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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３回：

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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1. 第1回・第2回セミナー 振り返り

2. セールスイネーブルメントにおける人材戦略の傾向と動向

3. 世界トップ企業が取り組みむ業績向上に直結する人材戦略

4. シリーズ全体を通して
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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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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



© 2022 Korn Ferry 6

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



© 2022 Korn Ferry 7

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%

「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）
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「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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「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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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？
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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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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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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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1. 第1回・第2回セミナー 振り返り

2. セールスイネーブルメントにおける人材戦略の傾向と動向

3. 世界トップ企業が取り組みむ業績向上に直結する人材戦略

4. シリーズ全体を通して
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コロナ禍以降、買い手の意思決定プロセスの変化に伴い売り手のタレント
ギャップが課題となっている

TOP 2020

SALES STRATEGIES

(コロナ禍における調査)

既存顧客における

ビジネス防御と拡大

営業組織の能力/
コンピテンシー強化

新規顧客獲得の強化

バーチャル営業スキル/
能力強化

案件の勝率向上 29%

31%

32%

37%

49%

TOP 2020 

SALES CHALLENGES

(コロナ禍における調査)

競合との差別化の欠如

営業プロセスに合わせた

コンテンツの欠如

39%

38%

38%

33%

32%

営業組織内における
タレントギャップ

営業組織の非効率性

適切なビジネスリード
生成能力不足

▪ 依然として営業組織の非効率性及びタレントギャップの改善が主な課題としてあげられている

▪ コロナ禍以降、購買者の意思決定がより慎重になるにつれて「競合との差別化をする能力」が最も重要と考え

る企業が増加

Source: 2020 - 2021 Sales Performance Study
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営業組織は縮小傾向、より一層既存社員の「顧客起点」思考へのRe-Skill 
/ Up Skillingへの投資が重要となっている

増加

53% 27%

DURINGCOVID-19PRE-COVID-19

11% 25%

削減

36% 48%

現状維持

• 新規採用は凍結状態もしくは最小化し、営業組織におい

ても現状維持及び縮小傾向が強まっている

営業社員数における計画

‐今後12か月‐

既存営業社員で既存顧客とのパートナーシップ強化

を図るには「顧客起点」の思考、プロセスへの

Re-Skill及びUP Skillingへの投資が重要となる

Source: 2020 - 2021 Sales Performance Study
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人財への投資はコロナ禍の変化を乗り越える最優先項目となっている

26.3%

31.3%

42.4%

16.7%

43.5%

39.8%

57.0%

25.2%

17.8%

We plan on investing in
acquiring new sales talent in

order to meet our
challenges.

We plan on investing in
tools to help our

salespeople be more
successful.

We plan on investing in
training in order to skill up
our existing salespeople.

Ranking of Investments Over Next 2 
Years

Priority 1 Priority 2 Priority 3

42％が既存営業社員の育成への投資を最重要項目

とし、他の項目よりも重要視している

既存顧客へのリレーション成熟化の促進

において既に顧客リレーションを持って

いる社員育成はROIが高く、新規採用・

ツール導入よりも重要項目となっている

今後12か月で投資を検討している領域はどこか？

Source: 2020 - 2021 Sales Performance Study

既存営業社員へのスキルアップ

トレーニング

営業社員の効率性を支援する

ツール

課題解決に向けた新たな営業

社員の採用
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市場傾向の背景
営業の新規採用とオンボーディングには非常に長い時間とコストが必要であり
既存社員でのパフォーマンス改善に取り組むことが重要である

18

中間層レベル60%の営業で通常約20‐30%の売上を生み出している

この中間層レベルの営業を右にシフトさせることがパフォーマンス

改善の加速に最も効果的な方法と言える
LEVEL OF PERFORMANCE

REPLACE DEVELOP RETAIN

LOW PERFORMERS

& NEW HIRES

MIDDLE 60% OF

PERFORMERS

TOP

PERFORMERS
N

U
M

B
E

R
 O

F
 P

E
O

P
L

E

オンボーディング

… 更に生産的な人材に安定化させ

るには9か月を要する

セレクション

新規営業社員を採用するのに

約4か月以上を費やす...

