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激動の2年間をきっかけにB to B
営業組織は一時的な売上低下への
対応はもちろん、今後も加速
し続ける顧客変化に柔軟かつ
スピーディーに対応できる
組織作りへの変革を続けてい
ます。そしてその役割を担う
CROが経営チームに誕生。CROは
セールステックやデータ分析を駆
使し組織の壁を越えて改革を主導
する存在です。

CEO がパンデミック、世界情勢やマーケット変動から生じた
新たな課題に取り組む中で、増大する責任を管理するために
経営チームに新たなポジションを設けるようになっていま
す。そのひとつが、最高収益責任者（Chief Revenue Officer : 
CRO）です。

LinkedInの調査¹によると、CROのポジション数は2020年9月
から2021年8月にかけて37%も増大しています。ロックダウ
ンやサプライチェーンなどの問題に対処する中で、多くの組
織が困難な市場で売上を伸ばすどころか、維持することにも
苦心しているため、この数値は驚くことではありません。

売上を上げることに重点を置く最高営業責任者（Chief Sales 
Officer : CSO）とは異なり、売上の最適化は CRO の任務のご
く一部です。むしろ、CRO はカスタマー・ライフサイクル全
体を重視し、営業組織が市場や顧客の嗜好の変化に対応でき
るようにすることにフォーカスします。またCROは、営業組
織より多くの購買者の考えや価値観（インサイト）を把握す
るために、形式に沿ったダイナミックな営業手法とセールス
テクノロジーを採用することを支援しなければなりません。

CROは、営業、マーケティング、カスタマーサクセスを組織
全体のビジネス戦略と結び付け、今日の営業環境における最
も差し迫った課題に対処するための斬新なアイデアを提供し
ながら、縦割りから生じる情報のサイロ化を解消し、変革を
主導する存在なのです。
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CROが頭を悩ます多種多様な
テクノロジー・ツールの管理
CRO が早期に解決しなければならない課題
は、営業組織のテクノロジーとデータの管理
です。　Gartner社の最近の調査によると、
営業担当役員のうち、自社のセールステクノ
ロジー・スタック（特定のビジネス目標を達
成するために使用するソフトウェアやツール
の組み合わせ）²に非常に満足しているのは
わずか 2% でした。また、営業担当役員の 10
人中 7 人は、営業担当者にさらにセールス
ツールを提供するために、今年度のテクノロ
ジー支出を増やす予定だと回答しています。
もしあなたが新しい CRO なら、同じ欲望に
駆られるかもしれません。しかし、その前
に、組織の現在のセールステクノロジー・

また、CRM や他のセールスツールから営業担
当者がどれだけ簡単にインサイト（考察）を
引き出すことができるか、そして現在の導入
レベルを確認することも重要です。

突き詰めれば、セールステクノロジーは成果
を向上させ、全員の時間を節約するものでな
ければなりません。ここからセールステクノ
ロジーとデータに関する7つの共通課題とその
解決策を紹介します。

たったの 2% 

現在のセールステク
ノロジー・スタック
に非常に満足してい
る営業幹部は

スタックを最大限に活用しているかどうかを
調査する必要があります。また、現在の
セールスソリューションとプラットフォーム
が統合されているかどうかも確認する必要が
あります。

1 https://www.linkedin.com/pulse/from-diversity-data-10-roles-rising-fastest-c-suite-hiring-anders/ 
2 https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/gartner-survey-finds-73--of-chief-sales-officers-expect-sales-bu 
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1
営業組織が
顧客管理システム（CRM)を
十分に活用できていない +

この課題に
どう取り組むか：

また、セールスリーダーが、セールステクノ
ロジーの適切な使い方を営業担当者にコーチ
ングしていないことも原因かもしれません。
多くの営業組織では、正式なコーチングプロ
セスが確立されていないため、コーチングや
アドバイスのやり方、タイミングにばらつき
が生じている可能性があります。

