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概要 

 第１部は、主に上級管理者、開発プロジェクト管理者、発注者を想定し、フォーマルメソッドの概

要や特徴を示すとともに、導入の効果や意義を示すことで、フォーマルメソッド導入の検討を促進

することを目的とする。フォーマルメソッドをすでに導入済みあるいは検討中のベンダーを含めて

幅広い層にとっても、フォーマルメソッドの背景について知る上で参考となる。 
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