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資源・エネルギー（E&R） 全業界平均
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サーベイからの洞察および全業界平均との比較
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69%

が、今後12ヵ月の最
優先事項としてコス
ト削減を挙げた

が、今後2年間でビ
ジネスに最も影響を
与えるテクノロジー
の分野としてアナリ
ティクスを挙げた

が、自組織の調達プ
ロフェッショナルが
デジタルテクノロ
ジーを最大限活用す
るために必要なケイ
パビリティを有して
いないと考えている

が、過去12ヵ月で組
織内における調達
関連のリスクが上昇
したと感じている

業界別概観：資源・エネルギー
（E&R）
回答者49名



The Deloitte Global Chief Procurement Officer Survey 2019

3

組織にとって重要な考察

 • サーベイ対象となった資源・エネルギー（E&R）
業界のCPOの4分の3にとっての最優先事項
はコスト削減である。

 • コスト削減を達成するために、CPOは支出集約
を優先させトータルライフサイクルコストおよび
取引調達コストを削減するといった方策を検討し
ている。

 • CPOは自組織のアナリティカル・ケイパビリ
ティを向上することに重点を置いている。

 • 分析目標を達成するために、組織は現行データ
の品質を評価すべきであり、CPOはこの点をデ
ジタル導入にむけた最大の障壁と考えている。

 • その結果、クレンジングされたリアルタイムの
データ化を実現するためのERPプラットフォー
ム更新および調達実行ツール（デジタル調達）
更新に、より重点が置かれる可能性がある。  

 • サーベイ対象となったCPOのうち、自分達の
デジタル調達戦略が目標達成に貢献し、企業
価値を高めると考えているのはたったの47%
である。

 • さらに、回答者の大半は自組織の調達プロ
フェッショナルがデジタルテクノロジーの活用を
最大化するケイパビリティを有していないと感じ
ている。

 • 社内研修、チェンジマネジメント、「未来の働き
方」の戦略的準備を行うことを重要な検討事項
とすべきである。

 • サーベイ対象となったCPOの3分の2以上は
調達リスクが上昇していると感じている。

 • これは、景気低迷やデフレーションと、自組織
内での複雑さとが相まって加速されている。

 • コスト削減を達成し財政上のリスクを低減する
ために、CPOは新規サプライヤーとの競争入
札や既存サプライヤーとの契約再交渉に重点
を置いている。
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ビジネス・プロフェッショナルサービス 全業界平均

図 2

サーベイからの洞察および全業界平均との比較
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50%

が、今後12ヵ月の最
優先事項としてデジ
タルビジネスモデル
の拡大／導入を挙
げた

が、今後2年間でビ
ジネスに最も影響を
与えるテクノロジー
の分野として調達実
行ツール（電子調達）
の更新を挙げた

が、自組織の調達プ
ロフェッショナルが
デジタルテクノロ
ジーを最大限活用す
るために必要なケイ
パビリティを有して
いないと考えている

が、過去12ヵ月で組
織内における調達
関連のリスクが上昇
したと感じている

業界別概観：ビジネス・プロフェッショ
ナルサービス
回答者28名
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組織にとって重要な考察

 • サーベイ対象となったビジネス・プロフェッショ
ナルサービス業界のCPOの最優先事項は、デ
ジタルビジネスモデルの拡張／導入である。

 • デジタルビジネスモデルを拡張するためのアプ
ローチとして、戦略的パートナー／イノベーショ
ンパートナーとの事業提携や協力関係構築が検
討対象となりうる。

 • CPOは自組織の調達実行ツール（電子調達）
を更新することに重点を置いている。

 • これには社内およびサプライヤーとのデジタル
調達ツール導入が含まれる。

 • 最新の ITアプリケーションを用いて調達プロセ
スを向上・自動化するべきである。  

 • サーベイ対象となったCPOの54%が、自分
たちのデジタル調達戦略が目標達成に貢献
し、企業価値を高めると考えているが、大多数
が自チームはデジタルテクノロジーの活用を
最大化するケイパビリティを有していないと考
えている。