営業担当者とセールスリーダーがCRMの価値を理解
し、どのようにCRMを活用できるかをトップが示す必
要があります。データ入力に時間をかけることで、
販売活動に関する適切なインサイトを得ることができ
ることを説明します。そしてセールスリーダーには、
これを徹底してもらうよう促します。
また、他のシステムからデータを取り込み、データ入
力を自動化し、営業担当者の負担を軽減する
ソリューションを検討することも可能です。

テクノロジーの利用をさらに促進するために、組織は
これらのシステムのデータを実用的なものにする必要
があります。CRMと統合された営業分析プラット
フォームを追加することで、日々の活動において
営業活動レベルや手法を強化できるだけでなく、
セールスファネルを通じて案件を進めるために
売り手が取るべき行動を予測することもできます。

CRM（顧客管理システム） は、他の多くの
セールスツールの基盤となるテクノロジーで
す。全員がCRMを使いこなさなければ、他の
セールステクノロジーに支障をきたすことにな
ります。
　

しかし、弊社の調査ではCRMを十分に活用でき
ていると回答した営業組織は半数以下でした³。
　
なぜ、活用が進まないのでしょうか？　それ
は、営業担当者がテクノロジーに圧倒されてい
るからかもしれません。多くの営業組織では、
営業担当者が実際に営業活動に費やす時間は全
体の3分の1以下です⁴。代わりに、3分の2
は、CRM や他のセールステクノロジー⁵へのデー
タ入力などの事務作業に費やされています。

3 2018 Sales Operations Optimization Study
4 Korn Ferry 2018–2019 Sales Performance Report
5 Korn Ferry Sales Operations Optimization Study 4
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営業組織を悩ます過剰な
セールステクノロジー

営業組織が特定の問題に対処するために     
テクノロジーを活用しようと検討する際に、
連動していない複数のテクノロジーが存在し
ていることがあります。営業担当者やインサイ
ドセールスは、新しいツールを試したいと考
え、無料トライアルを利用しようとするかもし
れません。あるいは営業担当者がデータ分析や
レポート作成の時間を短縮するために、新し
い分析ソリューションを試してみるかもしれ
ません。こうして営業支援ツールはバラバラ
で、パッチワークのような継ぎはぎ状態になる
のです。

テクノロジーが過剰になってしまう理由が何
であれ、一度に多くのツールを使うように求
めると、結果として営業組織がすべての ツー
ルを拒否するようになるかもしれません。なぜ
なら本来営業組織は顧客への営業活動以外の業
務に多くの時間を費やすのではなく、取引を
成立させたいだけだからです。また、営業担
当者はツールが提供するデータ量に圧倒さ
れ、分析過剰に陥っている可能性もあります。

この課題に
どう取り組むか：

それぞれが特有の機能を持つ多くのツールを統合
せずに導入することは、災いの元となります。 
より良いアプローチは、テクノロジー導入に向けた

構造化されたロードマップを作成することです。

セールステクノロジー・ロードマップとは、自社に
とってセールステクノロジーが現在と未来にどうあ
るべきか、その全体像が示された計画書です。これ
は単なるセールステクノロジー・スタックの目録で
はありません。ロードマップは、各テクノロジーが
組織の営業戦略、営業目標、生産性と効率性の目標
をどのようにサポートするかを定めるものであり、

セールスリーダー、IT、セールスイネーブルメント・
チームの意見を取り入れて作成する必要があります。 

ロードマップがあれば、営業組織全体におけるセール
ステクノロジーの調達の妥当性と優先順位を明確にす
ることができます。また、ロードマップは、将来の機
能の概要を示し、チームの能力と生産性を向上させる
方法を計画するのに役立ちます。

最終的に、ロードマップは営業組織の内外にある他
のプラットフォームとの統合を確実にし、ITにまつわ
る頭痛の種を回避するのに役立つのです。

多くの営業組織はセールステクノロジーに多大な投
資をしています。実際、平均的な営業組織では10種
類のセールステクノロジーを使用しており、さらに
4種類を追加する予定だとしています6。しかし、 
CRMの機能を補い、セールスをサポートするための
十分なツールがあると回答した企業は、わずか
25.9%に過ぎません⁷。

