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サプライチェーン・マネジメント 
 – インソルベンシー（支払不能） 
・マネジメント 

当時、業界最高レベルの調達やSCMの

ベストプラクティスを通して、サプライ

ヤーに関するリスクは積極的に管理さ

れていました。しかしODAは、新たなサ

プライヤー・リスクやその影響を理解す

るため、リスクに対するさらなる保証と

軽減策を求めました。これに対してSCM

チームは、請負業者の支払不能がプロ

グラムに与える影響を軽減するプロセス

を実施しました。本ケーススタディでは、

その概要をご紹介いたします。 

 

この建設プログラムでは、6億4,000万ポ

ンドを上回る額に相当するサプライ

ヤー・リスクを、回避あるいは軽減する

ことができました。そのうち43社のサプ

ライヤーが、プロジェクトにまったく影響

を及ぼすことなく、支払不能に陥るリス

クを回避しました。また、11社が支払不

能に陥ったものの、ODAとデリバリー・

パートナー、そして元請業者が連携し速

やかに断固たる対策を講じたため、支

払不能による影響は最小限に抑えられ

ました。 

 

業界最高レベルのサプライチェーン・マ

ネジメントが行われていなければ、サプ

ライヤーの倒産は、2012年ロンドンオリ

ンピック建設プログラムのスケジュール

に多大な影響を及ぼしていたことでしょ

う。 
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要約 

2012年ロンドンオリンピック・パラリン

ピックは、変更することのできない非

常に重要な最終期限であったため、

特にサプライチェーンにおけるリスク

管理は不可欠でした。というのも、サ

プライヤーが支払不能に陥った場合、

それがプロジェクトの重大な遅延につ

ながりかねないからです。そのため、

インソルベンシー（支払不能）・マネジ

メントは、オリンピック運営機構（ODA: 

Olympic Delivery Authority）のサプラ

イチェーン・マネジメント（SCM）戦略の

中で重要な一部となっていました。 

 

SCM戦略とは、2012年ロンドンオリン

ピックの持続可能性を実現し、2012

年以降も、東ロンドン地域やロンドン

南東部に、よりよいレガシー（オリン

ピック開催都市や開催国にもたらされ

る長期的・持続的な効果）を残すこと

を目的に策定されたものです。この戦

略により、縦横に広がるサプライ

チェーンがしっかりと管理されたため、

効率性が高まり、成果実現に向けた

協力体制が円滑に進みました。 

 

しかし2009 年初頭、イギリス国内だ

けでなく世界の幅広い市場で金融危

機の影響が広がり始めると、サプライ

ヤーが支払不能に陥るリスクを管理

するという新たな責任が、SCMに課さ

れることになりました。  



はじめに 

本ケーススタディでは、2012年ロンドン

オリンピック建設プログラムにかかわる

建設サプライチェーン内で、サプライ

ヤーが支払不能に陥ることを回避、ま

たは陥った場合の影響を軽減するため

にODAが取ったアプローチを説明して

います。その中には、ODAが直接獲得

した契約と、ODAの一次請負業者（元

請業者）を通して獲得した重要な一括

下請契約a（契約の履行に遅延が生じ

た場合、プログラムの進捗に影響を及

ぼすおそれのあるもの）が含まれます。

ただし、下請業者や特定分野のサプラ

イヤー、あるいは専門サプライヤーも

同様に、サプライチェーンの一部として

厳密に監視されました。 

 

このアプローチがどのように成功した

かを理解するためには、金融危機前の

2006〜2008年のSCM戦略と、その実行

にあたったチームの当初の役割につい

て考えてみる必要があります。 

 

ODAは、一連の建設／エンジニアリン

グ業務に携わる直接サプライヤーと、

約150件の一次請負契約と7,500件の

二次請負契約を締結しました。ODAが

要求する作業を完了させるために、サ

プライチェーン全体で、43,000件を上回

る契約が締結されています。 

 

中央ODA／SCMチームは、一次請負契

約の調達と発注、また一次請負業者の

重要なサプライチェーンにかかわる商 

43,000  

 

ODAが要求する作業を完了させるため
に、サプライチェーン全体で、43,000件
を上回る契約が締結されています 

務や契約管理業務を継続的にサポートしま

した。 

 

このチームは、適切なサプライチェーンを構

築したり、サプライヤーの対応能力

（capacity）や遂行能力（capability）、また契

約獲得期間と履行期間中にサプライヤーの

財務状況を測定したり、モニタリングしたり

する役割などを担っていました。一次請負

契約は、「元請業者」との間で締結されるこ

とが多く、その元請業者が調整役となって

作業物の供給と設置を下請に出し、「実際

の作業・納入」は二次請負業者以降で行わ

れるのが一般的でした。 

 

SCM戦略とは、2012年ロンドンオリンピック

の持続可能性を実現し、2012年以降も、東

ロンドン地域やロンドン南東部に、よりよい

「レガシー」（オリンピック開催都市や開催国

にもたらされる長期的・持続的な効果）を残

すことを目的に策定されたものです。 

この戦略により、縦横に広がるサプライ

チェーンがしっかりと管理されたため、効率

性が高まり、成果実現に向けた協力体制が

円滑に進みました。 

 

実際の活動は、相互に関連し合う以下の3

つの分野に分けられました。 

−  マーケット・インテリジェンス 

–持続可能な解決策の提供 

–パフォーマンスの向上 

控え柱が現場で成型・設置される様子。階段状に観客席が設けられ、スタジアムの一部となる。 

（2008年8月） 

a  重要な」契約とは、ODA、CLM、元請業者からなる共同チームが、プログラムの予算やスケジュー
ル、あるいは品質基準に悪影響を及ぼすおそれがあると特定した契約のこと。 
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早い段階で業界や主要な

ステークホルダーを巻き込

むことで、プログラムに対し

て財やサービスを供給しよ

うという市場の意欲や対応

能力が確かなものとなりま

した 

予期せぬリスクを軽減し、持続可能な

解決策を提供し、パフォーマンスを最

適化するという3本の柱からなるSCM

戦略は、オリンピック競技自体を成功

させるだけでなく、そのための投資が

その後長期間にわたって効果をもた

らしてくれる「レガシー」を残していく上

で、重要な役割を果たしました。 

 

SCMチームは、オリンピック向け建設

プログラムを遂行するにあたり、予期

せぬリスクが発生しないよう、データ

収集、プランニング、ステークホル

ダー・エンゲージメントという形で、き

め細かな予測を行いました。公式にも

非公式にも、できるだけ早い機会に

業界や主要なステークホルダーを

SCMに巻き込むことが不可欠でした。 

 

このように市場を巻き込むことにより、

オリンピックに対して財やサービスを

供給しようという市場の意欲や対応

能力が確かなものとなりました。その

結果、ODAは、調達戦略の策定や設

計情報の構築、またイノベーションの

活用や材料規格の策定を進めるなど、

ほんの一例に過ぎませんが、持続可

能性を実現するための目標達成に向

け、マーケット・インテリジェンスや

フィードバックを活用できるようになり

ました。 

このように、早い段階から市場を巻き

込むことにより、SCMは（経験と財務

力に基づき）最も能力の高い請負業

者を選別したり、次の調達通知を獲

得したりと、市場から最適な反応を得

ることができたのです。 

 