 • しかし、ビジネス・プロフェッショナルサービス
業界のCPOは、CPO全体の平均よりはチーム
のケイパビリティに対して自信を持っている。

 • 社内研修、チェンジマネジメント、「未来の働き
方」の戦略的準備を行うことを重要な検討事項
とすべきである。

 • サーベイ対象となったCPOは、CPO全体の平
均と比較して、業界内でリスクが上昇している
ことを懸念している傾向が弱い。

 • リスクを懸念しているCPOは、その理由として景
気低迷やデフレーションに加え、自組織およびサ
プライヤー拠点におけるデジタルの断片化への
対応という課題を挙げている。

 • CPOはコスト削減を達成し財政上のリスクを
低減するために、新規サプライヤーとの競争入
札や既存サプライヤーとの契約再交渉に重点
を置いている。
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コンシューマービジネス 全業界平均

図 3

サーベイからの洞察および全業界平均との比較
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68%

が、今後12ヵ月の最
優先事項としてコス
ト削減を挙げた

が、今後2年間でビ
ジネスに最も影響を
与えるテクノロジー
の分野としてアナリ
ティクスを挙げた

が、自組織の調達プ
ロフェッショナルが
デジタルテクノロ
ジーを最大限活用す
るために必要なケイ
パビリティを有して
いないと考えている

が、過去12ヵ月で組
織内における調達
関連のリスクが上昇
したと感じている

業界別概観：コンシューマービジネス
回答者77名
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組織にとって重要な考察

 • コンシューマービジネス業界のCPOの最優先
事項はコスト削減である。

 • コスト削減を達成するために、組織は支出集約、
仕様の向上、戦略的ビジネスパートナーとの関
係構築を優先することを検討するべきである。

 • CPOは自組織のアナリティカル・ケイパビリ
ティを向上することに重点を置いている。　

 • 分析目標を達成するために、組織は現行データ
の品質を評価すべきであり、CPOはこの点をデ
ジタル導入にむけた最大の障壁と考えている。

 • その結果、信頼性の高いリアルタイムのデータ
を生成するために、調達プロセスの向上に加
え、社内のステークホルダーやサプライヤーに
新たな調達実行ツールを提供することに、より
重点が置かれる可能性がある。  

 • サーベイ対象となったCPOの55%が、自分た
ちのデジタル調達戦略が目標達成に貢献し、企
業価値を高めると考えているが、大多数が自
チームはデジタルテクノロジーの活用を最大化
するケイパビリティを有していないと考えている。

 • 社内研修、チェンジマネジメント、「未来の働き
方」の戦略的準備を行うことを重要な検討事項
とすべきである。

 • サーベイ対象となったCPOの3分の2以上が
調達リスクが上昇していると感じている。

 • これは景気低迷やデフレーションと貿易戦争が相
まって加速されている。

 • CPOはコスト削減を達成し財政上のリスクを低
減するために、新規サプライヤーとの競争入札や
既存サプライヤーとの契約再交渉に重点を置い
ている。
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金融サービス・保険 全業界平均

図 4

サーベイからの洞察および全業界平均との比較
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81%

が、今後12ヵ月の最
優先事項としてリス
ク管理を挙げた

が、今後2年間でビ
ジネスに最も影響を
与えるテクノロジー
の分野としてアナリ
ティクスを挙げた

が、自組織の調達プ
ロフェッショナルが
デジタルテクノロ
ジーを最大限活用す
るために必要なケイ
パビリティを有して
いないと考えている

が、過去12ヵ月で組
織内における調達
関連のリスクが上昇
したと感じている
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53%

61%
63%

業界別概観：金融サービス・保険
回答者43名
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組織にとって重要な考察

