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エグゼクティブサマリー

我々がますます不安定な世界に直面していることは
疑いようのない事実だが、機会は逆境の中にこそ存
在する。デロイトが前回行った最高調達責任者
（CPO）サーベイでは、調達組織がどのようにして、
価値を生み出しながら複雑性とリスク
に対応し始めたかということについての
調査を行った。ビジネスリーダーは、気
候変動や地政学的な安定、増加する社
会的期待、そしてもちろん世界の保健衛
生に関する「懸念の輪」1の増加に直面
しているが、将来の成功に向けた出発
点として、この環境を利用するチャンス
も同時に手にしているのである。

2020年は、様々な面において「サプラ
イチェーンの年」であった。サプライ
チェーン機能のあらゆる側面が課題に晒され、困難
を味わった。爆発的な成長（例：オンライン小売業）
や売上減少（例：旅行・ホスピタリティ―）等、あら
ゆる企業が影響を受けた。そのような状況下で、我々
はパンデミック後の世界に何を期待するべきなのだ
ろうか。そして、成功を勝ち得るために、CPOはど
のような準備が出来るのだろうか。

供給リスク（例：供給停止、コモディティリスクや国
際貿易リスク、サイバーセキュリティ、競合の脅威、
知的財産（IP）リスク、ブランドリスク等）が増加す
る中、「影響・連携の輪」を拡大させることによって、
多くのCPOがこの困難に対処している。これらの幾
層もの複雑性や不安定さに対処するためには、投資
コストを管理する一方で、企業やサプライヤーと新
たな提携関係を築き、それをより深める必要がある
ことを理解しているのだ。

また、新たな能力の構築や、真の戦略的優位性へ繋
がる新しい価値の流れと革新を提供できるサプライ
ヤーデジタルエコシステム確立に迅速に着手するこ
とも必要である。

パンデミックの先に目を向けると、近年、複雑性やリ
スク、そして外部に向けた革新の必要性が高まって
おり、調達が真の戦略的パートナーとしてみなされ
る未来への扉が一層開かれている。CPOは自らの
提供価値を、単なるコスト削減や供給確保ではなく、
より幅広い価値体系へ広げた。この動きは需要に影
響を与えたり、革新を後押しすると共に、戦略的サ
プライヤーやパートナーと密接に協力することによっ
て事業上のコンプライアンスを促進し、市場投入速
度を高め、M&Aによる統合・分割計画を加速させ、
継続的な改善を推進するものである。それを実現す
るためには、財務諸表に明確に現れる評価可能な
価値の向上を推進しながらも、旧来のプロセスや方
針、基準、ツール、そして（おそらく最も困難であるが）
マインドセットを全面的に見直す必要があった。

パンデミックの先に目を向けると、
近年の複雑性やリスク、そして外部
に向けた革新の必要性の高まりが、
真の戦略的パートナーとしての調
達が到来する未来への扉を開いた
と捉えることもできる

アジリティ：複雑性への対抗手段
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前回のサーベイで焦点を当てた複雑性のレベルが
ますます高まりを見せる中、その複雑性を管理する
運用体制やデジタル技術応用の洗練度も同様に高
まっており、困難な状況下でも成果を挙げた事例か
らは多くを学ぶことが可能だ。今年度は、サーベイ
参加者の属性と能力を関連付け、ハイパフォーマー
の行動がどのように異なっているのか、そして彼らが
逆風の中でどのようにアジリティを用いて価値を提
供しているのかを浮き彫りにした。（次頁「調査方法」
参照）他をリードするCPOについて、我々が明らか
にしたことを以下に示す。

• 価値について幅広く理解している。また、価値を
拡大し、評価し、保護するための幅広くより洗練
された一連の手段も持っている

• 関係性に焦点を当てている。また、機能や供給
市場全体に及ぶ影響にも焦点を当てている

• アジリティへ投資している。人材開発と能力、知
識、経験を活用し、オンデマンドかつハイブリッド
のサービス提供モデルを活用している（例：外
部サポートサービスによって能力拡張された組
織・チームの確立）。彼らは、ベスト・オブ・ブリー

ドやフルスイートのソリューションを使用している
かどうかとは関係なく、設定可能な（完全カスタ
マイズしていない）End to Endに統合されたプ
ロセスおよびソリューションを利用している。ま
た、社内データ（マスターデータの取得と利用）
と社外データ（市場情報）の両方の優先順位を
決め、隠れたオポチュニティと新規発生リスク特
定のための予測分析を活用したファクトベース
の意思決定を行っている

アジリティは確かに複雑性やリスクに対して予防対
策となる対抗手段であり、より厳しい時期であっても
企業が健全なパフォーマンスを生み出せる要因にな
るということが明らかになった。このようなアジリ
ティは、アジャイルスキルを開発するためのターゲッ
トを絞った投資等、野心的なプロジェクトポートフォ
リオを通して構築されているようだ。より一層速く、
反復的で、機能横断的なこういったアプローチは、
技術やアナリティクスを利用して効率向上を目指し
ながら、組織／人材モデルも改善させている。アジ
リティを構築するということは、パフォーマンスの提
供を妨害するものではない。それは、成功にとって
欠かせない要因なのである。

Deloitte 2021 Global Chief Procurement Officer Survey
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調査方法
異なる組織を比較してどのような結果を出したか評価するため、そしてアジリティがパフォーマンスを高め
るという仮説を検証するため、我々は仮説重視かつ定量的な立場からアジャイルスキルとパフォーマンス
の結果を測定した。

アジリティの評価（能力）

今年度のレポートでは、アジリティ評価と「アジリティ指標」構築を実現するため、いくつかの新しい質問
を追加した。上位25%のアジャイル調達組織を「アジリティマスター」とした。アジリティがより高い調達
パフォーマンスや他の調達能力と相関関係があるのかを調べるためである。

指標に含まれる能力を以下に例示する。
• ステークホルダーの目的および基準の変更に対する連携レベル
• センシングと予測を向上する供給市場情報
• サプライチェーンレジリエンスおよびリスク／コンプライアンス管理に関する実践
• 迅速な意思決定を向上させる、予測分析と最新テクノロジー
• プロセス重視の実践（例：供給リスクを軽減させる調達基準）
• 代替調達モデル（例：オンデマンドカテゴリーの専門知識）
• 人材および人材管理についての改善されたプロセスと実践
• アジャイルな開発スキルの活用（調達変革向けを含む）

パフォーマンス評価（結果）

従来より、調達におけるハイパフォーマンスは、投資利益率（ROI）やコスト削減、運用効率、供給パフォー
マンス、ステークホルダー目的の達成を中心に考えられてきた。今年度版のレポートでは、「ハイパフォー
マー」（上位1／4）の定義として、以下を定めた。
• 調達の「計画に対する実績」
• ステークホルダーへの影響範囲は以下に基づいて評価：

 – 意思決定におけるステークホルダーの積極的役割
 – ステークホルダー／「顧客」満足（自己申告）
 – 影響の質（エグゼクティブからの支持）

• 調達レベルの影響力（積極的な調達支出ベース）
• 労働生産性（フルタイム従業員（FTE）ごとに管理した支出ベース）

調査について
2011年以降、デロイト グローバル（デロイト）CPOサーベイは、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。調達部門に関する動向のグローバルベンチマークとして、今年
度はCPOサーベイ10周年記念版となる。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。

2021年のCPOサーベイはOdgers Berndston社の協力の下、調達テクノロジー会社であるSpend 
Mattersからの情報提供を受けて実施された。本年度のサーベイでは、現在までに世界40カ国から
400名を超える方からの回答を受領した。

アジリティ：複雑性への対抗手段
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注：本グラフはリッカート尺度加重スコアに準拠
出所：2021年度版デロイトCPOサーベイ

図 1

CPOにとっての調達の優先事項は
変化（主に増加）している
今後12ヵ月の間、以下の各ビジネス戦略の優先度は
どの程度ですか。

2021年          2019年

買収による拡大

組織内での統制の取れた成長

企業の社会的責任の改善

リスク管理機能の向上

新商品／サービス提供

イノベーション

デジタルトランスフォーメーション

コスト削減

運用効率の促進
77.97

76.42
77.62

76.06
63.41

72.91

69.15
61.54

67.85
67.50

67.55
55.23

61.37
58.56

37.75
38.11

企業価値の理解
今後12ヵ月の各ビジネス戦略における優先事項に
ついてCPOが回答した結果、選択肢上のほぼ全て
の項目において、優先度が明確に高まっていること
が明らかになった（図1）。今年度のレポートでは、
10年間の歴史上で初めて、CPOが「コスト削減」（旧
来の支出削減）を最重要事項として挙げなかった。
コスト削減は僅差で2位となり、新たに加わった「運
用効率の促進」がトップとなった。近年、レジリエン
スについての話題は事欠かないが、CPO（および
CFO）にとっては引き続きコスト面が重要な関心事
となっており、組織がネクストノーマルの時代で繁栄
するためには、コスト競争力は欠かせない要素であ
る。

現在、CPOはより効率的になる必要がある一方で、
より高い価値を提供するという課題にも取り組んで
いる。さらに興味深いことに、これらの優先事項は
互いに矛盾したものではなく、本質的に関連したも
のであるということだ。CPOは、効率性の向上とデ
ジタル化によってこそ競争に勝ち抜くことが可能に
なることを、明確に認識している。

さらに、2019年度レポートに関連付けてこれらの
優先事項を見てみると、以下の事が明らかになる。

• デジタル変革の重要性（継続的にリスト上位にラ
ンクされている）は劇的に高まっている（2019
年度比20%増で、同年度以降の全優先事項の
中で2番目に高い増加となり、CPOの48%が、
現在デジタルトランスフォーメーションを重要な
優先事項であると報告している）

• 企業の社会的責任（CSR）が2019年度以降の
優先事項の中で最大の増加（22％増）を見せ、
ハイパフォーマーがCSR基準で評価される確率

第1章：価値の再定義・提供・保護

Deloitte 2021 Global Chief Procurement Officer Survey
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はその他グループと比較して3倍となっている。
CSRが今や取締役会レベルで定期的に議論され
ているという事実は、正しく管理された支出や投
資は、社会的な善行に繋がると認識されている
ことの証左である

• 驚くべきことに、「リスク管理能力の向上」はほ
とんど変化がなかった

これまでの調達の価値提案は常に、より少ないコス
トでより多くのリターンを得ることに根差してきたが、
近頃「より多くのリターン」をどう定義するかという
ことに関して、組織のビジョンと期待が明確に進化
し始めている。もはや、より多くの商品やサービスを
低コストで得るということだけでなく、幅広い改善
（例：市場投入のスピードやイノベーション実現施
策）が重要となっており、多くのケースでROIもまた
重要視されている。明白な事実として、CPOが報告
している優先事項の平均数は増加し、各事項の相対
的な重要性も全体として増加している。

