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はじめに

私がセールスフォース・ドットコムでプロダクトマネージャーとして働き始めてから14年、多く
のことが変わりました（当時のチームには私を含め4人しかいませんでした）。 2002年、セールス
フォース・ドットコムは典型的なスタートアップでしたが、すでに突出した企業になる兆しを見せ
ており、 2年目の終わりには、収益が、500万ドルから2,200万ドルに急上昇していました。 この
仕事に就いて最初の1か月で驚いたのは、このような若いスタートアップが、確固とした規律を持っ
て経営を行い、行動し、急激な成長に見事に対応したことです。 営業も、マーケティングも、業務
も成熟しており、効率的に機能していました。 私は長年にわたり、当社がどのような施策をいかに
講じてきたかということを、ほかのスタートアップに説明し、理解してもらおうと試みてきまし
た。中でも特にご理解いただきたいのは、私たちがそうした施策を講じてきた理由です。 私には、
セールスフォース・ドットコムが新しいテクノロジーモデルだけでなく新しいビジネスや慈善事業
のモデルも開拓しているという自負がありました。
だからこそ、本書をスタートアップのSaaS起業家の方々に捧げたいのです。 すでに成功してい

る方、そして、これから世界を変えようとしている方にもご覧いただきたいと考えています。 私た
ちの行動の核となっている販売/消費モデル、つまりサービスとしてのソフトウェア（SaaS）は、
まさに世界に変革をもたらしました。 創業初期の頃、私たちはTien Tzuo氏（当時の私の上司）の
アドバイスを受けながら、パラダイムシフトを起こしていきました。 そしてそこで、サブスクリプ
ションベースのビジネスモデルに移行するための方法だけでなく、サブスクリプションサービスを
宣伝し、販売し、サポートするためにどのような変化が必要なのかを学んだのです。
セールスフォース・ドットコムの創業初期において特に印象的だったのは、お客様の成功を何よ

りも重視するという、マーク・ベニオフの狂信的とも思えるほどの信念でした。彼のこの強い思い
は、後にカスタマーサクセスマネージャーという新たな役割を生みます。 当時私は、契約更新と顧
客離れの関係性について、ようやく理解し始めたばかりでしたが、 そのうち、顧客を成功へ導くた
めの努力や投資が、契約更新数に直接影響していることが分かったとき、私は突如悟りました。 会
社にとって、顧客への投資は経費ではなく、売上原価だったのだと。 当社は、年間契約額（ACV）
ではなく、あえて顧客生涯価値（LTV）を営業の成功指標とすることで、顧客基盤から二次収益を獲
得し、顧客離れを劇的に削減しました。
しかしこれは、エンタープライズSaaSのリーダーとなるためにセールスフォース・ドットコム

が採用した、数々の画期的なビジネス戦略の1つにすぎません。 本書の目的は、まさに私たちが業
界の名士やエキスパートから学んださまざまな知識を皆さんに伝えることです。
私がシリコンバレーでAppExchange Incubatorを運営しながら、営業やマーケティングの戦略

をまとめ始めたのは、もっと後になってからの話です。目的は、同業企業との知識共有でした。 当
時は会社中からゲストスピーカーを呼び、彼らの知識や経験を、他の新興企業と共有したもので
す。 その後、この取り組みを基盤に、私たちはAppExchangeパートナー企業にさまざまな支援を
提供し、創業間もないSaaS企業が営業とマーケティングの基礎をすぐに整えられるよう、ワークシ
ョップを実施しました。 この情報をまとめて当社のパートナー企業やスタートアップ全般に提供し
たいと強く思うようになったのは、昨年、Salesforce for Startupsプログラムを立ち上げた後のこ
とです。
本書は、優れたSaaS企業を作るためのトピックを分かりやすくまとめたものです。 本書の目的

は、SaaSのビジネスモデルに関する基礎知識と、重要な市場開拓戦略を読者にお伝えすることであ



り、御社を成功へと導くことです。
本書の冒頭は、ビジネスパラダイムの転換、つまりサブスクリプションエコノミーへの転換その

ものについて分析するところから始まります。 この新しい言葉を生み出したのは、Tien Tzuo氏
で、彼は10年ほど前にスタンフォード大学経営大学院でこのテーマについての講義を行っていま
す。
本書ではその後、成長率が高く持続可能なSaaS企業をどのようにして作るのかをご紹介しま

す。 Jason Lemkin氏がSaaS創業者として成功するための秘訣を説明し、続いてTien氏が、SaaSス
タートアップが創業から1,000万ドルの経常収益を実現するまでの間にどのような成長過程を経るの
かを説明します。
次に、プロダクト・マーケットフィットとポジショニングついて触れます。 Aaron Ross氏が、

「御社は顧客にメリットをもたらせる存在ですか？」という質問を通じて、このテーマの核心に迫
ります。 Aaron氏は、常に顧客のニーズに焦点を当てることが大切であると説き、企業購買担当者
の事情やニーズを理解するための好例を幾つか示します。 その後、Judy Loehr氏が、企業と製品の
ポジショニングについて、膨大な経験から得た知識を共有し、 企業のポジショニングを発展させる
ための優れた枠組みを、その実現に役立つ演習とともに示します。
さらに本書のテーマは、「営業とマーケティングの実施段階」へと移り、 Elay Cohen氏が、営

業チームをサポートするための重要ポイントについて分かりやすく説明します。メッセージングを
統一し、優れたプレイブックを用意することが、成約を勝ち取る上で肝心だということがお分かり
いただけるでしょう。 さらにElay氏は、営業を成功に導き、会社を成長させるためには、新人研修
の手法やプログラムを明確に定めることが重要だと説明します。 また、セールスフォース・ドット
コムの現在のSMB営業担当シニアバイスプレジデントであるMike Wolffは、今日のビジネスソフト
ウェアに適した営業チームを形成するためのユニークな公式を編み出しました。 彼は、営業チーム
を形成し管理するために自らが遂行している最新のアプローチを紹介します。その基盤となってい
るのは、「拠点分散モデル」と、成長を実現するための市場区分化戦略です。 最後に、セールスフ
ォース・ドットコムの初代カスタマーサクセスマネージャーの1人であるMelinda Gonzalez氏から
話を聞きます。 Melinda氏は、独自のカスタマーサクセス戦略を立てる際のガイドとなる、スリー
ポイントプランを列挙しています。
本書末尾の3つの章では、新興スタートアップの実際のニーズに焦点を絞り、 Radian6からセー

ルスフォース・ドットコムに移った2人の同僚から話を聞きます。 Greg Poirier氏は、創業間もない
スタートアップの成功と成長を促進するための重要な要素として、CRMの必要性と活用方法を説明
します。 また、リードの創出と営業に欠かせない重要なツールとして、コンテンツマーケティング
について紹介し、その後、CRMソリューションで実践できる重要な戦略を紹介します。 Amanda
Nelson氏は、質の高いリードを対象に「ファネルを埋める」ことに焦点を合わせて、シナリオ別に
コンテンツマーケティングの戦術ガイドを示します。
では、SaaS業界で認められているエキスパートたちの話を、どうぞお楽しみください。彼らの

ノウハウを今すぐ御社のビジネスに応用していただければ幸いです。 さあ、ページをめくって、成
功への道を一歩踏み出しましょう。



第1章

サブスクリプション経済：経常収益がすべてを変える理由

Tien Tzuo

Tien Tzuo氏は、Software‒as‒a‒Service（SaaS）のサービスとビジネスモデルを定義し
た功績により、SaaS業界でソートリーダーとして広く知られる人物です。同氏が定義した
モデルにより、セールスフォース・ドットコムは世界で最も成功しているエンタープライ
ズSaaS企業となりました。2007年、Tzuo氏はセールスフォース・ドットコムを離れ、煩
雑なサブスクリプションベースのビジネスに解決策を提供するZuora社を創設しました。
CEOとしてZuora社を急成長中のSaaS企業に育て上げるかたわら、同氏はさまざまな業界
でサブスクリプションベースのビジネスモデルへの移行を促す活動をしてきました。そし
て「サブスクリプション経済」という言葉を生み出しました。SaaS企業の創設者はサブス
クリプションビジネスの構築と運営に関する基本を身に付ける必要があります。サブスク
リプション経済で重要なのは、成功を測る新しい指標は何か、そして成功を導くビジネス
の牽引力は何なのかを理解することです。

おめでとうございます。 今、本書を手にしたあなたは、ベストなタイミングで正しい選択をしま
した。 産業革命以降、ビジネスを取り巻く状況がこれほど変化したことはありません。 行く手には
大きなチャンスが転がっていて、それを掴めるかどうかはあなた次第です。
さて、この変化とは何のことでしょう？ この15年間でサービスとしてのソフトウェア（SaaS：

Software as a Service）はソフトウェアの配布と利用の主流モデルとなりました。 ソフトウェア
が必要であっても、購入やインストール、バックアップ、アップグレードで悩み、ソフトウェアが
動かなくなって真夜中にサポート窓口に連絡するなど、誰も求めてはいません。 一度Salesforceを
試してみれば、もうSiebelには戻れなくなります。
多くの人がSaaSのことをテクノロジーの一種であると考えているようですが、SaaSは根本部分

を変えただけでなく、サブスクリプションという新しいビジネスモデルを生み出しました。 1999年
にセールスフォース・ドットコムを創業したとき、製品を売る時代はもう終わったと私たちは確信
しました。 開発したサービスを私たちはサブスクリプションの形態で顧客に売り込んでいました。
しかし2016年を迎えた今、このビジネスモデルはSaaSの枠を超え、私たちの生活のあらゆる場所
で使用されています。 どのように変化しているのかを詳しく理解していただくため、経緯を簡単に
説明します。

産業の時代と絶対的な利ざやの力
20世紀は実質的に、ほぼ全体をとおして商品経済の時代でした。 企業は物理的な商品を設計・

製作し、資産移動モデルの下で商品を売り込み、出荷していました。 在庫・棚入れ・コストを加味
した価格設定。これがビジネスのすべてでした。 買い手と売り手の関係の拠り所になっていたの
は、ほとんどが匿名で行われる個別の取引でした。 支払いレジには「最終処分セール」 の貼り紙が
掲げられました。 小売業のパイオニア的存在だったSears社やMacy社は、誰が商品を購入し、商品



がどのように使われているのかを知る手立てをほとんど持ち合わせていませんでした。
1913年にHenry Ford社が最初の移動式組み立てラインを稼働しましたが、それは1800年代の

産業革命期に初めて導入された製造の原則をまさに拡大したものでした。 組み立てラインは非連続
的な繰り返し作業で最大の効率性を上げるのみに留まらず、さらなる影響をもたらしました。つま
り、たった一つの商品が、サプライチェーンや製造工程、流通チャネル、経営層よりも強い支配力
を持つようになったのです。
商品こそが唯一の原則であり、商品によってすべてが完全に統制されていました。 製造や購入、

販売に関与する実際の人間は完全に使い捨てでした。 その結果はどうだったでしょうか？ この徹底
した効率性はHenry Ford社の1台当たりのコストを大幅に引き下げ、安く、耐久性のある車を市場
に大量投入できるようになりました。 T型モデルは黒色のものだけが生産されました。他の色は乾
きが遅く、3分に1台という生産ペースに間に合わなかったからです。
戦後の米国の大企業が持つ力は、言葉では表せない程のものでした。 企業は明確に線引きされた

商品部門を中心とした組織作りをしており、誰にも応対する必要がありませんでした。 コールセン
ターもなければ、顧客サービス担当もなく、返品もほとんどありませんでした。 現在の顧客だった
らこのようなモデルは成立しなかったでしょうが、会社は商品を出荷し、経営陣は十分満足してい
ました。
それから数十年が経ち、1980年代にOracle社のエンタープライズリソースプランニング

（ERP）システムが誕生しましたが、これは問題を助長するだけでした。 彼らのシステムは事業の
効率性—原材料、在庫、注文書、出荷、給与—の測定においては非常に優れていましたが、カスタ
マーエクスペリエンスの測定については非常にお粗末なものでした。 企業は測定できるものの管理
に重点を置くようになり、組織面でも戦略面でも救いようがない程の商品重視の経営になりまし
た。
この10年は、サプライチェーン経済が勢力を伸ばした時期でもあります。 サプライチェーンの

狙いは、保有在庫を最小限に抑えながら供給と需要のバランスを取ることでした。 日本から来る新
しい電化製品や効率性に脅かされていた技術者や経営コンサルタントはようやく安堵できました。
「必要なときにだけ」方式の在庫管理では、倉庫を商品でいっぱいにして放置しておくことは究極
の悪とされました。 「品質トータル管理」は改善に向けた取り組みには終わりがないことを意味し
ました。 この様な教訓を基にMichael Dell氏は、志を持った当時の起業家たちがそうしたように、
自らの帝国を築き上げました。
90年代中頃になると、米国の企業はこの徹底的な生産性重視の姿勢により、あるものが犠牲にな

っていることに気付きました。ベンダーと顧客の関係です。 顧客はこれまで、流通チャネルの最後
の受け手であり、誰にも知られることなく企業が生産した商品を消費するだけの存在でした。 しか
しある日、多くの顧客が初めて購入した商品をうまく使えずに困っていることがわかりました。 な
ぜわかったのでしょうか？ 受付にクレームの電話が来るようになったのです。 この問題を企業はど
うやって解決したのでしょうか？ 顧客サービスの部署を立ち上げたのです。
いつもと同じ問題の解決方法で、企業はまたしても縦割りの組織を作り出しました。 市場サービ

ス、テクニカルサポート回線、保証契約、保守グループなどの組織を立ち上げました。 顧客はよう
やく自分に向けた部門を用意されました。 ただし、その部門はサプライチェーンのはるか末端の搬
出口を過ぎたところに据えられました。
余談ですが、主要なMBAプログラムは（少なくとも私が受けたプログラムは）どれも、とにかく

商品に執着していました。 ビジネスで最も重要な目標は、ヒット商品を作ることだと教えられた
り、 また、できるだけ多くの商品を売るべきだと教えられたりもしました。固定費をなるべく多く
の数で割り、すべてを利ざやで勝負するためです。 SAPを上手く使いこなせさえすれば他社に勝て



ると言われたこともあります。 本当に役に立たない助言ばかりでした。

収益を生む関係への移行
私はセールスフォース・ドットコム在職11年目に、単なる新しいタイプの顧客関係管理

（CRM）システムではなく、エンタープライズアプリケーションに対するまったく新しいアプロー
チを構築する権限が与えられました。 初期の従業員の多くがすでにエンタープライズソフトウェア
業界の状況に幻滅していた頃です。 20世紀も終わりに近付いた頃、OracleやSiebelなどの企業が必
要以上に複雑な製品を作り始め、製品は金銭ずくの営業部隊によって販売され、寄生虫のようなシ
ステムインテグレーション業界が販売を促進していました。 誰もが儲かる時代でした。 そうです、
顧客を除く誰もがです。
それと同じ頃、私たちはインターネットがもたらす新しい体験を驚きの目で見ていました。 それ

はまさに、新しいタイプのユーザー体験—Amazonで本を買うように簡単にソフトウェアを使用す
ること—を作るうえで、私たちが必要としていたものでした。 しかし実際に踏み出してみると、考
え方を180度転換しなければならないことがわかりました。 ソフトウェア企業の意義を再評価し
て、基本的な論点を「商品を何個売れるだろうか？」から「お客さんは何を欲しがっているのか、
どうすればそれを直感的なサービスで提供できるだろうか？」に変える必要がありました。 もはや
数量の変動の話だけではなくなりました。 重要なのは献身的な顧客基盤を拡大し、収益化すること
でした。
SaaSモデルの何が私たちを顧客に向き合わせたのでしょうか？ もちろん、テクノロジーによっ

てインターネット経由の商品提供を実現できました。 結局のところ、求める将来像はAmazonで本
を買うのと同じくらい簡単なものでした。 しかしそれを実現するには、サブスクリプション形態で
販売するサービスとして何を提供するのかを考え、顧客を喜ばせるために常に努力する覚悟も必要
でした。 すると突然、製品機能がどれほど優れているかはどうでもよくなり、むしろ顧客が現在使
用している機能や、本当に必要されている機能に目が向くようになりました。
結果、いかにも立派そうな機能をリストアップして見せることはしなくなりました。 数多くの質

問を投げかけることから始めたのです。 マーク・ベニオフ氏はただ1人で消費者調査会社のように
行動しました。 彼の売り込み会議は、どちらかといえばフォーカスグループと言えました。 彼は最
高の製品を開発するために、恒常的に見込み客に数多くの質問を投げかけました。

サブスクリプション経済
この10年でモバイルテクノロジーによってインターネットが広がり、多くの企業が同じような考

え方、つまり顧客第一主義の姿勢をとるようになりました。 Amazon社、Netflix社そしてZipcar社
はこれまでのサービスの内容を作り直しました。 顧客の好みを追跡し、各顧客のニーズに合わせた
商品を提案して、生涯続く顧客価値を作り出すという長期的な展望を常に優先させるようになりま
した。 取引重視から顧客重視へと変化したのです。 その結果、精算が済めば顧客と一緒に消えてし
まう静的な商品ではなく、継続的なサービスを提供し、スマートで即応的な関係を構築できたので
す。
サブスクリプションモデルを採用すると、先行コストの低い商品を提供して商品を改善し続け、

使用状況や行動の分析を通して顧客のことを知ることができます。 顧客はもはやERPの中の見えな
い存在ではなくなりました。
現在、あらゆるものがサブスクリプション経済に移行しつつあります。 メディアから輸送、農

業、ヘルスケア、消費財、教育の分野まで、顧客は所有権ではなく結果を求めていることに企業は
気付いたのです。 顧客は自分のためにカスタマイズされた体験を欲しているのです。 顧客が望んで



いるのは計画的な陳腐化（新製品の投入などで現行モデルを意図的に旧式化すること）ではなく、
継続的な改善です。

この点について考えるときに一番わかりやすいのが、企業は目的達成の手段として商品を利用
し、結果を顧客に売り始めたということです。 Uber社とLyft社は車を売っているのではなく、乗車
することを売っています。 Caterpillar社は建設会社に運搬車両を売っていました。 しかし今では、
どれだけの土砂を運搬したいのかを顧客に尋ねています。 健康管理機器メーカーは、分析プラット
フォームの12か月間のサブスクリプション契約に対して、実際の商品をおまけとして無料提供して
います。 Tesla社の車は最新のテクノロジーで自動更新されるため、時間を追うごとに賢くなりま
す。もう新しい車を買う必要はありません。 つまり、もうソフトウェアだけでは勝負できない時代
になったのです。

新たな優先順位
これはZuoraでよく使う図です（P14を参照）。 これは移行を簡単に説明するものです。 左側の

図は、企業が商品の市場投入を重視していたことを示しています。特定の製品ラインまわりに販売
と流通チャネルを配置していました。 現在の顧客はさまざまな流通チャネルを利用していることが
判明したため、企業は顧客がどこにいようと、その場所で顧客のニーズを満たさなければなりませ
ん。
無機質で強大な力を持つ大企業の栄光の日々は、遠い昔に終わりました。 社会は変わりました。

企業も変わらなければなりません。 現代の顧客は多くの情報を得ています。 企業が顧客に接触する
前に、ほとんどの顧客が企業を調査し、評価し、分類しています。 そして多くの顧客、特に若年層
の顧客にとっては、モノを所有することはそれほど重要なことではありません。 購入すると余計な
ものが増えると考える人が増えています。 顧客が望むのは物理的な商品ではなく、自分の指先で自
由に扱える媒体なのです。 これが、私が幼少期を共に過ごした巨大企業が姿を消してしまった理由
です。 Circuit CityにTower Records、Blockbuster、Borders、Virgin Megastore、それだけでは
ありません。
車の相乗りからストリーミングサービス、サブスクリプションボックス（定期的に届く商品の詰

め合わせ）まで、今の顧客はサービスに即時性や継続性を求めています。 日常的な便利さを求めて



いるのです。 この期待に応えられなければ、顧客から切り捨てられ、当然、ソーシャルメディアで
も批判されることになります。 それ位簡単なことなのです。
これは、あらゆるものが変わったことを意味しています。サービスの設計方法、顧客との関わり

方、会社の運営、企業の存在意義さえも変わってしまいました。 しかし、最初のステップとして、
もっと基本的なところから初めてみましょう。 このユニークな新しいビジネスモデルの背景にある
基本的な経済と要素について説明します。

新しい損益計算書
サブスクリプションエコノミーに関しては、世の中に素晴らしい資料が出回っています。 ここで

は、すべてを簡単なフレームワークに落とし込んで説明したいと思います。 2種類の損益計算書、
古い計算書と新しい計算書を比較することから始めます。 ここに製品の損益計算書があります。ど
このBusiness 101クラスでも教える従来の損益計算書です（単位：百万）。

非常にわかりやすくできています。 この基本的な計算によると、1つ以上の製品を販売して、合
計で1億ドルを売り上げていることが分かります。 この損益計算書には、製品に投入された費用が
計上されており、 以下の4つの主要経費があります。

1. 売上原価（COGS）：原材料、製造コストなど。
2. 販売費用： 営業担当へのコミッションや流通チャネルなどにかかった費用。
3. 会社を運営するための費用である間接費： 多く売れば売るほど、1製品当たりの間接費が少な
くなります。

4. 次のヒット商品を生み出すための研究開発費。

製品を売って得た金額から製品の原価をひいた金額が売上総利益です。パーセンテージで表した
場合は粗利率です。昔の経済ではこれが最も重要な利益の1つでした。 残念ながらこの考え方は、
サブスクリプションビジネスにおいては完全に間違っています。その主な理由として次の3つが挙げ
られます。



