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デロイト トーマツ コンサルティング合同会社（Deloitte Tohmatsu Consulting LLC）のサプライマネジ
メント＆デジタル調達チームは、最先端のデジタルソリューションと調達領域をリードするコンサルティング
サービスを融合させて支出管理に関する示唆を提供し、より適切なペースでコスト削減を実現します。デロ
イトのデジタルソリューション、カテゴリマネジメント、サプライヤーマネジメント、間接材・直接材のソーシ
ング推進活動を通じて、外部調達に関する投資効果の最大化を目指します。詳細についてはP35の問い合
わせ先にお問い合わせいただくか、Deloitte.comにてサプライチェーン＆ネットワークオペレーション
サービスの詳細をご覧ください。
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はじめに
マスタープラン：何故CPOは �複雑性対応の 
ハイパフォーマー� にならなければならないか
貿易戦争、気候変動、デジタルディスラプション、人材不足、規制対応

今日の調達組織は、あらゆる面で複雑性の高
まりに直面している。ソーシングによるコスト
削減の実現、リスク管理、経営企画、イノ

ベーション等の戦略的領域に対するビジネスインパク
トの拡大といった役割に加えて、他の経営幹部たち
（C-suit）とともにビジネスへの影響力拡大を期待さ
れている最高調達責任者（CPO）にとって、これらの
複雑性は課題を増大させる一方である。それにも関
わらず大半の場合、CPOはこれらすべてのミッション
に対して、より少ないリソースと予算で実行することを
求められている。

「複雑性は増大する一方であり、価値の創出は
時間とともにますます困難になっていくだろう。
覚悟しておいた方がいい。」

― CPOサーベイ 回答者（匿名）

多くのCPOは複雑な環境の中で溺れる覚悟をするし
かないと感じているかもしれないが、浮上する方法を
見つけ、さらには組織を前進させる新たな機会を見出
す道もまだ残されている。このレポートでは、CPOが
コアバリューチェーンや組織のリソース向上に関する
視点を変え、変革的なデジタルケイパビリティを利用
して調達に革命をもたらし、複雑なビジネスシナリオ
に顕在化するリスクを価値創出の機会へと変換するこ
とができる �複雑性対応のハイパフォーマー� になる
方法を探る。具体的には、以下4つの領域における
調達の複雑性への対応を検討していく。

• 外部環境の複雑性：調達部門が内部ステークホ
ルダーへの貢献のために管理すべき組織内ファク
ター以外（すべての外部要因）
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調査について
2011年以降、デロイト グローバル（デロイト）によるCPOサーベイは、調達領域への所感に関するグロー
バルベンチマークとして、調達の未来を形作る重要な課題や機会に関する独自のインサイトを提供している。
これらのインサイトは、長年にわたり、経営幹部のメンバー、調達リーダー、ビジネスパートナー、サプライヤー、
テクノロジープロバイダーが自身の展望、戦略、パフォーマンスを向上させる一助となってきた。

2019年のCPOサーベイは、Odgers Berndston社の協力の下、調達技術のアナリスト会社であるSpend 
Mattersからの情報提供を受けて実施された。本年度のサーベイは、世界38カ国から481名の調達リー
ダーが参加、全企業の年間売上高合計は5兆米ドルに達している。

• 内部環境の複雑性：部門間の関係を管理し、調
達と広範なビジネス目標との整合性を取ることの
難しさ

• 人材の複雑性：人材、全社組織、調達チームが、
いかにして自らのビジネスプランを遂行していくか
ということの難しさ

• デジタルの複雑性：他の3つの複雑性の領域を
連携させるとともに、デジタルトランスフォーメー
ションの取り組みを促進するためのテクノロジーと
プロセスにおける課題

各章の最後に、CPOが自組織内で複雑性への対処方
法を検討する際の3つの主要なアクションアイテムを
提示する。その中には、より大きなトランスフォーメー
ションの取り組みの一環として推奨される「デジタル
化」の視点も含まれている。
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「複雑性対応のハイパフォーマー」の調査方法
従来のCPOサーベイでは、コスト削減目標の達成度とビジネス連携の効果に基づく「ハイパフォーマー」（業
績測定）の方式を採用し、その測定基準をレポートのすべての企業に適用した。本年度版では、業績測定を
より包括的なものにして拡大し、今年度のテーマである複雑性の管理という文脈に適用することを意図した。
�複雑性対応のハイパフォーマー�グループは、以下が実現できる調達組織と考えられる。

• 上位1/4に分布される調達パフォーマンス。ステークホルダーの影響／アライメント（9つの企業レベルの
戦略的意思決定領域におけるソーシングの影響と早期のビジネスアライメント／関与に基づく）と、計画に
対するコスト削減達成度とステークホルダーのインパクト／満足度を測定するビジネス連携インデックスの
組み合わせとで分割されたバランススコアカードで評価。

• 高度な複雑性に直面した時のパフォーマンス。複雑性の指標を定義・算出した上で、ハイパフォーマーの
中から上位1/4の複雑性を持つ層を特定。高度な複雑性に直面しながら高いパフォーマンスを発揮する必
要があり、且つそれを実現したハイパフォーマーから学ぶことを目的としている。この複雑性の指標は、主
に次の要素から導出された。

– 業界の複雑性：石油＆ガス、ライフサイエンス、消費財等の業界は複雑性が高い業界の例である。公共
部門、非営利、不動産は複雑性が低い業界の例として挙げられる。1

– 支出額：一般的に総支出が多いほど組織の複雑性が高いことを示していると考えられる。

– 供給リスク：CPOから挙がった直近12ヵ月の調達関連リスク（価格設定、ディスラプション、破産等）
に基づく。

– ビジネス戦略の複雑性：調査でCPOが挙げた企業のビジネス優先事項の件数および重要度から導出。
これは実際には「良い複雑性」（すなわち、調達の調整機会が増える）であるが、複雑性であることに
変わりはない。

注釈

1. デロイトの分析に基づく。「複雑性が高い」業界とは、グローバルな製造を展開している傾向がある業界、資本／技術集約
型の業界、または消費者向けの業界である。



ポジティブな側面、ネガティブな側面、そしてデジタルの側面

5

ポジティブな側面、ネガティブな 
側面、そしてデジタルの側面
デジタルトランスフォーメーションをマスターし 
調達の複雑性を紐解く

もし2019年にCPOが直面しているシナリオを
一言で表すとしたら、それは「複雑性」だろう。
今日の調達組織は広範かつ複雑な責任を

負っており、その責任から生じる新たなタスクの一つ
一つが、複雑化する調達主導の活動や対処すべき課
題を増加させている。

その中には、絶えることのないコスト削減についての
懸念等、常に存在する課題もあれば、現在のビジネ
ス環境に広く行き渡っている高レベルのリスクや不確
実性といった新たな問題への対応もある。デロイトの
サーベイ結果 1では、60%以上の企業において過去
12ヶ月で調達関連リスクが増大していることが示され
ている。変化する協定や課税により世界貿易の規範
が不確実性にさらされており、これらは確実にサプラ
イチェーンへ影響を与える要因となる（次頁「企業の
フォーカスとアプローチの変化」を参照）。

そのため、CPOにコスト削減とリスク低減の義務があ
ることは極めて明白だが、それを実行する能力がある
かは別の問題だ。多くの調達リーダーは、限られたリ
ソースに対して、次々と押し寄せるニーズを比較検討
することの難しさを感じている。彼らは、戦略的なビ
ジネス提携やイノベーションへの貢献といったより意
欲的な目標と並行して、供給関連のコミットメントを
満たす最善の方法を判断するのに苦労している。彼ら
はまた、頻発する問題の火消しにも悪戦苦闘している。
このことをあるCPOは、「あまりにも多くの問題・ト
ラブル対応や方向性の欠ける活動が一気に押し寄せ、
より大きな複雑性を生み出している」と言及している。
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企業のフォーカスとアプローチの変化
調査結果によると、今日の製造業者にとってのリスクシナリオの上位に、景気低迷／デフレ（56%）、次いで
貿易戦争（48%）、Brexitの不確実性（31%）、中国景気の減速（27%）が挙がっている。

グローバル・バリュー・チェーンは根本的に再編されつつあり、高度にグローバル化されたサプライチェーン
から、より自国内でかつ地域に特化したサプライチェーンへと徐々に移行している。このトピックは、CEOの
収支報告の最重要事項であるとともに、CPOからも同様に認識されつつある関心事項である。デロイトの調
査結果では、今後12ヶ月間で最も「優先度が高い」上位2つのビジネス戦略として、常に懸案事項として挙
げられるコスト削減（70%）に次いで、ますます重要視されているリスク低減（55%）が挙げられている。

