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「顧客起点」の価値創造を続ける

探索型組織形成の鍵とは
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ビジネス環境の大きな変化と企業課題

B to B to X

ニュー
ノーマル

少子
高齢化

環境

エネルギー
問題

外部環境変化

消費からライフデザインへ

モノづくり（効率化）から価値創造へ

• B to Bビジネス環境においても改めて市場存在意義（パーパス）

の提示が求められている

• モノづくりと効率化のサクセストラップからの脱却には

新たなビジネス領域とモデルを探索する組織形成が重要

• 探索型組織形成の基盤は「顧客起点」の思考・行動・プロセス

• 「顧客志向」が本当に組織の思考の源泉になっているか？

• 既存組織のスキル・能力に固執し有限思考になっていないか？
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「企業はスキルを重視する。新しい分野に事業を広げようと考える際に、

最初に考えるのは『なぜこれをやるべきなのか。自分達にはその分野の

スキルがない』点だ。こうなると、企業の寿命は有限になる。というの

は、世の中は変わっていくため、かつては最先端スキルだったとしても、

すぐに顧客には不要なものとなるからだ。

それよりも『自社の顧客には何が必要か』から始まる戦略のほうが

はるかに安定している。この問いかけをした後で、自社のスキルとの

ギャップを調べていくのだ。」
出典：「両利きの経営」*Interview with Jeff Bezos, Business week, April 28,2008

アマゾンのLeadership Principleの1番目は「Customer Obsession」
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世界市場のデジタル化の中で成長を続ける海外企業
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Fortune Global 500 -2021-
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アマゾン売上構成比 - B to Bにおいても成長を示している -

• アマゾン全体

• 売上高：約3,860億 USD

• 前期比：37.6％増

• AWS (Amazon Web Service)

• 売上高：453億 USD

• 前期比：29.5％増

AWSのアマゾン全体の売上高に占める割合は

約12％だが、利益率の約60％を占めている

B to Bビジネスにおいても確実な成長を遂げている
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探索型組織形成の鍵：
既存社員での組織変更ではなく「顧客起点」の戦略策定と実行プロセスの構築から

• 外部環境

• 経営資源

• 歴史

アウトプット

ビジョン・

戦略

文化・

リーダーシップ

KSF

戦略実行

プロセス

人財

組織体制・

制度・環境

• 組織レベル

• グループレベル

• 個人レベル

インプット

フィードバック

インプットからアウトプットを生み出す転換プロセス

「顧客起点」の戦略→実行モデル・プロセス構築→ジョブ特定・組織体制構築→人材配置・採用・育成→定着→カルチャー形成
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成長を続けるグローバル企業が実践するビジネスモデル
‐バリューチェーンから真の「顧客起点」バリューフローモデルへ -

販促

販売

カスタマー

マーケティング・
製品開発

調達・生産

カスタマー

Source : Harvard Business Review July 202

マーケティング・

製品開発

調達・生産

販促

販売

バリューチェーン バリューフロー
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成長企業から見る進化のステップ

プロダクトアウト型

ソリューション型

価値創造型

Seller-Centric

Customer-Centric

Customer Obsession

既存技術・製品中心

現在の顧客ニーズ中心

将来の顧客ニーズ中心

事業部制

組織横断的協業

総合力

（顧客を巻き込む）

思考・行動指針

事業起点

組織
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価値創造を続ける探索型組織モデル
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自社起点のバリューチェーン型組織運用モデル

案件対応のループ

全社・事業計画

ビジネスモデル
構築と検証

自社提供できる領域での
新たな価値創出

重要顧客の社会的
役割と課題分析

経営判断のループ

・・・・・・・

マーケティング・
研究開発のループ

製造のループ

・・・・・・・

・・・・・・・
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自社起点（プロダクトアウト型）組織の思考とデータ分析

A事業部

製品A-1

製品A-2

製品A-3

製品B-1

製品B-2

製品B-3

B事業部

サービスC-1

サービスC-2

サービスC-3

C事業部

目標：前年比+ 5 %

製品A： +2％
製品B： +1.5％
製品C： +1.5％ 目標：前年比 +8%

製品D： +3%

製品E： +2.5%
製品F： +2.5%

目標：前年比+12%

サービスA： +5%

サービスB： +4.5%
サービスC： +2.5%

• 縦割り構造・思考を基盤に製品別売上・目標・成長率を分析

• 既存製品スペックを起点とした販売戦略とメッセージ・キャンペーンを策定

• 過去の顧客フィードバックを基に既存スキルを活かした改良・新製品開発
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顧客起点の探索型組織を推進する運用モデル（連動体ループ）

案件対応のループ

全社・事業計画

ビジネスモデル
構築と検証

自社提供できる領域での
新たな価値創出

重要顧客の社会的
役割と課題分析

経営判断のループ

・・・・・・・

「マーケティングの視点」及び「組織横断的視座」

顧客を取り巻く

トレンドの分析

関係性強化戦略の

立案

アクションと

レビュー

重要人物の選定
重要顧客との

関係構築の

ループ

アカウントマネジメント

マーケティング・
研究開発のループ

製造のループ

・・・・・・・

・・・・・・・
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アカウントマネジメントを基盤とした顧客起点探索型組織の思考と
データ分析