 • サーベイ対象となった金融サービス・保険業界
のCPOの最優先事項はリスク管理である。

 • 支出を集約し、トータルライフサイクルコスト／
総所有コストを削減することで、リスクを低減す
ることができる。また、戦略的ビジネスパートナ
リングもリスク低減施策の検討対象である。

 • CPOは自組織のアナリティカル・ケイパビリ
ティを向上することに重点を置いている。

 • 分析目標を達成するために、組織は現行データ
の品質を評価すべきであり、CPOはこの点をデ
ジタル導入にむけた最大の障壁と考えている。

 • その結果、信頼性の高いリアルタイムのデータ
を生成するために、調達プロセスの向上に加
え、社内のステークホルダーやサプライヤーに
新たな調達実行ツールを提供することに、より
重点が置かれる可能性がある。

 • サーベイ対象となったCPOのうち、自分達の
デジタル調達戦略が目標達成に貢献し、企業
価値を高めると考えているのはたったの47%
である。

 • さらに、回答者の大半は自分たちの調達プロ
フェッショナルがデジタルテクノロジーの活用を
最大化するケイパビリティを有していないと感じ
ている。

 • 社内研修、チェンジマネジメント、「未来の働き
方」の戦略的準備を行うことを重要な検討事項
とすべきである。

 • サーベイ対象となったCPOの半分以上が調達リ
スクが上昇していると感じている。

 • これは、景気低迷やデフレーションと、メガサプラ
イヤー内での複雑さ／リスクの管理とが相まって
加速されている。

 • CPOはコスト削減を達成し財政上のリスクを
低減するために、新規サプライヤーとの競争入
札や既存サプライヤーとの契約再交渉に重点
を置いている。
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政府・公的機関 全業界平均

図 5

サーベイからの洞察および全業界平均との比較
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56%

が、今後12ヵ月の最
優先事項としてコス
ト削減を挙げた

が、今後2年間でビ
ジネスに最も影響を
与えるテクノロジー
の分野としてアナリ
ティクスを挙げた

が、自組織の調達プ
ロフェッショナルが
デジタルテクノロ
ジーを最大限活用す
るために必要なケイ
パビリティを有して
いないと考えている

が、過去12ヵ月で組
織内における調達
関連のリスクが上昇
したと感じている

業界別概観：政府・公的機関
回答者32名
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組織にとって重要な考察

 • サーベイ対象となった政府・公的機関のCPO
の最優先事項はコスト削減である。

 • コスト削減を達成するために、組織は支出集約
と仕様の向上を優先させてトータルライフサイク
ルコストを削減することを検討するべきである。

 • CPOは自組織のアナリティカル・ケイパビリ
ティを向上することに重点を置いている。

 • 分析目標を達成するために、組織は現行データ
の品質を評価すべきであり、CPOはこの点をデ
ジタル導入にむけた最大の障壁と考えている。

 • その結果、信頼性の高いリアルタイムのデータ
を生成するために、調達プロセスの向上に加
え、社内のステークホルダーやサプライヤーに
新たな調達実行ツールを提供することに、より
重点が置かれる可能性がある。

 • サーベイ対象となったCPOのうち、自分達の
デジタル調達戦略が目標達成に貢献し、企業
価値を高めると考えているのはたったの37%
である。

 • さらに、回答者の大半は自分たちの調達プロ
フェッショナルがデジタルテクノロジーの活用を
最大化するケイパビリティを有していないと感じ
ている。

 • この業界のCPOは、自らのデジタル調達戦略を
再評価したうえで、自分たちのビジョンをサポート
するための研修ニーズを見極めるべきである。

 • サーベイ対象となったCPOは、CPO全体の平均
と比較して、業界内でリスクが上昇していること
を懸念している可能性が低い。

 • リスクを懸念しているCPOは、その理由として景
気低迷やデフレーションに加え、メガサプライヤー
内での複雑性／リスクの管理を挙げている。

 • CPOはコスト削減を達成し財政上のリスクを
低減するために、新規サプライヤーとの競争入
札や既存サプライヤーとの契約再交渉に重点
を置いている。
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ヘルスケア・ライフサイエンス 全業界平均