多くの企業では、様々なテクノロジー導入に取り組
んでいるにもかかわらず、その投資に見合うだけの
成果が得られていません。最近の調査では、導入し
たセールステクノロジーを営業人員が十分に活用し
ている営業組織はたったの20%です⁸。さらに、案件
は必ずしも予測どおりに成約せず、顧客の購入継続
も予測どおりにはいっていないのが現状です。 

では、テクノロジーと営業成績の間には、どのよう
な乖離があるのでしょうか？　それは、テクノロ
ジー導入が断片的で焦点の定まらないアプローチに
なっていることに起因します。

6 Korn Ferry 2nd Annual Sales Operations and Technology Study 
7  Korn Ferry 2nd Annual Sales Operations and Technology Study
8   Korn Ferry 2nd Annual Sales Operations and Technology Study
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3
時代遅れの営業ツールを
活用し続けている

弊社調査では全体の94％とほぼすべての営業組織が CRMを導入しています⁹。　
しかし、十分に活用できている営業組織は半数以下であるのが実情です¹⁰。

 その原因として多くの場合、営業組織がいまだに旧来のシステムに依存している
ことが上げられます。旧来のCRMは、その名前とは裏腹に、セールスリーダーが
営業担当者を管理するために設計されており、顧客との関係を管理するために設
計されていません。 

また旧来のCRMソフトウェアは、テリトリー（担当領域）の調整、パイプライン
の管理、営業案件の獲得、予測の生成といったタスクに重点を置いています。  
これは、具体的な案件を進捗・獲得するために個々の営業担当者の動きを促すよ
うに設計されていません。

この課題に
どう取り組むか：

適切なテクノロジーを選択し、その利用を強化した組織
は、常に競合他社を凌駕しています。
成功の鍵は、テクノロジーを統合し、セールスリ－ダー、

そして営業担当者を支援するツールを確保することです。 
セールステクノロジーを既存のツールやプロセスに

統合している営業組織は、わずか 4 分の 1 程度に過ぎま
せん¹¹。セールステクノロジーを緊密に統合している組織
は、そうでない組織よりも営業目標の達成者率や勝率が
高いという調査結果があります。

また、このテクノロジーは、営業組織全体に対応するもので
なければなりません。セールスリーダーは、案件のパイプラ
インを把握し、売上を予測することが必須になります。ま
た、営業担当者が案件を進捗させ成約できるよう支援すべ
き支援すべきであり、単に営業記録を保存しておくだけの
ものでもありません。

9 Korn Ferry 2nd Annual Sales Operations and Technology Report
10 Korn Ferry 2nd Annual Sales Operations and Technology Report
11 Korn Ferry 2nd Annual Sales Operations and Technology Report

セールステクノロジーは、営業メソッドと営業担当者の日常業
務を連動させる必要があるのです。また、他のツールとの統合
も不可欠で、重複作業や複数のアプリケーションを切り替え使
用させることによる営業担当者のフラストレーションを軽減し
なければなりません。操作を簡素化し、営業担当者のユーザー
エクスペリエンスを向上させることは非常に重要です。
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この課題に
どう取り組むか：

もしあなたのチームがツールの使い方を知らず、
ワークフローにどのように組み込むかを理解していなけれ
ば、世界中のあらゆるツールを駆使しても売上を向上させ
ることはできません。

重要なのは、営業担当者とセールスリーダーに営業データ
とその分析によって得られるインサイトが、案件を成約さ
せ将来のビジネスチャンスを予測するのに役立つ貴重な資
産であるという意識を植え付けることです。 

組織は、営業担当者がCRMに理解を示すよう促す必要があり
ます。もし営業システムにデータを手動で入力するのに時間
を費やし、そのデータがブラックホールに消えてしまうとし
たら、営業担当者は CRM のデータをより良いものにするため
に時間とエネルギーを投資する気にはならないでしょう。

CRMの使い方のトレーニングは入社時に行うべきで、新しい
テクノロジーが導入されるたびに再度行う必要があります。また、
（個別の）ミーティングでで随時強化するようにしましょう。