2009年初頭、イギリス国内だけでなく

世界の幅広い市場で金融危機の影 

響が広がり始めると、サプライヤーが支

払不能に陥るリスクを管理するという新

たな責任が、SCMに課されるようになりま

した。注：SCMのリソースについては、当

初の要件から変更はありませんでしたが、

SCMチームはプログラムにかかわる支払

不能リスクを管理するため、新たにモニ

タリングとレポーティング機能を担うこと

になりました。 

 

オリンピック建設プログラムの実現に必

要なサプライチェーン契約の数は、

43,000件に上ると予想されていたことか

ら、「通常の経済状況」下でも、多くのサ

プライヤーが支払不能に陥ることは避け

られない、と考えられていました。しかも、

イギリスの景気後退により、建設サプラ

イチェーンにおける倒産の確率が高まり、

2012年ロンドンオリンピック向けプログラ

ムに悪影響を及ぼすおそれがあると考え

られていました。懸念されていた最も深

刻な影響は、建設／エンジニアリングに

かかわるサプライチェーンを構成する重

要なサプライヤーで支払不能（またはそ

の他の財務上の問題）が発生し、その結

果として、プロジェクト／プログラム全体

の納期に深刻な遅れが生じて予算が増

加することでした。 

 

当時、業界最高レベルの調達やSCMの

ベストプラクティスを通して、サプライヤー

に関するリスクは積極的に管理されてい

ました。しかしODAは、新たなサプライ

ヤー・リスクやその影響を理解するため、

リスクに対するさらなる保証と軽減策を

求めました。これに対してSCMチームは、

請負業者の支払不能がプログラムに与

える影響を軽減するプロセスを実施しま

した。本ケーススタディでは、その概要を

ご紹介いたします。 

ストラトフォード・リージョナル駅に、新たに設置された地下鉄プラットホームの建設現場 
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イギリスの景気後退に
より、建設サプライ
チェーンにおいて倒産
の確率が高まるリスク
が存在していました 

方法論 – サプライヤー支払不能リスク・マネジメントにおけるSCMアプローチ 

ODAは、サプライヤーの倒産に際し、綿密に管理すべき3つの重要リスクを特定しま

した。 

 

–スケジュール効率：重要なリソース（人員、工場、設備、資材を含む）を継続して利

用できるようにしたことから、全体として最小限の遅れが発生しただけで、現場作業

を続けることができた。また、当初の契約終了日を遵守するための再生計画を策定。 

  

– コストに対する影響度：サプライヤーが倒産した場合、全般的なコストに対する影響

を最小限に抑えるよう努めた。具体的な対策としては、すべての購入済み資材を保

全するための完全所有権を設定すること、一次請負業者への財やサービスに対す

る過剰支払いを防ぐこと、また現場作業の継続を優先事項に掲げ、指定の破産管

理人（管財人）とのやり取りや交渉を実施したことなどが含まれるが、これらがすべ

てではない。 

 

–品質性能：作業の品質性能の低下、潜在的欠陥に対する契約上の救済を限定。 

 

サプライヤー支払不能リスク・マネジメントにおけるSCMのアプローチは、次の3つの

ステップからなります。図1は、各ステップで実行した活動を示しています。 

– 調達先選考プロセスにおける予防と保護 

– デリバリー・フェーズにおける認識とプランニング 

– 倒産が発生した場合の再生および影響軽減策 

ステップ1： 

調達 

プログラム全体にとっ

て重要な作業一括契

約の特定 

サプライヤー候補に対

する財務審査（対応能

力を含む）の実施 

契約に十分な保護

条項が盛り込まれて

いることを確認 

ステップ2： 

認識とプランニング 

重要なサプライヤー

の特定 

重要な一括契約のモ
ニタリング 

重要な資材とサプ

ライヤーのマッピン

グ 

コンティンジェンシー・

プランの作成（最後

の頼みの綱となる請

負業者を含む） 

資材等の所有権付与
や保持を保証するため
のプロセス遵守 

重要な部品（保管場
所／スペースを含
む）の事前購入 

ステップ3： 

再生 

法務チームを含む再生
チームの招集 

コンティンジェンシー・プ

ランの実施 

重要なステークホルダー
とのコミュニケーション 

オンサイト（現場）またはオ
フサイト（現場外）にある資
材やサプライヤーの確保 

図1：サプライヤー支払不能リスク・マネジメントにおける3つのステップ 
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サプライヤーの選考に
は、信用調査と財務 
審査が行われました 

30% 
政府調達庁（OGC: Office of 
Government Commerce）は取引高
（対応能力）の30％を上限とするよう

推奨し、プログラム内のサプライ
ヤーごとに最高契約総額が設定され
ました。 

ステップ1：調達とサプライヤーの選考 

ODAの支払不能リスクの軽減と再生

プロセスを実施するステップ1では、主

に、次の3点の徹底を目的としていま

す。(1) 一次請負業者と二次請負業者

（さらに該当する場合は専門サプライ

ヤーを含む）との契約の選考・承認に、

サプライチェーン全体で厳正な手続き

がとられている、(2) 確固たる財務

データを活用し、2012年ロンドンオリ

ンピック向けサプライチェーンの安定

性を測定・モニタリングする、(3) 新土

木工事契約書第3版（NEC 3）を含む

サプライチェーン契約に、必要な保護

条項を盛り込む。 

 

ODAの調達プロセスでは、財務的に

安全なサプライヤーを選別し、また契

約に適切な保護条項が盛り込まれる

よう、数々の方策が取られました。主

として、ODAは一次請負業者と二次請

負業者両方に対する保護条項が盛り

込まれたNEC 3（条約データ第1部に

ある標準条項とそれに付随する「作

業情報」）を利用しました。 

 

サプライヤーの選考と二次請負業者

の承認 

ODAが一次請負業者と締結したNEC 3

の契約条項によると（条約データ第1

部にある詳細を含む）、プロジェクトマ

ネジャー（CLM）は、発注前にすべて

の二次請負契約の承認を行わなけれ

ばなりませんでした。 

二次請負契約の承認が、意思決定に対

する明確なガバナンスの下で、厳正かつ

一貫したプロセスに従って行われるよう、

詳細なプロセスが構築されました。この

プロセスでは、契約の下でデリバリー・

パートナーがODAにどのような義務を負

うのか、また二次請負業者への発注はど

のように行われるのか、といったことが明

確に示されていました。さらにこのプロセ

スは、二次請負業者の選考・承認だけで

はなく、重要な一括契約を特定し、それ

に合意してモニタリングするための定期

レビューの基礎となりました。 

 

サプライヤーに対する財務審査 

サプライヤー（一次請負業者、二次請負

業者、また該当する場合は専門サプライ

ヤーを含む）との契約締結前に、主に最

新データに基づくダン・アンド・ブラッドス

トリート（D&B）発行のレポートを使い、信

用調査と財務審査を行いました。 

 

