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営業組織を変革する7つの方法



新型コロナウイルスによる
パンデミックはかつてない
ほど世界を変えました。
それは会社や学校とのかかわり方か
ら、買い物や食料品の購入に至るま
で、あらゆるものに影響を及ぼして
います。

そして販売の仕方も購入の仕方も
大きく変えてしまったのです。   
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このような変化に伴い、売り手と買い手の間のギャップが拡大
しています。しかし、世界がパンデミックに見舞われる2020年
以前から営業指標には異変が起きていました。例えばリードコ
ンバージョン率はマイナス13%、個人営業目標達成者率はマイ
ナス10%と、いずれも二桁も減少していたのです*1。これは買い
手が売り手（営業担当者）のを自社課題解決を相談する相手と
してではなく、購買最終段階での仕様確認と見積もり入手とし
ての手段としてしか見なくなっていたためでしょう。営業担当
者にコンタクトした時点で買い手はすでに何をどのように購入
したいかを決定しており、取引を完了させモノ／サービスを届
けてもらう手続きをしたかっただけなのです。これは営業担当
者が取引に及ぼす力が大幅に低下しているという残念な傾向で
あり、商談をリードし、直接アップセルやクロスセルを行う機
会が制限されているのです。

パンデミックを経てオンラインでのセールスがB2B営業領域にも
浸透した今、買い手の売り手に対する無関心はさらに顕著に
なっていると言えます。しかし、今からでも遅くはありませ
ん。対策を講じることはできます。営業組織は顧客との関わり
方を再考し、市場開拓戦略、営業人材へのアプローチ、営業体
制、プロセス、方法論を変革するのです。

営業組織がより強い組織へと変革する旅を
加速させるための7つの方法を紹介します。

1  Korn Ferry Research, 2019 World-Class Sales Practices Study.
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1 市場開拓戦略を見直す

2  営業体制とプロセスを再定義し、
　再調整する 

3  一貫性があり確立・実証された営業
手法を継続し、定着させる

4 適材を適所に配置する

5 継続的なセールストレーニングと
コーチングプログラムを確立する

6  適切なインセンティブで営業担当者
をモチベートする

7   蓄積された営業テクノロジーを見直す

営業組織を変革する7つの方法
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パンデミックにより購買パターンや市場環境に変化が
生じました。この変化がすぐに元に戻ることはないで
しょう。何をどこでどのように購入するのか、人々の
購入の仕方のすべてが変化したのです。

パンデミック以前から買い手の多くはデジタル化されたセルフ
サービス型の販売方法を好んでいました。そしてロックダウン
後もこのリモートでの顧客体験が継続する可能性は極めて高い
と言えます。オンライン営業の利便性は明らかでしょう。買い
手と売り手が情報を交換したり、注文をしたり、カスタマー
サービスを手配したりすることが、より簡単に、より早く、よ
り安くできるのですから。

世界トップレベルの営業組織の69% が
パンデミック時に主要顧客の拡大に注
力しています。

YOUR GO-
STRATEGY

#1
市場開拓戦略を見直す



これらの変化に対応するためには営業戦略を様々な側面から見
直す必要があります。まず、パンデミックの影響で顧客層がど
のように変化したかを考えます。皆さんは世界トップレベルの
営業チームの69%と同じように、主要顧客への一層の拡大に注
力していますか？*2　それとも新規顧客の獲得を目指す10%と
同様の戦略でしょうか？*3 　これを明らかにすることが非常に
重要です。現在、理想的な顧客像を描き切れている営業組織は
46%に過ぎません（世界トップクラスの営業組織では
66%）。*4

また、顧客へのアプローチに適切なチャネルを使用している
か、そして適切な製品とサービスの組み合わせを提供している
かを評価する必要があります。既存のお客様へのアプローチと
新規ビジネスの開拓のために、オンラインの機会をどのように
活用しているでしょうか？

市場開拓戦略は営業改革のための設計図のようなものです。う
まく作成することで、どのような製品やサービスを販売するの
か、どのような顧客をターゲットにするのか、そして製品と顧
客を効果的にマッチングさせるための販売戦略をどのように構
築するのかを具体的に示すことができます。

2/3/4 Korn Ferry, 2020-2021 Sales Performance Study 5

確認すべき
つのこと:

