針対象が替わるので、２サイクル分の

　　処理を実施することによって市全域を網羅することになる。

　　テストを円滑に進めるために以下の処理をさらに作成した。

検針済情報の一括セットアップ

　　　ハンディターミナルでの全件入力が困難なため、未入力分

　　　について固定の水量・金額を一括で設定する処理を作成

　　　した。この処理で検針済情報を更新後、調定処理を実行

　　　して、本番処理と同等の検針件数と調定件数を確保した。

入金データ変換処理

　　　テストを進めるにつれ、収納済みのデータも必要になっ

　　　たので、本番系サーバーからコピーした入金データを

　　　旧レイアウトから新レイアウトに変換する処理を作成

　　　した。この変換処理によって、入金処理が随時、実施

　　　できるようになった。

　動作確認・個別検証テストについては、サイクルテストの合

間に実施した。テスト期間中は週１回のペースで、お客さまと

定例ミーティングを行い、テストの進捗や問題点等について協

議した。お客さまからの問い合わせ・不具合・要望などについ

ては、運用テスト問題管理票で管理した。

（４）住民発送帳票の検証強化

　　　住民に送る納付書や督促状などの住民発送帳票について

　　は当然ながら間違いがあってはならない。今回のプロジェ

　　クトでは以下のように対応した。

検証用ツール作成

　　　納付書等の大量に出力される住民向け帳票について、検

　　　証の効率と精度を上げるために作成した検証用ツールを

　　　図５に示す。各マスタからテストケースを抽出するツー

　　　ルと、帳票CSVから検証該当分を抽出して帳票を印刷

　　　するツールを作成し、検証時に活用した。

　　　また、一部の帳票について、帳票CSVに検証用の項目

　　　を追加し、各マスタと帳票CSV間の項目を機械的に照

　　　合し、帳票の編集内容について検証精度の向上を図った。

検証サポート要員

　　　他チームから検証サポート要員を派遣してもらい、検証

　　　用ツールで抽出した帳票について、システムの画面と帳

　　　票の印字内容の目視確認を行い、従来と同じ仕様の項目

　　　及び改修が発生した項目等、帳票全体について検証した。

　運用テストは、２００８年２月から５月までの期間で行い、そ

の間にサイクルテストを３回行うことができた。システムの

品質について、お客さまからの問い合わせ・不具合・要望を

蓄積した運用テスト問題管理票から分析した。

5.1  システムの品質について
　品質保証という観点から、ソフトウェア品質を設計品質と

プログラム品質という２つの品質でとらえた時、設計品質・

プログラム品質の両方が優れていなければユーザーの満足を得

ることはできない (文献[３])。

（１）設計品質

　　設計仕様がユーザーの要求に整合していること。

（２）プログラム品質

　　プログラムが設計仕様どおりに正しく動作すること。

　プログラム品質はトラブルの無いシステムを作り上げるため

の最低条件であり、設計品質はいかに正確にお客さまの要件を

理解し仕様に反映させるかが、ポイントとなる。

　しかし、私たちは往々にして、「どうやってバグや不具合を

減らすか」ということに目を向けがちである。もちろんこれら

のプログラム品質は絶対条件であるが、お客さまにとって正し

く動くことは「当たり前」のことであり、そのシステムがお客

さまにとって、どれだけ高いパフォーマンスを発揮できるかと

いう設計品質こそが、システムの価値をより高める指標である

と考える。

5.2  運用テストのもう１つの目的
　運用テストの目的には、お客さまが新機能を使用しながら

要件定義時にはイメージしにくかった部分を体感してもらう

ことで、システムテストで洗い出せなかった不具合のあぶり

出しがあるが、もう一つ重要な目的がある。それは、お客さま

の視点での意見を聞き、細かな設計品質を向上させるキーワード

を収集することである。実業務に近い形で動作確認を行うこ

とで、不都合と感じる点に対するフィードバックが得られる。

これらを改めて協議の場に上げることで、設計品質をもう

一度見直すチャンスが生まれるのである。

　お客さまからの問い合わせ・不具合・要望（＝フィードバック）