このように拡大していく責任範囲に対処するには、何
もしないで複雑性を嘆いてばかりいても始まらない。
デロイトの調査が示すとおり、調達組織は複雑性に積
極的に対処するモードにシフトする必要がある。この
シフトは通常2つの形式をとる。

1.「ネガティブな複雑性」を根絶する。リスクをもた 
らし、調達パフォーマンスを妨げる複雑性は、可能
な限り排除するべきである。例えば、自然災害や
地政学的な争い、サイバー攻撃といったサプライ
チェーンに混乱を引き起こす事象は、そのすべて
が昨年の供給市場においてリスクとして認識され
た。しかし、サーベイの対象となった組織の50%
以上が、市販のデジタルツールを使って供給市場
のリスクを特定し予測する効果はゼロまたは限定
的であると回答している。

2.「ポジティブな複雑性」を受容する。複雑性を利用
して、調達の影響を従来のソーシング中心の支出
管理から、エンゲージメントモデルやサービス提
供に拡大することができる。これには、戦略的分野
（例：設備投資、企業リスク管理）でビジネスのス
テークホルダーにより広範な影響を与えるための
取り組みや、企業開発などの分野でリーダーシッ
プを発揮してステークホルダーにより深い影響を
与える取り組みが含まれる。

デロイトの調査によると、複雑性の効果的な排除や受
容は、デジタルトランスフォーメーションという一つの
重要なイニシアチブに大きく左右される。もしCPOが
このコア領域に対処すれば、他のあらゆる形態の複

雑性を克服することができるだろう。デジタルトランス
フォーメーションは、もはや単なる流行語ではなく、最
高のパフォーマンスを発揮するために調達組織にとっ
て不可欠なものになりつつある。デジタルトランス
フォーメーションはビジネストランスフォーメーション
の中核となっているのである。調達部門は、複雑性に
対処し変革されない限り、ビジネストランスフォーメー
ションを確実にリードすることはできない。また、サプ
ライヤーのデジタルケイパビリティを活用することなく
トランスフォーメーションを効果的にリードすることも
できない。

例として、調査結果は、高度に複雑な環境で多面的
な価値を提供することができた「ハイパフォーマンス」
（上位1/4）の調達組織は、同業他社よりも明らかに
強力なデジタルケイパビリティを有していることを示し
ている。また、ITやリスク管理などの主要ステークホ
ルダーとの緊密な連携や、よりフレキシブルなデジタ
ル対応のオペレーティングモデルも有している。これ
らの企業を �複雑性対応のハイパフォーマー� と呼び
（次頁「複雑性対応のハイパフォーマーの概要」を参
照）、本レポートでさらに詳述する。

現在、デジタルトランスフォーメーションは必要不可
欠であるが、調達においては、従事する人材が最もフ
レキシブルで直観的なテクノロジーアプローチやツー
ルを積極的に学習し適用しない限り、これらを効果
的に実行することができない。調達のオペレーティン
グモデルは、従来のアウトソーシングではなく、よりフ
レキシブルなデジタル対応モデルにシフトしているの
である。
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�複雑性対応のハイパフォーマー�の概要
2019年度版デロイトGlobal CPOサーベイでは、パフォーマンスが上位1/4であり、かつ上位1/4の複雑
性に直面している調達組織から学ぶことを試みている（「はじめに」の章「調査について」を参照）。図1に
示す数値は、レポートに出てくる481社について、�複雑性対応のハイパフォーマー� 40社とそれ以外の企業
とのパフォーマンスの差を比較しているが、複雑性に直面した際でもパフォーマンス発揮に貢献しうる特定の
ケイパビリティに焦点を当てている。

出所：Deloitte Global CPO Survey、2019年

図 1

“複雑性対応のハイパフォーマー”は複雑性に直面した際にも、
他のCPOを上回るパフォーマンスを発揮する
“複雑性対応のハイパフォーマー”　　　すべての企業

34%

26%

24%

39%

64%

52%

73%

74%

70%

89%
支出に対する影響力を有している（ソーシング時）

コスト削減目標を上回って達成している

アライメント：ステークホルダーの意思決定において常に／おおよそ積極的な役割を果たしている

戦略的ビジネスパートナーとして優れた効果を発揮している

機能上のパートナーとして優れた効果を発揮している（9つの分野：IT、金融、人事、販売／マーケティングなど）

本レポートから、高パフォーマンスを発揮している調
達組織は、より高レベルの臨時雇用人材とクラウド
ベースのアプリ（特に予測分析機能を備えたアプリ）
を使用し、それらをステークホルダーに提供してビジ
ネスそのものを支援していることが判明した。これら
の企業はロボティック・プロセス・オートメーション
（RPA）を積極的に展開して、単なる「購買屋」からデ
ジタルトランスフォーマーへの変貌を遂げようとしてお

り、ビジネス・プロセス・アウトソーシング（BPO）モ
デルが変革されつつあることも見てとれる。

デジタルに対応可能な �複雑性対応のハイパフォー
マー�になることができるCPOは、いかなる嵐や逆風
が吹き荒れようとも、ビジネスの方向性と一致した価
値をもたらすことができるだろう。

注釈

1. デロイト、Deloitte Global CPO Survey、2019年
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外の世界に向けて準備を整える
外部環境に起因する複雑性への対処を極める

グローバルサプライチェーンは広大かつダイナ
ミックで相互依存しており、いつビジネスディ
スラプションが生じてもおかしくない複雑な

環境を生み出している。どの組織や企業も、外部要因
によって引き起こされる問題からダメージを受ける可
能性がある。調達ビジネスの成功が外部供給市場か
ら効果的に価値を獲得する能力に大きく依存している
ことを鑑みると、CPOが外部環境の複雑性を適切に
克服することは不可欠である。

ほとんどの調達担当者は、供給市場のセグメンテー
ションを表すクラルジックの2x2マトリクス（Kraljic 
matrix）や、価値と複雑性を掛け合わせたフレーム
ワークなどには精通しているはずだ。現実問題として、
外部環境における複雑性が高まった結果、より広範な
リスクが顔を出すこととなった。つまり、より高い複雑
性が、バリューチェーン全体で物事がうまくいかなくな
る可能性を高めてしまうのである。昨年だけでも、貿
易戦争とその結果生じた関税、気候変動、世界的な

貿易交渉に関する不確実性といったリスクが顕在化し、
最終的には景気低迷とデフレの可能性といった複数
のリスク要因が外部供給市場の複雑性を増大させる
こととなった（図1）。

CPOはこれらの「外部環境から受ける」事象を、既
に高いリスクを抱えている昨今の環境においては、継
続して懸念すべき対象と見なしていたが、それにも関
わらず、回答者の61%が過去12ヶ月でこれらのリス
クが増加したと感じている（図2）。しかしながら、こ
れらのリスクに精通しているだけでは、それらを十分
に管理できると自信を持つ根拠には到底ならない。
サーベイ対象となったCPOのうち、「おおいに」準備
が整っていると回答したのは37%のみであり （調査
対象の中で上位1/4に分布されるパフォーマンスを発
揮し、複雑な環境にも対処できる�複雑性対応のハイ
パフォーマー�グループは53%であった）、「完全に準
備が整っている」と回答したCPOは一握りであった
（図3）。
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2019年においては、関税問題の動向が大きな関心
事項となり、全回答者の33%（製造業の48%）が関
税を主要リスクとして挙げた。関税リスクは、一見す
ると一時的なリスクと捉えられがちだが、より体系的
かつ長期的なリスクである景気低迷（回答者の42%
が挙げ、米国製造業などの特定のセクターで繰り返し
言及された1）への前兆となっている。不況を恐れて
いる多くのCPOは、定期的にトラッキングしている他
の要因より、今年のサーベイで初めて提示された選択
肢である景気低迷を真っ先に選んだのである。

外部環境の複雑性が増大しているにも関わらず、調達
リーダーはリスクを部分的にしか管理していない。例
えば貿易紛争は、主にCPOが問題に対処するための
戦術的なインバウンドサプライチェーンの再編を追求
する原動力となるはずだが、回答者の14%が「完全
に」または「おおいに」既存の供給元を移管する予定
であると答えたのに対し、約3分の2（62%）はこの
戦略を「ある程度」または「少し」しか採用していない。
興味深いことに、�複雑性対応のハイパフォーマー�は
この戦略に対してより積極的であり、24%が「完全に」

