
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

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

共同：
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サプライチェーンはビジネスの生命線です。2020年の危機的な市場の
混乱の後、多くの幹部は、よりレジリエンスの高いサプライチェーンを構
築しようと懸命になっています。同時に、幹部はこの不確実な経済環境
の中、サプライチェーンによって他社より抜きん出たいとも考えてい
ます。

SAPは、直接材支出サプライヤーや必須サプライヤーとの関係を管理す
る方法、組織が直面する課題、改善が必要な領域を掘り下げ、さらに
Oxford Economics社と共同で、1,000人の幹部を対象にした調査を
実施しました（うち約 500人は直接材支出担当幹部でした）。本レポー
トは、主として直接材支出に焦点を当てています。

本調査で、直接材支出サプライヤーとのコラボレー
ションについては、さまざまな組織においてまだ十分に
改善の余地があることが明らかになりました。

現状：
• 幹部の 1/3 (32%)が、主要なサプライチェーンプロセスにおいて、
いまだに、外部パートナーとのやり取りに主に電話、電子メール、ス
プレッドシートを使用しています。 

• 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、深刻な問題とな
ります。当社の調査では、幹部の半数以上が自社の製造の 1/4以上を
業務委託していると回答しています。さらに、梱包、在庫管理、入荷ロ
ジスティクス管理については、その大部分が業務委託となっています。

エグゼクティブ
サマリー

26%

いまだに、外部パートナー
とのやり取りに主に電話、
電子メール、スプレッド
シートを使用していると
回答した幹部の割合

32%

わずか

潜在的な過不足を修正す
るために、上位サプライ
ヤーと極めて効果的に連
携していると回答した幹
部の割合
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非効率的なコラボレーションは、テクノロジー不足もその原
因であり、このような場合、組織間のやり取りはほとんどマ
ニュアル作業で行われます。さらに、ほとんどの組織で 3つ
以上の ERPインスタンスが稼動しており、これも複雑さが増
す原因となっています。

こうした課題はあるものの、調査対象の組織の一部は、ほか
の組織より優れていました。これらの直接材支出リーダーは、
直接材サプライヤーとのコラボレーションにより、次のような
高いビジネス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。

直接材支出のリーダーに成功をもたらした 3
つの重要な取り組み

1. サプライヤーをパートナーとして扱う：リーダーは契約製
造業者、共同梱包業者やその他のサプライヤーと効率的
に連携して、取引の枠を超えた戦略的な信頼関係を構築
しています。76%のリーダー（および 44%のその他
の組織）は、重要なサプライヤーに将来の需要に対する
可視性を提供しています。 

2. 株主のように考える：リーダーは調達・購買をビジネスの
重要なパートナーとして捉えています。96%の直接材支
出リーダー（および 81%のその他の組織）は、調達・
購買が製品の品質向上に貢献していると回答してい
ます。

3. 自動化の導入：リーダーはより高度なサプライヤーコラボ
レーションソリューションを使用して、直接材支出および
調達から支払いまでのプロセスを管理しています。例え
ば、92%のリーダー（および 69%のその他の組織）
がネットワークを利用してサプライヤーとやり取りしてい
ます。

エグゼクティブサマリー

は、ネットワークを利用してサプ
ライヤーとやり取りしています

の 
その他の
組織

92%

69%

の 
リーダー

vs

は、重要なサプライヤーに将来の
需要に対する可視性を提供してい
ます

の 
その他の
組織

76%

44%

の 
リーダー

vs
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サプライチェーンはビジネスの中核をなしています。サプライチェーンをうまく管理すれば、
顧客に高品質な商品を最適な価格で迅速に提供できます。しかし、そのバランスはとても
難しいものです。ちょっとした手違いによって、遅延、製品の品質の問題、コストの急増、
顧客の不満、ブランドへのダメージが生じる可能性があります。

直接材支出は
もっと注目すべき
優先事項

概要

2020年の危機によって、多くのサプライチェーンが極限まで追い
詰められました。現在、多くの幹部がリスクを低減すべく努力して
います。同時に、幹部はサプライチェーンに、より多くのビジネス
バリューを付加して（市場投入までの期間を短縮するなど）、不確
実な経済環境の中、俊敏性を高めて効果的に勝ち抜きたいと考え
ています。

サプライチェーンに注目が集まる中、SAPは Oxford Economics社と共同で、468人の
直接材支出担当幹部を対象にした調査を実施しました。結果は次の通りです。
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直接材支出に
おける課題

