3 購買部の取り組み

NTT グループの調達力の活用と購買データ分析を
通じて調達コスト最適化に取り組む
NTT データグループがソフトウェア開発委託やソフトウェア・ハードウェアの購入に費やす金額は莫大であり、調達コ
ストの低減は重要な課題となっている。NTT データ購買部では、NTT Global Sourcing（以下 NTT GS）が締結した包括
契約の積極的な活用や、これまで蓄積した購買データの分析により導き出した最適な価格での調達を NTT データグルー
プ全体に推進している。

NTT データグループにおける
調達の特徴と購買部の役割
NTT データグループは、ハード
ウェア・ソフトウェア提供も含むシ
ステム開発やサービス提供を行って
おり、その年間調達額は数千億円、
件 数 に し て 約 100 万 件 に の ぼ る。

技術革新統括本部

同じベンダからの調達であっても、

（左から）部長

主任

お客様や案件により調達価格が全く

松川 泉氏、課長
坪川 誠氏、社員

株式会社 NTT データ
購買部 戦略調達担当

岡田 百世氏、課長代理
市本 和暉氏、課長代理

栗原 朋子氏
竹内 慶高氏

異なるため、それぞれの案件状況に
応じた最適な調達方法を購買部から
提案することで現場の調達活動を支
援し、コスト削減に取り組んでいる。

NTT GS 社がベンダと締結した
プログラムの積極的な活用
NTT GS は、NTT グ ル ー プ の 連
携強化の一環として、調達のスケー

調達交渉等の業務委託

（1）
会社名：NTT Global Sourcing, Inc.
（2）
所在地：米国
（3）
代表者氏名：Mark E. La Neve

（5）
資本金：15百万米ドル

NTTグループ
事業会社B

（6）
大株主及び出資比率：NTT株式会社100％
（7）
従業員数：約20人
（設立時）

た会社である。NTT グループ各社の
調達量をとりまとめ、グローバルベ
ンダ等と一元的に価格交渉を行い、
・調達ボリュームの集約
・調達交渉
・包括契約の締結
・ベンダーリレーションマネジメント等

グローバル
ベンダA
NTTグローバル
ソーシング

（NTTニュースリリースより）

グローバル
ベンダB
グローバル
ベンダC

NTTグループ
事業会社C

（8）
設立時期：2018年11月

個別契約
（発注/請求/支払）

図1
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るために、2018 年 11 月に設立され

NTTグループ
事業会社A

（4）
事業内容：グローバルベンダー等との一元的な
価格交渉、および包括的な契約の締結等
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ルメリットを活かした連携を加速す
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包括的な契約を締結する調達専門会

ラムを提案したり、最適な商流を提

蓄積した購買データの活用と
調達コンサルティング

社だ（図 1）
。
NTT GS はハードウェア、ソフト

案したりする。競争案件であれば購
買データの分析により調達価格の目

ウェア、クラウドサービス等の IT 製

購買部では、経年で蓄積した NTT

標額の設定を行い、ベンダとの価格

品のベンダに対して、NTT グループ

データグループの購買データを、分

交渉や交渉材料の提供といったサ

向けの包括契約交渉を行う。NTT グ

析用にデータベース化することによ

ポートを行う。

ループでの調達額のトップ 50 が当

り、購買データの活用を積極的に進

面の交渉対象であるが、トップ 50

めている。

のリストになくとも個別の交渉を実

調達コンサルティングを実施する
以前は、現場担当者の知見や限られ

調達コンサルティングは、主にオー

た情報でしか調達価格の妥当性を判

プン系ハードウェア・ソフトウェアの調

断できなかったが、NTT データグ

NTT データ購買部では、これま

達に際し、購買データを活用して、最

ループの膨大な購買データを活用す

でも価格を重視する事案においては

適な調達方法を事業部門に提案する

ることにより、調達コストを最適化

比較的安価な外資ベンダを積極的に

活 動 で あ る（ 図

採用してきたため、NTT GS のプロ

2）。NTT デ ー タ

グラムはその流れを加速させるもの

の調達特性は案件

となっている。実際に NTT GS がベ

毎 に 異 なるため、

ンダと締結したプログラムは、これ

特性に合わせて最

まで NTT データが大量調達した際の

適な調達方法を提

価格と同レベル、もしくはそれ以上

案している。

施することもできる。

の安値での調達が可能となっており、

調達コンサル
ティング

ナレッジの共有

調達計画の収集

コンサルティン

調達コストの低減を実現している。

グの内容は案件に

今後は、NTT データで調達が見

より様々である

込まれる外資ベンダ製品については

が、価格重視の案

積極的に NTT GS と連携を図ってい

件であれば先述の

く予定である。

NTT GS のプログ

事業部門への
フィードバック
図3

ナレッジの蓄積

調達コンサルティングの PDCA サイクル

調達事案発生
（ハードウェア/ソフトウェア）
購買部による調達コンサルティング
価格重視案件
ベンダフリー
（自社資産）

調達要件を踏まえて
支援方法を検討

NTT GSプログラムの活用

個別案件支援

NTT GSが締結した特別価格
を適用

案件特性に合わせた提案
案件概要

調達内容
（見積書等）
図2
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大型案件
（主に再販）

適正な商流情報
特価などノウハウ
購買データを元
に価格交渉目安
を提案

案件担当者がセルフチェック
各案件担当者が、BIツール
を用いて価格情報を参照し、
価格妥当性を判断

分析用
購買データ

最適な調達方法を提案
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することが可能となった。
また、購買部から各事業部門に対し
て、調達に関するフィードバックも定

