
営業職400名の実態調査

営業パフォーマンスを最大化する
SFA/CRMの活用法とは
営業のチャンスを広げ、売り上げを伸ばすための武器として、SFA（営業支援シス
テム）やCRM（顧客情報管理システム）を活用する動きは年々加速している。しか
し、せっかく導入したツールを活用できず、十分な成果が得られないことに悩んで
いる営業職も少なくない。どのように使いこなせば、営業成績向上やパフォーマン
スの最大化に結び付くのか。全国の営業職（課長職以上）400 名を対象に行ったア
ンケート調査結果※から探った。

※「お仕事に関するアンケート」
調査企画：Sansan株式会社 調査期間：2019年1月29日
調査地域：全国 調査方法：インターネット調査
調査対象：営業・営業推進・営業企画・事業企画部門　課長職以上　　　　　　　　　　　　
会社でSFA/CRMシステムを導入している　法人向け商材（BtoB）を扱っている
有効回収数：400サンプル
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SFA/CRMを導入するだけでは
十分な成果は得られない

　SFAや CRMを導入する目的について、最も多かった回

答は「営業活動の効率化」で全体の 74.3％。次いで「営業活

動の可視化」が 57.0％、「既存顧客からの売上拡大」と「新

規顧客、見込み顧客の獲得」がそれぞれ 50.0％、45.3％の順

となった（図 1）。

　SFAは、属人化しがちな営業活動の記録を“見える化”し、

全ての営業職の活動を支援できる体制を整えること、CRM

は蓄積・管理された顧客情報を分析することで、新たな営業

チャンスを掘り起こすためのツールである。回答結果からは、

そうした目的への期待が改めて浮き彫りになった。

　しかし、実際に導入してみると、思い描いていたような成

果が得られないことに悩んでいる企業も少なくないようだ。

SFA/CRMを利用する中で「特に達成できていないこと」は何

かという問いの回答から、業務プロセスにおける3つの課題

意識が見えてくる。それは「データに基づく営業戦略の立案」

（31.3％）、「売上予測の精度向上」（30.0％）、そして「チーム、

組織としての営業活動の効率化」（27.8％）というPDCA全般

にまつわるものだ（図2）。

　では何がこれらの達成を妨げているのか。その原因として、

37.8％が「顧客情報の入力に手間がかかり、本質的に取り組

むべき業務に時間を割けていない」、31.6％が「顧客情報がタ

イムリーに更新されていないため、正確なデータとして営業

戦略などを立てる際に活用できていない」、28.8％が「営業ア

プローチに必要な関連情報（企業情報、キーマン情報）が不足

している」と答えている（図3）。

　これらの回答に共通するのは、いずれも背景に「顧客デー

タの課題」があるということだろう。たとえ SFA/CRMを

導入していたとしても、そこに取り込む顧客・企業情報の質

や量が不十分であれば、それがボトルネックになってしまう

ようだ。
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図1：利用中のSFA/CRM（営業支援・顧客情報管理システム）の
利用目的として、当てはまるものをお選びください。（複数回答可/ｎ＝400）

図2：SFA/CRM（営業支援・顧客情報管理システム）を導入、
利用する中で特に達成できていないことについて
当てはまるものをお選びください。（複数回答可/ｎ＝400）

図3：前問で回答した、特に達成できていないことの原因として
挙げられるものを教えてください。（複数回答可/ｎ＝400）

顧客がSFA/CRM活用を通じて特に達成できていないこと感じている課題意識はPDCA
全般にまつわる（図2）。これらの達成において足を引っ張っているのが、入力負荷やデータ
の古さ、データの不足といった「顧客データの課題」だ（図3）。
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要になる。

　今回のアンケート調査でも、事業戦略達成のためにデータ

品質がどれだけ重要かという問いに対して、38.8％が「とて

も重要である」、50.0％が「ある程度重要である」と答えて

いる。つまり、8割以上の回答者がデータ品質の重要性を認

識していることが分かった（図 5）。

　では、直近 1年間の業績が増収増益の企業に絞り込んで見

てみたい。このうち「データ品質が事業戦略の達成に重要で

ある」という回答は 90％以上だった。データの重複や誤記

を調整するために「SFA/CRM上でデータクレンジングの取

り組みを行う頻度」では、約半数が日次・週次と回答してお

り、月次まで含めると 7割近くにまでとなる（図 6）。

　デジタルシフトが進む今、業務の効率化とともに、企業と

しての信頼を保つためにも、データ品質の向上をマネジメン

トの一環として捉えるべきという認識は広がりつつある。今

回の回答からも、コストをかけることを惜しまず、継続的に

高い頻度でデータクレンジングを実践することが、実際の成

果につながっていることがうかがえるだろう。

　実際に、SFA/CRM上に既存顧客のデータをどの程度、登

録ができているものだろうか。

　この問いについては、「取引のある企業情報を 50％以上登

録している」が 7割、「人物情報を 50％以上登録できている」

という回答に至ってはさらに少なく、わずか 4割にとどまっ

た（図 4）。1ページ目でも触れたが今回のアンケート回答者

の 3割は、「顧客情報がタイムリーに更新されないため、正

確なデータとして営業戦略を立てられない」と、情報が営業

活動に生かし切れないことに不満を感じているという。

　多くの企業の場合、顧客情報の入力や更新は、自分自身で

手間をかけて対応しなければならない。担当先や訪問先の多

い営業職ほど、入力に要する労力は大きくなり、物理的な負

荷からタイムリーな情報更新もしにくくなる。結果的に顧客

データの量や質が下がるという悪循環に陥るようだ。

　さらに、データ入力に時間を取られれば、本来取り組むべ

き営業活動の時間が奪われてしまうというジレンマもある。

事業戦略を達成させるために SFA/CRMを活用するのであ

れば、取り込む顧客情報（以下、データ）の品質が非常に重
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図4：SFA/CRM（営業支援・顧客情報管理システム）上に登録される、
会社・顧客（人物）情報の精度について当てはまるものを1つお選びください。(n＝400)

