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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：日本企業が間違っている営業力強化の方法
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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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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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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

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



© 2022 Korn Ferry© 2022 Korn Ferry

1. 7/20開催「顧客起点」の探索型組織形成の鍵 振り返り

2. 顧客は今、営業に何を求めているのか

3. 顧客の真のパートナーとなる「パースペクティブ・セリング ™」とは何か

4. 世界トップ企業が取り組みむ真の営業組織強化（セールスイネーブルメント）とは何か

9

アジェンダ



© 2022 Korn Ferry 10

これまでの営業は既に顧客から期待されていない

購買者調査によると、これまでの製品・サービス営業は既に

顧客意思決定に影響を及ぼす存在となれていない

多くのセールスリーダーはプロセスと人材

の課題が変革を妨げていると考えている…

79%

営業と面会はするが、期待値を

超えることはないと考えている

78%

自社のビジネス課題を相談

できる相手と考えていない

73%

各ベンダー営業に大差はない

79%

ニーズを特定し、解決策

を絞った後で初めて営業

と関わる

プロセスの課題

営業プロセスが顧客の変化に適応

していない

（Customer Centricityではない）

人材の課題

ビジネス拡大を牽引する適切な人

材がいない

77%

84%

Sources: Buyer Preferences Study 2021, 2020 World-Class Sales Practices Study
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顧客は購買プロセスの後半に営業にコンタクトする傾向が強くなっている

ニーズを特定し

明確にする

解決可能な

ソリューションを

特定する

ソリューション

評価

導入に関する

不明点・疑問を

解決する

契約 実装

2018 ：

サービスプロバイダー

営業へコンタクトする

割合（購買ステージ毎）

30% 56% 80% 88% 98% 100%

21% 43% 63% 80% 90% 100%

営業が自社ビジネス課題を解決する重要なリソースと捉えている

買い手は 22%のみ

2021 ：

サービスプロバイダー

営業へコンタクトする

割合（購買ステージ毎）

Sources: Buyer Preferences Study 2018 and 2021 
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どのような行動が買い手にとって価値があるのか?

顧客は自らのビジネスや状況、ニーズ

を理解し、ソリューションの真の価値を

示し、専門知識とパースペクティブ

（示唆）を提供する行動を通し、

どうすれば顧客ビジネスが改善できる

かを理解する営業を求めている。

またそれが大きな差別化要因と

捉えている

これらの行動は、従来の共感を示す、

懸念を解決するなどのSalesmanship

の行動よりも重要と捉えられている

2021 Buyer Preferences Study. n=261 © 2021 Korn Ferry. All rights reserved.

意思決定に大きな影響を与える営業の活動は何か？
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部門横断的に専門知識を有するメンバーを

巻き込み顧客側をリサーチする

顧客の期待を超えるには…
Know Me

専門性をベースに顧客側の現状を徹底的に
リサーチしてくる

Make Good Use of My Time
卓越したコミュニケーションスキルで顧客
の話をよく聞き、考えを引き出し、時間と
経験知を尊重し、良い議論ができる

Demonstrated Value or ROI
顧客にとっての真の価値またはROIを理解
及びデザインし明確に示すことができる

Educate Me
新たなパースペクティブ（示唆）を与
えてくれ、顧客側の検討プロセスの促
進、目指す方向の問い直し、強みを強
化できるような支援などをしてくれる

Sources: Buyer Preferences Study 2021

「質問力」とミーティング戦略及び専門知識

を駆使し、潜在課題の顕在化をサポートす

る

「販売」ではなく、長期的パートナーシップを

考慮したアカウントプランを部門横断的に

作成、共有し活動に組み込む

関連する調査、ソート・リーダーシップ、特定

の分野の専門家などの情報源を基に

部門横断的な協業により、パースペクティブ

（顧客課題の新しい捉え方や解決策）を提示

する

「顧客起点」の

「組織営業」

展開が鍵
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Know Me

専門性をベースに顧客側の現状を徹底的に
リサーチしてくる

Make Good Use of My Time
卓越したコミュニケーションスキルで顧客
の話をよく聞き、考えを引き出し、時間と
経験知を尊重し、良い議論ができる

Demonstrated Value or ROI
顧客にとっての真の価値またはROIを理解
及びデザインし明確に示すことができる

Educate Me
新たなパースペクティブ（示唆）を与
えてくれ、顧客側の検討プロセスの促
進、目指す方向の問い直し、強みを強
化できるような支援などをしてくれる

