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あ ら ま し

富士通フロンテックの品質保証部門は，主要製品である金融，流通，公共分野のプロ

ダクトや顧客システムの品質保証を主務としてきた。これら分野向け専用製品に搭載す

るソフトウェアの開発やシステム構築などのソリューションにおいてもビジネスが拡大

し，それに伴い品質リスクも増大している。また，金融機関向けATMアウトソーシング
などの先駆的なサービスを展開し，サービス運用のライフサイクルにわたる品質マネジ

メントの整備が急務となってきた。これらの対応として，品質保証部門内に「ソリューショ

ン品質マネジメント推進室」が新設され，ソリューション・サービス部門の「品質マネジ

メントシステムの整備」「第三者監査」「富士通と連携した品質規格の導入，情報共有」を

推進している。第三者監査では，各部門のプロセスと品質リスクの特性に応じて監査対

象を選定し，ソリューション部門向けに「プロジェクト計画監査」「APQI監査」，サービス
部門向けに「プロジェクト計画監査」「サービス運用・保守監査」「システムリスク監査」を

行っている。

本稿では，第三者監査を中心にソリューション品質マネジメント推進室の取組みを紹

介する。

Abstract

Fujitsu Frontech’s Quality Assurance Group has been mainly responsible for assuring 
the quality of products and customer systems in the financial, retail and public fields, 
which are major products of the company.  The solution business, such as software 
development for the respective fields and system construction, has expanded and 
quality risks have increased.  In addition, advanced services such as ATM outsourcing 
for financial institutions have been deployed, and this has made it an urgent necessity 
to put in place quality management over the life cycle of a service.  To meet these 
needs, the Solution Quality Management & Planning Division has been organized in 
the Quality Assurance Group for promoting the establishment of a quality management 
system, third party audit and introduction of quality standards in coordination with 
Fujitsu and information sharing of the solution and service departments.  Subjects 
of third party audit are selected to find out the quality risks of project management 
processes in the respective departments.  For the solution department, a project plan 
and APQI are audited.  For the service department, a project plan, service operation/
maintenance processes, and financial system risk are audited.  This paper presents the 
activities of the Solution Quality Management & Planning Division with the focus on 
a third party audit.
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プ会社と連携しながら，以下の三つの活動に取り
組んでいる（図-1）。
・ ソリューション・サービス全般の品質マネジメン
トシステムの整備

・ ソリューション・サービス部門への第三者監査
・ 富士通と連携した品質規格の導入，情報共有
本稿では，この三つの取組みを紹介する。

品質マネジメントシステムの整備

ソリューション・サービス部門の品質マネジメ
ントシステムは，富士通の「FUJITSU Way」，富
士通フロンテックの「富士通フロンテック・ウェ
イ」の二つの企業理念・企業指針に基づき構築さ
れている。FUJITSU Wayの企業指針では品質を
「お客様と社会の信頼を支える大切な価値観」と定
義し，富士通フロンテック・ウェイでは企業理念
として「ものづくり，品質，人づくりのこだわり」
を掲げている。すなわち，富士通フロンテックの
品質マネジメントシステムは，お客様との信頼を
築き上げ，もの・品質・人を作り出す品質管理シ
ステムと言える。
ソリューション品質マネジメント推進室は，

図-2に示すとおりこの品質マネジメントシステム
が円滑に機能していることを第三者として監査し，
その監査結果や富士通グループからの情報・ノウ
ハウをナレッジ共有としてソリューション・サー

品質マネジメントシステムの整備

ま　え　が　き

富士通フロンテックは，金融機関向けのATM・
営業店端末，流通業向けのPOS・ハンディターミ
ナルなどのハードウェア製造とこれらに実装する
ファームウェア・ミドルウェア・アプリケーショ
ンなどのソフトウェア開発，およびシステム構築
ソリューションを提供している。更に，ATMトー
タルアウトソーシングサービス，POSシステムク
ラウドサービスといったサービスも実施しており，
システム構築からサービス運用までのシステムの
全ライフサイクルを担うなど，幅広いビジネスを
行っている。
これら分野向け専用製品に搭載するソフトウェ
アの開発やシステム構築などのソリューションに
おいてもビジネスが拡大しており，それに伴い品
質リスクも増大している。（1）また，金融機関向け
ATMアウトソーシングなどの先駆的なサービス・
ビジネスを展開しており，サービス運用のライフ
サイクルにわたる品質マネジメントの整備が急務
であった。これらの対応として，2011年に品質保
証部門内に「ソリューション品質マネジメント推
進室」が新設された。
ソリューション品質マネジメント推進室は，ソ
リューション・サービスの品質向上を目指し，トッ
プマネジメントを補佐し，富士通関連部門・グルー

