「無法地帯」への対処

外部人材支出
その実現は考えるよりも容易です。
その理由をご紹介します。

パンデミック後の世界では、追加リソースや需要の高いスキルセットに
迅速かつ柔軟にアクセスできることがかつてないほど重要になっています。
そのため、SAP が Oxford Economics 社と共同で行った
アジャイル プロキュアメント（俊敏な調達 ・ 購買）に関するインサイト調査によると *、
外部人材（コンサルタント、フリーランサー、派遣を含む）や
サービス業務委託などの外部人材は、総人件費の 42% を占めています。

外部人材は、専門知識を活用して
業務を担っています。

エグゼクティブの半数以上（55%）
が、外部人材がいなければ通常の
業務遂行は不可能だろうと回答して
います。

従業員

58%

42%

派遣社員

24%

外部人材に
費やされている
人件費の割合

業務委託

18%

全体として、需要に対応したこれらリソースが外部人材を構成し、
ビジネスの俊敏性とレジリエンスの実現に重要な役割を果たしています。

しかし、外部人材の調達および管理に対する従来の
「無法地帯」型アプローチは、誤った情報に基づく判断につながり、
意図しない結果をもたらす場合があります。
各業務部門が、ベンダー管理システム (VMS) が提供する構造と厳格さがないまま、
作業範囲記述書（SOW）および PO を使用して外部人材を現場で勝手に探し契約できる場合、
意図しない業務上の結果につながる可能性があります。おそらく、以下のような話を耳にした
ことがあるでしょう。しかし、こうした考え方がビジネスにどれほど悪影響を与えるのか
認識しているでしょうか？

施設管理
誤った情報に基づく判断
「メンテンナンスやコンサルティングの採用に必要なスキル
はわかっています。正式な調達プロセスや管理プロセスは
必要ありません。」
意図しない結果
• 高い課金レートによりプロジェクトコストが増加
• ベンダーの審査が不十分なため、セキュリティ、
コンプライアンス、品質に関するリスクが増加
• サービス品質の低下が見落とされることで、
支出から得られる価値が低下し、業績が損なわれる

カスタマーサポート
誤った情報に基づく判断
「この外注カスタマーセンターの人員研修に膨大な時間を
投資してきました。サービスレベルはあまりよくないので
すが、変えるのは難しいです。」
意図しない結果
• カスタマーエクスペリエンスへの低評価
• 低いネットプロモータースコア (NPS)
• カスタマーリテンション（顧客維持率）の低下
• 支出から得られるビジネス価値の喪失

IT
誤った情報に基づく判断
「これら外注先 IT 企業から来ているスタッフには、当社が
どのような支払を行っているにせよ、その価値があります。
彼らのようなスキルセットを持つ人材を見つけるのは非常に
難しいからです。彼らのおかげで仕事が進めやすいです。」
意図しない結果
• 高い課金レートによりサービス費用が増加
• キャパシティに限りがあるリソースに過剰に依存している
ため俊敏性とレジリエンスが限定的
• 予算に照らしてサービス支出を綿密にモニタリングできな
いことや、ジュニアレベルのリソースに対してシニアレベ
ルの料金を支払っていることから、予算超過が発生

経理 ・ 財務
誤った情報に基づく判断
「請求書受領および照合プロセスに、非常に多くの時間を
費やしてきました。たとえ自動化されたものだとしても、
プロセスに新たなステップを追加する余裕はありません。」
意図しない結果
• 請求書照合のミス
• 過剰な支払
• 請求書の重複や手作業による非効率的なプロセスにより、
請求書処理コストが増加

マーケティング
誤った情報に基づく判断
「私のチームには信頼できる外部人材がおり、彼らなしに効果
的に業務を遂行することなんて絶対にできません。ですから、
プロジェクトを入札にかけて時間を無駄にする必要はありま
せん。」
意図しない結果
• 課金レートの上昇や市場価格を超えた課金レートにより、
プロジェクトコストが増加
• キャパシティに限りがあるリソースに過剰に依存している
ため俊敏性とレジリエンスが限定的

製造
誤った情報に基づく判断
「これらのサプライヤーについてはよく知っています。です
から、オンボーディング時に彼らのスタッフを細かく審査す
る必要はありません。それに正直言って、需要の急増に直面
しているときに、そんな時間はありません。」
意図しない結果
• 非効率的でなかなか強制されないオンボーディングプロ
セスにより、安全に関するインシデントのリスクが増加
• 長いオンボーディングサイクルにより作業者の生産性に
遅延

