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2020年の危機的な出来事により、調達・購買はかつてないほど注目を浴びています。企業は
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)、地政学的勢力、極端な気象現象などによるさらなる危
機的状況を予想し、それに備える必要があります。これらの混乱に適切に対処できるかどうかは、
ビジネスの俊敏性とレジリエンスにかかっています。

企業が、この変化の激しい不確実なビジネス環境に打ち勝つことができるのか確認することが
必要だと我々は考えました。SAPは Oxford Economics社と共同で、調達・購買のデジタルト
ランスフォーメーションの現状を確認するために、23カ国、14業種の 1,000人の調達・購買
およびサプライチェーン部門の幹部を調査しました。

この調査から、調達・購買の重要な分野の多くに、広範な脆弱性があることがわかりました。

危機的状況における
俊敏性

はじめに

このような課題はあるものの、我々は他の幹部をはるかに凌駕するリーダーグループ（幹部の
約 10%）が存在することに気付きました。こうしたリーダーたちは、調達・購買機能のデジタ
ルトランスフォーメーションに大規模な投資を行い、大きな投資対効果を実現しています。

の幹部が、主要なサプライチェーン 
プロセスで外部パートナーと 
コラボレートする主な手段として、 
いまだに電話、電子メール、 
スプレッドシートを使用しています。

3人中1人
自社またはサプライヤーの在庫レベルを、 
リアルタイムまたはほぼリアルタイムで 
把握している幹部は、半数にも 
達していません。

半数未満

の直接材支出担当幹部が、 
直接材サプライヤーに関する、 
完成品 /仕掛品の遅延納入、製品不足、 
品質の問題を報告しています。

約半数
の調達・購買担当幹部は、外部人材や 
人材サービス会社による 
デジタルセキュリティ違反を、 
「時々、頻繁に、またはほぼすべての 
関わり合いにおいて」経験しています。2

10人中4人
おおよそ



リーダーたちは調達・購買のデジタル 
トランスフォーメーションを成功に導く、 
以下の 4 つの重要なアクションを 
行っています。

リーダーの見解

では、各アクションを個別に見てみましょう。

4/ 23

リーダーは影響に
注目する

リーダーは 
テクノロジーに 
投資する

リーダーはデータと 
アナリティクスを 
活用する

リーダーは AIの
パワーを解き放つ

1
2
3
4



5 / 23

図 1：リーダーは調達・購買がビジネスに 
大きく貢献すると認識している

企業が以下の業務目標を達成するために、調達・購買が「ある程度」
または「大いに」役立つと回答した幹部の割合

調達・購買の効果は、従来のコスト削減や 
リスク低減を超えると認識していると回答した 
割合は、リーダーの方が高くなっています

調達・購買機能の変革により調達・ 
購買に戦略的価値をもたらすための 
ビジョンとロードマップを CPOが 
持っていると回答した割合は、 
リーダーの方が高くなっています。

成長/収益の向上

イノベーションの推進

収益性の向上

96%
85%

95%
82%

93%
85%

製品の品質の向上

リスクの軽減

コストの削減

90%
87%

90%
86%

88%
81%
製品/サービスを市場に迅速に投入

87%
82%

図 2：リーダーは自社の CPOには
先見性があると考えている

以下の文章に「同意する」または 
「強く同意する」幹部の割合

CPOには、調達・購買機能の
変革によって調達・購買に
戦略的価値をもたらすビジョンがある

78%
60%

CPOには、調達・購買機能の変革によって
調達・購買に戦略的価値をもたらす
ロードマップがある

70%
55%

リーダー その他の幹部

リーダー その他の幹部

リーダーは 
影響に注目する1
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リーダーはテクノロジー、特に調達・購買テクノロジーに大きな投資を行っています。しかしまだ、
見逃しているチャンスがあります。例えば、リーダーやその他の幹部には、大きな管理対象支出カ
テゴリーである外部人材管理を改善するチャンスがあります。さらに、マルチ入札機能（優先サプ
ライヤーにプロジェクトの入札を自動的に通知する）は金額に見合う価値を得るのに役立ちます。

図 3：リーダーは調達・購買テクノロジーを十分に活用する

以下の領域で調達・購買テクノロジーを活用する企業の割合

サプライヤー管理

戦略的調達

調達から支払まで

90%
81%

90%
79%

90%
74%

サービス調達

サプライヤーと連携するためのネットワーク

81%
66%

80%
69%
外部人材管理

47%
33%
マルチ入札

46%
41%

Guided Buying

35%
39%

が調達・購買テクノロジーを 
使用して外部人材を 
管理しています

のその他の 
幹部

47%

33%

のリーダー

と

リーダーは 
テクノロジーに 
投資する2

リーダー その他の幹部

わずか
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企業が調達・購買部門に十分な投資を行っていると回答した割合は、リーダーの方が高く
なっています。しかし、テクノロジー投資の面で、調達・購買部門は企業の他の部門にま
だ遅れをとっています。

