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今までのやり方は通用しません。

多くの組織が調達・購買の基盤であるサプライヤーの管理に苦労しています。今ひとつぱっと
しないサプライヤーコラボレーション、パフォーマンスに不満が残るサプライヤー、可視性の
不足など、改善すべき課題が山積しています。2020年の混乱は、こうした以前から存在する
問題を顕在化させたに過ぎません。

SAPは、この激しく変化する複雑なビジネス環境において、組織が俊敏性を持って、すば
やく転換する準備ができているのかどうかを知る必要があると考えました。そこで Oxford 
Economics社と共同で、調達・購買業務が組織に与える影響、サプライヤーコラボレーション
の現状、テクノロジーとプロセスのデジタル化が調達・購買部門に与える影響を調査しました。
この徹底した調査には、世界 23カ国、14の業種から 1,000名の調達・購買およびサプライチェー
ン担当の幹部が参加しました。

エグゼクティブ
サマリー

• 組織間で、ばらつきのあるプロセス自動化の進捗
10人のうち約 4人 (37％ ) の幹部が、自分の組織の調達・購買の 
ほとんど /すべてが手作業であると回答しています。

• データとアナリティクスの活用不足
調達・購買向けテクノロジーのおかげで、組織全体の支出に関する意思決定を、 
データに基づいて行えるようになったと回答した幹部は、全体の 
約半分 (54％ ) しかいませんでした。

• 多くの企業で遅々として進まぬ AI導入
意思決定のためにデータを分析する際、機械学習 /AI に基づくテクノロジーを 
使用している幹部は、全体の半分 (51%) にとどまりました。

その結果が届き、以下をはじめとする興味深い知見が多数得られました。
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リーダーの成功の秘訣。それは、次のような 
取り組みに隠されています。

1. データとアナリティクスを活用する：リーダー
は、データとアナリティクスをより積極的に活
用し、組織全体でデータに基づく支出の意思決
定を下し、ビジネスの方向性を判断していま
す。リーダーの 70%（リーダー以外ではわずか
17％）が、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ます。

2. AIのパワーを引き出す：リーダーは、AI/機械
学習に多額の投資を行っています。リーダーの
99％（リーダー以外ではわずか 45％）が、意思
決定のためのデータ解析に機械学習 /AI ベース
のアナリティクス技術を導入しています。

3. 社内に定着させる：リーダー企業では、調達・
購買の新しいプロセスとテクノロジーがより深
く浸透しています。新技術の社内定着率の低さ
が、調達・購買部門のデジタルトランスフォー
メーションの障壁になっていると回答した幹部
は、リーダーグループにおいては、わずか 16%
でした（リーダー以外は 44％）。

他の回答者を凌駕する成果を上げている「リーダー」グループ（全幹部の約 10％）の存在が 
明らかになりました。

エグゼクティブサマリー

リーダーグループは、調達・購買のデジタルトランスフォーメーションにおいて、 
はるかに先行しており、投資に見合った成果を上げています。はるかに大きな 
ビジネスメリットを実現し、調達・購買にまつわる一般的課題の多くを回避しています。

が、支出全体を自動的に 
リアルタイムで明確に 
把握できています。

のその他の 
組織

70%

17%

のリーダー

vs

が、機械学習 /AIベースの 
アナリティクス技術を活用して、 
意思決定のためのデータ分析を 
行っています。

のその他の 
組織

99%

45%

のリーダー

vs

すばらしい成果を上げているリーダーでも、完璧で
はありません。リーダー企業が他組織よりも優れて
いる理由や、さらに改善が必要な領域については、
この後の本文をご覧ください。



5 / 26

企業は、予期せぬ事態に備えて俊敏性を確保する必要があります。

調達・購買部門は、この激しく変化するビジネス
環境を乗り切る準備ができているのでしょうか。

変化するのが常態
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2020年の出来事は、「通常のビジネス」を覆しました。私たち
は今、ソートリーダー /ライターのピーター・ヒンセン (Peter 
Hinssen) 氏のいう「ネバーノーマル」時代に突入したのです。