ODAがサプライヤー1社に対して負うリス

ク総額を制限するために、各サプライ

ヤーに対する審査は、プログラム全体の

契約額の水準に合わせて行われました。

政府調達庁（OGC: Office of Government 

Commerce）は取引高（対応能力）の30％

を上限とするよう推奨し、プログラム内の

サプライヤーごとに最高契約総額が設定

されました。 

 

ODAは、この最高限度額を上回る業務に

入札するサプライヤーに対し、既存（およ

びパイプライン）契約と合わせてどのよう

に追加契約を履行するかを明記した、リ

スク軽減戦略を策定するよう求めました。 

メディアプレスセンター建設現場の空中写真（2010年5月13日） 
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D&Bレポート／指標は、

重要なサプライヤーの
財務安定性を継続的に
モニタリングするために
活用されました 

D&Bレポート／指標は、一次請負業者や重

要な二次／三次請負業者の財務安定性を

継続的にモニタリングするためにデリバ

リー・フェーズでも活用されており、経営難

の初期兆候を示してくれるものです。 

 

D&B財務指標とトレンド照合データは、プロ

ジェクトやプログラムレベルの話し合いを促

進したり、必要に応じて潜在的リスクに対す

る軽減措置を講じたりするために活用され

ました。 

 

D&Bが提供する情報を利用して、重要サプ

ライヤーをモニタリングしたり、懸念のある

分野を示す財務パラメータの変化を追跡し

たりすることが可能となりました。SCMチー

ムは、毎日以下の情報をモニタリングしまし

た。 

–サプライヤーの対応能力：取引高に占め

る契約額に基づいた契約履行能力。選手

村プロジェクトを含む、2012年ロンドンオ

リンピック向けサプライチェーンにおける

横のつながり（プログラム全体）と縦のつ

ながり（プロジェクト別）を示す全体像の見

通しを示すことができた。 

–入札状況：特定のサプライヤーが契約の

発注を受けたかどうか確認し、まだ受け

ていない場合、ODAは一次請負業者にそ

のサプライヤーの財務状況が悪化してい

ることを伝え、必要に応じて代わりのサプ

ライヤーを提案した。 

– リードタイム：特定の一括契約について、

業界標準のリードタイムを調べ、該当する

調達プログラムと照らし合わせてみた。 

 

次のD&Bリスク評価指標bを継続的に活用

し、重要な契約（サプライヤー）の全体的な

倒産リスクを示す測定基準を算出しました。 

–倒産スコア：ある企業が今後12ヵ月の間

に、債権者への返済ができずに業務を停

止する可能性を示す。スコアは100点満

点で示され、スコアが低いほど業務停止

の可能性が高い。 

例えば、スコアが10点の企業は、90％のイ

ギリス企業よりも業務を停止する可能性が

高い。   

– リスク指標：倒産スコアと直結しており、

すべての企業が以下4つのカテゴリーの

いずれかに分類された。 

 最小リスク 

 低リスク 

 平均を上回るリスク 

 重大リスク 

–支払遅延スコア：D&Bが保有する情報を

もとに、ある企業の支払いが著しく滞る

可能性を予測する。「支払いが著しく滞っ

ている企業」とは、きちんと支払いがなさ

れている（即時または30日以内の）割合

が取引全体の75％を下回っており、支払

い額の少なくとも10％が支払期日を90日

以上経過しているか、あるいは「倒産の

引き金となる」と判断された出来事が1件

以上ある企業と定義されている。 

–財務力：直近の財務情報による企業の

自己資本に基づいて判断する。 

 

D&B指標に基づく評価スコア／格付が低

い場合でも、それ自体でそのサプライヤー

を候補から外すというわけではありません

でした。しかし、その評価を参考に、ODAは

以下の追加保証策を講じることができまし

た。 

– ODA（またはODAが指定したアドバイ

ザー）が、特定の企業の財務安定性をさ

らに詳しく把握するため、詳細な財務監

査を実施。 

–最高財務責任者（CFO）／財務部長（FD）

／銀行などから確認を得る。 

–必要に応じて、親会社保証を要求（未利

用の場合）。 

–履行保証金の要求（未利用の場合）。 

–構造用鋼、主要会場・橋用鉄筋、競技場

外装材（木材）、アクアティクス・センター

F10歩道橋用プレキャストコンクリート梁

などの重要資産や工業製品に対して、

資材所有権付与証明書（material vesting 

certificate）を要求。 

B 現時点で重要な一次／二次請負業者すべて（契約業者または候補業者）のデータは、一覧表で
管理されていた。D&Bレポートは、選択したパラメータに対して毎日更新され、SCMチーム、また例外
的に調達チームやプロジェクト・マネジメントチーム（約3,000社のサプライヤー）にアラートが発信さ

れた（別紙A：サプライヤー・マトリックスのテンプレートを参照） 
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SCMは、重要なすべて
の一括契約を中央で 

登録管理し、新たな契
約が発注されるたびに、
継続的に登録リストを更
新しました 

重要な一括契約の特定 
 

支払不能審査の実施 
（対応能力と 
支払い能力を含む） 

審査通過？ 

はい 

入札へ進む 
 

調達・デリバリー期間中、 
毎日サプライヤーを 
モニタリング 

マイナスの 
変化が見られるか？ 

毎日の 
モニタリングを継続 

重要な一括契約とモニタリング・プロセス 

一括契約の中でも、別の契約と比べてプ

ログラムに対する重要度が高いものが

ありますが、それが必ずしもコストに比

例しているとは限りませんでした。 

そこで、プログラムにとって重要な一括

契約を定義・特定するために、以下のよ

うな追加基準を検討しました。 

 

–プログラムの進捗に及ぼす影響度か

らみた一括契約の重要性 

–サプライヤーが、プログラムや契約の

クリティカルパス上の作業に関与して

いるか 

–サプライヤーの特殊性（代わりとなる

サプライヤーの数、サプライヤーの交

代が容易かどうか） 

–技術的性能の差異や利用できない可

能性、また再設計が必要となる可能性

を伴う専用システムや部品サプライ

ヤーを利用しているか 

 

該当する保証は 
入手可能か？ 

適切な保証
を検討 

チームに対する助言、 
状況の明確化、 
リスク軽減計画 

–プログラム全体の中でかかわっている契約

の数（確認できれば、サプライチェーン全体

で） 

–資材の状況が契約通りであるか 

–契約の規模と金額、および終了までの残り

の契約額 

 

SCMは、重要なすべての一括契約を中央で

登録管理し、オリンピック・パークや選手村全

体で新たな契約が発注されるたびに、継続的

に登録リストを更新しました（一次請負業者、

また必要に応じて、二次請負業者以降）。 

 

この登録リストは、各一括契約の財務安全性

や全体的な支払不能リスクを管理するために

も利用され、データは毎日更新されました

（ソースデータはD&B）。 

 