出所：Deloitte Global CPO Survey、2019年

図 1

回答者から挙がった組織が直面している最大のリスクとして、
景気低迷とデフレが浮上した
組織にとって、リスクレベルの高いシナリオを3つ選択してください

景気低迷、デフレ

M&A、組織のサイロ化、非標準プロセス等による自組織内での複雑性

メガサプライヤー内での複雑性／リスクの管理

貿易戦争

組織内および供給ベースでのデジタル分断の管理

Brexitの不確実性、貿易交渉の結果

新興市場の弱さや変動性、中東／アジアの地政学的リスクの上昇

厳しい信用条件、信用枠・融資枠レベルの低下

中国の景気減速の波及効果

住宅やその他の資産および金融資産のバブル、高インフレのリスク

42%

39%

37%

33%

29%

23%

14%

13%

13%

9%
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または「おおいに」既存の供給元を移管する予定であ
ると回答し、64%が「ある程度」または「少し」移管
していると回答した（図4）。

貿易紛争と保護主義に関する議論が2019年の市場
を解説する上での大半を占めていたかもしれないが、
現地調達へシフトする動きは見られていない。

進歩を続ける製造業者は、10年以上にわたって、ス
ピードとレジリエンス／冗長性を向上させるために、
より自国内でかつ地域に特化したサプライチェーンを
整備してきているが、最近の貿易戦争は、供給構成
（supply mix）の変更を強いているというよりは、単
に供給側からネットワークの再設計を急かしているに
過ぎない。

商業的な複雑さとサプライヤーの力のリスクに取り組む
本年度の調査で最も驚くべき供給リスクは、2番目に多く挙げられた（回答者の37%）何年にもわたる戦略
的ソーシングと業界再編の副産物として生じた「メガサプライヤー」による脅威である。サプライヤーが強大
な力を持つと、取引や関係構築における複雑性が増加する可能性があり、相互利益に資するようなサプライ
ヤーの戦略的管理ができなければ、価格だけでなく機敏性（agility）のリスクも生み出すことになる。それで
もなお、全組織の36%は依然として支出の集約（今後12ヶ月で最も採用されるであろう調達戦略）を予定
しており、企業の3分の2は新しいサプライヤーに対する競争入札と既存サプライヤーとの契約交渉という過
去から行われている戦略も実施するだろう。これに対して、�複雑性対応のハイパフォーマー�は、これらの戦
略を追求するとともに、SKU（在庫最小管理単位）の合理化（全企業の25%に対して56%）と仕様の向上（全
企業の24%に対して40%）を通じて需要の複雑さを軽減することで、コストとリスクを削減しようとしている。

出所：Deloitte Global CPO Survey、2019年

図 2

ほとんどのCPOが過去12ヶ月で
調達関連のリスクが増加したと
感じている
過去12ヶ月で調達関連リスクのレベルはどのように
変化したか

大幅に増加した やや増加した
ほぼ変わらない やや減少した
大幅に減少した

19%

42%

34%

0%3%

37%

4%

53%

5%

図 3

上位のリスクに対処する準備ができて
いるのはどちらのCPOグループか
上位のリスクに対して、どの程度準備ができているか
（回答者の割合）

おおいに 完全に

すべての会社 複雑性対応の
ハイパフォーマー

出所：Deloitte Global CPO Survey、2019年
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図 4

“複雑性対応のハイパフォーマー”は、
既存の供給元を移管してリスクを
低減することに長けている
リスクに基づく供給元の移管について、
どの程度実践しているか
少し ある程度
おおいに 完全に

全企業 複雑性対応の
ハイパフォーマー

出所：Deloitte Global CPO Survey、2019年

2%
12%

34%

3%

21%

51%

28%

13%

しかしながら、リスクレベルは上昇したままであるよう
に思われることから、調達部門は複雑性によって引き
起こされたバーニング・プラットフォーム（差し迫った
危機的状況）を利用して、結果として生じるリスクに
対処するよう社内のやる気を引き出し、場合によって
はコスト削減も実現できる可能性がある。しかしこれ
は単純な一回限りの取り組みではない。持続可能な
優位性を実現するには、企業はサプライチェーンを継
続的にデジタル化および分析したうえで想定内外のイ
ベントに対するリスクを軽減し、レジリエンスを高める
必要がある。

MIT Sloan Management Review誌の調査では、
望ましい最終状態とは、組織のサプライチェーンがリ
アルタイム分析とフレキシブルな意思決定および実行
プロセスに基づいて「ピボット」（方向転換）できる状
態である、と述べられている。2 ダイレクトソーシング
ケイパビリティの進化がその一例であり、コモディティ

ヘッジ、IoT、先進的アナリティクス、コストモデリング
等の取り組みに対するケイパビリティが急速に進歩す
ることで、先進組織は競争上の優位性を獲得している。

では、CPOが外部環境に深く精通するために取るべ
きステップは何か。取り得る手段を以下に示す。

1. 最も緊急なリスクに対処するためのガイドライン
と緊急時対応計画を作成する。世界的な貿易の不
確実性であれ、関税圧力の増大であれ、自然災害
であれ、外部リスクは都合の悪いタイミングで発
生するのが常である。CPOができる最善のことは、
プロアクティブに準備に取り組むことであり、自ら
の組織がさらされるさまざまなリスクを正当に評
価し、それらに対処するためのガイドラインや手順
書を作成すべきだ。取っ掛かりとなる重要な論点
を以下に示す。

• サプライチェーンにおける主な弱点は何か。また、
ディスラプションが発生した場合、その弱点をどの
ようにカバーできるか。

• 事前に定義しておく必要があり、かつ測定可能な
リスクの評価基準（価格上昇等）は何か。

• 各リスクが現実のものとなる可能性を評価するた
めに、どのような指標をトラッキングする必要があ
るか。またもしそのような状況が訪れた場合、どの
ような行動を取るか。

• 各リスクは、組織の人材、テクノロジー、コストに
どのような影響を与えるか。

• サプライヤー契約には、貿易リスクやその他のディ
スラプションへの対処に必要な文言（不可抗力条
項など）が含まれているか。

• 予測される環境の変化と予測できない環境の変化
に対して、どれだけ迅速に対応できるか。

2. リスク軽減を可能とする供給ベースへの構造変化
を検討・評価する。CPOは、自組織が依存するグ
ローバル・バリュー・チェーンを評価して、ビジネ
ス上のセキュリティや取引関係を向上できる機会
がないかを判断する必要がある。過去に組織の機
能を海外に移した経緯がある場合、市場の変化を
梃にリショアリング（海外で行っていた生産を国内
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に移管する国内回帰）するチャンスがあるかどうか
を検討することも可能であり、コスト抑制というだ
けでなく、リスクにさらされる可能性の軽減といっ
た視点も必要となってくる。また、供給ベースの多
様化を目的とした構造的変化は、メガサプライ
ヤーへの力の集中を軽減するのにも役立つ。

3. デジタル化を推進する。サプライチェーン専用の
リスク管理ソリューションのポテンシャルを探るべ
きだ。調達活動において、リスク管理の優先度が
高まっているが、それらに対処するソリューション

の活用は調達の核となる活動であるP2P（Peer 
to Peer）等に関連するテクノロジーに比べると
後れを取っている。完全な供給ネットワーク（単
なるTier1関係を超えるネットワーク）をマッピン
グし、さまざまなリスク要因に対してカスタマイズ
されたリスクプロファイルを作成できる新たなリス
ク管理ツールを使うことで、組織の供給ベースを
正当に評価し、動的な環境における外部リスクの
軽減に必要な部門横断型の計画を推進すること
ができる。

注釈

1. 全米供給管理協会（ISM）の製造業購買担当者景気指数（PMI）は5ヶ月連続で下落し、2019年8月に50を下回り、
35ヶ月にわたる米国製造業の拡大に終止符が打たれた。全米供給管理協会「2019年8月の製造業景況感指数
（Manufacturing ISM report on business）」、2019年9月3日

2. Laurent Chevreux、Michael Hu、Suketu Gandhi、「Why supply chains must pivot」、MIT Sloan 
Management Review、2018年7月19日
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社内の態勢を整える
内部環境における複雑性への対処を極める

さまざな社内部門において、調達部門やサプライ
ヤーとの適切な関係を構築すること、ベストプ
ラクティスを適合させること、さらには部門間

の整合性を維持することが社内の複雑性を克服する
上でのキーとなる。調達部門は複雑なプロセスの連
結点であり、パートナー、サービスプロバイダー、戦
略的計画イニシアチブの主要メンバーと、いくつもの
役割を担っている。機能領域、ビジネス領域、デジタ
ル領域の3つの主要領域における整合性を向上させ
ることで、CPOは社内の複雑性を克服しつつ、全社的
な価値創出への貢献度を高めることができる。しかし、
多くの調達リーダーにとって、これらの領域における
進展は遅々として進んでいない。

調達部門には、ステークホルダーへサービスを提供す
るプロバイダーや戦略的プランニングにおけるビジネ
スパートナーとして、部門間の整合性を維持するとい
う役割が求められており、この点が社内における複雑
性を生み出している。調査対象のCPOの26%のみ