ビジネスリーダーは、さらなる混乱に備える必要があります ― 
新型コロナウイルスのパンデミックにとどまらず、地政学的な
力、異常気象、その他、組織に影響を及ぼすあらゆる要因への
配慮が必要です。変化こそ常態であり、企業は予期せぬ事態に
備えて俊敏性を確保する必要があります。

調達・購買の組織は、この不確実なビジネス環境を乗り
切る準備ができているのでしょうか。

こうした疑問に答えるために、SAPは Oxford Economicsの協
力の下、世界規模で徹底した調査を行いました。調達・購買が
組織に与える影響、サプライヤーコラボレーションの現状、テ
クノロジーとプロセスのデジタル化が調達・購買部門に与える
影響を明らかにする調査です。

調達・購買のデジタル 
トランスフォーメーションに 
不可欠な要素

はじめに

の幹部が、調達・購買
プロセスのほとんど、
またはすべてを手作業で
行っていると
回答しています。

37%

調達・購買のデジタルトランスフォーメーションに 
おける課題
今回の調査により、デジタルトランスフォーメーションの実現に取
り組む組織が直面する、いくつかの課題が見えてきました。

まず、プロセス自動化の進捗が組織間で大きくばらついています。
幹部の 37％が、自組織の調達・購買のほとんどまたはすべてが手作
業であると回答しました。これは運用効率とビジネスのレジリエン
スを低下させます。
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はじめに：調達・購買のデジタルトランスフォーメーションに不可欠な要素

さらに、幹部の 42%が、調達・購買部門のデジタルトランスフォーメーショ
ンの障壁として、組織全体への新しいプロセスやテクノロジーの定着率の
低さを挙げています。

しかし、一部の組織（約 10％）は、これらの課題を克服しています。その
ような組織（リーダー企業）は、調達・購買のデジタルトランスフォーメー
ションにおいて、はるかに先行しており、より大きなビジネス成果に結び
つけています。リーダーの成功を詳細に検討して、学ぶべき教訓を引き出
しましょう。

の幹部が、調達・購買
部門のデジタル
トランスフォーメーションの
障壁として、同部門への
新しいプロセスや
テクノロジーの導入率の
低さを挙げています。

41%

調達・購買部門が、自部門のプロセスやテクノロジーを十分に 
活用できないようでは、他部門への浸透など期待すべくもありません。

組織はデータとアナリティクスを十分に活用していませ
ん。調達・購買のテクノロジーのおかげで、組織全体の支
出に関する意思決定を、データに基づいて行えるように
なったと回答した幹部は全体の約半分 (54％ ) しかいませ
んでした。ほぼリアルタイムまたはリアルタイムのデータ
によってシナリオのモデル化や what-if 分析が可能な技術
を備えた組織は、全体の半分以下 (48％ ) でした。

多くの企業で AIの導入が遅れています。全体の 52％の
組織しか調達・購買部門への AI/機械学習導入に対
して投資していません。内訳は「大規模」な投資を
行っている組織が 17％、「中程度」の投資を行って
いる組織が 35％です。意思決定のためのデータ分析に、
機械学習 /AI ベースのアナリティクスを採用している組織
は 51％にとどまりました。

新しいテクノロジーを導入しても、十分に浸透していると
は限りません。幹部 10人のうち 4人 (41％ ) が、調達・
購買業務部門のデジタルトランスフォーメーションへの障
壁として、新しいプロセスやテクノロジーの社内定着率の
低さを挙げています。
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必ず報われる 
調達・購買のデジタル 
トランスフォーメーション

図 1：リーダーはテクノロジーへの投資によって、実体のある ROIを達成している

調達・購買部門のデジタルトランスフォーメーションが、以下の領域において「ある程度」または「大幅」な向上に 
つながったと回答した幹部の割合

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によって、運用効率向上、
コンプライアンス強化、リスク管理改善など、より多くのメリットを享受しています。