当社の調査により、組織の直接材支出サプライヤーへの過度な依存とサ
プライヤーコラボレーションに対する現在のアプローチとの間に、深刻
な不一致があることが判明しました。

調査によると、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。加えて、梱包、在庫管理、入荷ロジスティクス管理については、
その大部分を業務委託しています。顧客満足度とブランド認知への影響
を考慮すると、これらの業務を外部パートナーに委託してしまうことに
は、若干のリスクがあります。調達から支払いまでのプロセス全体にわ
たって、組織がこれらのパートナーと緊密に連携することが非常に重要
です。

しかし、組織はパートナーやサプライヤーと緊密に連携
していません。

現状：
• 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。

製造の 1/4以上を業務委託
していると回答した企業の
割合

潜在的な過不足を修正す
るために、上位サプライ
ヤーと極めて効果的に連
携していると回答した幹
部の割合  

26%
わずか

半分 
以上
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テクノロジー導入の遅れ
問題の一つに、テクノロジー導入の遅れがあります。当社の調査による
と、32%の幹部が主要なサプライチェーンプロセスにおいて、外部パー
トナーとのやり取りに主に電話、メール、スプレッドシートを使用してい
ます。さらに、33%がオンプレミスのサプライヤーポータルを使用し、
15%が EDIを使用しています。これは厄介です。手作業によるコラボ
レーションや従来のテクノロジーでは俊敏に対応できず、想定外の事態
に対する計画を立てにくいためです。

さらに、調査対象の組織の半数以上が、3つ以上の ERPインスタンス
を使用していました。断片化したテクノロジーランドスケープも、複雑さ
が増した原因です。こうした状況では、需要と供給を自動的に結びつけ
る、合理化された統合プロセスを構築するのが困難になります。

可視化が不十分
手作業のコラボレーションでは、在庫レベル、入荷ステータス、サプラ
イヤーの需要対応能力を十分に把握できません。このため、供給網の混
乱や供給不足を予測し、リスクを軽減するのが困難になり、製造および
最終顧客への納入の遅延連鎖が発生する可能性があります。

図 1：直接材支出サプライヤーに対する可視化が不十分

直接材支出サプライヤーの以下の領域に対する可視化が不十分であると回答した
幹部の割合

直接材支出における課題

直接材支出サプライヤーが在庫レベルを管理

57%
サプライヤーが需要に対応できるかどうか

48%
2次または 3次直接材支出サプライヤー

45%
直接材支出サプライヤーからの入荷状況

42%

主要なサプライチェーン
プロセスにおいて、外部
パートナーとのやり取り
に主に電話、メール、ス
プレッドシートを使用し
ている企業

3社中 
1社
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およそ 2人に 1人の幹部が、納入遅延、完成品 /仕掛品の品質の
低さ、製品不足の問題があると回答しています。こうした問題は、
カスタマーエクスペリエンスにダメージを与える可能性があります。

SAPの調査により、課題を克服し、大きなビジネス成果を上げて
いる直接材支出リーダーがいることが明らかになりました。こうした
リーダーの成功の秘訣をご覧ください。

図 2：直接材支出サプライヤーに関する広範な問題

直接材支出サプライヤーに関して、以下の問題を抱えた経験があると回答し
た幹部の割合

直接材支出における課題

多くの企業で、直接材支出サプライヤーに関する
重大な問題が発生しています。

の幹部が、納入遅延、
完成品 /仕掛品の品
質の問題があると回答
しています

およそ
半数

遅延納入

52%
完成品および仕掛品の品質に関する問題

49%
サプライヤーが需要に対応できない

46%
製品の不足

44%



ビジネス成果を 
高めるための 
直接材支出 
リーダーの 3つの
重要な取り組み

サプライヤーを
パートナーとして扱う

株主のように考える

自動化の導入

1
2
3
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図 3：リーダーの方がサプライヤーと効果的に連携して問題を解決している

サプライヤーと非常に効果的に連携して、以下の問題を修正している幹部の割合

上位サプライヤーとパートナーのような協力関係を築いていると回答した割合は、直接材支
出リーダーの方がほかの組織よりも高くなっています（リーダーの 75%に対し、その他の
組織は 54%）。同様に、サプライチェーンコラボレーションが「極めて効果的である」と回
答した割合も、リーダーの方が高くなっています（リーダーの 74%に対し、その他の組織
は 46%）。

信頼が大切です。直接材支出リーダーは主要なサプライヤーと、取引の枠をはるかに超え
た戦略的な関係を築いています。例えば、リーダーは、重要なサプライヤーに将来の需要
に対する可視性を提供しています（リーダーの 76%に対し、その他の組織は 44%）。その
オープンな透明性が、問題への対応を含め、サプライヤーとのより効果的なコラボレーション
を可能にしています。