が自らを優れた社内ビジネスパートナーだと述べたが
（図1）（2018年の調査からわずかに増加）、調達と
連携して事業部門への貢献が求められる経理、IT、人
事、その他の「機能上のパートナー／協働部門」が、
調達部門とどのような関係性を構築しているかについ
て、掘り下げて調査を行った。CPOからの回答による
と、彼らは他部門における特定の部門、つまりIT
（50%）、経理（46%）、オペレーション（44%）とより
強固な関係にあるようだ。これらの部門は調達の効
果を「非常に良い」と評価する傾向にあると述べてい
る（図2）。

これらの結果は、調達部門における課題を示唆してい
る。ビジネス機能のアウトソーシング増加や外部の「ギ
グ（単発で仕事を請け負う）」人材の活用など、外部
サービスの活用はより広範囲に渡るトレンドとなって
いるが、結果として、これらをコーディネートするため
には、調達と他部門との高度なコラボレーションが必
要となっているということだ。例えばデロイトの2018
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年度版グローバルアウトソーシングサーベイ1では、
企業が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
かを尋ねたところ、トップ5のうち4つが、既存のソー
シングプロセスを変更してより体系的なアプローチを
取る方法に集中することを示している。事実、回答者
の多く（42%）が、提案依頼書作成またはサービスプ
ロバイダーの選定に時間を割くべきだと述べている。

サードパーティの管理やend-to-endの調達から支払
いまで（S2P／Source-to-Pay）の統合アプローチを
構築することは、社内の複雑性を軽減するために不
可欠であるが、それと同時に、調達部門が自らのサー
ビスポートフォリオや社内の関連戦略へサービスをア
ドオンすることも可能とする。つまり、「ポジティブな複
雑性」を追求できるようになるのである（図3）。CPO
にとって、支出の集約（36%）は最優先戦略であるが、
ビジネス連携（27%）の優先度も高く、こういった施
策は仕様向上やサプライヤーリレーションシップの管
理などへの一助となるだろう。

注：「非常に良い」：調達は社内で高く評価され、重大な戦略的価
値に貢献する重要なビジネスパートナーとしてみなされている。
「普通」：調達は他の部門よりも一部の部門と強力な関係を築い
ており、社内においてよい影響と悪い影響を両方持っている。
「悪い」：調達は事業の残りの部門からサイロ化しており、他の部
門との連携に苦労している。

出所: Deloitte Global CPO Survey、2019年

図 1

調達部門を優れた戦略的ビジネス
パートナーと評価したCPOは
多くない
戦略的ビジネスパートナーとしての調達機能の
有効性をどのように評価しますか

非常に良い 普通 悪い

26%

69%

6%

このスナップショットは、調達部門が主要なビジネス
目標との整合性を取る能力が向上していることだけ
でなく、変化する供給市場の要件（例えば強力な「メ
ガサプライヤー」の管理には、より強固なリレーション
シップマネジメントアプローチが必要）や、調達部門
が直面している価値創出に対する社内からのプレッ
シャーにより、従来の支出管理を超えたより高度な戦
略の採用が進んでいることを示している。

既述したような調達戦略は、戦略的な意思決定プロ
セスの初期段階において最も有用である（図4）。調
達部門が常時または通常関与しているとする戦略的
意思決定として、オフショアリング／アウトソーシング
（61%）、内製か外部調達かの判断（57%）、そして最
も重要であろう財務予測／予算（56%）が挙げられ
ており、支出が発生すらしていない段階においても影
響を及ぼしているようだ。調達部門が �支出に対する
十分な影響力�を保持していることが見てとれる。

一方で、企業レベルのデジタル戦略においては、調
達組織が常時関与している割合が14%（通常関与し
ている割合は31%）であることが示しているように、
調達とビジネスの間に「デジタル・ディスコネクト（断
絶）」があることは明らかだ。このことが、真のデジタ
ルアライメントを達成する上での障害を生み出して
いる。

「ビジネス連携は常にフォイト社の購買に関す
る議題の優先事項となってきた。しかし、デジ
タルトランスフォーメーションの時代においてス
ピードと俊敏性が新たな必須条件となる中、そ
の重要性が増している。購買活動において、社
内および社外のステークホルダーと提携し協力
する能力を強化していく必要がある。最終的に、
購買部門は、意思決定の中枢を担う影響力の
ある機能として自らを位置付け、競争力とイノ
ベーションを推進していくべきだ。フォイト社の
購買部門としては、製品開発サイクルと資材グ
ループの統合された管理プロセスに初期から
関与することでこの目的を達成する。さらに、
ロボティクス等のデジタルイノベーションを用
いて、我々のケイパビリティを単なる取引タス
クからシームレスなビジネス全体への連携にシ
フトしていく。」

― Ralf Havermann, フォイト・グループ
シニアバイスプレジデント& CPO
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調達による価値創出において、優先事項の多くはデジ
タルケイパビリティにかかっている。調達人員がサプラ
イヤーとの協業（デジタルケイパビリティの活用その
ものも含む）により多くの時間を費やすことを可能と
するオートメーションであっても、単なる計画立案へ
の対処にとどまらず実行推進を可能とするアナリティ
クスやサードパーティ情報源の活用であっても同様だ。
しかしながら、最も重要なのはビジネス上の優先事項

との整合性をとることであり、コスト削減とリスク低減
は、今日の激動の時代における最上位の優先事項に
挙げられた（図5）。一方で、それに次ぐ3つの優先事
項として、ビジネス優先事項であるデジタルビジネス
モデルの拡大／導入（52%）、新しい製品／サービス
の導入または新規市場の拡大（50%）、組織内で統
制の取れた成長（47%）が挙げられており、イノベー
ションと成長に焦点を当てていることが見てとれる。

注：「非常に良い」：調達は社内で高く評価され、重大な戦略的価値に貢献する重要なビジネスパートナーとしてみなされている。
「普通」：調達は他の部門よりも一部の部門と強力な関係を築いており、社内においてよい影響と悪い影響を両方持っている。 
「悪い」：調達は事業の残りの部門からサイロ化しており、他の部門との連携に苦労している。

出所: Deloitte Global CPO Survey、2019年

図 2

IT、経理、オペレーションは、戦略的ビジネスパートナーとしての
調達の有効性を「非常に良い」と評価する傾向が強いと考えられている
組織内における以下の他部門の幹部は、戦略的ビジネスパートナーとしての調達部門の有効性を
どのように評価すると思いますか

該当なし 悪い 普通 非常に良い

経理

人事

IT

法務

製造

オペレーション

リスク管理

営業／マーケティング

税務

46%42%6%6%

28%56%7%9%

50%38%6%6%

37%41%9%13%

33%28%5%34%

44%42%6%8%

32%45%9%14%

52%11%15% 22%

48%9%23% 20%
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出所：Deloitte Global CPO Survey、2019年

図 3

CPOは支出の集約、サプライヤーとの協業、ビジネス連携を
今後12ヶ月間における組織の優先事項トップ3とみなしている
今後12ヶ月において、価値提供のための施策として、以下のどの調達戦略を活用する予定ですか
（最大3つのオプションを選択してください）

支出の集約

競争力の強化

サプライヤーとの協業（例：共同プロセス改善）

ビジネス連携

既存サプライヤーとの関係の再構築

仕様の向上

トータルライフサイクルコスト／総所有コストの削減

供給ベースの再構築

取引コストの削減

商品価格の変動性の管理

需要の減少

調達と他部門との連携／ソーシング協調の活用

ノンコア調達業務のアウトソーシング

その他

36%

28%

28%

27%

25%

24%

23%

19%

18%

13%

12%

12%

9%

4%

デジタル・ディスコネクト（断絶）により、調達におけ
る大きな3つの重要対応指針が導出される。

1. デジタルビジネス戦略との整合性を早期に図り、
サプライヤーのデジタルイノベーションを活用する

2. IT連携とITソーシングに関する強力なケイパビリ
ティを取得して、アジャイル開発や取引関係の最適
化へと役立てる

3. 調達部門内で有用な事例を創出し、調達の境界を
越えて導入可能なデジタル機能の開発をリードする
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出所：Deloitte Global CPO Survey、2019年

図 4

多くの回答者は、調達が戦略的意思決定プロセスの初期段階で
積極的な役割を果たしていると述べている
以下の企業における戦略的意思決定に対して、調達部門はどの程度関与しているか（回答者の割合）

