
 

 

 

品質管理 法人営業 
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＊1 MDM：法人で社員が使うスマートフォン端末を一元で管理する
ために用いられる仕組み．端末利用状況の収集，端末の一括設
定，遠隔操作などが可能． 

＊2 スクラッチ開発：ソフトウェア開発において，既存の製品に機
能追加などのカスタマイズをせず，まったく新規にゼロから開
発すること． 

＊3 M2M：機械間で自動的に行われる情報通信のこと． 
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法人システム構築受託における上流工程の品質強化
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1. まえがき 

ドコモ法人営業では回線や端末，ドコモサービス
の販売に加え，法人のお客様の個別要望に沿った
オーダーメイドのシステムを提供している．お客様
の要望はモバイルを活用したサービス提供や社内の
業務効率化， MDM（Mobile Device Management）＊1

や衛星電話アンテナ取付けなど多岐にわたる．これ
らは要望が具体化されている場合やゼロから一緒に
作り上げる場合があり，相談やコンサルティングで
完結するものから独自のハードウェア開発までさま
ざまな案件で構成される．しかしながらどのような
案件においても共通するのは，お客様へのヒアリン
グやディスカッションを重ね，要望を明確にしてい
くプロセスであり，この過程で業務課題を抽出し解
決方法を検討する．そして課題解決の手段としてシ
ステムを提案し，お客様と合意を得ることができれ
ば設計に着手することとなる．このようにしてシス
テム構築の受託業務を進めている． 
お客様が用意する予算やスケジュールはさまざま

であり，複数の解決手段を比較検討できる案件もあ
れば手段が特定される案件もある．結果的にシステ
ムの内容が似通っていたとしても，構築に至るまで
の検討はそれぞれ異なる．この特徴からすれば受託
案件は個別に管理することが望ましい．しかし扱っ
ている案件の数が多く品質管理手順が煩雑となるう
え，個別に管理することは品質のばらつきを引き起
こす原因にもなる．そのため受託案件を管理する定
まった枠組みが必要となり，受託案件を1つのプロ

ジェクトとして捉え，提案から構築までの業務を一
連の工程に当てはめて品質を確保している．この工
程ごとに実施する業務内容と手順を定め，受託案件
の標準の流れとしている．加えて工程ごとの成果物
を定め，工程の節目で実績を確認することでプロセ
スごとの品質管理を行う． 
本稿ではドコモの受託プロジェクトの特徴とその

品質管理の取組みを紹介する． 

2． ドコモの受託プロジェクト 

ドコモにとって受託プロジェクトの受注は回線契
約増大のチャンスでもある．ドコモ回線をシステム
のアクセス回線に採用いただければ回線契約が増え，
かつ一定期間，継続してのご利用が期待できる．そ
のためにシステムの検討では柔軟な対応をしており，
お客様の要望と条件に最適なものであれば，ドコモ
サービスに限らず他社のパッケージ製品やサービス
も採用する．また必要に応じてカスタマイズやスク
ラッチ開発＊2も行う．今やモバイルはほとんどの業
種・業界で活用されており，例えばM2M（Machine 
to Machine）＊3での利用シーンが拡大しているなど，
今後の発展も期待できる．受託プロジェクトでも多
くの要望をいただいており年間の案件数は2,000以
上にのぼる．これらを回線拡大の機会と捉え，積極
的に取り組んでいる． 
受託プロジェクトの体制は，営業が提案しSEが

技術支援を行う．システム設計工程が始まればSE
が主管となり作業を進め，モノ作りの体制を整える
ために採用した協力会社に業務を委託する．さらに
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提案 構築／工事 運用・保守

• 営業打合せ
• 作業設計・支援
提案書作成

• 見積依頼書
（対協力会社）

• 協力会社発注契約
• 要件定義，工事準備
• 基本・詳細設計，製造
• 単体・結合・総合試験
• 工事実施
• 受入試験，納品

• 定期運用
• 一次対応
• 不具合調査
• 特異事象対応

▲案件PJ発足

提案

SE
業務

▲見積提示

• 費用確定
• 営業へ見積提示
• 収入契約支援

工程

品質
管理

構築

工程判定会

契約

定期健診

▲

要件定義

▲

結合試験

▲

総合試験
▲

PJ審議会

▲お客様契約 ▲お客様検収

 
図1 受託プロジェクト標準工程 

SEの中には品質管理の役割が設けられており，受
託プロジェクトの品質に責任を持つ．SEはプロ
ジェクトごとに品質を確保する取組みを行い，品質
管理担当が工程のポイントで重点的なチェックを
行っている． 