明白な事実として、CPOが
報告している優先事項の平
均数は増加し、各事項の相
対的な重要性も全体として
増加している

効率性向上とデジタル化によって、一時的な調達お
よび契約やコスト削減から、ステークホルダーにとっ
て優先度の高い施策（売上増加、デジタルトランス
フォーメーション、オペレーション効率やCSR等の要
因）に焦点を当てた、より積極的なステークホルダー
のエンゲージメントとリレーションシップマネジメン
トモデルへの移行が可能となるのだ。

調達価値の向上
CPOには、ますます大きくなる一連の期待に応える
責任がある。コストの削減やアボイダンス（抑制）は
未だにCPOが責任を持つ最も一般的な指標である
が、データが示す通り、「ハイパフォーマー」は、これ
らの遥か先を行く、バランスの取れた指標のスコア

カードを持っている傾向が強い。驚くべき結果として、
CPO権限に対してCSRまたは環境・社会・ガバナ
ンス（ESG）の重要性が高まっているにも関わらず、
これらのゴールにおける正式なパフォーマンス調査
はハイパフォーマーの間では強く管理されているが、
大部分の非ハイパフォーマーでは評価指標にほとん
ど載っていない（図2）。CPOと調達組織の役割と
期待が進化するにつれ、評価指標も進化する必要が
ある。

アジリティ：複雑性への対抗手段
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出所：2021年度版デロイトCPOサーベイ

図 2

ハイパフォーマーのCPOは、幅広いKPIにおいて
高いパフォーマンスを発揮している
過去12ヵ月において、自社の調達機能のパフォーマンスはどのようなものでしたか。
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目指すべきパフォーマンス
堅実またはより高い削減目標であっても、大半の組
織（85%）は達成することができている。企業には
単なるコスト削減やコストアボイダンス以上のこと
が求められているが、大半の企業はある程度狙った
パフォーマンスを出せているようだ（効果の算出や
測定が困難である収益およびイノベーションに関す
る目標は、その限りではない2）。興味深いことに、
収益目標も同じように達成可能だったというファク
トも存在する。デロイトの調査では、一般的なCFO
は2020年度の当初予算収益の88％を達成するこ
とを見込んでいたことが明らかになった 3。

コストアボイダンスも引き続き重要なアジェンダであ
るが、削減と抑制の定義について透明性が無かった
り、検証可能なデータに連携していなかったり、調達
とステークホルダー間で前もって目標や計画を設定
していなければ、全く意味の無いものになる。前述
のとおり、CPOは通常、目標（特にコスト）を達成
しているというグッドニュースは自分で報告するが、
目標設定や目標の定義・測定・管理が甘いという
点においては、本気で改善を遂行しようと思わない
傾向が見受けられる。今後、ますます多くのCFOや
CEOが、CPOに対して、収益につながるコスト削減
を実現すること（それを証明するより強固なトラッキ
ング）を求めるようになり、それと同時に、スコアカー
ドに記載されているより広範な重要業績評価指標
（KPI）を実現することを期待している。当然のこと
ながら、ハイパフォーマーのCPOは、非ハイパフォー
マーに比べて幅広いKPIによる正式な評価を受けて
いる（図3）。

ステークホルダーの影響
ステークホルダーの意思決定：本サーベイでは、ス
テークホルダーの意思決定において、調達機能が積
極的役割を果たしているかどうかを調査した。対象
としたのは、アウトソース／オフショアリング、財務
計画・予算、内製 or 外製、コーポレートリスク管理、
デジタル戦略、商品開発、M&Aの7分野である（関
与レベルの高い順）。CPOの2／3以上が上位5分

野に関与していると回答し、全てのケースにおいて
関与度が2019年度比で約10～23%増加した。し
かし、デジタル戦略（37％）とイノベーション（39％）
については、実際のリソースがほとんど外部企業か
ら来ているにもかかわらず、調達組織の40％近くが
いまだにこれらの分野にほとんど関与していない。

「顧客」満足（自己申告ベース）：興味深いことに、
重要な戦略的パートナーとしての調達がどれだけ効
果的かということについてのCPOの認識は、複数
の主要分野において低下（例：IT、ファイナンス、法
務および人事で約2～6%の低下）したが、おそらく
変化が最も顕著だったのは製造分野で、42%の増
加となった。企業への期待が増加していることが要
因であるのは明白だが、現在進行中のパンデミック
のような重大な破壊的危機において、オペレーショ
ンと供給の継続性を強化・保護するために調達機
能が重視されているということも、このような結果の
一因となっている。

影響の質：エグゼクティブチームが調達への投資と
擁護におおむね協力的または非常に協力的（約
80%）なことが明らかとなった。重要なのは、組織
全体にわたって影響の質を向上させるために、どの
ような手段・取り組みが有効であるかを理解するこ
とである。

ハイパフォーマーは、以下のような特徴を備えている

• ファイナンス、IT、法務および人事を含むほぼ全
ての主要機能部門に対して、より高いステークホ
ルダー満足を得ていると自認している

• 全ての意思決定（例：財務計画・リスク等）に
関与している確率が、非ハイパフォーマー群より
70%高い

• 内製 or 外製に関する意思決定において、積極
的な役割を果たしている確率が2倍ほど高い

アジリティ：複雑性への対抗手段
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出所：2021年度版デロイトCPOサーベイ

図 3

ハイパフォーマーは、幅広いKPIを明確に測定・管理している傾向にある
以下の内、どの項目について、明確な測定・管理を実施していますか。（該当するものを全て選んでください）

ハイパフォーマー その他（ハイパフォーマー以外）

収益改善

市場投入スピード

イノベーション実現施策

労働効率性（例：オペレーション費用／人員削減）

内部ステークホルダー満足／SLA

キャッシュフロー改善（例：運転資本）

サプライヤパフォーマンス（デリバリー、イノベーション、品質）

リスク／コンプライアンス（例：インシデントの数と深刻度）

持続可能性／多様性の目標

コストアボイダンス

コスト削減

11.24%

17.67%

14.46%

34.94%

40.96%

34.14%

42.57%

42.57%

36.14%

47.39%

90.76%

23.81%

27.38%

34.52%

47.62%

50.00%

55.95%

57.14%

58.33%

63.10%

64.29%

91.67%
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価値を保護する：拡大するCPO
のリスクポートフォリオ

CPOは常にリスク管理を優先事項（今年度は6位）
として管理しているが、組織がさらされているEnd 
to Endのサプライチェーンリスクにリーダーが全く
気付いていないという事実もいくつか見受けられ、
当然ながらこれは大きな問題である。

リスクを検知・測定・管理する能力は引き続き残る
課題で、パンデミックでさらに深刻化した。2014年
度版デロイトCPOサーベイ以来、5版にわたる後続
レポートにおいて、認識されているリスクレベルはわ
ずかな増加という結果となっているが、今年度は明
らかにパンデミックが主要因となっており（70%以
上が「過去12ヵ月でリスクがある程度または大幅に
増加した」と回答）、輸送費、収益、および運転資本
にも悪影響を及ぼした。

供給の確保が過去12ヵ月における最大の課題で
あったが、その理由・要因は以下の通りだ。

• 企業の56%が、「主要サプライヤが
倒産した、または深刻な影響を受け
た」と回答した

• 41%が、重要な供給ラインの流れ
をキープするために緊急出荷を実施
している

• 36%が、サプライヤは新しい要求を
満たせなくなっていると述べている

• 32%が、供給不足によって減収となった

• 11%が、サプライヤ関連の課題が直接原因と
なったブランドへのダメージを認識している

コストへのフォーカスとCPOの受ける評価視点に
鑑みると、CPOの懸念事項の上位3位の内2つが、
長引く新型コロナ環境や潜在的な景気悪化におけ
る継続的なコスト削減目標の達成能力に関連してい
るのは驚くべきことではない。CPOが主に懸念する
のは、パンデミック関連の経済問題や供給確保の長
期的影響かもしれないが、注目すべきなのは、その
次に来る主要2リスクは内部的なリスクで、「社内の

複雑性と、デジタルツールの分断／不整合」となった
（図4）。

グローバル貿易関連の法令・規制が変化する中、グ
ローバルサプライヤー拠点を再検討する余地がある
ことを、CPO達はまだ完全に理解していないのかも
しれない。本サーベイの執筆中においても、中国と
の貿易の緊張は高まり続けており、近いうちに改善
する気配はない。重要な物資を提供するTier 1サプ
ライヤの先にある、サプライチェーンの全体的の柔
軟性向上も、今後大きな役割を担うことになるだろ
う。

CPOの約70%が、Tier 1サプライヤが抱えるリス
クをよく把握していたと感じている。しかし、供給拠
点で自信を持ってリスクを予測できたのは26%のみ
だった。また、Tier 2以下のサプライヤについてリス
クを把握していたのはわずか15%だった。新型コロ
ナの危機によって、End to Endのサプライヤネット
ワークやTier 1サプライヤの先に存在するリスクを
より理解することの必要性が強調された。これは、
アジリティを確立するための重要な能力となる。

ハイパフォーマーについての興味深い事実を以下に
示したい。

・   自社のTier 1サプライヤについてよく把握して
いる確率が95％高い

・   自社のTier 2以下のサプライヤについてよく握
していない確率が他と比較して半分

新たに重視されてきた能力の一つとして、予測分析
を活用して大量なデータの中から調査すべきリスク
のシグナルを見つけ出すというものがある。残念な
がら、予測に関する能力もまた課題となっているケー

新型コロナ危機によって、End to 
Endのサプライヤネットワークや
Tier1サプライヤの先に存在するリ
スクをより理解することの必要性が
強調された。これは、アジリティを
確立するための重要な能力となる

アジリティ：複雑性への対抗手段
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出所：2021年度デロイトCPO サーベイ

図 4

多くのCPOはパンデミック関連リスクの先にある
社内の複雑性についての懸念を抱えている
自社組織に最も深刻なリスクを与えうる上位3つのシナリオを選択してください。

