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必読！失敗しない SFA 導入
「４つの壁」と「５つのポイント」
援ツールとして SFA（Sales Force Automation：
営業支援システム）が世の中に出たのが 1990

年代のことです。以後 30 年余りが経ち「SFA

は定着しない」という声も耳にします。本稿で
は、SFA を導入して失敗してきた企業を数多

く見てきた筆者の観点から、どうすれば成功に
つなげられるのかを紹介します。

山家の多くには、以下のような特

わかりやすいでしょう。優秀な登

現するとき「登山家」に例えると

優秀な営業パーソンの特徴を表

するとわかりやすいでしょう。

活用する」という、目的を明確に

マネジメントするためにＳＦＡを

して「ゴールに向けたプロセスを

るを得ません。これらを見える化

私は、Ｂ Ｂ企業の営業力強化

●自動的に人は動かない

成果につながらない…
運用の失敗〝あるある〟

徴があります。
①登頂前に周到な準備を怠らない
②ゴー
 ルから逆算して最適なキャ
ンプ地点を設定する
③吹雪 で 先 が 見 え に く い 状 況 で
も、常に自身がいる場所を客観
的に把握する
め、最適な次の一手を打つ

④刻々
 と変わる状況を瞬時に見極
⑤撤退基準が明確である
営業活動では、ゴールに向けて

を支援していますが、お付き合い

のある経営者から「ＳＦＡを活用

して営業生産性が向上した」とい

う話をほとんど聞いたことがあり

ません。では、なぜＳＦＡが狙っ

たとおりの成果につなげられてい

●なぜ、営業をシステム化する？

変化を把握して、最適な活動を実

その他あらゆる影響を及ぼす状況

と、おおよそ以下のような項目に

的があり、経営層の視点から見る

当然、ＳＦＡ導入には明確な目

ないのでしょうか。
この認識が不明確だとＳＦＡ投

なります。

ＳＦＡが目指していることを端

資は無駄に終わります。

共にして前に進める活動」ですが、

営業とは「お客様とプロセスを

ると考えます。
続ける優秀な営業パーソンが行っ

多くの営業パーソンの活動がブラ

的に示すと「継続的に成果を出し
ていることを、営業部隊の全員が

ックボックス化していると言わざ

できるようになる」ということに
集約されます。

・営業の情報資産を有効活用できる

能になる

・営業プロセス上の問題解決が可

・売上の予測が明確になる

行していくことが求められる点で

お 客 様 の 変 化、 競 合 会 社 の 動 き、

to
優秀な登山家と共通した特徴があ

優秀な営業パーソンを
可視化したのが「 ＳＦＡ」

勘・経験・度胸の営業に一石を投じ、営業支
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特集企画 1 ／中小企業でも SFA を検討しよう
・営業戦略の検討に役立つ分析が
できる

ＳＦＡ定着に
立ちはだかる４つの壁

に関わってきましたが、ＳＦＡが

・個人と組織の営業力を強化できる

定着しない要因として、
大きく「４

これまで多くのＳＦＡ定着支援

ところが、こういった経営層の

つの壁」が立ちはだかることが見

これを参考に、どのようにして

思惑は導入後数カ月が経過すると

壁を乗り越えていけばいいのかを

儚くも崩れていくことがかなりの

Ａが自動的に営業パーソンやお客

考えていきましょう。

えてきました（図 ）
。

様を動かすことはない」という事

頻度で発生します。理由は「ＳＦ

実です。もちろん、そのことは誰

しも理解しているつもりなのです

が、ＳＦＡのコンセプトを理解す

ＳＦＡは単なるシステム化では

ファネルマネジメントの
共通理解が成功のカギ

ありません。営業組織を機能させ

ればするほどこういった妄想に陥

確にする必要があります。ＳＦＡ

るために「人」
「しくみ」
「マネジ

ってしまいがちです。

はツールであり、そのツールは適

●マネージャーが引っ張る

正に使えば非常に有効なものです

メント」を、三位一体で展開する

そこで、ＳＦＡの位置づけを明

が、適正に使われなかった場合は

ことでＳＦＡは成立します。

・
「人」

営業パーソンの意識とスキルを

上げていく方向性

ＳＦＡを導入するだけではなく

・
「しくみ」

ＳＦＡ本来の意義を発揮できなく

なってしまいます。ではどうすれ

ばいいのでしょうか。

まずは、ＳＦＡの適正な活用法

に入る前に、具体的にどのような

障害が発生しているのかについて

見ていきましょう。
図1
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SFA 定着に立ちはだかる 4 つの壁