ま　え　が　き

図-1　ソリューション品質マネジメント推進室の三つの取組み
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［三つの取組み］
　① ソリューション・サービス全般の品質マネジメントシステム整備
　② ソリューション・サービス部門への第三者監査
　③ 富士通と連携した品質規格の導入，情報共有
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ム開発，サービス運用が主体となる。このため，
図-4に示すとおりシステム開発に対してはプロ
ジェクトマネジメント，システムリスクを観点と
した「プロジェクト計画監査」と「システムリス
ク監査」を設け，サービス運用に対しては「プロジェ
クト計画監査」と「システムリスク監査」に加え，
サービス運用を観点とした「サービス運用・保守
監査」を設けている。
●　ソリューション部門を対象とした第三者監査
（1） プロジェクト計画監査（ソリューション編）
「プロジェクト計画監査（ソリューション編）」は，
プロジェクトの進め方を示す「プロジェクト計画
書」を対象とした監査である。監査はプロジェク
トの目的・方針の確認から始まり，作業範囲，作
業項目，役割分担，スケジュール，運営ルールな
どが漏れなく，実現可能なレベルに計画されてい
るかを監査する。
監査の導入に当たっては，プロジェクト計画書
の作成を推進するための「ガイドライン」「ひな形」
を整備することから開始し，監査により検出した
課題についてはプロジェクトへの対応を推進する
とともに，監査自体の改善も実施している。
これまでの監査では，「作業着手前に計画が作成
できていない」「お客様と計画の合意ができていな

ビス部門へ展開している。更に，ルール化が必要
であれば品質マニュアル・部門規約などのルール
の改善を推進することで品質マネジメントシステ
ム全体の整備とプロセスの改善に取り組んでいる。

第三者監査の取組み

第三者監査は，当事者とは独立した第三者が監
査することにより当事者が気づかない問題・課題・
リスクを検出し必要な是正を促すことで品質向上
を図ることができ，品質保証に有効な方法である。
ソリューション品質マネジメント推進室では，
ソリューション部門とサービス部門を対象に，プ
ロジェクトマネジメントや作業プロセスが正しく
実行されていることを主眼とする第三者監査を実
施している。第三者監査はソリューション・サー
ビスの各部門のビジネスに合わせた監査メニュー
を用意している。
ソリューション部門はシステム開発が主体とな
ることから，図-3に示すとおりシステム開発にお
けるプロジェクトマネジメント，ソフトウェア開
発を観点とした「プロジェクト計画監査」と「APQI
（Application Quality Inspection）監査」を設けて
いる。
また，サービス部門はサービスのためのシステ

第三者監査の取組み

図-2　ソリューション・サービス部門の品質マネジメントシステムの整備
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い」などの課題が多い傾向にあった。
一つ目の課題「作業着手前に計画が作成できて
いない」への対策として適時性評価を追加した。
適時性評価は計画内容の網羅性を評価する観点と
は別に，作成時期を観点とした評価項目である。
計画の作成時期を対象に以下の3段階で評価する。
・ A：作業着手前に計画を作成している。
・ B：作業開始後，1週間以内に作成している。
・ C：作業開始後，1週間を超過し作成している。
この評価により，プロジェクト側でも計画の作
成時期，見直し時期の意識が高まり作成時期の改
善が図れてきている。
二つ目の課題「お客様と計画の合意ができてい
ない」は対策が難しい課題である。突然，お客様
と計画を合意すると言われても，過去の経緯もあ
り容易に対応できるものではない。これまでプロ
ジェクト計画を確認していただいていないお客様
には，合意でなくてもプロジェクトの進め方や作
業内容などを理解してもらう働きかけをしている。
お客様とプロジェクト目標を共有し，達成に向かっ
て様々なリスクを解決していくことがプロジェク
トを成功に導く。お客様の協力なしには満足いた
だけるシステムを構築することはできないと考え
ている。
（2） APQI監査
「APQI」は，富士通が提供している業務アプリ
ケーション開発プロジェクト向けの監査手法であ
る。設計・製造・テストの各工程に対し，プロジェ
クトマネジメント・プロセス・プロダクトの三つ
の観点により監査を行う。プロジェクトの開発工
程を通じて，多面的な観点により網羅性の高い監
査ができる方法であることから取り入れている。
「APQI監査」は網羅性が高いため広範囲に監査
することになり，監査の期間が長く作業も多くな
る。このため，監査を開始した2011年度は，売上