62.31%

54.83%

48.29%

38.32%

22.12%

16.51%

15.89%

14.64%

10.90%

5.92%

経済の停滞とデフレーション

新型コロナパンデミックの長引く影響

サプライヤのレジリエンス／供給持続性

社内の複雑性（例：M&A、サイロ化した組織、非標準プロセス）

断片化されたデジタルの管理（自組織およびサプライベース）

貿易戦争

信用悪化や借入能力低下

新興市場の脆弱性と不安定性

ブレグジットの不透明性と貿易交渉の成り行き

バブル（例：不動産やその他金融資産）による高インフレ

スが多く、自社の供給市場で発生したリスクの特定
と予測が「大部分」または「完全に」できたと回答し
たのは、全体のわずか22%にとどまった。

調達は、企業の全体的なレジリエンシーに対して非
常に大きな影響力を持っており、市場のスピードに
合わせてアクションを取る必要がある他、ステーク

ホルダーと共に、企業が直面しているリスクや収益
創出機会に積極的に取り組む必要がある。複雑性
の中で価値を生み出すスピードの必要性は、調達に
とっての「アジリティに関する責務」の一部であり、
運用モデル、人材および技術強化といった要素の組
み合わせが要求される。

Deloitte 2021 Global Chief Procurement Officer Survey
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第2章：アジャイルな調達

では、調達はどのようにして「アジャイル」になるこ
とができるのだろうか。また、その見返りとして何を
得られるのだろうか。「アジャイル」という言葉は新
しいわけではないが、ソフトウェア開発の（そしてデ
ジタルが浸透したことで今や幅広い新商品やサービ
ス開発の）ルーツを超えて、顧客活動やサプライ
チェーン、およびバックオフィス業務／共有サービス
内の主要な差別化要因になっている。そして調達は、
上記に挙げたような領域において、ますます影響度
を増してきている。

アジリティとは、クイックに考えて結論に達し、機敏
かつ即座に行動を起こせる能力のことをいう。調達
のアジリティとしては、以下の点ができるということ
が間違いなくその定義となるだろう。

• 移り変わりの激しいステークホルダーやサプライ
マーケットの積極的な観察

• 果てしなく思える終わりのないリスクや機会の予
測と優先順位付け

• 迅速かつ柔軟な対応をするための、社内および
パートナーリソースの断固とした組織化

• よりアジャイルになるように上流サプライチェー
ンや調達業務を設計

• 長持ちさせるために作るという文化を、進化する
ために作るという文化へ変容

アジャイルは単なる曖昧な理想ではなく、オペレー
ションモデルの各レイヤーでどのように組み入れる
かといった根本的な優先事項となり得る4。また、こ

れはトランスフォーメーションの手法でもあり、組織
的なスキルを確立し、複雑性に対処するために必要
な「思考法」とさえいっても過言ではない。

アジリティの特性を取り入れることで、調達機能は
図1に示す課題に対応することができるようになる。
ステークホルダーに合わせて迅速に行動するCPO
は、新しい考え方や新しいデジタルリソースの助け
によって、状況に合わせて素早く自分自身を変革さ
せている。彼らはまた、ステークホルダーとのリレー
ションとより深いサプライヤーに関する知識を携える
ことで、売上機会の創出と積極的な対応を実現して
いる。

アジリティマスターは、「コスト削減目標の達成」「そ
の他目標の達成」「支出への影響力」「ステークホル
ダーへの影響力」「経営幹部レベルへの影響力」「ス
テークホルダー満足」という全ての主要パフォーマン
ス指標において、他のCPOより優れていた。彼らは、
評価指標・目標に対して優れた成果を上げ、リスク
低減に秀でており、ビジョンを実現するための素晴
らしい意欲と必要な変容を示す、上位クラスの調達
組織である。

逆境（2019年度サーベイで論じた複雑性）に直面
した時だけ力強いパフォーマンスを発揮するのでは
なく、アジリティマスターは現時点で価値提供するこ
ともできれば、自身のトランスフォームによって将来
においても価値を発揮することができる。言い換え
ると、アジリティを備えることで、ステークホルダー
から高い評価を得られるような目標を達成する可能
性が高まるということだ。これらの目標は戦略的に
影響力があると考えられており、最終的にはCPO
や調達チームに充足感を与えることも可能だ。

アジリティ：複雑性への対抗手段



13

アジリティを高めるために、調達チームには何がで
きるだろうか。明らかになったのは、「顧客中心思考」
が鍵であるということだ。無駄を削いだ製品・サー
ビス（リーン）、品質管理、カスタマーリレーションシッ
プマネジメント、アジャイル開発やデザイン思考等、
ビジネストランスフォーメーションの特色がどのよう
なものであっても、「顧客」こそがその中心である。
アジリティマスターは、単に「ソーシングを中心とし
た支出の関与額（量）」だけでなく、「ステークホル
ダーへの影響の質」を高めることで、より良いパ
フォーマンスを発揮している。そこには、素晴らしく
美しいパラドックスが存在する。CPOが関与すれば
するほど、より多くの価値を提供することができ、価
値が高まれば、より多くのステークホルダーがCPO
に支援を求めるようになるのだ。

さらに、高いパフォーマンスを発揮するアジリティマ
スターには以下のことが言える。

• 自社が有していない知識、能力および経験にア
クセスするために、ハイブリッドなマネージドサー
ビスモデルを活用する割合が2倍である

• 82％のアジリティマスターが、幅広く展開された、
（または拡大中の）支出や利益の予測分析機能
を有している

• 50％のアジリティマスターは、戦術的・経営的
な視点からより戦略的な視点への移行を実現す
る上で阻害要因となる事業全体または経営幹部
のアドミ支援をしない傾向にある

成長企業におけるアジリティ
ここ数ヵ月、サプライチェーンはより大きな注目を集
めてきており、今日における多層的サプライネット
ワークに至るEnd to Endサプライチェーンへの注
目がますます高まっている。2021年のCPOにとっ
て重要な価値を生み出すための活動として、サプラ
イヤーとの協力が2番目に大きな焦点だった（デジ
タルトランスフォーメーションへの投資と並んで、そ
の他の選択肢よりも大幅に優先された）が、これは
全くサプライズではではない。この分野は多角的で
あり、サプライヤー情報管理、サプライヤーパフォー
マンス管理（コスト・品質・達成度等）、サプライヤー

リスク・コンプライアンス管理、サプライヤーイノベー
ション、サプライヤーリレーションシップ管理（SRM）
等の分野において、デジタルに対応したエンゲージ
メントやコラボレーションの機会を無数に含んでい
る。

特に、SRMにおけるデジタルケイパビリティ格差が
明確に認識されており、現在、調査を受けた組織の
52%が、サプライヤー協力のためのSRMツールを
利用していない（本ツールは最も未開の調査カテゴ
リーである）。サプライヤーリスクとコンプライアンス
管理向けソリューションは3番目によく使われている
ソリューションの座に甘んじ、24%がある程度また
は完全に利用していると報告しているが、サプライ
ヤー管理ソリューションとしては、該当するような
ツールを試験的に利用している組織の割合が高く
なっている（38%がある程度は利用）。

パンデミック後の経済回復に関する幅広い懸念は当
然あるが、他方でCPOは供給確保（およびサプライ
ヤーのレジリエンス）を対応すべき最大のリスク・
課題であると感じつつ、デジタルに対応したサプライ
ヤーエンゲージメント／コラボレーションが、より幅
広い価値の創出に必要不可欠であるということも考
えている。このことは、「サプライヤー情報共有の向
上」（75％）が「代替供給ソースの有効化」（約
70％）や「投資の強化」（50%）を抑えて、供給リス
ク低減戦略の第1位であったという事実からも明ら
かである。

最低限のリソースやツールしかない場合、拡張性の
ある手法で何百何千という主要サプライヤーと協力
することが困難なのは明白である。技術とフォーカ
スの組み合わせ（例：支出、リスクスコア、パフォー

CPOが関与すればするほど、
より多くの価値を提供するこ
とができ、価値が高まれば、
より多くのステークホル
ダーがCPOに支援を求め
るようになるのだ

Deloitte 2021 Global Chief Procurement Officer Survey
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マンス評価の潜在価値と規模を考慮したサプライ
ヤー分散へのアプローチ体制確立）が必要不可欠
なミッションとなる。

デロイトレポートは、（社内・社外含めた協力の重
要性を強調しており、実現要因としての調達のオポ
チュニティーを明確に示している。�協力することで、
組織は意思決定をし、より効果的にコミュニケーショ
ンを取ることができるようになり、信頼を積み重ねる
ことによってレジリエンスを向上させることができる
…。パンデミックが襲ってきたとき、CXOの多くは、
組織内における意思決定のスピードを上げてコミュ
ニケーションを向上させることの必要性を悟った� 5。
調達は、企業の枠組みの中、そしてそれを超えた範
囲で支えとなる鍵であり、しばしば各機能とサプライ
ネットワークの架け橋の役割を果たすのだ。

アジリティ：重要な問い
アジャイルな組織になってパフォーマンスを発揮し、
現在と未来で価値提供するための基礎を築くという

道のりにおいて、CPOは究極的に以下の3つの質
問を自身に問いかける必要がある。

1.  必要な時に、必要な能力や知識を持つ人材にア
クセスできる調達体制・モデルをどのようにして
構築するか

2.  効率性を向上させ、能力を増強し、その時々の課
題に対応できる十分な基盤を実現するために、ど
のようにしてシステムやプロセスを構築していく
か

3.  より迅速に、そしてより確実かつ測定可能な結果
をもって何が起きているかを理解し、発生しうる
結果の予測・モデリング、機会の発掘、組織活動
の整合、より良い意思決定の実現等を行うため
に、どのようにデータを活用するべきか

次の章では、これらの分野それぞれを分析・調査し、
アジリティマスターが成功するためにやっていること
の実例を紹介する。

アジリティ：複雑性への対抗手段
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第3章：アジャイルな調達の構築

調達部門は、多くの主要ステークホルダーやビジネ
スに不可欠なサプライヤーに関与しているため、
CPOがどうやってリソースを追加せずにより高いパ
フォーマンスを発揮するためのアジリティを構築でき
るのか、と疑問を持つ方もいるかもしれない。その
答えは、プロセス、方針そしてシステムの定期的な
簡素化／標準化だけにあるのではなく、柔軟な人材
プールへアクセス可能な体制構築、需要と供給の変
動への対応、ビジネスニーズや市場の需要を満たす
バリューチェーンや内部プロセスの迅速な再構成等、
より組織的・体系的なアプローチを取ることにある。

人的リソース配置とスキル獲得
におけるアジリティの必要性

アジリティには、機能横断的リソース（およびサプラ
イヤー）を迅速に調達・配備して、業務を終わらせ
るということも含まれている。例えば我々の調査で
は、ハイパフォーマーは機能横断および企業横断的
なチーム組成の他、部門の垣根を取り払う一助とな
るクロストレーニングやインセンティブを有している
割合が高いということが示された。ハイパフォーマー
のケースであってもなお、CPOは適切な人材を確保
する必要があるし、その重要な人材を矛盾する優先
順位でがんじがらめにしないようにする必要がある。
これは、単なるオペレーションから戦略へシフトして
いくにあたり、大きな障壁・課題として考えられてい
るものである。必要十分な人材を獲得する戦略もま
た、アジリティに影響を及ぼす。例えば、サプライ
チェーン専攻の新卒を雇用したがる企業もあれば、
外部リソースとの組み合わせで、より専門的な人材
を採用したがる企業もある。また、その両方を求め
るところもある。