顧客の維持、浸透、獲得
それぞれの戦略の相対的
な優先順位は？

パンデミックによる変化に伴
い、 既存顧客や見込み客へ
のアプローチをどのように最
適化しているか？

最も魅力的な営業機会に
どれだけ早くリソースを
投じることができるか？

1 

2 

3

3 
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5 Korn Ferry Research, Sales Performance Study, 2018

6 Korn Ferry Research, Sales Performance Study, 2020-2021

#
PROCESSES AND 

SALES

営業体制とプロセスを市場開拓戦略のアプローチに合
わせることは、営業変革を実現する上で不可欠です。

2018年、コーン・フェリーは営業リーダーを対象に営業組織をゼロから
再構築できるとしたら何をするかを尋ねました。その結果、人材の大幅
な入れ替えに次いで営業体制の見直しが2位となりました。*5

現在においても、営業プロセスの最適な提供をサポートする体制が整っ
ていると答えたのは1/3以下（32%）でしたので、やるべきことは多いと
言えるでしょう。*6

営業体制とプロセスを再定義し、再調整する
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このような新しい環境の中で、顧
客ニーズに合った営業プロセスは
どのようなものか？

組織体制や報告体制が整ってお
り、売上伸長に貢献しているか？

適切な指標を把握して営業プロ
セスや構造を進化させているか？

1

2

3 

世界トップレベルの営業
組織の96%が商談を進め
る上で営業プロセスを
明確に定義している96% 

これを正しく行うことの影響は明らかです。組織構造に合わせて定義
された臨機応変な営業プロセスを持っている企業は、そうでない企業
に比べ受注率が17.9%高く、個人売上目標達成者率が11.8%高くなっ
ています。*7　また、世界トップレベルの営業組織のほぼすべて
（96%）が、案件を進めるために必要な営業プロセス活動を明確に定
義しているのに対し、そうでない組織では42%にとどまっています。

最も効果的なのは、社内体制と営業プロセスを整合させ、顧客の目標
とニーズにマッチすることで、顧客の購買意欲を最大限に引き出すこ
とです。また、変化の激しい時代には、社内体制と営業プロセスは静
的ではなく動的でなければならず、買い手の変動するニーズに迅速に
対応する必要があります。同時に、社内でも体制とプロセスが整合し
ており、営業、マーケティング、カスタマーサービスなど、すべての
部門が意思統一できていることが必要です。

7   Korn Ferry Research, 5th Annual Sales Enablement Study.

確認すべき
つのこと：3 



8 Korn Ferry Research, 2019 World-Class Sales Practices Study.

9 Korn Ferry Research, 2018–2019 Sales Performance Study.

8

混沌とした急速に変化する市場環境において、買い手の売
り手への依存度がかつてないほど低くなっています。その
ような状況で、保守的で要求の厳しい買い手にアプローチ
してより複雑かつ大きな取引を勝ち取るためには、一貫性
のある体系的なアプローチが必要です。すべての取引にお
いて通常6人以上の意思決定者がおり、彼・彼女からまだ
表面化していない購買意欲を引き出す方法を把握すること
が重要です。
数字が証明しているのは、トップ営業の3/4以上が、顧客
との関係構築のために定型的な営業手法を用いているとい
うことです。*8

確立・実証された営業手法に則って活動している営
業組織の受注率は、場当たり的で属人化された非定
型的な営業活動を行っている組織に比べて10%高く
なっています。*9

#

PROVEN

AND

A CONSISTENT, 
EMBED

一貫性があり、確立・実証
された営業手法を継続し、
定着させる
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営業手法とは、売り手の営業プロセスと買い手の達成した
いことをつなぐ接着剤のようなものです。顧客の購買プロ
セスの各段階において、売り手が何をすべきか、どのよう
にすべきか、なぜそれをすべきかを明確にします。営業手
法には、例えばセールスコールの準備の仕方、意思決定者
の特定の仕方、機会の分析の仕方などが含まれます。