3. 受託プロジェクトの品質管理 

受託プロジェクトは，お客様からご要望をいただ
きプロジェクトを発足させるものが年間で2,000件
以上あり，このうち見積りを提示するものは600～
700件，受注となるものは200～300件である．こ
れらを管理するためにお客様の要望，予算，スケ
ジュールなどの制約条件から品質リスクの高低を識
別してプロジェクトを分類する．次にリスクの高い
ものに対して将来トラブルの原因となるポイントを
見極め，そのうえで進捗状況をモニターしている．
品質リスクを見誤ると仕様変更や工数増加，工期延
長などを招く．それらの発生は費用の増加を招き赤
字に直結する．さらに契約どおりに業務を履行でき
なければ契約の変更が必要となるとともに，お客様
とのリレーションシップにも影響を及ぼしかねない．
このような事態を避けるためにも品質管理を徹底す
る．管理の手法については，プロジェクトマネジメ
ントの標準を踏まえているものの，そのまま適用す
ることはできない．なぜならシステムに対する要望
と，それに対する予算やスケジュールをコントロー
ルするのはドコモでなくお客様だからである．その
ため標準の手法をアレンジし，独自の工夫を加えて
いる． 

品質管理の具体的な取組みを受託プロジェクトの
標準工程とともに解説する（図1）．見積工程と構築
工程で品質管理の「関所」を設けている． 
⑴見積工程の関所【PJ審議会】 
見積りはプロジェクトのスコープと収支の土台と

なる重要な工程であり，どのような業務のプロジェ
クトでも行う工程でもある．プロジェクト提案審議
会（以下，PJ審議会）では各プロジェクトの見積
内容をチェックする．全工程の上流となる見積工程
で難易度や品質リスクを確認し，下流の構築工程で
のトラブルを防止する．具体的な取組みは構築業務
内容によりプロジェクトを分類しお客様要望に対す
るシステム内容，プロジェクトスケジュール，体制
にトラブルの要因はないかを見極める．最終的に回
線契約の状況，今後の発展性など背景情報も踏まえ
て見積金額の妥当性を判断する．PJ審議会の承認
を得て，はじめてお客様に見積提示を行うことがで
きる． 
見積りでは期日に提示できなければ受注確度が下

がることもあり，お客様の要求に合わせたスピード
感が重要となる．このためPJ審議会では専用の様
式を設けて迅速に審議を行う工夫をしている．この
様式は，業務内容にかかわらずチェックするべき項
目をPMBOKⓇ＊4から選んで構成されている．様式
に従いプロジェクトの内容を整理することで業務の
多様性を吸収するとともに，標準的な考え方を下敷

＊4 PMBOKⓇ：プロジェクトマネジメントのついての知識や手法を
体系化したもの．国際的にも標準とされている．プロジェクト
マネジメント協会の登録商標． 
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ID 種別 PJ名 工程 状況 課題・進捗 対策 PL

12011
システム
構築

作業管理システム 製造
システム間接続インタフェー
ス仕様の認識誤りが判明

作業をいったん止めて
影響範囲を確認中

××××

12023
システム
構築

日報入力アプリ開発 詳細設計
データ保存機能で方式変更を
行う

2日遅れだが，要員追
加でリカバリ予定

××××

13255
システム
構築

RADIUS環境構築 要件定義 要件最終確認中 特になし ××××

13670 工事 衛星アンテナ設置 基本設計 設計図面完成 特になし ××××

 
図2 案件ステータスシート 

きに一定の品質を確保している． 
⑵構築工程の関所【工程判定会】 
工程判定会はPJ審議会でリスクが高いと認識さ

れたプロジェクトの構築工程を管理し，要件定義，
結合試験，総合試験の各工程が問題なく完了できて
いるか確認する．スコープは拡大していないか，構
築システムの品質は問題ないか，サービス開始の準
備は整っているかがそれぞれの管理の観点である．
各工程での管理を重ね，状況に応じた対策を打つこ
とでシステムの品質を高めていく．構築工程では
WBS（Work Breakdown Structure）＊5，課題管理表，
コメント／Q&A表などの管理ツールを活用してお
り，それらを材料にプロジェクト計画と実績に差異
がないかを分析する． 
⑶受託プロジェクトの定期健診 
さらに構築工程プロジェクトを一元管理し，それ