業務効率

サプライヤー実績管理

82%
66%

81%
61%
コンプライアンスの強化

77%
63%
リスク管理

74%
60%
定型業務の自動化 

71%
56%
コスト削減 

68%
60%

リーダー その他の幹部

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進んだと 
回答しています

のその他の 
組織

71%
56%

のリーダー

vs
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図 2：トラブルに見舞われるケースが少ないリーダー

以下の問題を「時々」または「頻繁」に経験すると回答した幹部の割合

さらに、リーダーのテクノロジーに対する投資は、規定外の支出や契約漏れなど、調達・
購買の一般的なトラブルの軽減にもつながっています。しかし、リーダーにも改善の余
地はあります。例えば、伝票の照合や例外処理に関する課題には、他の企業と同じよう
に苦労しているのです。

必ず報われる調達・購買のデジタルトランスフォーメーション

契約外支出

デューデリジェンスのない新しいサプライヤーのオンボーディング

9%
24%

10%
19%
契約漏れ

10%
29%
過剰請求および重複支払

24%
37%
サプライヤーのパフォーマンスに関する問題

37%
49%
照合エラーおよび例外の発生 

42%
42%
調達・購買プロセスの非効率

42%
42%

リーダー その他の幹部

が規定外の支出を 
経験しています

のその他の 
組織

9%

24%

のリーダー

vs

が、過剰請求や重複支払を 
経験しています

のその他の 
組織

24%

37%

のリーダー

vs



リーダーに 
成功をもたらした 
3つの重要な 
取り組み
リーダーは、どのようにして、この見事な
成果を達成したのでしょう。そこには、調
達・購買のデジタルトランスフォーメーショ
ンを促進する 3つの重要な取り組みがあり
ました。

データと 
アナリティクスを 
活用する1
AIのパワーを 
活用する2
社内に 
定着させる3

10 / 26
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リーダーは、データとアナリティクスをより積極的に活用し、組織全体でデータに基
づく支出の意思決定を下し、ビジネスの方向性を判断しています。企業全体の支出を
明確に把握していると回答した幹部は全体の 2/3以上に上ります。その中でリーダー
の優れている点は、この情報を活用し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ることです。

図 3：リーダーはデータを活用してビジネスの方向性を判断している

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」と回答した幹部の割合

データと 
アナリティクスを 
活用する1

リーダーに成功をもたらした 3つの重要な取り組み

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%

リーダー その他の幹部

が、支出（直接材と間接材） 
全体を自動的かつリアルタイムに 
明確に把握できています

のその他の 
幹部

70%

17%

のリーダー

vs
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図 4：リーダーでもデータに基づく意思決定の 
障壁に直面している

次の問題が、組織のデータに基づく意思決定に「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

リーダーはデータに基づく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。

データ分析スキルの欠如

データが多すぎて、理解するのが困難

40%
62%

43%
57%
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

47%
55%

アナリティクステクノロジーの欠如

22%
47%

リーダーに成功をもたらした 3つの重要な取り組み

リーダー その他の幹部

データに基づく意思決定
多くの組織が、データに基づく 
意思決定を十分に活用できていません。
データに基づく意思決定を「常に」 
または「頻繁に」行っているのは、 
回答者全体の半分以下 (45％ ) に 
とどまり、46％は「時々」、10%は 
「ほとんどまたは全く行わない」と 
回答しています。

図 5：意思決定にデータを 
活用している企業はまだ少ない

調達・購買部門が意思決定にデータを 
活用する頻度を、幹部はどう 
回答しているのでしょう

全く行わない

1%

常時

6%

頻繁

39%

9%
時々

46%

ほとんど行わない

全回答者
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図 6：サプライヤーリスク軽減のための第三者データの活用

