
 
 

 
 

第三者品質検証の適用によるプロジェクト
品質の向上 

Improving Project Quality by Applying Third Party Quality  
Verification 
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 第三者品質検証は，システム構築プロジェクトなどのプロジェクト品質の底上げに貢献す

るためのツールである。現在，富士通アドバンストクオリティではSIプロジェクトにおけ

る生産工程での第三者品質検証に取り組んでいる。本検証の仕組みの特徴は，検証対象を

「プロダクト（生産物）ではなく人（作業品質）」，また「リーダではなく現場担当者」に着

目した点である。三現主義に基づき，現場（現地）に行き，現物（レビュー記録など）を確

認しながら，現場担当者にインタビューし，現実（作業品質）を検証する。さらに検証結果

は改善提案を添えてプロジェクト側にフィードバックする。実践の結果，多くの作業品質問

題を摘出し，プロジェクト品質の底上げに効果を上げている。 
本稿は富士通アドバンストクオリティが取り組んでいる第三者品質検証の仕組みと実践事

例について述べたものである。 

Abstract 

 Third party quality verification is a tool to help improve the quality of projects, such as 
system integration projects.  Fujitsu Advanced Quality Limited is now working on third 
party quality verification in the production process of SI projects.  The main features of our 
approach are to pay attention not to products but to people (work quality) and focus not on 
managers but on persons actually working in the field as the verification targets.  
According to principle of the Three A’s (where the A’s stand for actual things), we go to sites 
in the field, interview the persons actually working there while checking actual things 
(review records etc.), and verify the actual reality (i.e., work quality).  In addition, we feed 
the verification outcome back to the project with our suggestions for improvement.  As a 
result, many work quality issues can be resolved, and we can thereby improve the project 
quality.  This paper introduces the approach of Fujitsu Advanced Quality Limited to third 
party quality verification, and gives some examples of its practice. 
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ま え が き 

 第三者品質検証はシステム構築プロジェクトなど

のプロジェクト品質の底上げに貢献するためのツー

ルであり，目的を実現するには理にかなった仕組み

作りが重要である。まず，設計工程は「要件/仕様

をしっかり決めなければならない工程」である。し

たがって，設計工程においてはプロダクトに決める

べきことが決められている（記述されている）こと

を検証する仕組みが理にかなっている。一方，生産

工程は「仕様どおりにしっかり作らなければならな

い工程」である。この場合，プロダクトそのものを

検証対象とする仕組みのほかにも作業プロセス

（しっかり作っているか）を検証対象とする仕組み

も理にかなっている。 
現在，富士通アドバンストクオリティでは作業プ

ロセスを検証対象とした「現場担当者の作業品質に

着目した第三者品質検証」に取り組んでいる。本稿

ではその仕組みと実践事例について記述する。 

なぜ，現場担当者の作業品質なのか 

 プロダクトは作業プロセスを実行した結果として

作成される。そして作業プロセスを実際に実行し，

プロダクトを作り出すのはリーダではなく現場の担

当者である。多くのプロジェクトを支援していく中

で，作業プロセスとしてやるべきことをやっていな

い（作業品質が悪い）ためにプロダクト品質が確実

に低下するという実態が見えてきた。これらの理由

により，第三者品質検証の対象として「現場担当者

の作業品質」に着目した。 

第三者品質検証の仕組み 

 
第三者品質検証者 現場担当者

インタビュー&現物検証
（一人1時間以内で実施）

レビュー記録などインタビューシート

現場で実施

作業プロセスの
実態が

検証可能な
エビデンス

効率良く検証
するための

インタビューシート
対面（1対1）

図-1 インタビューイメージ 

● 検証する要素 
 「現場担当者の作業品質」に大きな影響を与える

以下の二つの要素を重点的に検証する。 
（1） 作業経験・作業スキルは十分か 
（2） 決められた作業プロセスを守っているか 
 具体的な検証内容については次章で述べる「第三