CRM が単なるデータベースとなっている場合には、営業担当者に
あまり価値を提供することはありません。しかし、CRMを次に取
るべき情報・活動は何かという示唆を提供するセールスインテリ
ジェンスプラットフォームと統合し、セールスリーダーが営業
担当者にインサイトを取得する方法を指導することで、営業担当
者はCRMに時間を費やそうとするでしょう。先進的なシステムで
は、マイクロラーニング（1～5分程度の短時間で学習を行う
スタイル）によるジャストインタイムの指導も用いられており、
営業メソッドの理解度を高め、スキルを向上させることにつな
げることができます。

十分なトレーニング
やコーチングなしに
テクノロジーを
導入している
AIベースのツールや複数ツールの統合によってセールス　　
テクノロジーが複雑化するにつれ、営業担当者とセールス　
リーダーやデータ管理者の双方にとって負担が増大している
可能性があります。セールステクノロジーの中には、使い方
が面倒で時間がかかるものもあるため、営業担当者はテクノ
ロジーをメリットではなく負担増と考えるかもしれません。
それはトレーニングやコーチングが不足していることが原因
であることが多いのです。

新しいセールステクノロジーの使い方のトレーニングを受けた
営業担当者でさえ、そのテクノロジーの背景にある理由を理解
していないことがよくあります。CRMを使うことに価値を見い
だせなければ、CRMを使うために時間を投資することはないで
しょう。そして、営業担当者がCRMや他の営業ツールを一貫性
をもって使用しない限り、これらのシステムは十分な価値を生
み出すことはありません。

4

7
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CRMが粗悪なデータで溢れている
営業組織のあらゆる階層において、高品質の
データにアクセスすることで以下のことが達成
できます：
•

•

•

案件の状況を把握し、どの案件により多くの時
間を割く必要があるのかを理解する

案件を成立させるために必要なステップを知る
営業担当者がより多くの売上を上げるために、
適切なアプローチを決定できるようコーチング
する

• トップセールスの報酬を決定する
• 個人営業目標の軽減、報酬制度の再設計およ
び再構築の潜在的な必要性を診断する

その結果、多くの組織でCRMプラットフォー
ムは "garbage in, garbage out"（粗悪な入力
は粗悪な結果しか生まない）状態になってい
ます。

CRMのデータに
高い信頼があると捉えている
営業組織は25%以下¹²。

CRMの導入 が営業担当者の生産性を向上させ
たと回答した組織が39.3%しかないことも不
思議ではありません¹³。 

もし営業担当者がデタラメにCRMにデータを
入力したり、古い情報や重複した情報でいっ
ぱいにしているとしたら、CRMを使わない方
がましということになります。営業担当者が
CRMに何の価値も見いださなければ有意義な
情報を入力するのに時間を費やすことはな
い、という悪循環に陥ってしまいます。

この課題に
どう取り組むか：

データベースをデータドリブンなセールス
ソリューションに変えるには、データを精査す

る必要があります。まずシステムに重複した記録
がないかどうかを分析し、それらを削除します。
次に、CRMにデータを入力するための標準的な
プロトコル（法則）を作成します。

例えば、名前の大文字と小文字、ビジネスタイトル
の書き方、市外局番、電話番号、eメールアドレス

の入力方法を統一します。このプロトコルをCRMの
ユーザー・インターフェイスに組み込むと、
営業担当者にとってさらに使いやすくなります。

データの欠落や不備がないかを確認し、営業組織に
既存の記録を埋めるよう依頼する、あるいはデータ
入力の担当者を雇い、営業担当者の時間を節約しま
す。営業担当者がすべてのコンタクトを入力し、　
アカウントの次のステップを再考し、案件のスコア
を再計算し、営業目標を更新します。セールス　
リーダーは、個々のファネル（案件）レビューで　
この情報を確認することが求められます。

セールステクノロジーの有効性は、そこに入力
されるデータの質によって決まります。粗悪な
データでは、営業担当者は間違った行動を
とってしまい、商談成立の可能性は低くなりま
す。セールステクノロジー・スタックがどんな
に充実していても、営業活動に専念するために
システムにデータ入力する時間を惜しむため、
データをデタラメに入力したり、まったく入力
しなかったりということが発生するものです。