しかし、どの方法論を選ぶべきでしょうか？　何十年にも
わたる市場の変化や混乱の中で成功を収めてきた営業手法
を選ぶことが重要です。適切な営業手法は一貫性があり再
現可能なため、営業担当者は共通の言語、ビジョン、目標
を手に入れることができます。このような一貫性のあるア
プローチにより、営業組織全体に変革を浸透させやすくな
ります。また、その営業手法が顧客に新しいパースペク
ティブ（示唆）を与えることにもなります。差別化された
ソリューションを提供し、知識を共有することで、買い手
は自分たちの課題を別の観点から見ることができるように
なり、両者の関係が強化されるのです。

確認すべき
つのこと:

営業手法が営業プロセスにきち
んと組み込まれているか？

営業担当者のトレーニングやコー
チングにおいて、営業手法の強化
にどれだけ注力しているか？

営業手法の有効性をどのように
評価しているか？そして、それ
は今も最適なものか？

1 

2 

3

3
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#
営業組織が挙げる社内課題のトップは何だと思いますか？　そ
れは人材ギャップです。この課題は少なくとも5年前から組織を
悩ませてきましたが、オンライン環境になった今、ギャップは
かつてないほど大きくなっています。なぜかと言えば、営業の
あり方が変わり、新たな営業モデルを反映させるには新しいス
キルセットと考え方が必要になっているからです。

過去に成功した人材が、今後も成功するとは限らないのです。

PUT
THE RIGHT

RIGHT ROLES
PEOPLE
適材を適所に配置する
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確認すべき
つのこと:

成功する営業人材の要件を
最後に見直したのはいつか？

現在の営業担当者は 必要な
人材要件に合致しているか？

人材ギャップを解消するため
に、外部採用と育成どちらの
アプローチがより有効か？

1  

2  

3

3 

適切な人材がすべてを変えます。オンライン営業で成功するため
の適切な人材を擁する営業組織は、四半期ごとの収益達成率
（9%）と受注率（13%）が高いという結果が出ています。*10

だからこそワールドクラスの組織は人材ギャップに対処する手
段を講じており、今後2年間に新たな営業人材を獲得するための
投資を人材面での最優先事項とする傾向が、そうでない企業に比
べ22%も高いのです。*11

営業人材の重要性がますます上がっているにもかかわらず、営業
で成功するための人材要件を更新した営業組織はわずか20%で、
トップパフォーマーの成功理由を評価分析している営業組織は
24%に過ぎません。

先進的な企業では、営業人材の将来性を高めるために3つのス
テップを踏んでいます。第一に、営業スタイルの変化によって明
らかになった人材要件（特性やコンピテンシー）を特定するこ
と。第二に、人材アセスメントを用いて現在のチーム、新規採用
者、新たに配属となった人材を、第一ステップで設定した人材要
件に照らして評価すること。そして第三に、人材ギャップを埋め
るための計画を立てることです。来年に向けて営業チームの増員
を計画している企業はわずか27%で、多くの企業では既存人材の
育成と配置に取り組むことがギャップを埋めるための最も可能性
の高い方法となります。

オンライン営業に適した人材がい
る営業組織では、四半期ごとの受
注率が13%向上。

10 &  11    Korn Ferry Research, 2020 Virtual Selling Study.



12  Korn Ferry Research, 4th Annual Sales Enablement Study.
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営業で結果を出すためにはトレーニン
グとコーチングが不可欠です。特に必
要とされるスキルや考え方が変化して
いる環境で、現在の営業担当者が適切
な人材なのか不安を抱えている組織に
とってはなおさらです。営業手法やプ
ロセスを定着・強化するための定型的
または臨機応変なコーチングプログラ
ムを実践することで、受注率が16.6%
向上することが明らかになっていま
す。*12　そして継続的な能力開発を行
うことで、営業担当者のエンゲージメ
ントが高まり、離職率も低下します。

#
SALES

継続的なセールストレーニングと
コーチングプログラムを確立する



確認すべき
つのこと:

トップセールスのどのよ
うな行動や属性が成功を
生み出しているのか？

どれくらいの頻度で営業担
当者のトレーニングとコー
チングを行っているか？

営業マネージャーを優れた
営業コーチにするために、
どのようなトレーニングを
行っているか？

13 Korn Ferry Research, 2019 World-Class Sales Practices Study.

14 Korn Ferry Research, 2019 World-Class Sales Practices Study. 13

1 

2 

3

3 

世界トップレベルの営業
組織の90%は、継続的な
能力開発を営業組織文化
として組み込んでいるの
だろう。

だからこそ、 

90% 
しかし、コーチングを自社の強みだと回答した営業組織は1/3
に過ぎず*13、60%の営業組織が非定型のコーチングプロセスを
採用しているか、あるいは営業マネージャーに一任しているこ
とから、この領域には発展の可能性が大きく残されていると言
えるでしょう。*14