規模1億円以上の比較的大規模のシステム開発を行
うプロジェクトに対して適用することを基準とし
た。そのころのビジネス状況もあったが，実施し
たプロジェクトは年間で1プロジェクトのみと，監
査基準と実際のプロジェクトとがアンバランスな
状況であった。
そこで，プロジェクトでAPQI監査を活用できる
よう，図-5に示すとおりこれまで実施してきた全
工程，全観点の「総合監査」に加え，プロジェク
トのリスク状況に応じて監査対象を拡大させる「探
針監査」「選択監査」の二つの方法を追加した。探
針監査は，プロジェクトの初期段階に品質状況を
探るため，開発の初期である設計工程を対象とし，
プロジェクトマネジメント・プロセス・プロダク
トの三つの観点で監査する。この結果により対象
プロジェクトの品質状況を把握する。もう一つの
選択監査は，先の探針監査の結果から，品質が懸
案される工程，観点を絞り込み，該当箇所を集中
的に監査する方法である。
この三つの監査方法により，2012年度は監査対
象を売上規模5千万円以上のシステム開発に拡大
し，半期で5プロジェクトを監査している。検出し
た課題は「計画を遵守していない作業プロセス」「設
計書に記載すべき設計項目の不足」「プロジェクト
運用ルールの不遵守」など，プロジェクト計画監
査では検出できない実行段階での課題が検出でき
ている。
●　サービス部門を対象とした第三者監査
（1） プロジェクト計画監査（サービス編）
サービス部門向けの「プロジェクト計画監査」
は，2種類の監査を設けている。サービス部門で
は，2種類のプロジェクトを定義しており，一つは
サービスを提供するシステムを開発する「システ

図-3　ソリューション部門を対象とする第三者監査

図-4　サービス部門を対象とする第三者監査
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デスクサービスやPOSシステムのクラウドサービ
スなどを提供しているため，SBN規定に準拠して
現場が実行していることを第三者により監査する。
特にクラウドサービスでは企画・計画からサービ
ス運用後の継続的改善までのライフサイクルが円
滑に機能していることを観点としている。
（3） システムリスク監査
「システムリスク監査」は，金融庁の「金融検査」
をシミュレートした監査である。「金融検査」は銀
行法に基づいた検査であり，金融庁の検査官が監
督先の金融機関に立入り，ガバナンス，財務，コ
ンプライアンス，システムなどのリスク状況を検
査する。観点は，金融庁の「金融検査マニュアル」
に基づいており，システムに対しては金融情報シ
ステムセンター（FISC：The Center for Financial 
Industry Information Systems）の「金融機関等
コンピュータシステムの安全対策基準・解説書」（2）

などのガイドラインも参考としている。
近年の金融機関におけるビジネススキームの変
化やシステムトラブルによる社会的な影響から，
金融庁では，年々「金融検査」の強化と対象を拡
大しており，金融機関のみでなくシステムを運用
している委託先や更に再委託先に対しても検査す
る方針を打ち出している。
富士通フロンテックでは，図-6に示すとおり金
融機関などから業務委託されたシステムを運用し
ていることから「金融検査」の対象となる。この
ため，金融庁に出向経験のある富士通総研のコン
サルタントの支援を受け，富士通グループの中で
も初めて「システムリスク監査」に取り組んだ。
「システムリスク監査」は，「金融検査マニュアル」

ム開発プロジェクト」，もう一つはお客様に提供す
るサービスを準備する「サービス準備プロジェク
ト」である。このサービス開始までの2種類をプロ
ジェクトとするのに対し，サービス開始後の運用・
保守は有期性がないことから，プロジェクトでは
なく定常業務と定義している。
「プロジェクト計画監査（サービス編）」は，こ
れらのプロジェクトを対象に監査する。システム
開発プロジェクトはシステム開発をソリューショ
ン部門へ委託することから，監査ではサービス部
門が主体となる要件定義，システムの運用テスト・
移行に関する計画を中心に監査する。また，「サー
ビス準備プロジェクト」は，お客様に提供するサー
ビスの企画・商談・サービス内容・契約事項，そ
して運用に関する仕様書・マニュアルといったサー
ビス開始までに必要となる準備作業が計画されて
いることを中心に監査する。
（2） サービス運用・保守監査
「サービス運用・保守監査」は，流通業向けの
サービスに対する監査である。流通企業から業務
委託を受けたアウトソーシングサービスやクラウ
ドサービスを対象に，SBN規定である「システム
運用・保守規定」と「クラウドサービス品質管理
規定」の二つの規定で定められた観点に基づき監
査する。SBN規定はお客様システムの安定稼働と
お客様満足度向上に向けた規定であり，富士通グ
ループがお客様に提供するソリューション，およ
びサービスの品質を保証するための原理・原則（富
士通グループとして品質を保証するために共通的
に最低限実施すべき事項）である。
富士通フロンテックでは，流通業向けのヘルプ