図2は、一次請負業者調達プロセスにおける

重要な一括契約の選考、SCMモニタリング、

保証／リスク軽減の確認手順を示しています。 

調達を拒否し、
代わりのサプラ
イヤーを提案 
 

図2：重要な一括契約の選考プロセス 
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流通量が減少するおそ
れのあった主要部品の
購入と現場への納入を
早めることで、支払不
能の影響を抑えること
ができました 

モニタリング・プロセスを通して得た

結果データは、照合後「SCM請負業

者マトリックス（SCM Contractor 

Matrix）」に入力しました。ここで作

成された記録は動的なものであり、

データアラートや新たなインテリジェ

ンス（情報）に基づいて毎日変更さ

れました。請負業者マトリックスには、

プログラム全体で95件のプロジェク

トに関する情報を含む、広範なデー

タが保持されていました。その量は、

2,900行42列分のデータとなり、合計

で105,667のデータ要素に上ります

（別紙A：請負業者マトリックスから

の抜粋を参照）。 

 

SCMは、主要な請負業者のプロジェ

クトチーム内でリソースを統合し、オ

リンピック・パーク向けの（縦横に広

がる）サプライチェーン全体を見渡

せる、独自の全体像を示しました。

これにより、各調達プロセスが円滑

に進み、潜在的な機会とリスク軽減

の可能性を特定することができまし

た。サプライヤー・リスクを特定した

場合には、そのリスクに対する認識

を高め、例えば、対応できる能力や

まだ知られていない専門性を示す

代わりのサプライヤーを特定・検討

することが可能でした。 

 

ステップ2：認識、プランニング、リス

ク軽減 

契約が発注されると、ODA、デリバ

リー・パートナー、そして一次請負業

者（元請業者）の間でインテリジェン

ス（情報）収集やモニタリン 

グ、コンティンジェンシー・プランの作成を

行い、重要な二次請負業者の継続的な

健全性をモニタリングしました。また、契

約でODAの完全所有権が規定されてい

る、すべての知的所有権（IP）が保護され

るよう徹底しました。そのため、支払不能

が発生し、現場作業が中断された場合で

も、その影響を最小限に抑えることがで

きました。重要なIPには、図面、施工計画

書、主要人員、試験計画書、委託計画書

などが含まれますが、これらがすべてで

はありません。 

 

重要な課題は、経済状況の悪化で流通

量が減少するおそれのあった主要部品

の購入と現場への納入を早める方法を

特定することで、支払不能の影響を軽減

することでした。例えば2008年に、タタ・

スチール・ヨーロッパ（元コーラス）が同地

域で粗鋼生産を最高20％削減するという

状況に対応し、SCMは同社と直接取引を

行いました。 

 

プロジェクトチーム（一次／二次請負業

者を含む）は、主要会場、構造、橋、幹線

道路に必要な構造用鋼や耐候性鋼材の

納入について、正確なマッピングと調整

を行いました。その結果、タタ・スチール・

ヨーロッパは、入手可能な資材を特定し、

生産計画を策定し、重要度や優先順位

に合わせ、サプライチェーンを通して資材

を納入することができました。こうした納

入対策は、近隣プログラム（選手村やス

トラトフォード小売店開発）に必要な条件

にも対応し、イギリスやヨーロッパ全体に

わたる主要プロジェクトにも適用範囲を

広げました。 

オリンピック・パーク建設用地に運び込まれる鉄骨横梁。ODAは、タタ・スチール・ヨーロッパが同地域
で粗鋼生産を減らす予定であるとのレポートに従い、タタとの共同作業を進めた。 
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インテリジェンス（情報）の収集とモニタ

リング 

前述の通り、SCMは契約前、契約期間

中と契約終了後、建設／エンジニアリ

ング業務に携わるすべての一次請負

業者（元請業者）と重要な二次請負業

者の財務安定性をモニタリングするた

め、D&Bレポートを利用しました。 

 

ステップ1で示した評価基準や指標は、

各サプライヤーの財務安定性を評価す

るために用いました。情報更新の頻度

は、契約の重要性によりますが、経済

状況の悪化に伴う懸念があったことか

ら、重要なサプライヤーと一括契約に

ついては毎日モニタリングし、ODAとデ

リバリー・パートナー・エグゼクティブ

チームに対し（デリバリー・パートナー・

コマーシャルディレクターを介して）随

時アラートが発信されました。 

 

サプライヤー保証の水準を引き上げる

方策として、毎月エグゼクティブチーム

によるリスク・支払不能追跡会議が行

われ、インテリジェンスとパフォーマン

スに関する傾向を見極めようという取り

組みがなされました。 

 

インテリジェンス（情報）は、資材・部品

サプライヤー、業界誌、従業員といった

その他の業界筋からも集められました。

このような取り組みは、場当たり的では

あるものの有益な情報源となりました

が、うわさや憶測が助長されることがな

いようにすることが重要でした。 

サプライヤー保証の水
準を引き上げる方策とし
て、毎月エグゼクティブ
チームによるリスク・支
払不能追跡会議が行わ
れました 

SCMは、週ごとに一次／二次請負業者に

関する重要指標を確認し、サプライヤー

の支払不能リスクが増大した場合には、

事業内でアラートを発信しました。一方、

ODA商務・調達委員会（ODAガバナンス

構造の一部）は、月ごとに全体の傾向を

確認しました。 

 

重要な資材と知的財産のマッピング 

作業の中断とコストを最小限に抑えなが

ら作業を継続する鍵となる要因の一つが、

資材や供給品、そして下請業者の所在

場所と状況です。ODAは、資材や供給品

が必要な時に手に入るように、それらの

所有権の付与や所有権の明確な表示に

ついての規定を契約に盛り込みました。

例えば、重要な橋部品の証券化を行い、

オリンピック建設現場への納入前に、（所

有権付与とオフサイト資材保証証券を利

用して）完全所有権を獲得しました。 

 

ODAとSCMは、すべての一次請負業者

（元請業者）による支払不能への対応計

画を審査し、所有権の付与と保持を保証

するための方策に従いました。注：所有

権はその付与によって確立されるものの、

資産の即時引き渡しはこの限りではあり

ません。そのため、作業を継続的に進め

るためには、追加手段が必要と 

なる場合があります。 

 

ノース・ヨークシャーのサースクにあるセバーフィールド・リーブ製鋼所から、国際放送センター（IBC）
へ輸送される前の鋼鉄を加工する製鋼所工員の様子 
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オフサイト部品のサプライ
ヤーが支払不能に陥るこ
とによって、プログラムに
深刻な影響が及ぶおそれ
がありました 

請負業者 
ODA／SCMチーム 

契約の下でODAが完全所有権を持つ重

要なすべてのIPが保持され、デリバリー・

パートナーがそれらを容易に利用できる

ようにするため、さらなる手段を講じまし

た。 

 

重要なすべての一次請負業者について

照合・保持された情報には、図面、施工

計画書、施工説明書、試験計画、委託

計画、二次請負業者担保保証、保険契

約（特に二次請負業者の場合）、主要な

現場スタッフ、工場雇用契約、人材紹介

契約などがあります。こうした情報に基

づき、支払不能が発生し場合に、IPが利

用できないことが原因で起った現場作業

の中断を最小限に抑えるため、ODAは

デリバリー・パートナーに「最後の頼みの

綱となる請負業者」として介入するよう指

示することができました。 

 