以下のタイプの第三者データを自動的に取り込み、解釈して、提言を行っている調達・購買部門の割合

リーダーに成功をもたらした 3つの重要な取り組み

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

49%
20%
サプライヤーの信用格付けの変動

42%
35%

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

コモディティ価格の変動

70%
56%

68%
42%
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

59%
42%

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

53%
37%

リーダー その他の幹部

リーダーは、コモディティ価格や信用格付けの変動など、サプライヤーリスクに関する
第三者データを自動的に活用して、調達・購買に関する提言を行う傾向にあります。こ
うした取り組みの方向性は正しいものの、今よりさらにサプライヤーリスクを軽減する
ために、リーダーも第三者データの活用を継続的に拡大していく必要があります。

リーダーは、出荷の中断や、1次サプライヤーに影響を与える地政学的な力に対して、
比較的良好な可視性を確保しているものの、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。これは重大な懸念事項です。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、ほとん
どの供給途絶は、2次サプライヤーより下層のサプライヤーが原因になっているとの調
査結果が出ています 1。
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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、
企業は洞察を迅速に獲得して十分な情報を得て意思決定を行い、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。

図 7：リーダーは AIに多大な投資を行っている

調達・購買部門向けの以下のテクノロジーに対して「ある程度の」 
または「多大な」投資を行ってきたと回答した組織の割合

AIのパワー
を活用する2

リーダーに成功をもたらした 3つの重要な取り組み

AI/機械学習

ロボティックプロセスオートメーション

91%
47%

89%
61%
予測分析

85%
58%
コグニティブアシスタント（チャットボット）

59%
39%

リーダー その他の幹部

が、機械学習 /AIベースの 
アナリティクス技術を使用して 
意思決定のためのデータ分析を 
行っています。

のその他の 
幹部

99%

45%

のリーダー

vs

が意思決定のデータを手動で 
分析（例：スプレッドシートの使用）
しています。

のその他の 
幹部

22%

52%

のリーダー

vs
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リーダー企業では、調達・購買部門内だけでなく組織全体に、調達・購買向けの新しいプロセ
スやテクノロジーがより深く浸透しています。おそらく、このような組織では、調達・購買の
デジタルトランスフォーメーションにおける変更管理を十分に行っていると考えられます。

リーダーは、新しいテクノロジーに対する資金調達においても障害が少ないようです。実際、
調達・購買部門のデジタルトランスフォーメーションの障壁として、新しいテクノロジー導入
に対する資金不足を挙げている非リーダー組織の幹部は、リーダーの 3倍に上っています。

すべての組織が直面する最大の障壁は、調達・購買部門のデジタルトランスフォーメーション
がビジネスの優先課題と見なされていないことです。この調査で調達・購買のデジタルトラン
スフォーメーションへの投資は報われるとわかった今こそ、この状況を打破するときでしょう。

図 8：調達・購買のデジタルトランスフォーメーションを阻む障壁

次の問題が、調達・購買部門のデジタルトランスフォーメーションにとって「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

調達・購買部門のデジタルトランスフォーメーションが
組織の優先事項と見なされていない

37%
53%
調達・購買部門における新しいプロセスや
テクノロジーの低い導入率 

22%
43%
組織全体における調達・購買の新しいプロセスや
テクノロジーの低い導入率 

16%
44%
新しいテクノロジーに対する資金不足

13%
38%

社内に 
定着させる3

リーダーに成功をもたらした 3つの重要な取り組み

リーダー その他の幹部

が、調達・購買部門のデジタル 
トランスフォーメーションに 
とっての障壁として、新しい 
テクノロジー導入のための 
資金不足を挙げています。

のその他の 
幹部

13%

38%

のリーダー

vs
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プロセス自動化における著しい分断
今回の調査によると、組織間でプロセス自動化の進捗に大きな隔たりが認められ
ました。幹部の 10人に 4人が、プロセスのほとんどまたはすべてが自動化され
ていると回答しました。ところが、同数の幹部が、プロセスのほとんどまたはす
べてが手作業であると回答しているのです。これらの結果は、情報格差の存在を
示唆しており、後れを取った組織は挽回する必要があります。

