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ディスラプティブアウトソーシングの台頭

2018年の本サーベイでは、500名を超える大手企業のエグゼクティブから回答を

得ており、従来型のアウトソーシングを、クラウドソリューションやプロセスオート

メーションの牽引によって根本的に変えるディスラプティブなアウトソーシングが

躍進してきている。

従来、アウトソーシングはコスト削減やパフォーマンスの向上を通じたバックオフィス業務の改善を目的に活用されてきた。

今日、新たなテクノロジーに大胆に挑戦する企業は、ディスラプティブ アウトソーシングを活用し変革を加速化することで、

競争優位性を得ている。こうした企業は、機動的かつ効率的なバックオフィスへの変革と同様に、売上成長にアウトソーシングを活用

する開拓者となりうる。

また、アウトソーシングの目的が、従来の業務の外部化から、トランスフォーメーションやオートメーションへの先行投資に変わりつつ

ある。成功企業は、ディスラプティブ アウトソーシングが、自社のビジネスのやり方に革命的な変化をもたらしうること、そして、

外部の能力を“調達”する方が、社内で能力開発するよりスピードが速く、かつ拡張性が高いことに気づき始めている。

クラウドやオートメーションが組み込まれた新たなソリューションによって、よりスマートに働き、より速く拡張し、新たな市場へリーチし、

生産性を向上し、そして最終的には競争優位性を獲得することができるようになる。

多くのイニシアチブと同じように、企業はディスラプティブなアウトソーシングソリューションによって競争優位性を得るのが簡単ではない

ことに、気づき始めている。セキュリティやサイバーリスク、変化する規制、組織的な抵抗、スキルギャップへの対応や、分断化が進んだ

プロセスの統合には、労力や専門知識が必要とされる。この新しい世界では、恐れや自己満足を捨てて勇気を持ち、もたらされる利益

に向かって挑むことが求められる。

本レポートは、過去のアウトソーシングから得た回答企業の教訓から集められた考察をまとめている。

また、アウトソーシングとテクノロジーの両方においてデロイトが長年クライアントと共に取り組んできた経験から得られた独自の

考察も掲載している。

Doug Plotkin

マネージングディレクター

デロイトコンサルティングLLP

「原著：「The Deloitte Global Outsourcing Survey 2018」
注意事項：本書はDeloitte LLC が 2018 年に発表した内容をもとに、デロイトトーマツコンサルティング合同会社
が翻訳したものです。和訳版と原文（英語）に差異が発生した場合には、原文を優先します。」
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本サーベイについて

本サーベイは、南北アメリカ、欧州、アジアに事業拠点を有する、

あらゆる規模の企業のエグゼクティブ521名に対して行われた。

回答企業は、6つの業界にまたがり、25の業種で構成されている。

1 出所：https://www.nist.gov/news-events/news/2011/10/final-version-nist-cloud-computing-definition-published]
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テクノロジー主導のディスラプティブなアウトソーシング

クラウドコンピューティングは、再構成可能コンピューティン

グ資源（例：ネットワーク、サーバー、ストレージ、アプリケー

ション、サービス）の共有プールに、いつでもどこでも簡単に

オンデマンドアクセスを可能にするモデルである 。

それにより、必要最低限の管理工数またはベンダー連携で

迅速に使用を開始することができる。1

ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）は、ルールに

基づき繰り返し作業を行うソフトウエアのことである。

それにより、業務プロセスの効率性、品質および正確さを向

上することが出来る。

コグニティブオートメーションは、RPAに非構造化テキスト

（例：手書き、文字、画像、等）の学習、判断および

「読み取り」を含む能力を追加したものである。
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エグゼクティブサマリー：Key Findings