1. 後方重視の考え方である。これは過去時制の枠組みであり、すでに得た収益、すでに支払った
費用、すでに実施された行動に関するものです。サブスクリプションビジネスで大事なことは
将来を見据えることです。この先12か月の見込みがわかれば、それに応じた説明、計画、支出
を実現できます。

2. 過去に販売した商品と同じ方法で営業とマーケティングを行っており、 そのコストは基本的に
回収できていない。 サブスクリプションビジネスでは、将来のビジネスを牽引するためにも、
営業とマーケティングにかかる費用を戦略的に考える必要があります。

3. この損益計算書は経常利益と一時的な利益を区別していない。これは根本的な過失ともいえま
す。今ある1ドルと今後10年間で1ドルで購入できる価値が同じだと言っているようなもので
す。

賢いサブスクリプションビジネスではこのような考え方はしません。 サブスクリプションビジネ
スでは、収益よりも年間の経常収益（ARR）を重視します。 この考え方を反映しているのが、ここ
にある新しい損益計算書です。

ARR（経常収益）
まず注目したい点は、この損益計算書は始まりと終わりが純売上高と純利益ではなく、ARRであ

ることです。 サブスクリプションビジネスでは、すべての収益が収益ではないことを把握していま



す。1回だけの支払いと繰り返し発生する支払いには当然違いがあります。 サブスクリプションビ
ジネスを賢く運営している企業は、常にARRを強く意識しています。ARRとは既存の顧客から毎年
継続的に得られる収益のことです。
従来の財務諸表では収益は得られた金額を示しますが、サブスクリプション経済の損益計算書で

はARRは将来獲得する数字を表しています。 サブスクリプション経済の企業では、どれだけの収益
を上げられるかを年初の時点ですでに把握しています。
この例の1億ドルのARRを計上している企業は、毎年この額の収益を見込めるわけです。 これは

変動が少なく予測可能な数字であるため、計画が立てやすく、予測の精度も高くなり、毎月の目標
達成に専念できるようになります。 ARRなしで1億ドルを稼ぐ企業の場合はそうはいきません。 こ
の企業は年初をゼロで始め、地道に収益を積み重ねて1億ドルに到達します。 過去の業績に基づい
て多少の予測はできますが、契約で確定している収入源がないため、大がかりな拡張計画は立てら
れません。 サブスクリプションビジネスにおいて、企業の真の健全性を測るのは、現金や収益では
なくARRなのです。

チャーン（顧客離れ）
簡単に説明すると、チャーンとはサブスクリプション契約を更新しない顧客の数（多くは収益で

示される）です。 通常、ダウンセル（購入意思のない顧客にグレードの低い商品を販売すること）
は、チャーンとしてカウントされます。 年末に顧客が脱退しても当年の収益には影響しませんが、
ARRには影響があります。
チャーンは収益を低下させますが、市場内で一番魅力的な提案をしても、顧客のビジネスモデル

の変化や競合他社の法外な割引などの理由から、顧客を逃してしまうことがあります。 これを考慮
し、最上段に記載されているその年のARRから予想されるチャーンの数を差し引き、純ARRを算出
する必要があります。

経常費用
SaaS企業の費用の発生源は、人、データセンター、営業およびマーケティング費の3つしかあり

ません。 サブスクリプションの損益計算書では、これらのコストは4つの区分に割り当てられま
す。

1. 収益原価： COGS（売上原価）とも呼ばれます。サービスを提供するのに実際にかかった金額
です。SaaS企業の場合、データセンターやハードウェア、データセンターとテクニカルサポ
ートの人員などが含まれます。IoT企業の場合は、ハードウェアや接続にかかる費用が含まれ
ます。サブスクリプションボックスを販売する企業は、出荷する商品の金額がこれに含まれま
す。

2. 研究開発：開発者と製品マネージャーの費用が含まれます。
3. 一般管理費：主に、経理や人事の人件費が含まれます。
4. 営業およびマーケティング：営業部門（カスタマーサクセスを含む）、マーケティング部門、
サポートスタッフの人件費と、マーケティングプログラムにかかった費用が含まれます。

従来の損益計算書では、これらの費用を収益にマッピングして利益を算出します。 収益から収益
原価を引いた金額が売上総利益です。 従来の財務会計にはマッチングの概念というものが中心にあ
ります。 損益計算書に1ドルの収益が計上されていたら、その1ドルを生み出すために投じたすべて
の固定費が計上されます。



残念ながら、サブスクリプションビジネスモデルにおいてはこのマッチングの概念は成り立たな
くなっています。 従来とは別の方法でこれらの費用をARRと比較するのです。 なぜARRなのでしょ
うか？ ARRは前の期に獲得し、当期でも再び発生する収益を示しています。 顧客にサービスを継続
して提供しなければならないため、COGSと一般管理費はARRとマッチングさせる必要があります。
研究開発費はどうでしょうか？ 従来の考え方では、今販売中のものは開発が終わった製品であり、
現在投入している研究費は、将来の売上につながる革新的なサービスの開発費用ということになり
ます。 しかし重要な点は、 SaaS企業の顧客はまったく改善されない静的なサービスには手を出さ
なかった、ということです。
SaaS企業のことを少しでも知れば、企業が顧客を常に喜ばせ、サービスの継続購入を促すため

に努力していることがわかるでしょう。その目標を達成するため、研究開発へ資金を投じているの
です。 セールスフォース・ドットコムでは、製品の新機能を定期的に追加していることがお客様に
伝わるよう、「Winter 2013」のように季節名を含めたリリース名を付けるようにしています。 こ
のような理由から、研究開発費はARRにマッチングさせるものと考えています。
営業およびマーケティング費は興味深い部分です。 ARRが繰り返し発生を見込める現在の収益

を表しているのなら、営業およびマーケティング費は、まだARRに含まれていない将来の収益獲得
に向け、ARRの拡大に充当されることになります。 つまり、現在発生している営業およびマーケテ
ィング費は将来の収益とマッチングされます。
営業およびマーケティング費は今や、従来の会計用語で言う資本支出（Capex）として扱われま

す。 昔の製造業の世界では、大規模な工場を建設して生産を開始した場合、その後生産・販売する
製品に対して工場の建設費を一定の期間にわたって配分していました。 これを減価償却と呼びま
す。
同じようにサブスクリプション経済でも、販売とマーケティングに投資して顧客を獲得し、その

顧客から生み出される収益を顧客の存続期間（5年、10年、それ以上など）にわたって計上します。
ただし、現在の会計規則では、営業およびマーケティング費を分散（償却）することはできません
（一部の企業で、コミッション費用を契約期間で償却している場合もあります）。 大きく違うの
は、ARRは通常、当初の契約期間を超えて継続されることが予想されるという点です。
このような理由から、営業およびマーケティング費は現在のARRにマッチングさせません。 代

わりに、経常利益という重要な指標に紐付けます。

経常利益率
簡単に言うと、経常利益率（RPM）は経常収益と経常費用の差です。 これはARRからCOGSと研

究開発費、一般管理費を引いた金額で、営業およびマーケティング費を引く前の金額です。 前のペ
ージに掲載した損益計算書を見ると、RPMは4千万ドルで非常に健全な利益率が出ています。
これは成長の元手になる資金です。 RPMがプラスである限り、サブスクリプション企業は成長

と採算性のいずれかを選択できます。 支出をRPM未満に抑えれば、それほど成長は見込めません
が、採算性を確保できます。 RPMを上回る支出をすれば、大きな成長を見込めるでしょう。しか
し、資金は流出します。
また、RPMは将来の予算配分に大きく影響します。 年初に一定の額のARRを確保していれば、

具体的なRPM目標を達成するためのCOGSや研究開発費、一般管理費としてどれだけ支出できるか
を把握できます。 ただし、これはあくまでも将来的な見通しに過ぎません。
では、営業とマーケティングにかける費用は何を基準に決めたらよいのでしょうか？ これは損益

計算書には出てこないもう1つの重要な数字で、 成長効率性指標（GEI）と呼ばれるものです。



成長効率性指標
新規または既存顧客に新しい事業を展開するため、営業やマーケティング、カスタマーサクセス

などに100万ドルを支出するとします。 その支出は新たな経常収益をどれだけ生み出すでしょう
か？ これがGEIです。どれだけの成長を見込めるかを示す数字です。
GEIは、成長費用/新規ACVという計算式で算出します。 GEIが1より大きい場合、獲得する金額

以上の額を新規事業に費やしています。GEIが1より小さい場合、獲得する金額よりも支出が下回っ
ています。
すぐには収益につながらない戦略的顧客の獲得に支出することになるため、当初の営業費は高く

なりますが、効率の良いサブスクリプション企業であれば当然、GEIの目標を1以下に設定します。
GEIが大きくなればなるほど、期待に反して、実際の売上拡大という点で企業の効率性が低くなりま
す。 GEIが小さければ、同じ金額でもより多くの収益を得ることになります。
数ページ前のサブスクリプションの損益計算書を見ると、当初のARRが1億ドルで、4千万ドルの

経常利益が出ています。 この4千万ドルをすべて利益として計上しますか？ 年間40%の利益率は魅
力的な数字です。 しかし、これでは収益拡大のための手段に再投資した場合にどれだけの成長を見
込めるかを考えていないことになります。
では強気に出て、3千万ドルを営業・マーケティング・カスタマーサクセスに充当すると、大き

く成長が見込めます。 GEIを1として、次年度の新規年間契約額（ACV）として3千万ドルを計上す
ると、ARRは1.2億ドルになります。

新規年間契約額
ACVは、新規顧客や現在の契約をアップグレードまたは更新した顧客から生み出される収益のこ

とです。 これは予約に関連しており、企業に対して一定の金額を支出することを顧客が表明するも
のです。
大きく違うのは、サブスクリプションモデルの予約は、繰り返し発生する収入源に追加されるも

のであり、1回限りの予約の場合はそうではありません。 サブスクリプションビジネスの魅力は、
より良いサービスを求めてアップグレードする既存の顧客基盤から大きなACVを獲得できることで
す。 つまり、アップセルと一体となってARRを引き上げるACVを新たに生み出す営業およびマーケ
ティング活動にも資金を投じるべきだということです。

将来の成長
前年比ベースでこれを実行し、優良な成長効率を維持していれば、年20%の成長率を達成できま

す（GEIが1未満であればさらに成長可能）。 そして利益を確定する時点では、それ以上の経常収益
から始められます。
これがビジネスモデルの基本的な概略です。 その他にも、市場規模、1回限りの販売/コストの

影響、GEIに対する顧客離れの影響など、さまざまな要因があります。 スタートアップ企業を立ち
上げたことがあれば、物事がどれだけの速さで変化し、新たな障害やコストが現れることはご存じ
だと思います。

予測可能な収益の利点
この章を読み終えて何も得られなかった方も、これだけは覚えておいてください。 予測可能な収

益源は複合的な成長の効果をもたらします。 サブスクリプション企業が生み出す収益は、企業が従
来の方法で得ている収益より6倍価値があるといわれるのはこの理由からです。
顧客を惹き付け長期間つなぎとめるため、企業はサブスクリプションモデルを使用し、次々とサ



ービスを追加して収益の拡大や細やかな顧客関係の構築に努めています。これが顧客離れの発生を
大幅に減らしています。 これらの要因が、従来の製品重視企業の何倍にもなるサブスクリプション
の評価に寄与しています。
今から10年後、エコノミストは過去を振り返り、棚に商品を並べてお客さんが買ってくれるのを

待つというスタイルは20世紀のビジネスモデルであると述べるでしょう。 今、ここは未来の世界で
す。企業の成功は商品の販売数で測るのではなく、価値の高いサブスクリプション契約顧客が毎月
どれだけいるかで測ります。

起業家にとっての意味
このサブスクリプション経済で成功するには、顧客の行動を理解したうえで、営業、マーケティ

ング、サービス提供を行う必要があります。その方法を教えます。

正しい手段を選ぶ。 考えるべきことはSKUや注文書ではなく、成長効率性、顧客離れ、経常利
益率です。そして、とにかくARRを増やすことに専念してください。
絶え間なく学び続ける姿勢。 Netflix社は毎日数百万もの視聴を監視しています。顧客が一時
停止した部分から、巻き戻し、早送りをしたポイント、ユーザーの評価、検索、地理データ、
視聴回数、機器情報、ソーシャルメディアのフィードバックも監視しています。あなたの顧客
はどんな行動をとっていますか？あなたは何を学んでいますか？
素晴らしいサブスクリプション体験を作成する。Tesla社の車は驚くべき速度で自動運転機能
を備えました。Apple社の電話は短期間で音声認識付きの電話になりました。あなたはどんな
ことができますか？どのようにして顧客を日常的に満足させられますか？

ここまでサブスクリプション経済の基本を説明してきましたが、もちろんこれは全体のほんの一
部に過ぎません。 次の章では、SaaSの販売とマーケティングの基礎について説明します。セグメン
テーションと主要戦略、営業およびマーケティングの統制、成長ファネル、コンテンツマーケティ
ングエンジンなどの内容を紹介します。 どれも非常に重要ですが、ARRという最も重要な指標を決
して見失わないようにしてください。



第2章

成功には時間が必要

Jason Lemkin、Aaron Ross

この章では、Jason Lemkin氏とAaron Ross氏共著の『From Impossible to Inevitable』
の一部を要約してご紹介します。この抜粋の中でLemkin氏は、経常収益モデルにもとづく
ビジネスの構築には実際に何が必要かを語っています。Lemkin氏が指摘するとおり、健全
で持続可能なSaaSビジネスをつくり上げるためには辛抱強く時間をかける覚悟がいりま
す。あなたがSaaSビジネスを設立して成功を収めるために必要な決意をもっているかどう
かを判断するチェック手段としてこの章をご利用ください。

厳しい現実： SaaSビジネスの成功にはあなたが考えている以上に長い年数が必要です。 何年か
かるか、どのくらい大変かというあなたの予測は、ほぼ間違いなく大きく外れているでしょう。 そ
れでも、やるだけの価値はあります。

本当に覚悟ができていますか？
ある晩、かなり成功しているWeb会社の創業者と夕食を共にしたときに、私がEchoSign社にど

のくらい長く関わっていたかを聞かれました。 彼に答えを告げたところ、彼もうなずいて「そうだ
ね、私も同じくらいかかった。 成長軌道にのせ収益化するにはおよそ7年は必要だ」と言いまし



た。 これは、SaaSビジネスにおける真実であり、多くのビジネスやキャリアパスに当てはまりま
す。 大きな目標を達成するまでには予期した以上に長い年数がかかるという覚悟が必要です。 消費
者向けインターネット企業と比べると、SaaS企業のほうが7,500万ドルから1億ドルの収益を得る
までにたいてい長くかかるという話を聞いたことがあるかもしれません。 しかし、どのくらい長い
かはいつもあいまいです。
基本的な計算を見てみましょう。 取りかかってニッチマーケットを獲得するまで2、3年かか

り、その後収益が5,000万ドル程度になるまで年率100%で成長すると想定してみましょう。ただ
し、このように成長することは簡単ではありません。

1年目の収益：0ドル
2年目の収益：100万ドル
3年目の収益：300万ドル
4年目の収益：600万ドル
5年目の収益：1,200万ドル
6年目の収益：2,400万ドル
7年目の収益：4,800万ドル
8年目の収益：8,000万ドル

きわめて順調にいった場合でも、年間の経常収益（ARR）が8,000万ドルに到達するのは7年
目、つまり7年間を要し、8年目になってようやく新規株式公開（IPO）の準備が整います。 これほ
どではなく、普通にうまくいった場合では10年かかることもあります。 とてつもなく長い期間で
す。
では、M＆A（合併や買収）の場合はどうでしょうか？ ほとんどのSaaSビジネスについては、あ

る程度の規模になるまで、M＆Aは待つべきでしょう。少なくとも経常収益が1,000万ドルから
2,000万ドルになるまで我慢すべきだと思いますので、 上記の計算によると、M＆Aという出口戦略
で利益を得るには、5年から6年が必要です。 David Ulevitch氏は、OpenDNS社を設立してから、
急成長を成し遂げてCisco社に売るまでにのべ10年かかりました。 しかも、それ以前にOpenDNS社
の設立準備に数年を費やしていました。
数多くのM＆A取引の経験者（買い手、売り手、アドバイザーなど）として言うと、決して会社

を売ることを当てにしてはいけません。 会社、とりわけテクノロジー企業の売却はリスクが大き
く、複雑です。 まるで 結婚のように、いいえ、その10倍は大変です。 それに、ひとたび成立した
ら決して後戻りはできません。
このような計算は決して目新しいものではありませんし、 SaaS企業がIPOまで7年くらいかかる

ことは多くの経験者が言ってきました。 問題は、初めてスタートアップに携わる人たち、あるい
は、消費者向けインターネットの業界からやってきた人たちの多くが、それを理解していないとい
うことです。 消費者向けインターネット企業では、18か月から24か月の時間軸で考えることができ
ます。 消費者を相手に販売する会社では、 商品開発、営業/販売、検証、方向転換、新市場の発見
というビジネスサイクルが、はるかに迅速に進みますし、 概して何かがうまくいくかどうかはすぐ
にわかります。 消費者向けインターネットビジネスでは、SaaSビジネスと比較して、成功がもっと
速く訪れる可能性がありますが、定石なビジネスモデルがあるわけではないので、成功するか撤退
するかのリスクはもっと大きいでしょう。
上述のことはSaaS企業には当てはまらないようです。 辛抱強く時間をかけることを惜しまない

ことが必要です。 チームをつくり上げ、適正な製品を開発し、ニッチマーケットを獲得して、セー



ルスサイクルを軌道にのせるには時間がかかりますし、 フィードバックに基づいて改善を重ねる作
業にも、多くの時間がかかります。 この時間の法則は、SaaS以外の会社にも当てはまるようです。
収益がかなり安定し、何の不安もなく「成功した」と言えるようになるには、5年から9年かかると
言われています。
マスコミでは「ジョニーはiPhoneのアプリを13歳で作り、一晩で10億ドルも稼いだ」というよ

うな奇跡の成功ストーリーを伝え、読者や視聴者をひきつけていますが、 このようなストーリーは
例外で、普通にあることではありません。 Slack社が、企業価値が10億ドルという評価で、1億
2,000万ドルの資金を集めたとき、マスコミは「1年もたたないうちにゼロから10億企業になった」
と騒ぎ立てました。 実際にはSlack社が6年前の2008年に始め、大躍進のときまで5年間も苦労して
きたことを誰も書きませんでした。 その上、会社の急成長に遅れずについていき、成長の速度を維
持するために、Slack社はその後も引き続き苦労していました。 マスコミが書いたわくわくするスト
ーリーを読むと、最初に興奮し、次に 「自分以外の誰もが成功している」と落ち込むでしょう。 マ
スコミは人々を持ちあげてから落とすことを好みますが、彼らはめったに公平な立場で、ストーリ
ーの背景を書いたりしません。 本当はマスコミが書くほどドラマチックではないのですが、そうす
ると読者は少なくなってしまいます。 したがって、こうした一晩での成功物語から学んだことや、
その可能性に刺激を受けることは良いことですが、うのみにしないことが大切です。 何よりも、成
功に必要なだけの時間をかけるという覚悟が必要です。

マスコミが書いたわくわくするストーリーを読むと、最初に興奮
し、次に「自分以外の誰もが成功している」と落ち込むでしょ
う。

軌道にのるまでに2年が必要です
私は、SaaS企業で、営業や製品を担当する優秀なエグゼクティブで、 自身もSaaS事業で起業し

ようと準備を進めている方に時々お会いすることが
あります。 本当は、私の投資先の企業の1つにエグゼクティブとして採用したいところですが、

彼らの気持ちもわかります。 「会社」で働くことは、一時的にお金を稼ぎ、家族を養い、賃金を得
て学ぶには最高の方法かもしれません。 しかし、本当に野心的な人だったら一生雇われの身でいた
いとは思わないでしょう。 もし自分でSaaS企業を始めるべきか否かを迷っているのならば、次の3
つを自分に問いかけてみてください。

1. 十分な顧客をつかんで推進力を得る、つまり最初のトラクションを獲得するまで、丸2年間の
時間をかける覚悟がありますか？ 12か月でも、 18か月でもなく、 24か月です。 2年間です。
そうです。6か月でも12か月でも不十分です。 適切な製品を用意するだけで9か月から12か月は
かかります。 そして相当の収益を上げるまでにさらに6か月から12か月が必要です。

もし、最初のトラクションを獲得するまでに24か月かけられない
のであれば、SaaSの分野では失敗します。

InstagramやWhatsApp、Pinterestは、たった12か月で爆発的な人気を得ることができまし
た。しかし、繰り返しますが、「一夜にして成功をつかんだ」と言われる彼らも、開発と試行錯誤
を幾年にもわたって重ねた結果、やっと成功を手にしたのです。 ただB2Bのソフトウェアやサービ
スでは、このような奇跡は期待できません。あなたは、最初のトラクションを獲得するためだけに



24か月をかける余裕がありますか？ 答えがノーであれば、止めたほうがいいでしょう。 Slack社
は、2014年の1年で、年間経常収益（ARR）を0ドルから1,200万ドルに伸ばしたとお考えかもしれ
ません。 でも待ってください。 Slack社は2014年1月1日に設立されたのではありません。
最初のトラクションの獲得まで12か月では足りません。 12か月だけでは、 多少の収益が上がる