図 6

サーベイからの洞察および全業界平均との比較

50%
70%

95%
81%

が、今後12ヵ月の最
優先事項として新し
い製品／サービスの
導入または新規市
場の拡大を挙げた

が、今後2年間でビ
ジネスに最も影響を
与えるテクノロジー
の分野としてアナリ
ティクスを挙げた

が、自組織の調達プ
ロフェッショナルが
デジタルテクノロ
ジーを最大限活用す
るために必要なケイ
パビリティを有して
いないと考えている

が、過去12ヵ月で組
織内における調達
関連のリスクが上昇
したと感じている

56%

59%

61%
62%

業界別概観：ヘルスケア・ライフサイ
エンス
回答者44名
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組織にとって重要な考察

 • サーベイ対象となったヘルスケア・ライフサイエ
ンス業界のCPOの最優先事項は、新しい製品／
サービスの導入および新規市場の拡大であり、
当該資材や委託パートナー等の効果的な調達を
以て貢献することを重視していると考えられる。

 • 組織が成長を見据えるうえで、拡大を促すため
の施策として戦略的ビジネスパートナリングが検
討対象となりうる。

 • CPOは自組織のアナリティカル・ケイパビリ
ティを向上することに重点を置いている。

 • 分析目標を達成するために、組織は現行データ
の品質を評価すべきであり、CPOはこの点をデ
ジタル導入にむけた最大の障壁と考えている。

 • その結果、信頼性の高いリアルタイムのデータ
を生成するために、調達プロセスの向上に加
え、社内のステークホルダーやサプライヤーに
新たな調達実行ツールを提供することに、より
重点が置かれる可能性がある。

 • サーベイ対象となったCPOのうち、自分達の
デジタル調達戦略が目標達成に貢献し、企業
価値を高めると考えているのはたったの43%
である。

 • さらに、回答者の大半は自分たちの調達プロ
フェッショナルがデジタルテクノロジーの活用を
最大化するケイパビリティを有していないと感じ
ている。

 • 社内研修、チェンジマネジメント、「未来の働き方」
の戦略的準備を行うことを重要な検討事項とす
べきである。

 • サーベイ対象となったCPOの半分以上が調達リ
スクが上昇していると感じている。

 • これは、自組織内での複雑さに加え、メガサプラ
イヤーに内在する複雑さ／リスクの管理の難しさ
によって加速されている。

 • CPOはコスト削減を達成し財政上のリスクを
低減するために、新規サプライヤーとの競争入
札や既存サプライヤーとの契約再交渉に重点
を置いている。
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製造 全業界平均

図 7

サーベイからの洞察および全業界平均との比較
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75%
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85%
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60%

が、今後12ヵ月の最
優先事項としてコス
ト削減を挙げた

が、今後2年間でビ
ジネスに最も影響を
与えるテクノロジー
の分野としてアナリ
ティクスを挙げた

が、自組織の調達プ
ロフェッショナルが
デジタルテクノロ
ジーを最大限活用す
るために必要なケイ
パビリティを有して
いないと考えている

が、過去12ヵ月で組
織内における調達
関連のリスクが上昇
したと感じている

業界別概観：製造
回答者88名
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組織にとって重要な考察

 • サーベイ対象となった製造業界のCPOの最優
先事項はコスト削減である。

 • コスト削減を達成するために、組織は既存サプラ
イヤーとの関係を再構築し、支出を集約すること
を検討するべきである。

 • CPOは自組織のアナリティカル・ケイパビリ
ティを向上することに重点を置いている。

 • 分析目標を達成するために、組織は現行データ
の品質を評価すべきであり、CPOはこの点をデ
ジタル導入にむけた最大の障壁と考えている。

 • その結果、信頼性の高いリアルタイムのデータ
を生成するために、調達プロセスの向上に加
え、社内のステークホルダーやサプライヤーに
新たな調達実行ツールを提供することに、より
重点が置かれる可能性がある。