常時関与している 通常は関与している 時々関与している

8% 22% 29%

13% 29% 32%

14% 31% 31%

15% 16% 22%

24% 33% 24%

26% 35% 23%

26% 30% 26%

要員計画

製品開発／革新および顧客中心のプログラム

デジタル戦略

合併と買収（M＆A）

内製か外部調達かの判断

アウトソーシング／オフショアリング／オートメーション

財務予測／予算

（例：市場インテリジェンスや予測分析ツールの
活用）

これは口で言うほど容易に実行できることではない。
ほとんどの調達および IT組織は、市場で入手可能な
デジタルソリューションと社内で開発されたデジタルソ
リューションを大量に管理する、というデジタルの複
雑性に悪戦苦闘している。この社内の複雑性を効果
的に克服するには、CPOが自身の目標や価値を組織
内の他の幹部と擦り合わせることが必要だ。来年の
計画を立てるとき、�複雑性対応のハイパフォーマー�
たるべき行動は、基本原則に目を向けて、ビジネスの
目標達成を支援するための部門のあり方を考えること
なのである。

それでは、CPOは社内環境に深く精通するために何
ができるのか。実行できるいくつかの手順を以下に
示す。

1. 整合が必要な各領域について、現在の成熟度と
影響レベルを確認する。社内調整の複雑性軽減
に着手する前に、CPOは誰が味方で、誰が調達
部門を敵とみなしている可能性があるのかを明確
にする必要がある。そして、他部門における業務
用語や独自文化を学び、幹部レベルに調達の関
与をアピールする際に用いたようなアプローチを
適用する工夫が必要となる。目標は、ますます増
加するビジネス上の優先事項との整合性をとりな
がらサービスポートフォリオを拡大し、調達が関与
する「ポジティブな複雑性」の総量を増やすことで
あり、最終的には、調達部門が最大の価値を創造
し、かつ共有された優先事項として取り組む領域
を、CPOが能動的に判断できるようにすることで
ある。
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出所：Deloitte Global CPO Survey、2019年

図 5

CPOはコスト削減とリスク低減を、今後12ヶ月における組織の
優先事項トップ2とみなしている
以下の各ビジネス戦略は、今後12ヶ月においてどの程度優先されることになると思いますか

最優先 やや優先 優先されない

コスト削減

リスク管理

企業の社会的責任の管理

新しい製品／サービスの導入または新規市場の拡大

キャッシュフローの増加

設備投資の増加

デジタルを活用したビジネスモデルの導入／拡大

組織内で統制の取れた成長

買収による拡大

資産の処分
60%29%10%

41%32%27%

20%38%42%

16%34%50%

47%40% 14%

38%55% 7%

23%70% 7%

13%35%52%

35%47% 18%

31%28% 41%

2. 戦略的連携におけるギャップを埋めるために、投
資と活動の調整を図る。例えば、ITと強固な関係
を築いていたとしても、調達組織のデジタル戦略
が ITのロードマップとずれているといったことが無
いだろうか？もしそのようなケースに直面した場
合、調達側の戦略をシフトする必要があるか、あ
るいはより包括的なデジタルビジョンをサポートす
るために ITに提供できる情報がないか、CIOとの
対話を開始する必要があるかもしれない。同様の

対話を他の部門、特に技術部門や製造部門といっ
た関係部門とも行うべきだろう。

3. デジタル化を推進する：複雑性に対処し戦略的
連携を図る時間を確保するために、プロセスを自
動化する。自動化（オートメーション）は、調達リー
ダーの負担を軽くするのに役立つ。CPOは戦術面
の取り組み（例：計画外購買、買掛金プロセス）
の自動化に目を向けることで、ビジネス提携など
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の戦略的活動への注力にシフトすることができる。
P2Pサイクルに関連する自動化または効率化は明
らかにその出発点となる。ますます利便性が高ま
る電子調達システムは、ステークホルダーを優先

サプライヤーへと誘導したり、予測分析を用いて
購入依頼の承認可否予測をユーザに通知すること
もできる。

注釈

1. デロイト、Deloitte global outsourcing survey 2018、2018年
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変化をドライブする
人材の課題に対処し複雑性を克服する

何年もの間、多くの最高調達責任者（CPO）は、
複雑化する調達の問題に対処するために必
要な有能な人材の確保や新しいチームメン

バーの採用に悪戦苦闘してきた。それと同時に、臨時
雇用スタッフに紐づくコンプライアンスの懸念やグ
ローバル人材関連の課題といったように、人材管理モ
デルは急速に変化している。人材の複雑性を克服する
ために、CPOは分析および技術スキル（成功に欠か
せないが業界全体で不足している）の課題に取り組む
だけでなく、人材についての新しい考え方を受け入れ
る必要がある。

調達組織は、適材を確保するための激しい競争に直
面し続けており、DHLによるサプライチェーンの人材
ギャップの調査によると、6件の求人に対して有力候
補が一人というのが常態である。1 CPOは依然として、
必要なレベルのテクノロジースキルや分析能力、また
優先度の高い戦略の実行に必要なリーダーシップお

よび専門能力を備える人材を見つけるため、多大な
時間と労力を投資する必要がある。しかし、それらを
実現するには多くの障壁がある。DHLの同じ調査で、
回答者の70%が、サプライチェーン関連の仕事にス
テータスの魅力とキャリア成長の機会が欠けていると
思うと述べている。この採用の課題はデロイトの調査
でも反映されており、55%の企業が過去12ヶ月で有
能な人材を惹きつけることがより困難になったと感じ
ており、より容易になったと感じているのはたったの
9%だった。

人材自体はある種の供給市場であり、デロイトの調査
における興味深い発見の一つも人材の調達に関する
ものであった。全企業の84%は調達チームの3/4以
上を正規雇用者が占めている状況において、�複雑性
対応のハイパフォーマー� の28%は臨時雇用人材の
マーケットから登用していることが判明した（全企業
では20%に留まる）。社外の人材にはさまざまな形
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態があり、独立した請負業者（21%）、オンデマンド領
域における専門家（17%）、オフショアセンター（7%）
等、多くのチャネルが存在することが調査で示された。

人材マネジメントを極めることができるかどうかは、
調達人材市場の複雑な特徴に
対処できるかどうかにかかって
いる。適切な応募者の不足、
戦略実行に必要なケイパビリ
ティと現メンバーのスキルとの
ギャップ、増大化するデジタル
調達の重要性、人材戦略に対
するCPOのアプローチ等、課
題は様々だ。

複雑性の高い時代における人材の再構築
グローバル調達の領域における優秀な人材へのニーズは引き続き供給を上回っており、企業の要求と期待も
高まり続けている。企業がこのギャップを埋め、ステークホルダーに持続可能な価値を提供しようと取り組む
中、技術スキルと、よりソフトなスキルの両方のトレーニングへの投資が増加傾向に見えることは心強い。各
種データは、我々が日々目の当たりにしているとおり、分析的洞察が組み合わされたよりソフトなスキルに対
する需要が高まっており、さらなる強化が求められるケイパビリティ分野であることを示している。技術が進化
するにつれて、従来は調達部門で実行されていた処理やトランザクションタスクの多くは消滅するだろう。これ
は、調達部門が確実に小さくなることを意味している。ただそれと同時に、人数は減るかもしれないが、社外
の供給ベースやデータ解析のサポートを得て、ビジネスが直面するより戦略的な課題や機会に集中する時間
を今まで以上に多く割けるようになる。このスリム化したチームには、より幅広いビジネス上の専門知識を持
ち、社内のより高いレベルでのオペレーションに長けた有能で経験豊富な調達リーダーが配置されるだろう。
卓越した戦略的ビジネス提携スキルと、利用可能なデータやアナリティクスの基盤に構築された供給市場の
洞察を併せ持つ優秀な人材が輝きを放つのは、まさにそういったステージなのだ。また、データが示すとおり、
テーマに関する深い専門知識が必要とされる特定のプログラムやプロジェクト向けのケイパビリティーとして、
フレキシブルでアジャイルな人材の採用／活用がますます増加していくだろう。

これらの傾向により、最終的には調達チームが合併や買収、あるいは知的財産の収益化といった従来の調達
範囲に加え、より広範な、人間関係をベースとしたビジネス上の役割を担っていくことになると考えられる。
社内調達チームは、調達スキル、テクノロジー、BPOプロバイダー、およびギグエコノミーの機動的な組み合
わせを活用することにより、提供価値の増加、リスク管理、および収益の最大化において、より大きな役割を
果たすだろう。

― Lucy Harding、Odgers Berndtson社パートナー＆調達・
サプライチェーンプラクティス担当グローバル・ヘッド

この複雑性を克服するには、調達リーダーが現メン
バーの育成と、「スタープレイヤー」と呼ばれる優秀な
人材の採用（外部からの採用と他部門からの採用の
両方）との間に最適なバランスを見出すことが必要で
ある。

