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卒業論文要旨 
戦後の需要が供給を上回る「少品種大量生産」の時代から、現在、消費者に物が行き渡

り、「モノが売れない時代」をむかえている。新規顧客を獲得しようにも、顧客ニーズの多

様化により、従来の性別・年齢などだけでは顧客のセグメント化が困難になり、コストば

かりが上昇している。そこで、企業は「顧客中心」に考えることを求められ、顧客に対す

る対応を強化することの重要性が見直され始めた。このような背景において、

CRM(Customer Relationship Management)は多様化する顧客ニーズを把握し、個々の顧

客へのきめ細かい対応することで、顧客との良好な関係を長期的に維持・強化していくマ

ーケティング手法として注目を集めた。CRM とは、顧客接点での情報を統合管理し、顧客

との長期的な関係性を構築することで、製品・サービスの継続的な利用を促し、収益の拡

大を図る経営手法である。 

CRM が注目を集め、CRM システムを導入する企業が増加する一方で、CRM システムを

導入した企業の多くが、費用対効果が疑問であるという声をあげている。そこで、CRM 導

入効果測定が必要と考えた。しかし、現在そのようなものは体系化されておらず、自作し

ようにも簡単ではない。そこで、本研究では顧客管理システムを導入する場合の導入効果

の目標項目の抽出を図る。また、運用時に実績を評価するための評価基準を定めるための

手順の確立を研究の目的とした。 

CRM に期待される価値は多様であり、短期的に求められるものも年数をかけて戦略的に

求められるものもある。また、CRM への取り組みは企業ごとに異なり、CRM システムも

企業の特徴に合わせてカスタマイズが可能であり、同一ではない。さらに、CRM の目標項

目は営業担当者だけでなく、経営者をはじめ、CRM の取り組みに関係する多くの社内関係

者に理解されることが必要である。そのため、本研究でははじめに、CRM の導入に求める

効果項目の体系化を行った。CRM 導入に求める効果とその要因を、財務目標の４つの視点

と BSC の概念を連関させて、体系化し、CRM 導入効果参照モデルを作成した。 

 また、体系化された CRM 導入効果参照モデルを用いて、CRM 導入効果評価の導入・運

用手順の作成を行った。特に、CRM 導入効果参照モデルをもとに企業ごとにカスタマイズ

したものである CRM 導入評価表の作成に関しては、その企業の販売の商談プロセスに関係

する強み、弱み、機会、脅威を CRM 向けに提案した SWOT 図に記述するところから、具

体的な手順の提案を行い、それに関係する CRM 向け SWOT 分析テンプレート等のワーク

シートを作成した。 

 そして、TOKAI コミュニケーションズ社との共同研究によって、TOKAI コミュニケー

ションズ社の SaaS サービスの販売業務において、上記の手順群を適用させ、CRM 導入効

果管理表が作成可能であることを確認した。 
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第１章 序論 

1.1. 研究の背景 

戦後の需要が供給を上回る「少品種大量生産」の時代から、現在、消費者に物が行き渡

り、「モノが売れない時代」をむかえている。新規顧客を獲得しようにも、顧客ニーズの多

様化により、従来の性別・年齢などだけでは顧客のセグメント化が困難になり、コストば

かりが上昇している。そこで、企業は「顧客中心」に考えることを求められ、顧客に対す

る対応を強化することの重要性が見直され始めた。このような背景において、CRM は多様

化する顧客ニーズを把握し、個々の顧客へのきめ細かい対応することで、顧客との良好な

関係を長期的に維持・強化していくマーケティング手法として注目を集めた。 

CRM が注目を集め、CRM システムを導入する企業が増加する一方で、CRM システムを

導入した企業の多くが、費用対効果が疑問であるという声をあげている。そこで、CRM 導

入効果測定が必要と考えた。しかし、現在そのようなものは体系化されておらず、自作し

ようにも簡単ではない。 

 

1.2. 研究の目的 

前述の背景を踏まえ、本研究では顧客管理システムを導入する場合の導入効果の目標項

目の抽出を図る。また、運用時に実績を評価するための評価基準を定めるための手順の確

立を目的とする。 

なお、本研究は静岡大学情報学部湯浦研究室と株式会社 TOKAI コミュニケーションズ社

との共同研究により、顧客管理業務の実態を調査しながら進めていくことにした。 

 

1.3. 論文の構成 

本論文は全 6 章からなる。 

 

  第 1 章では、序論として本研究を行うにあたっての背景および目的を述べた。 

  第 2 章では、動向研究を踏まえたうえで、本研究でテーマとしている CRM の概要を述

べる。また、本研究の特徴となる BSC について述べる。 

  第 3 章では、現状の CRM の問題点を踏まえ、BSC の概念を用いた CRM 導入効果項

目の体系化について述べる。 

  第 4 章では、CRM 導入効果評価表の導入・運用手順について述べる。また、CRM 導

入効果評価表の作成方法について述べる。 

  第 5 章では、本研究の結論および、今後の展望を述べる。 
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 なお、参考にした文献などは、文末脚注の形で巻末に示した。 
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第２章 研究の背景・前提 

2.1. 業務要件に基づくサービスマネジメントへの期待と研究動向 

2.1.1.  SLA の概要 

SLA（Service Level Agreement）とは、IT サービスの利用者と提供者の間で契約を行う

際に、サービスの内容や範囲を取り決め、また、その品質をレベル別に定量的に評価し要

求水準を明確にするための契約である。なお、要求水準が満たせなかった場合のルールは

あらかじめ設けて、合意しておく。  

SLA を利用する利点は、SLA を締結することによって、現物のない IT サービスという

仕組みに対して、IT サービスの利用者と提供者の双方の間でサービスの品質について共通

認識を持つことができるという点である。 

 

SLA の概要を説明するにあたって、SLA に関連する概念であるサービスレベル項目とサ

ービスレベルマネジメントについても以下に述べる。  

サービルレベル項目（SLO：Service Level Objects）とは、セキュリティや運用、ネット

ワークなど領域ごとに SLA の内容を細かく分類したものである。SLO はシステムの特徴や

IT サービスの目的によって、多種多様な項目が設定される。  

サービスレベルマネジメント(SLM：Service Level Management)とは、サービスレベル

管理のことである。IT サービス提供者と利用者が合意した SLA を達成するためのサービス

レベルの維持、あるいは継続的な品質向上、サービス改善を図るマネジメント活動であり、

品質改善に対して計画、実施、点検、処置の PDCA サイクルを回してサービスレベル管理

を行う。 

 

2.1.2.  業務要件に基づくサービスマネジメントへの期待と研究動向 

クラウドシステムの一形態として SaaS（Software as a Service）の普及が進んでいる。

IT サービス管理・運用規則に関するベストプラクティスを調和的かつ包括的にまとめた一

連のガイドブックである ITIL（Information Technology Infrastructure Library）では、

サービスレベル管理として IT サービスの品質の維持、改善に関する運用プロセスを設けて

おり、その基盤として SLA を行うことを定めている。しかし、従来のサービスレベル管理

では技術要件の項目のみを扱っているため、SaaS が提供するアプリケーションの業務的品

質を管理することが困難である。 

そこで、静岡大学情報学部湯浦研究室では昨年度、クラウドシステム、特に SaaS サービ

スにおいて、従来の技術要件からの SLO 項目だけではなく、それを含めた業務要件の SLO
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項目の設定を行い、サービス品質の「見える化」を図り、さらに、業務要件の SLA を含め

たサービスマネジメント手順の提案を目的とした研究を行った。(参考文献[4][5][6]) 

この研究では、以下に述べる 3 つの成果が報告されている。まず一つ目は、業務プロセ

スとそこで作成・参照されるデータの区別のモデル化を行ったことである。製造業の財務

会計システムという限られた分野ではあるが、これらのプロセスやデータの体系付けや整

理を行うことで、性能要件や留意事項の把握が容易となった。二つ目は、販売管理プロセ

スのみの範囲ではあるものの、指標に従って一通りの要件を洗い出したことである。 そし

て最後は、PDCA サイクルを用いたマネジメント手順の提案ができたことである。SLA の

設定だけではなく、それを中心とした顧客とサービサーでのやり取りや授受される書類を

明示した。マネジメント手順では、JEITA の SLA ガイドラインのものをより詳細化し、書

類の体系を明確化できた。 

なお、この研究では、業務要件を含む SLA を設定する題材として、会計システムを取り

上げた。会計システムは、あらゆる企業が経営活動を行うために必要不可欠なシステムで

あり、財務会計においては法律で制度が決まっているため企業固有の業務が少ない。その

ため、サービスの特に品質を評価する対象として適切と判断したからである。 

 

 

2.2. CRM の概要 

本研究では CRM をマネジメント対象の例題とする。 

2.2.1.  CRM の概要 

CRM(Customer Relationship Management)とは｢顧客関係管理｣と訳すことができ、顧

客接点での情報を統合管理し、顧客との長期的な関係性を構築することで、製品・サービ

スの継続的な利用を促し、収益の拡大を図る経営手法である。1990 年代前半に米国で誕生

し、日本ではアンダーセン・コンサルティング(現在のアクセンチュア)によって 1998 年に

出版された｢CRM-顧客はそこにいる｣(参考文献[1])によって広く知られるようになった。 

 

2.2.2.  CRM－顧客はそこにいる 

CRM の概念については、先述の通り「CRM-顧客はそこにいる」で提起されているので

同書の概要を紹介する。同書では、顧客への目線の重要性を再認識すること、多くの企業

で休眠している「顧客との関係」を活性化するための考え方やアプローチの方法を示すこ

とを目的としていた。(参考文献[1]) 
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2.2.2.1. 現代の顧客管理業務 

1990 年代までに、数多くの企業が顧客満足活動(CS 活動)を取り入れてきた。顧客を理解

し満足させそして自社の永遠の顧客にしてしまおうという CS 活動の考え方自体は誤りで

はない。しかし、活動の成果があまり明確ではない、利益の拡大や社員の活性化に結び付

かないといった理由で従来の顧客満足活動は限界を迎えている。それは、市場の変化によ

り顧客の捕まえ方が変化しているからである。以下の図は供給側(企業)と顧客との関係性を

表したものである。 

 

 

図 2-1 供給側と顧客の関係性 

参考文献[1]をもとに編集 

 

