
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

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 
SAP

協力：
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2020年の業務の混乱を受けて、サプライヤーリスクは、企業の幹部が最も留意し
ているポイントになっています。新型コロナウイルス感染症は企業のストレステスト
をはるかに超えるものであり、ビジネスリスクに対する認識を変えてしまいました。
去年までは許容し得ると考えられていた手法が、今やリスキーなものになったの
です。

SAPは Oxford Economics社と共同で、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に、23カ国の 1,000人の調
達・購買およびサプライチェーン担当幹部を対象として調査を実施しました。この
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
我々が調査した分野の 1つはサプライヤーリスクです（企業がどのようにサプライ
ヤーリスクを管理しているか、企業が直面している課題、改善が必要な箇所）。本
レポートでは主として、サプライヤーリスクに関する調査結果を記載します。

一見すると、幹部によるサプライヤーリスクの管理（調達・購買の重要な役割）は
進展しているように見えます。幹部の 2/3が、自社の調達・購買機能は、サプラ
イヤーに関するリスク対応力が高いと回答しています。

しかし、回答を詳しく見てみると、多くの脆弱性が見えてきます。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幹部は半数に過ぎず、調
達・購買機能の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
幹部はわずか 1/3でした。

わずか

49% 32%
わずか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幹
部の割合

自社の調達・購買機能により、
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
回答した幹部の割合

エグゼクティブ
サマリー
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高度なアナリティクスの活用により、幹部はサプライヤーリスクを適切に把
握できるようになりましたが、テクノロジーはまだ十分に活用されていま
せん。具体的には、以下のような数値が出ています。
• 57%の幹部が、1次サプライヤーに影響する供給網の混乱に関する第
三者データに基づいてレコメンデーションを自動作成する調達・購買
機能を備えていると回答していますが、2次サプライヤーについては
39%に低下します。

• 1次サプライヤーに影響を及ぼす地政学的な影響に関する第三者デー
タに基づいてレコメンデーションを自動作成する調達・購買機能を備え
ていると回答している幹部はわずか 44%に過ぎず、2次サプライヤー
についてはさらに低く(23%) なっています。

さらに、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。
• 代替供給ソースを迅速に見つけることができると回答した幹部は半数
に過ぎませんでした。

• 半数以上 (53%) の直接材支出担当幹部が、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。特に重要な
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て
います。

『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、他社を凌駕するリーダーグループの存在が明らかになりました。
リーダーグループは、調達・購買テクノロジー、自動化および AIなど、調
達・購買変革に関わる重要な要素への投資および採用において、他社を
圧倒しています。リーダーがサプライヤーリスクに関して他社を凌駕してい
るポイントや、改善を要するポイントをご覧ください。

エグゼクティブサマリー

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
の割合

半数
未満

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
幹部の割合

わずか
半数

リーダー企業においても、サプライヤーリスク管理については他の組織
よりもわずかに先行しているに過ぎないことがわかりました。サプライ
ヤーリスクは依然として、すべての組織にとって重要な課題であり、最優
先事項です。
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多くの幹部にとって、新型コロナウイルス感染症は有り難くないモーニングコールでした。
一夜にして、企業はサプライヤーの可視性に大きなギャップがあることに気づきました。

今、我々は、著者でありソートリーダーであるピーター・ヒンセン 
(Peter Hinssen) 氏が「ネバーノーマル」1と呼ぶビジネスの新時
代に突入しました。不確実性は当たり前のことであり、慣れていか
ねばなりません。地政学的勢力や極端な気象現象などによる危機的
状況を予想し、それに備える必要があります。企業はサプライヤー
リスク戦略を強化して、ビジネスを保護するために、今すぐ行動す
る必要があります。

Oxford Economics社の協力による『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』の一環として、23
カ国、14業種のサプライヤーリスク管理を調査しました。一見する
と、幹部によるサプライヤーリスクの管理（調達・購買の重要な役
割）は進展しているように見えます。幹部の 2/3が、自社の調達・
購買機能は、サプライヤーに関するリスク対応力が高いと回答して
います。

しかし、彼らの行動の多くは、別のストーリーを示しています。

企業のリスク軽減計画は不適切だったのではと思い始めました。去年までは許
容し得ると考えられていたものも、今やリスキーなものになったのです。

危機的状況に
備える必要性

概要

企業はサプライ
ヤーリスク戦略
を強化して、ビジ
ネスを保護する
ために、今すぐ行
動する必要があ
ります。
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調査により、企業のサプライヤーリスク管理戦略の脆弱性が明らかになり
ました。
• 潜在的な供給中断に対処するためのリスク軽減計画を定期的に更新し
ている幹部は半数に過ぎません。