全企業の84%は調達チームの3/4以
上を正規雇用者が占めている状況に
おいて、�複雑性対応のハイパフォー
マー�の28%は臨時人材のマーケッ
トから登用していることが判明した
（全企業では20%に留まる）
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出所：Deloitte Global CPO Survey、2019年

図 1

自組織における調達チームの戦略遂行能力に対して、
CPOの自信は低下している
現在のチームが保有するスキルと能力は、調達戦略を達成するのに十分なレベルですか

   はい いいえ

49%51% 2018 46%54% 2019

人材獲得競争に負けたことによるインパクトは、CPO
の感覚値としても十分に理解されているが、チームが
調達戦略を十分に遂行できると感じているCPOが
46%しかいない（2018年の調査での49%から減少）
（図1）という事実によっても重大さを感じとることが
できる。このギャップの大部分は、幅広い価値提供を
実現するために、より複雑なスキルセットとコンピテン
シーが調達部門に必要とされることに起因している可
能性が高い。当然ながら、そこにはデジタル関連のケ
イパビリティが間違いなく含まれている。その一方で、
�複雑性対応のハイパフォーマー� は自身のチームに
強い自信を持っており、66%のCPOがチームの実行
能力に自信を持っていると回答した。

スキルギャップを埋める助けとなるもう一つの戦略は、
トレーニングである。調達関連スキルについては、戦
略ソーシング／カテゴリ管理（68%）および交渉
（59%）が、トレーニングコンテンツにおける優先順位
トップ2に挙げられており、「お馴染みの顔ぶれ」と
なった（プロジェクト管理は40%で3位）（図2）。し
かし、興味深いことに、サプライヤーコラボレーション
とビジネス提携（サプライヤーまたはステークホル
ダー関連）については、CPOの64%が関心を示して
おり、この重要な領域において、多くのCPOが、顧客
管理（CRM）のベストプラクティスをサプライヤーリ
レーションシップマネジメント（SRM）へ効果的に適
用するようなトレーニングを実施しようと考えている、
という結果となった。

また、変革作業を行うために特に必要とされるであろ
う「ソフトスキル」も求められており、管理職研修
（38%）、コンフリクト管理（32%）、心の知能指数
（31%）といったような領域が挙げられている（図3）。

トレーニングの真の変化はデジタル領域で生じており、
調達から支払いまでのS2Pアプリケーションに関する
ベンダー固有のトレーニングと、アナリティクス（基本
的な視覚情報化／ダッシュボードの形を取るものもあ
れば、より洗練された予測分析やAIなどの形を取る
ものもある）等のより包括的で進化の早いテクノロ
ジーに関するトレーニングとの両方が含まれる（図4）。

トレーニングからさらに視野を広げて、タレントモデル
自体の全体像を見ると、機動的人材／臨時人材など
の新しい雇用モデルを採用しながら、BPOなどの既
存モデルの複雑性を克服することができるCPOは、
人材面における重要課題を克服するのにより適してい
るといえる。

デロイトの2019年度版グローバルヒューマンキャピ
タルトレンドレポートでも説明されているが、米国の
自営業者数は2020年までに現状の3倍となる4200
万人に達することが予想されており、必要とされるス
キルや専門分野を備えた人材の大半は、ますます従
来の手段ではなく別の人材チャネルを通じてアクセス
されることになるだろう。2 またスキルギャップを埋め
るために、CPOは、人材の確保方法に関係なく、適
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出所：Deloitte Global CPO Survey、2019年

図 3

今後12ヶ月におけるソフトスキルのトレーニング分野として、
CPOが検討している上位にビジネス提携とリレーションシップ
マネジメントが浮上した
今後12ヶ月間で提供することを計画／期待している具体的なソフトスキルトレーニングを選択してください
（該当するものをすべて選択してください）

26%

31%

32%

38%

64%
ビジネス提携／リレーションシップマネジメント

効果的な管理職研修

コンフリクト管理

心の知能指数

自己認識

出所：Deloitte Global CPO Survey、2019年

図 2

今後12ヶ月における調達関連スキルのトレーニング分野として、
CPOが最も検討しているのは調達管理とカテゴリ管理である
今後12ヶ月間で提供することを計画／期待している具体的な調達関連スキルのトレーニングを選択して
ください（該当するものをすべて選択してください）

戦略ソーシング／カテゴリ管理

交渉

プロジェクト管理

評価

倫理的な調達

オークション（リバースオークション、ダッチオークション等）
16%

21%

23%

40%

59%

68%

切な人材を適切な役割に結び付けることを検討すべ
きであり、そのことを可能にするためには代替労働者
との関わり方を大規模に再構築していかなければな
らない。しかし、ほとんどの組織にとって、このアプ
ローチは一般的に用いられているアプローチとは程

遠い。代替労働者を広範に利用しているサプライ
チェーンと調達部門がたったの11%であるのに対し、
オペレーションや ITなどの部門ではその割合が25%
となっているのだ。
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結局のところ、人材管理のハイパフォーマーは結果を
制する。彼らは自分が望む結果に合わせて人材を調
整し、利用可能なすべての人材リソースを使って価値
をもたらすことができるのだ。

それでは、CPOは自身の人材管理に関する成熟度を
上げるために、どのような行動を取ることができるの
か。実行できるいくつかの手順を以下に示す。

1. 主要な事業目標に合わせた人材投資を行う。
CPOは、自身の人材投資が組織の戦略に沿った
ものであることを確認する必要がある。検討すべ
き要因は多々あり、置かれている環境によって投
資の形は大きく異なってくるだろう。自問すべき主
な論点は以下のとおりである。

– 自分たちの供給ベースは急速に変化している
か。新しい供給元を評価できているか

– 自分たちの供給ベースはいくつかの強力なプ
レーヤーとの契約に限られているか。その結
果として、主要サプライヤーとの強力な関係
をマネジメントする取り組みが必要か

– 新しいテクノロジースキルを必要とする新たな
ソフトウェアパッケージを導入／実装したばか
りか

– 業界の変化により、製品開発をサポートする
ための新たなテクノロジーの探索・評価と
いった役割が、ソーシングチームに要求されて
いるか

2. 人材サーチネットワークを広げる。人材戦略の再
構築にはさまざまな形態がある。トレーニングによ
る既存人材の再教育またはスキルアップ、必要人
材の開発（例：地元の大学と協力して調達やサプ
ライチェーンのカリキュラムを構築）、BPOや外部
サポート／ギグ労働者、サプライチェーン管理サー
ビスへのシフトなど、人材ネットワークの範囲拡大
には多くのアプローチが存在している。

3. デジタル化を推進する：新たなデジタル市場を活
用して、ギグエコノミーに存在する希少人材にア
クセスする。ここ数年、ナレッジワーカー（知識労
働者）が従来の就業形態からフリーランスの就業
形態に移行する傾向が高まっている。

出所：Deloitte Global CPO Survey、2019年

図 4

今後12ヶ月におけるデジタルスキルのトレーニング分野として、 
CPOはデータの視覚情報化と予測分析を上位に挙げた
今後12ヶ月間で提供することを計画／期待している具体的なデジタルトレーニングを選択してください
（該当するものをすべて選択してください）

13%

15%

25%

29%

43%

52%
データ視覚情報化

予測分析

RPA開発

人工知能

ブロックチェーン

モノのインターネット（IoT)
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ギグエコノミーはもはや単純なタスクとオンデマンド
対応といった要素だけではなく、複雑なサービスと高
度の熟練労働者で構成されるようになってきており、
熟練労働者の多くはデジタル人材市場を通じてアクセ
ス可能となっている。重要なフリーランスの人材を見
つけ、プロジェクトスコーピング（検討範囲の絞り込
み）から支払いまで、企業がフリーランス人材とのや

り取りを管理するのに有用なプラットフォームも登場
している状況だ。そのため、調達組織にとってどうして
も必要なスキルセットまたはナレッジ（例えば新しい
カテゴリの調達戦略を設計するための特定の専門知
識）がある場合、我々は21世紀型のアプローチを検
討すべきなのである。

注釈

1. DHL「Demand for supply chain talent is at an all-time high, but demand outstrips supply」2019年9月
13日閲覧

2. Erica Volini他、2019 Deloitte Global Human Capital Trends: Leading the social enterprise、Deloitte 
Insights、2019年
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テクノロジーで乗り越える
揺れ動く複雑性に対して、
デジタル、調達テクノロジーを極める

過去5年だけ見ても調達のデジタル環境は大
幅に進化した。こうした変化に遅れることな
く、テクノロジーに対して真の変革的な考え

方を取ることができるCPOは、単なる社内調達プロ
セスの自動化を超えた新しい価値の流れ（バリュース
トリーム）を実現することができる。彼らは、コスト削
減のためだけでなく、社会的責任を果たす製品やサプ
ライチェーン等の新たな顧客重視の要件を満たすた
めに、新しい分析ツールや「顧客視点」のデジタル
サービスをステークホルダーに提供している。