• 新規営業社員に期待す

る売上目標

平均1.5‐２億円/年

• 生産的な社員として

定着するまで

> 平均1年

• 採用とオンボーディング

プログラムにはリソースと

コストが必要

• 新規営業が戦力とならな

いリスク

営業の増員だけが

解決策ではない

CSO Insights 2018-2019 Sales Performance Study, n=886
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コロナ禍以降、人材育成アプローチは大きな変化が求められている

DIFFERENT WORK NEEDS TO 

BE DONE

-業務の変化-

危機からの成長に向けて組織を再構築していく

には新しいテクノロジー（data science, AI, 

virtual selling and customer service tools 

etc.)を活用し主要な労働力を変革させていく必

要がある

PEOPLE NEED TO WORK AND 

LEARN IN DIFFERENT WAYS

-業務とラーニング変化の必要性-

新たなる行動変化（アジリティ、クリエイティビティ、

複雑化する物事を管理する能力 等）はリー

ダー及びセールス、サービス、プロジェクト

マネジメントのようなキーとなる部門で重要な

ミッションとなっている

人材開発は継続的な行動変化を促すための

特別なイベントではなく個別に適したラーニング

ジャーニーへ移行する必要性がある

PEOPLE WANT TO WORK AND 

LEARN DIFFERENTLY

-業務とラーニング変化の需要-

ポストコロナの環境では従業員の20‐30％は週

に数日在宅勤務することとなり人材育成・開発は

デジタルへの移行が加速する。

ワークフローやマネージャーコーチングと統合さ

れたデジタルラーニングを含めた個別ラーニング

ジャーニーを提供することで、より従業員へ魅力

的な体験を提供しエンゲージメント向上を図る必

要がある

*Global Workplace Analytics report (April, 2020), 
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世界トップ企業が実践するセールスイネーブルメントにおける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）

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

• 人材要件定義に沿った

インタビューガイドを参考に

した採用

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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ステップ1：育成ゴールの設定
（行動コンピテンシー×テクニカルコンピテンシー）

育成ゴールである人材要件を設定するにあたっては、ハイパフォーマー要件のベストプラクティス集（サクセスプロファイル）を参照
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人材要件定義設定イメージ
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ステップ2：オンラインアセスメント

ペルソナマッチングによるラーニングジャーニー設計

個々人の診断結果レポート

BEHAVIORAL COMPETENCIES

Competencies are skills and behaviors required for success that can be observed. They shape 

behavior and are critically important in determining how someone does their job and how they 

accomplish goals. Competencies enable individuals to make meaningful contributions to support the 

organization.

The assessment results show your scores for the success profile competencies, as well as for other 

competencies that may support your longer-term development.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Manages ambiguity 6

Development need Strength

Situational adaptability 5

Develops talent 5

Global perspective 4

Collaborates 4

Instills trust 3

Self-development 3

Build networks 3

Manages conflict 2

Persuades 2

Cultivates innovation 2

Strategic mindset 2

Development Priorities 

❑ Action oriented

❑ Optimizes work processes

❑ Ensures accountability

❑ Optimism

❑ Credibility

Development opportunities are capabilities that could benefit from focused attention. They 

reflect the areas where scores were lower relative to other capabilities.

Consider which of these are likely to support your current role or your future aspirations. It 

can be helpful to consider your strengths and reflect on how they support your ongoing 

development.

Which development opportunities do you want to focus on?

What actions do you want to take?

What will the benefits be for you and others?

Who can you approach for ongoing feedback and support

By When

育成ゴール（人材要件）に対する個々人の下記項目を診断

Tolerant of risk and 

uncertainty, 

Facilitators are 

outgoing and 

interpersonally 

adept.

Motivated to 

succeed, 

Visionaries are 

flexible, sociable, 

and positive. 

Hard-working 

and focused, 

Advocates enjoy 

interacting with 

and motivating 

others to achieve 

established goals

Connectors enjoy 

taking the lead on 

familiar tasks, 

bringing together 

people and ideas.

Adaptable 

Architects

independently 

work hard to 

achieve. 