手動のプロセスは、運用効率とビジネス俊敏性を 
改善する上で、大きな障壁となります。

プロセスの自動化によって手の空いた調達・購買の人材は、戦略的取り組み、業
務部門とのコラボレーション、意思決定へのデータとアナリティクスの組み込み、
デジタルトランスフォーメーションの障壁の克服などの業務に集中させることが
できます。

図 9：組織間で隔たりのあるプロセス自動化の度合い

企業が調達・購買プロセスを自動化している度合い（全回答者）

10%

20%

30%

35%

25%

15%

5% 3%

35%
25%

32%

6%

プロセスは完全に
手作業である

ほとんどのプロセスは
手作業だが、一部が
自動化されている

手作業と自動化が
半々である

ほとんどのプロセスが
自動化されているが、
一部が手作業である

プロセスは完全に
自動化されている

リーダーに成功をもたらした 3つの重要な取り組み
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リーダーにも 
残されている改善の余地

リーダーは多くの領域で他の組織を凌駕していますが、完璧ではありません。リーダーが改
善する必要がある課題について見てみましょう。

テクノロジーギャップの解消
リーダーでさえ、テクノロジーで解決できるはずの課題に直面しています。これは、回収さ
れずに放置されている価値が依然として存在することを意味します。

図 10：リーダーもテクノロジーの価値を十分に享受しきれていない

組織全体の調達・購買管理において、以下の側面に「ある程度」または「多くの」課題があると回答した幹部の割合

ベンダーのパフォーマンスに関する可視性の確保

取引（請求書、支払いなど）に関する
リアルタイムの可視性の確保

48%
46%

36%
44%
支出に関するリアルタイムの可視性の確保

32%
49%
商品またはサービスの品質の追跡

30%
47%
請求書の照合

28%
41%
契約外支出の削減

19%
31%

リーダー その他の幹部

が、支出に対してリアルタイムの
可視性を確保することが 
困難であると回答しています。

のその他の 
幹部

32%

49%

のリーダー

vs
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テクノロジーの真のポテンシャルを引き出すために、リーダーはその導入を促進し、提供され
る充実した機能を余すところなく活用する必要があります。

それだけでなく、テクノロジー、特に最低限必要な調達・購買向けコアテクノロジーへの投資
のギャップを埋めることも必要です。リーダー企業およびその他の組織のいずれも、マルチ入
札機能（プロジェクトの入札を自動的に推奨サプライヤーに募集する機能）を使用すれば、有
利に交渉に臨むことができ、投資を最大限活かすことができます。

図 11：調達・購買のテクノロジーギャップ

以下の領域で調達・購買テクノロジーを活用している組織の割合

リーダーにも残されている改善の余地

サプライヤーと連携するためのネットワーク

81%
66%
サービス調達

80%
69%
契約管理

59%
48%
外部人材管理

マルチ入札

47%
33%

46%
41%

調達から支払まで

Strategic sourcing

90%
81%

90%
79%

リーダー その他の幹部

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 
組織

47%

33%

のリーダー

および

わずか
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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、外部人材や
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、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。

外部人材によって、ビジネス成果を拡大し、リスクを軽減する方法は、SAPの調査レポート 
『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』
をご覧ください。

リーダーにも残されている改善の余地

人材サービス会社外部人材

リーダー その他の幹部

外部人材や人材サービス会社に対する支出の 
管理能力強化
外部人材への支出は人件費の 42％を占めます 2。外部人材（非正規従
業員や人材サービス会社など）は、企業の中核業務に携わり、ビジネ
ス目標の達成に貢献します。にもかかわらず、調達・購買部門は、こ
の大きな支出を優先課題と見なしていません。リーダーでさえ、この
重要なリソースに対する可視性を高め、効果的に管理することで、リ
スク軽減と ROI改善の効果を得られます。