コーチングプログラムを成功させるための最初のステップは、トップ
セールスパフォーマーの成功要因を把握することです。当社の調査に
よると、トップセールスが成功する理由を理解するために評価分析を
行っている企業はわずか1/4以下（24%）です。多くの組織はノルマ
達成率だけを優秀な営業かどうかの指標にしているのです。しかし、
トップセールスの成功を再現するためには、彼・彼女らの手法を理解
する必要があるのです。行動評価と予測評価を利用して、アジリティ
（俊敏性）やコネクティビティ（顧客との関係構築力）といった成功
につながる行動や特性を明らかにします。それに加え、今日成功する
ための新しい基準に照らし合わせた人材の学習ギャップを明らかにす
ることで、トレーニングやコーチングの効果を最大化することができ
ます。



15 Korn Ferry Research, 2019 World-Class Sales Practices Study. 14

半分（50%）の営業組織しか、ビジネス目標
に整合した営業インセンティブを準備できて
いません。*15　営業インセンティブは営業
リーダーが持つ最も強力なカードの一つなの
で、これは大きな問題です。多くの組織で
は、営業改革に求められるスキルセットとマ
インドセットの変化を営業担当者に動機づけ
られていないということです。

6# MOTIVATE

YOUR 
WITH THE RIGHT

SALES
COMPENS

の営業担当者が、求め
られる成果や行動とイ
ンセンティブが合致し
ていないと回答。58% 

適切なインセンティブで
営業担当者をモチベート
する
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1

2

3

3 

さらに、市場環境が急速に進化している今日では、営業インセンティブ
が営業担当者の懸念材料となっています。自分が受け取るインセンティ
ブが公正であると思っている人は42%に過ぎず、58%が求められる成果
や行動とインセンティブが合致していないと回答しています。*16　一
方で、営業組織としては、財政的に逼迫させることなく、新しいオンラ
イン環境での営業手法を習得する意欲に対して適切に報いたいと考えて
います。

営業組織ごとに最も適した報酬を決定する上では、営業担当者の報酬や
短期インセンティブを調整するのが良いのか、それとも販売目標や売上
目標を調整するのが良いのかを判断する必要があります。考慮すべき要
素としては、職務、目標報酬水準、給与構成と昇給、重要業績評価指
標、仕組みと関係性、売上目標の設定と配分などです。

どれを選ぶにしても、営業インセンティブプランには3つのことが必要
です。1つ目は、営業目標と連動し営業担当者にとって意味のあるもの
であること。第二に、費用対効果が高くかつ営業担当者の業績に適切な
報酬を与えること。第三に、営業インセンティブを最適化するためには
何をすべきか、なぜそうするのかを営業担当者が理解できるように分か
りやすものにすること。これら3つの要素がすべて整っていれば、営業
チームの士気を高めることができ、最高のパフォーマーを維持すること
ができるはずです。

16 Korn Ferry Research, 2020 Sales Performance Study

確認すべき
つのこと:

営業インセンティブプラ
ンは  全体的な営業改革の
目標と連動しているか？

報酬制度、 特に変動イン
センティブ給与の規定は、
市場の変化にどの程度対応
しているか？

この新しい環境の中で, か
つてのトップパフォーマー
たちは今もトップセールス
であり続けているか？
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#
営業テクノロジーは単にあると便利なものではなく、
受注率を向上させるために不可欠なものです。正式な
営業プロセスを持つ企業は、適切なセールスアナリ
ティクスを活用することで受注率を13%向上させてい
ます。*17

世界トップレベルの営業組織の78%
が、営業成績の測定と予測にアナリ
ティクスを用いている。一方、営業
組織全体では31%に過ぎない。＊18

YOUR SALES
STACK

78% 
17 Korn Ferry Research, 2018–2019 Sales Performance Study.