 • サーベイ対象となったCPOのうち、自分たちの
デジタル調達戦略が目標達成に貢献し、企業
価値を高めると考えているのはわずか42%で
ある。

 • さらに、回答者の大半は自分たちの調達プロ
フェッショナルがデジタルテクノロジーの活用を
最大化するケイパビリティを有していないと感じ
ている。

 • 社内研修、チェンジマネジメント、「未来の働き方」
の戦略的準備を行うことを重要な検討事項とす
べきである。

 • サーベイ対象となったCPOの半分以上が調達リ
スクが上昇していると感じている。

 • これは、景気低迷やデフレーション、貿易戦争の
要因が相まって加速されている。

 • CPOはコスト削減を達成し財政上のリスクを
低減するために、新規サプライヤーとの競争入
札や既存サプライヤーとの契約再交渉に重点
を置いている。
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テクノロジー・メディア・通信（TMT） 全業界平均

図 8

サーベイからの洞察および全業界平均との比較

52%
70%

56%

60%

63%
81% 61%

62%

が、今後12ヵ月の最
優先事項としてデジ
タルビジネスモデル
の拡大／導入を挙
げた

が、今後2年間でビ
ジネスに最も影響を
与えるテクノロジー
の分野としてアナリ
ティクスを挙げた

が、自組織の調達プ
ロフェッショナルが
デジタルテクノロ
ジーを最大限活用す
るために必要なケイ
パビリティを有して
いないと考えている

が、過去12ヵ月で組
織内における調達
関連のリスクが上昇
したと感じている

業界別概観：テクノロジー・メディア・
通信（TMT）
回答者43名
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組織にとって重要な考察

 • サーベイ対象となったテクノロジー・メディア・
通信（TMT）業界のCPOの最優先事項は、自
組織内でデジタルビジネスモデルの拡張／導入
を行うことである。

 • 組織は自分たちのデジタルビジネスモデルを拡
張するための施策として、戦略的／イノベーショ
ンパートナーと事業提携や協力関係を構築する
ことが検討対象となりうる。

 • CPOは自組織のアナリティカル・ケイパビリ
ティを向上することに重点を置いている。

 • 分析目標を達成するために、組織は現行データ
の品質を評価すべきであり、CPOはこの点をデ
ジタル導入にむけた最大の障壁と考えている。

 • その結果、信頼性の高いリアルタイムのデータ
を生成するために、調達プロセスの向上に加え、
社内のステークホルダーやサプライヤーに新た
な調達実行ツールを提供することに、より重点
が置かれる可能性がある。

 • サーベイ対象となったCPOの60%は自分たち
のデジタル調達戦略が目標達成に貢献し、企業
価値を高めると考えているが、大半が自チーム
はデジタルテクノロジーの活用を最大化するケ
イパビリティを有していないと考えている。

 • しかし、テクノロジー・メディア・通信（TMT）業
界のCPOは、CPO全体の平均よりはチームのケ
イパビリティに対して自信を持っている。

 • 社内研修、チェンジマネジメント、「未来の働き方」
の戦略的準備を行うことを重要な検討事項とす
べきである。

 • サーベイ対象となったCPOの半分以上が調達リ
スクが上昇していると感じている。

 • これは、自組織内での複雑さに加え、メガサプラ
イヤーに内在する複雑さ／リスクの管理の難しさ
によって加速されている。

 • CPOはコスト削減を達成し財政上のリスクを
低減するために、新規サプライヤーとの競争入
札や既存サプライヤーとの契約再交渉に重点
を置いている。
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アジア太平洋（APAC） 全地域平均