• 自社の調達・購買機能により、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幹部はわずか 1/3です。

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います。このことはリスク要因になります。
• 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
部は半数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。

可視性が低いことも重要な問題です。自社 (48%) またはサプライヤー 
(46%) 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、半分にも達していません。

サプライヤー 
リスク管理の 
課題

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幹
部の割合

わずか

49%

自社の調達・購買機能に
より、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
幹部の割合

わずか

32%

十分な情報が得られないため、企業は不測の
事態（突然の供給中断や受注のピークなど）に
迅速に対応することができません。
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当社の『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』
では、他社を凌駕するリーダーグループ（幹部の約 10%）の存在が明らかになりまし
た。リーダーグループは、調達・購買テクノロジー、自動化および AIなど、調達・購
買変革に関わる重要な要素への投資および採用において、他社を圧倒しています。 

しかし、サプライヤーリスクとなると、話は別です。リーダーはサプライヤーリスクの軽
減において、他社よりもわずかに先行しているに過ぎず、やるべきことはまだたくさんあ
ります。リーダーが他社を凌駕しているポイントや、改善を要するポイントについて見て
いきましょう。

「ネバーノーマル」に向けた計画
激変（ネバーノーマル）に対応するには、変化の逆風を乗り越え、混乱を予測し、それ
に備える必要があります。

リーダーの 
見解

Deloitte 2020 CPO Flash Surveyは、90%の企業が広範なサプライネットワークに対して
中程度から非常に低いレベルの可視性しか実現しておらず、改善の余地があることを示してい
ます。ほとんどの供給継続の失敗が 1次サプライヤー以外の問題に起因するとなれば、これは
深刻な問題になります。2

サプライヤーリスクに対する可視性を高め、混乱が発生した場合に、
代替サプライヤーにすばやくアクセスできる必要があります。
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当社の調査によると、リーダーでさえも「ネバーノーマル」に向けた
準備ができていません。 

サプライヤーリスク管理は非常に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（リーダーが 49%であるのに対し、その他の幹部は 30%）、常にうま
くいっているわけではありません。

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

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

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

その他の幹部リーダー

63%
58%

62%
47%

59%
62%

リーダーの見解

図 1：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」組織の割合

すべての企業が、ビジネスニーズに合わせてサプライヤーの組み合
わせを再評価し、リスク軽減計画を定期的に更新し、リスクレベル
とカテゴリーに基づいてサプライヤーをセグメント化する作業に
もっと力を注ぐ必要があります。

リーダー その他の幹部
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リーダーの見解

在庫をより的確に把握
リーダーもその他の幹部も、自社およびサプライヤーの在庫状況を適切に把握する必要があ
ります。注文を期日どおりに履行し、供給の混乱に対処するには、在庫の可視化が非常に重
要です。

図 2：組織の在庫レベルの可視化が不十分である

以下の領域について、リアルタイムまたはほぼリアルタイムのデータを持っている
調達・購買機能の割合

サプライヤーの在庫レベル

会社の在庫レベル

その他の幹部リーダー

49%
48%

50%
46%

「万一に備える」サプライチェーンの構築
代替供給ソースを迅速に見つけることができると回答した幹部は 10人中 6人に過ぎませんでし
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、振り子が大きく揺れすぎて、調達・
購買機能は少数サプライヤーに過度に依存してしまっています。これによりリスクが生まれ、供給
が中断した場合、調達・購買は迅速に対応できなくなります。

Eurasia Group社および GZERO Media社の創業者兼社長のイアン・ブレマー (Ian Bremmer) 
氏は、「より多くの企業がジャストインタイムのサプライチェーンから万一に備えるサプライチェーン
に焦点を移す必要がある」と述べています。

現在、多くの企業が軌道修正に取り組んでいます。Deloitte 2020 CPO Flash Surveyによると、
47%の調達・購買担当幹部はサプライベース全体を拡張する計画を立てています。これは、サプ
ライヤーの合理化から離れる方向に大きく変化していることを示しています。3

が代替供給ソースを迅速に見つ
けることができると回答してい
ます

のその他
の幹部

61%

49%

のリーダー

および

リーダー その他の幹部
わずか
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供給網の混乱が2次サプライヤーに影響を及ぼした経験がある