この調査結果は、フルタイム雇用は明らかに主な人
材ソースとなっている中で、新しくてより柔軟な働き
方の選択肢によって重要な制約が取り除かれている
ものの、高まる期待の中で適切な人材を採用すると
いう課題はますます困難になっていくだろうことを示
している。CPOは環境に適応し続け、より広範な人
材モデルをより早く検討し、採用する必要がある。中
には「人的リソースのアジャイル配置」（例：ビジネ
ス部門、コーポレート調達部門、その他部門やシェ
アードサービス、CoE等のスタッフを活用）や「オン
デマンドでの専門知識」チャネル（図5参照）を活用
し始める企業もあるが、まだまだ道のりは長い。

外部からの人材について、ハイパフォーマーは短期
間での雇用契約を避ける傾向がある他、自社機能
を大手BPOプロバイダーに大量外注することも避
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出所：2021年度版デロイトCPOサーベイ

図 5

正社員は引き続き企業の人材の中核となるが、一方で
アジャイルな労働力という選択肢を活用するケースは増加している
労働力の変動を管理し、より高度なアジリティを実現するためにどのような戦略を使っていますか。

ハイパフォーマー その他（ハイパフォーマー以外）

その他

従来のアウトソーシング（BPO）

オペレーションスタッフ増強（例：派遣・臨時労働者）

シナリオ立案と具体的手法の策定

チーム力向上のためのハイブリッド・マネージド・サービス・モデル

業務負荷管理の向上（例：プロジェクトのオンボーディング／スコーピング）

クロストレーニング、インセンティブ等のサポート

機能横断的および企業横断的なチーム組成

より柔軟な自動化ツールおよび手段（例：アジャイル開発）

社風の転換／人材育成（従来とは異なる思考・行動・リアクション）

方針、プロセス、システムおよびデータの標準化

1.90%

21.43%

34.29%

17.62%

14.76%

24.29%

21.43%

49.52%

33.33%

40.95%

61.90%

4.88%

19.51%

29.27%

31.71%

31.71%

31.71%

34.15%

53.66%

56.10%

58.54%

68.29%

アジリティ：複雑性への対抗手段
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図 6

アウトソーシングにおいては、ノウハウの引き継ぎと能力構築が一番の課題
過去にアウトソーシングの利用またはサービス管理をしたことがある場合、苦労したことは何ですか。
（該当するものを全て選んでください）

ノウハウの引き継ぎと能力構築が不十分

外部リソースを使うことへの内部反発

プロバイダーのリーダーシップとトランスフォーム／ベストプラクティスの欠如

サービス契約／関係を戦略的に管理するスキルの不足

プロバイダーとの契約解除および文化の不一致

柔軟性に欠けるプロバイダーの業務／エンゲージメントモデル

イノベーション（デジタル等）不足

その他

該当無

35.61%

28.78%

26.41%

24.93%

24.63%

23.74%

19.29%

2.37%

1.48%

出所：2021年度版デロイトCPOサーベイ

ける傾向があることが明らかになった。その代わり
に、より焦点を絞ったマネージドサービスプロバイ
ダー（MSP）モデルを利用する傾向がある。例えば、
支出カテゴリー管理、トランスフォーメーション実行
サポート、テールスペンド管理、市場情報や自社既
存チームの延長であるその他の特化されたCoE（デ
ロイトはこれを「ハイブリッド運用」モデルと呼んで
いる）等がある。アジリティにおけるハイパフォーマー
は、このようなハイブリッド運用モデルと柔軟な自動
化ツールおよび手法を活用している割合が通常の2
倍であることが分かった。

従来のBPO手法は右に挙げるような問題に左右さ
れるため、新しいハイブリッドサービスモデルがます
ます好まれるようになると思われる。

• ノウハウの引き継ぎ不足：プロバイダーはサービ
スレベルアグリーメント（SLA）を実行するが、必
ずしも調達が自己能力を構築する助けにはなっ
ていない。実際、サーベイ回答者の間では、ノウ
ハウの引き継ぎ不足が最大の課題として挙げら
れた（図6）

• ライフサイクルを通じた複雑な関係の管理：関
係が成熟してしまっており、調達の進化するニー
ズに対して柔軟さを失っているケースがある

• ビジネス上の関係や多数の契約・実行手段を適
応するためのアジリティや、変化の激しいビジネス
に対応するSLAがプロバイダー側に欠如してい
る
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2020年に起きてしまった出来事によって、多くの
CPOがほぼ一夜にして業務をバーチャルで実施す
る事を強いられ、供給側のエグゼクティブは他の誰
よりも前例のないディスラプションを管理するための
アジリティの必要性に直面した。CPOは顧客対応イ
ノベーションの機会を支援する一方で、自社の契約
ポートフォリオを掘り起こし、契約を再交渉し、不可
欠なサプライヤーをサポートし、スタッフをバーチャ
ルへ移行し、（少々出遅れたものの）リスク管理能力
を強化し、既存サプライヤーに新しいデジタルケー
パビリティを備え、デジタルに精通した新規サプライ
ヤーを見つけて供給ニーズを満たす必要があった。
例えば、あるライフサイエンス企業は店舗イベントで
の医者向けの販売で収益を得ていたが、パンデミッ
クによって販売・マーケティングチームは、IT・調達（ト
ラベルチーム）およびイベントカテゴリーチームと協
力してバーチャルイベントを企画し、新たなオンライ
ンイベントに医者を参加させることを余儀なくされ
た。結果として、パンデミック後も活用できる新たな
販売・マーケティングモデルが構築されることとなっ
た 6。

人材を集めて獲
得することにおい
ては、新型コロナ
関連の解雇によっ
て有効求人が絞
られた影響で、昨
年度はやや容易
であったが、過去
十年間の前年度
比トレンドを見て
みると、適切な人材を見つけて採用することは難し
くなってきていることが分かっている（一つには、必
要なスキルセットがこれまでにないペースで進化し
続けていることも原因といえる）。36%が「難しくなっ
てきている」と答えた全体グループに対し、ハイパ
フォーマーで同様の回答をしたのは24%のみだった。
これは、ハイパフォーマーがスキルセットではなく適
応性等特定のマインドセットを基準に採用すること

で、弾力性のある労働力を育てていることが理由な
のかもしれない。人事部門・HRチームは、ハイパ
フォーマーが取るこのアプローチからヒントを得て、
従来の職務記述書や応募要件を再考することも可
能だろう。そうすれば、別のデロイト調査で示唆され
ている通り、応募者層が広がり多様性が高まってい
くはずだ 7。

スキルの観点から見ると、最大のスキルギャップはア
ナリティクス等、ステークホルダーに影響を及ぼし、
彼らと協力するためのデータを活用するデジタル
ツールの利用に関係したものである。カテゴリー管
理やサプライヤー管理等、コアとなる調達「技術」
の能力は、それらをステークホルダーに導入・拡張
する能力によって決まる。この導入スキルギャップは
明確で、CPOの1／3が、自社チームにとっての最
大のギャップがデジタルスキルとソフトスキルである
と考えている。CPOは自社にあるこのギャップを認
識しており、約半数が自社の「デジタル適性」の開
発ギャップについて言及し、43％がさらに具体的な
アナリティクスのギャップについて言及した。

多くの組織が取引
プロセスを自動化
するシステムを導
入してきた。そし
て、新しいロボ
ティック・プロセ
ス・オートメーショ
ン（RPA）ソリュー
ションの他、人工
知能（AI）や機械

学習（ML）といった技術によって、人間が行う作業
における根本的なシフトが真に促進されるだろう。
自動化が難しい戦略的な作業にも、より一層重点が
置かれることになる。全員がこのようなシフトを行え
るわけではないが、CPOは、将来の戦略やゴール
を達成するために必要となる戦略的能力のトレーニ
ングや採用、獲得に対して、より具体的に焦点を合
わせる必要がある。

人事部門・HRチームは、スキルセッ
トではなく特定のマインドセット基
準の採用を検討するべきである。こ
れは従来の職務説明や応募要件の
再考を意味しており、応募者層を広
げ多様性を高めることが可能となる

アジリティ：複雑性への対抗手段
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出所：2021年度版デロイトCPOサーベイ

図 7

高い成果を上げるアジリティマスター
の人材開発戦略はより強固である
人材開発のために利用しているアプローチは以下の内
どれですか。（該当するものを全て選んでください）

ハイパフォーマー        

その他（ハイパフォーマー以外）

ジョブスワッピング（部門外）

MBAスポンサー

オンデマンド学習プラットフォーム

ジョブシャドウイング（職業体験プログラム）

大学院課程

ジョブスワッピング（部門内）

その他のスポンサードラーニング

若年層人材開発／早期能力開発プログラム

360度フィードバック

メンタリング

一対一のコーチング

12.06%

5.53%

17.59%

23.62%

16.58%

25.63%

22.11%

22.11%

39.20%

65.83%

71.36%

20.00%

22.50%

25.00%

32.50%

37.50%

42.50%

42.50%

52.50%

70.00%

80.00%

82.50%

ソフトスキルは、トレーニングによる習得が難しいこ
とがある。古い格言に「態度で採用し、能力は研修
で磨く」というものがあるが、アジリティへの適正を
獲得するケースにおいてもこれがあてはまる。例え
ば、アジャイルな「次世代」調達プロフェッショナル
にレジリエンシーや創造性、共感力および粘り強さ
等の特性（誠実性は備わっている前提とする）を期
待することは、複雑で困難であることの多い職場環
境や文化で変化を推進するために重要なことである。

興味深いのは、デジタルやソフトスキルに関する
ギャップが大きいと認識されているにも関わらず、
CPOは調達に関するスキルに最も大きな投資をし
ているように見えることであり、戦略的ソーシング／
カテゴリー管理（55％）とソーシング／交渉（42％）
がそれぞれ1位と3位を占めている。デジタル分析
（49％）が手堅く2位に入り、ビジネスパートナーリ
ング（40％）とリーダーシップの有効性（37％）が
僅差で続いた。しかし、多様性（25％）や感情的知
性・EQ（24％）、コンフリクト管理（17％）等のソフ
トスキル関係は、リスト中のかなり下位となった。