図 9

サーベイからの洞察および全地域平均との比較

が、今後12ヵ月の最
優先事項としてコス
ト削減を挙げた70%

74% が、今後2年間でビ
ジネスに最も影響を
与えるテクノロジー
の分野としてアナリ
ティクスを挙げた

59%

66%

が、自組織の調達プ
ロフェッショナルが
デジタルテクノロ
ジーを最大限活用す
るために必要なケイ
パビリティを有して
いないと考えている

90%
82%

が、過去12ヵ月で組
織内における調達
関連のリスクが上昇
したと感じている

61%
55%

地域別概観：アジア
太平洋（APAC）
回答者62名
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組織にとって重要な考察

 • APACのCPOは、グローバルのCPOに比べて、
コスト削減に重点を置き、新しい製品／サービス
の導入には重点を置いていない。

 • APACのCPOは、デジタル戦略、アウトソーシン
グ／オフショアリング、製品開発／イノベーショ
ンに関して組織内で重要な役割を果たしている。

 • APACのCPOは、グローバルのCPOに比べ
て、戦略的トピックに関してリスク管理部門や
法務と提携する傾向が強い。

 • APACのCPOは、サプライヤーとのコラボレー
ション、サプライヤー関係の再構築、トータルラ
イフサイクル／総所有コストの削減が最大の価
値を生み出すと考えている。

 • APACのCPOは、アナリティクスを重視してい
るだけでなく、戦略的な調達実行ツールのアッ
プグレードに重点を置いている傾向にある。

 • APAC最大組織のCPOは、デジタル導入の障
壁はデータの品質と社内 ITリソース／サポート
の欠如であると考えている。

 • APACのCPOはグローバルのCPOに比べて、
第三者デジタルテクノロジーを使ってサプライ
ヤー市場から生じるリスクを特定・予測する傾
向が強い。

 • 一方で、APACのCPOは、課税漏れを防止する
ための戦略展開において、グローバルのCPOよ
り後れを取っている。

 • APACのCPOは、自チームはデジタルテクノロ
ジーの活用を最大化するケイパビリティを有して
いないと感じており、欧州・中東・アフリカ地域
のCPO同様、戦略的ソーシング／カテゴリ管理
の研修を通じて調達スキルに関連するギャップを
埋めることに重点を置いている。

 • デジタルケイパビリティを育成するために、APAC
のCPOは予測分析よりもデータ可視化やRPA
開発に重点を置く傾向が強い。

 • APACのCPOは、価値を提供し自組織とサプラ
イヤーの可能性を広げるために社内外でコラボ
レーションを実施している。

 • APACのCPOの55%が調達関連のリスクが
上昇したと感じている。ただしこれはグローバ
ル平均の61%より低い。

 • 一方で、APACのCPOはグローバルのCPOよ
りも景気低迷やデフレーションのリスクをより懸
念している傾向にある。

 • 他のAPACのCPOは、貿易戦争と社内の複雑
性増大をリスクとして挙げた。

 • 景気が低迷した場合、APACのCPOはローコ
ストカントリー（LCC）からの調達を実施し、仕
様を見直してコストを削減する傾向が強い。
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南米 全地域平均

図 10

サーベイからの洞察および全地域平均との比較

70%

88%
59%

69%

83%
82% 61%

63%

が、今後12ヵ月の最
優先事項としてコス
ト削減を挙げた が、今後2年間でビ

ジネスに最も影響を
与えるテクノロジー
の分野としてアナリ
ティクスを挙げた

が、自組織の調達プ
ロフェッショナルが
デジタルテクノロ
ジーを最大限活用す
るために必要なケイ
パビリティを有して
いないと考えている

が、過去12ヵ月で組
織内における調達
関連のリスクが上昇
したと感じている

地域別概観：南米
回答者16名
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組織にとって重要な考察

 • 南米のCPOは、コスト削減とデジタルビジネス
モデルの拡張／導入を最優先事項と考えている
傾向が強い。

 • 南米のCPOは、自組織の期待に応えるためにコ
スト削減やデジタルビジネスモデルの拡張／導
入等の戦略を検討している。

 • 南米のCPOは、自分たちの戦略を遂行するため
にオペレーションやリスク管理部門と提携する傾
向が強く、人事や法務と提携する傾向は弱い。

 • 南米のCPOはグローバルのCPOに比べて、価
値を提供し目標を達成するために、デジタルト
ランスフォーメーションに向けた取り組みの一環
としてアナリティクス、デジタルプレゼンス、ロボ
ティックプロセスオートメーション（RPA）に重
点を置いている。