戦後のモノが相対的に不足している時代においては、不足しているモノをより多く生産

する｢少品種大量生産｣が求められた。供給者と顧客の関係性は「配給」、配る配られるの関

係となっている。その後、供給設備が充実し、顧客ニーズの多様化に合わせて「多品種少

量生産」の時代を迎える。この時代の供給者と顧客の関係性は｢販売｣、顧客に選んで買っ

てもらう関係へと変化した。顧客のニーズは多様化していたが、性別・年齢など基本的な

情報で顧客のセグメント化が可能であった。そして現在、顧客の側に立って顧客の購買を

導くことが必要とされている。さらに、今後は顧客と企業が相互に内部化された「共創の

パートナー」となっていかなければ、企業は生き延びることができない。 

また、あまりにも多様化した選択肢と趣味的分野の増大により、顧客自身も自分のニー

ズが分からなくなっている。このように顧客のニーズが混淆化・曖昧化した状況の中で、

企業は顧客のセグメント化を適切に行い、｢顧客中心｣に考えることを求められている。さ

らに、情報技術の進歩により、｢顧客を理解する｣ための手段や「顧客に接する」為の手段

が増えていると言える。 
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2.2.2.2. CRM の目的・目標 

CRM には、カスタマー・リレーションシップ(顧客と供給者との関係性)の「再構築」が

求められている。顧客満足度を向上するために企業は、以下の 3 つの能力を身に付けた「顧

客エージェント」を目指す必要がある。 

・顧客の思いを理解する能力 

・高度な専門知識に基づいて商品・サービスを理解する能力 

・顧客の思いを商品・サービスへと翻訳する能力 

 

顧客の思いを理解するためには、顧客インサイトの適切な理解と活用が必要となる。顧

客インサイトとは、進化を続ける顧客に関して、企業が集積していく知見・理解のことで

ある。顧客インサイトを要する CRM のビジネスモデルを実現・運用していくには、実際に

顧客を接しているマーケティング、セールス、サービスの 3 つの業務プロセスにおける情

報が「組織の記憶」として一元的に形成されることが大切となる。顧客インサイトの活用

がどの程度できているかの指標はインサイト進化マップ(図 2‐2)で確認できる。 

 

 

図 2-2 顧客インサイト進化マップ 

参考文献[1]をもとに編集 

 

顧客情報の活用のレベルに応じて、マーケティングのレベルは変化する。もちろん、顧

客情報の活用のレベルが高い方が望ましい。顧客情報の活用のレベルは、業務活動、情報

技術、人・組織の 3 つの視点から判断することができる。今の時代、顧客情報を活用して

いない企業はごくわずかであろうが、顧客データベースを保有していても、正しく活用で

きている企業も多くない。流通とのデータベースの統合がなされ、データマイニング等の
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先進ソフトを活用した環境が整い、全社員が顧客データベース活用のためのスキルを保有

していて、実際の業務で顧客情報、履歴情報、見込顧客情報の収集・活用ができている状

態が望ましい。 

 

顧客を理解することができれば、次は顧客の思いを商品・サービスに翻訳することが求

められる。例えば、顧客視点で収益機会を考えることが大切である。顧客収益基盤は顧客

生涯価値(LTV[Life Time Value])の 4 軸で定義される。顧客生涯価値とは、1 人(1 社)の顧

客が取引期間を通じて、企業にもたらす価値(利益)のことである。顧客生涯価値を最大化す

ることで、企業の収益拡大につながる。 

 

図 2-3 収益機会の LTV 化 

参考文献[1]をもとに編集 

 

顧客生涯価値の 4 軸は、①顧客シェア、②商品範囲、③顧客時間、④顧客範囲である。

CRM を活用することで、従来なら難しかったことが容易になる。例えば、①顧客シェアの

軸では、CRM が未活用であると誰にどれだけ食い込むことができたのかが曖昧であるが、

CRM を活用すれば、顧客ごとの市場をきちんと把握することができ、各商品がどれだけそ

こに食い込んだかを知ることができる。 
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2.2.2.3. CRM の構造 

CRM の構造は以下の図で表すことができる。 

 

 

図 2-4 CRM の構造 

参考文献[1][2]をもとに編集 

 

CRM の構造の各項目について説明する。 

・企業目標 

企業が最終的に目指す目標。 

・顧客戦略 

顧客戦略の見直し・再構築は企業の命運をかけた取り組みであり、全社あるいは外部

の英知を集めて推進しなければならない。 

・顧客インサイト 

顧客理解・識別。顧客に関して企業が集積していく知見・理解 。 

・営業活動 

マーケティング、セールス、サービスといった業務プロセス。顧客インサイトに基づ

く受要の創造、顧客の獲得・維持を果たす必要がある。また、顧客インサイトへの貢

献、情報のフィードバックを行う。 

・CRM システム 

セールス、マーケティング、顧客サービスのアプリケーション群。SFA(Sales Force 

Automation)やコールセンターなど。 

 

企業が最終的に目指す目標が企業目標であるので、企業目標は 1 番上に位置する。企業

目標を実現するための戦略が顧客戦略にあたる。顧客戦略の提示する方向性に沿って、顧

客インサイトが活用され、実際に顧客と接する営業活動が遂行される。営業活動は、顧客
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情報を収集する場でもあり、顧客インサイトと営業活動は相互に関係を持っている。なお、

営業活動を技術面で支えるのが、CRM システムである。 

 

 

2.2.3.  CRM システムの主な機能 

CRM システムの主な機能は以下の通りである。例として、SugarCRM の機能一覧を紹

介する。 

 

 

図 2-5 CRM の主な機能 

SugarCRM のパンフレットをもとに作成 

 

主たる機能は、営業マンの直接支援にあたる、マーケティング管理、営業管理、サポー

ト管理の 3 つである。これらの活動をサポートするために、スケジュール管理、電子メー

ルなど、緑のエリアにあるような機能を携えている。以上の活動をより使いやすくするた

めに、橙のエリアに含まれる、システム管理、ユーザ管理、カスタマイズなどの機能を持

っている。特に、カスタマイズ機能は企業ごとに扱う情報が異なる CRM システムならでは

の機能と言える。 

 

2.2.4.  CRM システムの現状と課題 

CRM が注目を集め、CRM システムを導入する企業が増加する一方で、CRM システムの

導入効果(特に費用対効果)は必ずしも明確ではない。また、CRM システムの大半はクラウ

ド型システムであるため、自分でサーバ等の資産を持たないことから、自分の資産として

運用するオンプレミスのソリューションと比較してサービス解約の敷居が低い。しかしな

がら、膨大な経費を費やして導入したシステムを、効果が「出ていない」のではなくて、「見

えない」からという理由で手放すことは大変勿体無いことである。 

そこで、CRM 導入効果測定が必要となる。CRM の費用対効果を明確にすることで、既
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存顧客(導入企業)の顧客満足度の向上が期待できる。また、導入効果が低いユーザに対し、

早い段階での改善提案ができる。さらに、蓄積した既存顧客の測定結果から CRM の導入効

果を提示することで、費用対効果を見込み顧客に説明することができ、新規顧客(ユーザ)

の獲得率向上が期待できる。しかし、現在そのようなものは体系化されておらず、自作し

ようにも簡単ではない。 

 

 

2.3. BSC の概要 

2.3.1.  BSC 

BSC(バランス・スコアカード)は、ロバート S. キャプランとデビッド P. ノートンによ

って 1992 年に考案された、様々な企業戦略や企業目標を具体的に実現するための、業務評

価システムである。企業のビジョンと戦略から導き出した、「財務の視点」｢顧客の視点｣「業

務プロセスの視点」「学習と成長の視点」という 4 つの視点に基づく。これらの 4 つの視点

は、BSC のフレームワークを作っている。また、単なる業績評価システムではなく、製品、

業務プロセス、顧客、市場、そして企業組織の変革をもたらす、マネジメント・システム

である。(参考文献[3]) 

 

図 2-6 BSC のフレームワーク 

参考文献[3]をもとに作成 
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2.3.2.  BSC の 4 つの視点 

BSC は以下の 4 つの視点を持つ。 

・財務の視点 

財務的に成功するために、株主に対してどのように行動すべきか、という視点。企業

にとっての最終目標に当たる。 

・顧客の視点 

戦略を達成するために、顧客に対してどのように行動すべきか、という視点。 

・業務プロセスの視点 

株主と顧客を満足させるために、どのような業務プロセスに秀でることが求められて

いるか、という視点。 

・学習と成長の視点 

戦略を達成するために、どのようにして変化と改善のできる能力を維持するか、 

という視点。 

 

2.3.3.  BSC の 4 つの視点の関係 

 

図 2-7 BSC の戦略マップ 

参考文献[3]をもとに作成 

 

図は、企業における戦略マップの例である。図のように BSC の 4 つの視点のそれぞれに

は、戦略目標が設定され、戦略目標同士の関係が定義される。たとえば、一般的な企業は

財務の視点での売上や利益の拡大が最終目標となるが、そのためには、顧客満足度向上な

ど顧客の視点の戦略達成が必要となる。顧客の視点の戦略達成には納期の厳守など業務プ

ロセスの視点の戦略達成が必要となる。業務プロセスの視点の戦略達成には経営者・従業



17 

 

員等の、個人の能力の向上や、技術・知識の蓄積と活用など、学習と成長の視点における

戦略達成が求められる。さらに、学習と成長の視点の更なる充実を図るためには、企業の

利益を増大させることが必要となり、財務の視点での戦略の実現が必要となる。つまり、

全ての視点の戦略は互いに関わり合いを持っている。 
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第３章 CRM 導入効果項目の体系化 

3.1. 体系化の背景と要件 

CRM に期待される価値は多様であり、短期的に求められるものも年数をかけて戦略的に

求められるものもある。また、CRM への取り組みは企業ごとに異なり、CRM システムも

企業の特徴に合わせてカスタマイズが可能であり、同一ではない。さらに、CRM の目標項

目は営業担当者だけでなく、経営者をはじめ、CRM の取り組みに関係する多くの社内関係

者に理解されることが必要である。そのため、本研究では、対象業務を限定して、CRM の

導入に求める効果項目の洗い出しと、BSC に基づく項目の関係付けを行うことで、体系化

を進め、CRM 導入効果参照モデルの作成を行った。 

 

 

3.2. 体系の特徴 

3.2.1.  4 つの財務目標 

CRM 導入効果項目の体系の特徴の１つとして、全社的に理解されている「売上高」、「利

益率」、「収益性」、「総資産利益率(ROA：Return on Assets)」の 4 つの財務目標を中心に導

入効果項目のカテゴリー分けを行った点がある。CRM システムと 4 つの財務目標の連関の

特徴として以下の点を挙げることができる。売上高の上昇は、営業マンの生産性の向上に

よってもたらされる。利益率は顧客の効果的な絞り込み、製品/サービス・ミックスの改善、

顧客への付加価値の創造によって拡大できる。収益性は、一般的にコスト回避あるいはコ

スト削減によって増加する。通常、CRM システムは資産を膨らませることから、ROA の

増加は一般的に売上の大幅な増加か、在庫やオフィスなどの資産を減らすことで達成され

る。(参考文献[2]) 