Sources: Buyer Preferences Study 2021

ソリューション・セリング
顧客の顕在ニーズに対し適切なソリューションを提示する

ではなく、更に進化した

組織的な

パースペクティブ・セリング
顧客が想定していない問題・課題

予想もしないソリューション

顧客の新たなビジネスチャンス

専門知識や総合力を駆使した示唆

を提示する
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「顧客起点」のパースペクティブとは何か

顧客から経営パートナーとして信頼を得るための共通マインドセット
パースペクティブ (示唆・洞察)

パースペクティブ(示唆・洞察)を提供するとは、顧客と売り手

の双方に利点をもたらすことを目指し、営業個人のみならず

社内全体の経験知を基にしたインサイトや専門知識を用い

て顧客のビジネス課題を包括的かつ多角的視点で捉える

マインドセットでアプローチすること

マインドセット

インサイト 専門知識

パースペクティブを共通マインドセットとすることで

営業の思考を変化させる

このミーティングで顧客は何を学び得るのか? 
顧客ビジネスがより発展する為に私（自社）はど
のような専門性、専門知識を提供できるのか? 

「何かを売る」のではなくインサイトと専門知識で
顧客の課題解決・ビジネスの成功をサポートする

積極的に顧客をサポートすることに焦点を当てた
オープンコミュニケーションを行う
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「顧客起点」でパースペクティブ（示唆・洞察）提供のための4つのドライバー

認識されていない問題 (Unrecognized Problem)

顧客が気づいていないビジネス上の問題を理解したり、彼

らが直面している問題のビジネスに与える影響の深刻度

に気づけるようサポートする

予想外のソルーション (Unanticipated Solution)

顧客が直面している問題に対して、彼らが想定していなかっ

たソリューションの可能性について理解できるようサポート

する

新たなビジネスの可能性 (Unseen Opportunity)

現在の利益よりも多くの利益を市場で得られることを、顧

客が理解できるようにする。

総合力の駆使 (Broker of Capabilities)

顧客の成功をさらに拡大したり、再定義したりする形で、

あなたの全能力をお客さまのために使う。
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パースペクティブ・セリング ™戦略フレームワークの特徴

18

◼ 鳥の目（視座）

– 大空から俯瞰すると見えてくるものを意識する
– 局所（現場・現実・現物）と大局（ビジネス価値）

◼ 魚の目（視野）

– 魚眼レンズのような幅広い視野
– 既存の常識に捉われない：out of box thinking

◼ 虫の目（視点）

– 虫の目は複眼:複数の目の集合体

– 異なる立ち場を常に持って見直すことの必要性
– さまざまなお客さまの立場を意識すること
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ポイント1：「視点を変え俯瞰する」（鳥の目）

Secondary Concept

（2次コンセプト及び手段）
Primary Concept

（1次コンセプト及び手段）
Customer Stated 

Objective

（顧客の表明する目的）

自社製品から離れ、顧客の選んだ手段に応対する「御用聞き」ではなく

「顧客の表明する目的」を把握する

例）脱炭素、生産性向上、DX対応 等
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自社製品から離れ、高い視点で「顧客」の状況・目的を理解する
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ポイント2：「視野を広げる」（魚の目）

役職:

意思決定における役割:

モード:

意思決定におけるコンセプト＋評価

ポイント＋期待値:

役職:

意思決定における役割:

モード:

意思決定におけるコンセプト＋評価

ポイント＋期待値:

役職:

意思決定における役割:

モード:

意思決定におけるコンセプト＋評価

ポイント＋期待値:

「顧客」取引影響者を特定し、その考え・期待・ニーズの不一致なポイントを管理し

組織横断的に戦略立案すると共に顧客にとっての真の価値を検討する
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ポイント3：「様々な立場における価値を創造・提供する」 （虫の目）

価値の天秤

顧客にとっての真の価値となるソリューションを組織的に提案・拡張させることで

コスト競争・交渉を可能な限り回避し、勝率を上げる
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「顧客起点」のパースペクティブ・セリング™における営業の役割は指揮者

自社製品・

ソリューション

ソリューション営業：自社製品・サービスを起点とするが、顧客の顕在化したニーズに対して適切な自社製品・サービスを提案する活動である。

他部門やサポート環境との連動性も乏しく情報量・案件サイズ及び顧客リレーションも拡張性がない

パースペクティブ営業：顧客を起点とする思考・プロセスに基づき関連調査や専門家の情報源に自社内リソースを巻き込み、顧客の想定していない

問題・課題・ビジネス機会等のパースペクティブを提供し議論・提案をコンダクトする。その結果情報量・案件サイズ及び顧客リレーションを拡張させる

顧客の表明する

目的

顧客のビジネス

環境・構造を

理解する

顧客が予想してい

ない問題・課題・

機会を探る

取引影響者を特

定し分析する

顧客の目標達成に貢献

するソリューションを

組み立て提案

コーチング

セールステック

コンサルタント・サービス・マーケティング・製造・開発 等

製品販売戦略に

沿って顧客へ

アプローチ

顧客の顕在

ニーズを探る

• 顕在ニーズに合った提案

• 特性や競合との差別化
価格競争・交渉
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パースペクティブ・セリング™展開における協働会議体のマインドセットと方針

