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新しい時代の調達プロセスのシステム化

（1）はじめに
最新の調査（第 45 回海外事業活動基本調査）

によれば、製造業の海外生産比率（国内全法人ベー
ス）は 24.3％と過去最高水準となり、わが国の製
造業はさらに国際化が進んでいる。中国、台湾、
韓国などを含む、各国企業との激しい品質競争、
価格競争に対応すべく原材料や設備について品質、
コスト要件を満たす調達先を求めて調達ターゲッ
トはグローバルに広がり、また製造拠点のグロー
バル化の進展に伴って現地調達も広がる等、調達
先の選択肢は大きく広がっている。

製造業では外部からの調達が総コストの中で占
める割合も高いだけに、企業活動の「全体最適」
を実現する上で調達部門にかかる期待と責任はよ
り大きくなってきている。

また、国際標準化機構（ISO）では「持続可能
な調達（Sustainable procurement）」について定め
た ISO20400 の開発が進んでおり内外から調達へ
の関心が高まっているといえよう。

（2）戦略的な調達に向けての課題
一般に、調達や外注は、自組織の限られた経営

資源を主業務にあて、不足する資源を外部に求め
るものである。

外部からの調達は、
　・  求める品質のものを（あるいは求める品質

以上のものを）、
　・求める納期通りに、
　・安定的により安く

調達してくる事が望ましく、これらは調達部門が

Point
❶	 	調達戦略、調達活動は、近年、企業にとって、ますます重要な機能となってきた。
❷	 	戦略的な調達を行っていくためには解決すべき課題も多い。
❸	 	調達活動においては、従属型調達から、提案・開発参加型調達へ脱皮することがまず重要である。
❹	 	下請法、内部統制、CSR 調達など対応すべき、法・規格対応もある。
❺	 	諸課題や諸法律に対応するため ISO9001 を活用した「調達プロセスのシステム化」を進めてい

くべきである。
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以前から常に求められている要素である。
なお、「安く」調達するためには購買手法、査定

手法を駆使して価格交渉していく事も必要である。
購買手法としては、入札方式、相見積方式、複

数購買方式、特命購買方式（随意契約方式）など
があげられる。

また、査定手法としては実績原価方式、見積原
価・査定方式、指値方式、前注踏襲方式などがあ
げられる。

調達部門はこれらの購買手法や査定手法のノウ
ハウを蓄積してこれまで調達業務を行ってきたと
いえる。

一方で、国際競争の激化、生産拠点のグローバ
ル化等に伴い、

　・調達のグローバル化、複雑化　
　・調達オプションの多様化
　　  ◦  調達範囲の拡大（内製の外注化）
　　  ◦  調達元のスケールメリット化（共同調達）
　　  ◦    調達先の多様化（新たな購買先、外注先

などの発掘）
もより一層進めていかなくてはならない。

そのために調達部門は、今後は単に安く調達す
るだけではなく、全社的な視点を持って活躍して
いくことがより望まれるのである。

そして調達や外注は、（依頼元から依頼されたも
のをそのまま調達する）従属型調達から、提案・
開発参加型調達へ脱皮することがまず重要であ
る。依頼元から依頼されたものを、交渉テクニッ
クのみで交渉して安く購入するには限界がある。
しかし、設計開発段階に調達部門が入り込み、よ
り安くできるような仕様、あるいは社内工程を劇
的に改善する要素を織り込んでいくといったよう
に提案・開発参加型調達を行うことができれば全
体的な最適を見いだすことも可能である。図面・
仕様書などの品質設計、工法・工程などの工程設
計の検討段階にまで調達部門が入り込んで全体最
適を見いだしていくには、社内の仕組みづくり、
そして調達担当者のレベルアップが必要である。

加えて、戦略的な調達を考えると基本的な課題
として、次のことがあげられよう。

　・  経営戦略のレベルでの、調達戦略の方向性
の具体化、効率化

　・調達部門と他部門との連携強化
　・調達における「付加価値創造」
　・  カテゴリー戦略：調達品目ごとの、調達方

針の策定、管理
　・  戦略的ソーシング：調達方針に基づく、既

存や新規のサプライヤーから最適の取引条
件の獲得

　・調達部門のポテンシャルアップ
　　　調達のインフラを支える管理
　　　  ◦  業績管理：調達戦略に基づき設定され

た調達方針、調達目標に対する評価
　　　  ◦  ナレッジ（組織の知識・情報）管理：

調達に関わるノウハウの整理と蓄積
　　　  ◦  人材管理：調達に関わる人材の力量、

認識・自覚
　より先進的な調達を進めている企業は、上にあ
げたような課題を既にクリアしてさらに前へ進ん
でいる。

　
（3）法律などへの対応　

前項で述べた課題に加え調達部門は、法的には
下請代金支払遅延等防止法（下請法）への対応、
J-SOX をはじめとする内部統制への対応、そして
CSR 面での考慮（CSR 調達）などが求められて
いる。

