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特集：みんな、つながる

厳しさを増す競争環境の中で、製造業は収益性と効率性を高める必要に迫られて
おり、中でもコストと在庫管理を含む安定供給に責任を持つ購買部門に対する期待
が高まっている。また、東日本大震災時の復旧プロセスからは、複雑化したサプラ
イチェーンの管理や復旧に向けた初動の迅速さも重要視されるようになっている。
これらの期待に応えるためには、設計部門と連携したコストの作り込みといった部
門の壁を越えた活動が必要となり、購買部門は「受動的なオペレーター」から「能動的
な先導者」に進化せねばならない。本稿ではProactive Purchasingと富士通総研（FRI）
が提唱する「より早い段階から部門の壁を越え能動的に先手を打ち、関係者を先導す
る購買業務」の実現に向けたアプローチを紹介する。それはFRIが「自律進化アプロー
チ」と呼んでいるもので、既存の暗黙知共有による底上げを狙う「既存手法共有」と
新規ノウハウを作り出す「新手法開発」から構成されるものである。
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ま　え　が　き

近年、製造業の購買部門に対する期待が以前よ
り大きくなっている。コスト面では、市場の飽和
に対して売上の大きな伸びが期待できなくなって
以降、利益を出すために継続的にコストを下げる
必要性が叫ばれてきた。しかし、コスト追及の裏
返しでもあるが、今回の東日本大震災で明らかに
なったサプライチェーンの脆弱性が示すように、
安定供給や継続的な事業運営についてこれまで以
上に期待されるようになっている。また、為替や
原料価格の変動など、予測が困難で目に見えない
リスクが過去よりも大きくなってきている。

ともすれば受動的になりがちで、他部門との調
整が必須な購買部門にとり、これらの期待に応え
るには部門や機能の壁を越え能動的に先手を打つ
ことが求められる。

本稿では、富士通総研（FRI）がProactive Purchasing
と呼ぶ部門の壁を越える購買スタイルの定義と実現
に向けたアプローチを述べた後、富士通購買本部の
取り組み事例を紹介し、推進上のポイントを述べる。

Proactive Purchasingとは

購買部門はその特性上、他部門（設計・開発、生
産管理、品質保証など）やサプライヤとの調整が主
な業務となり、他部門の購買要求をただ実行する
だけの機能になりがちである。しかし、利益創出・
継続的な事業運営・見えないリスクへの対応といっ
た期待に応えるためには、部門や役割を越えて関
係者を巻き込み、先導することが求められる。

コスト面の例でいえば、一般的にコストの8割は
設計・開発段階で決まると言われており、購買部
門に購入依頼が来る量産段階では削減余地が限ら
れている。コストを大きく削減するには、設計部
門を先導する取り組みが必要となる。ある企業の
プリント基板バイヤーはサプライヤが得意な（設備
により最も効率よく製造できる）サイズを調査し、
設計部門にその情報をインプットすることで、設
計段階での原価抑制に役立てている。

安定供給の面でも、部門の壁を越え先導する能
力が求められる。平常時では複数ソースから部材
を確保するために、仕様の共通化・標準化を技術・

品質保証部門に要求しなければならない。
また、震災のような想定外の事態が発生した際

にも部門を越えた先導が必要となる。ある企業で
は東日本大震災時、福島第一原子力発電所から至
近距離にあったサプライヤ工場から部材を調達し
ていた。その工場からの調達が即時不能になり、
代替サプライヤに依頼する必要が出た。その際、
購買部門だけでなくバイヤー企業の社長、技術・
品質・生産管理部門の責任者といったジャッジが
出来るポジションの人間を一同に集め交渉し、わ
ずか1日で代替品出荷のスケジュールを決定した。

以上のように購買部門単独で出来る業務は限定
的であり、効果創出のためには、業務を依頼待ち
の受け身から「部門・機能の枠を超えて能動的に先
手を打ち関係者を先導する購買部門の仕事のスタ
イル」に転換する必要がある。過去のコンサルティ
ング実績と富士通での実践を踏まえて、FRIはこの
仕事のスタイルをProactive Purchasingと呼び、各
社への展開を図っている。