契約条件 契約条件

システムや企業機密情報へのアクセス システムや企業機密情報へのアクセス

61%
41%

54%
37%
必要な免許や認定に対するコンプライアンス

37%
28%

76%
42%

65%
35%
必要な免許や認定に対するコンプライアンス

48%
32%

外部人材が占める割合

人件費に占める割合 2

42%

図 12：外部人材に対する可視性の欠如 2

以下の外部人材に対して「詳細な情報を得ている」と回答した幹部の割合

https://www.ariba.com/resources/library/library-pages/agility-isnt-always-on-payroll?campaigncode=CRM-PR21-XIP-OFFERCL
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リーダーにも残されている改善の余地

スキル不足への対応
今回の調査により、リーダーおよびそれ以外の組織のどちらも、ビジネス目標達成に 
必要なスキルと能力が不足していることが明らかになりました。スキル不足は、 
調達・購買のデジタルトランスフォーメーションの進展も遅らせます。

Deloitte Global CPO Survey 2019は、調達・購買が組織内で、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。」3

図 13：重要なスキルの著しい不足

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

データを活用して意思決定を行う

新しいテクノロジーの導入

57%
42%

50%
40%
付加価値をもたらすために組織の目的を理解する

50%
40%
製品/サービスのイノベーションをサポートする

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%
組織のより戦略的なパートナーになる

44%
36%

リーダー その他の幹部

が、調達・購買業務のデジタル 
トランスフォーメーションに 
とっての障壁として、専門的な 
人材の不足を挙げています。

のその他の 
組織

34%

56%

のリーダー

および
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従来の調達・購買部門では、現在のビジネスニーズを満たすことはできません。過去数年間、調
達・購買部門は、サプライヤーの合理化、最適価格のバンドリング、スリムな JITサプライチェー
ンの構築に注力してきました。しかし、もはやこうした取り組みだけでは、これ以上のコスト削
減は見込めません。調達・購買部門は、俊敏性やレジリエンスの確保、リスク軽減へと舵を切る
必要があります。Eurasia Groupおよび GZERO Mediaの社長兼創業者のイアン・ブレマー (Ian 
Bremmer) 氏は、多くの組織が注力の対象を「Just-In-time」サプライチェーンから「Just-In-Case
（万一に備える）」サプライチェーンの構築にシフトする必要があると語っています。

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道筋において、はるかに先行してい
ます。調達・購買のテクノロジー、自動化、AIへの投資と、その社内定着において、他社を完全
に凌駕しています。リーダーの達成した成果から、調達・購買のデジタルトランスフォーメーショ
ンがもたらす価値がわかります。ビジネス成果の拡大と、調達・購買にまつわる一般的な障害の回
避です。しかし、調達・購買のデジタルトランスフォーメーションというゴールに達するには、多
くの組織で未だに長い道のりが残されており、乗り越えねばならない重大な障壁が存在します。

混乱に直面する今こそ 
デジタルトランスフォーメーション
を加速しましょう

結論

2020年の市場の混乱により、多くの企業がデジタル投資を拡大しました。McKinsey Global 
Surveyの最新版によると、企業は、顧客およびサプライチェーンとのやり取りや社内業務のデジ
タル化を 3～ 4年前倒ししているという調査結果が出ています。さらに、デジタル製品またはデ
ジタル対応製品の導入は、7年前倒しという驚くべき加速を示しています 4 。通常では、考えられ
ないような数字ですが、コロナ禍によって大きく後押しされた結果です。

この混乱の中、デジタル化計画を加速する調達・購買部門は、舵取り役としてビジネスを保護し、
同時に将来の成功をもたらすことから、組織内での重要性が増すでしょう。自動化されたスリムな
プロセスは、予期せぬ事態への即応性を高めます。データ、アナリティクス、AIのさらなる活用は、
より的確な情報に基づく意思決定を可能とし、成果を拡大します。調達・購買部門は、組織の戦略
的な役割に、さらに深く関われるようになるでしょう。