コモディティ部品の事前購入（リスク軽減

活動）  

オリンピック・パーク基幹施設、会場建設

プログラム、選手村のデリバリー・フェー

ズにおいて発生した倒産の影響を軽減

するため、建設過程を次の2つのステー

ジに分けて考えました。 

–ステージ1：システムやコンポーネント

（鋼橋部、パイプ、ダクト、プレキャスト

コンクリート部、ポンプ、電気設備、座

席など）のオフサイト製造 

–ステージ2：オンサイト設置作業、試験、

作業委託 

 

オリンピック・パーク建設プログラムのデ

リバリーは、オフサイト部品・システムサ

プライヤーの倒産によって（時間的にも、

コスト的にも）深刻な影響を受けるおそ

れがありました。 

その場合、工場での組立作業計画を練り

直したり、代わりとなるサプライヤーを見

つけたりしなければならないことから、重

大な遅れが生じるおそれがあります。さ

らに、管財人が株主や債権者に対して最

適価格を確保しようと、在庫品に対して

価格プレミアムを付け、進行中の施設生

産にかかるコストが増加するおそれなど

もあります。 

 

実際、選手村の建設に携わっていたトレ

ント・コンクリートとEJベイデカビナーの倒

産により、前述のようなことが現実となり、

当初の契約額を最高60％を上回る水準

にまでコストが上昇しました（詳しくは、分

析セクションを参照）。 

 

このような倒産による影響を軽減するた

め、SCMはすべての一次請負業者（元請

業者）と協力し、重要な資材やコモディ

ティのうち、現在の計画よりも前倒しで購

入することによって供給リスクが軽減で

きるものを特定しました。 

 

そこで、事前購入した資材などは、設置

前にオリンピック建設現場で保管するか、

あるいは適切な保証（所有権付与証明

書やオフサイト資材保証書）を付けてサ

プライヤーの所在場所で保管しました。 

 

図3は、前述のSCMサプライヤー選考戦

略と倒産モニタリングを構成する要素や

手順を示しています。 

SCMチームとアク

ションプランを策
定し、サプライ
チェーン・リスクを
軽減してチャンス
を生かす 

分析に必要な以
下の情報を提供
する：一括契約リ
スト（予算キャッ
シュフロー、優先
サプライヤー、調
達プログラム） 

D&Bデータ、

対応能力、遂
行能力などに
基づき、情報
を分析しイン
テリジェンスを
構築する 

SCMメンバー

とプロジェク
トの成果を
比較し、リス
クと機会を確
認する 

プロジェクチームと
プログラム全体の
比較を行い、結果
を共有して適切な
対策を講じる 

クライアント、元請業者、二次請業者など、プロジェクト／プログラムの重要なステークホルダーと
共同で、コンティンジェンシー・プランを策定する。 

図3：プロジェクト動員フェーズ – サプライチェーン・マネジメントと請負業者の連携 
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重要な一括契約に関する詳細なコン

ティンジェンシー・プランを策定したこと

により、ODA／CLMチームは、支払不

能リスクを軽減し、倒産が発生した際

の対応能力を測るための請負業者の

アプローチを把握することができました。 

 

倒産が及ぼす影響を制限するための

計画には、以下の項目が含まれます

が、これらがすべてではありません。 

–重要な二次／三次請負業者や一括

契約の特定 

–現場作業の進捗を維持し、現場の安

全を確保するため、代わりとなるサプ

ライヤーやリソースの特定、および二

次請負業者以降のサプライヤーとの

接触 

–下請業者が清算に入った場合のコン

ティンジェンシー・プラン 

–資材の移動状況を管理・把握するた

めのプロセス 

–前払金とオフサイト支払金の水準 

– インソルベンシー（支払不能）・マネジ

メントに対する二次請負業者以降の

「集団的」アプローチ 

 

一次請負業者（元請業者）のパフォー

マンスやサプライチェーンは、建設プロ

グラムを進める上で非常に重要であり、

一次請負業者（元請業者）は上記の計

画を実施する際にも関与しています。

また、一次請負業者（元請業者）には、

契約額と契約日、完了までにかかるコ

スト、付与された資材の価値、重要度

スコア、コンティンジェンシー・プランな

どの詳細情報からなる、重要契約登録

リストを作成することが求められました。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿                  

サプライチェーン内で倒産

が発生した場合、ODAは再

生チームの編成を含む、

再生計画を策定しました 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿   

一貫性のあるアプローチを採用することに

より、縦横に広がるサプライチェーン（縦軸

にプロジェクト、横軸にプログラム）全体で学

習と優れた実践が推進されるよう、すべて

の当事者で懸念事項と優れた実践例を特

定しました。 

 

ステップ3：（倒産が発生した場合の）再生 

サプライチェーン内で倒産が発生した場合、

ODAとデリバリー・パートナーは、プログラム

に対する影響を最小限に抑え、建設が継続

できるよう、再生チームの編成を含む、再生

計画を策定しました。 

 

再生計画は、安全確保、契約の終了、コミュ

ニケーション、再生チーム、コンティンジェン

シー・プランの5つの主要要素で構成されて

います。各要素の詳細は、以下の通りです。 

 

安全確保：破壊行為や資材・設備の盗難を

防ぐため、できるだけ早急に現場の安全を

確保しなければなりません。オフサイトの資

材（所有権が付与され、保証証券により保

護されている）の安全を確保し、倒産したサ

プライヤーの敷地から速やかに移動させる

手配を整える必要があります。オフサイトで

確保された資材を取り戻す権利を獲得でき

るよう、ODA法務チームのフレームワーク法

務パートナーを通じて、専門家の助言を受

けることができます。 

 

メディアプレスセンター（MPC）ビル建設現場の様子（2009年11月） 
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再生チームは、現場のデリ

バリーに及ぶ影響を最小

限に抑えられるよう、管財

人と交渉できる権限を与え

られたクライアントまたは

請負業者の重要な幹部レ

ベルにいる当事者で編成

されました 
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契約の終了：NEC 3の契約条件では、

倒産が発生した時点で自動的に契

約が終了するわけではありません。

ただし、すべてのステークホルダー

（不履行当事者、管財人などを含む）

と検討した後、契約終了が最善策で

あるとODAが判断した場合は、ODA

から通知が出されることがあります。

その場合、契約条件がすべて遵守さ

れることを確認するため、デリバ

リー・パートナーのプロジェクトマネ

ジャーは13週間かけて、契約終了時

点までに完了した作業に対して請負

業者／管財人に支払う最終金額を認

証します。 

 

クライアントの利害を守るため、デリ

バリー・パートナーが取り組むべき項

目は、主に以下の通りです。 

 