図 4：リーダー企業は調達・購買機能向けのテクノロジーに十分な投資を行っている

以下の領域で、「十分な投資」または「過剰投資」を行ってきたと回答した幹部の割合

調達・購買機能の新しいテクノロジー

ビジネス全体にわたる新しいテクノロジー

ビジネス全体にわたるデータおよびアナリティクステクノロジー

83%
64%

82%
64%

77%
56%
調達・購買機能のデータおよびアナリティクステクノロジー

73%
55%

リーダーはテクノロジーに投資する

が調達・購買機能向けの 
新しいテクノロジーに 
十分な投資を行っています

のその他の 
幹部

77%

56%

のリーダー

vs

リーダー その他の幹部
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リーダーはデータとアナリティクスを十分に活用して、企業全体の支出に関する意思決
定を行い、ビジネスに影響を与えています。 2/3以上の幹部が、企業全体の支出を明確
に把握していると答えており、リーダーはこの情報に基づいてデータ主導型の意思決定
を行い、より適切なアクションを取っています。

図 5：リーダーはデータを活用してビジネスに影響を与えている

調達・購買テクノロジーに関する以下の文章に「同意する」または「強く同意する」幹部の割合

組織全体の支出データを自動的に収集できる

87%
56%
調達・購買テクノロジーにより、戦略的な助言を行い、ビジネスの
方向性を決めるために必要なデータが提供されている

75%
59%
調達・購買テクノロジーによって、組織全体の支出に
関するデータ主導型の意思決定が可能になった

70%
52%
支出全体を自動的にリアルタイムで明確に
把握できている

70%
17%
リアルタイムまたはほぼリアルタイムのデータを使用して、
シナリオモデリングとwhat-if分析を実行している

48%
48%

は、支出全体をリアルタイム 
かつ自動的に把握しています

のその他の 
幹部

70%

17%

のリーダー

vs

リーダー その他の幹部

リーダーはデータと 
アナリティクスを 
活用する3
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図 6：リーダーでも、データ主導型の意思決定の障壁に直面している

次の問題が、企業のデータを活用した意思決定に「ある程度の」または「大きな」障壁になっていると 
回答した幹部の割合

サイロ化され、分断したシステムにデータが保存されている

データが多すぎて、理解するのが困難

データ分析スキルの欠如

40%
62%

43%
57%

47%
55%

アナリティクステクノロジーの欠如

22%
47%

リーダーはデータ主導型の意思決定のための障壁克服において、他の幹部を大きく引き離し
ています。しかし、調達データ分析スキルを磨き、データサイロを解消し、ビジネスシステ
ムを統合する必要があります。さらに、多くの人が、データが多すぎて意味を理解するのに
苦労しています。

リーダーはデータとアナリティクスを活用する

リーダー その他の幹部

が、データがサイロ化した、 
分散システムにあることは、 
データを活用した意思決定の 
障壁になっていると 
回答しています

のその他の 
幹部

47%

55%

のリーダー

vs

が、データ分析スキルの欠如は、
データを活用した意思決定の 
障壁になっていると 
回答しています

のその他の 
幹部

40%

62%

のリーダー

vs
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70%
56%

68%
42%

59%
42%

53%
37%

49%
20%

42%
35%

1 次サプライヤーに影響を及ぼす供給網の混乱

1 次サプライヤーに影響を及ぼす地政学的な影響

コモディティ価格の変動

2 次サプライヤーに影響を及ぼす供給網の混乱

サプライヤーの信用格付けの変更

2 次サプライヤーに影響を及ぼす地政学的な影響

リーダーは、サプライヤーリスク（コモディティ価格の変動やサプライヤーの 
信用格付けの変化など）に関する第三者データに基づいて自動生成された 
レコメンデーションを使用し、予期しない事態に迅速に対応しています。

しかしまだ、リーダーであってもサプライヤーリスクをさらに軽減するために、第三者データの利
用を拡大する必要があります。

リーダーは、1次サプライヤーに影響を与える地政学的な影響力および供給網の混乱については比
較的高い可視性を確保していますが、2次サプライヤーに影響を与えるリスクに対する可視性は著
しく不足しています。これは深刻な問題です。見えないものは管理しようがないからです。さらに、
Deloitte 2020 CPO Flash Surveyにより、供給継続の失敗のほとんどは、1次サプライヤーの枠
を超えた問題が原因であることが明らかになっています。1 2次以降のサプライヤーを十分に把握し
ていれば、2020年の市場の混乱を適切に管理できた可能性があります。 