者品質検証の結果」を参照されたい。 
 なお，（2）の作業プロセスの検証においては品

質を確保する上で最も重要なプロセスであるレ

ビュープロセスを重視する。 

● 検証する手段 
 三現主義に基づいて行う。現場（現地）に行き，

現物（レビュー記録など）を確認しながら，現場担

当者にインタビューし，現実（作業品質）を検証す

る。そして，検証結果（現実，課題，改善提案）を

第三者品質検証結果報告書としてプロジェクト側に

フィードバックする。インタビューイメージを図-1
に示す。 
 インタビュー時のポイントは以下である。 
（1） 作業品質を網羅的に確認するため，原則とし

てプロジェクトに参画している現場担当者全員

を対象とする。 
（2） 本音を話しやすいよう，1対1での対面形式と

する。 
（3） プロジェクト側の負担を軽減するため，一人

1時間以内で実施する。また，新たな資料の作成

は求めない。 
（4） 効率良く検証するため，インタビューシート

を用意する。 
（5） 第三者品質検証要員には経験が豊かなベテラ

ンSE（例えば役職定年者）があたる。 
 また，法規面の配慮として，委託先の現場担当者

がインタビュー対象になる場合，必ず「委託元と委

託先との事前合意」を前提とする。インタビュー内

容に「担当者への指示」につながる内容が含まれな

いようにするといったことに留意する必要がある。 
● 検証を実施するタイミング 
 作業品質問題はその影響を極小化するため早期に

摘出することが重要である。したがって，工程途中

に第三者品質検証を実施する。通常，一人の現場担

当者が複数のプログラム開発を担当するため，原則

として現場担当者の1本目の作業が完了したタイミ

Fig.1-Outline of interview. 
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ングで実施する。 
 なお，一つの工程において一人の現場担当者に対

して行う第三者品質検証は1回にとどめることにし

ている。これは，現場担当者の作業品質はプログラ

ムごとにあまり差が出ないとの経験則に基づいて

いる。 

第三者品質検証事例 

 富士通アドバンストクオリティは2008年度に21
のプロジェクトを対象として第三者品質検証を実施

した。その中から生産工程におけるシステム構造設

計作業の第三者品質検証事例について以下に記述

する。 
● 生産工程の実態 
 著者がこれまでのフィールド経験を通じて感じた

「生産工程における作業品質に関するリスクと第三

者品質検証の有効性」について以下に記述する。 
（1） 作業ルールに関する真実（守られない） 
 多くの人が作業するため，作業ルールは必要不可

欠である。しかし，作業ルールがあるからといって

も作業ルールどおりに作業が行われているとは限ら

ない。現場担当者まで作業ルールが浸透していない

ケースが多く見受けられる。したがって，作業ルー

ルどおりに作業が行われているかの検証が必要不可

欠である。 
（2） 多重委託構造（作業実態が見えにくい） 

 

B社 C社 D社 E社A社

ア社

プロジェクト
マネージャ

2
次
会
社

1
次
会
社

0
次

イ社 ウ社 エ社

3次会社要員を含む

2次/3次会社要員を含む

： 分散拠点

： 現場担当者

この部分の作業実態が見えにくい

 

図-2 生産工程における開発体制 

 生産工程における開発体制（図-2）の多くは多重

委託構造であり，プロジェクトマネージャから現場

担当者の作業実態が見えにくい状況にある。 
 作業実態が見えにくい現場では様々な作業品質リ

スクが潜在している。例えば，リーダ（または有識

者）レビューの良し悪しはプロダクト品質にも大き

な影響を与えるため，非常に重要な作業プロセスで

ある。しかし，忙しいためにリーダレビューが省略

または簡略化（レビュー精度が落ちる）される傾向

にある。 
 第三者品質検証によってこれら現場担当者の作業

実態を見える化することができれば，的確な品質向

上施策を打つことが可能になり，非常に有効である。 
● 第三者品質検証の実施 
 開発規模600 ks（キロステップ）の新規開発のプ

ロジェクトに対して第三者品質検証を実施した。対

象作業はシステム構造設計で対象者は43人（1次会

社＝5社，6拠点）であり，実施状況は以下のとお

りである。 
（1） 二人の第三者品質検証者で実施（分担してイ

ンタビュー）した。 
（2） 六つの現場に出向いてインタビューを実施

した。 
（3） 担当者一人あたりの所要インタビュー時間は

30～60分で，インタビューに費やした日数は延

べ8日間，準備～結果報告までの実働日数は25日
間である。 

（4） インタビューシートの項目数は23であった。

Fig.2-System for development in production process. 
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インタビューアの属人性を極力排除するため，