現在の混乱を、デジタルトランスフォーメーションプロジェクトを先送りする 
理由にしてはなりません。それは、むしろ加速すべき理由になります。
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今回の調査による知見に基づいて、変革の取り組みを成功に導く 
6つのステップを考案しました。

1. 調達・購買部門のデジタル成熟度を評価する。自動化すべき手
動プロセスはありませんか。ソリューションに活用されていな
い機能はありませんか。今すぐ刈り取れる成果を探し、まずは
変革プロジェクトの初期段階を成功させましょう。

2. 変革のためのビジネスケースを作成し、取り組みを支持して
もらえるよう経営幹部を巻き込む。調達・購買のデジタルトラ
ンスフォーメーションが組織にもたらす成果を示すデモンスト
レーションを実施します。経営幹部による支援と優先順位付け
は、成功を確保する上で有効です。

3. 変革への障壁を見極める。克服するための戦略を策定します。

4. 必要となりそうなスキルを検討する。それらを手に入れるため
の計画を立案します。

5. 変更管理と社内定着に注力する。調達部門、IT部門、バイヤー
など、組織内のすべてのステークホルダーを巻き込み、変革プ
ロジェクトに対する期待感と好意的な風潮を早期に醸成しま
す。新しいプロセスやテクノロジーの浸透が進まない場合は、
ユーザーにその理由を尋ねてみましょう。

6. 変革の勢いを維持するために、大小かかわらず成功を称える。
測定するメトリックを決めることで、成功がどのような形で現
れてくるか知ることができます。

調達・購買の 
デジタルトランスフォーメーションを 
成功に導くステップ
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調査手法

SAPの調査では、幹部の約 10%が他を凌駕してい
ました。次の 4つの領域で幹部の回答を分析するこ
とで、これらのリーダーを特定しました。
• プロセスの自動化
• データに基づく意思決定
• 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
アンケートの次の 4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 4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、データに
基づく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
は、どの程度困難ですか ?
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（規定外）支出の削減

2. 取引（請求書、支払いなど）に関するリアル
タイムの可視性の確保

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

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、調達・購買が組織に与
える影響、サプライヤーコラボレーションの現状、調達・購買部
門におけるテクノロジーとプロセスのデジタル化の影響を把握す
るため、世界規模の徹底した調査を実施しました。調査の目的は、
テクノロジーおよび緊密なサプライヤーコラボレーションを採用
している企業ほど俊敏性が高く、より効果的に混乱に対応できる
の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

• 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。
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

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。
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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

業種の範囲
回答者は 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、生命科
学、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、物流・鉄道・旅行、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

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/contingent-workforce-insights-2019/download
https://www.fieldglass.com/resources/research/contingent-workforce-insights-2019/download


© 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://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 および https://www.
fieldglass.com/resources/research/services-
procurement-insights-2019 (25ページ参照)

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

4 https://www.mckinsey.com/business-
functions/strategy-and-corporate-finance/
our-insights/how-covid-19-has-pushed-
companies-over-the-technology-tipping-
point-and-transformed-business-forever

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%20
https://www.fieldglass.com/resources/research/contingent-workforce-insights-2019/download%20
https://www.fieldglass.com/resources/research/contingent-workforce-insights-2019/download%20
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://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
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/how-covid-19-has-pushed-companies-over-the-technology-tipping-point-and-transformed-business-forever
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/how-covid-19-has-pushed-companies-over-the-technology-tipping-point-and-transformed-business-forever
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/how-covid-19-has-pushed-companies-over-the-technology-tipping-point-and-transformed-business-forever
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/how-covid-19-has-pushed-companies-over-the-technology-tipping-point-and-transformed-business-forever
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/how-covid-19-has-pushed-companies-over-the-technology-tipping-point-and-transformed-business-forever

	backward 39: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 

	forward 39: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 

	backward 40: 
	forward 40: 
	backward 43: 
	forward 43: 