に限りがあるため、現場担当者がい

象に調達コンサルティングを実施して

つでも確認できる BI ツールを提供

きたが、現在は NTT データマネジメン

している（図 2）。

トサービス社が主体となり、NTT デー

期的に行っている。目的は、現場が

BI ツールには、NTT データグルー

抱える調達に関する課題を吸い上げる

プ全体の経年の調達実績を分析しや

とともに購買部視点での調達に関する

すいデータの形（後述）にして取り

会社が異なると現場に蓄積される

課題を提起し、課題解決のための調

込んでおり、メーカ名や製品型番等

調達に関するノウハウはさらに限定

達コンサルティングの利用推進、調達

で検索できる仕組みだ。案件担当者

的になり、またグループ個社の購買

コンサルディングの利用効果を最大化

は、調達予定のメーカ、カテゴリ、

データだけでは十分な価格妥当性評

するための調達計画の収集である。

製品型番などを入力することによ

価は困難であるが、NTT データグ

同時に、NTT GS のプログラムなど、

り、当該製品の価格傾向を把握する

ループ全体の膨大な購買データを活

NTT データグループが利用可能な購

ことができる。BI ツールは、ドリ

用することにより、調達コストの適

買施策の普及も行っている（図 3）。

ルダウンなどで動的に分析が可能で

正化を図ることが可能となっている。

収集した調達計画に基づき、適切

タグループ会社の案件に対しても調達
コンサルティングを展開している。

あり、表示形式を利用者が変更でき

な時期に購買部から事業部門に対し

ることも利点である。このように、

てプロアクティブに調達コンサル

現場担当者へのナレッジの共有、蓄

ティングを行い、調達コスト最適化

積を推進する仕組みを提供すること

の案件拡大を進めている。

で、購買部のみならず、社内全体の
スキルアップを目指している。

現場担当者のセルフチェックに
よる調達コスト最適化
調達コンサルティングによる、案

購買部では、事業部門が購買シス

NTT データグループ会社へ拡大
した調達コンサルティング

テムを通して発注する際に添付する

これまでは NTT データの案件を対

書のデータをレコード化し、ベンダ

件毎の個別支援には対応できる件数
ファイル抽出

調達コスト最適化の鍵となる
購買データベースの作成に
AI-OCR「DX SuiteⓇ」×
WinActor を採用し、データ
活用の基礎づくりを自動化

ハードウェアやソフトウェアの見積

格納

データ入力と情報付加を委託
データ入力してレコード化

見積書
（各社様式）

購買システム

分析

見積データ
一覧

分析用
購買データ

BIツール

レコード化と格納

分析

製品マスタ

自動化
格納

ファイル抽出

仕分けと読取り

DX Suite
見積書
（各社様式）

WinActor

A社見積書
CSVファイル

見積データ
一覧

B社見積書
購買システム

製品マスタ

図4
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分析用
購買データ

BIツール

自動化イメージ
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A帳票

B帳票

C帳票

C帳票

C帳票

A帳票

B帳票

B帳票

C帳票

C帳票

B社

A帳票

⇧

B帳票

自動
仕分け

B帳票
C帳票

アップロード

AI-OCR
による
文字認識

B帳票

A帳票

CSV
ファイル

B帳票
C帳票

C社

C社

C社フォルダ
A帳票

A帳票

B社

B社フォルダ
A帳票

A社

A社

A社フォルダ

A帳票

A帳票

B帳票

B帳票

C帳票

C帳票

※CSVファイルは各社、
各帳票ごとの出力となります

※各帳票はレイアウトが異
なり、各々複数枚あると想定
図5

DX Suite による処理

名や製品カテゴリといった分類情

データベース作成期間の短縮と委託

てデータベースへ登録する。これら

報を付加して、データベース化して

コストの低減を図っている（図 4）。

の製品情報には、自社で蓄積・管理

いる。
この購買データベースと BI ツー
ルを活用することにより、現場の担
当者が簡単に価格検索や価格比較が

購買データベースと BI ツールの
連携により、現場担当者の価格
調査時間を短縮

している製品マスターから検索して
付加している。
ファイル形式もフォーマットもバ
ラバラの見積書を、こうして購買

できる。また購買部が調達コンサル

案件担当者がハードウェアやソフ

データベースとして一元化すること

ティングに活用して、調達コストの

トウェアを調達する際に取引先から

により、データとしての活用が容易

最適化を実現している。

取得した見積書は、発注処理を行う

になる。

これまでは完全に外部委託にてこの

際に購買システムに格納される。見

当社では一定の権限を付与された

購買データベースを作成していたが、

積書のフォーマットは各社様々なた

社員であれば、BI ツールを使ってこ

2019 年からは当社のソリューションで

め、見積書から必要なデータを特定

のデータベースにアクセスし、取引

あ る AI-OCR 「DX Suite

してレコード化した上で、ベンダ名