システム構造設計作業においてあらかじめ想定

される作業プロセス関連リスクをインタビュー

項目として設定し，評価要素と評価基準を明確

にした。 
● 第三者品質検証の結果 
 第三者品質検証の結果，多くの作業品質問題を摘

出した。主な検証項目の検証結果は以下のとおりで

ある。 
（1） 現場担当者の経験・スキルは十分か?：不十分

＝20％（システム構造設計作業の経験がなく，

かつ組織的なフォローが行われていない⇒イン

タビューによって判断） 
（2） 決められた作業プロセスを遵守しているか?：

守られていない＝30％（リーダレビューが行わ

れてない，またはリーダレビュー指摘事項の反

映を行っていない⇒レビュー記録やレビュー指

摘反映後のシステム構造設計書によって判断） 
（3） レビュー記録はあるか?：ない＝4％（レ

ビュー記録がない⇒レビュー記録によって判断） 
（4） レビューアは有資格者か?：資格不十分＝20％

（プロジェクトで規定した以外のレビューアが

リーダレビューを行っていた⇒品質計画書とレ

ビュー記録によって判断） 
 なお，検証結果は改善提言を添えて速やかにプロ

ジェクト側へフィードバックした。 
● 第三者品質検証の効果 
 第三者品質検証の成果を評価する観点として重要

なことは「フィードバックを受けたプロジェクト側

がどんなアクションを起こしたか」である。このプ

ロジェクトの場合，プロジェクトマネージャから各

リーダに対して第三者品質検証者側からのフィード

バック内容がほぼそのまま伝えられた。 
 そして，これをトリガにして品質改善に向けての

取組みが本格的に開始された。 
 本事例における第三者品質検証に対するプロジェ

クトマネージャの評価を以下に示す。 
（1） 品質向上に対する直接的な効果，例えばバグ

を摘出したなどが見えにくい面がある。 
（2） 作業プロセスをチェックされているという意

識が高まり，きちんとやらなければいけないと

いう意識（品質マインド）が現場担当者に浸透

した。品質マインドの浸透は次工程以降の作業

品質にも有効であったため，効果があったと感

じる。 
 （1）の評価にあるように，作業プロセスを検証

対象とした第三者品質検証ではバグの摘出を行うわ

けではないので，品質向上への直接的効果の把握が

難しい。しかし，（2）の評価にある品質マインド

の現場担当者への浸透は品質向上のための重要な要

素である。プロジェクトの品質改善活動へのトリガ

となった点を考え合わせれば，品質の底上げに対し

て効果があったものと評価できる。 

現状の課題と今後の方向性 

 効果の定量化など，第三者品質検証の仕組みその

ものはまだまだ改善の余地があり，これについては

改善活動を継続していく。つぎなる課題は第三者品

質検証の効果を更に高めるための環境作りである。

第三者品質検証の効果をより高めるためには検証さ

れる側，する側双方の第三者品質検証に対する心構

えが重要である。プロジェクト側にある「検証され

る」といったネガティブな考えをやめ，「第三者品

質検証を上手く活用してプロジェクト品質の向上を

実現する」といったポジティブな考え方に転換する

必要がある。一方，第三者品質検証側には「第三者

品質検証を通じてプロジェクト品質の向上に貢献す

る」といった当事者意識での対応が求められる。第

三者品質検証に対する良好な考え方が醸成されてい

くような環境作りに留意して取り組む必要がある。 

む  す  び 

 第三者品質検証を必要とするプロジェクトはかな

りの数があるものと思われる。しかし，富士通アド

バンストクオリティとしては要員パワーなどの関係

で現在はごく一部のプロジェクトでしか実施できて

いない。第三者品質検証に携わる者として，思うよ

うにプロジェクト品質に貢献できていないとのジレ

ンマがある。今後，プロジェクト側や関係部門の声

に，より耳を傾けながら，より多くのプロジェクト

品質の向上に貢献できる仕組み作りとその実践に取

り組んでいきたい。 
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