ようになったとしても、会社を続けるために十分な収益を得られず、あきらめることになります。
本当のことを正直に言えば、たいていの人は経済的、個人的な理由などさまざまな理由で、実際に
24か月をかけることができません。 当然です。 しかし、SaaSビジネスではそれだけの時間をかけ
なければ失敗するでしょう。

2. 1年に8,760時間働くことができますか？ つまり、24時間365日働くことです。 1日14時間
会社にいて専念しなさいと言っているのではありません。 そんなことは必要ではないのです。
とは言え、常に不可能と思えるようなことを実行する方法について夢中になって考え、悩み、苦
しむ覚悟が本当にできていますか？ 仕事以外のことを考える余地は、 子供と遊んでいるときで
さえ、 家族と夕食を食べているときでさえ、一切ありません。 それは必要不可欠なことです。
もしこのような生活をする精神的な覚悟がないならば、起業は止めたほうがいいでしょう。
SaaSの世界での競争は凄まじく激しいのです。 SaaSビジネスは、役割が多岐にわたるので、あ

なたは、営業、カスタマーサクセス、マーケティング、初期にはおそらくプロダクト開発など、さ
まざまな分野の役割を兼任しなければなりません。 お金を支払うお客様との間には、終わりのない
ドラマのようなやり取りがあります。 ある日、もっとも重要なお客様を失いそうになることもあり
ます。 これらすべてに熱心に、身を削って対応しなければなりません。
年間経常収益（ARR）がようやく500万ドルくらいになると、利益がでるようにもなります。 成

長するにつれて大変になることもありますが、多くの面で仕組化が進み、創業期に比べると少し楽
になります。 けれども、SaaSの場合、そこに至るまでには長い期間がかかり、 収益を生み続ける
推進力を獲得するまでは骨が折れる作業の連続です。

未来を見据えることができる偉大な創業者たちでさえ時には助け
が必要です。

3. 果敢に挑戦できますか？ 間違いなくこれがもっとも重要です。 「試してみたいだけ」でほか
の逃げ道を残す程度の心構えであれば、決してうまくいきません。 「暫くやってみてうまくいか
なかったらセールスフォース・ドットコムに戻るつもり」とか「うまくいくまでコンサルタント
の仕事をやるつもり」とか「50万ドル集めてからうまくいくかどうか検証するつもり」 では決
してうまくいくことはありません。 少なくとも急成長するスタートアップにはなりません。 成
功する創業者は、課題に対して必ずといってもいいほど果敢に挑戦していきます。 無謀なリスク
を冒す人物だからではなく、リスクをわかってもそれを実行することを決めているからです。 彼
らは多くの課題 — 資金、顧客、家族 — があることをわかっていますが、進めながら問題を解決
しようと心に決めています。 彼らは疑念をもつことも、 不安に思うこともあります。 お金の問
題もあります。 しかし、未来を見据え、最後には成功することを信じて疑いません。 果敢に挑
戦する気がないのであれば、スタートアップを率いる準備はできていないのです。

あともう少しの場合はどうしますか？
さて、あと少し足りないだけの場合はどうしますか？ 上記のテストの1、2、3をパスできないけ

れど、惜しいところまできている場合です。 その場合は一旦休止しましょう。止めると言うには早



すぎます。 その代わり、次のことを行ってください。 まず、20人の顧客にインタビューしてみま
しょう。 さらに、3つのテストに合格し、7年間から10年間をかける覚悟があり、最初のトラクショ
ンを獲得するまでに24か月以上かけられる、すばらしい共同創設者を見つけましょう。 多くの事業
は、 1人ではやり遂げることはできません。人によっては、どのように感じるか、試しに1人でやっ
てみるのもよいかもしれません。 未来を見据えることができる偉大な創設者たちでさえ時には助け
が必要です。 私は、自身の2回のスタートアップではそうしました。 20人の顧客にインタビュー
し、すばらしい共同創業者に相談すれば、彼らが足りない部分を埋めてくれ、SaaSスタートアップ
の立ち上げ方を示してくれます。

ダブルチェック： 本当に覚悟はできていますか？
過去10年間に起業家活動には1つの大きな変化がありました。 これは、インターネットスタート

アップの立ち上げが今までになく低コストでできるということではありません。 そのような事実は
ないからです。 かつてソフトウェアがディスクやCD‒ROMで配布された時代のほうが、よほど低コ
ストでした。 というのも、サーバーを1台も持たなくても、Microsoft社やIntuit社、Borland社、
Lotus社のような会社を起業できたからです。 今日の流通規模は一昔前よりもはるかに広範になっ
ていますが、物価が安くなっているわけではないのです。
Webとテクノロジーの市場が大幅に拡大しているとはいえ、商機が飛躍的に増えたわけではない

のです。 これは嘘ではありません。テクノロジー市場がもっと小さかったときでも、事業を急速に
拡大することは可能だったのです。 Lotus 1‒2‒3は、インフレの影響を受け、最初の年に1億ドル以
上を達成し、2年目に株式上場（IPO）を行いました。 SaaS企業がこのようなことをかつて成しえ
たでしょうか？

この世界で実行すべき最善のことだという自信が100%ないなら
ば、テクノロジースタートアップを始めてお金を集めてはいけな
いということです。

変わったのは起業家活動の文化です。 10年前には、創業者になる人は、少々変わり者、つまり
ちょっとおかしな技術者、何かに取りつかれた変人、あるいは成功の確率が0.00001%だと気づい
ていない人ばかりでした。 すばらしく頭が良くて、才能に溢れ、そして無謀に挑戦する人が、とっ
ぴなことをやり遂げました。 かつては、創業者というのは別世界にいる人たちばかりでした。 創業
者に会ったことがあったとしても、自分が創業者になるとは想像もできなかったでしょう。 10年前
には、成功への軌跡を描き始めていたスタートアップに参画した場合でも、まだ大きなリスクを被
る可能性がありました。 世間に認められたキャリアパスから外れ、かなりの痛手を被る可能性もあ
りました。 その上、間違いなく大幅な給与削減もありました。
反対に、今日では、何かに対して果敢に挑戦している起業家は、たとえ事業を成長の軌跡に載せ

られていなくても、すごく格好よく思われます。 極端な話、起業家を目指しているだけで、クール
な印象を持たれたりします。 リスクは低く、失敗しても問題はなく、うまくいかない場合はいつで
もFacebook社やGoogle社、Zynga社、Square社に入社することができます。 では、成功の軌跡に
乗り始めたスタートアップに参加したらどうでしょうか？ 給与カットの可能性は低いでしょう。 そ
して経歴はと言えば、 急拡大しているスタートアップのおかげで立派になります。 つまり、リスク
は限りなくゼロに近いです。 私自身に影響はありませんでしたが、TechCrunchやY Combinator、
「ソーシャルネットワーク」などの映画によって過剰に美化された起業家精神は、多くの人を幻滅
させました。



私からのちょっとしたアドバイスできるとするならば、 この世界が必要としていて、最善な計画
であるという自信が100%ないならば、テクノロジースタートアップを始めて、お金を集めない方
がよいでしょう。なぜでしょうか？ まず、スタートアップは失敗する確率が高いです。挑戦したか
ら、それで認められるものでもありません。 お客様から賛同を得られない、聞いたこともないよう
な、失敗したスタートアップについて誰も構ってはくれません。 評価されることもなければ、気に
されることもありません。
第2に、リスクを考慮すると、経済的なメリットがありません。 あなたがリスクをとらずに賢く

選択するならば、トップクラスのWeb企業に入り、留まり、出世することでお金をもっと稼ぐこと
ができます。 スタートアップと大企業の報酬の差はリーダーレベルでなければそれほど大きくはな
いようですが、昇格しマネージメントレベルになると差は大きく広がります。
第3に、もしスタートアップをやりたいとしても、すでに名の知れたスーパースターや強豪のチ

ームに参加するほうがずっと裕福になれます。 すばらしいスタートアップには、めったにないよう
なすばらしいチームが必要です。 何も無いところから始めようとするのは、ほぼ不可能に近いの
で、既存のチームに参加するほうがよほど良いでしょう。
第4に、想像するよりもはるかにたくさんの困難が待ち受けています。 確かに、良い時は良いで

すが、悪い時は非常に悪いです。 ほとんどの人は、それに対応する気力がなく、あったとしてもう
まく対処できません。 たとえば、（私が最初のスタートアップでやったように）すべての資金集め
が失敗したときに、給与にあてるために償還請求権付きの75万ドルの約束手形にサインすることが
できますか？
スタートアップの運営は自由ですが、すべてのエネルギーと時間を費やす厳しい仕事です。おそ

らく、スタートアップの運営で苦労している最中には、その仕事の良さがわからないでしょう。 コ
ンピューターにかじりつくばかりでは、大局的に仕事をとらえて楽しむことは難しいのです。
そうは言っても、本当に天職のように感じたらやりましょう。 私がそうでした。 それが、SaaS

スタートアップを始める唯一の偉大な理由です。 本質的に、スタートアップを始めるのに論理的な
理由はなく、天職であるということが、たった1つのもっともな理由なのです。 世界のほかの誰も
見ていないものを見つけ、自信を持ってあらゆるリスクに目をつむり、結局、スタートアップを始
めるよりも良い選択はないと考えることが必要です。

誰もが地獄のような1年を経験します
以前に、明らかに悲惨な状態のCEOと話したことがあります。 彼は3,000万ドルの事業を行って

いて順調に成長していました。 画期的な新製品を市場に投入しようとしていましたし、一緒に働い
ていて楽しい強力なチームもありました。
何がそんなに悪かったのでしょうか？ 正確には知りません。 しかし、私にわかったことは、彼

がほとんどの創設者が7年間から10年間にわたる成長の過程で少なくとも1回は経験する地獄の1年
にいたということです。
これは最初の年ではありません。 最初の年は、たしかに厳しいですが、まだ模索している段階で

す。 あなたは学び、ちょうど何かを始めようとしているところです。 あなたのチームは、小さく余
裕がないので、 非常にストレスとトラブルが多く、瀕死の状況のこともあります。 しかし、奮闘と
いうのは、そういうものです。 うまく切り抜けられるか失敗するかの日々です。しかし、まだ非常
に創造的な時期であり、常に何か新しいものを発見し、いつも刺激的です。
しかし、地獄の年は後からやってきます。 たいていは、トラクションを獲得した後に来ます。

時には上述のCEOが経験したように会社の拡大後、またはそれ以前のこともあります。 勝利まで戦
い続けられないほど、あらゆる点でただ苦しいばかりの1年です。 あなたは多方面からの攻撃にさ



らされています。
これは、特に深い洞察というわけではありませんが、ただわかってほしいことは、ゴールへ向か

う過程で必ず起こることで、あなたが何か悪いことをしているわけではないのです。 あきらめない
でやり通すしかありません。 SaaSのCEOや創設者たちと話すと、長い間活動してきたほとんどすべ
ての人が地獄の1年を経験していました。 もし地獄の1年にいるのであれば、切り抜けられます。
誰もが経験したことです。
私自身の地獄のような1年は2008年でした。 リード顧客はあり、顧客基盤もあったのですが、

大量の資金をつぎ込み始めた結果、うまくいっていませんでした。 大変な1年でした。 私が不思議
に思うことは、ほぼすべての人たちが地獄の1年を経験するということではありません。 ほとんど
のケースで、それを切り抜けたときに（切り抜けた場合に）、事業が改善という以上に好転し、再
び活気を取り戻し、それまで以上に急成長するということが不思議なのです。

共に働く仲間、サービスやアイデアを提供する相手など、人々を
助けてきた具体的な方法すべてをよく理解することで、あなたの
周りの世界はもっと良くなります。

苦しい時期を切り抜けようと行き詰まっていた状況を再構成することで再び活性化されることが
あります。 OpenDNS社のDavid Ulevitch氏は、地獄の1年を別々に2回経験しました。 Ulevitch氏
がCEOとして戻った直後の2010年には、前CEOの下での1年間で、従業員の中のリーダーシップが
低下していたために組織の文化的な地獄に苦しみました。 2012年には成長期における苦しい1年を
経験しました。会社の成長速度が十分ではなく、営業とマーケティングのシステム全体を一新する
必要がありました。 活力溢れる従業員と予測可能で拡張性の高い営業システムによって、 両方のケ
ースでOpenDNS社は苦しい時期を脱し、さらに強固になりました。
苦しいときにあきらめずに頑張り続けると、活気が戻り、再び成長の速度が上がります。 それは

（EchoSign社と同じように）大変な時期の翌年のまる1年かもしれません。いずれにしても、必ず
起こることです。 良い顧客と適正な製品、仕事をきちんと行うチームがあり、そして100%専念し
て取り組み続けるのであれば、あなたも再び成長を見るでしょう。 辛抱と専念が重要です。

みなの世界ではなく、あなたの世界を変えましょう
シリコンバレーでは、「私たちが世界を変える」とか「私たちが̲̲̲̲̲̲̲̲の世界に大変革をも

たらす」とかをよく聞きます。 すごいですよね。 そう思うのは刺激的ですし、意義深い使命を求め
る気持ちもわかります。 けれども、本当に世界を変えるということは、ポリオのワクチンやラジ
オ、冷蔵庫、電気システムを発明したり、非暴力の革命に数百万人を導いたりするようなことだと
私は思っています。
もしWebベースの営業ツールや請求ソリューション、モバイルドキュメント同期ソリューショ

ン、旅行アプリ、新しい写真共有ツールなどを開発しているというのであれば、世界を変えるとい
う範疇にはおそらく入りません。
誤解しないでください。あなたやあなたのチームが意義深い仕事をしていることはとても重要で

す。 すばらしくないと言っているのではなく、ただ、それらがなくてもいずれ世界はそこに到達す
るだろうということなのです。 Sergey Brin氏が自律運転カーに取り組み、Elon Musk氏が無制限
の太陽光エネルギーに取り組むことには理由があります。
あなたにできることは、共に働く仲間、サービスやアイデアを提供する相手など、人々を助けて

きた具体的な方法すべてをよく理解することで、あなたの周りの世界をもっと良くすることです。



あなたは新しい会社の発足を支援し、チームの有能な人材のために新しい機会をつくり、イノ
ベーションの好循環を創出できます。私が共同で立ち上げた最初のスタートアップを振り返っ
てみると、その会社の経営陣は、ベンチャーに支援された革新的なスタートアップを3社独立
させました。
あなたはまさに新しい仕事を従業員に与えることができます。本当の意味で新しい良い仕事を
つくるということは、エンジニアをほかのスタートアップから引き抜くことではありません。
以前にはなかったすばらしい仕事、たとえば、家族を養える仕事をつくるということです。
従業員の住宅購入を助けることもできます。お金というものはいつでもよいものですが、従業
員が最初の家を購入するために十分なお金をどうにか用意できるようにすることはすばらしい
ことです。David Ulevitch氏がOpenDNS社を売却したことは、従業員を金銭的に助けまし
た。Ulevitch氏は、売却によって従業員の多くがお金持ちになったことよりも、大勢が長期の
学生ローンなどの借金を返済できたことを誇りに思っています。
あなたは多くの従業員にキャリアを積ませることができます。スタートアップが成功すれば、
賢く大胆であるものの経歴が乏しい従業員のキャリアアップにつながります。あなたは一度も
マネージャー経験がない従業員の中から優れたマネージャーを抜擢できます。ほかの会社では
チャンスを与えられないような、未熟だけれども熱心な従業員を、有能な営業担当者に育成す
ることもできます。
あなたはすばらしい旅を体験できます。スタートアップ、会社、チームは永遠には続きませ
ん。何らかの形で成長するか、消え去るかです。しかし、すばらしい旅を行えます。あなただ
けが人生でそれだけ多くの旅をできるのです。すばらしい旅の経験からは永遠に残る何かを得
ることができます。

あなたが旅のどの段階にいようとも、私がスタートアップとフォーチュン500の企業の両方で学
んだことの1つは、リスク調整すると、スタートアップはそれほど儲かるものではないということで
す。 スタートアップは、大企業の最高のチームよりも迅速というわけでもありません。 しかし、ス
タートアップでは、周りの世界がより良い場所になるような変革を起こして、毎日、その変化の様
子を見ることが簡単にできます。 ただ、そこに至るまでには、まず辛抱の時間が必要であることを
忘れないでください。



第3章

収益1,000万ドルへの道を制覇する方法

Tien Tzuo

前章では、Jason Lemkin氏が成功を収める持続可能なSaaSビジネスの構築には何が必要
かについて洞察を提供してくれました。一晩で成功を手にすることはできません。たとえ
どんなに重要なソリューションであっても、実行可能なビジネスモデルと堅調な年間経常
収益という結果を出すまでに数年が必要です。この章では、Tzuo氏が最初の収益から
1,000万ドルの年間経常収益（ARR）を達成するまでを登山に例えてご説明します。Tzuo
氏はこの過程をアイデアの立証、製品の立証、そしてマーケットの立証という3つの主要な
段階に分けて簡潔に解説します。

あなたは快適な組織ですばらしい仕事を手に入れる可能性を捨てて、果敢にも自分の会社を始め
るという決断をしました。 大きな夢をかなえると決めたのです。 では、次のセールスフォース・ド
ットコムのような会社をどのようにつくりますか？ 巨万の富を築くサクセスストーリーをどのよう
にして描きますか？ それにはまず始めることです。
多くの人が、成功への道をまるで1本の直線のように捉えています。 彼らが成功を見るとき、そ

の途中で起こったであろう退屈で辛いことは無視して、成果と最終的な結果だけに目を向けます。
しかし、成功への道筋はまっすぐではありません。 成功は数々のくねくねとした曲がり道を経て、
山積みの課題を乗り越えて到達するもので、決して輝かしい一本道ではないのです。
ビジネスを構築するということは山登りにとてもよく似ています。 2人の無謀な登山家が、フリ

ークライミングの名所エル・キャピタン山の高さ3,000フィートの花崗岩の壁をまっすぐに登って有
名になりましたが、 たいていの人は、そのような登り方はせず、ジグザグにスイッチバックしなが
ら登っていきます。
ターニングポイントごとに180度の方向転換をするスイッチバックは、ビジネスの構築にも当て

はまります。 スイッチバックであなたが完全に方向を変えるように、 会社が新しい段階に入ったと
きには、実質的に新しい組織になります。 また、直前のステージでの成功要因が、次のステージで
の成功を妨げることにもなりかねません。 そこで従来のルールを忘れ、白紙の上に会社を再設計す
る必要があります。
多くの会社と仕事をしたところ、成長のステージを区分するために1と3の数字が役立つことを発

見しました。 100万ドル、300万ドル、1,000万ドルなどの数字を使うことです。 SaaS企業ではこ
れらの数字は年間経常収益（ARR）を表します。 これらが良い区切りとなり、「よし、ここまでは
順調に進んだ。さあ、次の登山区間にはどう挑もうか？」と考えられます。
では、1,000万ドルの目標値までの登山にはどのような段階があるのでしょうか？ それぞれの段

階で何をするべきでしょうか？ 見ていきましょう。

アイデアの立証（0ドルから100万ドルへ）
事業に取りかかるとき、最初にすべきことはアイデアを立証することです。 これが最初のステー



ジです。 あなたのアイデアが正しければ、一般的に100万ドルの収益か最初の顧客層を得ることが
できます。 最近ではそのためにシードラウンドの資金調達が可能です。 シリーズAラウンドで、ア
イデアを立証するためだけに会社の命運を賭けることはありません。
Zuora社で私たちは、セールスフォース・ドットコムのようなサブスクリプションモデルのビジ

ネスを行っている企業はおそらく自前の請求システムを構築しているだろうと考えました。 電話通
信会社の請求システムはあまりにも高額でしたし、通常のERPシステムはサブスクリプションモデ
ルに必要な機能を提供していませんでした。 しかし、そもそも企業がシステムを一から構築する必
要はないはずです。構築ではなく購入できれば良いのでは？ と私たちは考えました。
そこで私たちは、すでに知っている会社を中心に多くの会社に連絡し、このアイデアを証明する

ことにしました。 まずプロトタイプを構築し、 50社以上の潜在顧客と話しました。 実際、製品が
完成する前に数社と契約を結びました（契約はもちろん製品が提供されることを条件にしていまし
た）。
同様に、セールスフォース・ドットコムでは、いくつかの製品画面のスクリーンショットをWeb

サイトに上げ、ベータ版の利用に招待しました。 その後、興味を持った人たちにデモを見せ、感想
を聞きました。 2000年2月にリリースしたときにはすでに200社の顧客が製品を待っていました。
実際の製品が完成する前にアイデアを売ることができますし、 そうするべきです。 しかし、

100万ドルの年間経常収益（ARR）が達成される頃までにはアイデアが立証されていなければなり
ません。

製品の立証（100万ドルから300万ドルへ）
最初の100万ドルを達成すれば「よし、アイデアは正しかった。 これは売れる」と言えるでしょ

う。 しかし、顧客は一体何に対してお金を支払っていたのでしょうか？ 前の段階では、おそらくあ
らゆるアイデアをテストし、どのアイデアが実際に刺さったのかを見ました。 しかし、ここが方向
転換するタイミングです。 集中して見直しに取りかかる時です。
あなたが本当に構築すべき製品は何でしょうか？ アイデアを立証している間は、さまざまなアイ

デアをすべてテストしたかもしれません。しかし、今や選択し、優先順位をつけ、最初に構築する
必要があるものと数年後に延期するものを決める時です。
順番を逆転させることもあります。 Zuora社では、単純な請求システムで十分と考えていました