直接材支出リーダーはサプライヤーと効果的に連携して問題を修正していますが、まだ改善
の余地はあります。最終顧客への納入の問題、製品不足、および製品の品質の問題は、顧
客満足度に悪影響を及ぼす可能性があります。

サプライヤーを 
パートナーとして扱う1

最終顧客への納入の問題の修正

69%
48%
潜在的な過不足の修正

49%
22%
製品品質の問題の修正

43%
29%

直接材支出リーダー その他の組織

直接材支出 
リーダーは

効果的にサプライヤーと
連携して潜在的な不足や
超過に対応しています

2倍
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図 4：リーダーは調達・購買はビジネスに戦略的に貢献すると認識している

企業が以下のビジネス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

直接材支出リーダーは、調達・購買がビジネスに戦略的に貢献すると認識しています。直接
材支出リーダーは、調達・購買がビジネス目標の達成（製品品質の向上、イノベーションの
推進、成長 /収益の向上など）に大きく影響すると考えています。ビジネス目標達成への影
響は、調達・購買がこれまで焦点を当ててきたコスト削減やリスク軽減をはるかに上回るもの
です。

株主のように考える2

製品の品質の向上

96%
81%
成長 /収益の向上

96%
80%
コストの削減

94%
87%
リスクの軽減

94%
83%
イノベーションの推進

94%
80%
新製品 /サービスを市場に迅速に投入

93%
80%
製品の開発または改善  

90%
79%

直接材支出リーダー その他の幹部

が、新製品開発のためのサプライ
ヤー選定において、調達・購買が
重要な役割を果たすと回答してい
ます

の 
その他の
組織

88%

62%

の 
直接材支出
リーダー

vs

が、調達・購買部門は社内のビジ
ネスリーダーとうまく連携している
と回答しています

の 
その他の
組織

88%

55%

の 
直接材支出
リーダー

vs
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直接材支出リーダーはサプライヤーネットワークを十分に活用して、必要なときに迅速に代替
サプライヤーを見つけ、より俊敏に対応し、最終顧客に影響を与える出荷中断リスクを減らす
ことができます。

真の俊敏性とは、組織がサプライチェーンをすばやく容易に
再構成できることを意味します。

図 5：リーダーはテクノロジーを最大限活用している

次のような調達・購買テクノロジーを活用している組織の割合

サプライヤーと連携するためのネットワーク

92%
69%

データのパターンを自動的に検出して例外を警告する、
調達・購買テクノロジー

86%
55%

調達から決済までのプロセスでサプライヤーと連携するために
単一ソリューションを利用  

75%
58%

主要なサプライチェーンプロセスにおいて外部パートナーとのやり取
りにクラウドベースのコラボレーションソリューションを主に使用

61%
13%

直接材支出リーダーはサプライヤーコラボレーションソリューションを最大限活用して、サプライヤー
との取引を自動化およびスピードアップし、主要なサプライチェーンプロセスでコラボレーションを実
現しています。

自動化の導入3

直接材支出リーダー その他の幹部

が、外部パートナーとのやり取りに
主にクラウドベースのコラボレー
ションソリューションを使用してい
ます

の 
その他の
組織

61%
13%

の 
直接材支出
リーダー

vs
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図 6：リーダーはサプライヤーコラボレーションソリューションを最大限活用している

以下の領域を支援するサプライヤーコラボレーションテクノロジーを有している組織の割合

購買発注でのコラボレーション

75%
48%
需要の変更をサプライヤーに通知

75%
31%
指定納入日付の変更をサプライヤーに通知

74%
40%

サプライヤーの請求書の処理

68%
46%

サプライヤーへの支払い

68%
50%

品質プロセスでのコラボレーション

63%
49%
サプライヤーのパフォーマンスの追跡  

63%
30%

主要なサプライチェーンプロセスで外部パートナー（契約製造業者、契約梱包業者、委託製造業
者など）とのやり取りに主にクラウドベースのコラボレーションソリューションを使用していると回
答した割合は、リーダーの方が高くなっています（リーダーは 61%、その他の組織は 13%）。コ
ラボレーションソリューションは、需要や納期変更の伝達、サプライヤー実績の追跡など、広範な
サプライヤーコラボレーションをサポートします。

直接材支出リーダー その他の幹部
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さらに、リーダーは 1次および 2次サプライヤーが出荷中断を起こす可能性を警告する、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することができます。