調査結果から、CPOは調達のデジタルトランスフォー
メーションの理解および導入の点でデジタル成熟度の
さまざまな段階にいるが（図1）、�複雑性対応のハイ
パフォーマー� は組織全体のビジネス戦略と高い整合
性を取っていることが明らかになった。調査対象となっ
たCPOのうち58%（�複雑性対応のハイパフォーマー�

の74%）は、自分たちのデジタル戦略を自身の目標
と組織全体のビジネス戦略の両方に合わせている。
また、彼らはそれを単独で実施しているのではなく、
組織の48%（�複雑性対応のハイパフォーマー� の
55%）は ITパートナーと緊密に連携を取っている。
CPOは、整合性を適切に保つことで、予算内に収め
た上でサードパーティのリスクやコンプライアンス違反
を撲滅するための管理をしつつ、最高情報責任者
（CIO）が新たな機能を組織にもたらす際の主要な役
割を果たすことができる。CPOとCIOのスキルセット
が組み合わさることで、デジタル化と表出化
（externalization）が密接に関連し合ってより戦略的
なデジタル機能がサポートされ、デジタルトランス
フォーメーションに向けた理想的なパートナーシップ
が構築されるケースは多い。1 このデジタルの進化お
よびトランスフォーメーションについては本レポートで
も一目瞭然だろう。
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出所：Deloitte Global CPO Survey、2019年

図 1

CPOはさまざまな戦略を用いて、組織とともに
「デジタル調達トランスフォーメーション」を理解・実行しようとしている
あなたおよびあなたの組織は、どのように「デジタル調達トランスフォーメーション」を理解し、
実践していますか（該当するものをすべて選択してください）

デ
ジ
タ
ル
成
熟
レ
ベ
ル

最新のITアプリケーション（例：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・自動化している

主に自社内で推進されるデジタルトランスフォーメーションへの取り組みをサポートしている

新しい革新的なデジタル調達ツール／サービスを社内ステークホルダーや
サプライヤーに展開している

AI、RPA、プロセスマイニング、IoT/ブロックチェーン 等々の先進的な
デジタル技術をS2P全体、またはその範囲を超えて導入している

自社の調達網からのデジタルイノベーションを利用して、
支出カテゴリに新しいイノベーションと価値をもたらしている

戦略的な顧客向けバリューチェーンの変革（例：サプライヤーイノベーション
を顧客イノベーションの取り組みに統合）をサポート／主導している 

68%

59%

45%

41%

26%

21%

社内における調達の複雑性を取り除いて、社内パ
フォーマンスを向上させるために、CPOの約3分の2
は、コアワークフローを自動化する最新のS2P
（Source-to-Pay）アプリケーションを導入して態勢
を整えており、正しく機能すれば、彼らはより戦略的
な取り組みに専念できるよう
になる。近年ではこうしたテク
ノロジーの採用が進んできて
おり、購買依頼／発注（電子
調達）、 請求処理・支払
（Invoice-to-Pay、または電
子調達との組み合わせである
Procure-to-Pay）、ソーシング
（RFx／オークション）、支出／
供給アナリティクス、契約管理
からなどから成るS2P調達活
動の中核部分において、より
注目を集めるようになってきて
いる（図2）。

�複雑性対応のハイパフォーマー� は、これらすべての
面で調査対象である母集団を凌ぐパフォーマンスを発
揮しており、支出アナリティクス、ソーシング、サプラ
イヤーリレーションシップマネジメント（SRM）、契約
管理、供給リスク管理等の「アップストリーム」フェー

ズに関するテクノロジーの採
用率が30%高い。しかし、興
味深いことに、最新テクノロ
ジーを本格導入した企業の大
半は、その成果に満足してい
ないという調査結果が出てい
る（図3）。実際問題として、
別の調査でも明らかになって
いるが、より複雑で且つ戦略
的分野におけるテクノロジー
に対しては、特に満足度が芳
しくない。

�複雑性対応のハイパ 
フォーマー�は、キーテ 
クノロジーに対する
投資の意思決定にお
いて、他のCPOより高
いパフォーマンスを発
揮している
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出所：Deloitte Global CPO Survey、2019年

図 2

CPOの大半はコアワークフローを自動化するテクノロジーを採用している
以下のプロセスを高度化するために、どの程度最新のデジタルテクノロジーを活用していますか

非常によく活用している―うまく機能している 非常によく活用している―ただし結果には満足していない

広い範囲で活用している ある程度活用している（スケールアップ中） 限定的（試験導入中）

まだ採用していない（検証フェーズ） まったく活用しておらず、採用予定もない

S2P領域全体における幅広い価値／リスクの発見

臨時雇用管理

契約管理

請求処理・支払

購買依頼／発注

ソーシング（カテゴリ管理、RFx／オークション、プロジェクト／コスト削減トラッキング）

支出／供給の分析・計画

サプライヤー管理（SIM、SPM、SRM、リスク）

サプライチェーンのリスク／コンプライアンス
3% 13% 17% 19% 14% 19% 15%

5% 13% 18% 21% 13% 20% 9%

11% 13% 25% 25% 13% 6% 5%

12% 16% 22% 24% 10% 11% 5%

17% 20% 25% 20% 7% 7% 3%

19% 24% 24% 17% 6% 6% 4%

8% 14% 19% 26% 14% 12% 6%

6% 10% 13% 16% 13% 18% 23%

3% 7% 13% 16% 14% 24% 24%

今後2年間、これらのコア領域は引き続き注目される
ことが予想される。最優先事項として浮上したアナリ
ティクス（59%）に続いて、テクノロジーの影響として
最もよく挙げられているのは、調達全体にわたるアプ
リケーションの各領域のアップグレードである（図4）。
つまり、ERPプラットフォーム（35%）、調達実行ツール
（37%）、戦略的調達ツール（37%）のアップグレード
が、アナリティクスに次いでビジネスに最も影響を与
えるテクノロジーとみられており、これらは過去の調
査における傾向と変わっていない。

短期的にはコアテクノロジー自体に焦点が向けられ
ることが予想されているが、我々はさらに、コアテクノ
ロジーによって確立された基盤に成り立つ主要ソ
リューションの一環として、破壊的なテクノロジーが
戦略的調達アプリケーションへ採用されることを期待
している。例えば人工知能は、機械学習に基づく予測
分析という形態と、複雑なワークフローを自動化する
ツールという性質を以てロボティック・プロセス・オー
トメーションの進化を可能とする「ボット」の展開、と
いう主に二つの形態をとっている。
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企業レベルの破壊的なテクノロジーとは別に、我々は
これらのテクノロジーが調達領域内で具体的にどのよ
うに導入され、メインストリームの調達アプリケーショ
ンを強化／変革しているか、あるいは価値創出のため
の新しい道を作り出しているかについても理解を進め
たいと考えた。2

我々が分析したこれらの新しいテクノロジーのうち、
アナリティクスとRPAは企業レベルと同様に突出して
活用が進んでいるが、サプライヤーネットワーク、e
マーケットプレイス、サプライチェーンネットワーク、特
定プロセス用の限定的な目的で構築されたネット
ワーク（例：サプライヤーリスクまたは環境持続性の
ためのリスク／コンプライアンス重視のネットワーク）、
支出カテゴリといったさまざまな形態をとる「コラボ
レーションネットワーク」も他と比べると活用が進んで
いる（図5）。しかしそれにも増して、より �最先端
（bleeding edge）� のテクノロジーが、この領域を先
駆けて活用しようとしているCPO（例：全体の15%
はブロックチェーンを活かすことを企図している）や、
より大きな賭け（AI／認知技術等の最先端分野の活

用）に出ているCPO （全体の25%）によって、依然と
して追求されているようだ。これらの新しいツールに
対する顧客満足度は、ほとんどの新しい市場がそうで
あるように、賛否両論ある（図6）。

これらのテクノロジーの大半は、支出分類、請求書自
動化、高度な契約分析、リスク／不正分析等の分野
で市販されている調達アプリケーションの標準機能と
して、ますます展開されるようになってきている。新し
いベンダーも調達技術の分野に参入しており、機械学
習を活用した予測分析を通じて、新たな価値の源泉
が続々と生み出されている状況だ。しかしながら、こ
のイノベーションは優れた機能を提供する一方でデメ
リットもある。新しいテクノロジーが複雑性の軽減や
パフォーマンス向上という価値をもたらす一方で、テク
ノロジー自体が、アプリケーションの断片化、統合コ
ストの増加、データ品質の低下、管理対象となるベン
ダーの増加を通じて複雑性を増大させてしまう可能
性があるということだ（これらの課題は、最適なプレ
イヤーを獲得したメガベンダーであっても発生する可
能性がある）。