が、 その後、顧客はもっと多くを必要としていることに気がつきました。私たちはAPI、支払いシ
ステム、Eコマースプラットフォーム、税金エンジンなどを追加する必要がありました。 この段階
で私たちはかなり幅広い製品が必要だと気がついたのです。
ところで、製品を立証することは、すべてを完了させなければならないということではありませ

ん。しかしマーケットで勝てるだけの十分な知見と、数四半期または数年にわたって技術的取り組
みを推進するための一貫した製品ロードマップを持つべきです。
これはまさに学習の段階です。そして、300万ドルのマーケットに近づき、次の段階を開始する

前にすべての発見を終える必要があります。 実際、この時点までは製品を大幅に再設計する時間は
なく、拡大を見据えています。

マーケットの立証（300万ドルから1,000万ドルへ）
300万ドルから1,000万ドルへの拡大はとてもわくわくするものです。 あなたのアイデアの立証

が順調に進み、顧客の支持を得る確かなロードマップがあれば、できる限り早く、300万ドルから
1,000万ドルへ成長しようとするでしょう。 このステージでは、多数の営業人員を雇用し、マーケ
ティングにもかなり予算を使い、エンジニアはロードマップの実現に注力します。 1年（あるい



は、それ未満）で300万ドルから1,000万ドルに成長する企業もあります。
しかし、このプロセスではあなたのマーケットを定義する必要もあります。 自分自身に問いかけ

てみてください。 あなたの選んだマーケットは本当に数十億ドルの市場ですか？ 5億ドルの市場で
すか？ 1億ドルですか？ 次のラウンドでもっと多くの資金を調達しようとする場合、この質問の答
えを知っておかなければなりません。 シードラウンドやシリーズAラウンドで資金を得るときは、
すべてが希望と夢でよかったのです。 しかし、ひとたび実ビジネスとなると、投資家はこのマーケ
ットの規模が実際にどれほど大きいのかをより重視します。
5億ドルのマーケットであれば問題ありませんが、それでも調達する資金の総額と出口戦略は、

どちらもその商業的な信望者の最終的な規模によって変わってきます。 市場を立証するためにすば
らしいストーリーやさまざまな統計値を用意する必要があります。
当初、Zuora社に対する一般的な認知は、「まあまあこの請求システムは面白そうだ。だけど、

実際にはSaaS企業向けでしかないね」というものでした。 私たちにはセールスフォース・ドットコ
ムとWebExで働いた経歴がありました。したがって、人が私たちの製品をSaaS業界のためだけの製
品と思うことは理解できました。
しかし、私たちは次のように言い返しました。「いいえ、私たちのビジョンは実ははるかに幅広

いものです」。 私たちはあらゆる会社が私たちのソリューションを使用できると考え、数十億ドル
のマーケットを定義しました。 そこで、立証のポイントを集め始めました。 メディア会社、 金融
サービス会社、 ヘルスケア会社、そして、 公共セクターの会社に売り込みを行い、本当に市場が数
十億ドル規模であることを証明しようとしました。
多くの会社がこのことを見逃してきました。 Geoffrey Moore氏の有名な本『キャズム』に書か

れた「ボーリングレーン」戦略を採用し、たった1つの市場のみをターゲットにしています。 彼ら
は、1,000万ドルを目指していますし、同質の顧客だけに注目するだけならば簡単だと考えているの
です。 それも正しいですが、結果として自分たちを小さいマーケットに閉じ込めることになってし
まいます。

1,000万ドル達成
おめでとうございます。 年間経常収益が1,000万ドルになると、企業として生き残れる確率が高

まります。 それ以前は、追加の資金を調達する前に資金が不足し、いつでも消滅してしまう可能性
があります。 しかし、年間経常収益が1,000万ドルで、特に堅実な経常収益を確保しているのであ
れば、事業から撤退する必要はなくなります。 つまり、この段階から現実の会社に変わっているの
です。
この章の最初に述べたエル・キャピタンの登山を覚えていますか？ あの挑戦が成功するまでに

は、7年から10年かかりました。 あの2人の登山家が最後に成功するまでに、辛抱、計算、多くの失
敗の物語がありました。 彼らは方向転換を何度も辛抱強く行ってきました。
あなたが300万ドルや1,000万ドルを目指すにつれて、検討すべき新しい課題が出てきます。 し

かし、それでも今やあなたは自身の道をゴールに向かって進んでいます。



第4章

[あったらいいかもね]で満足していませんか？

Aaron Ross、Jason Lemkin

この章で再びJason Lemkin氏とAaron Ross氏による『From Impossible to Inevitable』
の一部を要約してご紹介します。初期段階にあるSaaSの創設者は、できる限り早く成長軌
道に乗せようと、プロダクト・マーケットフィットに到達することに躍起になりがちで
す。しかし、まず次の基本的な質問に答えることから始めてみましょう。あなたのサービ
スは顧客の成功に不可欠ですか、あるいは、ただ「あれば嬉しいけれど、なくても困らな
いもの」ですか？これは、Lemkin氏とRoss氏が提案した、より汎用的なサービスを目指す
のであればその前に「ニッチマーケットで勝ちきることが重要」というコンセプトにもと
づいています。セールスフォース・ドットコムはこの戦略を採用し、巨大な顧客管理
（CRM）領域に挑戦する前に、より小さな営業支援システム（SFA）領域で最初の「勝
利」を収めました。Ross氏はニッチマーケットを獲得する方法を「ターゲット+顧客の課
題+ソリューション=あなたのニッチマーケット」という簡潔な図式に整理しています。

あなたが顧客に対して提供しているのは、「なくてはならない不可欠な製品」でしょうか？ それ
とも、「あったらいいかもね」というレベルのものでしょうか？ 「あったらいいかもね」になって
しまっているかどうかを見極めるのは簡単です。 製品を見せるとみんなから「スゴイ！」と言われ
ますが、でも実際は誰も買ってくれません。
消費者だったら、必要なものではなく、欲しいものを買ってくれることもあります。 実際に消費

者は、日々の食費や医療費よりもポルシェやアイスクリームといった嗜好品にはるかに多くのお金
を投じています。 しかし、企業は「あったらいいかもね」では絶対に買いません。 以下に例をあげ
てみましょう。

どのマーケティング担当者だって、Webサイトは美しい方がいいと思うに決まっています。し
かしマーケティング担当者が本当に必要としているのは、訪問者を見込み客や購入顧客に転換
できるWebサイトです。
どんなCEOでも従業員が幸せになってくれたら嬉しいものです。しかしその前に、まずは社員
が出勤し、きちんと仕事をこなしてくれなくては話になりません。
どんな営業責任者だって、営業生産性が向上すれば嬉しいはずです。しかしその前に営業責任
者が必要としているのは、見込み客や、精度の高いレポートツール、研修などです。
ベンチャー投資家は、できれば立派な創業者に投資したいと考えています。しかし投資家が本
当に達成しなければならないのは平均以上の投資収益を得ることであり、人物的に立派な創業
者に投資したからといってそれが保証されるわけではありません。

新しいものを購入し、使用するには多くのエネルギーか必要であるため、もしあなたの製品が
「あったらいいかもね」レベルにとどまっていたなら、買ってもらうことはできません。 「あった



らいいかもね」は、購入リストの最後に回されてしまいます。
もしも買い手が、あなたのソリューションを「必要不可欠」と見なしてくれなければ、わざわざ

そのソリューションのすばらしさを社内の人に説明したり、予算の承認を得たり、組織全体に導入
しようとは思わないでしょう。
あなたが顧客から本当に必要とされる製品をつくりたいなら、以下の質問について考えてましょ

う。

顧客がお金と時間を費やしてでも解決したいと考える、彼らにとっての大きな問題は何です
か？
顧客の問題を解決するとき、あなたの会社と他社との差をどのように説明しますか？どう説明
すれば見込み客に理解してもらえるでしょうか？
あなたの会社を必要とする顧客と、必要としない顧客にはどのような違いがありますか？
あなたの会社が顧客にもっとも金銭的価値をもたらすことができるのは、どの領域ですか？
あなたの会社が成功事例や顧客からの推薦コメントを得ることのできる領域はどこですか？
どのように「お金を売る」ことができますか？

「お金を売る」とは、あなたの製品によって、顧客の収益の増加、費用の削減、損失リスクの軽
減、あるいは、コンプライアンスの遵守（罰金と法的リスクの回避）などを実現することです。 あ
なたの製品を購入すると、その費用よりもより多くの収益が得られることを示せれば、あなたの製
品は「必要不可欠」と認めてもらえるようになります。

あなたの製品が収益の増加、費用の削減、損失リスクの軽減、あ
るいは、コンプライアンスの遵守に役に立つことを顧客に立証す
れば、収益を上げられるのです。

しかし、ただ「収益を増加します」や「コストを削減します」と言うだけでは、まったく説得力
がありません。 顧客にとってお金と同じ価値をもつものは何でしょうか？ それは例えば、見込み客
や成約率、社会的活動、集金、従業員教育、顧客満足などです。 従業員教育や顧客満足がきわめて
重要であることはわかりますが、御社の製品によって顧客の収益が上がるということを、どのよう
に証明すればいいのでしょうか？ どうしたらあなたが必要とされる状況をつくることができるでし
ょうか？

例：Acme社がアウトバウンド型リード獲得の失敗から学んだこと
1,500万ドルのSaaS企業（ここでは、Acme社と呼ぶことにしましょう）が、私たちのところへ

来て、こう言いました。「弊社はもっと成長したいと考えています。そのためには、もっと多くの
リード（見込み客）が必要なのです」。 Acme社はそれまで、セールスフォース・ドットコムのパ
ートナーとなり、セールスフォース・ドットコムからの紹介を得ることによって成長してきまし
た。 紹介による案件は、高い確率でかつ短時間に成約していました。 Acme社は成長していました
が、成長速度をさらに高め、成約数を倍にしたいと考えていました。そのためにはコストをかけて
リードを創出する必要がありました。 紹介とオーガニックに頼った従来のアプローチだけでは不十
分だったのです。 ところが、Acme社はリードの数を倍にすれば、成長のスピードも2倍にできると
考えていました。



問題点その1：これまでAcme社では過去3年間に渡ってオンラインとオフラインのさまざまな
マーケティングキャンペーンを行ってきましたが、全く成果が出ていませんでした。
問題点その2： 同社は、（Ross氏の支援により）アウトバウンド型の見込み客開拓プログラム
を始めましたが、完全に失敗しました。まったく効果なしでした。（3年間の活動の後）4か月
をかけましたが、最終的に学んだ重要な点は、急成長するための準備が整っていなかったこと
です。この会社はニッチマーケットを獲得できていませんでした。

以前からその兆候はありました。しかしAcme社はアウトバウンド型マーケティングを行って、
壁にぶつかるまでそれを認めたくなかったのです。 お金をかけたリード獲得、またはノンオーガニ
ックな活動（マーケティングや見込み客の開拓など）を行うと、ニッチマーケットを獲得できてい
るかどうかがはっきりと分かります。 これらがうまく機能しない場合は、立ち止まってターゲット
顧客が正しいか、そしてソリューションが適切かを再考する必要があります。
Acme社は、コモディティ化した競争の激しいマーケットにいました。 Acme社のターゲットの

見込み客はすでに「十分に良い」ものを持っていたのです。 そしてAcme社のソリューションは、
ターゲット顧客の課題を確実に解決できるものではなかったのです。 見込み客がすでに持っていた
ものと比較したとき、Acme社が提供するものはすべて「あったらいいかもね」にすぎず、システム
を切り替える手間に見合う価値がないものでした。 Acme社のチームが自社製品に熱狂していたの
と対象的に、見込み客は興味を示さなかったのです。 彼らにとって、Acme社のソリューション
は、「必要不可欠」ではなかったのです。

ターゲット+顧客の課題+ソリューション
ニッチマーケットを見つけるには、単に業種や ターゲットを選ぶだけでなく、誰にフォーカスを

当てるかが重要です。 そしてそのフォーカスを当てたところこそが、顧客の課題とあなたのソリュ
ーションが交差するポイントになるのです。
さて、もしあなたがAcme社と同じ状況にあったら、あなたのアイデアや製品がすぐに売れない

のは見込み客のせいだと思いますか？それとも、あなた自身やるべきことがまだ残っていると考え
ますか？



規模は「あったらいいかもね」には関係ありません
ニッチマーケットを見つけ、ニーズが確かなものかどうか確認するのが大変なのはスタートアッ

プならではの問題のように思えるかもしれませんが、大企業でも同じように苦労しています。
私たちは、世界で上位5社に入るソフトウェア企業から、特定の部門における営業担当者の見込

み客獲得を改善する仕事を依頼されました。 この部門は見込み客の開拓にあまり力を入れず、調査
活動に多くの時間を割いていましたが、彼らが送ったメールや電話に対する反応はほとんど得られ
ていませんでした。 役員だけでなく営業担当者までが同じようにフラストレーションを抱えていま
した。 「私たちは見込み客を創出したいのですが、やっていることはただの時間の浪費にすぎませ
ん」
理想を言えば、アウトバウンド型の見込み客開拓を行う専門営業チームをつくるべきだったので

すが、実現は困難でした。 彼らは、今すぐこの状況を何とかしなければなりませんでした。
この営業チームは、バンク・オブ・アメリカのような、10億ドル以上の規模があり複数の事業部

を有しているような大企業を顧客としていました。 会社には、少なくとも10から15の優れたテクノ
ロジーソリューションを含む製品リストがあり、 IT、営業、マーケティング、経理、人事など、顧
客のありとあらゆる部門の幹部に対して提案できるような製品群がありました。
彼らのメール、電話、時間管理手法などは主な問題ではありませんでした。 彼らの問題は、あま

りにも多くの製品をあまりにも幅広いターゲットに売らなければならなかったことなのです。つま
り、やることが多すぎて忙殺されていたのです。 マーケティングだったら銀行のCEOをターゲット
にし、データベースはCTO、人事管理ソリューションなら人事部門をターゲットにしていました。
これは、私たちが議論してきたニッチの問題と同じで、ただ形が違うだけです。
重要なことは、ニッチマーケットの獲得はスタートアップや小規模企業だけの問題ではないとい



うことです。 この問題は、一回だけ解決すればよいものではありません。 見込み客が増え、地域、
チーム、製品ポートフォリオが拡大していくたびに、繰り返し取り組まなければならない問題なの
です。 あなたのCMO、部門、そして営業担当者個々人も、常にターゲット顧客から支持されるよう
に活動し続けなければなりません。

あなたの製品を（「欲しい」ではなく）必要としているターゲッ
トは誰ですか？彼らはなぜ購入するべきなのでしょう？なぜあな
たから購入するべきなのですか？そしてなぜ今でなければならな
いのでしょう？

自身と自分のチームに問い続けてください。 あなたの製品を（「欲しい」のではなく）必要とす
るターゲットは誰ですか？ なぜあなたの製品を購入するべきなのでしょう？ それが他社より高くて
も買うべきなのはなぜですか？ 最終的に、あなたではなく、顧客の成功をどのようにもたらします
か？
商品に自信があればあるほど、買い手に対して商品を押し付けるような売り方をやめるのは難し

いものです。しかしあなたがそんな売り方を続けている限り、買い手の興味を引くどころか混乱さ
せることにしかなりません。 だからシンプルに考えましょう。自分たちのニッチマーケットに注力
し、常に「必要不可欠」になることを目指すのです。「あったらいいかもね」ではまず生き残るこ
とはできないのですから。



第5章

市場開拓を成功させるコツ

Judy Loehr

Judy Loehr氏は、Cloud Apps Capital Partners社のベンチャーパートナーとなる以前
は、約15年間、大手クラウドビジネスアプリケーション企業で製品、マーケティング、お
よび事業開発の現場を指揮する役割を担っていました。2000年に、製品およびプラットフ
ォームの設計を担当する最初のプロダクトマネージャーの1人としてセールスフォース・ド
ットコムに入社しました。2002年に私が製品管理チームに加わったとき、私は彼女のもと
で「セールスフォース・ドットコム独自のアプローチ」を教わりました。その後彼女はマ
ーケティング部門に移動し、統合マーケティング部門を率いてWebサイトチームを管理
し、あまり知られていませんが、2005年にはDreamforceで発表された最初の
AppExchangeの開発を指揮しました。セールスフォース・ドットコムを退職後は、ビジネ
スアプリケーション企業に対するコンサルティング業務に専念し、市場開拓戦略、コミュ
ニケーション戦略、価格設定、パッケージング、マーケティングを支援しています。彼女
のクライアントには、まだ初期段階のスタートアップ企業が含まれています。たとえば、
社員が4人しかいなかったときのZuora社、社員6人しかいなかったときのServiceMax社、
メンバーが2人しかいなかったときのCongaチームなどです。初期段階のスタートアップ企
業に対する彼女の一番大事なアドバイスは、「今の段階でポジショニングにじっくり取り
組めば、やがて会社のあらゆる側面がスピードアップしていく」というものです。次に大
事なのが、市場開拓時のポジショニングの明確化に使える簡潔な枠組みです。

市場開拓時のポジショニングは時間とともに変化していきますが、早い段階でこれに注力すべき
です。 ほとんどのスタートアップ企業が直面する最大の課題が、最初の段階でポジショニングが明
確でないということです。 メッセージが機能中心になりすぎていたり、設定するハードルが低すぎ
たり、市場で重要でなかったり、投資家の共感を呼ばないものだったりします。 効果的なメッセー
ジとは、顧客と関係があり、明瞭で再現性があり、現在の市場に存在するあらゆる雑多なメッセー
ジをかき消すほど強力なメッセージです。
市場開拓戦略についてじっくり考えないと、会社にとって適切なポジショニングを明確にするこ

とはできません。 そのため、この章は表向きは市場開拓時のポジショニングについての章ですが、
市場開拓戦略の明確化についての章でもあります。 今の段階で時間をかけてポジショニングに取り
組めば、新規参入した会社でも、成長中のスタートアップ企業でも、ビジネスのあらゆる側面がス
ピードアップしていきます。

今の段階で時間をかけてポジショニングに取り組めば、ビジネス
のあらゆる側面がスピードアップしていきます。

私は性格も意見も異なるさまざまな起業家やエグゼクティブと一緒に仕事をしてきました。 適切



な市場開拓時のポジショニングにはかなりの時間がかかり、簡単なことではないと断言できます。
この章の目標は、市場開拓時のポジショニングの明確化に使用できる具体的な枠組みをスタートア
ップ企業に示すことです。 この章で説明する内容は次のとおりです。

市場開拓時の強力なポジショニングが企業に与える効果。
スタートアップ企業の典型的な間違いを避けるために役立つ3つの厳しい現実（毒舌をお許し
ください）。
独自のポジショニングを明確化する際にじっくりと考える必要がある、市場開拓についての5
つの重要な検討事項。
市場開拓時の強力なポジショニングを明確化するための具体的な枠組み。
各社が独自のポジショニングを明確化するために、チームで使用できる3つの演習とテンプレ
ート。

市場開拓時の強力なポジショニングの効果
市場開拓時のポジショニングの明確化は、マーケティングのためだけのものではありません。会

社全体をスピードアップさせます。 具体的に言うと、セールスサイクルを短縮し、従業員を鼓舞
し、採用活動を促進し、さらに共通の統一された戦略にもとづいてエグゼクティブ全員の意思統一
を図ることができます。 ポジショニングがスタートアップ企業のそれぞれの領域にどのような効果
をもたらすかを詳しく見ていきましょう。

マーケティングと認知： 明確なポジショニングを示すことで、マーケティングチームは見込み
客に情報を提供して関係を築くためのコンテンツやプログラムの開発に集中できるようになり
ます。また、マスコミや投資家と話をするときに伝えるべき明確なストーリーを持つことがで
きます。
営業の効果：営業担当者に明確なポジショニング戦略を示せば、営業の準備も速やかに進み、
セールスサイクルを短縮できるようになります。優れたメッセージは、見込み客に切迫感を抱
かせることもできます。
求人活動の促進：強力なポジショニングは従業員を鼓舞することができ、会社の成長と拡大に
必要な適切なエグゼクティブやエキスパートの採用を促します。エグゼクティブの意思統一：
ポジショニングのプロセスは、共通の統一された戦略にもとづいて、製品、マーケティング、
販売、事業開発にかかわるすべての市場開拓チームの意思統一を図るための唯一最善の方法で
す。これについてこの章の後のほうで説明します。

スタートアップ企業が直視すべき3つの厳しい現実
ポジショニングの枠組みについて説明する前に、ポジショニングを始める際、どのスタートアッ

プ企業も直視すべき厳しい現実について見ていきます。

厳しい現実No.1：誰もあなたの製品のことなど気にしていない。
はっきり申し上げましょう。まず、誰も御社の製品に興味を持っていません。人のおへそがどう

なってるかなんて誰も考えませんよね？それと同じことです。 御社は何か非常に重要なことに役立
つ、先進技術を利用した非常に高度なソリューションを持っているのかもしれませんが、 私はまだ
関心がありません。きっと、皆さんの見込み客も同じです。
製品と機能について唐突にアピールし始めてしまうと、自分のおへそについて人に説明すのと同



じことになってしまいます。たとえ製品機能の話を聞いてくれる人がいたとしても、それは単なる
社交辞令のようなものです。 人々にとっては、御社の製品がどうであろうと、どうでもよいので
す。この事実を早く直視できれば、早い段階で一歩戻って、顧客が本当に関心を持っているものに
目を向けられるようになります。