なお、本研究では、4 つの財務目標以外の取り組み目標も含めて、BSC の概念を用いて

項目を関連付けた。 

 

3.2.2.  CRM 導入効果参照モデルの対象範囲 

CRM 導入効果参照モデルでは、獲得すべき価値とそれを生む原因の関係を主軸とした。

獲得すべき価値が明確なシステムでは、価値と原因よりも、価値を生む業務プロセスを主

軸に体系化している事が多い。第 2 章で紹介した会計システムを題材とした研究でも、業

務プロセスやそれぞれのプロセスで達成すべきことが比較的明らかなので、プロセスごと

に品質基準など既存の体系に沿って評価項目を洗い出していた。しかし、本研究で題材と
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している CRM は、そもそも何を目的とするかが自明ではない。そこで、CRM 導入に期待

できる効果と、その要因の関係を主軸として研究を進めた。 

CRM システムは営業業務で活用されるのだが、営業業務は企業によって大きく異なって

いる。そのため、CRM を題材とする本研究で業務プロセスを細かく定めてしまうと専門的

になってしまい、広く活用できなくなってしまう。そこで、一般的な営業プロセスのモデ

ルを定め、CRM 導入に期待できる効果とその要因の項目には曖昧さを残したまま体系化を

行った。本研究で定めた営業プロセスのモデルは以下の図のようになる。 

 

 

図 3-1 一般的な営業プロセスのモデル 

参考文献[2]をもとに作成 

 

なお、本研究では、商談プロセス群(計画・販売前・販売・販売後)に限定した活動の成果

を評価する。CRM システム導入は、商談での効果が大きく、かつ他のプロセスでは成果が

計測しにくいと判断したためである。実務との整合性を図るため、TOKAI コミュニケーシ

ョンズ社へのヒアリング等を踏まえて、暫定的に各プロセスに該当するサブプロセスを整

理した。 

 

 

図 3-2 商談プロセスとサブプロセス 
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3.2.3.  顧客の絞り込み 

本研究の CRM 導入効果項目の体系化では、顧客候補を絞り込んでいく過程を注目点の 1

つとしている。そのため、顧客の名称を区別して定義した。以下の図は各営業プロセスに

おける顧客の絞り込みの様子を示している。 

 

 

図 3-3 顧客の絞り込み 

 

・ターゲット客：顧客側の関心の有無に関わらず、販売側がアプローチをする対象とな

る顧客。 

・顧客候補：ターゲット客の内、関心を示した企業のみ顧客候補として管理する。「関心

を示す」といった場合には、グループ企業や既存顧客からの紹介を受けたり、直接 HP

等を閲覧したりして顧客側からアプローチをしてくる場合と、自社が催したセミナー

等に参加した企業の内、興味を示してくれそうな企業にこちらからアプローチをする

場合がある。 

・有望な顧客候補：顧客候補の内、実際に商談にまで持ち込めそうな企業。この段階で、

ある程度大きく絞り込むことができると、営業マンは限られた顧客に手厚い対応がで

きるようになり、商談失敗の可能性が小さくなり、損失が少なくなる。 

・商談先：秘密保持契約(NDA)を結び、商談段階にある顧客。 

・取引先：契約を結ぶことのできた顧客。すなわち、商談が成功した顧客を指す。 
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3.3. BSC を導入した CRM 導入効果項目の体系の作成方法 

CRM 導入効果項目の設定は、以下の図にまとめた。 

 

 

図 3-4 CRM 導入効果管理項目の設定の手順 

 

図に示した CRM 導入効果参照モデルの作成の手順を追いながら説明する。 

 

≪Step1≫ 目的のリストアップ 

第 2 章で紹介した「CRM 顧客はそこにいる」(参考文献[1])では、経営目線で CRM の

導入の目的を語っていた。現場目線での CRM 導入の目標については「CRM 入門」(参考文

献[2])で広く紹介されていた。そこで、本研究では「CRM 入門」を参考に、CRM システム

導入の目的のリストアップを行う。 

<Step1-1>経営陣がCRMシステム導入に期待する効果の対象業務カテゴリーを 4つの柱

ごとに検討した。 

表 3-1 財務目標と対象業務カテゴリー 

 

財務目標 対象業務カテゴリ-
営業マンの市場担当領域
顧客管理
販売機会のマネジメント
管理職
製品
サービス
付加価値
顧客管理
支援的業務
トレーニング
事務処理
販売管理
販売予測
顧客セグメンテーション

売上高

利益率

経費(収益性)

ROA
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◇売上高 

・営業マンの市場担当領域：営業マンは効率的かつ効果的に各自の割り当て業務をこ

なすことが求められる。 

・顧客管理：営業マンは歩留まりを最大化するために顧客数を増やすことが求められ

る。 

・販売機会のマネジメント：営業マンは販売機会を追跡し、効果的に優先順位づけを

行うことが求められる。 

・管理職：現場の管理職は、部下への経営方針や経営目標の浸透および、効果的な営

業活動を実行するための指導をする必要がある。 

 

  ◇利益率 

・製品：利益率の高い製品を優先し、最も付加価値の高い製品を顧客に販売すること

が求められる。 

・サービス：営業部隊はサービスの提供に重点を置き、契約を更新することが求めら

れる。 

・付加価値：営業部隊は価値を重視し強調することが求められる。 

・顧客管理：営業部隊は浸透と獲得すべき顧客を正しくターゲットとすることが求め

られる。 

 

 ◇経費(収益性) 

・支援的業務：販売組織および企業内のサポート部門が利用するツールの多くは、顧

客に対するサービス業務の処理を行っているため、効率的な業務が求められる。 

・トレーニング：多くの企業にとってトレーニング費は予算の大半を占めるにも拘わ

らず、営業部隊の多くは依然としてトレーニング不足であるとされている。そのため、

採算のとれるトレーニングを実施すべきである。 

・事務処理：非販売型の業務であるが、通常は膨大な数の社員が係わっており、効率

が良いことが求められる。 

・販売管理：販売資源、資源の配分・割り当て、営業マンの適切な割り当てなど、効

率の良い管理が求められる。 

 

◇ROA 

・販売予測：企業全体の在庫削減のためには、正確で迅速な販売予測が求められる。 

・顧客管理：在庫水準を抑えるために、顧客の絞り込みを適切に行うことが求められ

る。 
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<Step1-2>対象業務カテゴリーごとに、その要因を検討し、リストアップした。 

<Step1-3>その要因を改善することで期待できる効果(CRM 導入の目的)を検討した。 

 

この Step では、「2.2.2.2. CRM の目的・目標」で説明した CRM の目的・目標を活用し

た。 

Step1 で作成した CRM 導入効果項目の一部を紹介する(表 3-2)。例えば、営業マンの市

場担当領域のカテゴリーでは、営業マンは効率的かつ効果的に各自の割り当て業務をこな

すことが求められていたので、担当業種・地域を適格に設定(要因)することで、テリトリー

の歩留まりを高める(期待できる効果)ことができると判断した。 

なお、表 CRM 導入効果項目一覧は付録 1 として記載した。 

 

表 3-2 CRM 導入効果項目 (一部抜粋) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財務目標 対象業務カテゴリ- 要因 期待できる効果
営業マンの離職率 テリトリーの侵蝕の防止
新製品の浸透 新製品を注文する顧客数
担当業種・地域の適格な設定 効率的な担当業種・地域はテリトリーの歩留まりを高める

継続的な購入
非販売時間の削減はフェースタイムを増加する

浸透 顧客内シェア
価値 顧客が受け取った価値を認識する
顧客維持 安定した取引の源泉
顧客獲得 新しい収入源
返品 間違った製品あるいは数量の販売
商談の迅速化(商談期間の短縮) 取引が成約するまでの時間を短縮する
絞り込み管理(ファネル管理) 効率の良い判定と成約
顧客候補管理 追いかけ勧誘
新製品の投入 活動に優先順位をつける
動機づけ 販売意欲
トレーニング スキルと知識が取引獲得と相関
指導 現場の管理職による社員の能力開発

売上高

営業マンの市場担当領域

フェースタイム

顧客管理

販売機会のマネジメント

管理職
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≪Step2≫ BSC による関係の整理 

<Step2-1>Step1 で定めた要因ごとに BSC による整理を行った。 

<Step2-2>BSC の業務プロセスに該当する項目が多かったため、業務プロセスに関して

のみ、対象となる業務プロセスとの対応付けを行い、業務プロセス順に整理した。 

 

Step2で作成したCRM導入効果項目のBSCによる整理の結果の一部を紹介する(表3-3)。

業務プロセス群に分類された項目のうち、計画プロセスに分類された項目の一覧である。

CRM 導入効果項目の BSC による整理の結果の一覧は付録 2・3・4 として記載した。 

 

表 3-3 CRM 導入効果項目の BSC による整理‐業務プロセス (一部抜粋) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プロセス 財務目標 対象業務カテゴリ- 要因 期待できる効果
売上高 営業マンの市場担当領域 担当業種・地域の適格な設定 効率的な担当業種・地域の設定はテリトリーの歩留まりを高める

継続的な購入
非販売時間の削減はフェースタイムを増加する

経費 販売管理 資源の割り当て 正しい顧客に正しい資源を投入する
経費 販売管理 顧客の担当業種・地域 営業マンの要員数の適格さ・充足度
ROA 販売予測 精度とスピード 在庫削減
ROA 顧客セグメンテーション ターゲット化 在庫調整に伴う平均割引率
ROA 顧客セグメンテーション 全製品ラインの販売 予測しやすい販売と割引率

販促費用、営業努力、利益率への影響
計画

売上高 営業マンの市場担当領域 フェースタイム

経費 支援的業務

販促：
一般的に膨大なセールスおよび
マーケティング資源、そして割引
製品を伴う。効果的に設計、販
売、あるいは販促活動が実施さ
れているかが重要なポイントであ
る。
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≪Step3≫ 導入効果測定のための指標の策定 

<Step3-1>導入の効果を測定するための指標を定めた。 

<Step3-2>指標の算出方法を検討。 

<Step3-3>計測に必要なパラメータを検討。 

 

Step3 で作成した CRM 導入効果項目を測定するための指標の一部を紹介する(表 3-4)。

CRM 導入効果項目を測定するための指標一覧は付録 5 として記載した。 

 

表 3-4 CRM 導入効果項目を測定するための指標 (一部抜粋) 

 

 

 

 

 

 

 