図-5　APQI監査における3種類の監査方法

ユーザ
インタフェース

設計

システム
構造設計

総合監査

プログラム構造設計
～プログラミング
～プログラムテスト

結合テスト
システム
テスト

運用テスト・
移行

工程

監査観点

プロセス

 プロダクト

プロジェクト
マネジメント

選択監査

選択監査

探針監査

総合的に
リスク抽出

工程初期に
リスクを推定

検出リスクから
ポイントを選択



FUJITSU. 64, 4 （07, 2013） 437

ソリューション品質マネジメントによる品質向上への取組み

なかったプロジェクトの矛盾点を指摘してもらえ
た」「これまで当たり前のように実施していたマネ
ジメントや作業プロセスの不足点を教えてもらえ
た」「監査を受けることにより正しい作業プロセス
を意識するようになった」など，プロジェクトマ
ネジメントや作業プロセスの意識が向上し，改善
につながっていることが分かる。
今後は，監査の効果を定量化する方法を検討し，
プロジェクト間の比較や経年の変化が可視化でき
るよう取り組みたいと考えている。

富士通と連携した品質活動

富士通グループでは，富士通の品質保証部門が
主体となり，グループ全体のソリューション品質
情報の共有や品質保証のプロセス改善を行ってい
る。富士通内のソリューション部門と各グループ
会社に品質管理責任者を設け，部門・各社の品質
保証活動を推進している。富士通フロンテックも
本活動に参加し，自社で検出した問題点や課題を
改善するとともに，定期的に情報を共有し，品質
向上に向け具体的な施策検討をグループ全体で実
施している。
また，クラウドサービスを先行して取り入れて
いたことから，先のSBN規定においても作成から

富士通と連携した品質活動

から業務委託先に求められるシステムリスク管理
態勢を観点とし，手続き型の監査方法を用いて行
う。手続き型の監査では，定型のチェック項目で
の監査ではなく，監査ごとに設定した観点に沿っ
て監査対象のプロジェクトが運用している基準や
マニュアルなどを査読し，その内容についての妥
当性，実現性，実効性を監査する方法であり，よ
り本質的なリスクの検出が可能である。
これまでの監査では，「システムリスク管理態
勢が十分に整備，運営されていない」「災害時対
策として実効性のある危機管理態勢の整備とBCP
（Business Continuity Plan）が不足している」な
どの提言を行い，金融機関の直接の委託先である
富士通と再委託先である富士通フロンテックを含
めた組織的なシステムリスク管理態勢の構築を
図っている。
●　第三者監査による効果
監査効果は，課題対応によりプロジェクトの品
質・コスト・納期にどの程度寄与したかを定量化
できると明快だが，因果関係を明確にしづらく，
定量的に測定することは難しい。このため，現在
は監査を受けたプロジェクトに対し有効性をアン
ケート形式により質問する定性的な測定を実施し
ている。アンケート結果では「当事者では気付か

図-6　システムリスク監査の概要
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ソリューション品質マネジメントによる品質向上への取組み

ハインリッヒの法則では，一つの重大トラブル
には，29の軽微なトラブル，300のヒヤリ・ハット
が起きていたと言われている。第三者監査を通じ
一つの軽微なトラブル，一つのヒヤリ・ハットを
糸口とし，重大トラブルを未然に防止していかね
ばらならない。そして，それは個々のプロジェク
トに改善を推進するだけでなく，もの・品質・人
を作り出す品質マネジメントシステムとして改善
していく。
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し，富士通グループと連携した品質活動に取り組
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本稿では，ソリューション品質マネジメント推
進室の取組みについて第三者監査を中心に紹介し
た。これまでの監査では現場から好意的な意見が
挙がっており，品質に寄与できていることが分か
る。しかし，品質保証の活動に終わりはなく，ビ
ジネス・組織・プロジェクト，そして人の変化に
合わせて，より効果的な監査に改善していく必要
がある。
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