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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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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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パースペクティブ・セリング ™実践ポイント
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• 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）

• 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

• 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

• 「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

• 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

• 様々な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
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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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営業のデータ化、DX、効率化を目指し・・・
様々なセールステクノロジーが導入されている（平均10種＋４）

94％の営業組織が既にCRM（顧客管理システム）の導入

Sources: 2nd annual sales operations & technology study

最も多く導入されているツールTop10 今後12か月での導入検討されているツール
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しかし・・自社のセールステクノロジーが日々の業務と連携しており
効率的だと捉える営業組織は約27％

自社セールステクノロジーが業務と連携している

自社セールステクノロジーがCRM等と統合され効率的なデータ活用ができている
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営業業務効率・生産性向上のはずが実態は・・・

複雑化する環境は “Time issues”を生み出している

営業は勤務時間の

30％しか営業活動

に割けていない

マネージャー職はチーム員へのコーチングに費

やす時間の2倍の時間を社内レポーティングや

調整に費やしている

社内会議・調整・レポート提出

コーチング

CSO Insights 2018-2019 Sales Performance Study

Sources: 2nd annual sales operations & technology study
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営業組織に対するCRM活用価値の課題

原因

Source: Gartner Sales research 2022

CRM の課題

• CRMが営業マネジャーが営業担当者

を管理するために設計されている

• 顧客との関係を管理するために設計
されていない

→顧客との関係・案件進捗や成約に
向けたインサイト提供がない

根本原因

• CRM への支出増加…

• 1人当たり平均10万～20万円/年

をCRMテクノロジーへ支出

• CRM導入に対し多くの企業が

多くの時間とコスト割いている

しかし…ROIが期待外れに

売上予測とパイプライン管理の

効果性が向上しない

営業組織の活用度が改善しない

• 「✓をつける」「情報を入力する」重要性に
対する営業の認識の低さ

• 多量のデータ 入力 –わずかなインサイト

• 「ステージと確立」のみ注目 -

営業は案件の成約に向けた案件ステージ

と確立のみに着目する（プロダクトアウト型）
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セールステクノロジー導入と現場のギャップを埋める鍵とは

CRMの在り方を営業メンバーの「行動管理の設計」から

「顧客との関係性管理の設計」へと起点を変革する

「顧客起点」の関係性向上・案件進捗・成約率向上に向けた

行動に関するインサイトを提供する
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1．「顧客起点」の営業（行動）プロセスを設計する

営業プロセスを顧客

意思決定プロセスに

適応させている

• 営業（行動）プロセスが「顧客起点」で設計されており、
顧客の変化に柔軟に適応させている企業は、そうで

ない企業よりも案件勝率、個人営業目標達成者率が

高い

• 更に世界トップ企業は、マーケティング・営業・
カスタマーサポートの縦割りの役割分担から脱却し、

よりシームレスで継続的なアプローチで複雑化する

顧客の行動パターンをサポートしている

Sources: 2nd annual sales operations & technology study



© 2022 Korn Ferry 18

レベル３に属する企業ではその他と比較して

圧倒的な好業績を示している

• 勝率 +9% 

• 目標売上達成率 +5%

• 販売計画達成者率 +11%

2-1．「顧客起点」の営業（行動）プロセスを組織的に運用する

KORN FERRY SALES RELATIONSHIP  

PROCESS MATRIX FOR 2020

顧客リレーション

営業（行動）プロセス
Source: 2020 - 2021 Sales Performance Study

信頼できるパートナー

戦略実践への貢献者

ソリューションコンサルタント

お気に入りのサプライヤー

許可されている業者の一つ

属人営業
形式上の

プロセス

正式プロセス

（組織的運用）
ダイナミック

プロセス

• 属人営業：
> 組織的に取り組む行動プロセスがなく、個々人のスキルに依存する

• 形式上のプロセス：
> 形式的に行動プロセスを作成するが、一部運用又は運用していない

• 正式プロセス：
> 組織的な行動プロセスがあり、組織全体での運用徹底度が高い

• ダイナミックプロセス：
> 市場・顧客意思決定プロセスの変化傾向を基に行動プロセスを定期的

に変更する（セールスオペレーション主導）



© 2022 Korn Ferry 19

2-2．「顧客起点」の営業（行動）プロセスを組織的に運用する

• 案件早期に優先順位をつける基準（フレームワーク）を持ち絞り込んでいる

• 顧客意思決定プロセス・影響尾者をマッピングする共通フレームワークを持ち、活用している

• 顧客意思決定プロセスの変化に対し柔軟に営業プロセスを変更している

• 営業トレーニング・コーチング手法と営業（行動）プロセスを連携させている

世界トップ企業は平均的な企業と比較して・・

Source: 2020 - 2021 Sales Performance Study

: 2nd annual sales operations & technology study
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組織的な「顧客起点」の営業（行動）プロセスとは何か