しかし能力ギャップは自然に縮まることはなく、それ
には予算が必要となる。研修予算は真っ先にカット
されることが多いが、2020年度は合計調達予算の
1.8％だったのに対し、2021年度には2.1％に増加
していることが分かった。ハイパフォーマーは投資を
増加（2.4％）させている。しかし、本当の違いはア
ジリティにおけるハイパフォーマーにおいて見ること
ができ、より総体的で堅固な人材開発戦略を採用し
ている。（図7）

従業員を画一的な研修プログラムに参加させるので
はなく、新しい実験的なスキルと能力を短期間で開
発するためのジャスト・イン・タイムのコーチング／
メンタリングや、プロジェクト／ジョブローテーショ
ンという観点から、人材開発そのものがより一層ア
ジャイルになってきていることが明らかになった。例
えば、アジリティにおけるハイパフォーマーは、360
度評価の実施や、1対1コーチング、部門内・部門
外でのジョブスワッピング、大学院カリキュラムへの
スポンサー投資、若年層リソース向けの早期能力開
発プログラム活用、その他の人材開発に向けたスポ
ンサー付学習の支援等を実施している割合が大幅
に高くなっている。
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ある研究結果によると、次のようなことが指摘され
ている。「自分がやることについて従業員に宣言させ
るということは、組織がよりダイナミックかつリアル
タイムで行動する一助となる。ビジネスニーズを特
定し、それに対するスキルを特定・開発するトップダ
ウンアプローチは、従業員の興味や能力に基づいて
自己選択をさせるアプローチよりも常にスピードが
遅い。このことを理解している組織は、絶え間ない
ディスラプションを乗り切るために不可欠な変化に
対する高いアジリティとレジリエンスを確立し、より
大きな利益を得ることができる 8。」

目的は、企業全体で異なる分野・業務への迅速な
人材再配置を促進する、拡張可能で標準化されたプ
ロセスを手に入れ、クロストレーニングを簡易化し、
リソース配置の容易性を加速させることである。

この種の標準化と柔軟性を両立させた運用モデル
は、近年でますます主流となっている強力なアプ
ローチであり、プロセス・オートメーションを推進し
ながら独自性の高いステークホルダー要件もサポー
トし、標準化と拡張性をもたらしている。

デジタルコアの強化とテクノロ
ジーの採用

最もハイパフォーミングで最もアジャイルな調達組
織が、テクノロジーの導入・活用の最前線にいると
したら、当然ながら他の調達組織は最先端を走るグ
ループが次の投資先としてどこに注目しているのか
を知りたいと思うだろう。「次世代」テクノロジーの
導入が現時点で最も進んでいるのは、記述型データ
等の高度なアナリティクスや可視化と、日常の業務
で行われる典型的な反復作業の自動化を支援する
ためのRPAの分野である。

興味深いのは、企業・組織によってこれらの次世代
テクノロジーの導入レベルに違いが生じている点で
あり、アジリティにおけるハイパフォーマーについて
は以下のことが分かった。

• 高度アナリティクス／可視化を十分に導入してい
る割合が他の4～5倍

• RPAソリューションを十分に導入している割合が
他の10倍

• 予測分析能力を十分に導入している（その他の
0％に対して12%）

• AI／コグニティブ機能を十分に導入している割
合が他の18倍

上記の内容が全てに当てはまるわけではなく、トッ
プパフォーマーであっても、斬新なツールの導入に
は躊躇しているケースもある。最新ツールをどのよ
うにして既存モデルに統合できるのか決めかねてい
るのかもしれないし、まだこれらのテクノロジーに対
するステークホルダーやチームからの信頼を得よう
としている途中段階なのかもしれない。ただし、一
つだけ極めて明白なことがある。それは、デジタル
への意識・ケイパビリティこそが、アジリティにおけ
るハイパフォーマーとその他企業の最も顕著な
ギャップだということだ（図8）。

アジリティ：複雑性への対抗手段
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出所：2021年度版デロイトCPOサーベイ

図 8

アジリティにおけるハイパフォーマーは、次世代デジタルテクノロジーの導入
において他より先行している
以下の「次世代」デジタルテクノロジーは、現在どの程度調達業務で利用されていますか。

完全導入            拡張中            パイロット中            未開始

ブロックチェーン

インテリジェント・コンテント・エクストラクション
（ドキュメントからの有用データ抽出技術）

人工知能またはコグニティブコンピューティング

予測分析

コラボレーションネットワーク

ロボティックプロセスオートメーション（RPA）

先進的な分析と可視化
15%

27.50%

17.50%

12.82%

18.42%

7.69%

7.69%

52.50%

25%

22.50%

15.38%

13.16%

10.26%

2.56%

22.50%

15%

17.50%

35.90%

18.42%

23.08%

17.95%

10.50%

32.50%

42.50%

35.90%

50%

58.98%

71.80%

3.88%

2.43%

3.90%

0.97%

0.99%

19.42%

14.56%

9.76%

6.34%

4.37%

2.96%

1.96%

25.24%

23.79%

16.59%

13.17%

14.56%

10.84%

2.94%

51.46%

59.23%

69.75%

80.48%

80.10%

85.22%

95.10%

ハイパフォーマー

その他（ハイパフォーマー以外）

CPOが報告した「次世代」テクノロジーによる恩恵
のトップ3は、プロセス効率性（65％）、プロセス有
効性（50％）、そしてアジリティ向上（50％）であった。
パンデミックの影響はあるものの、効率性が他の選
択肢より1.5倍の割合で企業の優先事項に選ばれ
たことを鑑みれば、このような効率性への偏重は理
解しうることだ。

ゆえに、P2P（Procure to Pay）プロセスが重視
されていることも同様に驚くべきことではない（例：
RPA）。今年はRPAが最も成長の速い分野（2019
年度レポート比導入率33％増）であったが、アナリ
ティクスへの注力によって恩恵を受けた分野は戦略
的調達プロセスだった。
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興味深い点なのは、RPAや最新アナリティクスとほ
ぼ同じだけの価値をもたらす4つの技術分野（予測
分析、AI、ネットワーク、およびコンテンツ）が存在
しているものの、これらがまだ積極的に導入されて
いない状態であることだ。一方で、ブロックチェーン
は金融サービスやサプライチェーンにおける限定的
なユースケースを超えた活用機会を確立しようとの
試みが続いている。将来に向けたチャンスは多いが、
それと同時に、テクノロジー導入には課題も残って
いる。

デジタル化への準備を整える
調達における効果的なデジタルテクノロジー導入の
障壁トップ3は、データの質、アプリケーションの連
携不足、そして資金不足である。アジリティの低い組
織の場合、連携と資金が課題となる。

反対に、成功を収めている調達デジタルトランス
フォーメーションの成功要因トップ2は以下である。

• 明確な企業デジタル戦略（エグゼクティブの十分
な支援が得られている）

• デジタルトランスフォーメーションの全体視点の
確立（単にP2Pを自動化するだけではない）

アジリティマスターはプロセスとデータの標準化を
直近の優先事項とし、取り組みを進める専門チーム
の設置を重視する傾向がある。障壁となっている要
因を取り除くことで、より多くの価値を発見・活用で
きるように試みているようだ。

アジリティマスターにとっては、デジタルは既に運用
モデルの中核を占める部分であり、将来戦略の基本
理念でもある。彼らの最初の投資先は通常、プロセ
スの効率と短期間でのコスト削減に重点が置かれて
おり、それらは後により戦略的でデジタル集中的な
改善分野へ提供される「自己資金」となる。より多く
のテクノロジーが導入されてインサイトが生まれる
につれて、より多くのオポチュニティーが明確になり、
より多くの価値を創出することができる。このことは、

我々の最近のスマートファクトリーの記事でも次のよ
うに強調した通りである。「正しいアーキテクチャを
構築することで、関連エコシステム全体のデータ利
用が可能となり、広範なデジタルサプライネットワー
クを通じたスマートファクトリーからの情報活用の道
が開け、在庫補充、商品開発、需給計画、供給およ
びカスタマーサービスへ情報を提供することができ
る 9。」

ただし、アジリティストーリーは、完璧に実行するこ
とだけが全てではない。競争力を維持するためには、
導入に成功することと、学習機会、早期失敗、およ
び次の施策への組み込みを切り離して考えることが
非常に重要となる。

デジタル調達ROIにおけるカギ：テクノロジー投資
でROIを得るには、当然ながらまず投資が必要であ
る。本レポート上の大半の調達組織は、予算の12
～15％をテクノロジーに投じており、ハイパフォー
マーや最もアジャイルな組織は、通常より高い予算
をテクノロジーに費やしている。我々の経験では、リ
ターンの実現に違いを生み出すのは、単にいくら使っ
たかではなく、全体的なデジタル能力開発ロードマッ
プの遵守と品質のレベルである。

デジタルツールがスイート（一式型）であるべきか
否かの論点：約30％のCPOが、今後5年間の自
社調達技術アーキテクチャについて、ベスト・オブ・
ブリードツールを用いたERP型になる可能性が高い
と説明した。2番目に多かったのは、ベスト・オブ・
ブリードツールを補完的に利用したSource to 
Procurement（S2P）スイートで、その次が
Source to Contract（S2C）とProcure to Pay
（P2P）スイートの組み合わせとなった。

ほとんどの組織にとって、単一のシステムは不十分
である。S2Pスイートのみを利用すると回答したの
はアジリティマスター以外では12％のみで、アジリ
ティマスターはそれよりも少しだけ高い割合で同様
の回答をした（14％）。自社開発ツールをコア戦略
／アーキテクチャとして使うとの回答は、アジリティ
マスター群においては無かった。

アジリティ：複雑性への対抗手段



23

出所：2021年度版デロイトCPOサーベイ

図 9

コスト削減と支出管理パフォーマンス
を促進するアナリティクスの価値
以下のうち、どの種類のアナリティクスに最も価値が
あると思いますか。

支出／コスト削減パフォーマンス分析

プロセスパフォーマンス分析

サプライマーケット情報（リスク以外）

総コストモデリング・予測

供給リスク分析

コンプライアンス監視／不正監視

予測分析（種類問わず）

運転資本分析

43.73%

42.51%

41.59%

74.62%

34.56%

30.28%

15.60%

34.86%

ほとんどの企業（約75％）が、一般的に主要プロセ
スやマスターデータの標準化が可能なERPスイート
やS2Pスイートのような集中管理システムをハブと
する「ハブアンドスポーク」方式を志向している。サ
プライチェーン、特に調達機能内プロセスのデジタ
ル化が進む中、リーダー達は特に競争優位性を可
能にする中核の戦略的プロセスにおいて、調達ソ
リューションパートナーのエコシステムを受け入れて
いるようだ。