–契約終了時点までに完了した全作

業の完全な査定（査定を裏づける

写真による証拠と現場の状況報告

が必要） 

–あらゆる既知の欠陥をまとめた明

細表。デリバリー・パートナーは、修

正にかかる見積額を入手しなけれ

ばならない。 

–すべてのやり取りや交渉を、契約

終了時点まで作業に従事していた

下請業者と直接行うのではなく、管

財人を介して行われるような手続き

を整備しておく。 

–補償事項の情報はすべて最新の

状態にしておき、（必要に応じて）プ

ロジェクトマネジャーの評価額を提

供する。 

–すべてのコストの検証には、十分な

記録が必要であり（却下されたコス

トも含む）、認証を受けた最終支払

額全体の中で確認する。 

–契約で指定された期日までに作業

が完了しない場合、契約で認めら

れている、部分的に完了した作業と

被った損害を認証する。 

–作業を完了させるためにクライアン

トが負担する追加コストを予測し、

契約の規定に従って未払金から差

し引く。 

コミュニケーション：再生チームは、管財人、

一次請負業者（元請業者）、従業員代表、

その他の請負業者を含む重要なステーク

ホルダーとのコミュニケーションを構築しま

す。ビジネス上の正式な話し合いや合意

には、企業または裁判所が任命した管財

人が参加し、クライアントが介入の意志を

示さない限り、プロジェクトマネジャーは直

接、十分な知識を持たない下請業者に対

応しないことが重要です。 

 

ここで核となる目的は、管財人に対応する

義務および倒産が及ぼすビジネス上の影

響（時間とコスト）を軽減する義務と、現場

のデリバリーを確実に継続する義務とを分

けて考えることです。また、建設再生計画

の策定は、続いて発生する遅延がもたら

す影響を制限することも目的としています。 

 

再生チーム：管財人との交渉がすべて迅

速に進み、現場のデリバリーに及ぶ影響

を最小限に抑えられるよう、適切な権限を

与えられたクライアントまたは請負業者の

重要な幹部レベルにいる当事者で、再生

チームを編成します。 

 

最終的に、再生チームはSCMチームを通

して、他のプロジェクトとの橋渡しや他の契

約やサプライヤーとのかかわりから得た情

報をもとに、サプライヤーの倒産がプログ

ラムに与える影響の大きさを判断します。 



分析 – 介入と実績 

包括的なサプライチェーン・プロセスを通して、デリバリー・パートナーは、オリン

ピック・パークと選手村全体で80社以上の一次請負業者（元請業者）と2,700件

の「重要な」作業一括契約をモニタリングし、リスクと機会を特定する指標を調べ

ました。ODA、デリバリー・パートナー、一次請負業者（元請業者）は、重要な一

括契約と部品を特定・登録するために共同で取り組んだ結果、サプライヤーに

関する全体像を目に見える形である程度把握することができるようになりました

（前述の内容と別紙A：サプライチェーン・マネジメント請負業者マトリックスを参

照）。 

 

市場やサプライヤーとかかわることによって得たインテリジェンス（情報）に基づ

き、各プロジェクトチームと介入についての検討や継続的な再評価が行われまし

た。サプライヤーへの介入は、いろいろな形で行われ、デリバリーにおける様々

な段階で、サプライチェーンの多様な層を対象に実施されました。 

毎日のモニタリング・プロセスの中で、デリバリー・パートナーは、ODAの支出額

が20億ポンドを上回る規模の一次請負業者（元請業者）25社を特定しました。こ

れほどの金額が特定のサプライヤーに集中していたことから、サプライチェーン

内の潜在的リスクの水準が高まり、何らかの対策を必要としていました。ここで

実施した介入とその効果を示す事例は、以下のように分類できます。 

 

1. 間接的な介入 – 一次請負業者（元請業者）が、調達・サプライヤー選考プロ

セスの一環として、サプライヤー・リスクをすでに取り除いている可能性が

あった。あるいは、有利な入札や手続きに準拠した入札をすることができな

かったり、D&B高リスク格付あるいは「倒産」指標に該当していたり、すでに

対応能力を超えているリスクがあったりといった別の理由により、サプライ

ヤーがうまく機能していない可能性もあった。 

2. 直接的な介入 – デリバリー・パートナーは、潜在的リスクを軽減するための

提案を行った。その提案は実現し、プログラム、製造プロセス、そして最終的

にはODAが要求する資産を保護することができた。このような介入には、親

会社保証、履行保証金、前払いまたは協力的な支払いパターン（ODAからの

直接払い、元請業者を通した支払い）、資材所有権付与などを要件とするこ

とが含まれる。 

3. プラス／マイナスの介入：デリバリー・パートナーは、サプライヤー・リスクが

高まったことを確認し、介入を通して提案を行ったものの、一次請負業者（元

請業者）は入手可能なインテリジェンス（情報）を踏まえて請負業者を指名し、

リスクの度合い／倒産の確率を観察した。 

4. 回避不可能な介入 – デリバリー・パートナーによる毎日のモニタリング・プロ

セス、あるいは一次請負業者（元請業者）の社内システムを通して、追跡・予

測できなかったサプライヤー倒産 

 

早期発見、介入、そしてデリバリー・パートナーと元請業者間の協力体制により、

サプライヤー・リスクの73％が入札前に取り除かれました。 

 

SCMは、リスクを取り除いたことに対する自らの影響力が決定的なものであった

と証明することも、反証することもできません。したがって、これらの介入は、間接

的な効果を示していることになります（図4参照）。残り27％の介入（直接的、プラ

ス／マイナス、回避不可能な介入）は、サプライヤー・リスク水準の上昇、あるい

は実際の倒産に対して、入札・発注期間中に実施されたものです。 

2,700 
オリンピック・パークと選手村全体で
2,700件の「重要な」作業一括契約を
モニタリングしました 
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403 
サプライヤー・リスク水準が上昇したこ
とを受け、403件の介入が実施されま
した 

SCMの目的は、あらゆる角度からプロ

グラムに対するリスクを回避するため、

できるだけ早い段階で潜在的なサプラ

イヤー・リスクを特定し、それを取り除く

ことです。例えば、調達の遅れは、最終

的に、現場作業開始日程に影響を及

ぼすおそれがあります。実際、サプライ

ヤー・リスクの規模が合計6億4,000万

ポンドに上昇したことを受け、403件の

介入が実施され、そのうち入札時点だ

けで4億3,300万ポンドに相当するリス

クが取り除かれました。 

 

SCMの早期介入により、一次請負業者

（元請業者）は、調査を実施したり、リス

ク軽減戦略を策定したり、あるいは代

わりとなる適切な企業を特定すること

ができました。 

介入の結果、入札段階で相当なリスクを取

り除くことができたり、リスクが保証されたり、

また調達期間中にプロジェクトチームが潜

在的リスクを認識したり、倒産が発生した場

合にプログラムを保護する目的でリスク軽

減計画が策定されたりしました（財務監査、

資材所有権付与、親会社保証の確認など）。

契約が実行されると、ODAの資産やプログ

ラムを守るため、遡及的に介入が行われま

した。 

契約後の介入数 

450  
 

33  
 

74  
 

300  
 

296 
150 

0  
 

オリンピック建設プログラム 
（オリンピック・パーク／選手村プロジェクトを含む） 

 
図4：重要な一括契約に対するサプライヤーへの介入数（リスクの早期発見、調達前のリスク除去から、
契約発注後のリスク管理まで） 
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入札時に介入し、その後発注に進んだ数 