以上の 3 つの Step を経て、CRM 導入効果参照モデルが作成できた。本研究では、BSC

のジャンル分けで業務プロセスに該当する範囲で、73 項目の指標を定めた。上記の手順で

作成した項目の一覧は付録 1~5 に記載した。 

なお、この方法で継続的に CRM 導入効果項目の継続的な改善が可能である。 

 

期待できる効果 指標 商談における入力情報／取得方法 計測に必要なパラメータ

効率的な担当業種・地域の設定
はテリトリーの歩留まりを高める

目標担当業種・地域に対す
る実際の担当業種・地域の
割合(%)

計画時に営業員が担当するターゲット

客数と、計画したターゲット客のうち
実際にアプローチしたターゲット客数
を比較する。

計画時の営業員の担当ターゲット客
計画したターゲット客のうち実際にアプ
ローチしたターゲット客

継続的な購入 購入する顧客(%)
既存顧客数と、成約した商談での顧客
数を比較する。

既存顧客
商談の成否

非販売時間の削減はフェースタ
イムを増加する

フェースタイム(%)

顧客との面接時間を商談履歴に記録す
る。
営業員の勤務時間と、顧客との面接時
間を比較する。

商談における顧客との面接手段（手段別
の集計が必要な場合）
商談における顧客との面接時間
営業員の全稼働時間

販促活動で捉えたターゲッ
ト客の割合(%)

販促活動で応答のあったターゲット客
数と、販促活動の対象とした客数を比

較する。

販促でアプローチした顧客数
販促で応答のあったターゲット客数

先渡取引の割合（%）
成約した商談の総数と、成約した商談
のうち先渡し取引として契約された件
数を測定する。

商談の成否
顧客との契約の取引条件

販促がもたらした新規取引
の売上（額または%）

販促活動から成約に至った商談での総
売上高と、全体の成約した商談での総

売上高を比較する。

商談の顧客候補ソース
商談での売上

販促によるROIまたは利益
への貢献度

販促活動から成約に至った商談での総
売上利益と、全体の成約した商談での
総売上利益を比較する。
※ 計測が容易であることからROIではな

く利益への貢献度を測る

商談の顧客候補ソース
商談での売上利益

販促費用、営業努力、利益率へ
の影響

Step3-1 指標 Step3-2 指標の算出方法 
Step3-3  

計測に必要なパラメータ 

Step1 CRM 導入に期待できる効果 
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第４章 CRM 導入効果評価表 

4.1. 背景と前提・要件 

CRM 導入効果評価表は、第 3 章で作成の手順を明記した CRM 導入効果参照モデルを企

業ごとにカスタマイズしたものである。企業ごとに、企業戦略が異なる点や、市場が異な

る点に対応するために、導入効果参照モデルをもとに、企業の方針に従って優先順位をつ

けながら項目を選択していく。さらに、経営戦略への適合性評価だけでなく、営業の運用

性評価も考慮して項目を選ぶ必要がある。 

 

 

4.2. CRM 導入効果評価表の特徴 

4.2.1.  CRM 導入効果評価表の特徴 

CRM 導入の目標効果の重大さだけでなく、施策の運用性、施策と目標効果の関係の強さ、

および施策同士の関連性を考慮して項目の選択をできるようにした。さらに、要因分布図

を作成することで、経営視点での評価と営業現場の観点での評価を 1 つの図で表示し、項

目選択の判断を支援するようになっている。 

 

4.2.2.  CRM 向け SWOT 分析 

本研究では、経営陣が求める CRM システム導入の効果を明確化するために、SWOT 分

析を用いる。SWOT 分析とは、外的環境に潜む機会・脅威を考慮した上で、強みと弱みを

確認するためのものである。SWOT 分析は、表左上に強み(Strengths)、右上に弱み

(Weaknesses)、左下に機会(Opportunities)、右下に脅威(Threats)という構成になっている。 

本研究では CRM システム導入に求める効果をより明確化できるように、CRM 向け

SWOT 分析テンプレートを作成した。 
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図 4-1 CRM 向け SWOT 分析テンプレート 

 

強みには、「製品・サービス」「営業マンの能力」「顧客からの信頼」という項目を挙げた。

特に｢顧客からの信頼｣は顧客管理ならではの観点にあたる。顧客との長期的な関係を築く

ために重要である。弱みには、「自社の体制」「業務効率」「業務スピード」「知識共有」と

いう項目を挙げた。特に「知識共有」に関しては過去事例が有効利用できているかに注目

することで、顧客情報の蓄積・活用に言及できると考えた。機会には「顧客層(市場)の広が

り」「新たな製品やサービスへの期待・需要」「顧客体制・キーパーソン」という項目を挙

げた。特に、「顧客体制・キーパーソン」は顧客理解ができているかを把握するためのもの

である。脅威には、「顧客層(市場)やニーズの変化」「市場激化」を主たる項目とし、顧客管

理には直接関係はないが、企業活動の上で欠かすことのできない「競合企業との差」を付

随項目として挙げた。 

 

 

 

 



 

28 

 

4.3. CRM 導入効果評価の導入・運用手順 

CRM 導入効果評価の導入・運用手順を以下の図に示す。 

 

 

図 4-2 CRM 導入効果評価の導入・運用手順 

 

4.3.1.  CRM 導入効果評価の導入 

CRM 向け SWOT テンプレートの記述を行い、要因分布図の作成、導入効果項目の選択

を行い、導入効果評価表の作成をする。導入効果項目の選択については「4.3 CRM 導入

効果項目の選択手順」で説明する。CRM システム導入前後の項目値を比較するために、開

始時の値を測定する。開始時の値は既存の会計システム等で代用できるものもあれば、CRM

システム導入後でないと計測できないものもあるので、ヒアリングを行いながら可能な範

囲で収集する。次に、開始時の値を参考に目標値を設定する。目標値の設定の際には、CRM

導入効果に対するレベル管理指標を参考にしたいと考えているが、現在指標の作成には至

っていない。なお、レベル管理指標の作成において、第 2 章で紹介した「業務要件に基づ

くサービスマネジメント」(参考文献[4][5][6])の成果を活用できると考えている。以上を踏

まえて、実績を記録する。CRM 導入後の実績値は、CRM 導入効果参照モデルに記載した

指標の計測方法で収集できる。開始時の値と、実測値、目標値との差を求めることで、CRM

導入の効果を図ることができる。 
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4.3.2.  CRM 導入効果評価の継続的運用 

CRM 導入効果評価は 1 度行うだけでは意味がなく、継続して行う必要がある。実績の記

録を踏まえて、経営視点、現場視点の双方で、必要に応じて評価項目・目標値の見直しを

行い、改めて項目値の測定を行う。この作業を繰り返すことで、短期的な効果、年数をか

けて戦略的に得られる効果の双方を可視化することができ、効果的な CRM の運用につなが

る。 

 

 

4.4. CRM 導入効果項目の選択手順 

CRM 導入評価項目の選択手順は、以下の図にまとめた。 

 

 

図 4-3 CRM 導入評価項目の選定の手順 

 

図に示した CRM 導入評価項目の選定の手順を追いながら説明する。 

 

≪Step1≫CRM 向け SWOT 分析テンプレートの記入 

CRM 導入企業には、企業戦略を明確化するために、経営陣を中心に現場担当者も含めて、

SWOT 分析テンプレートに、経営環境として注視すべき項目の記入をする。なお、以後の

Step での作業効率を考慮し、各項目に S1,S2,…W1,…といった管理番号を振り分ける。 

 

≪Step2≫要因分布図作成のための準備 

(a) 経営陣には、Step1 で定めた各 SWOT 項目に戦略上の重要度を 5 段階に分類する。な

お、この作業は Step1 で使用した SWOT 分析テンプレートに追加記述して行う。 
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(b) 現場担当者には、CRM 導入効果参照モデルの要因項目ごとに、CRM 導入の効果の出し

やすさを 5 段階に分類する。実際の業務施策を一緒に検討できると良い。この段階で、

業務施策を決定できない場合は、最終的に要因決定した後に、必要な項目分のみ検討す

ることになる。この作業では「CRM 導入の効果の出しやすさの設定シート(付録 6)」を

使用する。 

(c) 経営主導の企業では経営陣が、現場主導である企業では現場担当者が、主導となって、

CRM 導入効果参照モデルの要因項目ごとに関連する SWOT 項目を対応付ける。対応付

ける SWOT 項目は複数でも良い。なお、複数選択した場合は各要因につき、1 番関連

の強い SWOT 項目１つを定める。この作業では「要因と SWOT 項目の関連度の設定シ

ート(付録 7)」を用いる。 

 

≪Step3≫要因分布図の作成 

<Step3-1> (a)と(c)を対応付けて計算することにより、経営戦略上での重要性を判断

する値を算出する。具体的な計算方法は「4.5.CRM 導入評価表の作成手順の適用」で

紹介する。この作業では「要因分布図作成用計算シート(付録 8)」を用いる。 

<Step3-2> (b)を横軸、<Step3-1>で算出した経営戦略上での重要性(a×c)を縦軸とし

て分布図を作成する。 

<Step3-3> 分布図上の項目を対象カテゴリーごとに結び付け、カテゴリー群を作成す

る。 

 

≪Step4≫優先すべき評価項目の選定 

分布図上のカテゴリー群右上から順に優先すべき評価項目とする。 

 

 

4.5. CRM 導入評価表の作成手順の適用 

本研究では CRM 導入評価表の作成手順を、TOKAI コミュニケーションズ社に CRM シ

ステムを導入することを想定して、実践していただいた。株式会社 TOKAI コミュニケーシ

ョンズ社は、昭和 52 年創立された静岡市に本社を構える IT サービス会社である。 

 

TOKAI コミュニケーションズ社が作成した SWOT 分析シートは以下の通りである。

Step2(a)の戦略上の重要度の 5 段階も記載したものを紹介する。今回は、重要度が高いもの

から順に【A,A’,B,B’,C】の 5 段階で表記してある。なお、各項目に振られた番号は今後の

作業で使用する管理番号である。 

 

 



 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-4 TOKAI コミュニケーションズ社版 CRM 向け SWOT 分析シート 

 

次に Step2 で各設定を済ませた後に、要因分布図作成用計算シートを用いて、分布図作

成のための計算を行った。 

Step2(a)で定めた SWOT 項目の戦略上の重要度は図の赤色の線で囲まれた箇所に記載さ

れている。A→5 点、A’→4 点、B→3 点、B’→2 点、C→1 点に変換して CRM 導入の効果の

出やすさを計算する。 

Step2(b)で定めた要因改善の効果の出しやすさは図の青色の線で囲まれた｢効果｣の列に

記載されている。A→5 点、A’→4 点、B→3 点、B’ →2 点、C→1 点に変換して計算する。 

Step2(c)で定めた要因と SWOT 項目の関連度は図の緑色の線で囲まれた箇所に記載され

ている。 

 