図 7：リーダーは第三者データを大いに利用してサプライヤーリスクを軽減している

以下のタイプの第三者データに基づいて、レコメンデーションが自動採用、自動解釈、自動作成される調達・購買機能の割合

リーダーはデータとアナリティクスを活用する

リーダー その他の幹部
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リーダーは、AI/機械学習、ロボティックプロセスオートメーション (RPA)、予測分析、コグ
ニティブアシスタントに多大な投資を行っています。これらのテクノロジーにより、企業はイ
ンサイトを迅速に獲得して情報に基づいた意思決定を行い、プロセスを自動化してスピードと
俊敏性を高めることができます。さらに、リーダーの 99%以上（その他の幹部の 45%以上）
が機械学習 /AI ベースのアナリティクステクノロジーを使用してデータを分析し、意思決定
を行っています。注目すべき点は、膨大なデータ処理と自動化が必要になることから、デジタ
ル成熟度によりリーダーグループが定義されている点です。

図 8：リーダーは AIに多大な投資を行っている

企業が調達・購買機能のために以下のテクノロジーに、「ある程度の」または「多大な」投資を行ってきたと
答えた幹部の割合

予測分析

ロボティックプロセスオートメーション

AI/ 機械学習

91%
47%

89%
61%

85%
58%
コグニティブアシスタント（チャットボット）

59%
39%

が調達・購買機能のために 
AI/機械学習に「ある程度の」 
または「多大な」投資を 
行ってきました

のその他の 
幹部

91%

47%

のリーダー

vs

リーダー その他の幹部

リーダーは AIの 
パワーを解き放つ4
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リーダーによる調達・購買のデジタルトランスフォーメーションへの投資は、よい成果を
もたらしています。業務効率、コンプライアンスの強化、トランザクションの精度向上など、
大きな効果を出しています。

図 9：リーダーはテクノロジーへの投資で真の ROIを実現している

調達・購買のデジタルトランスフォーメーションが以下の領域の「ある程度の」または「大幅な」向上につながったと 
述べた幹部の割合

よりよい結果、 
問題の減少

コスト削減

68%
60%

取引の正確性

サプライヤー実績管理

業務効率

82%
66%

81%
61%

78%
63%
コンプライアンスの強化

77%
63%
サプライヤーとのコラボレーション

74%
63%
リスク管理

74%
60%

が調達・購買のデジタル 
トランスフォーメーションに 
よって日常業務の自動化が 
改善されたと回答しています

のその他の 
幹部

71%

56%

のリーダー

vs

が調達・購買のデジタル 
トランスフォーメーションに 
よってコストが削減されたと 
回答しています

のその他の 
幹部

68%

60%

のリーダー

vs

リーダー その他の幹部
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図 10：リーダーの方が問題を経験する割合が低い

以下の問題を「時々」または「頻繁に」経験する幹部の割合

契約外

デューデリジェンスなしで新しいサプライヤーをオンボーディング

不正な（契約外）支出

9%
24%

10%
19%

10%
29%
過剰請求および重複支払

24%
37%

照合エラーおよび例外の発生

ポリシー、制御、割引の適用に一貫性がない

サプライヤーのパフォーマンスに関する問題

37%
49%

40%
40%

42%
42%

調達テクノロジーの社内定着率が低い

28%
51%

よりよい結果、問題の減少

が不正な（契約外）支出を 
経験しています

のその他の 
幹部

9%

24%

のリーダー

vs

リーダーは、規定外支出、契約外支出、デューデリジェンスなしのサプライヤーのオンボー
ディングといった一般的な調達・購買の問題をうまく軽減してきました。しかし、リーダー
にも改善の余地はあります。他の幹部たちと同様、照合エラーや例外の発生、ポリシー、管理、
割引の適用への一貫性の欠如などはよく起こる問題になります。

リーダー その他の幹部



14 / 23

リーダーはテクノロジー、AIおよびアナリティクスに多大な投資を行い、 
よい成果を出していますが、まだ見逃しているチャンスがあります。

外部人材の管理 - 巨大な支出カテゴリー
外部人材は人材支出の 42%を占めています。2 外部人材（派遣
社員などの非正規社員および人材サービス会社）は増加傾向に
ある巨大な支出カテゴリーです。McKinsey Global Business 
Executives Surveyによると、およそ 70%の幹部が、今後
2年間でコロナ禍前と比較して、より多くの臨時社員やフリー
ランスを雇用すると予想しています。3 Deloitte Global CPO 
Survey 2019は、調達・購買部門が、スキルギャップを埋め、
人材獲得の課題を克服するために、外部人材の利用をさらに拡
大することを提案しています。4 