調達前の介入数 

介
入
数 



回避不可能な倒産が 
5件発生した後、迅速な

介入により、作業停止
期間をできるだけ短くし
て個々のプロジェクトの
再生を後押ししました 

図5は、サプライヤーの支払不能が発

生した一括契約数を示しています。 

 

66件の一括契約が入札段階で倒産

に見舞われ、プログラムに影響を及

ぼす前に解除されています。これらの

一括契約は、合計6,300万ポンドに相

当し、支払不能に陥った43社のサプ

ライヤーが関与していました。 

 

サプライヤー7社に発注された、約

2,000万ポンド規模の9件の一括契約

では、契約期間中に倒産が発生して

います。しかし、すべての契約は、入

札段階から契約終了時までデリバ

リー・パートナーの監視下にあったた

め、プロジェクトやプログラムに与える

影響を最小限に抑える手順を円滑に

進めるリスク軽減戦略があらゆる契

約に準備されていました。 

ODAとデリバリー・パートナーは、少数の倒

産は避けることはできないと認識していまし

た。特に、一次請負業者（元請業者）のサプ

ライチェーン内では、実際に契約を締結して

いる当事者を通す以外、デリバリー・パート

ナーが直接働きかけることのできる契約上

のつながりがなかったからです。 

 

さらに、SCMによる重要な一括契約のモニタ

リングでは、回避不可能な支払不能に陥っ

た一括契約が全部で5件特定されました（全

体で650万ポンド規模に上るサプライヤー4

社の倒産）。ここでは、迅速な介入により、

既存のオリンピック向けサプライチェーンか

ら直ちに代わりとなるサプライヤーと設置業

者を選び出し、作業停止期間をできるだけ

短くして個々のプロジェクトの再生を後押し

しました。 

90  
 

5  
 
9  
 

45 

66 

0  
 

オリンピック・パークと選手村の建設にかかわる重要な一括契約 

図5：サプライヤーの支払不能が発生した重要な一括契約の総数 
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回避不可能な支払不能 – 追跡なし 

支払不能の発生 – リスク軽減策の実施 

支払不能の回避 – 入札時にリスク除去 

サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
の
支
払
い
不
能
が
発
生
し
た
一
括
契
約
数 



これらの失敗例を遡及的に調査して

みると、企業債務の存在と、契約期

限の延長を銀行が拒否したことで、

最終的にキャッシュフローがさらに

悪化したことがわかりました。 

 

投資の回収ができなくなった金融機

関は、管財人に対し、主に土地の取

得によってできるだけリターンを最

大化するよう求めました。このような

事態は、市場におけるサプライ

ヤー・モニタリングや財務モニタリン

グでは発見できません。そこで、重

要な一括契約を正確に登録したり、

リスク軽減戦略を策定したりといっ

た追加策を講じました。それにより、

財務面での影響を最小限に抑え、

ODA建設プログラムの最終目標を

守ることができたのです。 

以下の2つの倒産事例は、リスクの早期発

見から、介入、そして倒産にいたるまでの間

に、元請業者と再生チームが共同で取り組

むことによって、どのようにオリンピック建設

プログラムに及ぶ倒産の影響を最小化する

ことができたのかを示しています。また、倒

産が財務面に与える影響と指定の管財人

が入ることで増大するコストについて明らか

にしています。 

 

ODA、デリバリー・パート
ナー、そして元請業者の
迅速な対応により、プロ
グラム完了に向けて合
意された期日を守ること
ができたのです 
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例A：SJWシビル・エンジニアリング 

デリバリー・パートナーは、SJWシビル・エンジニアリングの財務リスクが高いことを発

見しました。同社は、一次請負業者（元請業者）2社と4つのプロジェクトにかかわって

おり、合計350万ポンド（すべて入札できた場合）に上る競争率の高い7つの入札に参

加していました。デリバリー・パートナーは、D&Bデイリー・モニタリングを通して、親会

社と子会社の両方の財務状況がさらに悪化していることを追跡しました。そこで、プロ

ジェクトチームにアラートが発信されたのです（個別アラートと親会社アラート）。介入

とリスク軽減策により、作業を引き継ぐ代わりのサプライヤーと内部で対応できる部

門を特定しました。 

 

サプライヤーと元請業者が早い段階から関与したこと、D&Bデイリー・モニタリングを

実施したことや懸案事項に関する明確なコミュニケーションを行ったこと、また、リスク

を軽減するかあるいは契約を解除するかといった提案を行ったことによって、SJWシ

ビル・エンジニアリングは6つの入札に残ったのです。しかし、親会社とのつながりや、

同社と直接かかわりのある組織構造を確認する取り組みはうまくいかず、財務リスク

や対応能力リスクを引き受けるための追加保証を確保することはできませんでした。 

 

SJWシビル・エンジニアリングは、イートン・ドーニー漕艇施設にかかわる一括契約1

件の発注を受けました。元請業者は、「過去の経験」と入札条件が有利だったことか

ら同社を選考していたのですが、潜在的リスクがあることを認識しただけでは同社を

調達プロセスから除外する理由にはならないとしました。対策の一例として、元請業

者は、支払不能が発生した場合にリスクを管理・軽減するための手はずを整えて 

いたのです。注：ここでは契約書様式として、NEC 3 オプションAが使われていました。 

 

続いてSJWシビル・エンジニアリングは、イートン・ドーニープロジェクト全体の約5％に

相当する50万ポンド規模の鉄筋コンクリート一括契約の発注を受けました。 

 

支払不能が発生した時点で、すでに30万ポンドの支払いが済んでいましが、さらにこ

の倒産により、元請業者には25万ポンド（当初の契約額の50％）の追加費用が発生

したと言われています。ODA、デリバリー・パートナー、そして元請業者の迅速な対応

により、デリバリー・プログラムのスケジュールが再調整され、追加資材の調達が行

われ、倒産したサプライヤーの人員が保持・採用され、また内部で対応可能な部門

が動員されたことにより、プログラム完了に向けて合意された期日を守ることができ

たのです。 



例B：EJベイデカビナー（イギリス） 

SCMチームは、選手村の建設にかかわる2つのプロジェクトに、EJベイデカビナー

（イギリス）を選考しました。同社は、浴室・トイレユニットの製造・設置にかかわる、

合計1,000万ポンド（すべて入札できた場合）に上る競争率の高い3つの入札に

参加しました。 

  

選手村チームは、サプライチェーン・モニタリング・プロセスを通して、入札前の早

い段階から、支払不能が発生するリスクを認識していました。デリバリー・パート

ナーは、サプライヤーへの介入により、特定されていた財務リスクや対応能力リ

スクを軽減するため、適切な保険や保証の導入を提案しました。潜在的リスクを

踏まえ、2件の契約が発注されましたが、親会社保証の確認はされず、前述の懸

念事項に関する調査が実施されました。 

 