以上の設定を踏まえて、CRM 導入評価表の作成のために、優先すべき要因の選択を行う。 

「優先すべき要因決定のための公式(図 4-5)」の値が大きいものほど優先すべき要因となる。 

 

 

図 4-5 優先すべき要因決定のための公式 

 

具体的な計算方法を説明する。要因分布図縦軸になる戦略上の重要性は(a)×(c)で算出す

る。計算を容易にするために、要因分布図作成用計算シート(付録 8)を用いる。Step2(c)で

○(◎)がついている項目に対応する Step2(a)の SWOT 項目の点数を下段に書き出した。な

お、各要素の中で 1 番関連が強いとされている◎がついた項目は SWOT 項目の点数を 2 倍
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して利用する。各要素に関連する SWOT 項目の点数を合計したものが表の右端の合計点と

なる。例えば、1 番上の段、「担当業種・地域の適格な設定」では、W1,W8,O1,O2 と関連

があると選択しているので、W1 の 3 点、W8 は◎がついているので W8 に与えられた 3 点

を 2 倍した 6 点、O1 の 4 点、O2 の 3 点を足して、合計点が 16 点となっている。 

 

表 4-1  TOKAI コミュニケーションズ社版 要因分布図作成用計算シート 

 

 

 

 

 

S1 S2 S3 S4 S5 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 O1 O2 O3 O4 O5 T1 T2 T3
A B B’ C A B B' C C C C C B B' A' B B C C C B C

カテゴリー 要因 効果 5 3 2 1 5 3 2 1 1 1 1 1 3 2 4 3 3 1 1 1 3 1 合計
あ 担当業種・地域の適格な設定 A' ○ ◎ ○ ○

4 3 6 4 3
い フェースタイム A ○ ◎ ○

5 5 4 3
う 商談の迅速化(商談期間の短縮) B' ○ ◎ ○ ○ ○ ○

2 2 2 3 2 1 1
え 絞り込み管理(ファネル管理) B ○ ◎ ○ ○

3 3 6 1 3
お 顧客候補管理 B ○ ○ ◎

3 2 3 6
か 新製品の投入 A' ◎ ○ ○ ○ ○

4 6 2 5 4 3

き 製品ミックス A ◎ ○ ○ ○
5 10 2 3 1

く 新製品の浸透 A' ◎ ○ ○ ○ ○
4 6 2 5 4 3

け 積極的なサービス販売 A' ○ ○ ◎ ○
4 3 2 4 3

こ サービス契約の更新 A ○ ◎ ○ ○ ○
5 3 10 1 1 3

さ 「価値の証明」（POV) A' ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○
4 3 4 1 5 3 3 1

し 値引き A ○ ◎
5 3 2

す B ◎ ○
3 10 3

せ B ○ ◎
3 2 6

そ 信用調査 B' ○ ◎

2 3 2
た サンプル管理 C ○ ◎ ○

1 3 6 3
ち 見積もり/提案 A ◎

5 6
つ カタログ・資料 C ○ ◎ ○

1 3 6 3
て 発注状況 C ○ ◎

1 3 2
と 注文処理 C ○ ◎

1 3 2
な 販促 B' ○ ○ ◎ ○

2 3 1 6 1
に 訪問レポート A' ◎ ○

4 6 1
ぬ 販売予測 B ◎ ○ ○

3 6 1 3
ね 経費報告書 C ◎

1 2

の 資源の割り当て B' ◎ ○ ○ ○ ○
2 6 2 3 4 3

は 顧客の担当業種・地域 B' ○ ◎ ○ ○ ○
2 1 6 3 3 3

ひ 例外承認 B' ◎ ○ ○
2 6 1 1

ふ 精度とスピード B ◎ ○ ○
3 6 1 3

へ ターゲット化 B ◎ ○ ○
3 6 3 1

ほ 全製品ラインの販売 C ○ ○ ◎ ○ ○ ○
1 5 2 10 3 3 1
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次に Step3 分布図の作成を行った。グラフ横軸に CRM 導入の効果の出しやすさ(b)、縦

軸に戦略上の重要性(a×c)をとる。なお、各要因に[あ]~[ほ]の文字を割り当て、グラフの座

標の目印とした。例えば、1 番上の段、「担当業種・地域の適格な設定」では、横軸に当た

る CRM 導入の効果の出しやすさが A’ なので 4 点(横軸)、戦略上の重要性に当たる合計点

が 16 点(縦軸)なので、(4，16)の位置に[あ]の座標をとった。 

完成した分布図は以下のようになった。 

 

 

図 4-6 TOKAI コミュニケーションズ社版 要因分布図 

 

各カテゴリーを線で結ぶことで、カテゴリー群を捉えやすいようになっている。 

この分布図を元に、例えば、[く][き]の分布から「製品」カテゴリーの改善が最優先課題に

なると判断した。優先カテゴリーとしては、[あ][い]の「営業マンの市場担当領域」、[さ][し]

の「付加価値」、[け][こ]の「サービス」のカテゴリー群を挙げることができる。 

 

以上の手順を踏まえて、作成した TOKAI コミュニケーションズ社向け CRM 導入効果評

価表は以下のように作成できた。

戦略上の重要性

25
24 ほ
23
22
21
20 さかく
19
18 の こ
17
16 は あ き
15
14
13 えす
12 たつ け い
11 うな お
10 ふへぬ
9
8 ひ せ
7 に
6 ち
5 てと そ し
4
3
2 ね
1
0

1 2 3 4 5 要因改善の
効果の出しやすさ
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表 4-2  TOKAI コミュニケーションズ社向け CRM 導入効果評価表 

プロセス 対象業務カテゴリ- 要因 期待できる効果 指標 商談における入力情報／取得方法 計測に必要なパラメータ
販売された平均製品ライン数 成約した商談の総数と、成約した商談で

の製品ライン数を計測する。
商談の成否
販売した製品の製品ライン

平均利益率 成約した商談の総数と、成約した商談での
売上高および利益を計測する。

商談の成否
商談の売上高
商談の利益

売上高の内、新製品が占める割合(%) 成約した商談の総売上と、成約した商談
での新製品の売上を比較する。

商談の成否
商談の製品毎の販売(見積)価格
販売した製品

ノルマに対する新製品販売の割合(%) 営業員毎の売上ノルマと、営業員毎の制
約した商談での新製品の売上を比較す
る。

営業員毎の売上ノルマ
商談の成否
商談の製品毎の販売(見積)価格
販売した製品

担当業種・地域の適格な設定

効率的な担当業
種・地域の設定は
テリトリーの歩留
まりを高める

目標担当業種・地域に対する実際の
担当業種・地域の割合(%)

計画時に営業員が担当するターゲット客
数と、計画したターゲット客のうち実際
にアプローチしたターゲット客数を比較
する。

計画時の営業員の担当ターゲット客
計画したターゲット客のうち実際にア
プローチしたターゲット客

継続的な購入
購入する顧客(%) 既存顧客数と、成約した商談での顧客数

を比較する。
既存顧客
商談の成否

非販売時間の削
減はフェースタイ
ムを増加する

フェースタイム(%) 顧客との面接時間を商談履歴に記録す
る。
営業員の勤務時間と、顧客との面接時間
を比較する。

商談における顧客との面接手段（手段
別の集計が必要な場合）
商談における顧客との面接時間
営業員の全稼働時間

「価値の証明」（POV)
顧客に価値志向を
植えつける

ターゲット客に対する「価値の証
明」のプレゼンテーション数

商品の特徴や機能、商品の導入効果、競
合商品に対する優位性の説明を主体とし
たプレゼンテーションの回数を計測す
る。

商談での訪問目的種別

平均値引き（%） 成約した商談の総売上と、成約した商談
の値引の総額を比較する。

商談の成否
商談の売上
商談の値引

値引きした製品品目数 成約した商談の製品数と、成約した商談
の値引した製品数を比較する。

商談の成否
販売した製品
販売した製品毎の値引額

総売上高に対するサービス収入の割
合(%)

成約した商談の総売上と、成約した商談
でのサービスの売上を比較する。

商談の成否
商談の製品毎の販売(見積)価格
販売した製品

サービスを利用する顧客の割合 顧客の総数と、サービスを利用する顧客
数を比較する。

顧客企業
顧客と契約中の製品

サービス契約の更新
既存製品の売り上
げと利益率を拡大

更新された契約の割合(%) 顧客との契約の総数と、一定期間内（通
常は１年）で更新された契約数を比較す
る。

契約
契約の更新履歴

販売 製品

製品ミックス
平均利益率の向
上

新製品の浸透
平均利益率の向
上(新製品は高利
益率と想定)

サービス

積極的なサービス販売

平均利益率の向
上(サービスが利
益率を拡大すると
想定)

販売

営業マンの市場担当領域

フェースタイム

計画

付加価値

値引き 価格戦略
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第５章 結論 

5.1. 結論 

本研究では、近年注目を集めている CRM システムに着目した。CRM システムは他のシ

ステムとは異なり、導入効果が不明瞭であることが導入の課題とされていた。そこで、湯

浦研究室で前年までに取り組まれていた「業務要件に基づくサービスマネジメント」の研

究の成果を拡張して CRM システムに対応させることとした。しかし、昨年度までの関連研

究で例題とした会計システムは、業務プロセスやそれぞれのプロセスで達成すべきことが

比較的明らかなので、プロセスごとに品質基準など既存の体系に沿って評価項目を洗い出

せばよかったが、本研究で取りあげる CRM システムは、そもそも何を目的とするか自明で

ない。そこで、本研究では企業ごとに異なる CRM システム導入に期待する効果の明確化、

そして効果の測定方法の提案を目指した。本研究の成果は大きく 3 つあると言える。 

まず一つ目は、企業ごとに異なる CRM システム導入に期待する効果を決定するにあたっ

て、導入効果項目の体系化を行ったことである。財務目標 4 つを中心に項目をカテゴリー

に分け、BSC の概念を用いて財務目標以外の取り組み目標も含めて導入効果項目を関連づ

け、体系化することができた。 

二つ目は、商談プロセス群という限られた業務のみではあるものの活動の効果を測定す

るための指標と測定方法を洗い出すことができた。これらによって、本研究では実施でき 

なかったが、CRM 導入効果の測定が容易に行えると考えられる。 

そして最後は、企業ごとの CRM システムに期待する効果を決定するための手順の提案が

できたことである。経営戦略上と現場担当者の両者の視点を入れたうえで、一貫性のある

評価項目の選択が行えるようにすることができた。 

 