Proactive Purchasingを実現する手法 

Proactive Purchasing実現に向けては、FRIが「自
律進化アプローチ」と呼ぶ手法の導入が必要である

（図-1、図-2）。
自律進化アプローチは、既存の成功を組織へ展

開する「既存手法浸透フェーズ」と新たな成功を創
出する「新手法開発フェーズ」の二つとその循環か
ら成る。考え方としては、「既存手法浸透フェー
ズ」で既存のノウハウを組織内で共有する仕組みを
作っておき、そこに「新手法開発フェーズ」で得ら
れた新しい手法の事例を取り込むことで組織のノ
ウハウが増加・向上し、能力が自律的にスパイラ
ルアップするものである。

Proactive Purchasingにこの自律進化アプローチ
が適しているのは、組織と個人の間でノウハウを
常に共有しあうことにより、必要となるスキルセッ
トが個々のバイヤーに身に付くためである。

Proactive Purchasing実現には関係者 （社内他部
署、サプライヤ）に対し、最適な選択肢を理解させ
説得するスキルが必要であり、以下から構成される。
 - 調達部材に関わる基礎知識
（管理会計、工程管理、財務データの見方など）
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 -  社内・サプライヤの説得力
 - リレーション構築能力
 - ロジカルな説明力

実際にはこのスキルは組織内に偏在している。
つまり、スキルを持ち常に関係者を先導している
強い個人とそうでない個人が組織内に存在する。
組織としては強い個人を多く育てることが重要で
あるため、強い個人からノウハウを得て内部で共
有する必要がある。同時に、強い個人に対しても
更に新しい手法を提供し、成功例を創出させ、新
たなノウハウを身に付けさせる。スキル不足を補
完する組織によるノウハウ提供と、強くなった個
人による組織へのノウハウ還元の循環があってこ
そ、Proactive Purchasingを実現するスキルセット
習得が可能となる。

自律進化アプローチの標準的な進め方をフェー
ズごとに解説する。
A．既存手法浸透フェーズ：

組織のベースライン強化を目的としており、既
存の成功事例をシェアして全体の底上げを図る。
ノウハウの①可視化、②体系化、③共有を行う。
①可視化では、事前の情報収集、全体像（仮説）策定、

インタビューによる事例収集を行う。事前の情
報収集では、幹部インタビュー・資料収集など
を行う。次に、収集した情報を基にノウハウ全
体像を仮説として策定する。部材特性（汎用/ 
カスタムなど）・調達金額・サプライヤ数など各
施策を形作る要因を挙げ、有識者を含めたディ

スカッションで最も納得感の高い切り口を採用
する。全体像からノウハウがあると見込まれる
箇所を選択し、インタビューにより業務・施策
を可視化・ドキュメント化する。

②体系化では、事前仮説とインタビュー結果の相
違点分析、切り口の再検討、全体像の再定義・
合意を行う。まず相違点分析を通じて事前に策
定したノウハウ全体像と実態の差を明確化する。
相違点が大きければ、再度納得感ある切り口で
全体像を再定義する。

③共有では、プッシュ型アプローチによる情報提
供が有効である。具体的には、Webページやメ
ルマガといったバイヤー全員に公開し閲覧させ
る方法がある。他にも、ディスカッション形式
勉強会や教育講座の開催といったノウハウ共有
の場を作り出し、気づきを与える方法も存在す
る。状況にもよるが、トップからの発信など強
制力を働かせる方法も有効である。

B．新手法開発フェーズ：
組織内に存在しない新しい手法を外部から収集

して実践し、成功事例を創出する。①手法選定、
②実践、③事例作成の三つのステップから構成さ
れる。
①手法選定では、効果が大きいものあるいは組織

の課題を解決するものを選択する。具体的には、
手法を外部（他社事例、文献、設計・技術部門で
用いられている手法など）から収集し、実現性

（データ収集可能性など）・効果（コストダウン効

図-1 自律進化アプローチのイメージ 図-2 自律進化アプローチの二つのフェーズ
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果、業務の効率化など）といった軸で評価する。
②実践では新手法を各バイヤーに業務の中で活用