図5：今後の事業戦略を達成していくに当たり、
データ品質の重要度について当てはまるものを
1つお選びください。(n＝400)

図6：どれぐらいの頻度でSFA/CRM（営業支援・
顧客情報管理システム）上のデータクレンジング
（表記ゆれの解消）を行っていますか。(n＝185)
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　では、SFA/CRMに取り込むデータの品質を向上させるた

めには何をすればいいのか。有効な解決策の一つが、データ

入力・更新などの煩雑かつ膨大な作業を省力化する外部シス

テムとの連携である。

　例えば、クラウドベースのCRMでトップクラスの導入実

績があるSalesforce は、同社のツールに連携するアプリケー

ション（以下、連携アプリ）を取りそろえた「AppExchange」

というビジネスアプリのマーケットプレイスを運営している。

ユーザーは、提供される連携アプリの中から目的に合ったも

のを入手するだけで、簡単に機能を拡張することができる。

　連携アプリの機能はさまざまだ。今回のアンケート調査で

は、回答者の半数である 200 名は Salesforce ユーザーを対

象としている。そのうち、Salesforce を他のシステムと連携

させていると回答したのは 68.5％に及ぶ。中でも多く利用さ

れているものとして、近年のトレンドであるBI（ビジネス

インテリジェンス）やMA（マーケティングオートメーショ

ン）に関するツールなどが挙げられた（図 7）。

　しかし、Salesforce利用者のうち68.4％は「顧客マスタの構

築・データの統合に課題がある」と回答している（図8）。やは

りここでも、BIやMAを使うにも、データ品質の維持や向上

という基礎的な課題があり、対応が求められていることが分

かる。そこで導入したいのが、データの品質の向上そのもの

に貢献する、連携アプリだ。

　これを代表する一つとして、名刺管理サービスが挙げ

られる。今回のアンケート調査で、外部システムとして

Salesforce に名刺管理サービスの連携アプリを導入している

と回答した企業は 90 社に上った。そのうち 78.9％はその効

果が「業績に貢献している」と回答した（図 9）。

　名刺管理サービスの利点とは、単に名刺をクラウド上で管

理できることだけではない。名刺から取り込んだ企業・顧客

のデータと SFA/CRMを一括で連携できるため、業務の効

率化や、データの重複防止に役立てることができるのだ。

外部システムとの連携で
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図8：他システムとの連携で感じている課題として当てはまるものを
お選びください。(複数回答可/n＝200,Salesforce利用者)

図9：利用している名刺管理サービスは、
SFA/CRM（営業支援・顧客情報管理システム）と
組み合わせて使うことで企業の業績に貢献していると思いますか。
当てはまるものを1つお選びください。（n＝200,Salesforce利用者）

図7：現在SFA/CRM（営業支援・顧客情報管理システム）に
連携させている他の業務システムとして当てはまるものを
お選びください。(複数回答可/n＝200,Salesforce利用者)



【自社の顧客情報】
顧客単位で情報を集約

戦略策定に使える情報を付与

MA法人情報

名刺
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業務システム横断で
顧客データ統合・リッチ化

営業のパフォーマンスが最大化する
Sansan×Salesforce連携

ほぼ 100％の精度で名刺をデータ化できる、クラウド管理サービス「Sansan」。
名刺から得られた「正確な顧客データ」を Salesforce 連携で活用することで

営業効率が手間なく飛躍的に向上します。

Sansanは、これまでにない名刺管理サービスです。名刺
だけでなく、あらゆる「顧客データ」を連携することで、
いままで気づかなかったビジネスチャンスにも最適な
アプローチができるようになります。

Sansan でできること

名刺管理から、ビジネスがはじまる
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https:// jp.sansan.com

お問い合わせ

（携帯・PHSからもOK）0800-100-9933通話無料

Sansan×Salesforce 連携の価値

Sansan 上で構築した人物データベースを利活用することで、
顧客情報がきれいな状態で蓄積され、Salesforce の運用が定着しやすくなります。
情報共有のレベルが向上すれば、結果的に営業のパフォーマンスが最大化し、
新たなビジネスチャンスやイノベーションが生まれる可能性が無限に広がります。

「ほぼ100％の高い入力精度」を実現。データ入力・

更新負荷を最小限に抑えながら、データの利活用を

することが可能です。

データ入力・更新負荷はほぼゼロ
業務効率化を実現
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会社名：Sansan証券株式会社
主　業：証券業
住　所：東京都渋谷区神宮前5-52-2
最新決算期：2019/3
最新期業績売上高レンジ（百万）：
1,000,000 - 2,000,000
従業員レンジ：5.000 - 10,000

役職：人材開発室室長
部署・役職カテゴリ：15（人事）
役職ランク：3（課長級）

Salesforce内の企業・個人のデータの重複を解消、

一元化を支援します。最新、かつ信頼性の高い名刺

データを軸に統合することで、精度を担保します。

データの重複を解消し
営業状況を顧客単位で可視化

帝国データバンクの企業情報（一部有償）や、企業内

個人の属性データ（役職ランク・部署・職種カテゴリ）

を付与、営業戦略を立てやすくなります。

ターゲティング精度を
上げるデータを自動で付加

♩

（株）Sansan証券 

CRM/Webからの入力フォーム
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登記上の法人名

Sansan証券株式会社

Sansan証券株式会社

 三三証券（株）

Sansan証券