1）下請代金支払遅延等防止法（下請法）
通常の調達においては、受注側の組織は、いわ

ゆる中小企業が多い。したがって、調達プロセス
を構築・運用し、パフォーマンスの質を上げるに
は、下請代金支払遅延等防止法（下請法）をはじ
めとした国の中小企業施策を理解し法の順守を行
うことが肝要である。そして調達側と下請先は主
従の関係ではなく、運命共同体であると理解し、
共に繁栄していけるよう努力していくべきであ
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る。そのためには必要な情報をタイムリーに交換
する仕組みを作って、確実に運用していくように
しておくことが必要である。

　
2）J-SOXをはじめとする内部統制への対応

金融商品取引法（J-SOX 法）の成立と共に、調
達業務に関しての内部統制の強化が進んでいる。
これまでも調達部門には公平性や透明性そして不
正の根絶が求められてきた。
　加えて内部統制の視点から、
①調達プロセスを文書化してルールを定める→ 
②定められたルールを順守して業務を遂行する→
③業務遂行のモニタリングを行う→④モニタリン
グの結果「非有効」であった事項について改善を
行いルール化する→⑤ルール順守
といったサイクルで運営していく事が必要である。

3）CSR面での考慮（CSR調達）
近年 CSR 調達が注目されている。CSR の国際

規格である ISO26000 では七つの原則（説明責任、
透明性、倫理的な行動、ステークホルダー、法、
国際行動規範、人権）と、七つの中核主題（組織
統治、人権、労働慣行、環境、公正な事業慣行、
消費者課題、コミュニティーへの参画）が定めら
れており、調達もそれらを尊重して行っていく

「CSR 調達」が求められてきた。そして「CSR 調
達」にフォーカスを絞って開発が続けられている
のが ISO20400 である。ISO20400 においては説
明責任や透明性、倫理性、法や国際的な行動規範、
ステークホルダー、革新的な解決策、ニーズ、グ
ローバルコストなどを調達の原則とし、人権、労
働慣行、環境、公正な事業慣行、消費者、地域社
会などを考慮しながら調達していく事を求めるべ
く、検討が続けられている。

下請法、内部統制、CSR 調達を概観すると、透
明性や倫理性を持ち、（定められたあるいは定めた）
法やルールを順守する、順守できていない事項を
チェックし改善するとまとめることができよう。

これらを運用していくには、広く普及している
ISO9001 の仕組みを活用していく事が有効ではな
いかと筆者は考えている。

（4）		調達プロセスのシステム化：	
ISO9001：2015　	
品質マネジメントシステムの導入

ISO9001 規格は、1987 年に国際規格として制
定された。各国に普及し、日本においても広く導
入され、約 35,000 社が認証取得し登録されてい
る。品質マネジメントが 2015 年に大幅改定され、
内容が充実し使いやすくなった。これまでに述べ
た調達を取り巻く課題、改善の視点に対処するに
は、ISO9001：2015 品質マネジメントシステムの
導入と活用は有効であり以下に述べるような視点
を持って対処していくべきと考えている。

1）ISO9001の仕組みを活用していく
ISO9001 の導入は、読者の組織におかれても進

んでいると思われる。ISO9001 では組織が何をし
なければならないかが、「品質マネジメントシステ
ム要求事項」1）として規定されており、PDCA を
確実に回し続けて、継続的改善を図る仕組みに
なっている。

しかしながら導入されていても、自社の実質的
なパフォーマンスの改善に結びついていない場合
がかなりあることを、筆者は長年の審査登録機関
の主任審査員の経験から実感しており、残念なこ
とである。ISO9001 の仕組みをうまく活用して調
達改善に結びつけてほしいと考えている。

　　
　（参考）「品質マネジメントシステム要求事項」

リーダーシップ
→		計画（Plan）リスク及び機会への取り組み、

文書化した情報
→		運用（Do）外部から提供されるプロセス、
製品及びサービスの管理

→		パフォーマンス評価（Check）監視、測定、
分析及び評価、内部監査、マネジメントレビ

新しい時代の調達プロセスのシステム化
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ユー
→		改善（Action）不適合及び是正処置、継続