Marketing 

Automation

絞り込み判定スコアカード

ビジネス指標データ
セグメントを基に
フォローアップメール

送付

顧客の

目的特定

意思決定

プロセス

確認

予算有無

確認

意思決定

影響者

特定

影響者ごと

の考え・

価値理解

レッドフラグ

最小化

影響者プロファイリング

ビジネス指標：低
顧客目的に

対する強み

特定

レッドフラグ
（リスク特定）

提供可能な

パースペク

ティブ（示唆）

提案作成・

提示

提案リード創出 絞り込み 案件化 クローズ

リーダー：フィールドセールス

サポート：開発・技術・顧客サポート 等
インサイドセールス

マーケティング

インサイドセールス
組織

案件

ステージ

フォロー 契約

ミーティング戦略：

• 顧客が漠然としたニーズをもっている際に、具現化していくミーティング戦略はどのように策定しますか？

• 顧客が受け入れる次回の有効なミーティング実施理由をどのように設定しますか？

• 示唆や付加価値を提供できるために、どのような質問で情報収集しますか？

• その相手にとってキーとなる自社のユニークな強みをどのように設定しますか？

• 次につなげる顧客のコミットメントをどのように取得しますか？

行動プロセス

案件戦略：

• 案件化への絞り込み判断に組織的な一貫性はありますか？

• 案件初期にどのような情報を取り、整理し、戦略と活動をすべきか共通認識はありますか？

• 対象顧客にとって付加価値の高いメッセージは何かを、組織的にどのように決めていますか？

• 再現性高く勝率を上げるために誰が何をすべきか、組織横断的な情報共有と議論を効果的する仕組みはありますか？
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組織的な「顧客起点」の営業（行動）プロセスとは何か

Marketing 

Automation

絞り込み判定スコアカード

ビジネス指標データ
セグメントを基に
フォローアップメール

送付

顧客の

目的特定

意思決定

プロセス

確認

予算有無

確認

意思決定

影響者

特定

影響者ごと

の考え・

価値理解

リスク

最小化

影響者プロファイリング

ビジネス指標：低
顧客目的に

対する強み

特定

リスク特定

提供可能な

示唆・

付加価値

提案作成・

提示

提案リード創出 絞り込み 案件化 クローズ

リーダー：フィールドセールス

サポート：開発・技術・顧客サポート 等
インサイドセールス

マーケティング

インサイドセールス
組織

案件

ステージ

フォロー 契約

行動プロセス

ミーティング戦略：

• 顧客が漠然としたニーズをもっている際に、具現化していくミーティング戦略はどのように策定しますか？

• 顧客が受け入れる次回の有効なミーティング実施理由をどのように設定しますか？

• 示唆や付加価値を提供できるために、どのような質問で情報収集しますか？

• その相手にとってキーとなる自社のユニークな強みをどのように設定しますか？

• 次につなげる顧客のコミットメントをどのように取得しますか？



© 2022 Korn Ferry
22

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 



© 2022 Korn Ferry 23

3. 「顧客起点」の営業（行動）プロセス運用とセールステクノロジー
を連携し定着を図る

CRM浸透度と営業パフォーマンス
75％以上のCRM浸透度+行動プロセスと

営業パフォーマンス

CSO Insights 2018 Sales Operations Optimization Study

• 属人営業
• 形式上のプロセス
（運用なし・一部運用）

非公式の

プロセス

• 正式プロセス（組織的運用）
• ダイナミックプロセス
（顧客・市場変化に適応）
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セールステクノロジーと現場のギャップを埋める鍵
「顧客起点」の関係性向上・案件進捗・成約率向上に向けたインサイトを提供する
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「顧客起点」のプロセス＋CRM連携で提供されるインサイト
勝率を上げる営業活動と協業

今日一日何に注力すべきか？
案件を進捗させるのにどうするべきか？

次に必要なアクションは？

営業稼働時間の優先順位付け：
フレームワーク・スコアカードを基にした

• 保留中・未実施のアクション
• 戦略見直し
• アクション準備

• メソッドを基にした次に取るべき
アクションは何か？

• 案件レビューを通して社内協業
すべきタスクは何か？

• パイプライン分析
• プロセスやスコアカードを通した
活動の「質」の可視化

• 案件勝率（AI/ML)*

売上予測に入れた案件は成約できるか？

目標は達成できるか？

営業担当者

*2023年以降展開予定
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パフォーマンス向上に向けたコーチング＆トレーニング