させ、経過をウォッチする。バイヤーに手法を
提供するプッシュ型と、各バイヤーから上がっ
てきた実践上の課題を共同で解決するプル型の
組み合わせが有効である。具体的には、教育講
座などで意欲あるバイヤーに対し手法の実施手
順を教え、実務に活用させる（プッシュ）。その後、
分析の詳細や実施上の課題などをフィードバッ
クして解決策を共同で検討する場を設ける（プ
ル）。バイヤーの意欲を喚起させ、主体的なバイ
ヤーの能力開発が可能となる。　

③事例作成フェーズでは、実践フェーズの結果（手
法概要・活用方法・成果・実践上の課題・課題
解決策など）をドキュメント化する。
事例化したものを「既存手法浸透フェーズ」の仕

組みに乗せ、成功事例として組織内に共有する。
既存の成功を共有する仕組みと新たな成功を創る
循環により、自律的に組織が持つスキルセットを
スパイラルアップさせ、Proactive Purchasingを実
現するスキルをバイヤーに身に付けさせる。

事例：ノウハウ共有による組織力強化

富士通購買本部はProactive Purchasingの実現に
向けた取り組みを行っている。富士通購買本部も
一般的なメーカーの購買部門同様、ノウハウ・ス
キルの属人化という課題を抱えている。購買業務
の推進には部材のスペックや特性など技術的要素
に明るくなければならず、必然的にノウハウは部
材に対応して深くなり、担当バイヤーだけの暗黙

知となってしまう。
こういった状況では、担当者が変わるたびノウ

ハウを一から作らねばならず、継続的な改善や他
部門を先導するノウハウ蓄積がされづらい。富士
通購買本部は専任チームを発足させ「調達ノウハウ
体系化プロジェクト」を推進し、ノウハウの個人か
ら組織への拡大とノウハウ共有の仕組みづくりを
行っている。

富士通購買本部は調達ノウハウをコスト削減・
安定供給・契約・求償・内部調整の5つに分類し、
それぞれを体系化している（図-3）。ここでは、主
にコスト削減と安定供給を例に取り上げたい。
• コスト削減
 - 既存手法浸透フェーズ

コスト削減の既存手法浸透アプローチでは、全
体像策定に最も長い時間を割き、多くの人物の合
意を得られるよう仕上げた。事前にはノウハウ全
体を部材特性の切り口で切りインタビューを重ね
た。しかし、富士通購買本部では調達している品目・
種類が直接材から間接材、サービス材まで多岐に
わたり、単純な部材特性では切れなかった。そこ
で上級幹部を含む専任チームで議論を重ね、部材
共通/各部材特有という切り口でまとめた。インタ
ビュー結果はコスト構造分析や価格査定ツールな
どカテゴリ毎に事例化し、Webページでの公開や
教育講座などの形で共有をしている。
 - 新手法開発フェーズ

新ノウハウとして、統計手法を応用した価格分
析を担当者に提供している（図-4）。毎期の価格交
渉前後に専任チームが購入実績データを統計的に
分析し、コストダウンが見込める領域を図番単位

図-3 5つの調達ノウハウ

コスト削減ノウハウ

安定供給ノウハウ

契約交渉ノウハウ

求償交渉ノウハウ

内部調整ノウハウ
今後拡大予定

可視化・体系化
実施中

図-4 統計的価格分析

わかること 活用法

影響要因

価格



影響要因

価格

価格と影響要因
（スペック、物量など）間の 
相関関係を定量的に可視化する
例：価格＝α×スペック+β

・スペックと比べ相対的に高い部品
・スペックごとの価格への影響度（金額）
・数量あたりの価格低減率

・重点交渉領域の策定
・緩和すべきスペックの見極め
・コストカーブによる価格予測
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で特定し、担当者に共有している。担当者はその
情報を基に交渉を行い、結果を専任チームにフィー
ドバックする体制を取っている。定期交渉毎の統
計上の変化、コストダウンに成功した図番とそれ
らの理由を深掘りして事例化している。

また、意識の高い担当者を集め教育講座として
分析手法を提供し、実践・活用結果をヒアリング
している。既にいくつかの部材で事例が生まれて
おり、体系化・共有する仕組みを構築している。
• 安定供給
 - 既存手法浸透フェーズ