この「ハブ」システムとベスト・オブ・ブリードツー
ルの併用は、デロイトの2019年度サーベイの結果
を反映している。つまり、ツールやデータソースが多
く普及すると、時として悪い複雑性の源を生み出す
場合があるが、「複雑性マスター」（最大のリスクや
複雑性を克服する上位1／4のパフォーマー）は、業
務に対する最善のツールを取り入れて、価値に対し
てさらなる迅速さを実現することができるという結
果が反映されている。ERP、スイート、ニッチなベス
ト・オブ・ブリードのどれを選ぶかという判断は、性
急にまたは政治的要因によって判断されるべきでは
ない。さもなければ、変革を遅らせる判断を下すこ
とになるかもしれない。

情報は力なり：アナリティクスの
活用
簡潔に言うと、アナリティクスは調達とバリュー
チェーンで起きている最も興味深くて影響力のある
デジタル分野であり、今後2～3年、調達において最
も影響力を持つ「次世代」テクノロジー上位4つの
内の3分野を占めている。それにも関わらず、支出
とコスト削減パフォーマンスを除いた全ての項目に
対して「最も価値がある」と回答したのは、回答者
の50％以下となった。これは、多くの人々がデジタ
ル化の旅路において今日まで進歩してきた内容を示
していると同時に、まだまだ道のりが長いということ
が示されたエビデンスとも捉えられる。

アナリティクスはほぼ間違いなく、CPOの仕事に価
値をもたらす最も明快な手段だ。アナリティクスに
よって生まれたインサイトと知見を用いてステークホ
ルダーのより良い意思決定を支援し、調達トランス
フォーメーションへのより良い支援を提供することが
可能となる。アナリティクスは、戦略、統合ビジネス

計画（予測から下流サプライヤー管理まで）、シナリ
オ計画（複雑なソーシングイベントと拡張ネットワー
クへの連携）、サプライヤー連携／イノベーション、
そしてリスク管理の間の「点と点を線で繋げる」助
けとなる力強いツールとなり得るのだ。

アナリティクスは、システム運用管理における総所
有コスト（TCO）分析、交渉支援、SRM、需要分析
およびサプライベース再構築に関連する調達戦略の
支援も行う。さらに、良質なアナリティクスは支出分
析（結果としてコスト削減パフォーマンスへ繋がる）
からコスト分析支援、カテゴリー／市場情報、そして
プロセス分析（例：プロセスマイニング）やリスク／
コンプライアンス／不正分析といった追加分析まで、
更なる高度化に向けたロードマップを提供すること
も可能とする。サーベイ回答者のほとんどが、支出
とコスト削減という観点からアナリティクスに価値を
見出している（図9）。
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記述的アナリティクスが使いこなされるようになるに
つれ、コモディティ価格、需要、支出、リスク、そして
拡張ネットワークデザインにまでも予測アナリティク
スが構築されるようになった。業界リーダーは最新
アナリティクスやAI等を活用して、「予測と期待」「予
防と処方」に移行しようと努めている。これらのアナ
リティクスは、コモディティ指数やベンチマーク、顧
客／サプライヤー情報等の追加のデータ情報をもた
らすようになり、より効果的に機会を特定する。また、
分析によるインサイトがシステムへのアクションの定
義とインプットに使われることで、人間系の作業が
不要となるコンセプトを実現する（例：購買オーダー
作成、予測の処理・更新、製造計画等）。

雑音の中にシグナルを見出す
供給リスクは無限にあるように思えてしまうが、予
算には明らかに制限がある。第1章ではサプライ
チェーン上流のリスク可視性の欠如に焦点を当てた
が、サプライ拠点に拡大した環境的・社会的目標に
おける第三者リスク管理と追加要件もまた同程度に
重要であり、実行に向けた課題も同じくらい大きい。
ハイパフォーマーの調達組織は、この点においてサ
プライチェーンとサプライ能力を企業の優先事項に
一致させる（例：ハイパフォーマーは、自社の企業
CSR能力について全体のレポートグループより高い
自己評価を行うが、彼らはまた、CSRの優先事項を
サプライヤーエンゲージメント戦略に明示的に連携
させている［図10］）。

ハイパフォーマーの32％が、サプライヤーの多様性
を成熟させるべきものまたは戦略的なものとして
扱っているが、その他の組織ではわずか15％だった。
興味深いのは、これは先ほどの戦略優先事項に関
する質問にいくぶん矛盾している点があり、既に見て
きたとおり、そのような基準で正式な評価を行ってい
る企業は非常に少ない。これはおそらく、多くの人が
その重要性について認識してはいるものの、明確な
指標による評価測定が行われない限りは、望むよう
な進歩を得られるケースは多く見られないだろうこ
とを示唆している。

あらゆる企業は、サプライヤーの多様性に関する指
標を、取締役会レベルまで議論されるような幅広い

多様性とESG指標と結びつけることが多く、持続可
能性に基づく会計基準が求められるトレンドが続い
ていることを鑑みると、この傾向は一層強くなると
思われる10。本レポートはまた、地域的・業界的な
違いが要因であることも示している（例：北米企業
はサプライヤー多様性をより多く導入している一方、
欧州企業は二酸化炭素の影響に関するサプライ
ヤー評価が高い）。

多くの人がサプライヤー多
様性の重要性を認識してい
るものの、明確な指標によ
る評価測定が行われない
限りは、望むような進歩を
得られるケースは多く見ら
れないだろう
供給リスク管理、持続可能性、ガバナンス、リスク管
理、コンプライアンス（GRC）、ITリスク、臨時社員、
そしてその他プログラム向けのトップダウンの企業診
断やトランスフォーメーションへの取り組みにおいて、
アナリティクスは重要な役割を果たしている。台頭す
る第 三 者プロバイダー（DaaS＝Data as a 
Service）やクラウドベースのS2Pプロバイダーは、
このコミュニティ／ネットワーク情報を、サプライ
チェーンレジリエンスや持続可能性パフォーマンス、
その他多くの評価とベンチマーキングのために急速
に自社ソリューションに組み込んでいる。これにより、
変革に向けた分析がより速く深くなり、供給組織の
独自予測アナリティクスを構築し、調達管理やサプ
ライヤー管理等の進行中のプロセスへダイナミック
に統合されることで、それらを利用可能にするフレー
ムワークがもたらされた。

サプライヤーリスク／コンプライアンス管理の枠組
みで最新テクノロジーを導入しているのは、ハイパ
フォーマーで35％、アジリティマスターで45％、そし
てその他では15％のみであった。しかし、洗練され
たテクノロジーが常に必要だというわけではない。
以下にその証拠を挙げる。
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出所：2021年度版デロイトCPOサーベイ

図 10

ハイパフォーマーはその他に比べて、CSRのテーマを優先させる確率が
かなり高い（双方には13～44％のギャップあり）
以下のカテゴリーにおいて、自社のCSRパフォーマンスをどのように評価しますか。

高い優先度で対応            低い優先度で対応            現在は該当しないが対応計画中            

現在は該当せず、対応計画も無い
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女性と子供の健康

環境保全

健全な労働力

人権と社会的責任

コミュニティに対する責任

規制および地政学的コンプライアンス
ハイパフォーマー

その他

• リスクをサプライヤー選定時のコア要素として挙
げるのは、ハイパフォーマーで62％、アジリティ
マスターで77％、その他ではわずか29％

• サプライヤーの事業継続計画（BCP）等の透明
度によるサプライヤーの評価や、重要サプライ
ヤーの次のティア（二次請負先等）の管理を行っ
ているのは、トップパフォーマーで36％、アジリ
ティマスターで39％、その他ではわずか14％

それでもなお、デジタル能力はアナリティクスや知
識、そしてワークフローの拡張にとって（リアルタイ
ムの判断支援・アラートと共に）必要不可欠なもの

である。デジタルケイパビリティは、一度きりのレジ
リエンス向上（例：次世代供給リスク管理ツール）
をサプライチェーンに構築するだけでなく、供給価値
を提供・保護する調達の独自プロセスのレジリエン
スとアジリティも構築する。

高品質なデータの保有がカギと
なる
品質の悪いデータは品質の悪いアナリティクスしか
生まないことは自明だ。低品質なデータを使用した
アナリティクスエンジンの数が増加すると、低品質な
分析結果が増加する。これらのプロセスは、データの
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出所：2021年度版デロイトCPOサーベイ

図 11

低品質なデータ連携不足が引き続き最大の課題
調達がデジタルテクノロジーを効果的に活用する際の主な障壁は何だと考えますか。
（トップ3を選択し順位を付けてください）
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データの質

アプリケーション間の連携不足

予算／資金の不足

不透明なROIと困難な正当化プロセス

内部ITリソース／サポートの不足

老朽化技術による問題（例：ERP）

ステークホルダーの意識改革

データの有用性

技術のある労働者の可用性

「生産消費者」（生成と消費の双方を担う）であって、
プロセス品質とデータ品質は密接に関連している。
良質なデータを生成することは、もはや無視できな
い必要不可欠事項である。外部データの利用が急増
（パンデミック後は供給市場情報が2番目に高い注
力分野になる見込み）していることからも、それは
見てとれる。以上の点から、低品質のデータが、デ
ジタルテクノロジーの効果的な導入における最大の
課題として挙げられた（図11）。

企業がクラウドベースのS2Pアプリケーションや「ス
イート」等の制限された（時には分断された）デー
タモデルを増強させるにつれ、内部データの蓄積も
引き続き増加するだろう。特に、大手クラウドS2Pプ
ロバイダーが「ベスト・オブ・ブリード」アプリケーショ
ンのスペシャリストの能力に追いつくまでは、これら
のスペシャリストが素早いTime to Valueを提供す
るということも理由の一つだ。この内部データの複
雑性と、それを助長する組織的な複雑性は、パンデ
ミック、継続的な経済低迷、供給継続性という3大
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リスクに次いでリスクの高い2項目として挙げられ
ている。

ただし良い知らせなのは、CPOがこのデータ問題を
認識しており、解決を望んでいるということだ。実際、
もしCPOに追加の投資予算があれば、上位に評価
される分野は「アナリティクスおよびデータ管理ツー
ル」となるだろう（これは、「フルタイム従業員を増
やす」よりも順位が高い）。さらに、11の選択肢にお
ける「トップ5」の5番目として、データ品質の問題
が焦点を当てられており、CPOの42％がそこに投
資をしたいと考えている。

データ品質問題の解決は大きなテーマだが、本レ
ポートではさらにいくつかのインサイトが提供された。

• データ品質を明示的に取り扱い、より広範なデ
ジタル戦略とデジタル変革様式の一部として対
応する必要がある。単にツールを買い足しても、
そのツールを流れるデータに対応しないままだ
と、問題は悪化するのみである

• コンフィギュレーション（項目設定）の自由度が
高まることから、標準化はレポートにおける明白
なテーマであった。これはマスターデータ（サプ
ライヤー、契約、支出分類、役割、メトリクス、コ
ストタイプ等）に関連する分野で特に重要である