アカウント（顧客）A

製品A-1

製品B-2

サービスC-3

既存貢献

領域

新規貢献

ポテンシャル

領域

製品A-3

サービスC-2

サービスC-3

既存貢献

領域

新規貢献

ポテンシャル

領域

アカウント（顧客）B

• 顧客の市場トレンドはどう変

化してきているか？

• 顧客の新たなオポチュニティ

は何か？

• 自社が投資・開発すべき

新たな貢献領域はどこか？

• 顧客はゴール達成に向けた

手段としてどの自社製品・

サービスを導入してるのか？

• 顧客ゴール達成に向けて

「貢献し、勝てる領域」は

どこか？

• どの製品・サービの連携が、

顧客のどのようなゴール達成

に貢献できるのか？

顧客ゴール：

• 2030年GHG排出量30％削減

• DX推進によるオペレーション効率化

顧客ゴール：

• DX推進によるオペレーション効率化

• 海外売上比率20％アップ
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バリューフローモデルを実現する真のセールスイネーブルメントとは

顧客接点組織（営業・サービス・マーケティング）全員が日々の顧客とのやりとりの中で付加価値を与え続ける

ことが可能となる、一貫性及び拡張性のある仕組み、支援を提供することである。

またその仕組み・支援を通して予測可能な営業成果の向上を実現するよう設計された、戦略的かつ協働的な

規範（に基づく取り組み）である

• 「顧客起点」の戦略実行の規範である

• 営業組織だけにに関わるものではない

• テクノロジー導入だけがセールスイネーブルメント

ではない

• 経営陣のスポンサーシップ、協働プロセス設計、

テクノロジー、人財戦略、運用ガバナンスという

組織横断的な取り組みである

営業・マーケティング

顧客

経営スポンサー

アカウントマネジメント

協働プロセス設計

共通フレームワーク

言語・会議体

オペレーション

ガバナンス

分析

実践環境

人材戦略

Contents

採用・育成・報酬

テクノロジー

CRM/SFA

MA AI
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顧客起点の探索型組織の運用プロセス
共通フレームワークと共通言語での業務プロセス定着が鍵

1. 重要顧客ごとの中長期アカウントプラン二ング

フレームワーク

2. 重要顧客関連企業や中小規模顧客ごとの

中長期 アカウントプランニングフレームワーク

3. アカウントプラン内に含まれる各案件に関する、

顧客課題、ステークホルダープロファイリングを基

本とした案件戦略フレームワーク

4. 限られたキーステークホルダーとのミーティングを

戦略的にリードし必要な情報収集及びコミットメント

を得るフレームワーク

• 一貫性のあるフレームワークを活用し組織

横断的に共通認識を持ち、「顧客起点」で

の情報収集を基に顧客リレーション・案件

勝率の向上を図る

• CRM内で構築された「顧客起点」のデータ

分析を基に事業計画の効果性を上げる
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セールスイネーブルメント構築における効果的な人材戦略アプローチ

「顧客起点」の
協働営業プロセス

＋
テクノロジー

人材要件定義
（ゴール設定）

＋
報酬設計

アセスメント

＋

採用

継続的な人財育成

1 2 3 4

1
営業における26職種

のプロファイルデータ

ベースを参照し育成

ゴールとなるコンピテ

ンシーを設定

2
オンライン診断:

• スキルギャップの特定と個々

人の育成ニーズを特定

• 人財要件定義に沿った

インタビューガイドを参考に

した採用 （RPO）

3 個々人のラーニングジャーニーの

展開

• 診断結果で特定されたギャップに

基づくスキルとラーニング

• 「顧客起点」の営業プロセス実践を

促進するラーニング

4

共通フレームワーク・言語

を基にした「顧客起点」の

アカウントマネジメントを

推進する協働プロセス

設計
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軋轢がある中でも現実的に進める変革アプローチ
アプローチ① アプローチ② アプローチ③

シニアレベルワークショップ 推進リーダーワークショップ 全社実装・展開

• 対象：シニアマネジメント5～10名

• フレームワーク1種

• 時間：3～5時間

• 内容：ライセンス・サマリーセッション

• 費用：200～300万円程度

• 対象：選抜メンバー15～20名

（営業・マーケティング・サービス）

• フレームワーク1種

• 時間：2日間

• 内容：ライセンス・ワークショップ

• 費用：350万円～450万円程度

対象：全営業社員

（マーケティング・サービス一部社員）

内容：

• SFDC又はMSDアプリケーション

• ライセンス（フレームワーク4種）

• E-ラーニング（フレームワーク4種）

• コーチングガイド

費用：対象人数により変動

１．①→②→③：経営意欲創出型

２．②→①→③：実績ベース訴求型

３．③：外資系企業トップダウン型
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なぜコーン・フェリーの営業変革ソリューションか？

コーン・フェリーではMiller Heiman Group時代から

約50年間、営業変革ソリューションプロバイダー

としてお客様の支援をしてきました。

その経験と知見を活かしグローバル市場において

営業組織変革における育成・実践（テクノロジー）・

定着・強化を包括的に支援してきた実績が評価され、

2021 Gartner Magic Quadrant for Sales 

Training Service Providersとして

「ビジョン（あるべき姿）の完全性」と「実効性」

という観点においてマーケットリーダーとして

評価いただきました。
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今後のセミナーシリーズ

本日の内容を起点としてバリューフローモデル構築に向けた真のセールスイネーブルメント

構築ステップを掘り下げて解説します

3回シリーズテーマ： 世界最先端の営業手法「パースペクティブセリング™」とは何か？

第1回： 8月24日（水） 日本企業が間違えている営業力強化の方法

第2回： 9月21日（水） 世界トップ企業が実践するテクノロジーを活用した営業組織構築

第3回： 10月19日（水） 世界トップ企業が実践する業績向上に直結する人材戦略



お問い合わせ:

野見山 健一郎

Eメール : kenichiro.Nomiyama@kornferry.com

電話 : +81 80 7770 9646

内藤 大三

Eメール：Daizo.Naito@kornferry.com

電話：+81 80 7793 9343

mailto:kenichiro.Nomiyama@kornferry.com
mailto:Daizo.Naito@kornferry.com
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