厳しい現実No.2：皆さんが思っているほど意思統一されていない。
もっとも親密なスタートアップ企業創業者たちの間でさえ、製品や最高の顧客、会社の将来に対する見方は微
妙に異なっています。 自分たちが意思統一されていると心から信じている経営陣のミーティングに何度か立ち
会ったことがあります。 非常に密接な関係を築いていて、95%ほど意思統一されている場合もありました。
しかし、関係を築いて売り込もうとしている対象について、CEO、営業担当幹部、製品担当幹部、マーケティ
ング担当幹部の解釈や理解がたとえ5%でも合わなければ、それが市場開拓に歯止めをかけることになり、初期
段階の会社の状態を悪くして、後の段階における会社の成長を失速させる可能性があります。

厳しい現実No.3：皆さんは間違ったアドバイスを受けている。
「もっと̲̲̲̲̲̲̲のようにすべきです」 空欄には今話題の会社名を入れてください。この言葉

は今年少なくとも5回は聞いたことでしょう。 皆さんの会社、製品、価格は最近大きな成長を遂げ
た話題の会社のようになるべきかもしれないし、そうでないかもしれません。

意思統一が100%でなければ、初期段階の会社の状態は悪くなり、
後の段階で成長が失速します。

現在は、さまざまなビジネスモデル、市場開拓モデル、価格設定やパッケージングのモデル、マ
ーケティングの選択肢があります。 そして、誰もが意見を持っていて、誰もが何かで成功した会社
の実例を知っています。
しかし実際は、競合他社や一般に評判の良い会社に適した市場開拓モデル、価格設定、パッケー

ジングは、自社にそのまま簡単に適用できるものではありません。 競合他社やほかの会社を重要視
すると、独自の製品や市場に最適なビジネスモデルを見逃すおそれがあります。

市場開拓の前に検討すべき5つのポイント
会社のポジショニングは1人ではできません。 誰かに命じて、どこか専門的な機関に答えを探し

に行かせることもできません。 創業間もないクラウドビジネスアプリケーション企業の場合、会社
のポジショニングは製品のポジショニングです。 メッセージは市場開拓戦略全体のコンテキストの
中で明確にする必要があり、すべての市場開拓責任者がこのプロセスに関与しなければなりませ
ん。 検討すべき5つの重要な事項を以下に示します。

自社の市場、製品、見込み客に適したビジネスモデルと市場開拓
の戦術に集中してください。

顧客セグメント：誰のための製品を設計していて、その相手にとって必要なものは何でしょう
か。誰にでも合うものはめったにありません。ビジネスソフトウェアの場合は特にそうです。
ですから自社独自のターゲットの顧客セグメントを明確にすることが重要です。また、今すぐ
すべてのセグメントに製品を提供することはできません。ターゲットセグメントの優先順位を
決めれば、最大の効果を与えられる製品、マーケティング、販売活動に集中することができま
す。この章の末尾に、このターゲット顧客層を明確化するプロセスに取り組む際に役立つワー



クブックが記載されています。
チャネル：見込み客はどこに目を向け、どこで知識を得ているのでしょうか。誰がターゲット
の購入者層に影響を与え、どんなソリューションを信頼していて、どこに行って新しいソリュ
ーションを見つけるのでしょうか。何よりもまず、どうやってビジネスソフトウェアを購入し
ようとしているのでしょうか。誰とも話さずに製品を試したり設定したいのでしょうか。それ
とも、評価する過程でサポートしてくれる営業担当者と話がしたいのでしょうか。
製品のメッセージ： 製品が提供する価値について話す最善の方法は何でしょう。独自の強みは
何で、ターゲットの購入者層が製品の購入をじっくり検討することになる主な理由は何でしょ
うか。皆さんのソリューションがその会社にもたらす重要な効果とは何でしょうか。この章の
末尾に記載されているワークシートは、製品モジュールのコミュニケーション戦略に役立ちま
す。
価格とパッケージング：誰にでも合う価格はめったにないので、ターゲットの顧客セグメント
に「適したサイズ」のパッケージングを提供することが重要です。価格とパッケージングは自
社の強みを強調するものでもあるべきです。競合他社が太刀打ちできないような構成にすると
よいでしょう。
顧客獲得コスト（CAC）モデル： CACモデルは市場開拓時のポジショニングにおける重要な
実態把握となります。優れたポジショニングを明確化しても、存続不可能な市場開拓戦略やビ
ジネスモデルを設定すると、会社を成長させ拡大させることはできなくなります。会社のポジ
ショニングは市場開拓戦略全体で重要な要素であるため、CACモデルは確実に持続可能なもの
にしなければなりません。

これは半日どころか1週間かけてもできる仕事ではありません。 必ず時間をかけてじっくり取り
組んでください。 そして、たいていの場合は外部のエキスパートの活用が役立つことを覚えておい
てください。エキスパートは、市場で最強となるようなポジショニングをすばやく実現できるよう
に、的確な質問をし、このプロセス全体を通してチームを導くことができます。
会社のポジショニングは市場開拓戦略のコンテキストの中で明確にしなければなりません。

ポジショニングの明確化



3つの部屋：ガイドとなるメッセージの構造
ところで、優れたメッセージの秘訣とは何でしょうか。 それは、3つのレベルで話せることで

す。つまり、製品、価値提案、そしてストーリーです。 これを達成する方法の1つが、ポジショニ
ングを3つの部屋に例えるやり方です。 3つの部屋戦略では、メッセージを展示室のように視覚化
し、来訪者を3つの部屋に順番に案内していきます。

これは美術館内の経路と考えることができます。最近イケアに行ったことがある人は、イケアの
デザイナーが店内の各部屋を通るように意図的に設計している経路を思い出してください。 この3
つの部屋のそれぞれについて、詳しく見ていきましょう。

第1室：コンテキスト
会社は市場のコンテキストの中に存在しています。 第1室は、市場の状況や顧客の会社で起きて

いることなど、自社にとって説得力のあるコンテキストを作り出す場所です。 第1室のメッセージ
の主な対象者はマスメディアや投資家ですが、見込み客と従業員にも非常に重要なコンテキストと
目的を与えます。 以下に、市場のコンテキストについて考える際に役立つ質問をいくつか挙げま
す。

1. 市場で今何が起きているか？
2. ターゲットの購入者の周りで最近何か新しいことはあったか？
3. ターゲットにプレッシャーをかけているものはあるか？
4. 自社の市場よりもさらに大きい既存のモデルを相手としているのか？
5. 市場で起きていることにどのように関係があるのか？
6. これはなぜ起きていて、今なぜ重要なのか？

マーケターの多くはこれをストーリーの「理由（Why）」の部分と呼んでいます。自社と顧客に
とって、目的意識や切迫感を抱くのが「今である理由」ということです。

第1室では会社や製品のことには絶対に触れないでください。

第1室には「ない」ものが重要です。 第1室では製品や機能のことには何も触れません。 第1室
では会社のことすら触れないのです。 第1室について覚えておくべきもっとも重要なルールは、会



社や製品のことには一切触れないということです。 第1室に会社は存在しません。 第1室にあるの
は、顧客の市場とその世界で起きていることであり、皆さんの会社（そして皆さんのおへそ）は関
係ありません。

第2室：価値
第2室の主な来訪者は見込み客です。 第2室では、ターゲット顧客にとっての皆さんの価値を明

確に示し、「今である理由」が相手にどのように影響するかを結び付けながら、相手のビジネスに
与える効果を紹介する場所です。
第2室ではまだ製品や機能については一切話さず、具体的なソリューションについても話しませ

ん。 代わりに、見込み客（とそのニーズ）について考えて、その市場とビジネスに与えることがで
きる効果の概要を示します。 ターゲット顧客にとっての具体的な価値と影響について考えるときに
思い出すべきことを以下に示します。

会社のポジショニングは市場開拓戦略のコンテキストの中で明確
にしなければなりません。

1. 最大の使用例は何か？
2. 第一の目標は何か？
3. もっとも重要な戦略的活動は何か？
4. 主要な事例は、見込み客の上位3つの事項を支援するものか？
5. 取締役会は関心を持っているか？
6. 今の段階で相手を思いとどまらせているものは何か？
7. その会社は社会にどのような影響を与えたいと望んでいるか？
8. その会社はどのような効果を望んでいるか？
9. 会社と購入者をどのように支援するのか？

最上位の使用例が優先事項の中でどこにあるかを知ることは極めて重要です。 最上位の使用例は
取締役会が関心を持つであろう上位3つの優先事項になっているでしょうか。 もしそうであればす
べてうまくいっています。そうでなければ、厳しい状況に立ち向かうことになります。 やることリ
ストに全部で20項目あっても、すべての項目が同程度とは限りません。
上位3つの優先事項はうまく行きます。ソフトウェアが必要になった場合、上位3つの優先事項に

は、取り組みを成功させるための予算とリソースが十分に提供されます。 皆さんのソリューション
が見込み客の上位3つの優先事項の解決に役立つのであれば、セールスサイクルは短縮され、そのプ
ロジェクトは採用される可能性が高いので、長期的な顧客離れ率の低下へ繋がります。
優先事項4～7はたいていの場合は予算を獲得できますが、長期にわたる成功のために必要なマイ

ンドシェア、リソース、フォーカスは獲得できません。 最上位の使用例がリストの第7位より下に
ある場合、それについてはもう忘れてください。 取引はまとまりません。皆さんのソリューション
がビジネスの最上位の優先事項ではないためです。
理想的なのは、見込み客の上位3つの優先事項の1つに自社の価値を合わせることです。 一番大

事なことは、相手のビジネスを支援できるような効果と価値に焦点を合わせることです。

第3室：製品



第3室は、はじめて製品を紹介する場所です。 ただし、製品の概要にとどめ、市場のコンテキス
トの中での製品の位置付けと価値の向上を強く意図して話すだけにしてください。

第3室では、価値を高める製品を体系的に紹介します。

第3室の主な来訪者は見込み客ですが、すでに第1室と第2室でコンテキストと効果の価値につい
て聞いている見込み客だけです。 ほとんどの会社は、製品の概要説明を用意しています。しかし、
製品の強力な機能や性能のすべてを明確に伝えるにはどうすればよいのでしょうか。 営業力をつけ
てもっと多くの人にアピールしたいなら、製品のそれぞれの部分について伝える具体的な表現を作
る必要があります。
私が見つけた方法の1つは、機能のすべてを1組のトランプのように考えて、価値提案を強化する

構造の中で意図的に並べ替えるという方法です。 このアプローチによって、初期段階の会社ではそ
れほどでもない製品を大きく見せることができ、もっと進化した製品のある会社なら、製品が提供
するすべての機能を最大限明確かつ効果的に伝えることができます。
たとえば、初期段階の会社なら、現在ある10個から15個の機能を、3つのモジュールに入れる

と、その製品をもっと強固なものに見せることができます。 53以上の機能がある大きい会社なら、
これらの機能すべてを3つから5つのモジュールに再編成すれば、営業チームが製品によって実現で
きるすべてについて話をする際の枠組みとなります。これによって製品の価値をより明確に伝えら
れるようになります。
ただし、第3室ではまだ、機能についてすべて詳しく取り上げるべきではない、という点が重要

です。 このような話は、皆さんの会社が何をしているか見に来ただけという人ではなく、製品を真
剣に評価しようとしている見込み客との突っ込んだ会話のために取っておいてください。 会社のポ
ジショニングは、決して、製品によって実現できることをすべて説明するためのものではありませ
ん。そうではなく、ビジョンや何をなぜやるのか、顧客のビジネスへの効果を伝えるものです。

ポジショニングの演習とテンプレート
このセクションでは、各自が市場開拓時のポジショニングに取り組む際にチームで使用できる、

3つのロードテストのテンプレートについて説明します。

演習1：ターゲット顧客層のマトリックス
明確で説得力のある会社のポジショニングを決める際に、最初の、そしてもっとも重要な手順

は、顧客層を明確にすることです。 製品の構築、マーケティング、販売の対象となる見込み客をま
ず定義して社内で足並みを揃えてからでないと、コミュニケーション戦略には着手できません。 ビ
ジネスソフトウェアは誰にでも合うものはないため、明確なセグメントとプロファイルの観点から
ターゲット顧客層について考えることが重要です。 このテンプレートを使うと、それぞれのターゲ
ットのセグメントにとって、もっとも重要なものに対処することができます。 以下の点をじっくり
と考える必要があります。

1. 自社が支援できる主な使用例。
2. 一番の課題（目標や使用例に関連するもの）。
3. 見込み客が自社のソリューションを選択するであろう理由。

スタートアップ企業には通常は3つから5つの固有の顧客セグメントがあります。 スタートアップ企業には、す
べてのセグメントに対して一度に製品の構築、マーケティング、販売を行うリソースはありません。



そのため、追いかけるつもりのないセグメントを明確に特定することも、最も合うセグメントを
特定するのと同じように重要です。 独自のターゲット顧客層のマトリックスに取り組むためのヒン
トをいくつか挙げます。

1. 使用例は各セグメントにとって最も重要な使用例である必要があります。こうであればいいと
思う理想ではなく、実際のものにしてください。重要なのは、ターゲット顧客層、その実際の
最上位優先事項とそれに伴う課題について、しっかりまとめていることです。

2. 色付きの引用部分は、それぞれのセグメントで成功するために重要なポイントです。このマト
リックスのほとんどは専門的な話になりますが、引用部分は親しい同僚の間での言い方になっ
ています。

このマトリックスの情報が、会社のポジショニングを伝えるものとなり、将来的にWebサイトの
広告文の土台にすることもできます。

演習2：製品のメッセージ
製品モジュールのマトリックスでは、製品のすべての機能を、製品の幅広さと奥深さを伝える構

造の中で並べ替えます。
モジュールは合計で3つから5つにすることをお勧めします。 各モジュールのメッセージは、必

ずとことん具体的なものにしてください。 そうしないと、営業担当者や見込み客が各モジュールの



価値を自分で説明せざるを得なくなります。そんなことは誰も喜びません。

このマトリックスの情報が、会社のポジショニングを伝えるものとなり、将来的にWebサイトの
製品セクションの土台として使用されます。 このマトリックスでは1行に1つの製品詳細ページと考
えてください。各モジュールのすべての機能を分類するだけでなく、機能の利点と効果も定義して
います。



演習3：会社の物語
会社の物語では、すべてを互いに結び付けて、ストーリー用の下書きを作成します。 営業組織の

拡大とサポートのための最も重要な方法の1つは、この「会社の物語」から始まるストーリーを伝え
る明確なプレゼンテーションを提供することです。

まとめ
セールスフォース・ドットコムのプロダクトマネージャーだったとき、私は製品ロードマップを



作ることに全力を尽くしました。 それ以後に学んだことは、製品ロードマップを作って意思統一を
図り推進するためには、市場開拓時のポジショニングを明確化するほうが、個々の製品のオーナー
となるよりもはるかに多くのことができるということです。市場開拓時の明確なポジショニングに
ついて全員の足並みが揃っていれば、構築する機能や今後12か月で最も重要になるパートナーな
ど、あらゆる意思決定がより簡単になります。 ポジショニングを行っておくと、製品ロードマップ
や市場開拓戦略全体をまとめる際に、会社もそのチームも明確に取り組むことができます。
市場開拓時のポジショニングの明確化に対するアプローチについて、何かアイデアを得ていただ

ければ幸いです。 このプロセスに取り組むことは、スタートアップチーム企業が最も重要なものが
何かについて意思統一を図り、ターゲットの見込み客にとって最も大きい価値を追求する製品とマ
ーケティング項目に焦点を合わせ、市場開拓戦略全体を明確にするためにも役立ちます。



第6章

メッセージングの統一、プレイブック、オンボーディングで早期
の収益拡大を実現する

Elay Cohen

これまでの章で、優れたSaaS企業を作るのに何が必要か、そしてプロダクト・マーケット
フィットを確認し、企業の位置付けを確固たるものにするには何が必要かを見てきまし
た。これから実施段階に進みます。成功する営業チームを編成し、必要な装備を整えるこ
とに集中します。Elay Cohen氏は2005年～2013年にセールスフォース・ドットコムに在
籍し、この間、同社は著しい成長を遂げ、収益をアップさせました。セールスフォース・
ドットコムの収益は1.67億ドルから30億ドルにまで増大しました。この成功には、Jim
Steele氏とBrian Millham氏が作り上げた素晴らしい営業組織が大きく貢献しており、
Cohen氏が率いた営業生産性チームが成功を決定づけました。現時点ではあなた1人だけで
あっても、最初の営業チームの増員に踏み切る前に、ぜひCohen氏の「スケールさせるた
めの組み立て」の助言に耳を傾けてください。この章では、予測可能で経常的な収益源を
獲得するための成功要因について説明します。この成功要因に意識を集中させるため、自
社の営業チームがまだ未熟な段階であっても、これを1つの機構と考えてください。

創設者、CEO、CRO、そしてCMOを常に悩ませる要因の1つに、いかに早く営業チームを軌道に
乗せられるかという問題があります。 この問題は万国共通で、大企業もスタートアップ企業も同じ
悩みを抱えています。 プロダクト・マーケットフィットを確認し、焦点が市場進出の実施に移った
時点で、いち早く解決しなければならない問題があります。

1. 短期間で営業チームを始動させ、できるだけ早く営業ノルマを達成させるにはどうすればよい
か？

2. メッセージングと製品に関する意識のすり合わせを最後に行ったのはいつか？準備ができたか
どうかをどう判断するか？

3. 最前線のマネージャーをどのように指導すれば、そのチームに割り当てるノルマを増やせる
か？

私は2005～2013年、セールスフォース・ドットコムで営業生産性を担当するシニアバイスプレ
ジデントとして、このような疑問への答えを得るために次のことを実施しました。 まず、研修やオ
ンボーディング、認定、メッセージングの統一、継続的な学習、コーチング、コミュニケーショ
ン、プレイブック、ベストプラクティスの共有に多大な予算をつぎ込みました。 チームの営業成績
を上げるため、ノルマのある営業の管理者に対し、平均で年間1万ドルを投資しました。
International Data Corporation（IDC）によると、業界平均は1営業担当当たり年間2,400ドル程
度です。



ここからは、スタートアップ企業で実際に何ができるかということについてお話しします。 私自
身スタートアップ企業の創設者であり、何百社ものスタートアップ企業を支援している立場ですの
で、時間とリソースへの投資は賢く行わなければなりません。 初期のセールスフォース・ドットコ
ムのようにすべてのスタートアップ企業に潤沢な資金があるわけではありません。しかし、落胆す
ることはありません。 発想を自由に膨らませ、手元の資金で最大の効果を上げましょう。
2013年にスタートアップ企業を立ち上げる支援を開始したとき、俊敏性を失わずにマーケティ

ングと営業をかみ合わせる方法がどれだけ重要かを実感しました。 「Powerpointによる死」ともい
われる昔のオンボーディング手法や分厚いプレイブックである参照マニュアルは役に立ちそうにあ
りませんでした。 途中、「気は確かか？」「最後まで読む時間がある人なんているの？」という反
応が返ってきたのです。 そこで私は、メッセージング統一やプレイブック、オンボーディングは細
分化して、消化しやすいサイズの成果物にしなければならないと気付いたのです。 目まぐるしい速
さで進むコンテンツ重視の現実へ対応するという意味もありますが、限られた資金で機動的に活動
するスタートアップ企業にとって、これは最適なソリューションといえるでしょう。

効果的な営業研修のアプローチ
現在、営業研修は大きく変化しようとしています。 セールスフォース・ドットコムなどの大企業

で行われている投資や共同学習、収めている成果などが今、スタートアップ企業にも求められてい
るのです。 なぜでしょう？ 効果があるからです。
営業研修の最近のトレンドを見てみましょう。
トレンド#1： 消化しやすいサイズの「気軽に楽しめる」コンテンツ
トレンド#2： 社内中からベストプラクティスを集める
トレンド#3： すばやいフィードバックで改善していく
メッセージングの統一やオンボーディング、商品発売、競争バトルカード、認定によって収益目

標を早い段階で達成し、営業チームを短期間で強化するには、これらのトレンドに従って営業とマ
ーケティングを連携させることが重要です。

認定
セールスフォース・ドットコム在籍当時、私たちは毎年数千人という数の営業担当者を認定して

いました。 訓練を実施し、また訓練に執着していました。 マーク・ベニオフが新しいコーポレート
ピッチを作成したとき、私たちはスケジュールにのっとり、全員が認定を受けて方向性の統一を図
る段階であったため、それが優位に働きました。 スタートアップ企業のリソースは少ないこともあ
りますが、訓練と認定には力を入れる必要があります。 これが勝つための法則であり、結果をもた
らし、チームを結束させるのです。
認定のプロセスが一般にどのように行われているかはご存じのことだと思います。 動画や話者の

台本を使ったピッチを公開し、結果を祈るだけというのが典型的な方法です。 これはもはや時代遅
れと言えます。つまり、この方法では期待した成果は得られません。 いくつか例を挙げます。
世界中を飛び回って、現地事業所で営業担当がピッチをプレゼンする。 結果： 営業担当は審査

されているという感覚になる。 体験が現実に即していない。 コストが高くなる。
営業マネージャーに対して営業担当がピッチをプレゼンする。 結果： スライドを数枚見せただ

けで、営業マネージャーに「わかったので、予測を見せてもらいたい」と口を挟まれ、ピッチのレ
ビューが途中で打ち切られる。
営業担当がピッチを集中ドキュメントライブラリにアップロードする。 結果： 誰もピッチを見