より進化した調達組織は、ITパートナーに依存した
り、彼らから制約を受けたりはしない。ハイパフォー
マーは他グループに比べてステークホルダー満足レ
ベルの自己認識が依然として2倍以上だが、彼らは
社内では IT部門の良い提携パートナーでありつつも、
自社のデジタル運命をコントロールすることができ
る状況にある。

他のコーポレート部門やビ
ジネスユニットと同様、調
達部門は自社のデータ品
質を一定水準に保っておく
必要がある
他のコーポレート部門やビジネスユニットと同様、
調達部門は自社のデータ品質を一定水準に保ってお
く必要がある。多くの企業は重点的なプロジェクト
を実施して、データ品質の改善に自己投資（例：重
複するサプライヤーや商品を正し、コストや在庫を
削減）をすることができるが、一流の組織はこのよう
な改善を長期にわたって反復的に行い、プロセス実
行とシステム設定において、データ品質を組織的に
確保する施策を講じているということが分かってい
る。
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第4章：アジャイルの多面性、 
進化するCPO

CPOのマインドは、求められる様々な役割（社内で
はサービスプロバイダーとして、社外には自社の代
表として、そして需要と供給を繋ぐ指揮者として）に
対応しなければならない。CPOには、実行すべき仕
事と仕えるべき上司が無数に存在する。ハイパフォー
マンスを実現するということは、よく言われるような
調達部門が望む「社内での立ち位置」と同じくらい
つかみどころが無い。特に、変化が激しい状況下や
現在のように（仮にバーチャルであったとしても）担
うべきポジションが多い時はなおさらである。ある
CPOが次のように述べたのは、非常に的を射てい
る。「調達は、取締役会から最前線のオペレーター
まで、ビジネスのあらゆる部分に関わっています。私
たちは会社の財布係や管理者としての役割に注力し
すぎる傾向があることで、組織のカタリストとしての
私たちが持ちうる影響力を過小評価しています。私
たちには、バックオフィスの会計士からCEOの片腕
にまで上り詰めたCFOのようになることが可能であ
り、またそうであるべきなのです。」

CPOは確かに、オペレーターの役割（例：交渉、支
出削減、契約管理）や管理者としての役割（例：供
給とコンプライアンスの確保）を超越し、変革のカタ
リストや聡明なストラテジストとしての役割に移行し
てきている。デロイトは10年前、これらの4つを
CFOの役割として紹介したが、今ほどこれがCPO
の役割に当てはまると言えるときはない（図12）。

CPOがこれらの役割にどのように時間を割いている
かについて、我々が調査で把握したことを以下に示
す。

• CPOは彼らの時間の3分の1をカタリストとし
て使っている

• アジリティの低いCPOは、トランザクションに費
やす時間が平均よりも10%多い

• ハイパフォーマーは、他と比較してストラテジスト
としての活動に15%多く時間を割いている

• ハイパフォーマーは自分の時間の50％以上を戦
略的な活動に使うことを目標としている

もちろん、CPOは一人の人間にすぎない。本サーベ
イに参加したCPOは、個人としては自分の時間の
20～25％しか「オペレーター」としての役割に費や
していないが、調達組織が「戦術オペレーションへ
の忙殺」から逃れることができるかどうかは、より広
範なチームとしての時間配分に左右される。残念な
がら、これらの調達メンバーは、自分達の時間の実
に74％をトランザクションやオペレーション的な活
動に費やしており、必然的にCPOの足を引っ張って
いる。

反対に、ハイパフォーマー層の調達チームは、自分
の時間の63％以下（その他より約15％少ない）を
その種の活動に使っている。また、「アジリティマス
ター」は自分の時間をハイパフォーマーほどは戦略
的な仕事に費やしていないが、今後、より高いパ
フォーマンス能力を早急に構築していくための変革
に、多くの時間を費やしていることも分かった。

今年度版のサーベイは、過去一年間のパフォーマン
スや時間分配に関する質問だけでなく、CPOの個
人的なモチベーションや野望、そして特徴・性格（一
分野としての調達に対する認識、調達へ至る経緯、
キャリアの最終目的地）についても評価した。また、
調達リーダーの4つの類型（オペレーター、管理者、
カタリスト、ストラテジスト）についても調査し、現在
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図 12

CFOとCPOの4つの役割における過去10年間の進化
4つの側面 CFO（2011年） CPO（2021年）

オペレーター 財務組織の役割遂行におけるコストとサービス
レベルのバランスを調整し、必要に応じて財務運
用モデルを適用する。人材管理、オフショアリング、
およびシェアドサービスにおける意思決定が重
要課題となる。

Req-to-pay（購買依頼から支払まで）プロセス、
戦術的ソーシングと契約、サプライヤー契約管理、
サプライヤー／ステークホルダー対応および争
議対応等の日々の購買活動を行う。

管理者 財務会計、管理会計、リスク管理および資産保
護を主導する。財務報告と管理要件（情報セキュ
リティを含む）といった企業コンプライアンスの
確保に注力する。

ビジネスの保護：サプライヤー／サプライチェー
ンリスク、社内リスク／コンプライアンス、経費削
減、サードパーティまでの範囲に及んだコンプラ
イアンス調整、およびビジネス継続支援のための
継続的な供給確保を行う。

カタリスト 戦略の特定・評価・実行をするために各部門と
提携を行い、その他の意思決定者に対してビジ
ネスパートナーとしての役割を果たす。カタリス
トは結果に対する企業としての説明責任を果た
す仕組みを構築し、企業としての実行を推進し、
経営層からの賛同を得る。

供給市場（およびより広範なバリューチェーン）
と、調達領域と関連ビジネス領域における供給
管理能力（組織、プロセス、メトリクス、システム、
データ）を再構築する。

ストラテジスト イノベーションおよび利益成長における財務的
な観点を提供し、この観点をリスク検知や戦略
的な意思決定、パフォーマンス管理の統合にも
活かし、資本市場から期待されている事項を、社
内の経営必達事項に変換する。

業績に有意義な影響を与えるために、自社と供
給市場を戦略的に巻き込む（サプライヤーイノ
ベーション、デジタル化、拡張ネットワーク構築、
戦略的カテゴリーマネジメントおよびSRM）。

出所：2021年度版デロイトグローバルCPOサーベイ

のパフォーマンスと目指すゴールという文脈におけ
る能力と野望についてまとめた。

一般的に、自分の時間の大半をオペレーターや管理
者に集中させるのは、中レベルか低レベルのパ
フォーマーである。彼らは価値を提供し会社を守る
ことに一生懸命ベストを尽くすが、より戦略的な機
会に積極的に取り組む時間を確保することに抵抗し
たり苦戦したりする傾向がある。カタリストは野心的
で、自身の組織を中低層から上位層に移行させたい
と思っている。ストラテジストは野望を実現しようと
試みる。彼らは自組織を再設計・最適化し、ビジネ
ス戦略に貢献することができるのだ。

ハイパフォーマーは、リスクをオペレーションより少
しだけ重要なものとして捉え、代わりに戦略全体に
時間を割くことでリスク管理に対する合理的な運用
とコントロールの強化を図る：

• 73％が自分の時間の20～40％を戦略の実行と
改良に費やしている

• 67％は自分の時間のたった10～20％しかコア
オペレーションに費やしていない

• 82％が自分の時間の10～20％をリスク削減と
コンプライアンス確保の活動に費やしている

• 65％が自分の時間の30～50％を戦略の実行と
改良に費やしている

ハイパフォーマーは、変革を主導し、変化を促進する
ことが重要な成功要因であると認識しているが、こ
れにはカタリストのマインドセットを応用することが
必要である。現在、そして理想の世界の両方で、ア
ジリティマスターのほどんどが自分の時間の30～
50％を戦略的変革に費やしている。変革プロジェク
トを通してより広範な調達アジェンダを推進すること
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で、経営層の同意を得やすくなり、成功へ繋がる好
循環が生み出されているようである。

最後に、より戦略的な変革マインドセットは、ハイパ
フォーマー層とアジリティマスター層のCPOにおい
てより広く浸透していたという点に触れておきたい。
両グループを合わせたアジリティにおけるハイパ
フォーマー層の27％が調達をミッションクリティカル
と捉え、41％が文字通り、「グローバルサプライ
チェーンの再形成によって世界を変える手段」と考え
ている（その他のグループはたった17％である）。例

えば、ローカライズされたサービス重視の企業のよ
うに、全てのCPOがこの考えを受け入れなければ
ならないというわけではないが、このマインドセット
は購買（Purchasing）の上に供給（Supply）を据
えた、より力強くて戦略的な手段をもたらすビジョン
と見通しを示している（Peter Kraljic談）。そしてそ
れらは、今より少しだけ多くの情熱と信念を注ぐこと
で、ステークホルダーや従業員、そしてサプライヤー
へのエンゲージ向上を可能にするものであるかもし
れない。
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第5章：アジャイルな調達への 
第一歩

本レポートは、優先課題を組織化する正式な指標が
まだ導入の過程にあるという前提の中で、CPOの
優先課題がどのように高まっているかについて取り
上げた。喜ばしいことに、一般的に経営層は調達へ
の投資やサポートに「協力的」または「大変協力的」
である。重要なポイントは、組織全体へ好影響を増
大させるために、このサポートをどうやって活用する
かということだ。

頭を悩ませるいくつかの事実も判明した。調達はサ
プライネットワークをさらに理解し、サプライチェー
ンの再構築に一層注力する必要があるのだが、この
ことは我々に「CPOは、とりわけグローバル取引の
ルールが進化し続けている中において、自社のグ
ローバルサプライヤーの拠点再検討が求められてい
ることについて、まだ完全に理解していないのでは
ないか」という問題を提起している。

CPOは、必要なケイパビリティを獲得し備えるとい
うことについて、フルタイム従業員の雇用に大きく依
存している。しかし、人材競争の勝者となり得る企
業・組織は、より迅速に適応し、一連の幅広い人材
モデルを検討・採用していくであろう（既述の通り、
アジリティにおけるハイパフォーマーは、ハイブリッ
ド運用モデルの活用によって幅広いソースから人材
にアクセスしている割合がその他グループの2倍と
なっていた）。

そしておそらく最も憂慮すべきことは、アジリティに
おけるハイパフォーマーとその他グループとの間で
デジタル活用度合いの差がますます開いていること、
根本的なデータの課題解決に向けた注力が足りて
いないことである。これらのことは、CPOの70％が
「自社の戦略を実行できる」と考えている中、大多数
（50％以上）が「成功する自信がない」と表明して
いることに表されている。