12 Korn Ferry 2018 Sales Operations Optimization Study 
13  Korn Ferry 2018 Sales Operations Optimization Study
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この課題に
どう取り組むか：

首尾一貫したセールスデータ戦略のオーナーシップを持つこ
と、つまり戦略の各要素の所有権を割り当て、データの使用方
法を定義し、データ戦略の構造を作成する必要があります。 

有意義なデータ収集の第一歩は、解決したいビジネス上の課題を
特定することです。そして、どのような指標で測定するか、どの
ようにデータを収集するか、この情報を分析するためにどのよう
なテクノロジーが必要かを決定することが重要です。

ニーズによっては、CRMだけでは営業データを理解し分析するの
に十分でない可能性があります。しかし、AIを搭載した予測分析
ツールでは、勝率、取引規模の最大化、クロージングタイム早期
化の実現に密接に関連するメソッドに基づき営業活動をハイライ
トすることによって、営業データに意味や示唆を加えることにな
ります。この情報により、営業組織全体でベストプラクティスを
再現することができるのです。

また、セールステクノロジー・スタックからもデータを取得するた
めの適切なフレームワークを確保することができます。ここでは、
データの入力や更新など日々のデータの所有と管理に関する責任を
設定するデータガバナンスプロセスが必要になります。このプロセ
スでは、データの保存場所とデータの品質を管理する方法を定義し
ます。そうすることで、ダッシュボードや予測分析など、どの　
ツールやリソースに投資すべきかを決定する一助となるのです。

データ戦略に
投資していない
セールスデータ戦略として、CRMからレポートを取得し、それを
使って営業担当者の成績を分析するためだけに使用しているので
あれば、それは数字上のパフォーマンスを超えた意思決定を導く
重要な機会を逃していることになります。

セールスデータ戦略とは、セールステクノロジーツールから情報
を収集するための文書化されたフレームワークのことです。これ
を持つ営業組織は、営業データをより適切に管理し、有用な情報
を抽出し、顧客のカバー率や担当テリトリー（担当領域）の設
計、人材プロファイルの構築、価格設定の最適化、注力すべき案
件のコーチングとセールス活動の特定など、ビジネスの意思決定
に役立つインサイトを得ることができるようになります。

世界トップクラスの営業組織は、強固で形式だったデータ戦略を
持っています。その結果、そうでない組織と比較して、営業目標
の達成者率の増加、成約率の向上、顧客との深いリレーション形
成を実現しています。しかしながら、データ戦略を持っている営
業組織は、わずか30%に過ぎないのが現状です¹⁴。

14 Korn Ferry 2019 World-Class Sales Practices Study
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この課題に
どう取り組むか： 

営業だけでなく、すべての部門を束ねる統合的なソリューションに
注力する必要があります。コーン・フェリーが最近行った、業績の
高い営業組織を対象とした調査では、96%が顧客の要望やニーズに
ついてマーケティングやカスタマーサービスと連携していることが
明らかになりました¹⁵。

しかし、ほとんどの営業組織 (63%) は、「自社ツールが営業担当者
の日常業務と統合されているか？」という問いに自信を持てていま
せん¹⁶。また、自社のセールステクノロジー・スタックが
CRMと統合されていると回答したのは全体の3分の1以下でした¹⁷。
スタンドアローンのツールや非接続型のセールステクノロジー・
スタックは導入が容易な反面、重複作業、データの不一致など、
不安定な問題があります。
セールステクノロジー・スタックが統合されているほど、受注率 
(+9.4%) と営業目標達成者率 (+8.1%)は向上するのです¹⁸。

マクロレベルでは、単一プラットフォームによる全社的な統合
は、営業組織が再現性と拡張性のある営業プロセスを構築するの
に役立ちます。最先端のプラットフォームは、人材の獲得、管
理、戦略におけるソリューションと、実証された営業メソッドを
組み込んだSales Effectivenessツールを統合しています。

この最先端のツールは、Salesforce や Microsoft などの主要な CRM 
と統合可能であり、営業組織に実用的なインサイトを提供します。
営業担当者がより多くの商談を迅速に成立させ、売上予測精度が向
上し、営業成績を上げる支援をするものです。