Unobtrusive 

Explorers are 

curious, 

adaptable and 

flexible. 

With quiet 

confidence, 

Implementors

steadfastly work 

to achieve clear, 

challenging goals. 

Valuing consistency, 

reserved Stabilizers

can be counted on to 

support well-known 

tasks and 

established 

processes.

Traits determine the persona. 

Drivers are typical for people who align with the persona.

行動

コンピテンシー

テクニカル

コンピテンシー
性格特性 動機

• Cultivates 

Innovation

• Manages 

ambiguity 

• Strategic vision

• Engages and 

inspires

• Drives results

• Builds Rapport

• Closes Effectively

• Customer Focused 

Approach

• Diagnoses Needs 

with Questions

• Prospecting

• Understand 

Customer Needs

• Curiosity

• Risk taking

• Adaptability

• Tolerance of 

ambiguity

• Confidence

• Independence

• Structure

• Challenge
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ステップ2：アセスメントレポートイメージ

コンピテンシー（行動・テクニカル）／性格特性／動機といった多面的な切り口から、育成ゴールであるジョブ要件と対象者間での

ギャップを洗い出し、そのギャップの内容に応じて個々人別の開発領域を導き出す
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STRATEGIC SELLING® WITH PERSPECTIVE 

(ILT,E-learning, vILT)

多くのステークホルダーが関わり複雑化する環境において、営業サイクル及

び成約率向上の実現をサポートする再現可能かつ一貫性があり拡張性の

高いフレームワークを提供するプログラム

LARGE ACCOUNT 

MANAGEMENT

PROCESS™ (ILT & vILT)

キーアカウントとのビジネスの成長、育

成及び競合からの防衛を行い長期的な

リレーション構築を目指すアカウントプ

ランニングフレームワーク

方法論 は原則的なフレームワークであり共通言語を持って営業プロセスを実行していく上でのベストプラクティス

CONCEPTUAL SELLING® WITH PERSPECTIVE (ILT,E-learning, vILT) –

洞察力に富んだ視点を顧客にもたらし、戦略的に顧客コミットメントの獲得を促しビジネスをより早く推し進めるための

ミーティング計画、準備、実行を実現するフレームワークを提供するプログラム

スキル は顧客との対話のまさに「その場」でアクションプランを実行し、顧客に的確にメッセージを伝えるために重要な要素である

SPIN® SELLING CONVERSATIONS (ILT, E-Learning, vILT) -洞察力に富んだ質問及びビジネス機会の創出、進捗を図る

ための顧客との対話を進める質問力強化プログラム

PROFESSIONAL SELLING SKILLS®  (ILT, E-learning, vILT) -顧客ニーズを理解し相互に有益で生産的な販売コールまた

はミーティングを実践する 基本スキルの構築プログラム

STRATEGIC SELLING® WITH 

PERSPECTIVE COACHING (ILT 

& vILT only)

「勝てる営業組織」を育てるための

コーチングフレームワークを提供す

るプログラム

CONCEPTUAL SELLING® WITH 

PERSPECTIVE COACHING (ILT 

& vILT only)

PROFESSIONAL SALES 

COACHING (ILT only)

「勝てる営業組織」を育てるための

コーチングスキルを提供する

プログラム

案件創出 案件管理 顧客リレーションの発展 コーチング

ステップ3：育成プログラム
診断結果に基づき個々人の育成計画及びプログラムを選択
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ラーニングジャーニー（イメージ）
診断結果～ペルソナマッチングによる育成方法確定

個々人のギャップと育成領域を特定
するためのアセスメント

営業ポジションと人材要件定義
のマッピング

ペルソナ毎のコンテンツ、テーラーメイドのコーチング、
ラーニングジャーニーを通じた定着と強化

役割に応じた能力開発のための
スキル・メソッドトレーニングの実施

コネクター

MERIS

人材要件定義:

Business 

Development Rep

コホート学習コンテンツ

> Strategic Selling with Perspective □ ■ ◙
> Conceptual Selling with Perspective □ ■ ◙