現実として、アジャイルな能力は結果に直結する（結
果を左右する要素である）。そして、アジリティの構
築には、次世代オペレーションモデル、旧来とは異
なる思考・行動・反応を体現する多様なリソース、
そしてもちろん新しいベスト・イン・クラスのデジタ
ル能力が必要となる。ステークホルダーや顧客（お
よび関連する需要）を中心に据えることは素晴らし
いスタートだが、それはただデリバリーの維持を約
束するだけである。CPOは、より開放的で柔軟な思
考を持って、供給市場の驚くべき力を活用する必要
がある。

結局アジャイルであるということは、アジャイルであ
ることを目的とするわけでもなく、バズワードでもな
い。むしろ、変革すること、一連の能力を構築するこ
と、そして変革のプログラム全体を通して適切な指
標を意図的かつ入念に実行することによって、その
努力の価値やROIを証明するということである。合
意を得て優先順位を調整し、サポート／リソース／
資金を獲得して実行するために、アジャイルでは仕
事に対する深くてより透明性のある解釈や、その仕
事に対してどのようにリソースが割り当てられるかと
いうことについての注意深い情報収集、そして多様
なステークホルダー全体にわたる連携の推進が必
要となる。調達領域でアジャイルであるためには、
成長意欲、リスクへの備え、より多くの開発プログラ
ムの実行、（小規模の）早い失敗、反復、そして最終
的には素晴らしいソリューションに迅速にたどり着く
ことが必要となる。

今年度のサーベイでは、CPOが直面している増加
する複雑性に対して、最適な対抗手段がアジリティ
であるということについて、これまでで最も明白な
証拠を提供している。アジリティによって組織は、変
わり続ける世界がもたらす一連のダイナミックな機
会を単に活かすだけでなく、それをライバルよりも迅
速により良く活かすことが可能になるのだ。
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アジャイルへ変革するためのCPO「TO-DO」リスト
CPOがアジャイルであるために必要な要素を下記の通り整理した。

1. 社内アジリティのギャップ評価
• 需要に応じて柔軟にリソースを配置し、何が障壁であるか把握する能力を特定する。
• よりアジャイルになりうる能力／潜在能力がチームにあるかを把握する。
• プロセスをセグメント化／評価し、浸透具合と全体的な一貫性を見極める。
• シナリオを実行してチームや組織が迅速かつ効果的に対応する能力を検証する。

アクション
1.1 作業負荷（関連要因含む）および現在の運用モデルを見直す。
1.2 プロセスマイニングを実施し、プロセスの複雑さを理解する。
1.3 作業負荷に対してリソースをどのように割り当てるのかを評価する。

2. バランスの取れたスコアカードの定義
• 調達全体にわたって、リスク、レジリエンスおよびアジリティの指標を理解・構築する。
• 業務変革の実施において頻繁な指標評価を行い、進捗を検証する。
• 自社の運用モデルとインセンティブに、アジリティとレジリエンスを組み込む。

アクション
2.1 一度だけのパイロットではなく、スケーラブルなプラットフォーム機能の利用を開始する。
2.2 自社データの整備とプロセス変革に投資し、予測を可能にし自律性を獲得する。

3. 包括的なデジタルロードマップの構築と実行
• 高度アナリティクスを通じて内部ソーシングと調達能力を向上させる。
• デジタル化による価値を創出するため、プロセス全体と各プロセスごとの作業負荷を把握し、課題マッ
ピングと改善余地の特定を行う。

アクション
3.1 単なる効率だけでなく影響も考慮した包括的なデジタル化戦略とロードマップを定義する。
3.2  IoT、5G、ブロックチェーン、コントロール・タワーおよびAI／MLで可能となる共同ワークフロー等、
ユースケースを構築する。

4. 提携力の構築
• ステークホルダー／顧客管理を自社戦略の中心に据える。
• マネージド・サービス・プロバイダーやエコシステムパートナーを自社の拡大組織として見なす。
• クリーンで技術的負債の小さいデジタルインフラを構築する。

アクション
4.1 直線的なソーシング中心のアプローチを、外部／パートナー管理中心へと転換する。
4.2 包括的なサプライヤー管理アプローチを開発する（オンボーディング、リスク、パフォーマンス等を含む）。

5. アジャイルなマインドセットとその手法の導入
• デザイン思考を用いて、ステークホルダーや顧客と迅速かつ反復的に行動する。
• 標的とした成果を実現する能力を構築する。
• プログラムの回転速度を上げ、優先順位をステークホルダーに合わせて再調整する。

アクション
5.1 一連のウォーターフォールプロセスを廃止する。
5.2 プロジェクトポートフォリオ管理を導入して可視性／協調性を改善する。
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注釈

1. Stephen Covey著 “The Seven Habits of Highly Effective People” （Free Press, 1990）より抜粋

2. 今回の調査では、45%の調達組織が当該2領域の測定を実施していない

3. Deloitte, CFO signals™: Q4 2020, 2020.

4. デロイトの調達オペレーティングモデルフレームワークは、戦略と計画、ガバナンスとステークホルダー管理、組織と人材
管理、プロセスとケイパビリティ、技術と分析といった側面をカバーしている

5. Punit Renjen著 “Building the resilient organization” (2021 Deloitte global resilience report, Deloitte 
Insights), 2021年1月25日

6. Deloitteのライフサイエンス業界クライアント（非公開）

7.  「特定のスキルセットのために人材を採用するのではなく、組織は特定のマインドセットのための採用に軸足を移
すべきであり、その一つが適応性である。これは、人事部が従来の職務内容や応募条件を見直すことを意味するか
もしれないが、そうすることで応募者の幅が広がり、多様性が増すことになるだろう」  See Renjen, Building the  
resilient organization.

8. Erica Volini 他著 “The social enterprise in a world disrupted: Leading the shift from survive to thrive” 
(2021 Deloitte Global Human Capital Trends, Deloitte Insights), 2021年12月9日.

9. Stephen Laaper 他著 “Implementing the smart factory: New perspectives for driving value”  (Deloitte 
Insights), 2020年3月30日

10. 米国サステナビリティ会計基準審議会（SASB）プレスリリース “Global sustainability and integrated reporting 
organisations launch prototype climate-related financial disclosure standard” 2020年12月18日 
Amanda Medress（Director of Global Communications, SASB）著 “Answering your questions about the 
Value Reporting Foundation” 2020年12月21日

デロイト コンサルティングLLPのKyle Ransom、Robert Elliott、Grant Potts、Abhisek Singhal、
Mauricio Taborga、Sumanth Kumar、Thomas Nichols、Juliane FranciaおよびMacKenzie 
Sudermanに著者一同より謝意を表す。また、Abrar Khanのレポート評価・展開におけるサポートにも
同様に謝意を表す。

謝辞
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Jim Kilpatrick   |   jimkilpatrick@deloitte.ca
デロイト コンサルティングのプリンシパル、グローバルサプライチェーン&ネットワークオペレーションリーダー、
およびカナダ消費財業界リーダー。サプライチェーン最適化や先進的なサプライチェーンシステム・技術の活
用によって大きな効果をもたらすグローバルサプライチェーン変革プログラムを牽引してきた。専門分野はサプ
ライチェーン戦略、サプライチェーン計画、流通およびロジスティクス、戦略的ソーシング・調達、および製造オ
ペレーション等。

Jennifer Brown   |   jennibrown@deloitte.com
デロイト コンサルティングのプリンシパルであり、グローバルサプライマネージメント&デジタルプロキュアメン
トオファリングリーダーで、ライスサイエンス＆ヘルスケア分野を専門とする。臨床業界での経験とサプライチェー
ン実践に関する専門知識を併せ持ち、カテゴリーマネジメント戦略、サプライヤーマネジメント、材料の戦略的
調達を通じて、サードパーティへの支出からの価値創出、新たな調達オペレーションモデルの定義、M&Aシナ
ジーの促進、S2Pサイクルを管理するクラウドベースのソリューション導入等を中心に活動。

Ryan Flynn   |   rpflynn@deloitte.com
デロイト コンサルティングLLPのプリンシパル。18年以上にわたるグローバル企業のサポート経験を持ち、サ
プライヤー／第三者リレーションシップの管理向上と効率向上を通した価値創出を実現してきた。専門分野は
戦略的ソーシング、契約管理、P2Pおよびサプライヤー管理を含む大規模S2Pデジタルトランスフォーメーショ
ン。テクノロジー、メディア、テレコム業界を中心に豊富な業務経験を有している。

Aaron Addicoat   |   aaaddicoat@deloitte.com
デロイト コンサルティングLLPのシニアマネージャー。直接材・間接材問わず、幅広い支出カテゴリーにおい
て事業会社およびコンサルティング業界双方で15年の調達経験を有し、複雑な大規模グローバル変革を主導、
とりわけライフサイエンスと製造業界において顕著な成果を挙げている。ヨーロッパ、米国および中国にて、ケ
イパビリティ評価、オペレーションモデル再設計、コスト削減、サプライヤー開発、プロセス改善、リスク管理・
コンプライアンス管理における価値提供を実践。

Pierre Mitchell  |   pierre@spendmatters.com
Spend Matters社の調達リサーチおよび IP開発リーダーで、業界を牽引する同社のSolutionMapSM フレー
ムワークのチーフアーキテクト。30年に渡るアドバイザーおよびリサーチ経験、業界経験を有する著名な調達
DXエキスパートであり、最先端の調達プロセス、オペレーション実践、評価、デジタルツールおよびサービス
の導入を専門としている。以前はハケットグループの調達リサーチリーダーを務めた。また、AMRリサーチ（現
在はガートナーグループ）では、業界初の調達テクノロジーマーケットアナリストを務め、「guided buying（誘
導購買）」という造語を生んだ。

著者について

アジリティ：複雑性への対抗手段
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お問い合わせ先

Industry leadership

Jennifer Brown
Principal | Global Sourcing and Procurement | Deloitte Consulting LLP
+1 201 892 7015 | jennibrown@deloitte.com

Ryan Flynn
Principal | US Supply Management and Digital Procurement | Deloitte Consulting LLP
+1 404 631 2390 | rpflynn@deloitte.com

Yuichi Miyamae
Partner | Deloitte Tohmatsu Consulting LLC
+81 70 3819 6369 | yumiyamae@tohmatsu.co.jp
Deloitte Tohmatsu Consulting LLCのSupply Management & Digital Procurementプラクティス
のパートナーであり、日本におけるソーシング・調達プラクティスをリードしている。東京を拠点として活動。

デロイトでは、当社独自のインサイトを用いながら、クライアントが変化に対する優位性を獲得するために必要
な支援を行っております。課題に対処するための斬新なアイデアをお求めの方は、ぜひ私たちにご相談ください
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