的改善
      

2）調達プロセスについて	
現代の産業界では、製品を生産したり、サービ

スを提供するために必要な原料・部品・設備・情報・
役務などの多くは、外部からの提供に依存してい
る。また、近年の ISO9001 品質マネジメントシス
テムの導入・浸透に伴い、戦略的な経営や管理に
おいては、「プロセスアプローチ」「PDCA サイク
ル」「システム化」が多用されている。

ISO9001 を認証登録済み、または自己適合宣言
済みの企業は当然のこととして、そうでない企業
も、この項を選択的に取り入れられることは、有
意義と思われる。

今回の ISO9001：2015 改定版においては、自
組織（自社）が、適合した製品及びサービスを顧
客に提供するために必要な「外部から提供される
プロセス、製品及びサービス」の管理は、調達先
での知識や技術・技能の管理が十分でないと、自
組織においてもトラブルが多発するので、リスク
に基づく考え方により、適合した製品及びサービ
スを提供する能力に及ぼす影響を考慮して、外部
からの提供者の管理の方式、程度を定めることを
要求している。

外部から提供されるプロセス、製品、及びサー
ビスにおいては連続した監視が難しいことから、
規定された要求事項の適合に影響を及ぼさないよ
うに管理する必要がある。それには、外部提供者
の能力及びパフォーマンスの監視、評価、管理が
ポイントである。

3）外部提供者のパフォーマンスの監視と再評価
外部提供者の評価、選択だけでなく、2015 年版

では、外部提供者のパフォーマンスの監視及び再
評価も求めている。ISO9001 では、外部から提供
されるプロセス、製品及びサービスのあらゆる形
態について、以下のように規定している。　　

「組織は、要求事項に従ってプロセス、または
製品及びサービスを提供する外部提供者の能力に
基づいて、外部提供者の評価、選択、パフォーマ
ンスの監視及び再評価を行うための基準を決定し、
適用しなければならない。組織は、これらの活動
及びその評価によって生じる必要な処置について、
文書化した情報を保持しなければならない」

そして適切な管理の方式及び程度を決定するた
めに、リスクに基づく考え方を適用することが必
要である。リスクとは「不確かさの影響」と定義
されており、「リスク及び機会への取り組み」は、
2015 年版改定の重要ポイントの一つである。

　　
4）外部提供者との関係性を深めていく

ISO9001 では、外部提供者を管理する前提とし
て、組織すなわち調達者が外部提供者に伝達すべ
き事項として、その対象やチェックのしかたを具
体的に規定している。

これらに、妥当性がないまま伝達しても、外部
提供者が混乱して実効力がない可能性が高いので、
外部提供者に対する、要求の妥当性の事前確認を
求めているのである。
その伝達すべき事項とは、

a）　提供されるプロセス、製品及びサービス
b）　次の事項についての承認
　1） 製品及びサービス
　2） 方法、プロセス及び設備
　3） 製品及びサービスのリリース
c）　人々の力量、これには必要な適格性を含む
d）　組織の外部提供との相互作用
e）　  組織が適用する、外部提供者のパフォーマ

ンスの管理及び監視
f）　  組織、またはその顧客が、外部提供者先で

の実施を意図している検証または妥当性確
認

である。上記　a） d） e） f）は、外部提供者に提供
すべき要求事項として、2008 年版に対し追加され
た項目である。
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外部提供者が、調達者の組織の品質マネジメン
トシステムの一部として有効に機能するために、
外部供給者は、組織が要求する事項、組織の品質
マネジメントシステムと自身の活動の関係などを
理解する（させる）必要がある。

調達者は外部提供者への長期的、戦略的な協力
体制を構築し指導、監査、評価を行う、そしてサ
プライチェーン全体の効率化を目指し調達側、外
部提供側の両社協働での付加価値向上に努めてい
くべきであろう。

調達者は、上述の通り外部提供者と情報の関係
性を深め、互いに Win-Win の関係となるよう努力
していくことが全体最適につながっていくものと
考えている。

　
（5）おわりに

近年、購買、外注、業務委託などの「調達」は、
企業戦略の上でより重要地位を占めつつあると感
じている。

この小論は、私の生産業務での経験、経営管理
スタッフ、中小企業での役員経験、ISO9001 の審
査登録機関での審査業務、企業診断業務、コンサ
ルタント経験などを基に、「調達」に関わる生産、
品質、原価などの課題、改善の視点を整理し、こ
れらを踏まえた上で、「調達」を「プロセス」「シ
ステム」としてとらえ、ISO9001：2015 がいう、
調達プロセスのシステム化による、調達パフォー
マンスの向上策を論じた。

何かのお役に少しでも立てば、幸いである。
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