図 7：リーダーのテクノロジーはデータ主導型の意思決定に役立つ

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」と回答した幹部の割合

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

85%
49%
グローバルデータを調べて、主要業績指標 (KPI) に対する
パフォーマンスを把握できる（サイクル時間やコンプライアンスなど）  

81%
53%
調達・購買テクノロジーにより、
サプライヤーとの交渉に必要なデータを提供する  

76%
58%

直接材支出リーダーのテクノロジーは、支出管理やサプライヤーとの交渉を含め、データ
主導型の意思決定に役立っています。

直接材支出リーダー その他の幹部

さらに、直接材支出リーダーの ERPランドスケープはそれほど複雑ではありません。3つ以上の
ERPインスタンスを使用しているリーダーは 1/4 (24%)です（これに対し、その他の組織は
61%）。

の 
その他の
組織

78%

53%

の 
直接材支出
リーダー

1 次サプライヤーの出荷中断を引き
起こす可能性のあるイベントを自動
的に警告できます

vs
の 
その他の
組織

60%

30%

の 
直接材支出
リーダー

2次サプライヤーの出荷中断を引き
起こす可能性のあるイベントを自動
的に警告できます

vs



15 / 21

直接材支出
リーダーは高い
ビジネス成果を
上げている

直接材支出リーダーのデジタルトランスフォーメーションへの投資は成果を上げており、サプライヤーコ
ラボレーションやサプライヤー実績管理は大幅に改善されています。

図 8：リーダーのデジタルトランスフォーメーションへの投資は成果を上げている

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回答した幹部の割合

サプライヤーとのコラボレーション

90%
66%
サプライヤー実績管理

88%
64%

直接材支出リーダー その他の幹部

リーダーはデジタルトランス
フォーメーションによって、 
大きな成果を上げています
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が、品目 /単位原価が 5%以上
下がったと回答しています

の 
その他の
幹部

85%

49%

の 
直接材支出
リーダー

vs

が、納期と数量の遵守率が 5%
以上改善したと回答しています

の 
その他の
幹部

82%

47%

の 
直接材支出
リーダー

vs

図 9：リーダーは直接材サプライヤーとの緊密なコラボレーションにより、 
優れた成果を上げている

直接材サプライヤーとのコラボレーションにより、以下の領域で 10%以上の改善が見られたと回答した
幹部の割合

在庫回転率

69%
30%
スタッフ /チームの生産性

65%
28%

製品不足の解消

64%
26%

サプライヤーからの指定納期納入

64%
30%

市場投入までの時間の短縮

63%
30%
緊急出荷コスト

60%
25%

直接材支出リーダー その他の幹部

リーダーは直接材サプライヤーと緊密に連携して、納期と数量の遵守率、市場投入までの期間、コ
スト削減率、製品不足を大幅に改善しています。リーダーはほかの組織と比べて、常に 2倍の成果
を上げています。

さらに、85%のリーダーが（その他の幹部は 49%のみ）、品目 /単位原価が 5%以上下
がったと回答しています。また、82%のリーダーが（その他の幹部は 47%のみ）、納期と数
量の遵守率が 5%以上改善したと回答しています。
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直接材支出リーダーは、サプライヤーをパートナーとして扱い、サプライチェーンからより多くのビ
ジネスバリューを引き出し、リスクを減らすことの重要性を我々に教えてくれます。リーダーは主要
なサプライヤーとパートナーのような信頼関係を築き、サプライヤーがビジネスニーズを明確に把
握できるようにしています。これは、すべての組織が肝に銘じておくべき教訓です。

テクノロジーは、直接材支出リーダーの成功に重要な役割を果たしています。サプライヤーとの通
信の自動化により、組織はビジネスニーズに合わせて迅速に方向転換できるようになりました。手
動プロセスに依存する限り、俊敏に対応することはできません。2020年の危機的な出来事によっ
てこのことが明らかになり、変化は避けられないことがわかりました。

リーダーから
学ぶ

結論

直接材支出リーダーは主要
なサプライヤーとパートナー
のような信頼関係を築き、ビ
ジネスニーズをサプライヤー
から明確に把握できるように
しています。

直接材支出リーダーの成功は注目に値す
るものであり、ほかの組織のよい手本と
なっていますが、リーダーにもまだ改善の
余地はあります。サプライヤーとより緊密に
連携して問題（特に製品の過不足や品質の
問題）を修正する必要があります。また、
直接材支出リーダーは2次以降のサプライ
ヤーの可視性を強化するだけでなく、リス
クの低減およびビジネスの保護にも取り組
む必要があります。