コンピテンシーに基づく個別学習コンテンツ

> Professional Selling Skills □ ■ ◙
> SPIN Selling Conversations □ ■ ◙
> Professional Sales Negotiations □
> Negotiate Success □ ◙
> Executive Impact ◙

> 説得力のあるセールストークの展開
> 取引影響者を特定する
> 購買者の無関心を解消する
> 取引影響者のニーズを把握する
> 顧客の課題を解決する
> 戦略的な質問
> 解決策を効果的に提示する

主なコンピテンシーギャップ

ビジョナリー

コーチングセッション
頻度：月次
ペルソナに合わせたコーチングプレイブック

非同期型学習
ラーニングジャーニーの前半にコンテンツを充実させる
デジタルラーニングんによる自己学習

グループ学習
所定のアプリケーションセッション

ラーニングスタイル

JORDAN

人材要件定義: 

Key Account Associate

コホート学習コンテンツ

> Large Account Management Process □ ■ ♦

コンピテンシーに基づく個別学習コンテンツ

> Conceptual Selling with Perspective □ ■ ◙
> Strategic Selling with Perspective □ ■ ◙
> SPIN Selling Conversations □ ■ ◙
> Professional Selling Skills□ ■ ◙
> Executive Impact ◙

□ ILT ■ VCE ◙ Digital ♦ Micro

> リレーションの維持

> 顧客の課題を解決する

> 顧客との繋がりを強化する

> アカウントマネジメント

> サービスを拡張する

> 企画・構成する

> 戦略立案・分析

コーチングセッション
頻度：隔週
ペルソナに合わせたコーチングプレイブック

同期型学習

• 数か月にわたるインストラクター主導の構造化され
たトレーニング

• 適用・応用セッション

グループ学習
自己選択でのアプリケーションセッション
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ラーニングジャーニー（イメージ）
ラーニング～定着・強化

メソッド
ラーニングコンテンツ
1. キックオフ

2. (コホート) Strategic Selling 
with Perspective and 
Conceptual Selling With 
Perspective 完了

• 取引影響者を特定する

• 取引影響者を管理する

• 取引影響者のニーズを理解する

3. セルフペースのデジタル
コンテンツ

コーチングキックオフ
1. アセスメントフィードバック

2. 育成プランの合意

3. 自分での振り返り

KF Sell: On the Job 
/CRM Plug-in
1. KF Sellの展開

2. メソッドラーニングの補足と定着
(リフレッシュ学習)

3. ベストアクションのインサイト提供

4. コーチングの必要性指摘

コーチングセッション
1. 1:1 案件レビュー/ミーティング
戦略レビュー(月次)

2. 1:1 Blue Sheet & Green 
Sheet レビュー

スキルトレーニング

コンピテンシーギャップに注力：

1. バリューメッセージワークショップ

2. SPIN プログラム(セルフペースデ
ジタル学習）

3. ロールプレー等

4. コーチングフィードバック

コーチングセッション
1. 1:1 案件レビュー/ミーティング
戦略レビュー(月次)

AI を活用したプラクティス
- additional

1. バリューメッセージ

2. 質問タイプ (SPIN SC)

3. 避けるべき言葉

アプリケーションワークショップ
1. 案件レビュー

2. グループでの振り返りセッション

3. アプリケーションセッション

Reinforcement App - additional

1. Weekly Reinforcement Activity

2. マイクロラーニング

3. スキル補強コンテンツ

4. ジョブエイド/コンセプトカード
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現状診断ワーク
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項目 スコア