先から提示された見積書の価格が、

や製品カテゴリなどの情報を付加し

過去の実績と比べて妥当なものなの

」 と

WinActor を部分的に導入することで、

分割後

CSV
CSVファイル

CSV

ファイル分割

CSV

※CSVファイルは元と
なる帳票ファイル
（PDF）
ごとに分割

変換OKフォルダ
Excelマクロ
実行

標準見積書

※マクロで標準見積書
に変換し、処理結果毎
にフォルダに格納

変換NGフォルダ
標準見積書

図6
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WinActor による処理①振り分け
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かをチェックしたり、同じ製品
をより安価に提供している取引
先を検索したりすることができ

自動化結果
ファイル

データ整形・
重複削除

マスタ検索

るようになっている。

製品マスタ
追加ファイル

※マスタに記載のないデータ
を所定の形式に整形します
また重複があった場合は削
除し製品マスタ追加ファイ
ルとして保存

以前はハードウェアやソフト
ウェアを調達しようとする事業
部門の担当者からの相談を受け

マスタ
ファイル

て、購買部が調査し回答すると
いった手順を踏んでおり、詳細
な条件のやりとりを含めると、

※自動化結果ファイルを読み
込み、マスタ内に合致する
データがないか確認

相談から回答まで 3 日から 5 日

図7

程度のリードタイムを要してい

WinActor による処理②製品マスタ登録

たが、今では事業部門の担当者が直

製品型番、製品名、数量、価格など、

が発生した際の対処策も組み込まれ

接、BI ツールで調べることができる

データベースに必要な項目のみをデ

ている。例えば読込箇所の定義をし

ため、購買部を介するオーバーヘッ

ジタル変換して CSV 形式に出力す

ていない新たなフォーマットの見積

ドがなくなり、現場の担当者が自ら

る（図５）。それを WinActor で標

が紛れていた場合は、AI-OCR に読み

手軽に価格を比較したり検索したり

準フォーマットへと転記し
（図６）、

取りエラーのフォルダへ振り分けさ

できるので、全社的な調達コストの

製品マスタと突合させる、というの

せる設定がなされている。また標準

削減や時間短縮につながっている。

が自動化業務の流れである（図 7）。

フォーマットへの転記時、WinActor

また購買部内では、自社がどのよ

様々なフォーマットの見積書か

で製品単価と数量、合計金額などを

うな製品を、どのくらいのボリュー

ら、必要な項目を AI-OCR に読み取

チェックして、整合性が取れないも

ムで購入しているのかを容易に把握

らせるには、「この取引先の様式で

のも、やはりエラーとして一覧表示

できるようになったため、既存の取

は、この領域に価格が記載されてい

されるようになっている。エラーに

引先との価格交渉や新たな取引先選

る」
「この欄には数量が記載されて

分類されたものは外部委託分に回す

定など、調達コスト削減に向けた戦

いる」といった定義をしなければな

か、わずかな修正で事足りるものは

略的なアクションを取ることにも役

らないが、取引先が数百社あり、一

購買部で対応している。

立っている。

つの取引先でも部門によって見積書

AI-OCR の読み取り精度はかなり

のフォーマットが異なることがある

高く、エラーに振り分けられない限

ため、この自動化の対象は、特に発

り、人が目視でチェックする必要も

注量の多い取引先の見積書に絞って

ないほどである。現在、自動化の対

実施している。それでも処理数は月

象としている見積書のうちの 7 割

に数百〜 1,000 件にもなる。

ほどは、まったく人の手を入れずに

AI-OCR × RPA の導入により、
データベース作成にかかる期間を
1 ヶ月から 1 週間に短縮
しかし年々増え続けていく見積書
をデータベースに登録するには、委

自社での自動化と委託の 2 パター

託コストも時間も増大していくばか

ンでデータベース作成ができるよう

データ活用を進めるにあたって

りである。そこで購買部では、この

になったことで、委託コストもデー

は、まず保有しているデータをデジ

業務の効率化と委託コスト削減を図

タベース登録までにかかる時間も削

タル化すること、さらにそれを標準

る た め、AI-OCR「DX Suite 」 と

減できている。今後、AI-OCR の読

化して扱いやすくすることが基本だ

RPA「WinActor」を導入した（図 4）
。

込定義を充実させて、自動化できる

が、そのベースづくりに AI-OCR と

まず一つのフォルダにまとめて収

見積書の数を増やしていきたいと考

RPA を利用し、調達コスト最適化

えている。

の鍵となる購買データベース作成の

めた見積書のデータを、AI-OCR の
ソーター機能で取引先別に分類し、
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この自動化システムには、エラー

自動化が可能な状態である。

効率化とコスト削減を実現した。
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