企業は 、クラ ウド や RPA等のデ ィスラプ テ ィブ な

アウトソーシングを進んで導入している

大多数の企業（93%）がクラウドソリューションを検討して

いるか、または導入しており、72%がRPAソリューションを

検討または導入している。回答企業の70%が、ベンダーが

ディスラプティブなソリューションを導入可能もしくは導入に

足る高度な能力を有していると考えている

ディスラプティブなソリューションの導入には現実的な課題

がある

クラウド導入に関する課題として、データ移行、セキュリティ

要件、アプリケーションの最適化／変更が挙げられた。

RPA導入に関する課題として、社内の抵抗、バラバラな

業務プロセスおよび、法令等の制約が共通課題として

挙げられた。

ディスラプティブなアウトソーシングソリューションが、

従来手法の存在意義を問い、競争優位性を加速させつつ

ある

アウトソーシング主導のトランスフォーメーションは、

既存のビジネスとITに対する挑戦である。その最先端は、

進化したディスラプティブアウトソーシングソリューションで

あり、イノベーション、市場投入までの時間、ユーザー

エクスペリエンスの拡張、パフォーマンス向上を加速する

新たなテクノロジーを取り込んでいる。

ディスラプティブなアウトソーシングソリューションは、

トレーディング業界におけるブルームバーグ端末と同様、

アウトソーシング業界においても、劇的な変化をもたらす

可能性を秘めている。

アウトソーシングは一般的にコスト削減が期待されるが、

それに加えて、多くの企業ではコスト削減の一部を投資に

回すことを想定している。特に、投資により特定領域のコスト

を大きく削減できるような場合は、全社展開も見据えて、

投資予算を増加させる傾向にある。

回答企業の多くは、自社のアウトソーシング戦略を変更

すべきだと認めており、どのパートナー企業と組むべきか、

彼らにイノベーションを継続させるインセンティブ制度を

どう設計するか、それらの枠組みにどう移行し管理するかの

解決策を検討している。

2018年のアウトソーシングサーベイで新たに現れた3つの

主要トレンド

アウトソーシングが競争優位性のイネーブラーとなる

コスト最適化は、アウトソーシングの重要な基準であるが、

もはや最も重要な基準でないだけでなく、上位5位にも

入らない。これはディスラプティブ アウトソーシングが、

企業のオペレーションを変え、アジャイルで効果的／効率的

な組織に変革することで、競争優位性を企業にもたらすこと

ができるからである。回答企業は、こうした利点を明確に認

識しており、ディスラプティブなアウトソーシングソリューショ

ンについて、回答企業の約84%で既に協議を開始している、

試験導入をしている、または、業務適用していると回答して

いる。

アウトソーシングはどのようにM&A機会を拡大するのか

本調査の第一の目的は、アウトソーシング業界の変化を詳しく調べることであった

が、同時に、企業がM&A取引の際にアウトソーシングをどの程度利用するかの

把握も目的とした。サーベイの結果、M&A活動を強化するためにアウトソーシング

を利用する企業は、2016年の45%から2018年の67%と、2年という短期間で

大幅に増加していることがわかった。回答企業が答えた利点のトップ3は、

サービス契約移行の必要性の低減（34%）、新組織の統合の加速（33%）、

被買収企業のオペレーションコストの低減（31%）である。

ベンダーに対するイノベーションの動機付けをどのように行っているか

2016年のサーベイのテーマは、「市場にイノベーションをもたらすチャネルとして

のアウトソーシング」であった。

2018年は、企業がどのように、ベンダーのイノベーション動機づけを進化させて

いるか調査した。その結果、事業価値を高めるために市場のイノベーションを活用

する企業が急増していることがわかった。

2016年から2018年の間に急増した方策のトップ3は以下のとおりである。

• ベンダーの新たなアイデア、技術の採用により、ベンダーに業務をさらに

移行する（20%から49%）

• 新たなアイデア、技術の採用を契約の主要な構成要素にする（21%から43%）

• 新たなアイデア、技術の採用に伴い、ベンダーへの報酬を上げる

（16%から37%）

企業が積極的に新たなアイデア・技術の導入を推進していることが明らかとなった。
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回答企業のほとんどが、クラウドへの移行により年間運用