ぞれの状況をモニターしている．いずれかのプロ
ジェクトで課題が発生した場合，早急に察知し対策
を練る．構築工程での状況は日々変わっていくため，
個々のプロジェクト状況を定期的に，継続してモニ
ターすることが重要となる．これを踏まえ週ごとに
状況を取りまとめ，受託プロジェクトの関係部署全
体に共有して確認を行っている．人間に例えれば定
期健診で健康状態をチェックしているのである． 
対象は毎週100件以上になるため，管理には工夫

が必要となる．ドコモでは，案件ステータスシート
と名付けた管理ツールを作成しており，信号機（青
／黄／赤）のアイコンで状況を表現し，多くの中か
ら問題あるプロジェクトをすぐに認識できるように
している（図2）．信号機アイコンは分かりやすく状
況を示すとともに，受託プロジェクトでの共通認
識・共通言語として定着している． 

4. システム障害ゼロ化に向けて 

2010年度に全国の法人営業部門に統一して適用

される品質管理の社内制度として受託プロジェクト
の品質管理規程・細則が定められ，この規定・細則
にPJ審議会，工程判定会が謳われ実施が徹底され
ている．また規定・細則と併せて受託プロジェクト
の業務マニュアルもブラッシュアップされ，法人営
業部門を対象に認証取得しているISO9001の要求
事項に則した業務フローが整備されている．これら
の制度を整備し施策を継続することで品質管理の意
識が定着し，受託業務全体の品質底上げに貢献した． 
これらを通して品質の基礎が固められたことによ

り，さらに一歩踏み込んだ品質管理での工夫点が見
えてきた．お客様要望が明確でない，もしくは細部
にわたり複雑，関係するプレイヤーが多い，などの
プロジェクトは概して難易度が高い．プロジェクト
を進めていくうえでの調整・確認事項が多く，その
進め方も複雑となる．このようなプロジェクトでは，
要望の実現方法や方式をきめ細かく管理することが
なおさら重要だと分かってきた．例えば，実装する
機能の詳細仕様や，複数条件が組み合わされたもと
でのシステム動作，またパッケージ製品やミドル
ウェアのパラメータ設定などである．これらを十分
に把握しておくことは，結果としてスケジュール遅
延防止やサービスの安定運用に寄与するのである． 

4.1 事例の要因分析 
そこで品質管理担当では難易度の高いプロジェク

ト事例をもとに，さらなる品質強化の手法確立に取
り組んだ．事例からは上流工程と言われる要件定
義・基本設計工程からさかのぼり，見積工程で注力
すべきポイントが含まれていることが分かった（図3）．
要件定義や基本設計での作業は見積りでの検討内容
が前提となり，品質強化の観点も見積工程にたどり

＊5 WBS：プロジェクト管理において，プロジェクト全体を細かい
作業まで分解して計画を立案する手法． 
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お客様と要件のすり合わせを十分に行い細かく記録しておくことで，仕様の追加
や変更を抑止することができる

お客様のユースケースや考慮すべき利用方法をきめ細かく洗い出すことで，効果
的な試験ができ手戻り作業を防止できる

見積時に協力会社のパッケージ機能の実装方法まで確認しておくことで，保守・
運用に必要な体制を明確にできる

ミドルウェアの設定パラメータを詳細まで把握しておくことで，サービスレベル
を保ち安定した運用を実現できる

要件まとめ 見積り 納品設計 製造 試験工程

高難度PJでの気づき

◎
アフター

◎
◎

◎

◎
：工夫

：効果

 
図3 高難度プロジェクト事例からの気づき 

提案準備
要望

ヒアリング
見積作成 構築／工事 運用・保守

• 営業打合せ
• 訪問準備
• 初期提案書作成

• 商材目利き
• 技術調査・支援
• 作業設計・支援
提案書作成

• 要求定義
（対お客様）

• 見積依頼書
（対協力会社）

• PJ審議会

• 協力会社発注契約
• 要件定義，工事準備
• 基本・詳細設計，製造
• 単体・結合・総合試験
• 工事実施
• 受入試験，納品

• 定期運用
• 一次対応
• 不具合調査
• 特異事象対応

▲お客様契約▲見積依頼受け▲お客様意思確認▲案件PJ発足

提案

▲お客様検収

業務

見積提示

▲PJ審議承認

• 費用確定
• 営業へ見積提示
• お客様意向待ち
• 収入契約支援

工程

構築

契約

図4 提案工程の見直し 

着くのである．見積作成ではPJ審議会で品質管理
を行っているが，さらに品質向上を行える余地があ
ることが推測された．この推測のもと，以下の改善
点が抽出された． 
①提案工程の実態把握 
PJ審議会までどうプロジェクトに取り組ん