パースペクティブ営業組織従来型の営業組織

▪ 売り手中心のセールス活動に焦点

▪ 営業部門が中心に売上戦略プラン作成

▪ 自社の売上目標に対する案件を議論

▪ 自社の売上目標達成のためのプラン策定

▪ いかに自社製品を売るかに焦点

▪顧客との関係性に焦点

▪組織横断型チームによる戦略策定

▪どうすれば顧客が目標・目的を達成できるかを
議論・検討

▪顧客の事業ニーズの達成のためのプラン策定

▪顧客にとって最適で価値ある解決策を見極める



© 2022 Korn Ferry 25

パースペクティブ・セリング™実践の鍵
共通言語・共通フレームワークによる営業プロセス・思考・行動変革

1. 重要顧客の再選定及び中長期

アカウントプラン二ングフレームワーク

2. 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

3. 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

一貫性及び拡張性のあるフレームワーク

を活用し「顧客起点」の営業プロセス・

思考・行動変容を推進

Strategic 
Selling with 
Perspective 

(SSwP)

Strategic 
Selling with 
Perspective 

(SSwP)

Large Account 
Management 

Process 
(LAMP)

Conceptual 
Selling with 
Perspective 

(CSwP)

Conceptual 
Selling with 
Perspective 

(CSwP)

Conceptual 
Selling with 
Perspective 

(CSwP)

Conceptual 
Selling with 
Perspective 

(CSwP)

重要顧客リレーション・ビジネス拡大

案件戦略・管理 案件戦略・管理

ミーティング戦略

・管理

ミーティング戦略

・管理

ミーティング戦略

・管理

ミーティング戦略

・管理



© 2022 Korn Ferry

▪ 複雑化する営業環境や状況をシンプルにする

▪ 案件に関する戦略思考を構造化するプロセス

▪ C-Suiteでかつキーとなる意思決定者を特定する

▪ 案件におけるフロントランナーの位置を確実にする提案、
活動モデルを構築する

▪ 意思決定者それぞれの個人の満足を特定し提供すべき
パースペクティブ（示唆）と整合性を図り他社と差別化する

▪ 競合のポジションと違いをマッピングする

▪ 案件を確実に進める戦略活動を計画する

▪ 組織横断的な協業をする

▪ 組織横断的に営業における共通言語を持ち適応する

▪ 客観的評価をしタイムリーな軌道修正を図る

ポジション

ステークホルダー
プロファイリング

アクションプラン

パースペクティブ
（示唆）

Strategic Selling with Perspective

俯瞰・広い視野・価値の天秤の要素を凝縮した
「顧客起点」のパースペクティブ・セリング™案件戦略フレームワーク
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1. 7/20開催「顧客起点」の探索型組織形成の鍵 振り返り

2. 顧客は今、営業に何を求めているのか

3. 顧客の真のパートナーとなる「パースペクティブ・セリング ™」とは何か

4. 世界トップ企業が取り組みむ真の営業組織強化（セールスイネーブルメント）とは何か

27

アジェンダ
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真のセールスイネーブルメントとは何か

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
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真のセールスイネーブルメント構築ステップ
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セールスイネーブルメント構築アプローチ

「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

パースペクティブ・セリング™

を推進する協働プロセス

設計
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「顧客起点」の営業組織強化でよくある状況

1. C-クラスへの人間関係アプローチが重要だ！

➢ 上位役職者の世間話でのコネ頼み→世間話でニーズは不明瞭でアポイント取得→現場が掘り下げられず頓挫

2. 横ぐしのソリューション構築が重要だ！

➢ 事業部横断的な議論→事業部横断のリーダー不在→各事業部の利害関係・政治→できる範囲で構築し提案

3. 顧客ニーズに合って売れそうな製品はきっとこれだ！

➢ 最近よく売れている製品を特定→きっとこれがベストソリューション→リソース投入

4. 技術力を活かした社会への価値創造活動が重要だ！

➢ B to B to Xの顧客を飛び越した価値創造の探求→顧客業界動向とのずれ
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なぜコーン・フェリーの営業ソリューションか？

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 / 2022 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
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