ない。 インターネットからダウンロードした雑多なものを保管するフォルダに放置される。



このような成功しないシナリオに言えることは、営業担当者が互いのピッチを見て商談に活かす
機会を失ってしまうという結末になることです。 営業担当の生産性は、同僚のピッチのベストプラ
クティスを自分のピッチスタイルに組み込んだ後に高まるというデータがあります。 互いにピッチ
を見せ合い、チームでベストプラクティスを共有すると、営業担当者は短期間で大口案件を獲得す
るまでに成長し、案件を早期にまとめられるようになります。

メッセージングの統一
メッセージングの統一はトップの人間から始まります。 Jim Steele氏はInsideSales.comを創立

すると、最初の営業支援活動として、顧客と接触するすべての従業員に2分間のエレベーターピッチ
を録画させました。 まずは彼自身がこれを実践しました。
全員の方向性の統一を図り、月数の時間枠を時間数の枠にはめ込むため、次のようなスコアカー

ドを使用しました。

1. 興味を惹くオープニングまたは業界の統計から始まっている
2. 自分たちが何をする会社なのかを明確に示している
3. 価値を具体的に示している
4. 説得力ある顧客事例が含まれている
5. 顧客が自由に質問できる時間を最後に設けている
6. 簡潔である

Jim Steele氏は短期間のうちに組織を統制し、ベストプラクティスの共有を奨励する文化を作り
出しました。 驚くべき速さです。
同じく役員職を務め、私の友人でもあるBob Horn氏はCognitive Scaleという名前のスタートア

ップ企業に入社しました。 彼は、社内の関係者を総動員してCognitive Scale社のピッチとメッセー
ジングを編集しましたが、その方法は斬新的で印象深いものでした。 まず、CEOを筆頭に、すべて
の役員がエレベータピッチを録画しました。 すでに述べたとおり、メッセージングの統一をトップ
の人間から始めたのです。 次に、すべてのプロダクトマネージャーが製品の営業方法を説明する動
画を作りました。 この動画はすべての従業員に公開され、 社員全員が動画を視聴し、感想や意見を
交換しました。 短い動画と同僚からのフィードバックは、社内の誰にとっても興味深く、学ぶとこ
ろも多くありました。
これらの動画は誰でも参照できるテンプレートとして保存されました。 数日のうちに、

Cognitive Scale社は社内中のさまざまな関係者の協力を得て革新的なメッセージを作り上げ、各製
品スイートの売り込み方法や位置付けに関する意識を社内全体で統一させました。 この手法には、
全員が売り込み方法を練習でき、協力して改善できるという利点もあります。 このような知識の共
有と学習の文化は常に勝利をもたらします。
営業ピッチのメッセージング統一プロセスは、興味深く楽しめるもので、消化しやすいサイズに

することが大切です。 ピッチはなるべく小さくして、認定の数を増やします。 スライドが30～40
枚あるような長いピッチではなく、極力小さいピッチを数多く作ります。
いくつか例を挙げます。

エレベータピッチ（90秒）：価値、顧客事例、エンゲージメント、時間を重視したスコアカー
ドを使用して、営業担当に90秒のエレベータピッチを録画させます。すべての営業担当が方向
性を統一した完璧なエレベータピッチを行ったらどうなるでしょう？



ファーストコールピッチ（5～10分）： プレゼンテーションを組み合わせ、自分たちが何をす
る会社なのか、顧客事例、価値/利点、解決策を説明するスライドを10分程度のプレゼンにま
とめます。営業担当全員が高品質のスライドを使用し、その方向性も統一されているとした
ら、勝率はどのように変わるでしょうか？
ヒアリングピッチ（2～3分）：質問によって商談の見込み度を判断するためのスキルを営業担
当者に習得してもらいます。顧客との会議を始める際に大切なのは、話しやすい雰囲気作りで
す。営業担当者はヒアリングピッチによって、顧客の意見や本音をうまく引き出す質問の仕方
を学んでもらいましょう。商談の見込み度や顧客のニーズを上手く把握できるようになった
ら、パイプラインの品質はどれ位向上するでしょうか？
デモストーリーピッチ（3～5分）： 特徴や機能の説明を越え、営業担当にデモのストーリー
を設定させ、使用方法を説明するのではなく、その理由を回答できるようにします。デモのス
トーリーを増やすことで、セールスサイクルの期間にどのような影響がありますか？
反論対抗ピッチ（反論1つに付き60秒）：よく受ける反論について、その対抗方法を動画形式
でまとめて営業担当に紹介します。これは営業担当にとって価値ある訓練になるとともに、将
来の参考資料や研修にも使用できます。反論対抗の訓練を受けると、営業担当の自信はどのよ
うに変化するでしょうか？
エグゼクティブ締結ピッチ（5～10分）：自身の大口案件を取り上げて、相互成功のための成
果物、締結計画、または価値ベースの締結のプレゼンを営業担当者に録画させます。このピッ
チコンテストは、予測の精度にどのような影響を与えるでしょうか？

営業担当の早期育成と案件の早期締結というROIに加え、100名の営業担当に2～3分のエレベー
タピッチの録画を依頼し、それぞれの経験を動画の中で語ってもらい、方向性の統一を図りまし
た。 次のページでは、営業チームがこのような学習方法やベストプラクティスの共有を望んでいる
ことを証明しています。 実際に寄せられた言葉をそのまま記載しています。私が一番好きなのは
「すごくワクワクします！」です。

演習： ピッチ動画を作成・視聴しベストプラクティスを共有した感想を3つの言葉で表現してく
ださい。

「啓発された。 情報満載。 勉強になる。」
「コラボレーティブ。 貴重な体験だった。 衝撃的だった。」

「コラボレーティブ。 チーム学習。 行動。」
「革新的。 コラボレーティブ。 創造的。」

「エキサイティング。 勉強になる。」 面白かった。」
「勉強になる。 洞察を得られた。 楽しかった。」
「面白かった。 勉強になる。 やる気になった。」

「最高。 情報満載。 革新的。」
「洞察を得た。 勉強になる。 コラボレーティブ。」

「すごくワクワクする」

製品のプレイブック
最初の手順として行うべきチームの方向性の統一が完了したら、次のステップはプレイブックの

作成です。 勝利をもたらす製品のプレイブックは、製品マーケティングと営業支援における優れた
標準になります。 誰に、どのように、何を売り、どのタイミングで何を語るのか、といった質問に
答えられる内容にします。 いくつか例を挙げますので、プレイブックのたたき台にしてください。



1. 業界のトレンド
2. エレベータピッチ
3. 購入者のプロファイル
4. お客様事例
5. 業界のユースケース
6. ディスカバリにおける質問
7. 価値の計算
8. 営業プロセス
9. 反論点
10. よくある質問
11. 競合相手
12. 製品機能の説明
13. ある一日のデモ

記載する内容を決め、必要に応じ調整を加える仕事は、プロダクトマネージャーまたはプロダク
トマーケティングの担当者が行います。 以前プロダクトマネージャーを務めていましたが、これは
チームに意欲と自信を与えるベストプラクティスとして最高のプロジェクトだと思います。 動画に
よる製品プレイブックを制作することをお薦めします。 自分自身を映して製品に人間味を加えるよ
うにします。 可能であれば、顔がスライドに隠れないようにします。 自分のアイデアの補完として
スライドを使ってもかまいませんが、営業担当は話者の表情を見たいのです。 製品ビデオには次の
ような性質が求められます。

1. 話者自身の話を盛り込む
2. その製品を愛している理由を説明する
3. 製品開発の経緯について少し触れる製品に人間味を加えるような物語を聞かせ、営業担当が製
品の経緯との関連性を得やすくする

4. 60秒のエレベータピッチを含める
5. 購入者の課題に焦点を当てる
6. 自分の好きな顧客事例を紹介する
7. 差別化ポイントを説明する
8. 顧客が適格かどうかを判断する方法について論じる
9. 重要度の高いディスカバリ質問について論じる

このような資産への投資は必ず企業を成長させます。 PMがすべての顧客の電話を受け、すべて
のトレーニングセッションに参加するのは困難です。 チームミーティングや1対1のミーティングで
コーチングを行ったり、取引先や案件に関する資料に目を通したりするのは、前線の営業マネージ
ャーや営業トップの仕事です。
プレイブックに期待される内容をもう一度考えてみましょう。 プレイブックを、価値を付加しな

いような面白味のない資料またはドキュメントにしてはいけません。 プレイブックは自信や能力を
身に付けるためのツールとして使用するもので、製品や機能のリリースボックスを調べるためのも
のではありません。

プレイブックとバトルカード



プレイブックの一種に競争バトルカードというものがありますが、これについても検討が必要で
す。 あらゆる案件で、競合相手を破ることが望まれないことはありません。 誰もが目標の未達成や
市場シェアの縮小ではなく、勝率の躍進を望んでいます。 すべての営業担当が自信を持って競合相
手の反論に対抗し、競争トラップをしかけることが期待されています。 誰もが競争に勝ちたいと思
っています。
皆、一様に競争に勝てそうな立派なPDFやPPTを作成し、なぜ勝率が上がらないのか頭を悩ませ

ています。 もし私が30日以内で勝率を20%～30%上げる方法があると断言したらどうでしょう
か？
競争に勝つために努力し続けることは困難を伴います。 競争に勝つ秘密を教えましょう。それは

営業担当の能力と自信に注目することです。 すでにわかっている強みを買い手のニーズや要求に突
き合わせ、営業担当が手強い敵を倒せるようにするのです。 会社の規模に関係なく、競合相手が
「恐怖・不安・疑念」（FUD）の戦略で何を述べようとも、守りに入らず話の中でリーダーシップ
の立場を確立しましょう。
セールスフォース・ドットコムに在籍していた頃、私たちはあらゆる案件でMicrosoft社や

Oracle社を打ち負かしました。それは私たちが覚悟を決め、創造力を持って戦いに備えていたから
です。 私の友人でHost Analytics社で働くDave Kellogg氏、Gary Hanna氏、Sheevaun Thatcher
氏は、勝利をもたらす競争戦略を策定し、すばらしい勝率を上げました。 変革は長い間続きまし
た。 その戦略は次のようなものでした。

ステップ1：競合相手を知る（ただし、批判はしない）
まずは、競争上の最大の強みに着目します。 その強みに真摯にと向き合い、見ないふりはしない

でください。 買い手のニーズに着目し、この強みが買い手には魅力的にならない理由を考えます。
トラップを仕掛けるための質問をかき集め、競合相手を完全に閉め出します。 意味もなく競合相手
を批判するのではなく、反論に対抗しトラップをしかけるという流れを構築します。

ステップ2：消化しやすいサイズのコーチングビデオを作成する
競争上の強み1件に対し2～3分のビデオを1本作成し、競合相手が自分たちのことをどう言って

いるか、そのような意見にどのように対抗すればいいかを説明します。 できるだけ詳細なコーチン
グビデオを作成することが重要です。 強みを反論対抗に、弱みを営業チームがディスカバリ時に戦
略的に尋ねる質問とトラップにマッピングします。

ステップ3：コーチングビデオを共有する
ビデオを基に実際の案件シナリオを使用したロールプレイの演習を作成します。 全員がビデオを

視聴し、競合相手ごとに有効な戦略と無効な戦略を確認します。 ディスカバリ質問と競争トラップ
の質問を混ぜ合わせる訓練をチームに実施します。 チームを結束させることで営業担当の自信は高
まり、結果がすぐに現れます。

ステップ4：ロールプレイおよび練習
すべての営業担当に反論点とトラップを1つずつ含めたビデオを作成させるか、チームミーティ

ングで順番に練習するとよいでしょう。 反論とトラップの訓練の効果は高く、同僚同士のレビュー
やフィードバックも大きな効果を発揮します。

オンボーディング
ビジネスを短期間で成長させるには、営業チームのパフォーマンスを早期に向上させることが重



要です。 そのようにしてセールスフォース・ドットコムは成長しました。これは立ち上げ間もない
スタートアップ企業にとっても重要な取り組みになります。 拡張性に富み、収益を生むオンボーデ
ィングプログラムを作成するには、最初のステップとして、プログラムを指標上に整列させます。
指標を使ってプロセスを進め、営業担当の意識を適切な振る舞いと行動に向けるようにします。 た
とえば、生成したパイプラインや、最初の案件までの期間、目標達成までの期間を測定するとしま
す。
以前セールスフォース・ドットコムで営業のリーダーを務めていたDave Rudnitsky氏が、

InsideSales.comでJim Steele氏と一緒に働くようになって最初に着手したのは、オンボーディン
グプログラムを作成し、新しいチームを短期間で強化することでした。 彼はまず、0～20人の営業
管理者の教育から取りかかりました。 彼の作成したプログラムにより営業担当がパイプラインを自
分で創り出し、30日以内で締結をまとめるようになり、その結果、数千万ドルもの収益が生まれま
した。
Rudnitsky氏が作成したプログラムには、自分のペースで進める学習と認定のほか、チームで行

う演習やロールプレイも含まれていました。 メッセージング能力、自己創出のパイプライン、30日
以内の案件締結に関連するすべての活動を重視したプログラムです。 そのプログラムの学習パスは
次のようなものでした。

第1週：文化、事例、ビジョン
第1週目は、CEO、CRO、CMOを含むすべての役職者が作成したコンテンツとウェルカムビデオ

を視聴し、ビジョンと目標を共有します。 顧客事例や推薦のほか、優秀な営業担当者が作成した案
件獲得に関するビデオを視聴し、案件を獲得した方法やその体験談を楽しめる形で共有します。
第1週はすべてを終える予備訓練期間であり、12時間以上をかけて豊富なコンテンツに目を通

し、ピッチの演習を実施し、価値の位置付けをホワイトボードに書き出します。 第1週は、文化と
事例を理解することを目的とします。

第2週：製品とサービス
第2週目には、プロダクトマネージャーが製品プレイブックをビデオのインタビュー形式で提供

します。 この週では最終的に、成果物として営業担当が作成する2～3分のエレベータピッチを評価
します。 作成したエレベータピッチを見せ合い、同僚のレビューをとおしてベストプラクティスを
組み込みます。

第3週：見込み客の開拓とテリトリの計画
パイプライン創出に重点を置き、チームを見込み客の開拓へと誘導します。 テリトリ計画を作成

し、見込み客開拓のための営業戦略と勝利をもたらすメールについて議論します。 この週までに営
業担当者は自己創出のパイプラインを用意しておきます。 ここでは、優良取引先とパイプライン創
出戦略に重点を置いたテリトリ計画の5分間の動画が認定対象になります。

第4週：取引先戦略と案件実行
Dave Rudnitsky氏はこれをすべて最終週にまとめました。この週に営業担当は優良取引先の取

引先計画を録画します。 このプログラムはIGNITEと名付けられ、同社の営業プレイブックに沿って
全員を統制します。 取引先計画では、点をつなげる戦略、効果的なイベント戦略、クロージングに
関する戦略など、さまざまな重要戦略に焦点を当てます。 この週には最後となるIGNITE認定があり
ます。



このプログラムの結果は、その結果を見れば一目瞭然です。 パイプラインと収益は目標を上回り
ました。 しかし、ここで最も大きな成果といえるのは、営業担当からのフィードバックです。 この
30日のオンボーディングプログラムがなければ、これほど早く強いチームは完成しなかったと、誰
もが認めました。
柔軟に拡張でき、繰り返し使用できる営業オンボーディングプログラムは、往々にして他のもの

より優先順位が下がります。 David Rudnitsky氏や将来を見据える営業リーダーの教えに従い、第1
日目から徹底的な基礎の強化を図ってください。 チームは大きな成果を得て、獲得する案件の数も
その速度も大きく向上するはずです。

まとめ
認定、プレイブック、オンボーディングを燃料とする収益マシンを作り上げるにはリーダーシッ

プと訓練が必要です。 つまり、革新的な製品を作ることと同じように市場進出を重視し、労力をつ
ぎ込む必要があります。
ベストプラクティスを共有し、改善し続けるという文化を構築してください。 つまり、模範を示

して指導するということです。 準備は万全でしょうか？ では、やってみましょう。 電話で売り込
みを録音して、チームと共有してください。 これをオンボーディングプロセスの1つとしましょ
う。すべてのプロダクトマネージャーの必須事項にもしましょう。 このシステムが機能するように
なったら、組織全体でその指導が実践されているか常に確認しましょう。そうすれば収益にも反映
されるはずです。
チームがすぐにスタートできるように、この章で説明した内容をわかりやすいToDoリストにま

とめました。 何をすべきかはすべて述べました。あとは始めるだけです。

オンボーディングのTo‒Do

1. 営業担当とのインタビューを実施し、案件獲得と早期の強化に何が必要かを文書にまとめる
2. 顧客の電話に耳を傾け、協力する
3. 早期に力を付けた営業担当に聞き取り調査を実施し、効果のあった方法、効果のなかった方
法、改善が必要な点を理解する

4. オンボーディングの成功の指標を定義する
5. 週単位のマイルストン、指標、コンテンツ、認定について記した30日間の学習パス計画を作成
する

6. コンテンツおよびコンテンツの不備を確認する
7. 社内の役員職チームやプロダクトマネージャー、上級営業担当から、ピッチとデモを集める
8. 学習パスの結果を四半期ごとに実施し、繰り返す

製品プレイブックのTo‒Do

1. プレイブックの最初の草案は時間をかけて作成する
2. ベストプラクティスのセクションを使用する
3. すべてのコンテンツを動画形式で提供する
4. 社内の営業担当者から最新情報を集める

競争バトルカードのToDo



1. 競合相手を知り、批判しない
2. 強みを文書化し、反論に対抗する
3. 弱みを見つけ、トラップを仕掛ける
4. ロールプレイを作成し、一部の文化の演習を実施する

認定のTo‒Do

1. 顧客の会話を消化しやすいサイズの認定に分割する
2. 常に鍛錬し、毎週ピッチを実施する
3. 率直にフィードバックを提供する



第7章

営業の分散化・区分化戦略

Mike Wolff

拡大可能で再現性のある営業組織の仕組みを作るのに何が必要かはもうおわかりと思いま
すので、ここからは非常に強力な営業チームの作り方について考えていきます。社内営業
担当者(インサイドセールス)から始めるべきでしょうか。現場の営業チーム（フィールド
セールス）が直接市場を開拓するべきでしょうか。Mike Wolffが、拠点分散モデルに関す
る営業チーム構築についての自身の論文のプレゼンテーションを行います。顧客との距離
を縮めることは営業を次の段階に引き上げるための重要な手段の1つではありますが、成長
のためには市場を区分化することも同じように重要です。Mike Wolff氏と私は同時期
（2002年）にセールスフォース・ドットコムに入社しました。在職中、同氏は、新人営業
担当者から出発して、コマーシャルセールスSVPとしてSMB営業組織を率いるまでになり
ました。セールスフォース・ドットコムが最初のトラクションを獲得した頃からセールス
フォースの事業に関わってきたWolff氏は、自ら選んだ領域で優位に立つためには、大きな
視野で考え、賢く雇用するための重要な戦略が必要だということを私たちに教えてくれま
す。

クラウド経済では「社内営業担当者」と「現場営業担当者」という言葉は時代遅れで意味がな
く、役に立ちません。 遠く離れた地域の営業所を完全な本拠地とするチームを置く意味がなくな
り、またサポートネットワークが制限された場所を拠点とする現地営業担当者を雇用することにも
高いリスクがあります。
優れたソリューションを構築していれば、顧客は必ずあなたを見つけてくれます。 しかし、十分

な顧客を獲得するには、今の時代に合った、仕事熱心な営業チームが必要です。 何十億ドルもの契
約を獲得する持続性のある会社を作ろうとしているのであれば、営業に賢く投資する必要がありま
す。 この章では、その理由を説明し、今日の課題に対応できる営業チームを組織する方法を示しま
す。



拠点分散モデル
営業チームを直接成功に導く、拠点戦略という新しいパラダイムがあります。 この拠点アプロー

チは、要は新規開拓から企業経営にいたるあらゆる分野の営業職について雇用を行い、地理的に異
なる場所にある複数のオフィスにチームを分散させることで顧客に近づくというものです。 このモ
デルには多くのメリットがあります。これについて詳しく掘り下げていきます。

1.顧客に近づく。
クロージングにつながる割合は、Web会議や電話を当てにしているだけの場合と比べて、顧客と

直接会うことに労力を注いだ場合のほうが、常に3倍大きくなることがわかっています。 興味深い
のは、さまざまなソーシャルメディアツールがあるこの時代に、成功する営業組織を作るにあたっ
て一層重要になっているのが、直接会うことである点です。
余計なものを取り除いてあらゆる規模の会社に対して効果的な営業を行うには、無駄なく顧客と

会える営業環境を整えることが不可欠です。 担当地域に定期的に出張する方法もありますが、クラ
ウド販売の時代では、月単位で取引高のバランスを取れることが必要になります。 そのため、アカ
ウントエグゼクティブは顧客と会うために数千マイルも出張することはできません。
最良の営業担当者は、信頼関係を築ける人です。 たとえば、私がサンフランシスコを拠点に、ダ

ラスの顧客に売り込もうとしているとして、営業先の地域の様子を知るにはどうすればよいでしょ
うか。 私につながりはありません。 確かに、「ダラス」をGoogle検索しておおざっぱな感覚をつ
かむことはできますが、私はその地域の一員ではありません。 ごまかしても顧客にはばれてしまい
ます。 彼らは自分たちのことをもっと良く理解しているほかの会社にお金を使います。

2.新入社員からより複雑な企業向け営業の地位までの、複数年にわたるキャリアパスを作る。
企業文化、販売活動、そして顧客のことを把握しているアカウントエグゼクティブや将来のリー