18 Korn Ferry Research, 2019 World-Class Sales Practices Study.

蓄積された営業テクノロジーを見直す



確認すべき
つのこと:

営業担当者はセールステクノ
ロジーを使って どのように受
注率を上げているのか？

セールステクノロジーの導入
率はどのくらいか？

セールステクノロジーと営業
手法やプロセスとどの程度統
合されているのか？

しかし、テクノロジーの導入を目的化してしまう営業組織があまりに
も多いのも事実です。平均的な営業組織はすでに10 のテクノロジー
ツールを使用しており、さらに 4 つ追加することを計画していま
す。*19　しかも、これらのツールの多くは十分に活用されていない
のが実態です。しかし、成功している営業組織は、適切なテクノロ
ジーを選択しているだけでなく、営業手法やプロセスにうまく組み込
むことでテクノロジーを強化しているのです。*20

営業にとって最も有用なツールの一つがCRM（顧客管理ツール）で
しょう。しかし、ほとんどの組織（94%）がCRMを導入しているにも
かかわらず、CRMを日常的に利用していると回答した営業チームは半
分もありません*21   本来、営業担当者の日常業務と組織の営業プロセスや
方法論をシームレスにサポートするツールは、販売時間を最大化する
ことができるはずです。

セールステックの効果を高めるためには、セールスアナリティクス・
プラットフォームをCRMと統合することです。最も強力な分析プラッ
トフォームとは、CRMのデータを利用して、セールスファネルの中で
案件を進めるために、営業担当者が次に取るべき行動を予測・設定す
ることを可能にします。また、マイクロラーニングを用いたジャスト
インタイムの指導により、セールスの重要なコンセプトを強化し、セ
ラーのスキルを向上させ、案件の成約率を高めることができます。

19 Korn Ferry Research, The 2nd Sales Operations & Technology Report.

20  Korn Ferry Research, The 2nd Annual Sales Operations & Technology Report.

21 Korn Ferry Research, 2018 Sales Operations Optimization Study. 17
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未来の営業の形が
見えてきた今、 
準備万端か
確認する時です。

パンデミックは、企業の営業活動のあり方を
根本から変えました。それに対応するため
に、組織はすでに変革を始めています。

しかし、変革は表面上だけで起こるものでは
なく、一時的なものでもありません。 パンデ
ミックで起きた影響から完全に回復するため
には、これまでうまくいってきたことを評価
し、時にはそれを手放さなければなりませ
ん。市場での存在感を維持し、これまで以上
に要求の高い買い手ににアピールするために
は、根本的な変革が不可欠であることを認識
しなければいけないのです。

パンデミックの影響から抜け出すためには、
営業担当者がどのように営業活動を行うかだ
けでなく、どのように成長戦略を策定し、実
行するかを綿密に検討する必要があります。
市場参入戦略から、営業体制、営業プロセ
ス、営業手法に至るまで、営業組織の基本的
な構成要素を再検討する必要があります。実
行面においては、誰を採用し、どのように人
材を育成し、どのように報いて、どのような
ツールが必要かを再考する必要があります。

これら7つの変革要素を検討することで、市
場の変化を乗り切るだけでなく、その中で成
功を収めることができる営業組織になること
ができるのです。
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私たちは未来志向の企業と協力して営業改革の
ビジョンを描き、それを実現するための支援を
行います。市場開拓戦略、チーム構成、営業プ
ロセス、テクノロジー、報酬戦略、人材スキル
など、未来を見据えた視点と実行力を提供しま
す。

すぐに始めたい組織は、こちらからお問い合
わせください。

コーンフェリーと一緒に
営業改革を加速させましょう

https://www.kornferry.com/contact?utm_source=outreach&utm_medium=nurture&utm_term=pdf-cta&utm_content=7-ways-to-transform-ebook&utm_campaign=21-05-gbl-accelerating-revenue-growth
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コーン・フェリーについて
コーン・フェリーは、グローバルな組織コンサルティング
ファームです。クライアントの組織構造やポジションとその
責任を設計・最適化し、適切な人材を採用できるよう支援
し、社員の処遇・育成・動機付けといった課題についてもコ
ンサルテーションを提供します。さらに、専門性を高めるこ
とによる人材のキャリアアップを支援します。

詳細は kornferry.com をご覧ください。

https://www.kornferry.com