企業はサプライチェーンを合理化して、シンプル化と効率性を推進する
必要があります。テクノロジーはそれを可能にします。しかし、特効薬
ではありません。
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成果を上げるには

調査結果に基づいて、直接材支出をうまく管理するために今すぐ実施
できる 6つのステップを考案しました。
1. サプライヤーをパートナーとして捉える。サプライヤーがビジネス
ニーズを明確に把握できるようにし、需要計画、品質管理などに
おいてサプライヤーと緊密に連携します。

2. サプライチェーンを的確に把握する。特に 2次以降のサプライ
ヤーに対して、事前対策的なリスク管理アプローチをとります。
What-if分析を使用してサプライチェーンの脆弱性を特定し、リス
ク軽減計画を定期的に更新します。

3. ほかの部署のニーズを適切に把握する。企業全体に戦略的に貢
献できるようにします。

4. サプライヤーコラボレーションの自動化に投資する。要件や需要
および納期の変更を迅速に伝達できるようにします。また、想定
外の事態に対する計画も策定します。

5. 変革への取り組みにサプライヤーを加える。サプライヤーと協力
して、需要と供給を自動的に結びつける統合プロセスを構築しま
す。

6. サプライチェーンの合理化とシンプル化のバランスを取る。サプラ
イチェーンをシンプル化および合理化することは重要ですが、少
数のサプライヤーに過度に依存しないように気を付ける必要があ
ります。
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SAPの調査では、直接材支出担当幹部の約 15%が、ほか
の幹部と比べて直接材支出をより厳格に管理していました。
次の 5つの領域で幹部の回答を分析することで、直接材支
出を担当するリーダーを特定しました。
• プロセスの自動化
• データ主導型の意思決定
• サプライヤーからのビジネスニーズの可視化
• サプライヤーと連携した問題の修正
• 高度なサプライヤーコラボレーションソリューションの利用
アンケートの次の 5つの質問に対する回答に基づいて、回答
者を分類しました。リーダーは、次の 5つの基準をすべて満
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」と回答した幹部を直接材支出リー
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
幹部を直接材支出リーダーとします。

3. 組織の直接調達に関する以下の文章に、どの程度同意しますか ?
重要なサプライヤーが組織のビジネスニーズを把握できることに
「同意」または「強く同意」する幹部を直接材支出リーダーとし
ます。

4. 以下の領域において、組織は上位サプライヤーとどの程度効果的
に連携していますか ?
「最終顧客への納入の問題および潜在的な過不足の修正」または
「最終顧客への納入の問題」に「極めて効果的」に対処している
幹部を直接材支出リーダーとします。

5. 製造計画や実行など、主要なサプライチェーンプロセスでの外部
パートナー（契約製造業者、契約梱包業者、委託製造業者など）
とのやり取りに、主に何を使用していますか ?
直接材支出リーダーは、「オンプレミスのサプライヤーポータル」
または「クラウドベースのコラボレーションソリューション」と回
答する必要があります。

『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
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

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。

調達・購買の 
デジタルトランス 
フォーメーションの始動

直接材支出リーダーとは ?

調査手法

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/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  
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
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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などのサービスを担当する 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。本レポートは、SAPの調査で 468人の
直接材支出担当幹部から得られたデータに基づいています。回答者の内訳を以下に示します。

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

• 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）、化学、食品・
消費財、重工業 /製造、ハイテク、ライフサイエンス /医薬品、石油・ガス、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）。
• 8% 5億ドル～ 9億 9,900万ドル
• 39% 10億ドル～ 49億ドル

• 40% 50億ドル～ 199億ドル
• 13% 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
• 29% 部長

部門の内訳
• 73% 調達・購買
• 27% サプライチェーン

製造業務委託
自社製造
• 0～ 25%  .............................................................
• 26～ 50%  ...........................................................
• 51～ 75%  ............................................................
• 76～ 100%  .........................................................

回答者の比率
46%
16%
17%
20%

本サンプルでは平均 41%の幹部が自社製造を行っています。
業務委託されている製造のタイプ
• 部品（社内での仕上げ加工あり） ............................
• プロセス製造  .........................................................
• 完成品（プライベートブランド、ホワイトラベル）  ....
• 上記以外  ...............................................................

回答者の比率
33%
33%
23%
27%

ERP インスタンスの数
平均 3.4の ERPインスタンスが使用されています。
3つ以上の ERPインスタンスを使用している直接材支出リーダーは 
24%のみです（これに対し、その他の組織は 61%）。
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