ダーのパイプラインがあるとしたら、すばらしいと思いませんか。 これは拠点ベースの営業環境の
もう1つのメリットです。 拠点モデルでは、企業はあらゆるレベルの営業職について雇用ができる



ので、着実な営業成果を促進するキャリアパスを運用できます。
成長している会社の営業担当者に、新たな機会を探りたくなる原因は何かと尋ねた場合、一番多

い答えは「キャリアパスが見えない」です。 高く評価している従業員がほかの機会を求めて辞める
というのは、他社で活かされる才能を育てたということになります。 拠点モデルによってこの問題
に対処できます。

3.かつてないほど競争が激しくなっている雇用環境で人材ポートフォリオの多角化を図る。
サンフランシスコやニューヨーク、オースティン、ボストン、シカゴのような都市では、最高の

人材を雇用するための市場の競争がますます激しくなっています。 この課題は、あなたが契約の期
待値を上回ることができるかどうかに直接影響を及ぼします。 したがって、リスクを軽減するため
に、複数拠点アプローチを整えることが極めて重要です。
この戦略では、担当地域と人員を最も採用が活発なオフィスに移す機会を設けることで、採用の

ハードルを下げて特定の地域で人数を伸ばす場合よりも（これは契約の増加が止まること以上のマ
イナスの影響があります）、この課題に前向きに取り組むことができます。

4.定期的なコラボレーションと迅速な新規開拓が奨励される営業環境にチームを導く。
拠点モデルの最もすばらしい点は、営業経験が1か月の新規開拓担当者（セールスディベロプメ

ント）と15年の経験を持つアカウントエグゼクティブとのコラボレーションです。 その結果、拠点
モデルでは、チームメンバーは迅速に新規開拓を行い、影響力の強い指導が早い段階で行われ、そ
れによってエンゲージメントがさらに強化されます。 旧来の社内営業担当者（インサイドセール
ス）と現場営業担当者（フィールドセールス）の場合、このようなタイプの相互作用が発生した
り、ましてや発展することはありませんでした。

成長のために市場を区分化する方法
クラウドコンピューティングにより、途方もないテクノロジーがあらゆる形態や規模の企業に購

入され得るということが一般化されました。 これはとてもすばらしいことですが、その一方で、こ
の市場でうまくやっていく方法を見つけ出すのは、成長途上の企業にとって非常に難しい課題とな
っています。 市場開拓戦略の策定と展開について考えるときには、次の基本原理を念頭においてく
ださい。



1.新規開拓とアカウントエグゼクティブの責任を2つに分ける。
多くの人々が、かつてのセールスフォース・ドットコムのチームメンバーで『Predictable

Revenue』の著者であるAaron Ross氏と同様に、アカウントエグゼクティブは営業に集中し、新規
開拓（セールスディベロプメント）ではパイプラインの構築に集中することが重要であると強調し
ています。 アカウントエグゼクティブは常にパイプライン創出のための役割も果たそうとしていま
すが、会社が営業組織のパイプライン創出の取り組みをサポートするインフラストラクチャを整備
することが非常に重要です。
このようにすることで、あなたは営業活動の実施と市場拡大の両方に集中することができます。

そうしないと、ほかの多くの企業のように成長は失速します。これは、アカウントエグゼクティブ
が両方の責任のバランスをうまく取ることができなくなるためです。



2.顧客がどのように購入するのかを理解する。
会社の規模や事業の複雑さが異なる様々な会社に効果的に販売できるような営業の枠組みを整え

てください。 ターゲットとなる市場を決定する際は、従業員数、歳入、歳出、製品に対する興味を
考慮してください。

3.直接販売を行う。
急成長している企業では、最終的に必ず、本社以外の営業組織を効果的に充実させる方法や海外

に機能を分散させる方法について考える時期が訪れます。 不明瞭な点は常にあると思いますが、チ
ームが十分に市場機会を捉えるためには、直接販売組織を立ち上げて強化し、成長させることを強
く提唱します。 直接販売には次のメリットがあります。

社内のアカウントエグゼクティブの才能と将来のリーダーの才能を伸ばす。
会社のメッセージ、ポジショニング、販売の成功体験や顧客の成功体験との整合性を確保す
る。
顧客が、サービスを提供している再販業者ではなくあなたたちのチームにつながりを感じてい
るという強い成功の文化を作る。これはブランド認知を確立するのに役立ち、ビジネスにプラ
スの波及効果があります。

4.最上位の業界を特定してから、もう一度自分の顧客を判断する。
よく聞かれるのが、特定の業界にアプローチする方法や、私たちが金融サービス、健康やライフ

サイエンス、消費財などを主要業界として選んだ理由です。 業界戦略について考える際は、次の点
を考慮する必要があります。

顧客データから何がわかるか？データに目を通して、自分の顧客が誰であるか、将来の契約が
見込める業界として位置付けることができるかどうかなどを判断します。
ターゲットにする予定の業界の対象市場（TAM）はどこか？
特定の業界に対して、自社の製品、マーケティング、営業戦略の足並みをどう揃えるか？製品
やマーケティングの足並みを揃えずに、業界に焦点を置いた営業チームを作ると、チームにと
ってあまり効率的にはなりません。

5.顧客ライフサイクルを把握する。
もう1つよく聞かれるのが、急成長している会社は、ハンター型の営業担当者チームとファーマ

ー型の営業担当者チームを別々に作るべきかというものです。 この戦略は、営業活動の特定の部分
を専門化することで、新しい契約が増え、追加やアップグレードのプロセスが効率化され、さらに
契約の増加が促進される、という考えに基づいていますが、
チームを別々に作るべきかどうかは、営業プロセスの複雑さと、売り込む製品やサービスの幅に

応じて決まります。 セールスフォース・ドットコムの主要なアカウントエグゼクティブは全員、ゼ
ネラリストです。 つまり、彼らには毎月の契約数を達成する責任があり、新規ビジネスと契約の追
加やアップグレードの両方から成果を出す必要があります。 これは主要な市場開拓モデルでした
が、サービスが広がったことで、現在はハンター型モデルとファーマー型モデルを積極的に評価す
る時期になっています。
企業が成熟していく過程で、組織のタイプが別のタイプへと進化する時期があります。 それは創

業間もない頃に起こるかもしれませんし、15年経ってやってくることもあります。



クラウド経済では、私はゼネラリストのアプローチを提唱しています。それは、顧客にとって最
良のものに焦点を合わせるためです。 サブスクリプションベースのビジネスの場合、最初の商談が
まとまったときから本当の営業が始まり、販売が継続していれば顧客がその商談を評価していると
わかります。 さらに、アフターサービスに責任を持つことで、アカウントエグゼクティブのアカウ
ンタビリティが向上し、いい加減な取引をまとめたり、ほかの人に押し付けたりするような事態を
避けることができます。
このようにリードと顧客に対してバランスよく焦点を当てると、会社として正しい姿勢を保ち続

けることができます。会社にとって正しいこととは、大抵の場合顧客のためになることです。 この
アプローチを拠点分散営業モデルと組み合わせると、非常に効率的で迅速な成長に向けて踏み出す
ことができます。



第8章

カスタマーエクスペリエンスとカスタマーサクセス：知識とノウハ
ウで成功を掴む

Melinda Gonzalez

Melindaはセールスフォース・ドットコムで10年間働き、会社の成長に貢献しました。当初
は500名だった従業員数は、退職時には15,000名を超えていました。ほかの著者の話からも
わかるように、初期のセールスフォース・ドットコムでの実体験は、MBAの学位よりも価値
があります。2004年には、先駆的なカスタマーサクセスチームのメンバーとして、業界全体
のカスタマーサクセスの職務を定義して確立しました。そののち、Melindaは製品部門で働
き、製品ロードマップに顧客の声を反映させる顧客アドボカシーの仕組みを築き、運用しま
した。最終的にはこれが、製品、販売、アフターサービス部門に及ぶ全社的なネットプロモ
ーターシステムの導入につながりました。従業員数15,000人の会社で、顧客に接する異なる
部署にわたってこのようなプログラムを運用することで、一貫性のあるカスタマーエクスペ
リエンスを提供するという重要な課題に迅速に取り組むことができました。Melindaは、スタ
ートアップ企業にとって大切なのは、できるだけ早い段階で顧客価値の定義を始め、カスタ
マージャーニーを理解し、顧客の成功指標に徹底的に焦点を合わせることだと主張していま
す。

セールスフォース・ドットコムでの日々の業務を通して、 私はカスタマーエクスペリエンスに並々
ならぬ情熱を傾けるようになりました。 なぜなら、 顧客中心という方針が単なるリップサービスにと
どまらないことを、身をもって体験したからです。 きちんと取り組めば、強力なブランド差別化要因
として、顧客維持と収益に対して目に見える影響を与えうるのです。 現在、私はカスタマーエクスペ
リエンスのコンサルティング業務を行っています。自社にとっての優れたカスタマーエクスペリエン
スを定義するという課題を抱えたスタートアップ企業と中規模企業の支援に力を注いでいます。
顧客にはどのようにして価値を提供していますか？ 主に製品を通してですか？ すばらしいカスタ

マーサポートを提供することによってですか？ 雇ったばかりのカスタマーサクセス部門の新しいトッ
プにすべて任せれば、価値を提供できますか？
質問の答えが1つでも「はい」なら、その方法は間違っています。 顧客価値、そして優れたカスタ

マーエクスペリエンスとは、顧客自身が直接体験するすべての要素を合わせたものです。さらに、顧
客の目に触れないところで、顧客ライフサイクルの中のタッチポイントを結びつけている人、プロセ
ス、テクノロジーも指します。
スタートアップ企業は、初期段階において、製品のリリースや、顧客に製品を使用してもらう方

法、製品を使用している顧客のサポートなどの基本について、自然と関心を持ちます。 しかし、タッ
チポイントを結びつけている要素については、どの時点で注意を払う必要があるのでしょうか？
私はこれまで、同僚や見込み客、クライアント、ベンチャーキャピタリストと、何度もこの話題に

ついて話し合いました。 私たちの見解をご紹介します。 一般的な傾向として、ある程度事業が安定
し、成熟期に入った企業は、カスタマージャーニー全体を考慮してカスタマーエクスペリエンスを理

解し設計することを自然と重視します。 初期段階のスタートアップ企業は、多くの場合、こうしたこ
とに注力するための時間や人員がないと考えますが、 私がお話したほとんどのベンチャーキャピタリ



とに注力するための時間や人員がないと考えますが、 私がお話したほとんどのベンチャーキャピタリ
ストは、スタートアップ企業は早い段階からこれを優先すべきであると同意しています。
競合他社がこのことに注意を払っていない中で、すぐにカスタマーエクスペリエンスを重視する戦

略をとれば、大きな市場優位性を持つことができるでしょう。

カスタマーサクセス戦略について今すぐ心配する必要はあるか？
すばらしい製品とカスタマーサポートを提供するだけで十分ではないのでしょうか？ どちらとも言

えません。優れた製品を提供して顧客基盤が拡大していれば、それだけでも、すばらしい業績です。
しかし、カスタマーエクスペリエンスに注意を払っていなければ、将来の利益が減ることは間違いあ
りません。 もうおわかりでしょう。サブスクリプションモデルでは、新規顧客の取り込みだけでは長
期的に成功できません。 既存顧客をつなぎ留められるかどうかが重要です。
製品、販売、サポートなどの異なる分野ごとに別々にビジネスを構築して、カスタマーエクスペリ

エンス全体に目を向けないと、新製品に対する興奮が冷めるにつれて顧客の愛も冷めていく危険があ
ります。 これでは、既存の顧客や、獲得に向けて投資してきた新規の顧客を奪うチャンスを競合他社
に与えてしまいます。 カスタマーサクセスは、まさにこの課題から生まれました。 この章では、次の
2つのテーマを念頭に置いて、カスタマーサクセスの概念を説明します。

1. 哲学または信念としてのカスタマーサクセス。会社内での顧客中心主義のあり方を検討して、従
業員を顧客本位の考え方の下に結集させ、ポジティブなカスタマーエクスペリエンスを作り出し
ます。

2. ビジネスモデルとしてのカスタマーサクセス。より多くの顧客を維持し、サブスクリプション契
約の終了を減らすことを目的としています。顧客の支援者としての役目を果たすカスタマーサク
セスマネージャー（CSM）と、企業の業務が拡大したときにより多くの顧客に働きかけるための
カスタマーサクセスプログラムを活用します。

カスタマーサクセスは、すべての企業に当てはまる決まった形のあるものではありません。業界、
成熟度、ビジネス目標によって、まったく異なって見えることがあります。 私の目的は、初期段階の
スタートアップ企業がすぐに利用できるベストプラクティスと推奨事項を伝えることです。
製品ロードマップについて昼夜を問わず考えるのと同じように、カスタマーエクスペリエンスのロ

ードマップの定義と計画も重視してください。 急成長を後押しするカスタマーサクセス戦略をどのよ
うに展開すべきかをある程度予測しておけば、これらの課題に取り組む際に不意を突かれることがな
くなります。 さらに、自社を競合他社と差別化するために必要な強みももたらします。

1.カルチャーとコアバリュー（基本的価値観）を早い段階で確立する
優れたカスタマーエクスペリエンスはカルチャー（企業文化）から始まります。 顧客を満足させて

維持できるような製品やサービスを確実に提供し続けるためには、会社のDNAにカスタマーエクスペ
リエンスの重要性を組み込むことが最良の方法です。 スタートアップ企業は、ある程度はまとまりが
ないものですが、明確なカルチャーを確立すれば、顧客中心の理念の下で一貫性を保つために大いに
役立ちます。
初期段階の急成長を遂げているスタートアップ企業でよく見られる最大の問題は、顧客に対する共

感の欠如です。 急成長に伴う社内の苦痛が強すぎると、顧客のニーズや悩み、関心事を簡単に見失っ
てしまいます。 意思決定を助けるプロセスがほとんど定義されていない段階では、顧客とその視点を
理解することが重要であるという認識を高めることが、 従業員がまず第一に顧客のニーズについて考

え、その観点で意思決定できるようにする手助けになります。 さらに言うと、明確なカルチャーなし
で、どのようにして競合他社との差をはっきりと説明できるのでしょうか？



セールスフォース・ドットコムは根本的には販売会社であると言えますが、マーク・ベニオフはか
なり早い段階で顧客中心という明確なビジョンを設定し、カスタマーサクセスマネジメント（CSM）
という新分野に多額の投資をしてそのビジョンを強化しました。 「開拓時代の西部地方」というの
は、セールスフォース・ドットコムでCSMが始まった頃のことを説明するときに私がよく使っている
フレーズです。 そこには、開拓者精神が生きていました。 CSMには、顧客エンゲージメントと定着率
の向上のためのさまざまなアプローチを探る裁量が与えられました。 実験的で迅速なアプローチによ
り、顧客維持と取引先の増加に対するCSMの影響が明確になり、定量化されました。私たちが確立し
た新分野が発展したものが、現在勢いのあるカスタマーサクセス業界です。
明確なポリシーはなかったものの、実験が奨励され、期待すらされていることは明らかでした。 私

たちは、比較的新しく、まだ完全には理解されていない領域で働いていました。 CSMとはどのような
役割でしょうか？ アカウントマネージャー、あるいはテクニカルアカウントマネージャーと比べて、
どのような違いがあるのでしょうか？ 営業チームとの関係はどのようなものでしょうか？ 有意義な定
着とはどのようなもので、どのようにしてそれを測定するのでしょうか？
こうした点が曖昧でしたが、私たちは熱意を持ってこれらの課題に立ち向かいました。 自分たちの

職務がより広い目標の達成に欠かせないものであり、絶え間なく進化する必要があるという全体の理
解がありました。 私たちは、小規模企業の顧客の契約更新を確実に成功させることに力を注ぎまし
た。それが会社の収益源の大部分だったことは、ほぼ間違いありません。 私たちは、大きな成功を支
えるのは、個々の成功であるという信念の下で働いており、 ベストプラクティスを共有することが期
待されました。 日常業務として顧客と直接やり取りする中で、新しい戦略を定義し、ベストプラクテ
ィスを考案し、社内で業務とプロセスを文書化することによって、CSMの職務を制度化するために役
立つと考えられていました。
初期のスタートアップ企業では、現場の社員がその場で行った決定によって、顧客エンゲージメン

トが影響を受けることがよくあります。 何らかの形で顧客中心のコアバリューを持つことで、プロセ
スやガイドラインがまだ存在していない場合でも、統一された信念にもとづいて決定を下すことがで
きます。 セールスフォース・ドットコムにおける初期のカルチャーの価値の例をいくつか挙げましょ
う。

何よりも顧客優先
CSMには、その役割をさまざまな角度から試してみることが許されており、実験的な取り組みが期

待されていました。 取り組みのテーマは「規模の拡大」で、焦点となる領域は、顧客アウトリーチや
エンゲージメントの手法、業務改善などでした。 ただし、顧客のニーズに対して妥協することはあり
ませんでした。
顧客のニーズに非常に速やかに反応して問題解決にあたると、効果が高く、顧客のニーズを尊重し

てくれる支援者がいるというイメージを顧客に与えられます。そのため、迅速な対応が求められ、強
化されていました。 このような「ダイビングキャッチ」は、往々にして初期段階の顧客エンゲージメ
ントで必要とされます。 しかし、企業が成熟していくにつれて、業務の再現性や拡大の必要性がすぐ
に優先事項になり、カスタマーサクセスの定義の進化が求められます。
それぞれの顧客にとって何が最善かを考え、独自のアプローチでそれを実現しようとする人は、善

意にもとづいて行動しているとしても、成熟した企業にとっては役立つ人材ではなく、解決すべき課
題になります。 このように、カスタマーサクセスとアドボカシーをどのようにして定義し提供するか
は、企業の発展とともに進化するべきです。 課題は、成熟の必要性に対応しながら、コアバリューを
維持する組織的行動を確立し、さらに定義しなおすことです。

意思統一
セールスフォース・ドットコムで当初から使っていた意思統一のツールは、V2MOMです。

V2MOMは、ビジョン（vision）、バリュー（value）、方法（method）、障害（obstacle）、そして



測定基準（metric）から成ります。 マーク・ベニオフは、インタビューとブログ、そして2009年の
彼の著書、『クラウド誕生 セールスフォース・ドットコム物語』で、V2MOMプロセスについて説明
しています。
「私は常々、セールスフォース・ドットコムの最大の企業秘密は、猛スピードで成長しながら、高

いレベルの組織的な意思統一とコミュニケーションをどのようにして達成したかという点にあると考
えています。 本質的に、V2MOMは認識に重点を置いた取り組みであり、V2MOMを通じて完全な意思
統一を図ることができます。 加えて、明確な方向性を持ち、集団のエネルギーを望ましい結果に向け
ることで、変化の時期に生じやすい不安がなくなります。」 — マーク・ベニオフ、2013年4月
V2MOMは、会社のビジョンを明確に伝え、会社のあらゆるレベルにおいて、そのビジョンに向け

た積極的な取り組みと、意思統一を促進することを目的としています。 これは毎年の初めに定義さ
れ、年間を通じた再検討により、順調に進んでいることを確認します。 この繰り返しによって、継続
的に定められた目標の達成に注力できます。必要に応じて年間の業務の調整が可能で、再検討がきっ
かけとなって調整されることもよくあります。
こうした取り組みは、イノベーションを後押しする環境と個々の開拓者精神を維持しつつ、全社的

に何に注力するのかを明確にして結束を築く上で、驚くほどの効果がありました。

慈善活動
セールスフォース・ドットコムは企業として総合的な慈善活動を展開しており、多くの企業がその

アプローチを自社の慈善活動に取り入れています。私たちの慈善団体であるSalesforce.orgは、何千
人もの人に、私生活と仕事を通じて社会に貢献する方法を伝えてきました。 それだけでなく、初めか
ら意図したわけではありませんが、慈善活動を通してセールスフォース・ドットコムとお客様がつな
がり、コミュニティが生まれました。
会社が知らないうちに、お客様と従業員が自分たちの地域でボランティア活動を自ら計画していま

した。 顧客と知り合い、信頼を築いて、関係を強固なものにするのに、これよりよい方法はあるでし
ょうか？ 正直に言えば、このような関係が、将来の販売機会を適切に位置づけたり、難しい顧客対応
をやり遂げたり、契約更新を確保したりするための道を開きます。
会社のカルチャーが進化していく一方で、会社の経営陣にとっては、コアバリューを模索して定義

すること、それを社内の全員に伝えること、会社の仕組みに織り込む方法を見つけることに時間をか
けることが重要です。 これは早い段階で行ってください。そうしないとカルチャーが期待も望みもし
ない形で決まり、顧客にマイナスの影響をもたらす恐れがあります。

演習： 顧客価値を定義する

自分の会社にとってカスタマーサクセスがどのようなものかを検討します。会社がそのビジョ
ンを後押しするために具体化する必要のある価値を定義します。さらに具体的には、理想的な
顧客とのやり取りを示すブランド属性（形容詞で）は何ですか？それらのブランド属性を強化
するのは、従業員のどのような行動ですか？カスタマーエクスペリエンスのロードマップにつ
いて考えてください。2倍、3倍、10倍の顧客をサポートするには、それらの行動をどのように
変える必要があるのでしょうか？

2.顧客のジャーニーを理解することに時間をかける
突然ですが、質問です。 自分の顧客との現在のタッチポイントをすべてリストアップできますか？

顧客との重要なタッチポイントの上位1位または2位は何ですか？また、その理由は何ですか？ 契約更
新の確保に対して最も影響力の強い顧客とのタッチポイントは何ですか？ このように質問されると、