5.2. 今後の展望 

今後の展望は、今回提案した手順を用いて、実際に CRM 導入の効果測定を行いたい。そ

のためには測定結果の評価のためのレベル管理指標が必要となるので、その設定を行いた

い。 

CRM 導入効果項目の抽出の視点に関しては、取り入れるべき指標や視点も多い。また、

項目の対象範囲や測定方法の見直しも行う必要があると思われる。そこで、専門家の意見

や、実務サイドの方々の意見を取り入れて、CRM 導入効果項目が顧客管理業務の品質を図

る一つの指標となるように、さらに比較検討を進めて内容を精査していきたい。 

また、CRM 導入効果評価表作成の手順に関しても、実務サイドとの整合性を図っていき

たい。 
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付録 1 CRM 導入効果項目一覧 

 

 

財務目標 対象業務カテゴリ- 要因 期待できる効果
営業マンの離職率 テリトリーの侵蝕の防止
新製品の浸透 新製品を注文する顧客数
担当業種・地域の適格な設定 効率的な担当業種・地域はテリトリーの歩留まりを高める

継続的な購入
非販売時間の削減はフェースタイムを増加する

浸透 顧客内シェア
価値 顧客が受け取った価値を認識する
顧客維持 安定した取引の源泉
顧客獲得 新しい収入源
返品 間違った製品あるいは数量の販売
商談の迅速化(商談期間の短縮) 取引が成約するまでの時間を短縮する
絞り込み管理(ファネル管理) 効率の良い判定と成約
顧客候補管理 追いかけ勧誘
新製品の投入 活動に優先順位をつける
動機づけ 販売意欲
トレーニング スキルと知識が取引獲得と相関
指導 現場の管理職による社員の能力開発
製品ミックス 平均利益率の向上
新製品の浸透 平均利益率の向上(新製品は高利益率と想定)
インセンティブ(社内の理解浸透) 売上志向
積極的なサービス販売 平均利益率の向上(サービスが利益率を拡大すると想定)
サービス契約の更新 既存製品の売り上げと利益率を拡大
インセンティブ 売上と製品志向
価値の重視 成約率の増加
「価値の証明」（POV) 顧客に価値志向を植えつける
値引き 価格戦略
高利益率の製品やサービス 高利益率の製品を利用する顧客のターゲット化と浸透
価値の認識 営業マンは価値志向を強調しているのだろうか?
値上げを転嫁する顧客の体力 業界によっては値上げに強く反発する
価格志向の仕入れ 顧客は価格志向で仕入れているのか?
顧客候補管理：
迅速な対応

問い合わせに対する迅速な対応は一般的に新規取引数を増加させ生産性を向上
させる

顧客候補管理：
取引を生み出すアプローチ方法の有効性

顧客候補に対する投資による歩留まりの向上
*顧客候補へのアプローチ方法：広告、クチコミ、ダイレクトメール、見本
市、Webなど

信用調査 リクエスト処理に費やす営業マンとサポート・スタッフの所要時間の削減
サンプル管理：
フォローアップや説明の不足は資産を浪
費しターゲット化の阻害要因となる

サンプル・コストや一般管理費および配送費などの関連コストの削減

見積もり/提案 営業マンとサポート・スタッフの所要時間+生成コストの削減
カタログ・資料：
（サンプル管理を参照）不良コピーや陳
腐化によるコスト損失を含む

営業マンとサポート・スタッフの所要時間+発送や在庫関連コストの削減

発注状況 注文のチェックに費やす営業マンとサポート・スタッフの所要時間の削減
注文処理：
単なる入力作業を超えた膨大なコストが
発生する。チェックや修正だけでなく製
造、配送、導入にまでミスが影響し、そ
のすべてのコスト。

早急な取り計らい、注文変更にかかる営業マンやサポート・スタッフの所要時
間、製造コスト、等々の削減

販促：
一般的に膨大なセールスおよびマーケ
ティング資源、そして割引製品を伴う。
効果的に設計、販売、あるいは販促活動
が実施されているかが重要なポイントで
ある。

販促費用、営業努力、利益率への影響

製品関連 トレーニングの開発および実施費用+現場の関連コストの削減
スキル関連 製品関連と同じ
業界や情報関連 製品関連と同じ
新人 製品関連と同じ
訪問レポート 営業マンと総務スタッフの所要時間の削減
販売予測 販売予測を立てるのに必要な営業マンとサポート・スタッフの所要時間の削減
経費報告書 報告書を処理し、財務システムに入力するのに必要な営業マンとサポート・ス

タッフの所要時間の削減
資源の割り当て 正しい顧客に正しい資源を投入する
顧客の担当業種・地域 営業マンの要員数の適格さ・充足度
例外承認 承認作業に費やされる営業マンとサポート・スタッフの時間の削減

販売予測 精度とスピード 在庫削減
ターゲット化 在庫調整に伴う平均割引率
全製品ラインの販売 予測しやすい販売と割引率

管理職

売上高

販売機会のマネジメント

営業マンの市場担当領域

フェースタイム

顧客管理

顧客管理

利益率

支援的業務

トレーニング

製品

サービス

付加価値

事務処理

販売管理

経費
(収益性)

ROA
顧客セグメンテーション
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付録 2  CRM 導入効果項目の BSC による整理の結果の一覧 業務プロセス 

 

プロセス 財務目標 対象業務カテゴリ- 要因 期待できる効果
担当業種・地域の適格な設定 効率的な担当業種・地域の設定はテリトリーの歩留まりを高める

継続的な購入
非販売時間の削減はフェースタイムを増加する

支援的業務 販促 販促費用、営業努力、利益率への影響
資源の割り当て 正しい顧客に正しい資源を投入する
顧客の担当業種・地域 営業マンの要員数の適格さ・充足度

販売予測 精度とスピード 在庫削減
ターゲット化 在庫調整に伴う平均割引率
全製品ラインの販売 予測しやすい販売と割引率

顧客候補管理：
取引を生み出すアプローチ方法の有効性

顧客候補に対する投資による歩留まりの向上
*顧客候補へのアプローチ方法：広告、クチコミ、ダイレクトメール、見本
市、Webなど

信用調査 リクエスト処理に費やす営業マンとサポート・スタッフの所要時間の削減
顧客候補管理：
迅速な対応

問い合わせに対する迅速な対応は一般的に新規取引数を増加させ生
産性を向上させる

商談の迅速化(商談期間の短縮) 取引が成約するまでの時間を短縮する
絞り込み管理(ファネル管理) 効率の良い判定と成約
顧客候補管理 追いかけ勧誘
新製品の投入 活動に優先順位をつける
製品ミックス 平均利益率の向上
新製品の浸透 平均利益率の向上(新製品は高利益率と想定)
積極的なサービス販売 平均利益率の向上(サービスが利益率を拡大すると想定)
サービス契約の更新 既存製品の売り上げと利益率を拡大
「価値の証明」（POV) 顧客に価値志向を植えつける
値引き 価格戦略
サンプル管理 サンプル・コストや一般管理費および配送費などの関連コストの削減
見積もり/提案 営業マンとサポート・スタッフの所要時間+生成コストの削減
カタログ・資料 営業マンとサポート・スタッフの所要時間+発送や在庫関連コストの削減
訪問レポート 営業マンと総務スタッフの所要時間の削減

販売予測
販売予測を立てるのに必要な営業マンとサポート・スタッフの所要時間
の削減

経費報告書
報告書を処理し、財務システムに入力するのに必要な営業マンとサポー
ト・スタッフの所要時間の削減

販売管理 例外承認 承認作業に費やされる営業マンとサポート・スタッフの時間の削減
発注状況 注文のチェックに費やす営業マンとサポート・スタッフの所要時間の削減

注文処理
早急な取り計らい、注文変更にかかる営業マンやサポート・スタッフの
所要時間、製造コスト、等々の削減

フェースタイム
売上高

経費

ROA

経費

販売

販売後

販売

販売前

計画

売上高

利益率

経費

経費

営業マンの市場担当領域

販売管理

顧客セグメンテーション

支援的業務

販売機会のマネジメント

製品

サービス

付加価値

支援的業務

事務処理

支援的業務
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付録 3 CRM 導入効果項目の BSC による整理の結果の一覧 顧客 

 

 

付録 4 CRM 導入効果項目の BSC による整理の結果の一覧 学習と成長 

 

財務目標 対象業務カテゴリ- 要因 期待できる効果
営業マンの市場担当領域 新製品の浸透 新製品を注文する顧客数

浸透 顧客内シェア
価値 顧客が受け取った価値を認識する
顧客維持 安定した取引の源泉
顧客獲得 新しい収入源
返品 間違った製品あるいは数量の販売

付加価値 価値の重視 成約率の増加
高利益率の製品やサービス 高利益率の製品を利用する顧客のターゲット化と浸透
価値の認識 営業マンは価値志向を強調しているのだろうか?
値上げを転嫁する顧客の体力 業界によっては値上げに強く反発する
価格志向の仕入れ 顧客は価格志向で仕入れているのか?