１つ目の壁【体系の壁】
営業プロセスを高度標準化しようとしているのに、

インプット

３つ目の壁【入力の壁】
変化せざるを得ない必然性に納得できたら、次は

自社の営業体系を誰も明確に把握していない状況が

実際に SFA を活用していく段階です。SFA は情報

あります。これは、もともと「あやふや」にやって

を入力して、はじめて効果を発揮します。そのため、

いたことを自動化することで「あやふや」をスピー

情報を入力するための工数をかけなければならず、

ドアップしてやることになります。

これが現場の負荷として重くのしかかってきます。

要するに、最強の「あやふや」をつくりだす状態
になっています。

結果「会社が強制するから、取り敢えず最低限は
入力しておこう。そのうち、だれも言及しなくなる
だろう」というように勝手に判断してしまいます。

２つ目の壁【変化の壁】
これまでの自己流で固まった型を解きほぐし、新

４つ目の壁【活用の壁】

たな型にはめていくことは難しいものです。従来の

SFA の意義を理解し、営業パーソンがタイムリー

営業スタイルとは異なることを強いられる際、人は

に情報を入力したとしても、その情報が有効に活用

変化に抵抗を示します。成果が実感できていないこ

されない状態が続くと形骸化してしまいます。

とに対しては、少しでも負荷がかかることは避けた

情報が有効に活用されない要因として「営業パー

いという心理が強く働き、新たなことを受け入れよ

ソンと営業マネージャーに情報を活用できるスキル

うとはしません。

が足りていない」
「入力された蓄積データを今後の成

特に、新しいツールを活用する際は、かかる工数

長支援や戦略実行につなげることができていない」

から得られる効果が見えにくいため、従来通りのや

ということがよく挙げられています。この活用の壁

り方に固執しようとします。

を乗り越えなければ、せっかく多忙を極める中で入
力した工数が水泡に帰します。
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The serialization title

失敗と成功の事例から学ぶ

恵を働かせて収益を上げるための考え方」といえます。
中小企業にとって、その知恵は必須です。本連載の第 1

回は、昨年大ヒットした「ウインナー弁当」を例に挙げ、
そのヒット要因を明確にすることで、そこから大いなる
ヒントを導きます。後半では「世界一！ わかりやすいマー
ケティングの定義」を紹介します。

ローソンストア 100『ウインナー弁当』

山口 博史

●おかずがウインナーだけ

お弁当販売では「おかずの見た

●ニーズと反しているのに…

目や彩色が重要」
「様々なおかず

を楽しみたい」という、お客様ニ

ところが、このウインナー弁当

ーズに応える必要があります。

はウインナーが 本とゴマがかか

った白ご飯だけです。厳密にはウ

インナーの下に若干のスパゲティ

が隠れてはいますが、見た目は寂

しく、ご飯とのバランスも悪いよ

うに感じますし、会社から発売を

許可されなかったのもわかりま

す。何しろ、前述したお客様ニー

ーソンストア１００の商品開発担

真）をご存じですか。これは、ロ

２１６円のウインナー弁当（上写

のようにコメントしています。

スメディアやネット上において次

ットした理由を、開発担当者がマ

ちなみに、昨年この商品が大ヒ

ズに反しているわけですから。

当者が 年前に提案し却下された

ちょっと小振りなサイズで税込
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マーケティング
『ウインナー弁当』からのヒント

URL http：//www.e-mch.jp
E-mail h_yamaguchi@e-mch.jp
TEL 03-5215-5601
FAX 03-5215-5602

ウインナー弁当は
なぜ、大ヒットしたのか

株式会社マーケティングコンセプトハウス
代表取締役

て各種マスメディアにも取り上げ

大ヒットし、ネット上で拡散され

ところが、昨年発売したところ

であっても却下したと思います。

プがけウインナーという懐かしさ

ャップがかかっており、ケチャッ

応えたから。ウインナーにはケチ

食べたいというお客様のニーズに

格で好きなおかずだけを思う存分

「 ヒ ッ ト し た 理 由 は、 手 頃 な 価

商品で、仮に私が商品開発責任者

られました。では、なぜ却下され

も魅力であった」

たものが、今発売したら大ヒット
となったのでしょうか。
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第1回