外部人材は企業の中核を担い、企業の業務目標の実現をサポー
トしています （コスト管理 (73%)、フル稼働での運用 /市場需
要への対応 (73%)、俊敏性の向上 (64%) およびリスクの低減 
(64%) など）。2 さらにビジネスのレジリエンスも高めます。
• 62%の幹部が、外部人材は需要のピーク管理に役立つ追加
能力を提供していると回答しています。*

• 54%の幹部が、外部人材は不況からの回復時に役立つと回
答しています。

無駄になっている
チャンス

外部人材は不況からの
回復時に役立つと
回答した幹部の割合

54%

外部人材は需要の
ピーク管理に役立つ
追加能力を提供していると
回答した幹部の割合

62%

* このデータは、外部人材管理を担当する幹部から得られたものです。本セクションで引用している2つの 
調査研究の詳細については、本レポートの調査手法セクションを参照してください。
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無駄になっているチャンス

しかし、調達・ 購買部門では外部人材支出を 
優先すべき事項とは認識していません。

実際、外部人材管理のためにテクノロジーを活用している幹部は
35%に過ぎません。サービス調達のためにテクノロジーを活用して
いる幹部は 70%です。さらに、
• システムや設備へのアクセスを管理し、プロジェクトの終了時に
自動的にオフにするテクノロジーを持っているのは、5人中 1人
に過ぎませんでした。2

• 外部人材に交渉済みレートを徹底できるのはおよそ3人に 1人で、
人材サービス会社にいたっては 5人に 1人に過ぎませんでした。2

• 人材サービス会社によるプロジェクトの SOW、PO、さらに請求
処理を追跡して管理できるのは、3人に 1人だけでした。2

多くの組織が、従来型の「調達から支払いまで」のソリューション
を使用して、外部人材と人材サービス会社との契約および POを管
理しています。しかし、これらのソリューションは、セキュリティ、
コンプライアンス、作業の質、その他、この種のエンゲージメント
において大切な側面には対応していないので、大きな機能ギャップ
があります。そのような用途に特化した高度なベンダー管理システ
ム (VMS) を活用すれば、こうした機能をすべて実現するだけでなく、
さらに高度な管理が可能になります。

こうした課題はあるものの、一部の企業は外部人材を利用してより
よい業績を上げ、リスクを低減しています。そのやり方を学ぶには、
SAPの研究レポートをお読みください。正社員だけでは得られない
俊敏性：外部人材を完全に可視化して優れたビジネス成果を出す

適切なテクノロジーがなければ、調達・購買部門は 
外部人材を効率的に可視化し、管理することはできません。 
リスクが生まれ、投資対効果が低下し、迅速な方向転換が 
困難になります。

外部人材および 
人材サービス会社の 
システムや設備への 
アクセスを管理し、 
エンゲージメントの 
終了時に自動的にオフに 
するテクノロジーを 
持っているのは、 
5社のうち 1社に 
過ぎませんでした。2

5社の 
うち
1社

わずか

https://www.ariba.com/resources/library/library-pages/agility-isnt-always-on-payroll?campaigncode=CRM-PR21-XIP-OFFERCL 
https://www.ariba.com/resources/library/library-pages/agility-isnt-always-on-payroll?campaigncode=CRM-PR21-XIP-OFFERCL 
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無駄になっているチャンス

サプライヤーリスク
SAPの調査の結果、企業のサプライヤーリスク管理に重大な脆弱性があることがわかり
ました。長年にわたってサプライヤーの最適化を進めてきた結果、企業は少数サプライヤー
に過度に依存しており、このことがリスク要因になっています。
• 必要なときに代替供給元を迅速に見つけることができると回答した幹部は、2人に 1 人
に過ぎませんでした。

• 直接材支出では、半数以上 (53%) の幹部が 1社のサプライヤーからのみ購入している
製品が 1つ以上あると回答しています。重要な製品の場合、これは最良のときでもリ
スキーです。

可視性が低いと、新たな課題が生じます。自社またはサプライヤーの在庫レベルをリアル
タイムまたはほぼリアルタイムで可視化している幹部は半数未満でした。これが製品の過
不足を予測および防止するのを困難にし、組織を劣勢に追いやっています。

サプライヤーリスク管理について言えば、リーダーは他の組織よりもわずかに先行してい
るに過ぎません。サプライヤーリスク管理が極めて効果的に行われていると回答した割合
は、リーダーの方が高くなっていますが（49%のリーダーおよび 30%のその他の幹部）、
常にうまくいっているわけではありません。すべての組織には、サプライヤーリスク管理
を改善する余地があります。