については運用テスト問題管理票として蓄積していった。個々

の問い合わせ・不具合・要望を受け付けた時に、当社で６種

類のランク付けを行い 表１のように分類した。

　ランクＳ・Ｂは重要度の大小はあるものの、本来であれば

当社内のシステムテストでクリアしておくべきプログラム品

質の問題である。一方、ランクＡは要件定義・設計レビュー

の成果が問われるもの、ランクＣ・Ｄが運用テストで浮かび

上がる運用上の問題点であり、共に設計品質に関わるもので

ある。

5.3  ランク集計結果
　運用テストを終えて問題管理票のランクを集計したところ、

図６に示す結果となった。

　まず、「要求仕様と差異がある」と判断される問題（ラン

クＡ）が全体の約半分を占めた。これは、お客さまがこうし

たいと考える「想い」を、設計レビューで反映しきれなかっ

たことが問題と考える。今回の設計レビューにおいて、より

要件に対する熟考が必要であったといえる。

　つぎに、要件定義時に想定しなかった要望（ランクＣ・Ｄ）

も多く見られた。これは、新しい運用を想定しシステムを動

かした場合に、当初考えていた流れでは業務に支障が出ると

いうことを、お客さまが改めて実感されて顕在化したと考えら

れる。また、これらの中には画面配置等の見直しを求められた

ものも少なからず存在した。これは、運用に極めて近い部分に

ある品質（使い勝手）である。例えば、今回のような水道業務

の場合、受付や異動入力において、特定の機能を連続して使用

する局面が多い。その際、項目の初期値や並び順は、システム

利用時の入力効率に大きく影響する。このようなお客さまの視

点での問題提起は、開発側で気がつくには限界があり、貴重な

フィードバックである。

　設計レビューに関する反省点はあったものの、この結果を受

けて、本番稼動に向けシステムを見直すチャンスを得ることが

でき、最終調整を行った。その結果、稼動後の運用に関する問

題はほとんど発生せず、新機能の利用方法もお客さまが直感的

に理解できる仕様となり、スムーズに新システムに移行するこ

とができた。

※１　運用テスト総括表
　　  即時・バッチの機能一覧を統合し、サブ業務ごとにテスト手順を記入。
　　  全体の進捗管理用。

サイクルテスト用のテストシナリオ。
各処理について担当者の進捗を記入。

動作確認・個別検証テストの一覧表。
各処理について担当者の進捗を記入。

お客さまからの問い合わせ・不具合・要望を
管理するもの。お客さまにて個票を記入し、
当社で一覧表を管理。

運用テスト
スケジュール

運用テスト
計画書

運用テスト
総括表

サイクルテスト
仕様書

動作確認・
個別検証一覧

運用テスト
問題管理一覧表

運用テスト
問題管理票
（個票）

※１

【作業分担】オンライン入力・検証、バッチ処理結果検証

賦課係

収納係

検針係

給排水係

→ 各種異動入力、調定処理関係を担当
→ 入金、滞納処理関係を担当
→ ハンディターミナル、検針処理関係を担当
→ 加入金、給水処理関係を担当

注）各係で２名～４名ほど。とりまとめ窓口は賦課係の担当者様。

【作業分担】運用テストサポート、テスト結果検証

常駐オペレータ

担当SE

検証サポート要員

→ バッチ処理実行、処理の監視と帳票出力
→ テストデータ生成、オペレーションサポート
　  テストデータ抽出、テスト結果検証、結果の記録 など

→ 住民発送帳票の検証サポート
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ランク　　分類　　　　　　　　  説明　　　　　　　　 　 品質

Ｓ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

障害

障害

障害

要望

要望

要望

処理が正常に終了しない

要求仕様と差異がある

レイアウト等の軽微な問題

運用の見直しが必要なもの

運用にてカバー可能なもの

本改修とは関連性のないもの

プログラム品質

設計品質

プログラム品質

設計品質

設計品質

その他

A
52%

B
23%

C
7%

D
12%

E
1%
S
5%

 