顧客管理

顧客管理
利益率

売上高

財務目標 対象業務カテゴリ- 要因 期待できる効果
営業マンの市場担当領域 営業マンの離職率 テリトリーの侵蝕の防止

動機づけ 販売意欲
トレーニング スキルと知識が取引獲得と相関
指導 現場の管理職による社員の能力開発

製品 インセンティブ(社内の理解浸透) 売上志向
サービス インセンティブ 売上と製品志向

製品関連 トレーニングの開発および実施費用
+現場の関連コストの削減

スキル関連 製品関連と同じ
業界や情報関連 製品関連と同じ
新人 製品関連と同じ

管理職
売上高

利益率

トレーニング経費
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付録 5 CRM 導入効果項目を測定するための指標一覧 

 

期待できる効果 指標 商談における入力情報／取得方法 計測に必要なパラメータ

効率的な担当業種・地域の設定はテリトリー

の歩留まりを高める

目標担当業種・地域に対する実際の担当業種・

地域の割合(%)

計画時に営業員が担当するターゲット客数と、計画し

たターゲット客のうち実際にアプローチしたターゲッ
ト客数を比較する。

計画時の営業員の担当ターゲット客

計画したターゲット客のうち実際にアプローチした
ターゲット客

継続的な購入
購入する顧客(%) 既存顧客数と、成約した商談での顧客数を比較する。 既存顧客

商談の成否

非販売時間の削減はフェースタイムを増加す
る

フェースタイム(%) 顧客との面接時間を商談履歴に記録する。

営業員の勤務時間と、顧客との面接時間を比較する。

商談における顧客との面接手段（手段別の集計が必要

な場合）
商談における顧客との面接時間

営業員の全稼働時間
販促活動で捉えたターゲット客の割合(%) 販促活動で応答のあったターゲット客数と、販促活動

の対象とした客数を比較する。

販促でアプローチした顧客数

販促で応答のあったターゲット客数
先渡取引の割合（%） 成約した商談の総数と、成約した商談のうち先渡し取

引として契約された件数を測定する。

商談の成否

顧客との契約の取引条件

販促がもたらした新規取引の売上（額または%） 販促活動から成約に至った商談での総売上高と、全体
の成約した商談での総売上高を比較する。

商談の顧客候補ソース
商談での売上

販促によるROIまたは利益への貢献度 販促活動から成約に至った商談での総売上利益と、全
体の成約した商談での総売上利益を比較する。

※ 計測が容易であることからROIではなく利益への貢

献度を測る

商談の顧客候補ソース
商談での売上利益

売上原価（%） 商談における売上金額と売上原価を比較する。

※売上原価には、営業員等が商談に費やしたコストを
含める

商談における売上金額

商談における原価
営業員が商談に費やした時間

営業員の時間単価
セールス・コンタクトあるいは訪問あたりのコ

スト

営業員がセールス・コンタクトあるいは訪問に費やし

た時間（移動時間を含む）と、営業員の時間単価から

算出する。
※ 厳密には通信費や交通費等の諸経費を含める必要

がある

営業員がセールス・コンタクトあるいは訪問に費やし

た時間

営業員の時間単価

顧客満足度調査 顧客満足度調査でのスコアと顧客に費やしたコストと

の関係性を調査する。

顧客満足度調査でのスコア

顧客に費やしたコスト（コストの算出方法は要検討）
顧客維持

顧客の種類(業種・地域)や売上高ごとに必要な

時間・訪問回数

顧客の種類および売上高と、営業員が顧客に費やした

時間および訪問回数との関係性を調査する。

顧客の種類（カテゴライズ手法については要検討）

顧客毎の売上高
営業員が顧客に費やした時間

営業員が顧客を訪問した回数
目標に対する実際のカバレージ（%） 計画したターゲット客数と実際に商談が成約した顧客

数を比較する。

計画時の営業員の担当ターゲット客

商談の成否

顧客満足度調査 顧客満足度調査でのスコアと、営業員が顧客に費やし
た時間および訪問回数との関係性を調査する。

顧客満足度調査でのスコア
営業員が顧客に費やした時間および訪問回数

予測偏差（%）
予測を完成するまでのサイクルタイム 予測を開始してから完了するまでの経過時間を計測す

る。

在庫調整に伴う平均割引率

在庫期間の長い製品をスポット的に販売する 在庫調整のため販売した商品の通常販売価格と実売価

格から算出する。

※ 通常販売価格が希望小売価格から値引きしている
場合は、値引後の価格を分母にする。

商品の通常販売価格

在庫調整のため販売した商品の実売価格

予測しやすい販売と割引率

ターゲット客の内、全製品ラインを仕入れる顧
客（%）

計画時のターゲット客と、当期中に全製品ラインを仕
入れたターゲット客数を比較する。

計画時のターゲット客
ターゲット客が仕入れた商品

全製品ライン

商品の製品ライン

正しい顧客に正しい資源を投入する

営業マンの要員数の適格さ・充足度

在庫削減

販促費用、営業努力、利益率への影響
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期待できる効果 指標 商談における入力情報／取得方法 計測に必要なパラメータ
有望な顧客候補当たりコスト キャンペーンに掛かった費用と、キャンペーンを経由

して商談に進展したターゲット企業数から算出する。
キャンペーンに掛かった諸経費
キャンペーンに費やした営業員の所要時間

営業員の時間単価
商談の顧客候補ソース

有望な顧客候補数 キャンペーンを経由して商談に進展したターゲット企
業数を計測する。

商談の顧客候補ソース

新規取引を生み出す顧客候補の割合（%） キャンペーンでアプローチした企業数と、キャンペー
ン経由で成約した商談での顧客数を比較する。

キャンペーンでアプローチした企業
商談の顧客候補ソース
商談の成否

信用調査あたりの所要時間 信用調査の所要時間を商談履歴に記録する。 顧客毎の信用調査所要時間
信用調査あたりのコスト 信用情報の購入金額、顧客毎の信用調査にかかる営業

員（アシスタント）の所要時間と時間単価から算出す
る。

顧客毎の信用調査所要時間

営業員（アシスタント）の時間単価
信用情報の購入金額

問い合わせに対する迅速な対応は一般的に
新規取引数を増加させ生産性を向上させる

絞り込まれた有望な顧客候補を現場に渡すまで
のサイクルタイム

下記の時間を計測する。
(ア) 顧客候補情報を得るための時間
(イ) 顧客候補を吟味して有望な顧客候補と判定する

時間
(ウ) 有望な顧客候補の情報を現場に渡す時間
(エ) 営業現場で実際に有望な顧客候補にアクセスす
るまでの時間
(オ) アクセスしはじめてから受注するまでの時間

(カ) 受注してから受注情報を登録までの時間

顧客候補に対する投資による歩留まりの向上

*顧客候補へのアプローチ方法：広告、クチコ
ミ、ダイレクトメール、見本市、Webなど

リクエスト処理に費やす営業マンとサポート・

スタッフの所要時間の削減
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期待できる効果 指標 商談における入力情報／取得方法 計測に必要なパラメータ
成約するまでの平均訪問数 顧客訪問を商談履歴に記録する。

成約した商談での商談履歴の訪問回数を計測する。
商談における顧客訪問回数
商談の成否

成約するまでの平均時間 商談の所要時間を商談履歴に記録する。
成約した商談での商談履歴の所要時間を計測する。

商談における顧客毎の所要時間
商談の成否

獲得/損失(%) 総商談数と成功した商談数を比較する。 商談の成否

各ステージのとりこぼし率 失敗した商談総数と、ステージ毎に失敗が確定した商
談数を比較する。

商談活動のステージ
商談の成否

顧客候補の新規顧客への変換率 ターゲット企業の総数と、成約した商談でのターゲッ
ト企業数を比較する。

ターゲット企業
商談の成否

現場に渡されるまでのサイクルタイム 商談に進展したターゲット企業毎の初期アプローチか
ら初回訪問までの経過時間を計測する。

初期アプローチにおけるターゲット企業毎の経過時間
初期アプローチの成否（商談に進展したか）

活動に優先順位をつける
ターゲット客の内、新製品を注文する顧客% ターゲット企業の総数と、新製品を含む成約した商談

での顧客数を比較する。
ターゲット企業
商談の成否
販売した製品

販売された平均製品ライン数 成約した商談の総数と、成約した商談での製品ライン
数を計測する。

商談の成否
販売した製品の製品ライン

平均利益率 成約した商談の総数と、成約した商談での売上高および
利益を計測する。

商談の成否
商談の売上高
商談の利益

売上高の内、新製品が占める割合(%) 成約した商談の総売上と、成約した商談での新製品の
売上を比較する。

商談の成否
商談の製品毎の販売(見積)価格
販売した製品

ノルマに対する新製品販売の割合(%) 営業員毎の売上ノルマと、営業員毎の制約した商談で
の新製品の売上を比較する。

営業員毎の売上ノルマ
商談の成否
商談の製品毎の販売(見積)価格
販売した製品

総売上高に対するサービス収入の割合(%) 成約した商談の総売上と、成約した商談でのサービス
の売上を比較する。

商談の成否
商談の製品毎の販売(見積)価格
販売した製品

サービスを利用する顧客の割合 顧客の総数と、サービスを利用する顧客数を比較す
る。

顧客企業
顧客と契約中の製品

既存製品の売り上げと利益率を拡大
更新された契約の割合(%) 顧客との契約の総数と、一定期間内（通常は１年）で

更新された契約数を比較する。
契約
契約の更新履歴

顧客に価値志向を植えつける
ターゲット客に対する「価値の証明」のプレゼ
ンテーション数

商品の特徴や機能、商品の導入効果、競合商品に対す
る優位性の説明を主体としたプレゼンテーションの回
数を計測する。

商談での訪問目的種別

平均値引き（%） 成約した商談の総売上と、成約した商談の値引の総額
を比較する。

商談の成否
商談の売上
商談の値引

値引きした製品品目数 成約した商談の製品数と、成約した商談の値引した製
品数を比較する。

商談の成否
販売した製品
販売した製品毎の値引額

価格戦略

平均利益率の向上

平均利益率の向上(新製品は高利益率と想
定)

平均利益率の向上(サービスが利益率を拡大
すると想定)

取引が成約するまでの時間を短縮する

効率の良い判定と成約

追いかけ勧誘
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期待できる効果 指標 商談における入力情報／取得方法 計測に必要なパラメータ