 • 南米のCPOは、最新の ITアプリケーション（例
えば調達から支払いまでを行うクラウドベース
のS2Pアプリケーション）を用いた調達プロセ
スの自動化、新しい革新的なデジタルツール／
サービスの拡張、AI、RPA、データマイニング等
の最先端デジタル技術の投入に重点を置いてい
る傾向が強い。

 • 南米最大組織のCPOは、デジタル導入の障壁
は予算／資金の不足、データの品質、不明確な
投資収益率（ROI）であると考えている。

 • 南米のCPOは、グローバルのCPOに比べて、課
税漏れに対処するための戦略を備えている傾向
が強い。

 • 南米のCPOの大半は、自チームの能力は調達戦
略を遂行する上で十分でないと感じている。

 • 南米のCPOは、技術や戦略的ソーシング／カテ
ゴリ管理・交渉等の調達スキルに関連する研修
を実施することに、より重点を置いている。

 • 南米のCPOは、グローバルのCPOに比べて、
RPA開発やAIの研修を実施する傾向が強い。

 • 南米のCPOの63%が調達関連のリスクが上昇
したと感じている。

 • リスクレベルが上昇した主な理由として、景気
低迷やデフレーションの可能性、貿易戦争リス
ク、社内の複雑性増大、厳しい信用条件が挙げ
られた。

 • 景気が低迷した場合、南米のCPOは、グロー
バルのCPOに比べて、ローコストカントリー
（LCC）からの調達に重点を置く可能性が低い。
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北米 全地域平均

図 11

サーベイからの洞察および全地域平均との比較
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74%

59%

64%

81%
82% 61%

65%

が、今後12ヵ月の最
優先事項としてコス
ト削減を挙げた

が、今後2年間でビ
ジネスに最も影響を
与えるテクノロジー
の分野としてアナリ
ティクスを挙げた

が、自組織の調達プ
ロフェッショナルが
デジタルテクノロ
ジーを最大限活用す
るために必要なケイ
パビリティを有して
いないと考えている

が、過去12ヵ月で組
織内における調達
関連のリスクが上昇
したと感じている

地域別概観：北米
回答者128名
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組織にとって重要な考察

 • 北米のCPOは、来期目標を達成するためにコス
ト削減とリスク管理に目を向けている。

 • コスト削減を実現するために、北米のCPOは支
出集約を優先して進める、ビジネスパートナリン
グを行う、といった方策を検討している。

 • 北米のCPOは、一般的な調達部門の役割とし
て、 �Make or Buy� の意思決定、製品開発／
イノベーション、カスタマーフォーカスプログラ
ムに関与することを挙げている。

 • 重要なビジネス要件を実現するために、北米の
CPOは、他の多くのグローバルのCPOよりも
IT、法務、リスク管理部門と提携することに前向
きである。

 • 北米のCPOは、アナリティクスを重視している
だけでなく、有意義な影響を与えるツールとし
てRPAに注目する傾向が強く、調達実行ツール
のアップグレードを検討する傾向が弱い。

 • 北米のCPOは、デジタルテクノロジーの可能性
を最大化するにはデータ品質が重要であると考
えている。一方で、彼らはデジタルテクノロジー
を有効活用する上での大きな障壁として、アプリ
ケーション間の統合が不十分であることを挙げ
ている。