でいるかの状況が十分に把握できていない．見
積りに稼働がかかっていることは把握できてい
るが，どのように見積りを作成しているか詳細
に実態を把握する． 
②プロジェクト評価と対応 
プロジェクトの難易度や大変さの判断を上流

工程の初期から行うべきである．難易度が高い
と判断した場合のプロジェクトにSEを集中す
る仕組みを整備する． 

これらの点について対応策が検討され，品質強化

の新たな手法を確立する取組みを開始した． 

4.2 対策の実施 
⑴提案工程の見直し 
まず「提案工程」という枠組みに着目した．これ

までは，発足したばかりのプロジェクトも，見積り
を作成しているプロジェクトも「提案工程」のひと
括りで管理していた．しかし提案の進捗に伴い掛か
るSEの稼働や，管理すべき内容も変わるはずであ
る．この考えのもと「提案」は1つの工程から「提
案準備」「要望ヒアリング」「見積作成」「見積提示」
の4つの工程に再構成し，それぞれの業務内容と位
置づけを整理した（図4）． 
⑵プロジェクトの見える化 
次に4つに再構成された工程ごとにプロジェクト

を分類し直した．これらを前述の案件ステータス
シート（図2）での管理に組み込んだ．従来，提案
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工程プロジェクトは第三者のチェックを受ける機会
が少なくなりがちで，PJ審議会までリスクのクロ
スチェックを待つことがあった．これに対し，案件
ステータスシートでの管理により提案工程の全体像
が明らかになり，PJ審議会より上流での管理が可
能になった．静観して問題ないもの，積極的に管理
すべきものの識別が進み，これらを示すためプロ
ジェクト管理に「ランク」の概念を導入した．トラ
ブルの発生する恐れの高いものからS/A/Bの3つの
ランクで区分し，案件ステータスシートの項目に追
加するようにした．Sランクは特にトラブルへの警
戒が必要な「重要案件」と位置づけられた．加えて
提案の進捗に伴い難易度やリスク，受注確度などが
変化するため，それらの状況に従って管理の密度を
調整する取組みを開始した．営業管理のパイプライ
ンマネジメント＊6の考え方を取り入れ，受託プロ
ジェクト向けにアレンジしたのである． 
⑶要員の見える化 
さらにSEの稼働状況についても分析した．それ

までは1人のSEが複数の受託プロジェクトにアサイ
ンされている状況であり，SEアサインは所属の各
マネージャが差配していた．これをいったん集約し，
SEのアサイン状況を一覧化，案件ステータスシー
トと突き合わせてプロジェクト体制の棚卸しを行っ
た．棚卸しの過程でSEを増員すべきもの，減員さ
せても問題ないものを整理し，要員配置を適正化し
た．また案件ステータスシートで状況が共有される
ことにより担当を横断した体制を作ることや，他担
当のスキルの高いSEに応援を求めることが促進さ
れた． 
⑷受託契約の分割 
上記の施策と併せて受託契約を分割する取組みを

開始した．構築／工事工程の中で，要件定義工程と
残りの工程を分割して契約し，要件定義でスコープ
を確定させ作業や調整内容を明確にする．可能な限
り不確定要素を取り除いたうえで残工程の契約を結
ぶ．特に重要案件ではこの形態での契約を結ぶこと
に注力した． 

4.3 強化施策の成果 
これら複数の施策を段階的に実施し，案件ステー

タスシートでの管理を継続した．新しい品質管理施
策を定着させるためには会話を増やす，時間をかけ
て議論を尽くす，批判でなくアドバイスをする，な

ど労を惜しまずにコミュニケーションを重ねること
が必要である．品質管理担当がSEと直接対話を数多
くこなしていくことで，担当者や，マネージャの悩
みや課題を拾い上げ，品質管理施策の定着を図った． 
提案初期でのお客様要望は曖昧でプロジェクトの