7
多種多様な
セールステクノロジーが
統合されていない
歴史的に、セールステクノロジーは、たとえ複数であっても
営業部で完結する、それ自体が独立した存在でした。そのため、
テクノロジーを検討し導入する際、セールスリーダーは組織の
他の部分のニーズを考慮することなく、特定のニーズを満
たすツールに投資してきました。

しかし現在、ユーザーの目はかつてないほど厳しくなってい
ます。そして、高度にパーソナライズされたコネクテッド
エクスペリエンスを期待するようになっています。このような
高度にパーソナライズされた体験を提供するには、営業、
マーケティング、IT、プロダクトチーム、人事など、組織全体
のテクノロジー間の連携が必要です。

15 Korn Ferry 2021 World-Class Sales Practices Study
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効果的なセールスは、
効果的なセールス
テクノロジーから

多くの営業組織が、明確なロードマップも合理的な導入
計画もないまま、セールステクノロジー・スタックを抱
えています。また、CRMを導入していても、単なる電子
名簿や案件管理のデータベースに過ぎない場合がほとん
どです。
このようなCRMは、営業活動を促進する代わりに、　
営業担当者に過去に起こったことのデータを入力させ、
将来の成功のために実用的なインサイトを提供する
ことはありません。つまり、時間がかかり、時代の
流れと逆行するだけで、営業担当者が必要としている
ような効果的なセールステクノロジーではないのです。

営業組織を変革するためには、AIを活用した統合的な意思決定
プラットフォームを追加する必要があります。
かつては、営業の知見は営業担当者自身の経験と直感のみに基づ
くものでした。しかし現在では、AIが幅広い顧客との経験や情報
とインサイトを把握し、より適切なターゲットとタイミング、そ
してより有意義な顧客とのコミュニケーションへと導く深く正確
な知見を提供する時代となりました。

Korn Ferry Intelligence Cloudを原動力とするコーン・フェリーの
営業効率化ソリューションは、営業担当者とセールスリーダーに
とって未来の成功への扉を開く鍵のようなものです。
Intelligence Cloud は、CRMの上に次に取るべき情報・活動は何
かという示唆を提供するセールスインテリジェンスプラット
フォームを追加し、営業担当者が次に取るべき正しい行動を導き
ます。営業担当者は、営業プロセスの主要なタッチポイントに重
点を置いた、実証された再現性の高いメソッドであるStrategic 
Selling with Perspective®を使用することで、営業活動に集中
することができます。

Intelligence Cloudは、買い手の意思決定者のパターン、競合の
ポジショニング、異なる営業活動による成功の可能性など、重要
なインサイトを提供します。また、取引結果を予測するスコア
カードを作成し、取引を成立させるために営業が取るべき次の行
動を通知します。セールスリーダーは、Intelligence Cloudを通
じどの営業活動が受注につながるかピンポイントで特定すること
で、営業組織全体で再現性のある営業活動を実践することができ
ます。

11

https://www.kornferry.com/capabilities/leadership-professional-development/training-certification/sales/strategic-selling-conceptual-selling-with-perspective
https://www.kornferry.com/capabilities/intelligence-cloud-hr-platform
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Intelligence Cloudでセールステク
ノロジーとセールスメソッドを連
携させると、単なる情報以上のも
のが得られます。営業組織が時間
を管理し、適切な案件に優先順位
を付け、より多くの売上を達成で
きるよう再現性高く設計された、
一貫したフレームワークを通し実
用的なインサイトを得ることがで
きます。

Korn Ferry Intelligence Cloudを利用し
たSales Effectivenessソリューションの
詳細については、こちらまでお問い合
わせください。

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。

https://www.kornferry.com/capabilities/business-transformation/sales-effectiveness#contact
https://www.kornferry.com/capabilities/business-transformation/accelerate-revenue-growth
https://www.bing.com/search?q=%E6%A7%8B%E7%AF%89&pglt=41&FORM=ANNAB1&PC=U531
https://www.kornferry.com/capabilities/business-transformation/sales-effectiveness
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