コストの低減を見込んでいるが、コスト削減の理由だけで

クラウドに切り替えようとする企業はわずか3分の2である。

実際に、3分の1の企業が、イノベーションケイパビリティや

パフォーマンスが上がることを条件にコスト増を許容して

いる。

クラウドが主流になる

クラウドはケイパビリティを創出するが、

コストは無視できない

クラウドは、アウトソーシング環境を急速に創造的に破壊

している。多岐に亘る事前計画や設備投資、長期の実装

期間、長期契約などの従来の悩みの種を解消し、ボタンひ

とつで革新的なテクノロジーへのアクセスすることで、

競争優位性の獲得を可能としている。

クラウドは、組織の機動性向上、商品・サービスの迅速な

展開、新規市場への参入、社内業務の改革に向けた一助と

なっている。

今回のサーベイは、クラウドが今や多くの企業の事業戦略

やテクノロジー戦略に不可欠であることを示している。

ほぼすべての回答企業（93%）が、クラウドサービスの導入

を検討している、またはすでに採用していると回答している。

クラウドを採用する主な理由は、ITイノベーションの加速

（64%）、市場投入時間の短縮（63%）、パフォーマンスの

向上（56%）、迅速な規模の拡張（54%）である。

ディスラプティブ アウトソーシングは
アウトソーシングの在り方を変革する

クラウドの取り組みは、CIOやCTOが推進することが多いが、

他のCxOも同じように推進している。

これは、シニアエグゼクティブが、クラウドを現在の

業務プロセスやERPパッケージ、社内データセンターの

単なる代替手段ではなく、ビジネスパフォーマンスを上げる

手段として捉えていることを示唆している。

これはまた、これまでのテクノロジーの枠組みを越えて、

包括的な製品やサービスを構築するために、クラウド

パートナーが自社製品・サービスの提供を拡大したり、

折衝する機会となっていることを示している。

クラウドを採用する目的
サーベイ回答企業

クラウドを検討または採用している
企業の割合

ITイノベーション

の加速

市場投入時間

の短縮

パフォーマンス

の向上

迅速な順応・

拡張

新テクノロジー

へのアクセス

64% 63%

56%
54%

51%

検討も採用もしていない

検討または採用している

出所：デロイトグローバルアウトソーシングサーベイ 2018 上位5つの回答のみ抜粋
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クラウドベンダー選定やソリューション設計の際に

エグゼクティブが直面する契約上の最大の懸念事項は、

データセキュリティ（ 68%） 、次いでパフォーマンスと

レジリエンス（45%）、ベンダーの法規制遵守（39%）となって

いる。

データセキュリティと法規制遵守の問題により、企業は

パブリッククラウドソリューションの採用に慎重になるかも

しれないが、それにより多くの機会損失を被り得る。

洗練されたクラウド戦略があれば、クラウドによる便益の

享受と適切なセキュリティレベルの維持が両立している

だろう。

クラウドへの移行による年間運用コストの予測

コスト増加

コスト削減

（0～10%）

コスト削減

（11～30%）

コスト削減

（31～50%）

コスト削減

（51%以上）

35%

32%

23%

6%

3%

年間運用コストの増加

年間運用コストの削減

出所：デロイトグローバルアウトソーシングサーベイ 2018

クラウドサービス契約に関する懸念事項

多大な違約金を伴わない
解約条項

68%

45%

34%

出所：デロイトグローバルアウトソーシングサーベイ 2018 上位5つの回答のみ抜粋

35%

39%

知的財産の喪失

ベンダーの法規制遵守

パフォーマンスと
レジリエンス

データセキュリティ
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本サーベイによると、RPAは全業界および全業務領域に