図 11：リーダーはサプライヤーリスク管理において、他の組織よりも 
わずかに先行しているに過ぎない

調達・購買機能に関する以下の文章に「同意する」または「強く同意する」幹部の割合

組織のニーズに合わせるために、サプライヤーの
組み合わせを定期的に再評価している

63%
58%
潜在的な混乱に対処するためのリスク軽減計画を
定期的に更新している

62%
47%
リスクレベルおよびカテゴリー別に、
サプライヤーを迅速かつ容易にセグメント化できる

59%
62%

リーダー その他の幹部



17 / 23

スキル不足
リーダーは自身がその組織に大きく貢献していると認識していますが、目標達成に必要
なすべてのスキルや能力を持っているわけではありません。スキル不足は、調達・購買
の能力を低下させ、ビジネスを十分にサポートしたり、より戦略的な価値を生み出せな
くなります。

図 12：重要なスキルの大幅な不足

以下の目標を達成するために必要なほとんど、またはすべてのスキル /能力を持っていると 
回答した幹部の割合

付加価値をもたらすために組織の目標を理解する

新しいテクノロジーの導入

データを活用して意思決定を行う

57%

組織のより戦略的なパートナーになる

42%

50%
40%

50%
40%
製品/サービスのイノベーションをサポート

47%
35%
付加価値をもたらすためにビジネス機能を理解する

44%
38%

44%
36%

リーダー その他の幹部

のみが、製品 /サービスの 
イノベーションをサポート 
するのに必要なほとんど 
またはすべてのスキル /能力を 
持っていました

のその他の 
幹部

47%

35%

のリーダー

および

のみが、組織の戦略的 
パートナーになるのに 
必要なほとんどまたはすべての 
スキル /能力を持っていました

のその他の 
幹部

44%

36%

のリーダー

および

専門分野の人材不足は、調達・購買機能のデジタルトランスフォーメーションの障壁
になります（34%のリーダーと 56%のその他の幹部からの回答）。さらに、データ分
析スキルの不足は、データを利用した意思決定の障壁になります（40%のリーダーと
62%のその他の幹部からの回答）。スキル不足を報告するリーダーは他の幹部よりも少
ないですが、スキル不足は依然としてすべての組織が克服すべき重要な課題です。

無駄になっているチャンス

わずか

わずか
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直接材支出に注目
サプライチェーンはビジネスの生命線であるにもかかわらず、直接材支出を効率
的に管理できていない組織がこれほど多いとは驚きです。例を挙げると、
• 直接材支出の半分以上を管理対象としている幹部は、わずか 20%でした。

• 過不足を修正するために、上位サプライヤーと非常に効果的に連携している
と回答した幹部はわずか 26%でした。

組織が製造業務委託に大きく依存している場合は特に、これは深刻な問題となり
ます。幹部の半数以上が、製造の1/4以上を業務委託しています。にもかかわらず、
直接材支出サプライヤーと十分に緊密に連携していません。

無駄になっているチャンス

ここでスポットを当てた直接材支出および関連レポートのデータは、本調査の 468人の 
直接材支出担当幹部からの回答に基づいています。

こうした課題はあるものの、調査対象のあるグループは、他の調査参加者を凌駕
していました。これらの直接材支出のリーダーたちは、直接材サプライヤーとの
コラボレーションにより、優れた成果を上げています。
• 82%のリーダーが、納期と数量の遵守が 5%以上改善したと報告しています。

• 69%のリーダーが、在庫回転率が 10%以上改善したと報告しています。

• 64%のリーダーが、サプライヤーの納期遵守が 10%以上改善したと報告し
ています。

• 63%のリーダーが、市場投入までの期間が 10%以上短縮されたと報告して
います。

直接材支出リーダーを成功に導いた秘訣については、SAPのレポートをお読み
ください。緊密な連携で取引を超えた関係を築く：直接材支出のリーダーが必須
サプライヤーと連携してパフォーマンスを改善する

効果的に連携できていない原因の一つとして、組織に適切な 
テクノロジーが活用されていないことが挙げられます。 
驚くべきことに、幹部の 1/3が、主要なサプライチェーンプ 
ロセスで外部パートナーと連絡する主な手段として、 
いまだに電話、電子メール、スプレッドシートを使用しています。

https://www.ariba.com/resources/library/library-pages/collaboration-beyond-transactions?campaigncode=CRM-PR21-XIP-OFFERCL  
https://www.ariba.com/resources/library/library-pages/collaboration-beyond-transactions?campaigncode=CRM-PR21-XIP-OFFERCL  
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リーダーから学べることはなんでしょうか ?調達・購買担当幹部として、組織でより多くの
価値を創出するにはどうすればよいでしょうか ?