支払不能が発生した時点で、ODA、デリバリー・パートナー、元請業者を含む共

同チームは、直ちに管財人と連絡を取り、多大な影響を及ぼすおそれのあるリス

クの軽減策に合意しました。共同チームは、内装装備品を除いた浴室・トイレユ

ニットの「骨組み」のみの現場納入を認められたため、現場での組込作業の増大

がもたらす影響や、工場で操業を継続する場合や代わりとなる浴室・トイレユ

ニットサプライヤーを調達する場合に必要となる管財人への支出を最小限に抑

えることができました。倒産によって遅れが生じたものの、プロジェクトチームの

迅速な対応により、倒産の影響を受けた部分は適時「閉鎖」され、大幅な遅れを

防ぐことができました。 

 

ODAとデリバリー・パートナーの選手村チームは、レンド・リースと連携し、倒産に

対応する上で最も経済的で、効率的なスケジュールを組むことのできる方法を定

めた、リスク軽減戦略を策定しました。現場で浴室・トイレユニットを取り付ける第

三者の調達や、プログラムのスケジュール再調整に必要なその他の請負業者と

の交渉に、当初の契約額の約60％に相当するコストがかかりました。 

共同プロジェクトチー
ムは、多大な影響を及
ぼすおそれのあるリス
クの軽減策に合意し実
行に移すことができま
した 
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選手村のコンピューター生成画像 



支払不能に関する全
体計画が完成したら、
さらなる意識の向上と
トレーニング・セッショ
ンが必要となります 
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教訓と結論 

サプライヤーが支払不能に陥るリスクを

管理・軽減する方法が、プロジェクトレベ

ルでもプログラムレベルでも有効である

ことが、ODAの事例で証明されました。し

かし、サプライチェーンにおける倒産に

関するすべてのリスクを完全に軽減する

ことは不可能です。 

  

景気後退の全容がいまだ明らかになっ

ているとは思えない状況の中で、2012年

ロンドンオリンピックに向けた作業も終盤

に近づきつつあります。このような状況

下で、SCM倒産リスク戦略を実行するた

めには、以下の手順を考慮する必要が

あります。 

  

–サプライヤー候補や契約サプライヤー

に対し、自社の財務評価を定期的に確

認するよう働きかける（調達前のマー

ケット・エンゲージメント活動の一環とし

て行う）。 

– 「プロジェクト、プログラム、あるいは組

織的な」リスクの詳細分析を行い、リス

ク管理・軽減についての情報や、プロ

グラムに関するコンティンジェンシー評

価についての情報を提供し、現実的な

財務面での対策を講じる。 

– 「重要な一括契約」に関する詳細なコ

ンティンジェンシー・プランを策定する。

これにより、サプライヤーの財務状況

にかかわらず、支払不能リスクの軽減

や、倒産が発生した際の対応能力の

測定に関する請負業者のアプローチを

把握することができる。 

–実行済みの契約について、サプライ

チェーンと協力し、「重要なサプライ

ヤー」が特定されていること、また重要

なサプライヤーに対する財務モニタリ

ングが強化され、サプライチェーン全

体において清算が発生する見通しが

明らかになっていること、さらにはサプ

ライヤーの支払不能／倒産に対するコ

ンティンジェンシー・プランが策定され

ていることを確認する。 

–重要なサプライヤーのリスク・マネジメ

ント戦略を理解する。サプライチェー

ン・リスクに対する追加保証に関する

提案を行う（必要な場合）。 

–重要なサプライヤーから月ごとに要求

される財務情報の必要性、および財務

状況の見直しを行うための標準プロセ

スの必要性を検討し、標準テンプレー

トを作成する。 

–サプライヤーの選考とサプライチェー

ンの管理に必要なプロセスや手順（調

達戦略、重要なサプライヤーの特定、

コンティンジェンシー・プランの作成、サ

プライヤー監査を含む）を見直し更新

することにより、新たに発生し増大する

リスクを反映させる。 

–すべてのプロジェクトチームとともに、

「起こりうる事態」のシナリオを作成し、

デリバリーレベルで支払不能リスクの

プロファイリングや管理を強化したり、

リスク・マネジメントやコンティンジェン

シー条項についての情報を提供したり

する。 

–サプライヤー倒産後の対応（アクショ

ン）について、明確な作業手順や財務

処理手順を策定する。倒産再生チーム

の編成や主要な「アクション・オーナー」

を選出する。 

–サプライチェーン内で支払不能が発生

した場合、法律専門家を確保し、契約

当事者（クライアント／元請業者）また

はその代理人が取るべきアクションを

特定する。専門家の助言を受け、特定

の契約書様式の倒産規定の遵守を徹

底しなければならない。 

–プログラム全体で支払不能状況を調

整・管理する、倒産再生チームを構築

する。 

– クライアント／プロジェクトチームは、

様々な機能を網羅した作業シミュレー

ション（プロジェクト・マネジメント、コ

マーシャル・マネジメント、法務、財務な

ど）を実行し、支払不能に対してチーム

がどのように対応するのか「手本」を示

す。トレーニングの成果に基づき、サプ

ライヤー・リスクを管理するための戦略

／アプローチを正式に策定する。 

–支払不能に関する全体計画が完成し

たら、クライアント／契約当事者は、さ

らなる意識の向上とトレーニングの必

要性を唱え、主要スタッフが以下の点

を認識するよう徹底する。 

1. 様々な種類の契約で規定された、商

業および契約管理／支払不能に関

する諸条件と義務 

2. IPの保護、および支払不能がデリバ

リー作業に及ぼす影響を軽減するプ

ロジェクトチームの編成に必要な手

順・活動 

3. 一次請負業者（元請業者）または二

次請負業者が支払不能に陥った場

合に実施すべきプロセスや手順 

4. 支払不能が発生した場合に、クライア

ントやプロジェクトのステークホル

ダーの権利を保護する、契約で規定

された所有権付与やその他の条項 



インソルベンシー（支払
不能）・マネジメントのプ
ロセスをさらに改善する
ためには、意識を高め、
教育を拡充することで
す 
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結論 

インソルベンシー（支払不能）・マネジメントのプロセスをさらに改善するためには、経営難

に陥りつつある企業をどのように見極めるかについての意識を高め、それに向けた教育

を拡充すること、またプロジェクトチーム内で契約条件についての理解をさらに深めること

などが有効です。ただし、最終的には次の段階で、プロジェクト／プログラムレベルで支払

不能リスクを取り除くという実績が積み重ねられていき、そうした実績によって、サプライ

チェーン・マネジメントのプロセスは今後も支持されていくことになるでしょう。 

 

そのことを裏づける有益な証拠として、2012年1月イギリス会計検査院発行の「バリュー・

フォー・マネー（公共事業建設投資の効果）報告書」より、以下の引用をご紹介いたします。 

「リスクを避けて通ることはできない。しかし、ODAはサプライチェーン内でモニタリングや

積極的な介入を取り入れることにより、請負業者の経営難や倒産によって発生する遅延

がデリバリー・プログラムに影響を及ぼすことを防いできた。その具体的な方法には、他の

公共団体にも役立つ優れた実践例や教訓が示されている。」 
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