おいて広く受け入れられつつあり、ほとんどの企業（72%）が

RPAを検討しているか、または採用している。

このうち、 ITと経理・財務において最も採用率が高く

（ IT 87%, 経理・財務 83%）、続いて人事や法務等の

他の業務領域も高い採用率を示している。

また、全業務領域において高い満足度が示されており、

これは、この技術がいかに急速に成熟し、いかに深く業務へ

浸透されているかを意味している。

このような状況から、未だバックオフィスにRPAの活用が

進まない企業にとっては同業他社に後れを取るリスクが

非常に高まっている一方で、活用が進む企業には、

人的労働力の調達が厳しくなる事業環境下において

同業他社に対する優位性を拡大する機会が広がっていると

いえる。

RPAが定着し始めている

全業務領域でRPAが採用され、満足度も高い

オートメーション技術により、ルールに基づく反復作業が

急激にデジタルレイバーに代替され始めている。迅速かつ

効率的で正確な作業を、より低コストで遂行可能となり、

継続的業務改善と安価な人的労働単価の確保により生産

性を向上するという、これまでの常識を根底から覆している。

多くの企業がRPAから着手する中で、テキストや音声、

さらには手書きなどの非構造化データの処理や分析を

可能にするコグニティブ技術を実装して、プロセスオート

メーションを一層強化している企業もある。

例えば、人事ロボットを使用し、採用候補者の応募書類へ

の対応、質問への回答、進捗のリアルタイムな提示を行い、

採用プロセスの全体を通じたサポートを行っている企業や、

ロボットを使用して請求処理業務を向上している企業もある。

業務領域別RPAの採用率と満足度

77%

83%
81%

78% 77%
74%74%

77%

72% 73%

経理・財務 人事 法務 税務 調達IT

87%

78%

出所：デロイトグローバルアウトソーシングサーベイ 2018

RPA採用率 RPA満足度

9

デロイトグローバルアウトソーシングサーベイ 2018

経理・財務 人事 法務 税務 調達IT



コスト削減はRPAを適用する1つの目的（回答企業の44%が該当）になりうるが、主要な目的ではなかった。

本サーベイにより、企業がRPAを適用している以下5つの主要な目的が明らかになった。

出所：デロイトグローバルアウトソーシングサーベイ 2018 上位5つの回答のみ抜粋

RPAを適用、もしくは、検討している

企業の割合

パフォーマンス

の向上

スピードの向上

／市場投入時間

の短縮

エラーの低減 既存業務

プロセスの

合理化

新しいテクノロジー

へのアクセス

62%
59%

53% 52% 51%

RPAを適用する目的

適用も検討もしていない

適用、もしくは検討している

RPA適用時のベンダー選定やソリューション設計において、

エグゼクティブが抱える契約上の主な懸念事項は、第一に

データセキュリティ（62%）であり、次いでパフォーマンスと

レジリエンス（48%）、ベンダーの法規制遵守（42%）となって

いる。約半数の回答企業が、組織的な抵抗、業務プロセス

の断片化および規制上の制約を、実装における最大の

チャレンジと考えている。

RPAが益々世の中に受け入れられるにつれ、企業は目標

達成の手段として、さらにその活用を進めるだろう 。

また、RPAが非常に多くの人間の役割を消失しうると同時に、

その機能を強化・拡大する能力もあることがさらに明白と

なり、RPAの適用レベルは上がっていくだろう。

技術的制約や経営陣の意識等、回答企業が挙げた既存の

障壁のいくつかは、やがて解決されるだろう。

RPAを適用している企業は、競合他社に対して優位性を

維持する為に、進化し続けることはほぼ確実であろう。

RPAを使用している回答企業の約3分の1はコグニティブ

オートメーションも実装しており、他の59%が今後18カ月

以内に実装を計画している。

したがって、オートメーションへの道のりは始まったばかりだ

が、急速に成熟してきており、そのケイパビリティは増幅の

一途である。

これは、Transformative Technologyそのものである。

出所：デロイトグローバルアウトソーシングサーベイ 2018 上位5つの回答のみ抜粋

RPA契約に関する懸念事項

62%

48%

42%

39%

38%

データセキュリティ

パフォーマンスとレジリエンス

ベンダーの法規制遵守

知的財産の喪失

多大な違約金を伴わない

解約条項
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72%

28%



ディスラプティブなアウトソーシングを採用しながら 、

サイバーリスクを効果的に管理する

2016年のサーベイでは、回答企業の約 3分の 2が

サイバーリスクに対応するために、プロセスの修正を

行っている、または、プロセスを構築済みであることが

確認された。

そして、2018年のサーベイでは、これらの所見がさらに

進んだことを確認した。ほぼ全回答企業（ 95%） が、

サイバーリスクへの対策を既に構築し、企業の約3分1

（35%）が、ベンダーにデータリスクとセキュリティプロトコル

を遵守させ、定期的な評価・監査を実施している。

アウトソーシング利用時の
サイバーリスク

明らかに、企業はサイバーリスクのプロアクティブな監視の

重要性を認識しており、そして、その管理はますます積極的

に取り組まれている。2018年、企業の78%が直近12カ月

以内にアウトソーシング契約の監査を行ったと回答した。

これは、2016年の77%と同程度であるが、監査の結果

としては、適正であった企業は増加し（2016年の53%から

2018年の61%）、重大な問題が確認された企業は減少して

いる（2016年の22%から2018年の15%）。

76% の回答企業が、

ディスラプティブなアウトソーシング