リーダーの成果は、調達・購買のデジタルトランスフォーメーションへの投資はやるだけの
価値があることを示しています。業績を上げ、調達・購買における共通の問題を回避するの
に役立ちます。リーダーは、デジタルトランスフォーメーションがテクノロジーへの投資で
終わるものではないとわかっています。新しいプロセスやテクノロジーを社内に定着させる
ことの大切さを認識しています。社内定着や変更管理を重視していることが、リーダーたち
の成功の要因となっています。

リーダーは現状を打破しようとし、深く染み付いた行動を変えてきました。データ主導型の
意思決定を採用し、AIに多大な投資を行いました。

プロセスの自動化も重要な役割を果たします。調達・購買担当者は、事後対応的に火消し
に回るのではなく、より多くの時間とエネルギーをビジネスパートナーとの事前対策的な
コラボレーションに注ぐことができます。無駄のない自動プロセスにより、リーダーは不
測の事態に備えて迅速に対応し、組織が不確実なビジネス環境を乗り切るのを支援してい
ます。

スキルギャップは、対処が必要な真の難題です。Deloitte Global CPO Survey 2019は、調達・
購買がより戦略的な役割を果たすには、さまざまなスキルが必要であることを示しています。
「自社のチームが調達・購買戦略を十分に実現していると感じている CPOは 46%に過ぎず、

2018年の CPO調査の 49%から低下しています。この差の原因は、デジタルスキルも当然
含まれる広範な価値提案を実現するために、調達・購買部門に、より複雑なスキルと能力が
必要になっているからです。」5

能力ギャップを解消し、調達・購買のデジタルトランスフォーメーション
を進めることで、リーダーとその他の幹部は自分の影響力を高め、より多
くの価値を企業にもたらすことができるようになります。

影響力を高める
結論

調達・購買のデジタルトランスフォーメーションへの道のりは 
途切れることなく続きます。リーダーたちにも、まだまだ 
やるべきことは残っています。
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SAPの調査では、幹部の約 10%は他を凌駕してい
ました。これらのリーダーを特定するために、以下の
4 つの領域で幹部の回答を分析しました。
• プロセスの自動化
• データ主導型の意思決定
• ビジネスに影響を与えるテクノロジーの使用
• 調達・購買管理における課題
セグメンテーションは、調査の次の 4つの質問への
回答に基づいています。リーダーは、これら 4つの
条件すべてを満たす必要があります。
1. 組織の調達・購買プロセスはどの程度自動化され
ていますか ?
「ほとんどのプロセスは自動化されています」ま
たは「プロセスは完全に自動化されています」と
回答した幹部をリーダーとします。

2. 調達・購買部門はどのくらいの頻度で、データを
使用して意思決定を行っていますか ?
「常に」または「頻繁に」データに基づく意思決
定を行っている幹部をリーダーとします。

3. 調達・購買テクノロジーに関する以下の文章に、
どの程度同意しますか ?
調達・購買テクノロジーによって、組織全体の支
出に関するデータ主導型の意思決定が可能になっ
たこと、および調達・購買テクノロジーにより、
戦略的な助言を行い、ビジネスの方向性を決める
ために必要なデータが提供されていることに「同
意」または「強く同意」すると回答した幹部をリー
ダーとします。

4. 組織全体での調達・購買の管理に関する次の要素
について、その対処にどの程度困難だと感じてい
ますか ?
以下のオプションのうち 6つ以上に「ほとんど困
難ではない」または「困難ではない」と回答した
幹部をリーダーとします。

1. 不正な（契約外）支出の削減

2. 取引（請求書、支払いなど）に関するリアル
タイムの可視性を確保

3. 支出に関するリアルタイムの可視性の確保

4. 支出を連結して、購入高別割引を実現

5. テール支出の管理

6. 請求書の照合

7. ベンダーのパフォーマンスに関する可視性の
確保

8. 商品またはサービスの品質の追跡

9. 調達・購買プロセス全体で、複数のベンダー
のテクノロジーを使用する必要がある

10. 支出の種類別（直接材、間接材、サービス、
外部人材）にそれぞれ異なるシステムを使用
している

11. 調達・購買テクノロジー間の統合がないか、
不十分

調査手法

リーダーとは ?
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調達・購買のデジタルトラ
ンスフォーメーションの始動