コーチングが必要な案件は？

レビューが必要な案件は？

新営業社員を迅速かつ効率的

に育成するにはどうするか？

目標達成に向けたチームトラッキング

をどうしたら良いか？

注視すべき案件やチーム員は誰か？

コーチングが必要なタイミング：
• リスクが高い
• 進捗が停滞している
• 顧客から見た現在のポジション
• ベストアクションの練り直し
案件レビューガイド：
• フレームワークを活用したコーチングポイント

CRMに連携したE-ラーニング

• 「顧客起点」営業プロセスに沿った
メソッドラーニング

• リフレッシュラーニング

統合されたマネージャーダッシュボード

• 次のベストアクションを含んだパイプライン一覧
• 可視化されたメンバー毎の経時変化
• 案件ごとのスコアカード

セールスマネージャー

*2023年以降展開予定

営業マネージャー

「顧客起点」のプロセス＋CRM連携で提供されるインサイト
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「顧客起点」のプロセス＋CRM連携で提供されるインサイト
組織での活用促進とマクロレベルの分析

営業社員の育成と業務への

適応性は向上しているか？

ROIは出ているのか？

売上予測精度やパイプライン

数は向上しているか？

戦略アカウントでビジネス成長

できているか？

組織的な「顧客起点」メソッド育成環境強化
• E-ラーニング

• リフレッシュラーニング

四半期ビジネスレビュー（各種指標の可視化）
• 成約率/失注率の改善

• 案件の優先順位
• 成約スピード改善
• 売上予測達成/超過度

• 四半期ビジネスレビュー
• 組織全体の「顧客起点」プロセス実践度、

CRM活用度、適用度

アカウントダッシュボード*

• 新規案件
• 成約案件とビジネス成長率
• ビジネスの健全性
• リレーションシップ分析

営業本部長 / マネジメント

*2023年以降展開予定
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営業組織に対するCRM活用価値最大化を実現するソリューション

• CRM への支出増加…

• 1人当たり平均10万～20万円/年

をCRMテクノロジーへ支出

• CRM導入に対し多くの企業が

多くの時間とコスト割いている

しかし…ROIが期待外れに

売上予測とパイプライン管理の

効果性が向上しない

営業組織の活用度が改善しない

原因

• 「✓をつける」「情報を入力する」重要性に
対する営業の認識の低さ

• 多量のデータ 入力 –わずかなインサイト

• 「ステージと確立」のみ注目 -

営業は案件の成約に向けた案件ステージ

と確立のみに着目する（プロダクトアウト型）

Source: Gartner Sales research 2022

CRM の課題
「顧客起点」営業プロセス＋テクノロジー

（KF Sell）

• 「顧客起点」の営業プロセスを簡素化し、
成約に向けた適切なインサイトを提供

• 成約に向けた営業活動の集中とCRM

活用度を促進

• 導入企業では平均+85% の営業が

CRM内のフレームワークを活用

シンプルな使い方で成約に向けた

多くのインサイトを提供
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「顧客起点」の営業（行動）プロセス –組織共通言語・共通フレームワーク-

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. 案件に関する、顧客の目的、課題、

意思決定影響者情報を基本とした

案件戦略フレームワーク

3. キーステークホルダーとのミーティングを

戦略的にリードし顧客の行動コミットメント

を得るフレームワーク

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
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「顧客起点」の営業（行動プロセス）＋テクノロジー導入プロセス

Welcome email

KF Sell

インストール

CRMセットアップ

オリエンテーション
ミーティング

ビジネスルール、
スコアカード設定

ダッシュボード/

レポートレビュー

ユーザー向け
アナウンス

M/L/C/S向けEラーニング
及び

実践セッション

KF Sellユーザー
トレーニング

利用状況及び
活用促進サポート

キックオフ
ワークショップ

メンバー選出
ワークショップ

フレームワーク試験

活用

スコアカード

デザイン

セッション

スコアカード

試験運用

スコアカード

検証セッション

フレームワーク

ワークショップ

3日間

部長・マネージャー等中心

8～10名

受注/失注案件

情報マッピング

受注/失注案件

スコア精査

会議体コーチングサポート会議体設計

コンサルティング（3～6か月）

KF Sell 

（アプリケーション設定）

2日間 1日

アプリケーション設定・展開（1～3か月）
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ACTIONABLE TECHNOLOGY |  KF SELL

「今」の勝率を上げ「明日」を創造する

31© 2022 Korn Ferry

KF SELLを活用し

案件成約率改善

目標達成者

増加

*導入企業平均

価値ある案件にフォーカスし

「今」のビジネスを成長させ

データを基に「明日」の成長と

カスタマーサクセスを創造する
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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



お問い合わせ:

野見山 健一郎

Eメール : kenichiro.Nomiyama@kornferry.com
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