供給網の混乱が1次サプライヤーに影響を及ぼした経験がある

その他の幹部リーダー

70%
56%

53%
37%

68%
42%

コモディティ価格の変動

59%
42%

49%
20%

地政学的な影響が1次サプライヤーに影響を及ぼした経験がある

地政学的な影響が2次サプライヤーに影響を及ぼした経験がある

が、1次サプライヤーに影響する
供給網の混乱に関する第三者
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
て、サプライヤーリスクを軽減して
いる

のその他 
の幹部

70%

56%

の 
リーダー

vs

が、2次サプライヤーに影響する
供給網の混乱に関する第三者
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
て、サプライヤーリスクを軽減して
いる

53%

37%

の 
リーダー

のその他
の幹部

vs

図 3：リーダーは第三者データを最大限に活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

リーダーの見解

第三者データからより多くの価値を引き出す
リーダーは、サプライヤー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
ションを使用して、予期しない事態に迅速に対応できる環境を作っています。しかしさらに、
第三者データを最大限に活用して、潜在的な中断を予期し、混乱を軽減する必要があります。

リーダー その他の幹部
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サプライヤーのパフォーマンスの可視化
すべての組織が、サプライヤーのパフォーマンスを可視化するのに苦労しています。48%のリーダー（お
よび 46%のその他の幹部）が、ベンダーのパフォーマンスの可視化は困難であると回答しています。

サプライヤーのパフォーマンス管理については、リーダー企業は他社よりもわずかに先行していますが、
まだ改善の余地があります。自社の調達・購買機能により、サプライヤーのパフォーマンス管理が極め
て効果的に行われていると回答した幹部はわずか 54%で、その他の幹部は 31%でした。

これは、リーダーにとっても他の幹部にとってもよくありがちな問題です。事実、37%のリーダー（お
よび 49%のその他の幹部）がサプライヤーのパフォーマンスの問題に遭遇しています。可視性の向上
やサプライヤーとの緊密なコラボレーションが実現すれば、ダウンストリームで問題が減少する可能性
があります。

リーダーの見解

サプライヤー選定

サプライヤー実績管理

その他の幹部リーダー

81%

61%

74%
64%

74%
63%

74%
60%

サプライヤーとのコラボレーション

リスク管理

図 4：リーダーは調達・購買のデジタルトランスフォーメーションのメリットを享受している

調達・購買機能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

調達・購買のデジタルトランスフォーメーションのメリットの享受
リーダーは、サプライヤーリスクに影響を及ぼすさまざまな領域で、調達・購買のデジタルトランスフォー
メーションのメリットを享受しています。例えば、リーダーはサプライヤーのパフォーマンスを適切に管
理し、サプライヤーとの緊密なコラボレーションが実現し、必要に応じて新規サプライヤーを選定でき、
リスク管理も改善しています。

リーダー その他の幹部
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長年にわたり、調達・購買部門はサプライヤーの合理化に力を注ぎ、無駄のない
ジャストインタイムのサプライチェーンを構築し、少数のサプライヤーの支出を連結して、
最適な価格を実現してきました。しかし時代は変わりました。

サプライヤー 
リスクの削減は 
最優先事項である

結論

「ネバーノーマル」においては、企業は危機的状況を予測し、それに備えることに集
中する必要があります。サプライヤーに影響を及ぼす可能性のある潜在的な混乱を可
視化し、可能な限り単一のサプライヤーに過度に依存するのを避け、必要に応じて代
替サプライヤーを見つける準備をしておく必要があります。

リーダー企業は他社よりも一歩先を行っています。リスク軽減に対してやや積極的なア
プローチをとり、データ、アナリティクス、自動化を十分に活用して、リスクに迅速に
対応しています。リーダーはまた、サプライヤーとのコラボレーションの強化やパフォー
マンスの改善など、調達・購買のデジタルトランスフォーメーションのメリットも享受し
ています。

しかし、デジタル化は最初のステップに過ぎません。リスクをより効果的に軽減するに
は、企業は高度なアナリティクスを取り入れ、サプライヤーに影響を及ぼす可能性のあ
る供給網の混乱に関する第三者データを十分に活用する必要があります。

さらに、在庫レベルとサプライヤーのパフォーマンスに関する可視性を向上させる必要
があります。サプライヤーリスクの軽減はビジネスの最優先事項であり、すべての企業
がこの課題に立ち向かう必要があります。