この調査について
SAPは Oxford Economics社と共同で、組織への調達・購買の
影響、サプライヤーとのコラボレーションの現在の状況、調達・
購買機能におけるテクノロジーおよびプロセスのデジタル化の効
果を把握するため、グローバル調査を実施しました。調査目的は、
テクノロジーを取り入れ、緊密なサプライヤーコラボレーション
を実現している企業がより俊敏かどうか、および混乱に効果的に
対応できているかどうかを確認することでした。 2020年6月に、
直接材支出、間接材支出、外部人材と人材サービス会社の管理を
担当する 1,000人の調達・購買およびサプライチェーン部門の
幹部を対象に調査を実施しました。外部人材についてのデータポ
イントは、外部人材と人材サービス会社を管理する 389人の幹
部から得られたものです。

調査対象範囲
調査対象範囲は、以下の 4地域 23カ国です。
• アジア太平洋：オーストラリア、インド、日本、 
シンガポール

• ヨーロッパ：オーストリア、ベルギー、デンマーク、 
フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、 
ルクセンブルク、オランダ、ノルウェー、スペイン、 
スウェーデン、スイス、英国

• 中南米：ブラジル、コロンビア、メキシコ
• 北米：カナダ、米国

調査対象業種
B2Bおよび B2Cの幅広い業界からご回答いただきました：
自動車（メーカーおよび 1次サプライヤー）、銀行、化学、 
食品・消費財、重工業 /製造、ハイテク、保険、 
ライフサイエンス /医薬品、石油・ガス、 
プロフェッショナルサービス、官公庁・公共機関（連邦、州）、 
小売、通信、公益事業。

企業規模
調査対象の企業規模は広範にわたっています 
（数字は年間売上を示します）。

• 10% 5億ドル～ 9億 9,900万ドル
• 35% 10億ドル～ 49億ドル
• 40% 50億ドル～ 199億ドル
• 15% 200億ドル以上

幹部のプロファイル
回答者の内訳
• 33% 役員レベル（Cレベル）
• 33% VP/Cレベル直属の部下
• 34% 部長

部門の内訳
• 80% 調達・購買
• 20% サプライチェーン

『アジャイル プロキュアメント（俊敏
な調達・購買）についてのインサイト
調査』で得られた知見を 5つのレポー
トにまとめました（本レポートを含む）。

その他の調査レポートもお読みくだ
さい。
テクノロジー、自動化、データ /アナ
リティクスを深く掘り下げる：調達・
購買が牽引する業績アップ：デジタル
トランスフォーメーションによる調達・
購買の強化

レジリエンスを高める：状況をさらに
深掘りする：調達・購買に高度なアナ
リティクスを取り入れ、予測に基づい
たサプライヤーリスク管理を行う

投資利益率を高め、外部人材/人材サー
ビス会社支出リスクを軽減： 正社員だ
けでは得られない俊敏性：外部人材を
完全に可視化して優れたビジネス成果
を出す

直接材支出をより適切に管理するため
の 3 つの方法： 緊密な連携で取引を
超えた関係を築く：直接材支出のリー
ダーが必須サプライヤーと連携してパ
フォーマンスを改善する

調査の詳細については、『アジャイル 
プロキュアメント（俊敏な調達・購買）
についてのインサイト調査』を参照し
てください。

https://www.ariba.com/ja-jp/procurement-insights-research
https://www.ariba.com/ja-jp/procurement-insights-research
https://www.ariba.com/ja-jp/procurement-insights-research
https://www.ariba.com/resources/library/library-pages/procurement-powered-performance?campaigncode=CRM-PR21-XIP-OFFERCL  
https://www.ariba.com/resources/library/library-pages/procurement-powered-performance?campaigncode=CRM-PR21-XIP-OFFERCL  
https://www.ariba.com/resources/library/library-pages/procurement-powered-performance?campaigncode=CRM-PR21-XIP-OFFERCL  
https://www.ariba.com/resources/library/library-pages/procurement-powered-performance?campaigncode=CRM-PR21-XIP-OFFERCL  
https://www.ariba.com/resources/library/library-pages/getting-closer-to-see-further?campaigncode=CRM-PR21-XIP-OFFERCL  
https://www.ariba.com/resources/library/library-pages/getting-closer-to-see-further?campaigncode=CRM-PR21-XIP-OFFERCL  
https://www.ariba.com/resources/library/library-pages/getting-closer-to-see-further?campaigncode=CRM-PR21-XIP-OFFERCL  
https://www.ariba.com/resources/library/library-pages/agility-isnt-always-on-payroll?campaigncode=CRM-PR21-XIP-OFFERCL  
https://www.ariba.com/resources/library/library-pages/agility-isnt-always-on-payroll?campaigncode=CRM-PR21-XIP-OFFERCL  
https://www.ariba.com/resources/library/library-pages/agility-isnt-always-on-payroll?campaigncode=CRM-PR21-XIP-OFFERCL  
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外部人材調査 
SAPは Oxford Economics社と共同で、組織による外部人材の利用
と管理を把握するために、グローバル調査を実施しました。「Services 
Procurement Insights: The Big Reveal（サービス調達に関する洞察：
大いなる啓示）」と「Contingent Workforce Insights: Expertise in Full 
Force（外部人材に関する洞察：専門知識の最大活用）」の 2つのレポート
が公開されています。マークされたデータポイント 2 は、本調査に参加し
た 578人の回答者から得られたものです。Oxford Economics社はさらに、
現場を担当する幹部と面談して、定性評価を行いました。