サイン済みの SOW や PO は単なる文書にすぎません。マネージャーが
最適な人材を見つけ、最大の価値を引き出し、予算に対する支出を追跡し、
リスクを軽減できる、インテリジェントなツールではないのです。
そのため、SOW および PO 頼みの業務部門が、外部人材の管理やその価値を
引き出す上で大変な課題を抱えていると聞いても、驚くには当たりません。
以下に、継続的な管理不足の兆候を示します。

人事
課題

財務
課題

• 人材募集への迅速な充足が困難
• オンボーディングサイクルが長いことによ

• 外部人件費に対する予算編成が不正確
• 部門別支出データへのアクセスが限定され

る、人材の生産性低下
• 現地の労働法、業界標準、ポリシーへの
コンプライアンスが不十分
• 人材の分類が適切でない
• 人材のパフォーマンスに対するインサイト
が限定的
• さまざまな国で在職期限を設けることが
困難
• 将来必要とされるであろうスキルと能力に
対するインサイトが限定的
• 外部人材に、評価され一員とみなされている
と感じてもらうことができない

ることによる不十分な予算計画
• 予期せぬ予算超過
• 未使用の支出枠を裁量的なプロジェクトに
活用する機会の喪失
• 請求書と PO の非効率でコストのかかった
照合や承認
• 外部人件費支出の監査が困難

IT

オペレーション
課題

課題

• 予算に対する支出の可視性が低いことによ
る予算超過
• 品質の監視が不十分なため、基準に満たない
サプライヤーの再活用が発生
• オンボーディングサイクルが長いことによ
る、人材の生産性低下
• 過剰請求およびプロジェクトコストの管理
不足
• 未使用の支出枠を裁量的なプロジェクトに
活用する機会の喪失
• 新しいデジタルスキルと IT の専門知識を
持つ人材の調達が困難
• 評価され一員とみなされていると外部人材
に感じてもらうことができない

• プロジェクトにおけるマイルストーンの未達
• 請求書を契約に照らして比較することが困難
• 追加リソースの調達とオンボーディングの
遅延
•「再雇用対象外」外部人材の周知が不十分
• 不十分なコンプライアンス監視（認定資格
など）
• SOW に照らした作業品質と進捗状況の測定
が不可能
• 連携が不十分なことによる業務の非効率性
（手作業による作業時間の追跡と請求など）
• 外部人材に、評価され一員とみなされている
と感じてもらうことができない

幸いなことに、外部人材管理の無法地帯
を収めることは、考えているよりも容易
です。必要なのは適切な視点、そして適
切なテクノロジーだけです。

部門としての視点ではなく全社的な視点から外部人材管理の課題を見ると、
共通のニーズや目標を容易に把握できます。誰もが、以下を実現する方法を求めています。

外部人材支出に対するより正確な予算組立て

外部人材からできるだけ多くの価値を
引き出す – 初日から実現

予算に対し実際の支出を正確にモニタリング

コンプライアンスリスクと
安全上のリスクを軽減

プロジェクト計画に照らしてサービスの品質
と適時性を評価し、支出についてより適切に
意思決定

変化するビジネスニーズに
対応するための俊敏性向上

プロジェクトコストの削減

外部人材に、評価され一員と
みなされていると感じてもらう

調達部門は、適切な企業戦略を定め、
それを VMS を活用してオペレーションに落としこむことによって、
これらすべてのニーズと目標に対応することができます。
今現在、自身の部門が外部人材とサービスのどちらにより重点を置いているかにかかわらず、
最終的にどちらのカテゴリーも、より広い意味で外部労働力を構成するものであり、
包括的で積極的な管理を必要としています。適切な戦略と、あらゆるタイプの外部人材を
サポートするように設計された VMS により、調達部門はあらゆる部門に価値を提供し、
ビジネスパフォーマンスを向上させる上で重要な役割を果たすことができます。

次のステップへの備えはできていますか？
SAP のクイック診断ツールを使用して、

貴社の外部人材管理の現状を評価できます。
簡単な質問に回答すると、SAP のエキスパートから
パーソナライズされた、次のステップのおすすめを
受け取ることができます。

「Agility Isn’t Always on the Payroll: Gain Full Visibility of Your
* 出典：
External Workforce to Help You Drive Better Business Outcomes

（俊敏性は常に従業員からもたらされるわけではない：外部労働力を可視化しビ
ジネス成果を向上させる）」、SAP と Oxford Economics 社によるアジャイル プ
ロキュアメント（俊敏な調達・購買）についての共同インサイト調査（2021 年）
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