 • 北米のCPOは、最新の ITアプリケーション（例
えば調達から支払いまでを行うクラウドベース
のS2Pアプリケーション）を用いて調達プロセ
スを向上・自動化することに重点を置いており、
課税漏れや事業の混乱に対処するための戦略
を備えている可能性が低い。

 • グローバルのCPOと北米のCPOは両者とも、自
チームのデジタルテクノロジーの活用を最大化す
るケイパビリティに自信がない。

 • 北米のCPOは、ソフトスキルに関連するスキ
ル／能力（ビジネスパートナリング／リレーショ
ンシップマネジメント、効果的な幹部研修等）
のギャップに対処することに、より重点を置い
ている。

 • 北米のCPOは、価値を提供するために社内外で
コラボレーションを行う傾向が強く、既存の従業
員からの紹介を通じて採用を行う傾向も強い。

 • 北米のCPOの65%が調達関連のリスクが上昇
したと感じており、主な要因として、社内の複雑
性増大、景気低迷やデフレーションのリスク、貿
易戦争のリスクを挙げている。

 • 景気が低迷した場合、北米のCPOはリスクを
低減するために新規サプライヤーとの競争入札
や契約再交渉に重点を置く可能性が高い。
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EMEA 全地域平均

図 12

サーベイからの洞察および全地域平均との比較

70%
65%

59%

51%

79%
82% 61%

62%

が、今後12ヵ月の最
優先事項としてコス
ト削減を挙げた

が、今後2年間でビ
ジネスに最も影響を
与えるテクノロジー
の分野としてアナリ
ティクスを挙げた

が、自組織の調達プ
ロフェッショナルが
デジタルテクノロ
ジーを最大限活用す
るために必要なケイ
パビリティを有して
いないと考えている

が、過去12ヵ月で組
織内における調達
関連のリスクが上昇
したと感じている

地域別概観：欧州・中東
・アフリカ（EMEA）
回答者275名
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組織にとって重要な考察

 • EMEAのCPOは、グローバルのCPOに比べて、
コスト削減を重視しておらず、新しい製品／サー
ビスの導入に重点を置いている。

 • EMEAのCPOは、今後一年間にわたって価値
を提供するために、競争激化、仕様向上、需要
削減を強化する予定である。

 • EMEAのCPOの半分以上は、デジタル調達は
調達目標・目的を達成するのに役立つと考えて
いる。

 • グローバルのCPO同様、 EMEAのCPOは、調
達におけるデジタルトランスフォーメーションを
達成するために、最新の ITアプリケーション（例
えば調達から支払いまでを行うクラウドベース
のS2Pアプリケーション）を用いた調達プロセ
スの向上・自動化、革新的な最新デジタルツー
ル／サービスの拡張に重点を置く予定である。

 • EMEAのCPOの中で、調達におけるデジタルト
ランスフォーメーションを実現するためには企業
としての明確なデジタル戦略が重要であると考
えているのは、 50%未満である。

 • EMEAのCPOは、自チームのデジタルテクノロ
ジーの活用を最大化するケイパビリティに自信
を持っていない。

 • 北米のCPOと違い、 EMEAのCPOは戦略的
ソーシング／カテゴリー管理等の調達スキルに
関連するスキル／能力ギャップに対処すること
に、より重点を置いている。

 • 同時に、 EMEAのCPOは、予測分析、RPA開発、
AIよりもデータ可視化のトレーニングを実施しよ
うと考えている。

 • EMEAのCPOの62%が調達関連のリスクが
上昇したと感じており、主な要因として景気低
迷やデフレーションのリスク、社内の複雑さ、メ
ガサプライヤーの複雑さ／リスクの管理を挙げ
ている。

 • EMEAのCPOはまた、グローバルのCPOよりも
Brexitの不確実性および貿易戦争に関連するリ
スクに対する懸念が大きい。

 • リスクを軽減するために、 EMEAのCPOは
ローコストカントリー（LCC）からの調達や仕様
の見直しによるコスト削減等の戦略を展開する
傾向が強い。
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