調査対象範囲
調査対象範囲は、以下の 5地域 21カ国になります。
• アジア太平洋：オーストラリア、日本
• ヨーロッパ：ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、 
イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ノルウェー、スペイン、 
スウェーデン、英国

• 中東：イスラエル、サウジアラビア、アラブ首長国連邦
• 中南米：ブラジル、メキシコ
• 北米：カナダ、米国

調査対象業種
回答者の所属部門は B2B および B2C の幅広い部門にわたっています： 
航空宇宙・防衛、自動車サプライヤー、自動車メーカー、銀行、資本市場、化学、 
建設・エンジニアリング、消費財、ヘルスケア、ハイテク、産業用製造、 
保険、ライフサイエンス、物流、メディア・エンターテインメント、 
下流工程の石油・ガス、上流工程の石油・ガス、プロフェッショナルサービス、 
公共サービス、鉄道、小売、通信、旅行・運輸、公益事業・廃棄物管理。

企業規模
調査対象の企業規模は広範にわたっています（数字は年間売上を示します）。
• 10% 5 億ドル～ 10 億ドル
• 35% 10 億ドル～ 50 億ドル
• 40% 50 億ドル～ 200 億ドル
• 15% 200 億ドル超

幹部のプロファイル
回答者の内訳
• 33% 役員レベル（C レベル）
• 34% VP/C レベル直属の部下
• 33% 部長
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1 https://www2.deloitte.com/us/en/pages/
operations/articles/procurement-strategy-
2020-cpo-flash-survey.html

2 https://www.fieldglass.com/resources/
research/contingent-workforce-
insights-2019/download  と https://www.
fieldglass.com/resources/research/services-
procurement-insights-2019   
（22 ページを参照）

3 https://www.mckinsey.com/featured-
insights/future-of-work/what-800-
executives-envision-for-the-postpandemic-
workforce 

4 https://www2.deloitte.com/be/en/pages/
strategy-operations/articles/global-cpo-
survey.html

5 同上

https://www.sap.com/japan/about/legal/trademark.html
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/operations/articles/procurement-strategy-2020-cpo-flash-survey.html
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/operations/articles/procurement-strategy-2020-cpo-flash-survey.html
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/operations/articles/procurement-strategy-2020-cpo-flash-survey.html
https://www.fieldglass.com/resources/research/contingent-workforce-insights-2019/download
https://www.fieldglass.com/resources/research/contingent-workforce-insights-2019/download
https://www.fieldglass.com/resources/research/contingent-workforce-insights-2019/download
https://www.fieldglass.com/resources/research/services-procurement-insights-2019
https://www.fieldglass.com/resources/research/services-procurement-insights-2019
https://www.fieldglass.com/resources/research/services-procurement-insights-2019
https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/what-800-executives-envision-for-the-postpandemic-workforce
https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/what-800-executives-envision-for-the-postpandemic-workforce
https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/what-800-executives-envision-for-the-postpandemic-workforce
https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/what-800-executives-envision-for-the-postpandemic-workforce
https://www2.deloitte.com/be/en/pages/strategy-operations/articles/global-cpo-survey.html
https://www2.deloitte.com/be/en/pages/strategy-operations/articles/global-cpo-survey.html
https://www2.deloitte.com/be/en/pages/strategy-operations/articles/global-cpo-survey.html

	How leaders compare 4 
	Agility in the face of disruption
	How leaders compare
	leaders focus for impact
	Leaders invest in technology
	Leaders embrace data and analytics
	Leaders unlock the power of AI
	Better results, fewer issues
	Under-managing the external workforce - a huge spend category
	Leaving money on the table
	Boost your impact
	Research methodology
	Leaving moey on the table

	backward 39: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 

	forward 39: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 

	Button 7: 
	Button 8: 
	Button 9: 
	Button 10: 
	Button 11: 
	Button 12: 
	Button 13: 
	Button 14: 
	Button 15: 
	Button 16: 
	backward 41: 
	forward 41: 