1. 営業関連職種に関し、データに基づいた明確な人材要件定義があり利用している

2. 現在使用している人材要件定義は営業職におけるグローバルでのハイパフォーマーを基準とした特性をマッピングしたもので
ある

3. 職務要件定義は役割を基にしたコンピテンシーや能力評価を基にマッピングされている

4. 人材要件定義に対する個々人のスキルギャップ評価を定期的に実施している

5. 評価結果を営業社員個々人の育成及びラーニング計画に活用している

6. 評価を基にした営業社員育成プランやレポートは営業スキル、メソッド及びフレームワークをカバーした具体的なカリキュラム
と連動している

7. 現在提供または受講しているカリキュラムやプログラムは市場開拓に重要な案件創出、案件管理や顧客リレーションの拡大に
役立つツールが提供されている

8.  現在提供または受講している営業育成プログラムは様々な方法、媒体で提供されている（e-learning, バーチャルトレーニング、
集合研修等）

9. 既存の営業ラーニング及び育成プログラムは日々の業務で活用できるようマネージャーと営業担当者間でのワークフローと合
致している

10. 営業マネージャー及びリーダーは効果的なコーチングツールやフレームワークを用い全ての営業担当者に対し効率的なコー

チングやサポートができる

11. 営業リーダーは人材要件定義及び評価に基づいて特定されたスキルギャップにフォーカスしコーチングするよう努めている

12. 営業目標達成を推進するために必要なスキルやメソッド強化を図る統合的な仕組みやアプローチがある

合計スコア

方法: 

各項目内容に関し最も御
社の現状に即した状況を
1～5のスコア評価をしてく
ださい

1 = 全くそう思わない
2 = 思わない
3 = どちらともいえない
4 = そう思う
5 = 強くそう思う
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現状診断ワーク
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1. 質問１，２及び３のスコアを①に記入してください。こちらは人材要件定義に関するスコアとなります

2. 質問４，５及び６のスコアを②に記入してください。こちらは診断・評価に関するスコアとなります

3. 質問7，8及び９のスコアを③に記入してください。こちらは育成・ラーニング関するスコアとなります

4. 質問10，11及び12のスコアを④に記入してください。こちらは強化・定着化に関するスコアとなります

人材要件定義 診断・評価 育成・ラーニング 強化・定着化 合計スコア / 60

各ボックスは15点満点となります。 合計スコアは営業におけるタレントマネジメントの状況の参考指標となります

1 -24 = Random  （仕組みがなく、状況及び個人に依存）

25 - 37 = Informal （仕組みはあるがあまり運用されていない）

38 – 49 = Formal  （仕組みがあり運用されている）

50 -60 = Dynamic  （営業プロセスと統合された個々人の状況に沿った育成が実践されている）
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「顧客起点」のプロセス・テクノロジー・人材育成が統合されている組織
は営業パフォーマンスレベルが高い

より包括的かつ統合された育成・強化

アプローチ（営業プロセス及びプロセス

に沿ったタレントマネジメント）の導入

及び運用をしている企業では個人営業

目標達成率がより高い傾向がみられ

る

37.90%

53.30%

60.30%

82.40%

Random Informal Formal Dynamic

Average Quota Attainment

1-24 25-37 38-49 50-60

Source: CSO Insights 2018-2019 Sales Performance Study, n=886 
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1. 第1回・第2回セミナー 振り返り

2. セールスイネーブルメントにおける人材戦略の役割と現状

3. 世界トップ企業が取り組みむ業績向上に直結する人材戦略

4. シリーズ全体を通して

32

アジェンダ
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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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真のセールスイネーブルメント構築は営業部門だけではできない
組織的サイロを打破し事業部、管理部門の真の協業から生まれる

点の取り組みから線の取り組みへ！



© 2022 Korn Ferry 35

「顧客起点」のセールスイネーブルメント構築は組織カルチャー変革を
加速させるドライバーになる
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ACCELERATE REVENUE GROWTH |  Korn Ferry

「今」の勝率を上げ「明日」を創造する

36© 2022 Korn Ferry

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。



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

mailto:kenichiro.Nomiyama@kornferry.com
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組織的な「顧客起点」の営業協働プロセスとは何か

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

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 案件化 クローズ

リード：現地営業・GKAM

支援：海外営業・ソリューションCOE 等

リード：GKAM

支援：現地営業・海外営業・ソリューションCOE 等
組織

案件

ステージ

フォロー 契約

営業行動

プロセス

状況評価

関係性

ゴール

設定

貢献領域

特定

投資計画

策定

アクション

プラン
C-クラス

アプローチ

Up Sell / 

Cross Sell

リード醸成

提供可能な

示唆・

付加価値
アカウント

戦略