安定供給ではリスクマネジメントの視点を取り
入れ、「未然予防/事後対応/再発防止」といった切
り口を事前の仮説としてインタビューを進めた。
「未然予防」はProactive Purchasingの概念に最

も近く、設計部門や生産部門に積極的に働きかけ、
サプライヤ選定や必要数量の妥当性検証などを行
う際の留意点をまとめている。

また、富士通購買本部では震災以降、「マルチ
ソース化、マルチファブ化、在庫保有」いずれかの
選択を徹底するなど、未然予防に力を入れている。
プロジェクトでは、最適な体制を選ぶ基準作りを
行っている。

例えば、富士通購買本部内のある部材を調達す
る部隊は、震災前からシングルソース調達・1か月
分の在庫保有・トラブルに備えた代替サプライヤ

設定という体制を取っていた。震災時にこの体制
が奏功し、迅速なサプライヤ切り替えと継続的な
調達が可能となった。実際には、この部材の発注
量がマルチ化と競合によるコストダウンを引き出
せるほど大きくなく、シングルソースでの歩留率
向上によるコストインパクトが大きいため、不可
抗力的にこの体制となった背景がある。しかし、
この事例からはボリューム・歩留率・シングル時
の歩留率向上によるコストダウン率・マルチ化時
のコストダウン率といった発注体制の選択時にお
ける判断軸を導くことができ、他部材に展開可能
である。
「事後対応」ではトラブルの迅速な解決を重視

している。そのため、バイヤーがトラブル時に調
査すべき項目を網羅したチェックリストのような
ツール要素の強いアウトプットを作成している 

（図-5）。
「再発防止」では、迅速さを重視した「事後対応」

と異なり、トラブルを二度と起こさないための取
り組みを中心にまとめている。表面的な外部要因
分析に留めず、幹部を含めたディスカッションに
より合意を取りながら、購買部門のプロセスや組
織にたどり着くまで要因＝トラブルの真因を探る。
その後、真因に対応する施策を検討している。
 - 新手法開発フェーズ

安定供給の状況を可視化するため「供給リスク分

図-5 安定供給のアウトプットイメージ

チェックリスト

対象部材 ○○○○○

トラブル内容 サプライヤ納入回答デコミットにより…

原因・要因 所要増によりサプライヤのキャパが不足…

対処方法 レター発行後、すぐにサプライヤを訪問し…

再発防止策 製造工程の確認、見える化実施

対象部材 ○○○○○

トラブル内容 サプライヤ納入回答デコミットにより…

原因・要因 所要増によりサプライヤのキャパが不足…

対処方法 レター発行後、すぐにサプライヤを訪問し…

再発防止策 製造工程の確認、見える化実施

該当部品の工程・Ｌ/Ｔ・製造能力等 チェック項目 チェック欄

サプライチェーン －

－

・材料 /部材の調達先 □
・該当部品の製造工程 □
・製造工程の場所（社内 /社外） □
・社外での工程の場合、工場の場所 □

工程別 ・工程の IN～ OUTに掛かる時間 □
全体 ・材料投入～最終検査までの時間もしくは日数

（工程別に確認し、積み上げでも可） □
工程別 ・1時間　or　1日あたりのアウトプット数 □
全体 ・1日　＆　1ヶ月のアウトプット数 □

工程

製造能力

Ｌ/Ｔ

・・・

事例集

BUから早く情報がもらえるような連携や…事前にやっておけば
回避できたと思われる施策
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特集：みんな、つながる

は客観的に購買バイヤーのスキルを評価するリス
トを保有しており、プロジェクト推進にあたり必
要な人材を見つけ出すことが可能である。

（3）新手法の収集
自律進化アプローチ最大のポイントとして、チャ

レンジする新手法の収集がある。外部から新しい
ものを見つけ、試す姿勢が定着しなければ、「自律」
的な進化は訪れない。その最初の一歩として、FRI
では購買部門でのデータ分析手法集「スペンドアナ
リシス」を整備している。この手法集には、上述の
価格分析に加えて一物二価分析・コスト構造分析・
最適サプライヤ数分析・サプライヤポートフォリオ
分析といったものが含まれている。さらに、既存の
手法のみならず統計分析に長けた部隊とお客様との
共同で新たな手法を模索する形も可能である。