マーケティングとは「できるだけお金をかけずに、知

が、他にも売れた要因はあると思

このような要因を挙げています
るといえます。つまり、ウインナ

少なく、ポピュラーなおかずであ

また、ウインナーを嫌いな人は

しかも、開発担当者が述べた通

●原体験（心）の味

られます。

ート購入」されやすいことも考え

にくく、飽きが来ないため「リピ

ンジができることでマンネリ化し

ーを中心に、その都度好きなアレ

います。考察してみましょう。

複数存在していた
お客様の価値感
●「楽しみ」がリピートにつながる
価格が税込２１６円という安さ
ナー弁当を購入した人は、これだ

りケチャップがかかったウインナ

も理由の一つですが、このウイン
けでは物足りないと思い、他のお

ーの味は、どこか懐かしい子ども
の頃の美味しい記憶が蘇り、お客

かずもほしくなり、男性であれば

味わえて、ちょっと嬉しい気分に

カップ麺などを一緒に購入したく

なれる」という価値も加わり、特

様にとって「原体験の美味しさを

ローソンストア１００では文字

に、人口比率の多い一定以上の年

なることが予測できます。
通り１００円の惣菜などが充実し

この様な商品になったのです。

・収益性がいい

・リピートされやすい

４００円以上となる

・お客様のプラス購入で客単価が

・税込２１６円という安さ

つまり、ウインナー弁当は、

齢層がリピーターとなりました。

ており、つまり、あと少し買い足
すことで自分好みの食事にアレン
ジできるのです。
手頃な価格に、あと１００円か
２００円程度のプラスで、毎回自
分好みの食事にアレンジできると
いう価値を持っており、お客様は
このウインナー弁当に何を買い足
そうかと考えることが「楽しみ」
でもあるのです。

ウインナー弁当の事例からの回答

お客様のニーズや購入重視点に応えるのは正論
であり、その方向で商品開発を進めるのは決して
間違いではない。

しかし、成熟市場において、また競合との戦い

が激しい分野、大企業との直接的な戦いを避けた

い場合は、次のような考え方が推奨できる。

▼
・成熟市場においてどのように差
別化を図ればいいのか。新たな

せられます。

層）からは、次のような質問が寄

私のクライアント（特に管理職

隠されたヒント

●逆説とストーリー性に

ウインナー弁当の
ヒット理由から学ぶ

図1

①お客様のニーズや購入重視点と反する、また

②そのアイデアがお客様の価値を生むように、

色々と思いを巡らす

③上記の①・②から、独自的な価値を持った商

品を発案する

これらの質問に対して、ウイン

うが困っている

なアイデアを考えてくれ」とい

ない。経営層は「積極的に斬新

するが、なかなか了承してくれ

・新しいアイデアを会社側に提案

いいのか

・中小企業は大企業の真似をして
もうまくいかない。どうすれば

切り口の探し方を教えて欲しい

は異なるアイデアを考える

※「ウインナー弁当」の事例は、インターネット情報などを基に筆者の主観を記述しています。
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アルバイトの求人· 採用から
戦力化へのロードマップ
大型スーパーマーケット現役店長の奮闘記

第1回

求人広告で採用前の
アンマッチを解消する！
少子高齢化・人口減少が続く日本における労働力の確保は
喫緊の課題で、それは、正社員に限らずアルバイトでも同様
です。とはいえ、今、優秀な人材を採用するのはアルバイト

原作／山田店長
大手スーパーマーケット現役店長
Blog https://aoikirin.com
Twitter https://twitter.com/yamada_tencho
お問い合わせ https://aoikirin.com/contact/

マンガ／森元 智

であっても難しいと言わざるを得ません。また、採用したも
のの、
一週間もしない内に出勤しなくなり音信不通…。実際に、
このようなケースに遭遇している経営者や管理監督者も多い
と思います。本連載では、アルバイトの求人採用から職場で
戦力化させるまでの具体的な人材育成方法を紹介します。
44

アルバイトの
求人募集の打ち合わせ

時給
ル

マ

イ

仕事内容

大型スーパーマーケット
セ

非正規雇用の
有給休暇は
当然の権利
ですが
給与の
計算方法を
詳しく説明
できていなくて

休んでも給与
もらえるんだから
ありがたく
思え！

⁝ってのは
今や通用
しないからね

林主任

求人広告担当者

岡崎副店長

『SEIMARU』会議室

山田店長

勤務時間⁝

様々な
食い違いから
辞めていくケースが
多くて⁝

えー
マジっすか？

聞いていた
話しと違うんス
けどー

某地方都市の

求人広告の
出し方に問題が
あるのかも
しれませんね

うむ

改めて確認
してみよう！
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