Ａ市様 インテック

　　　事
　　前
　準
備

データのロード

テストデータ生成

テストケースの整理

テストケースのチェック

サイクルテストの開始 お客さまと並行して確認。テストに必要なデータの調査・設定等を併せて実施。

金融機関

金融機関と連携
・納付書と口座振替データ
  を元に入金データを作成

　１サイクル完了後
　・問題点の洗い出し
　・指摘事項の改善
　を行った後に、
　再度サイクルテストを実施

サイクルテストの終了

約３週間で1サイクル完了

異動入力 検針業務 調定（料金請求）業務 収納（入金処理）・滞納業務

実運用を想定した、開栓・

閉栓などの入力 請求額の算定もととなる水道
メーター検針を想定した作業

検針情報を基にして作成される、料
金請求データを想定した作業

請求に対する入金処理と、入金がなかったケー
スに対する、再請求～滞納処分を想定した作業

月初 ～ ２０日頃 翌月中旬以降

※1…Ｈ/Ｔ(ハンディターミナル)。検針用携帯端末。

月末 ～ 翌月上旬頃

・処理結果
　（請求額など）の確認
・納付書の内容確認
・口座振替データの内容確認

●入金があったケース
・入金処理結果の確認
●入金がなかったケース
・督促状の確認
・再振替データの内容確認

・催告状の確認
・停水対象の確認

納付書

CT CT

図４　サイクルテストイメージ

テストケース抽出 検証該当分 帳票作成

 ＯＲＡＣＬＥ

水栓情報
データベース

調定情報
データベース

収納情報
データベース

口座情報
データベース

帳票
CSVファイル
（注１）

テストケース抽出
（注２）

 Microsoft ACCESS 

検証該当分一覧
Microsoft EXCEL

（注１）
バッチ処理で使用している帳票作成ソフトウェア Wonderful Report
(ﾃﾗｿﾌﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ社製)用のインプットファイル。
納付書作成処理等で作成されたものを、そのまま使用する。

（注２）
水道業務のデータベースから、テストケース分を抽出し、帳票CSVファイル
と水栓番号等で照合。検証該当分一覧に帳票のページ番号を保存。

加工して
サーバーに
格納

帳票
CSVファイル
（注１）

検証該当分
TEXTファイル

検証分抽出
（注３）

 ＩＰＧ (cobol）

検証分帳票
CSVファイル

帳票作成ソフトウェア

 ※バッチサーバーで処理

検証該当分
帳票

（注３）
帳票CSVファイルと検証該当分
TEXTファイルを、ページ番号で照合
して検証該当分を抽出する。

図５  検証用ツール

表１  運用テストランク表

図６  障害・要望ランク割合

　今回の運用テスト工程でのサイクルテストは極めて有効と

感じた。しかし、今回の試みはお客さまの多大なご協力があっ

たからこそ、実現できたのである。今後のシステム開発において、

お客さまの「最小限のご協力」で「最大限の成果」を上げられ

るようにレベルアップするため、以下について取り組みたい。

（１）テストの効率化、自動化

　　　今回のプロジェクトで作成したテストデータ生成処理

　　や検証用ツールについて、さらにブラッシュアップして

　　いく。テストデータ生成についてはパターンの追加、検

　　証用ツールについては手作業（ファイルの加工等）の自

　　動化を行う。また、テスト時のドキュメントを今後のハー

　　ドリプレース等の大量テストが必要になる案件の際に活か

　　せるよう整備したい。

（２）お客さまの実務を知る

　　　お客さまの実務内容について、システム化されていない

　　部分も含め、私たちも学習が必要である。社団法人 日本水

　　道協会などから発行されている業務マニュアル等での一般

　　的な知識に加え、地域ごとあるいは地方自治体ごとに異な

　　る実務内容を、日頃から習得する努力が必要である。

　　　実務内容を把握することによって、より設計品質の高い

　　システムの構築と実運用に即したテストが実施できるはず

　　である。今回の運用テストではお客さまが主体となって

　　データ入力作業を行っていただいたが、当社のメンバー

　　が共同で行っていたら、メンバーの業務スキル向上と今後

　　のシステム開発に向け新たなヒントが得られたかもしれ

　　ない。

　私たちが携わる自治体システムは公共性の高いクリティカル

なものであり、正しく動くという「当たり前品質」を提供し続

けることが求められる。しかし、そこを終着点とするのではな

く、「当たり前品質」を基盤とし、その上に「魅力的品質」の

高いシステムを構築し提供することが重要である。『使いやす

いアプリケーションを開発しテストするためには、対象ユーザー

層とそのニーズを理解する必要がある』(文献[４])。お客さま

をよく知り、学び、信頼に応え、より強固なパートナーシップ

を構築していくことで、私たちが提供するシステムのパフォー

マンスを最大限引き出すことができると考えている。

○○○○○○○
○○○○○○○○

○○○○○○○
○○○○○○○○

●検針員のつもりで
Ｈ/Ｔ（※1）入力
・料金計算チェック
・お知らせ票チェック