先行きを見極めることは容易でない．内容や状況に
関わらずお客様，営業へ貢献したいSE担当者と，
間接稼働の効率化を目指す管理者では軋轢を生じる
こともあった．実は，この悩みはPJ審議会でも経験
しているもので，PJ審議会を開始した当初は営業
の熱意やスピードに応えたいSEにとってはPJ審議
会のチェックに抵抗感が強かった．これに対しては，
プロジェクトの状況をヒアリングするなかで担当す
るSEと一緒に悩み，考える姿勢をもって取り組んだ． 
一方，マネージャには要員の見える化により，改

めて適切にSEをアサインする難しさを突きつける
こととなった．無暗に人数を増やせば良いわけでは
ない．提案を進めるには，技術力は当然求められる
ものの，それだけでは勤まらず行動力や課題意識，
営業とのチームワークが求められる．各SEの，言
わば個性や人間性といったものが大きく影響するた
めマネージャはSEを多面的に，かつ深く評価して
いるか再度問われることになった．これに対しては
プロジェクトの進捗確認とともに，品質管理担当が
マネージャからの担当運営に関する議論や相談を受
けることで対応した． 
このように，新たな施策をトップダウンでの実施

でなく，現場と一体となったボトムアップで推進し
た結果，赤，黄色信号がつくプロジェクトを低減さ
せることができた（図5）．また施策開始後に提案工
程にあったプロジェクトが，以降の工程で遅延や手
戻りを発生させることも無くなった．従来から行っ
ていたシステム構築工程での品質管理に加えて，提
案工程での管理を行うことで受託プロジェクト品質
を一段向上させることができたと言える． 

5. あとがき 

プロジェクトマネジメントの定石は上流工程で
しっかりした管理を行うことだが，受託プロジェク
トで管理すべき上流工程は要件定義でなく「超上流
工程」とも言える提案工程であった．なぜならば，

＊6 パイプラインマネジメント：営業活動をいくつかのプロセスに
区分し，それぞれのプロセスでの状況を可視化し目標達成に対
する対策を検討・実施する手法． 
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図5 受託プロジェクトの状況 

お客様の要望を見極め複数ある制約の中でどうプロ
ジェクトを進めていくか，どんなシステムを構築し
ていくか，決定するのは提案工程においてだからで
ある．受託プロジェクトではスコープとコストが見
積りにより決定されるため，その上流，つまり要望
ヒアリング工程におけるお客様へのヒアリング，
ディスカッションの活動からリスクを洗い出し，低
減させていく管理が必要であった． 
これまでに案件の多様性に対応した品質管理の枠

組みを作り上げてきたが，今回の取組みでは，さら
に受託プロジェクトの本質に即した品質管理手法を
体系化することができた．これは年間約700件のPJ
審議会を実施することを通して鍛えられたプロジェ
クトに対する洞察力によるところが大きい． 
とは言え，携帯電話事業は端末・ネットワークの

技術革新のスピードが速く，毎年新たな分野での受
託プロジェクトが生まれている．発生する課題は経
験したことがないものが多く，リスクの見極めを行
うにも手が掛かる．このため超上流工程の管理も含
め，品質管理手法を必要に応じて適宜改善し，進歩
させていかなくてはならない．本稿のおわりに，目
下取り組んでいる品質管理の改善を紹介する． 
⑴プロジェクト管理システムの更改 
多量のプロジェクトを管理するにはシステムの活

用が有効である．従来から独自開発のプロジェクト
管理システムを活用してきたが，上流工程の品質強
化に適合させるべく更改を行っている． 
提案工程プロジェクトのパイプラインマネジメン

ト管理ができる，工程ごとに実施する業務を注意喚
起する仕組みが特徴である．新システムは2015年
度内に運用開始予定である． 
⑵納品後の案件管理 
納品後のシステムは，保守契約を結ばずにお客様

で運用されているものも少なくない．しかしこれら
も，もし障害が発生すれば解決に向け，迅速・的確
に支援を行わなければならない．瑕疵担保期間であ
ればもちろんのこと，それ以降のプロジェクトでも
対応を行うためプロジェクト概要，担当SE，シス
テム構成などの情報をすぐに取り出せるよう整理す
る必要がある．このことから納品後のプロジェクト
を一元管理する取組みを開始した． 

ドコモ法人営業では，今後も絶えず品質向上に取
り組み，より一層ご満足いただけるシステムの提供
に努めていく． 
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