出所：Deloitte Global CPO Survey、2019年

図 3

デジタルテクノロジーを本格導入した企業の大半は
結果に満足していない
デジタルテクノロジーを本格導入したが結果に満足していない企業の割合

サプライチェーンのリスク／コンプライアンス

サプライヤー管理（SIM、SPM、SRM、リスク） 

契約管理

臨時雇用管理 

ソーシング（品目管理、RFx／オークション、プロジェクト／コスト削減追跡）

請求処理・支払

支出／供給の分析・計画

購買依頼／発注

81%

71%

64%

62%

58%

56%

54%

53%
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出所：Deloitte Global CPO Survey、2019年

図 4

今後2年間でビジネスに最も影響を与える領域として、アナリティクスに
次いで調達アプリケーションのアップグレードが挙げられた
調達の観点から見て、以下のどのテクノロジー領域が今後2年間でビジネスに最も影響を与えると思いますか
（最大3つまで選択してください ）

アナリティクス

戦略的調達ツールのアップグレード（例：ソーシング、サプライヤー管理）

調達実行ツールのアップグレード（電子調達）

ERPプラットフォームのアップグレード

ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）

クラウドコンピューティング

サイバーセキュリティ／データの機密性

デジタル（モバイル、ソーシャルメディア、ウェブ）

新たなテクノロジー（例：３Dプリンタ、IoT、拡張現実、コグニティブ・コンピューティング）

59%

37%

37%

35%

25%

24%

21%

18%

14%

出所：Deloitte Global CPO Survey、2019年

2% 15% 22% 19% 41%

2% 10% 19% 28% 41%

2% 7% 14% 23% 53%

5% 16% 16% 29% 34%

2%3%10% 21% 64%

1%6% 18% 26% 49%

先進的アナリティクス／可視化

AIまたはコグニティブ・コンピューティング

ブロックチェーン

コラボレーションネットワーク

インテリジェントコンテンツ抽出

予測的アナリティクス

ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）

5% 26% 20% 26% 22%

図 5

調達において、先進的アナリティクスとRPAは他の“破壊的”な
テクノロジーより活用されている
調達部門において、以下のテクノロジーが現在どの程度活用されているか

完全に展開されている 利用が拡大している 試験的に導入されている 検討中 まだ利用されていない



テクノロジーで乗り越える

31

出所：Deloitte Global CPO Survey、2019年

図 6

一部のCPOは“最先端”の
テクノロジーに手を出しているが、
満足度には差がある
次世代技術ニーズに対する市場での選択肢と
可用性にどの程度満足していますか？

完全に ある程度

少し まったく満足していない

おおむね

24%

41%

23%

7% 5%

CPOはデジタルの複雑性がもたらす影響を切に感じ
ており、調査結果では、彼らの大半がデータガバナン
スを問題視していることが明確に示されている（図7）。
特に、複雑性という暗い問題に光を当てうるアナリ
ティクスへの注力または導入展開などを見据えると、
そうであろう。

興味深いことに、�複雑性対応のハイパフォーマー�た
ちも同様に苦戦を強いられている。その理由の一つと
して、ビジネスがより複雑化していること（例：M&A
を通じて成長した大企業）や、データ断片化によって
独自の複雑性をもたらしかねないツールを採用しよう
としていることなどが挙げられる。調査結果はまた、
データ品質を悪化させているデータガバナンス問題の
根本原因であるシステム過多、老朽化したシステム、
不十分な標準化、調達および IT内のリソース不足と
いった小さな問題が積み重なって大きな問題を引き起
こしていることを指し示している（図8）。

では、これらの根本原因に対処し、デジタル習熟度を
向上させるためには、CPOはどのような手順を踏め
ばいいのか。彼らにできることを以下に示す。

1. 大胆なデジタルビジョンを定義し、強固な基盤の
上で継続的に実行する。効果的なデジタル戦略と
は、効果的でかつ実行可能な戦略であり、デジタ
ル化への道のりにおいて多くの形態をとる。真に
インパクトがあるのは顧客起点の取り組みだが、
イノベーションは、ITサプライヤーだけでなくデジ
タルビジネス戦略を追求するすべてのサプライ
ヤーの中に隠れている可能性がある。機械学習を
使った予測的アナリティクス等の洗練されたテクノ
ロジーは魅力的だが、CPOは ITパートナーの助
けも借りた上でデジタル環境（例：マスターデー
タの品質）を整える必要がある。

2. 調達のデジタル戦略と組織の戦略の整合性を取
る。あらゆるトランスフォーメーションがそうである
ように、CPOは幹部チームや取締役会のデジタル
ビジョン（およびビジネスビジョン）と整合性を取
り、さらにその取り組みを調達自身のデジタルビ
ジョンとうまく一致させる必要がある。部門のメン
バーたちとの整合性も、より効果的に支出管理を
行うだけでなく、企業目的（例：財務の効率化、
法令遵守、研究開発のイノベーション、ITにおけ
るアジャイル開発および �DevOps=開発と運用
の協調�、共有サービスのグローバルスケーラビリ
ティ等）との整合性を取る上で重要である。優れ
たCPOは、セルフサービス分析、契約、サプライ
ヤー管理、リスク／コンプライアンス管理の向上
を通じてステークホルダーが自立する支援をして
いる。
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出所：Deloitte Global CPO Survey、2019年

図 7

多くのCPOはデジタルの複雑性を克服するための最大の課題として、
マスターデータガバナンスの不十分さを挙げている
以下のどの領域におけるデジタルの複雑性があなたにとって最大の課題ですか
（大きなフラストレーションを感じる原因となる項目をすべて選択してください）

マスターデータの品質の悪さ、標準化およびガバナンスの不十分さ

システム全体でアナリティクスやインサイトを生成できないこと

有用性を失った自社製／カスタムソリューションが過剰に存在すること

分断化された社内アプリケーションが過剰に存在すること  （複数のERP）

分断化された社内アプリケーションが過剰に存在すること 
（複数の最適化ソリューション―様々なタイプのソフトやアプリケーション）

ITを使って業務を行うことの複雑さや、調達目標とIT目標の優先順位の競合

多様なデジタル技術を統合するための正式な「アーキテクト」の役割やアーキテクチャーがないこと

市場のソリューションが多すぎて把握が困難であり、繋がりの欠けるアプリ、コンテンツ、
情報等が過剰に存在すること

複雑なクラウド契約を管理するためのツール／プロセス／ガバナンスが不十分であること

ステークホルダー用に独自導入されたシャドーシステム

RPA、ブロックチェーン、人工知能等の分野における新しいデジタルツールに対する過剰な執着

自社都合のビジネス戦略やソリューションポートフォリオ、煩雑な契約、
ITに対する過剰な影響で複雑性を生み出すメガテクノロジープロバイダー

その他
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図 8

データの品質およびアクセス性がテクノロジー採用の
大きな障壁となっている
調達部門でデジタルテクノロジーを有効活用する上での主な障壁は何だと思いますか 
（最大3つまで選択してください）

データの品質
57%

予算／資金不足
28%

既存／老朽化
アプリケー
ションに
内在する
難しさ
23%

データの
可用性
22%

社内 ITリソース／サポートの不足
29%

アプリケーション間の統合が不十分
29%

ステークホルダーに対する
チェンジマネジメント
21%

熟練社員の
可用性
17%

不明確なROI および 
正当化の難しさ
21%

3. 最先端を把握しつつ、統制の取れた行動を取る。
AI、RPA等の次世代テクノロジーは調達組織に浸
透し始めたばかりだが、後手に回ったCPOは自
身の価値創出機会を逃すだけでなく、デジタルに
疎くなり、ステークホルダー（ますます強力になり
つつあるサプライヤーを含む）との関連性を低下
させてしまう可能性がある。サプライヤーはデジタ

ルを通じて、善悪を問わず影響力を持つことがで
きるため、ディスラプションとコラボレーションの
両面で攻めの姿勢を取らなければならない。最も
野心的な目標を実現したいと望むCPOは、テクノ
ロジーのリサーチに積極的かつ継続的なアプロー
チをとるとともに、その過程において経験豊富な
パートナーを開拓する必要がある。

注釈

1. Tom Espensen「Why the CIO and CPO must collaborate to optimize digital transformation」、ITAM 
Channel、2018年3月1日

2. Jason Busch他「The impact of disruptive technologies and solutions on strategic procurement 
technologies (analytics, sourcing, supplier and contract management)」、Spend Matters、2017年3月
24日
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