営業マン当たりのサンプル・コスト 製品毎のサンプルコストと営業員数から算出する。 製品毎のサンプルコスト

売上高に対するサンプル・コストの割合（%） サンプルコストの総額と、成約した商談でのサンプル

に対応した製品の総売上を比較する。

製品毎のサンプルコスト

商談の成否

商談の製品毎の売上

新規取引につながるサンプルの割合（%） 配布したサンプル総数と、サンプルを配布した企業に

対し成約した商談の数から算出する。

キャンペーン／商談での製品毎の配布したサンプル数

キャンペーン／商談でのサンプルを配布した企業

商談の成否

販売した製品

見積もり当たりコスト 提案書作成・見積作成およびレビューの作業者（営業

員と支援担当）および管理者の所要時間と時間単価か

ら算出する。

提案書作成・見積作成およびレビューの所要時間

作業者および管理者の時間単価

獲得（%） 顧客候補数のうち、受注に結び付いた割合を算出す

る。

顧客候補はそれぞれ以下の分類を行う。

(ア) 顧客候補数

(イ) 有望な顧客候補数

(ウ) アクセスした有望な顧客候補数

(エ) 見積もりを出した有望な顧客候補数

(オ) 受注した有望な顧客候補数

商談における受注件数

問合せ当たりのサービス・コスト 営業員（アシスタント）の問い合わせ対応の所要時間

と時間単価から算出する。

問い合わせ対応の所要時間

営業員（アシスタント）の時間単価

営業マンとサポート・スタッフのリクエスト当

たりの所要時間

営業員（アシスタント）の問い合わせ対応の所要時間

と時間単価から算出する。

営業員（アシスタント）の問い合わせ対応の所要時間

陳腐化に伴うコスト カタログやサンプルを作成・改訂する際の営業員（ア

シスタント）の所要時間と時間単価、改訂する頻度か

ら算出する。

カタログやサンプルを作成・改訂する際の営業員（ア

シスタント）の所要時間

顧客にカタログ・資料が届くまでのサイクルタ

イム

顧客からカタログ・資料請求を受けてから顧客の手に

渡るまでの経過時間を計測する。

顧客からカタログ・資料請求を受け付けた日時

顧客にカタログ・資料が渡された日時

営業日報の処理コスト 営業員が営業日報を入力するのにかかる所要時間と管

理者が営業日報を確認し必要なアドバイスをするのに

かかる所要時間、営業員および管理者の時間単価から

算出する。

営業員が営業日報の入力に要した時間

管理者が営業日報の確認と助言に要した時間

営業員の時間単価

管理者の時間単価

営業日報の処理にかかる現場の所要時間 営業員が営業日報を入力するのにかかる所要時間と管

理者が営業日報を確認し必要なアドバイスをするのに

かかる所要時間を計測する。

営業員が営業日報の入力に要した時間

管理者が営業日報の確認と助言に要した時間

訪問数と売上高の関係 全商談における顧客訪問回数と、成約した商談の総売

上高を比較する。

商談における顧客訪問回数

商談での売上高

営業マンが販売予測に費やす時間（%） 営業員が販売予測するのにかかる所要時間と、営業員

の総勤務時間を比較する。

営業員が販売予測に要した時間

営業員の総勤務時間

管理職が販売予測に費やす時間（%） 管理者が販売予測するのにかかる所要時間と、管理者

の総勤務時間を比較する。

管理者が販売予測に要した時間

管理者の総勤務時間

サポート・スタッフが販売予測に費やす時間

（%）

アシスタントが販売予測するのにかかる所要時間と、

アシスタントの総勤務時間を比較する。

アシスタントが販売予測に要した時間

アシスタントの総勤務時間

販売予測が完成するまでのサイクルタイム 販売予測を開始してから完了するまでの経過時間を計

測する。

営業マンが経費報告書の処理に費やす時間（%） 営業員が経費報告書を処理するのにかかる所要時間

と、営業員の総勤務時間を比較する。

営業員が経費報告書の処理に要した時間

営業員の総勤務時間

管理職が経費報告書の処理に費やす時間（%） 管理者が経費報告書を処理するのにかかる所要時間

と、管理者の総勤務時間を比較する。

管理者が経費報告書の処理に要した時間

管理者の総勤務時間

サポート・スタッフが経費報告書の処理に費や

す時間（%）

アシスタントが経費報告書を処理するのにかかる所要

時間と、アシスタントの総勤務時間を比較する。

アシスタントが経費報告書の処理に要した時間

アシスタントの総勤務時間

経費報告書が処理されるまでのサイクルタイム 営業員が経費報告書の起票を開始してから決済までの

経過時間を計測する。

営業員が経費報告書を起票した日時

管理者が経費報告書を決裁した日時

営業マンと総務スタッフの所要時間の削減

販売予測を立てるのに必要な営業マンとサ

ポート・スタッフの所要時間の削減

報告書を処理し、財務システムに入力するの

に必要な営業マンとサポート・スタッフの所要

時間の削減

営業マンとサポート・スタッフの所要時間+生

成コストの削減

営業マンとサポート・スタッフの所要時間+発

送や在庫関連コストの削減

サンプル・コストや一般管理費および配送費

などの関連コストの削減
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期待できる効果 指標 商談における入力情報／取得方法 計測に必要なパラメータ
承認あたりのコスト 営業員が承認の申請を処理するのにかかる所要時間

と、管理者が承認（却下）を処理するのにかかる所要
時間と、営業員および管理者の時間単価から算出す
る。

営業員が承認の申請に要した時間
管理者が承認（却下）するのに要した時間
営業員の時間単価
管理者の時間単価

承認率（%） 全ての承認依頼件数と承認された件数から算出する。 承認依頼件数
承認件数

承認あたりの金銭的効果 例外承認が行われた商談における売上高、売上利益を
計測する。
※ 例外承認の有効性を証明するためには、例外承認
を行った商談と通常の商談の成約率を比較し、さらに
例外承認を行った商談の全体の売上高および売上利益
に占める割合を計測する必要がある。

商談における売上高、売上利益
例外承認を行った商談での顧客
例外承認を必要としなかった商談での顧客

承認が必要な取引の割合（%） 全ての見積件数と例外承認が必要となった承認件数か
ら算出する。

見積件数
承認依頼件数

承認あたりの平均サイクルタイム 営業員が承認申請してから管理者が決裁（承認または
却下）するまでの経過時間を計測する。

営業員が承認申請を行った日時
管理者が決裁した日時

顧客満足度調査 顧客満足度調査でのスコアと例外承認を行った商談で
の顧客の関係性を調査する。
※ 例外承認の有効性を証明するためには、例外承認
を行った商談での顧客の顧客満足度調査でのスコア
と、例外承認を必要としなかった商談での顧客の顧客
満足度調査でのスコアを比較する必要がある。

顧客満足度調査でのスコア
例外承認を行った商談での顧客
例外承認を必要としなかった商談での顧客

注文のチェックに費やす営業マンとサポート・
スタッフの所要時間の削減

この業務に配分される所要時間の割合（%） 営業員（アシスタント）の総勤務時間と、営業員（ア
シスタント）が発注処理に費やす時間から算出する。

営業員（アシスタント）の総勤務時間
業員（アシスタント）が発注処理に費やす時間

製品あたりの標準リードタイム 顧客からの注文を受けてから顧客に納入するまでの経
過時間を計測する。

顧客からの注文書の受領日時
顧客への製品の納品日時

製品あたりの平均見積もりリードタイム 顧客から見積依頼を受けてから見積書を提出するまで
の経過時間を計測する。

顧客からの見積の依頼日時
顧客への見積の提出日時

注文あたり処理コスト 顧客から注文を受けてから顧客に納入するまでの営業
員（アシスタント）の所要時間との時間単価、製品を
納入するための輸送コスト（輸送費、保険料）から算
出する。

営業員（アシスタント）の注文対応の所要時間
営業員（アシスタント）の時間単価
製品の輸送コスト

ミスを伴う注文の割合（%） 顧客からの注文の総数と、納入間違いのあった注文の
総数から算出する。

顧客からの注文件数
顧客からの注文に対する納入間違い件数

修正・変更を伴う注文の割合（%） 顧客からの注文の総数と、注文に対する修正・変更依
頼の総数を比較する。

顧客からの注文件数
顧客からの注文に対する修正・変更の依頼件数

早急な取り計らい、注文変更にかかる営業マ
ンやサポート・スタッフの所要時間、製造コス
ト、等々の削減

承認作業に費やされる営業マンとサポート・ス
タッフの時間の削減
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付録 6 CRM 導入の効果の出しやすさの設定シート 

 

 

 

 

 

 

施策の効果の出しやすさ

A(高)・B(中)・C(低)
担当業種・地域の適格な設定

フェースタイム

商談の迅速化(商談期間の短縮)

絞り込み管理(ファネル管理)

顧客候補管理

新製品の投入

製品ミックス

新製品の浸透

積極的なサービス販売

サービス契約の更新

「価値の証明」（POV)

値引き

付加価値

カテゴリー 要因 業務施策

営業マンの市場担当領域

販売機会のマネジメント

製品

サービス
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施策の効果の出しやすさ

A(高)・B(中)・C(低)

信用調査

サンプル管理：

フォローアップや説明の不足は

資産を浪費しターゲット化の阻

害要因となる

見積もり/提案

カタログ

資料：

（サンプル管理を参照）不良コ

ピーや陳腐化によるコスト損失

を含む

発注状況

注文処理：

単なる入力作業を超えた膨大な

コストが発生する。チェックや

修正だけでなく製造、配送、導

入にまでミスが影響し、そのす

べてのコスト。

販促：

一般的に膨大なセールスおよび

マーケティング資源、そして割

引製品を伴う。効果的に設計、

販売、あるいは販促活動が実施

されているかが重要なポイント

訪問レポート

販売予測

経費報告書

資源の割り当て

顧客の担当業種・地域

例外承認

販売予測 精度とスピード

ターゲット化

全製品ラインの販売

業務施策

支援的業務

カテゴリー 要因

事務処理

販売管理

顧客管理

顧客候補管理：

迅速な対応

顧客候補管理：

取引を生み出すアプローチ方法

の有効性
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付録 7 要因と SWOT 項目の関連度の設定シート 

 

関連のあるものに○、各要因の中で1番関連の強いものに◎をつける。

S1 S2 S3 S4 S5 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 O1 O2 O3 O4 O5 T1 T2 T3
担当業種・地域の適格な設定
フェースタイム
商談の迅速化(商談期間の短縮)
絞り込み管理(ファネル管理)
顧客候補管理
新製品の投入
製品ミックス
新製品の浸透
積極的なサービス販売
サービス契約の更新
「価値の証明」（POV)
値引き

信用調査
サンプル管理
見積もり/提案
カタログ・資料
発注状況
注文処理
販促
訪問レポート
販売予測
経費報告書
資源の割り当て
顧客の担当業種・地域
例外承認

販売予測 精度とスピード
ターゲット化
全製品ラインの販売

顧客管理

SWOT項目

付加価値

支援的業務 顧客候補管理：
迅速な対応
顧客候補管理：
取引を生み出すアプローチ方法

事務処理

販売管理

カテゴリー 要因

営業マンの市場担当領域

販売機会のマネジメント

製品

サービス
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付録 8 要因分布図作成用計算シート 

 

S1 S2 S3 S4 S5 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 O1 O2 O3 O4 O5 T1 T2 T3

カテゴリー 要因 効果 合計
あ 担当業種・地域の適格な設定

い フェースタイム

う 商談の迅速化(商談期間の短縮)

え 絞り込み管理(ファネル管理)

お 顧客候補管理

か 新製品の投入

き 製品ミックス

く 新製品の浸透

け 積極的なサービス販売

こ サービス契約の更新

さ 「価値の証明」（POV)

し 値引き

す

せ

そ 信用調査

た サンプル管理

ち 見積もり/提案

つ カタログ・資料

て 発注状況

と 注文処理

な 販促

に 訪問レポート

ぬ 販売予測

ね 経費報告書

の 資源の割り当て

は 顧客の担当業種・地域

ひ 例外承認

ふ 精度とスピード

へ ターゲット化

ほ 全製品ラインの販売

顧客管理

販売管理

販売予測

事務処理

付加価値

支援的業務 顧客候補管理：
迅速な対応

顧客候補管理：
取引を生み出すアプローチ方法

製品

サービス

SWOT項目

営業マンの市場担当領域

販売機会のマネジメント