む　　す　　び

本稿では、製造業の購買部門に寄せられる期
待の変化、期待に応えるために必要なProactive 
Purchasingと呼ばれるスタイル、実現に向けて取
るべきアプローチと実践事例、実践上のポイント
を概観した。むすびとして、富士通購買本部のよ
うな課題を抱える企業が進むべき次のフェーズと、
震災後にバイヤーが持つべきスキル像を示したい。

富士通購買本部事例では、既存のノウハウの可
視化・共有が1回転し、新手法の実践事例も多く生
まれている。ただし、まだ1回転したのみであり
組織能力の「持続的な」開発には到達しておらず、
FRIが離れても実践知の創出・共有スパイラルを継
続しなければならない。そのためには、専任チー
ムの設置に加え可視化・体系化・共有・新たなチャ
レンジ・可視化…のサイクルを業務プロセスに埋
め込み規定を作ることが必要だろう。

また、震災後の世界では、一バイヤーにも事業
の競争優位の源泉を見極める目が必要となる。震
災を受け、各企業は低リスクの標準・共通部材を
多用する傾向にある。サプライヤも呼応し、標準
品の受注を増やす一方で、小ボリュームのカスタ
ム品製造を避けることも考えられる。この流れの
中で、標準化の社内説得に苦しんできたバイヤー
は有利になれるかもしれない。しかし、行き過ぎ
た標準化は他社製品との同化を促し、自社製品の

析」という手法を導入した。重要性（調達金額・調
達金額比率など）とリードタイムでマトリクスを作
成するものだが、これにより購買部門全体の中か
ら供給リスクの高い領域・部材を可視化し、施策
を打つ優先順位を定めることが可能になった。

推進上のポイント

前章までで「自律進化アプローチ」の標準的な進
め方と、取り組み事例を紹介した。プロジェクト
では標準をそのまま当てはめるのではなく、対象
企業・部門の性質などを踏まえカスタマイズする
ことでより大きな効果が得られる。三点、当プロ
ジェクト推進上のポイントを紹介する。

（1）合意形成
可視化フェーズでの全体像策定時には、購買経験

の長い人材から納得が得られるまで切り口を検討す
ることが重要である。切り口に納得感が無ければ、
公開してもバイヤーが必要とするノウハウにたどり
着く前に意思が削がれてしまうためである。

また、供給トラブル事例から真に有効な施策を
導く際にもディスカッションと合意形成が重要で
ある。一般的に、購買部門はトラブル要因を数量
の急増やサプライヤ能力といった外部にあるもの
と認識してしまいがちであるが、購買部門内の要
因を見つけることでその改善策を打ち出すことが
できる。内部要因を取り出す際には、他社事例な
ど客観的な視点をディスカッションから引き出す
ことが有効である。

合 意 形 成 に つ い て はFRIがC-NAP（Customer 
Needs-Analysis Procedure）と呼ばれる合意形成手
法を持っており、職制や職能をまたいで全体の合
意が得られるよう議論をリードしている。

（2）専任チームの設置
本プロジェクトでは経験あるバイヤーとFRIコ

ンサルタントの混成で専任チームを組み、インタ
ビューを行ったり、切り口についての議論を行っ
たりした。特にエンジニア出身の熟練バイヤーが
推進上大きな役割を担った。可視化フェーズ内の
インタビュー時に技術的な見地から分析させ、具
体的な事例の抽出が可能となった。

メンバーは企業ごとに求める効果や役割が異
なってくるため逐次検討しなければならない。FRI
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顧客に対する訴求力を無くす。バイヤーは、標準
化によるリスクヘッジをこれまで以上に進めなが
らも、標準化してはならない自社の付加価値の源
泉を見極めなければならない。そのためには、こ
れまでの購買業務スキルに加え、バイヤーにとっ
て新しいスキル（ビジネス全般のフレームワーク、
技術的知識など）の習得が不可欠となるだろう。

FRIは厳しい競争や震災を越えて日本の製造業全
体がより強くしなやかに進化するお手伝いをさせ
ていただきたいと考えている。
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