昨日のサプライヤーリスク戦略は、もはや役に立たなくなりました。
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サプライヤーリスクを軽減するステップ

調査結果に基づいて、サプライヤーリスクをより効果的に管理する
ための 7つのステップを考案しました。

1. エンドツーエンドのサプライヤーの可視化を目指す。リスクを予
想して軽減するには、可視化が不可欠です。1次サプライヤー
の可視化だけでは不十分であり、2次サプライヤーと3次サプ
ライヤーの可視化も検討する必要があります。

2. 在庫状況をリアルタイムで把握する（自社およびサプライヤー両
方の）。

3. リスク管理を継続的な作業であると認識する。リスクは常に変
化するため、ビジネスを守るためにリスク軽減計画を定期的に
更新する必要があります。

4. リスク管理にサプライヤーを巻き込む。1次サプライヤーの先ま
でリスク管理に含める。サプライヤーは潜在的な混乱に対する
独自の知見を持っている可能性があるため、サプライヤーから
の情報提供によって戦略を強化します。

5. サプライベースを多様化する。可能な限り単一のサプライヤー
に過度に依存するのを避けます。

6. バックアップ計画を策定する。代替サプライヤーをすばやく見つ
けられるようにします（例えば、サプライヤーネットワーク経由
で）。

7. 組織を刷新し、スピードと俊敏性を持って行動できるようにす
る。高度なアナリティクスや AIを取り入れ、データサイエンス
スキルに投資することで、真の価値を創出します。
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『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』では、幹部の約 10%が他を凌駕
していました。こうしたリーダーを見極めるために、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・購買の管理における課題

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、次の 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 ?
リーダーは、「ほとんどのプロセスが自動化されてい
る」または「すべてのプロセスが自動化されている」
と回答した組織です。

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 ?
リーダーは、「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組織です。

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 ?
リーダーは、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」すると回答した組織です。　

4. 組織全体での調達・購買の管理に関する次の要素
は、どの程度困難ですか ?
リーダーは、以下の選択肢の 6つ以上に「それほど
難しくない」または「まったく難しくない」と回答し
た組織です。
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を確保
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を追跡
9. 調達・購買プロセス全体にわたって、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、
外部要員）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、また
は不十分

調査手法

リーダーとは ?
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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、外部要員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。

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

• ラテンアメリカ：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

調達・購買の 
デジタルトランス 
フォーメーションの始動

『 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

投資利益率を高め、外部要員 /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

リーダー企業が他社を引き離している
要因： リーダーは高みを目指す：調達・
購買の戦略的価値を高める

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/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/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  
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/collaboration-beyond-transactions?campaigncode=CRM-PR21-XIP-OFFERCL  
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  
https://www.ariba.com/resources/library/library-pages/collaboration-beyond-transactions?campaigncode=CRM-PR21-XIP-OFFERCL  
https://www.ariba.com/resources/library/library-pages/leaders-aim-higher?campaigncode=CRM-PR21-XIP-OFFERCL  
https://www.ariba.com/resources/library/library-pages/leaders-aim-higher?campaigncode=CRM-PR21-XIP-OFFERCL  
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/ja-jp/procurement-insights-research


© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights 
reserved.

本書のいかなる部分も、SAP SE 又は SAP の関連会社の明示的な
許可なくして、いかなる形式でも、いかなる目的にも複製又は伝送
することはできません。
これらの文書は情報提供のためにのみ提供するもので、予告なしに
変更されることがあります。SAP 又はその関連会社は、これら文書
に関する誤記脱落等の過失に対する責任を負うものではありません。
本書に記載される SAP 及びその他の SAP の製品やサービス、並び
にそれらの個々のロゴは、ドイツ及びその他の国における SAP SE 
（又は SAP の関連会社）の商標若しくは登録商標です。本書に記載
されたその他すべての製品およびサービス名は、それぞれの企業の
商標です。商標に関する詳細の情報や通知に関しては、https://
www.sap.com/japan/about/legal/trademark.html をご覧く
ださい。

1 https://www.peterhinssen.com/ 

2 https://www2.deloitte.com/us/en/pages/
operations/articles/procurement-strategy-
2020-cpo-flash-survey.html

3 同上

https://www.sap.com/japan/about/legal/trademark.html
https://www.sap.com/japan/about/legal/trademark.html
https://www.peterhinssen.com/
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

	backward 39: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 

	forward 39: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 