ソリューションの意思決定において、
データプライバシーや保護に

関する規制の影響を受けていると

回答した

62% のRPAを採用する回答

企業、68%のクラウドを採用する

回答企業が、データセキュリティ

を契約を締結する際の懸念事項

として挙げた

監査を実施し、結果が適正であった

企業が増え、重大な問題が減っている

アウトソーシングを利用する際、どのようなサイバーリスク対策を講じているか

データリスク／セキュリティプロトコルを契約で遵守させる

定期的な評価を行う

データリスク／セキュリティプロトコルを共有する

データリスク／セキュリティプロトコルの決定をベンダーに期待する

サイバーリスクを重要視していない

出所：デロイトグローバルアウトソーシングサーベイ 2018

直近12カ月以内のアウトソーシングの取り組みに関する社内または第三者による監査の実施状況

監査を実施し、結果が適正であった

監査を実施し、重大な問題が確認された

直近12カ月以内に監査を実施していない

監査を実施し、結果が不適正であった

不明／監査を実施していない
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35%

34%

19%

8%
5%

61%

15%

14%

2%
8%



企業が、将来変化させようとしている点は何か

回答企業に、次にアウトソーシングの取り組みを行う場合、

過去の経験を踏まえて変更しようと思っている点は何かを

尋ねた。

・ベンダーの選定

回答の上位は、選定プロセスに関するものであった。

具体的には、提案依頼書の作成またはベンダー選定への

十分な時間の確保（42%）と、競争入札の実施（39%）で

ある。これは、社内の調達およびベンダー管理機能の

成熟化が進んでいるためと想定される。多くの回答企業が、

ベンダーの選定にシングルベンダー化を採用している。

これは、ベンダーが1社の方がプロセスが迅速であるという

もっともらしい期待からであるが、高い料金、低いサービス

レベル、不利な条件での契約になる可能性が高い。

また、シングルベンダー化は直感に反してプロセス時間も

長くなる傾向にあり、競争入札プロセスの方が、より切迫感

が生まれる。

Lessons Learned

・戦略的計画のアプローチ

他に多かった回答は、新たなアウトソーシングの取り組みに

対する、より戦略的な計画アプローチに関するものであった。

具体的には、サービス範囲の拡大（34%）、単なるリフト＆

シフトではないプロセスの変革（30%）、サービスインテ

グレーション・移行の強化への投資（28%）、第三者のアドバ

イザーの活用（27%）である。

これは、アウトソーシングプログラムの成功において、

トランスフォーメーション、プロセスの改善、戦略アドバ

イザーによる助言、業務移管の手法が果たす価値を、

企業が認めるようになってきていることを示している。

過去のアウトソーシングからのLessons Learned

42%

39%

34%

30%

28%

28%

27%

23%

20%

18%

提案依頼書作成またはベンダー

選定への十分な時間の確保

競争入札の実施

サービス範囲の拡大

プロセスの変革

業務移管への十分な時間の確保

サービスインテグレーション
強化への投資

戦略アドバイザー

（第三者）の活用

アジャイルまたはDevOps

への十分な時間の確保

シングルベンダー化

より詳細なSLAの設計

出所：デロイトグローバルアウトソーシングサーベイ 2018

トップ5のうち4つが、企業がより体系的な

アプローチを取るために、既存のソーシン

グプロセスの変更を検討していることを

示している。

ディスラプティブなソリューションの採用に

は、より革新的なベンダー、より俊敏に

対応できる契約、より強力かつ高度な

ガバナンス等によるサポートが必要で

あることを考えれば、必然の結果である
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ディスラプティブなアウトソーシングが、企業にビジネスの

見直しと変革の契機を与える

ディスラプティブなアウトソーシングソリューションが、

従来型アウトソーシングの存在意義を問い、競争優位性を

加速させつつある。

回答企業の半数以上が、イノベーション、市場投入までの

時間、ユーザーエクスペリエンスの拡張、パフォーマンス

向上を目的に、ディスラプティブなソリューションを導入済み、

または採用を検討している。

焦点の変化：

以前は、バックオフィスのコスト削減やサービス改善が

アウトソーシングの目的であった。ディスラプティブなアウト

ソーシングの目的は、イノベーションや変革、成長の加速、

競合他社との差別化のため、企業がパートナーと協働して、

他社が容易に真似できないサービス統合を実現することで

ある。

ディスラプティブなアウトソーシングを制限する要素は

想像力のみである

効果的に推進するため、企業は、ベンダーの選定、柔軟性

の高い契約の交渉、堅固なガバナンスプログラムの実施、

サイバーセキュリティの管理、規制上の問題への対応、

堅固なサー ビ ス イン テ グレー シ ョン の実施等 、

アウトソーシングにおける各ステップを慎重に考えて、

積極的に動かなければならない。

投資を行い、競合他社に先んじるなら、今がその時である

こうしたディスラプションを無視したり対応が遅れたりすれば、

追いつくことが難しいことは、歴史が証明している。

こ れ を真の変化を起こす 機会 と捉える企業は 、

たとえ一時的にコストが増えたとしても、長期的に見れば、

競争優位性獲得に有利なポジションにいることになるだろう。

これを機会と捉えない企業は、競合他社に後れを取るリスク

を負うこととなる。

デロイトの見解
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