きっとすぐに、自社の製品のインターフェース、営業からのメッセージ、営業と顧客のやり取り、
Webサイトのデザイン、電子メールでの販売キャンペーンなどに 考えをめぐらせるでしょう。 顧客の
立場で考えれば、顧客をあなたの会社と結びつける無数の方法にすぐに気が付きます。そしてそれ
は、意図的に設計しない限り、シームレスな体験としてまとまってはいません。
スタートアップ企業が陥りがちな落とし穴として、CSMを雇えば顧客とのやり取りが改善されると

いう思い込みがあります。 しかし、CSMを雇うだけでは、顧客にとっては利用方法のわからないアク
セスポイントをもう1つ増やすだけです。 会社が成長すると、さらに難しくなっていきます。
CSMを常駐させておくことのメリットは、CSMが司令塔となって取引先への対処方法を決めてくれ

ることです。 彼らは製品の採用を働きかけ、契約更新を妨げるリスクを事前に見極め、そのリスクを
軽減したり取り除いたりするために必要な担当者を集めます。 しかし、カスタマーサクセス部門への
投資は特効薬ではありません。それだけでは、高い顧客維持率は保証されません。カスタマーエクス
ペリエンスのほかの部分が中途半端な場合はなおさらです。 客観的な視点に立って自社のエンドツー
エンドのカスタマージャーニーを観察し、うまく機能しているタッチポイントや、問題のある点、
CSMをもっとも効果的に活用できそうな場所を見極めてください。

例： 過不足なく製品を提供する

頻繁に起こるのが、製品の過不足の問題です。顧客とCSMの関係が良好でも、必要以上の製品
を契約した場合や契約した製品が不十分だった場合に、顧客が不満を感じたり、売られたもの
が過剰だった、または過少だったと感じたりすることがあります。

このような場合、CSMは、営業チームと協力して事態を収拾することによって、顧客を思いと
どまらせ、契約撤回のリスクを減らせるかもしれません。しかし、問題の根本的原因は、CSM
が関わる前の、セールスサイクルの初期段階にあります。

とるべき最善の策は、状況を是正し、問題が繰り返されないようにすることです。進行してい
る問題を改善するには、営業チームを再教育したり、営業用のメッセージやマーケティング資
料を修正したりします。顧客ライフサイクル全体に照らして根本的原因を判断してみなければ
わかりません。

カスタマーエクスペリエンスとカスタマージャーニーマップは、今やビジネス化され、その業界は
急成長しています。 カスタマージャーニーマップについて、Googleで簡単に検索してみると、次のよ
うな定義が見つかるでしょう。 「カスタマージャーニーマップは、初めての接触から、エンゲージメ
ントのプロセス、そして長期的な関係に至るストーリーを示すものです。」 ジャーニーマップの作成
作業に役立つ製品やサービスを提供している会社は簡単に見つかるでしょう。しかし、金銭的余裕の
ないスタートアップ企業の場合は、そうした製品やサービスを購入できないこともあります。
そのような場合は、 自分で作成しましょう。 半日かけて、顧客が接触するさまざまな分野を小さ

いグループをまとめて、顧客の立場で1週間、1か月、または1年を通して見てみます。 完璧ではなく
ても、まったく何もしないよりはいいでしょう。 このセッションでは実践的なヒントを幾つもご紹介
していますが、さらに自分でカスタマージャーニーマップを作ることで、より顧客を中心としたビジ
ネスを展開しやすくなります。そして、顧客にとっての重要な価値を定義しやすくなります。

演習： カスタマージャーニーマップを自分で作成する

簡易版のカスタマージャーニーマップの作成に取り掛かるための、簡単な手順を説明します。



1. ジャーニーマップの目的を決めます。「現在の状態」マップは、現在の顧客とのやり取りを評価
して改善するために使います。これは、すでに製品があり顧客がいる場合に推奨されます。「将
来の状態」マップは、顧客との理想的なやり取りを特定するために使います。これは、新製品に
よる市場開拓を進めている場合に推奨されます。

2. 顧客の具体的なペルソナを確認します。名前、肩書、会社、経歴に加えて、できれば、ニーズ、
課題、目標について知っているとよいでしょう。この目的は、その個人とつながって、その視点
からジャーニーを簡単に見られるようにすることです。

3. 顧客ライフサイクルのフェーズを特定します。B2B SaaS企業の場合のライフサイクルのフェー
ズは、通常は学習、選定、購入、研修、定着、契約更新、推薦などです。サブスクリプションモ
デルの場合は、線形ではなく、円形のプロセスになります。顧客は、このサイクルを繰り返しな
がら、製品をさらに利用するようになります。

4. そのペルソナがライフサイクルのフェーズ全体で接触するタッチポイントをすべて明確にしま
す。

5. これらのタッチポイントで、うまくいっていること、またはあまりうまくいっていないことにつ
いて話し合います。ある場合は、データポイントと照らし合わせます。

6. 顧客に対して多大なマイナスの影響を与えているタッチポイントや、会社にとっての重要な課題
を作り出しているタッチポイントを、1つか2つピックアップします。例として、初期の売上を一
貫して確保することができない、試用期間後に取引を開始できない、販売後に適切な取引先責任
者と効果的な関係を持てない、契約更新を確保できないといったことがあります。

7. 問題の根本的原因が何で、その問題の解決策が何かを、チームで話し合います。
8. 改善策を立てて実施するオーナーを特定します。

改善策を実施した後は、ジャーニーマップを再検討して変更点を確認し、次の優先事項を特定しま
す。 すべてが明確にならなかったとしても、この演習によって、自分が関わっている特定の領域で起
きていることだけでなく、完全なカスタマージャーニーを全員が理解するための枠組みを作成できま
した。 これは会社の成長とともに進化する生きた文書として扱ってください。 半日かけてこのような
大局的な考え方を確立することで、継続的に成果を得られます。

3.測定基準を重視する
測定基準を選びます。測定基準は、 EBITA、CAC、LTV、NPS、顧客離れ、収益、バイラリティ、

取引開始、顧客満足度などです。 スタートアップ企業が追跡できる、あるいは追跡しなければならな
い測定基準には、一見際限がありません。 では、どこに焦点を置くべきなのでしょうか？ 顧客がほん
の一握りしかいなくても、カスタマーサクセスの業務に関わる主な監視すべき測定基準を確立するこ
とが重要です。 これは時間とともに変化していきますが、早い段階でカスタマーサクセスの測定基準
を重視することにはいくつかのメリットがあります。
まず最初に、従業員のデータにもとづいた物の見方が強化され、データにもとづいた意思決定とい

うコアバリューが伝わります。 これはやがて大きな効果を発揮し、不適切な測定をしないようにする
ために役立ちます。少なくとも、不適切な測定を長期的に続けることを避けられます。 2つ目とし
て、早い段階でのカスタマーサクセスの業務で起こりやすい主観的な判断を最小限に抑え、業績管理
についての話し合いや業務の調整に役立つ強固な基盤ができます。 3つ目として、初歩的なものであ
っても、測定値の履歴を集めたデータベースが確立されます。これにより、時間の経過に伴う調整に
ついてのインサイトや情報が入手できます。
セールスフォース・ドットコムの当初のカスタマーサクセスの測定基準は、活動を重視した測定基



準、ある程度の知識にもとづいた推測、「やってみてから効果を確認しよう」という姿勢を組み合わ
せたものでした。 CSMはサポートするテリトリー内の取引先に割り当てられ、それぞれに使用状況と
活動を監視するための顧客ダッシュボードがあり、事前対応や事後対応のアウトリーチの対象が与え
られていました。 アカウントエグゼクティブは契約更新とアップセルやクロスセルの商談のすべてを
所有していました。 CSMがこうした商談の多くを見いだしたため、最終的には、活動だけでなく、収
益を生み出す新規の商談の特定もCSMの報酬に反映されるようにしました。
これは現在の基準から見れば原始的でした。 この時はまだ、自動化された対象を絞った関係ライフ

サイクルのマーケティングが、カスタマーサクセス戦略に一般的に付随する概念になっておらず、顧
客の健全性のスコアカードの概念もなく、多くのカスタマーサクセスプラットフォームによる業界の
製品化も起こっていませんでした。
追跡する可能性のある測定基準の多さに圧倒されがちですが、目標は成熟度の段階に合った有益な

測定基準を選ぶことです。 顧客基盤ができたばかりの初期のスタートアップ企業に対して私が通常お
勧めすることは、2つの要素から成ります。
1つ目は、製品の定着率に重点を置くことです。 製品の定着率の測定基準は、目先のカスタマーサ

クセスのエンゲージメントを知るのに役立つだけでなく、大規模なサクセスプログラムを提供するた
めの重要な要素になります。 また、的を絞った関係ライフサイクルのマーケティングと定着アウトリ
ーチの戦略や、リスク評価戦略の支柱になります。

例： 製品の定着率の測定基準

製品の高い定着率を示すものを定義します。 あなた（および最終的にはCSM）が製品定着率の
評価に使用する具体的な測定基準は何ですか？

メモ： ここでは、製品やWebサイトから、製品の操作や消費に関する要素を追跡できるように
なっていると仮定しています。

製品はさまざまですが、追跡できる基本的な測定基準として次のようなものがあります。

ログイン率
セッション時間
ログインの間隔
導入されている［カスタム］機能の総数

ゆくゆくはこれらの基本的な測定基準以外も利用して、使用量だけでなく、顧客の製品の使用
方法の高度さや複雑さも追跡するようになるでしょう。 より複雑な機能を備えた製品を導入す
ると、顧客は製品に「執着」するようになり、契約更新の可能性が高まります。

私が2番目にお勧めすることは、全体的な顧客の健全性を評価するための枠組みを定義することで
す。 これを顧客健全性スコアカード、健全性のディメンション、成功の領域など、皆さんや顧客のお
好きな名前で呼んでください。 この演習の目標はシンプルで、 製品の使用状況に勝る、取引先が健全
であり契約更新の可能性があるかどうかが一目でわかる基準を確立することです。
健全性スコアカードの概念は、たいていの場合はより成熟した企業に関連しています。 スタートア

ップ企業ではこれに対してガットチェックアプローチをとることがよくありますが、私は次の2つの理
由で、かなり初期の段階から健全性スコアカードが有益と考えています。



社内の意思統一
健全な顧客とはどのような顧客なのか説明できますか？ これはスタートアップ企業とのミーティン

グの際に私が最初に徹底的に質問することの1つです。 健全な顧客とはどのような顧客なのかが社内
で意思統一されていなければ、どのようにしてもっと多くの顧客を獲得するのでしょうか？ 自分の会
社にぴったりと合わない顧客を獲得しないようにするには、どうするのでしょうか？ 危険がある契約
更新を示すフラグが何なのか、どのようにして知るのでしょうか？
この意思統一がなければ、顧客と接触するカスタマーケアチームなどのすべてのスタッフには、契

約更新を望んでいて他者に製品を薦めてくれる健全な顧客を確保するために、自分たちの注意や専門
知識をどこに集中させればよいのかわかりません。

顧客についての意思統一と価値認識
正式なビジネスのレビューであれ、臨時の顧客訪問であれ、話し合いの基本的な枠組みがあれば、

大きな成功要因および自社ブランドの差別化要因になりえます。 顧客に対して成功基準を明確に示
し、初めに時間をかけて、それらの要因について両者で確実に意思統一されるようにしてください。
これは将来の取引先レビューの基盤になり、そのメリットは多面にわたります。 これは取引先レビ

ューのための組織立った一貫性のあるフォーカスを提供します。 製品が提供している価値を強調し、
欠落している部分に対処できる追加の製品やサービスを位置づけるためのプラットフォームを提供し
ます。 さらに、顧客が自分の期待するものについて、いつも素直になります。

例： 顧客の健全性を評価するための枠組み

枠組み作りの考慮事項：

保守作業： CRMソリューションがない場合は、最初にこの情報を手作業で照合して更新するこ
とになる可能性が高いので、週単位や月単位で更新されるバージョンに含めるものについて
は、現実的に実施可能な範囲にとどめてください。



スコアと指標： スコアを使うにしても、赤、黄、緑といったその他の指標を使うにしても、複
雑な評価に利用できる詳細なデータを入手するまではシンプルなものにしておいてください。
そのため、スコアは、1～3、多くとも1～5にしてください。 指標についても同じことが言えま
す。 明るい赤紫色はまだ使用しないでください。

含めるべき要素（必要に応じてカスタマイズしてください）：

• 製品の使用状況： 追跡するよう選択した製品の測定基準にもとづいた評価

• 顧客の声： 顧客からのフィードバックの調査にもとづく評価、顧客対応チームや顧客とのや
り取りから直接収集された評価

• カスタマーサポートとエスカレーション：カスタマーサポートケースの全体的な状態、顧客が
カスタマーケアチームとどのような関わりを持ったか、および進行中のエスカレーションと過
去のエスカレーションの状態にもとづく評価

• 顧客のアドボカシー： 顧客が再購入や推薦をする可能性、すでに再購入や推薦をしたかにつ
いての評価

• 全体的な健全性：その他の基準の確認にもとづいた評価。これは、他のすべての項目を入力し
終えてから最後に更新すべき項目です

これらの目標と測定基準は時間の経過とともに調整する必要があることを理解してください。しか
し、これを繰り返し行って数か月ごとに見直すことが、会社にとって何が適しているかを知る最善の
方法です。

まとめ
もうおわかりのように、カスタマーサクセスはカスタマーエクスペリエンス全体の中の1つの要素

であり、 成功させるために必要な知識やノウハウはほんの少しです。 カスタマーサクセスに対するア
プローチについて考えるときは、3つの基本的概念を繰り返して心に留めておいてください。 それ
は、顧客価値とカルチャーを早い段階で確立すること、カスタマージャーニーを理解することで全体
と詳細に目を向けること、そして、成功を測定するための枠組みを確立することです。
この効果は実証されています。 セールスフォース・ドットコムによって証明されたこのモデルは、

今では、すべてのSaaS企業に適用できます。 ここでご紹介した内容を自社にどのように当てはめて、
自社を競合他社と差別化するかが、あなたの技の見せどころです。



第9章

CRMとコンテンツ：スタートアップ企業に早期成功をもたらす2
つの要素

Greg Poirier

Greg Poirier氏は立ち上げ間もない数々のスタートアップ企業で経験を積んだ「スタートア
ップのプロ」です。最後のスタートアップ企業ではCOOを務めました。Radian6社の買収
によってセールスフォース・ドットコムに入社した同氏は、Marketing Cloudの戦略的オ
ンライン活動全体の指揮と実施を担当しました。スタートアップ企業のコミュニティでア
ドバイザーとして尊敬される人物であり、創設したコンサルタント企業、CloudKettle社で
はその営業実績とマーケティングのプログラムをとおし、スタートアップ企業の成功を支
援しています。これまで見てきたとおり、成功を牽引する確固とした計画と実施には共通
するテーマがあります。この章では、顧客関係管理システムへの投資の必要性と、スター
トアップ企業が操業後の早い段階でコンテンツマーケティング戦略を明確にすることの重
要性について、Poirier氏が解説します。

まだ会社の規模が小さく、顧客のことは理解していますが、そもそも管理するほど多くの顧客が
いないとしましょう。 簡単なスプレッドシートを共有して使えば、十分間に合うような状態です。
ここで顧客関係管理（CRM）ソリューションにお金や手間をかける必要があるでしょうか？
スタートアップ企業であれば特に、CRMソリューションの購入は後回しにしたいと考えるでしょ

う。 何しろCRMソリューションというものは、貴重なリソースを食いつぶすものです。 最低でもラ
イセンスコストと設定費用がかかり、そのうえ、スタートアップ企業にとって一番貴重なリソース
である創設者の時間が奪われます。計画から実装まで目を離せないのです。
たとえ事前の準備期間や資金面のコミットメントが必要だとしても、スタートアップ企業は早い

段階で最優先事項としてCRMに投資すべきです。 この章ではその理由を説明します。

スタートアップ企業にCRMが必要な理由
次の質問に「はい」または「いいえ」で答えてください。

1. 御社の製品はオフラインでも購入できますか（販売方法をオンラインとセルフサービスに限定
していない）？

2. 専任の営業チームを配備していますか？
3. 御社の製品にはカスタマーサポートが必要ですか？
4. 御社の製品にはセールスサイクルがありますか？
5. 製品は契約更新型ですか（サブスクリプションベースモデルで販売している、など）？

この質問の答えが1つでも「はい」であった場合は、CRMソリューションを導入することを検討



してください。 CRMのようなツールは特に、導入が遅れれば遅れるほど実装が難しくなります。 企
業が大きくなるにつれ、スタッフに対するソフトウェア研修を繰り返す必要が生じ、顧客との対応
方法も変更を余儀なくされ、営業チーム全体の日々のプロセスを調整し続けなければなりません。
これらを踏まえ、CRMソリューションを早い段階で導入し、規模に合わせて構築してください。
上手に使いこなせば、CRMソリューションは顧客のすべてのデータのホームグラウンドとして、

もちろんパートナーや再販業者、投資家、広報担当者のホームグラウンドとして機能するようにな
ります。 顧客に関する洞察の中央ハブとして使用すれば、収益の予測や算出のための強力なツール
となり、早い段階で問題が大きくなる前にそれを認識し、あらたに成長する案件を発見することが
できます。
この説明ではまだ納得できませんか？ それでは、先ほどの質問を一つひとつ詳しく見てみましょ

う。 スタートアップ企業にCRMが必要である理由を、製品やサービスにもとづいて詳しく説明しま
す。

1.御社の製品がオンラインでもオフラインでも購入できる場合
製品をオンラインとオフラインの両方で販売しているなら、CRMプラットフォームは必須です。

営業チームの活動とオンライン販売プラットフォームの活動をつなぎ合わせる場所が必要です。 製
品やサービスをオンラインで購入したリードに、営業担当者が必ず電話を必ずかけるようにするよ
うなシステムは、CRM抜きで構築できますか？ さらに重要なのは、オンラインで小額製品を購入し
た顧客に営業チームが接触し、アップセルを促す方法がCRM以外にあるかということです。
この情報をCRMプラットフォームで追跡し、営業チームを適切な場所に配備して新しい部門を拡

充してください。

2.すでに専任の営業チームがある、または配備する予定である場合
営業チームはB2Bにおいては特に、なくてはならない存在です。 しかし、成功している営業チー

ムのほとんどが、業務の進捗やリードの取引先責任者情報、リードがセールスサイクルのどの位置
にあるかなどをCRMプラットフォームを使用して管理しています。 また、販売ポイントに到達した
とき、優れたCRMソリューションがあればチームは契約の変移（署名完了、請求書の発行、契約更
新の時期など）を追跡できます。 スプレッドシートでもこのようなことができるでしょうか？ 従来
のスプレッドシートやコーポレートメモリーは、現在の洗練されたセールスサイクルやプロセスに
とって価値を大幅に減少させるものです。 安売りしてはなりません。
CRMシステムではセールスサイクルの追跡だけでなく、営業チームの実績も追跡できます。 チ

ームは期待されている比率でリードを商談に変えているか？ どれだけ売り上げを伸ばしているか？
次の四半期にどれだけの商談パイプラインを見込めるか？ バーンレートを維持するのに十分か？
これらの疑問はCRMシステムの標準的なレポート機能ですべて明らかにできるため、計画を策定

しやすくなります。

3.御社が、カスタマーサポートの必要な製品を販売している場合
御社がSaaSなどのデジタル製品を販売している場合、 その製品にサポートは必要ですか？ 必要

だとしたら、サポートをどのように管理しますか？ サポート依頼の電話や問い合わせをどこで管理
しますか？ 発生頻度の高い問題を特定し、調査し、原因を究明するためにはどのような方法を用い
ますか？ サポート依頼の電話がかかってきたとき、担当者は最適なサービスを提供するために、顧
客の前回のサポート事案などの情報をどこで参照しますか？ 今週3回もサポートに電話しながら
も、いまだ不満の残っている顧客に対して契約更新の売り込みなどを差し控えるために、この顧客



について営業チームが知る手立てはありますか？
これらの悩みの種を効率良く明確に管理できるツールが、CRMソリューションなのです。 つま

り、あなたにとっても顧客にとっても、毎日をもっとシンプルにしてくれるものです。

4.御社の製品に、セールスサイクルや契約更新がある場合
サブスクリプションベースのSaaSを販売しているのであれば、これに該当します。 今のとこ

ろ、まだ契約更新型の製品や経常収益については予定していないかもしれませんが、新規顧客を獲
得するより、継続購入を促すほうが人手は大幅に少なくて済みます。 スタートアップ企業にとって
顧客離れは深刻な問題です。新しい顧客獲得に必死になっている間は、既存顧客の維持には目が向
かないかもしれません。 「契約更新」には「新規顧客」ほどの魅力的な響きがないかもしれませ
ん。しかし、これは確実にビジネスの柱になるものです。
セールスサイクルがないという製品はほとんどありません。 価格帯が高い製品やリードから販売

までのプロセスが長い製品を売り込む場合は、CRMソリューションがさらに重要になります。 とき
どきサイトを訪れるリードを、フォーム入力から試供品の利用、営業チームとの接触、購入へと導
くまでの間、リードを追跡する方法が必要です。
そして、その次に考えられるのが契約の更新です。 顧客が次の予算を立てるタイミングに合わせ

て必ず顧客に連絡し、契約を終了を防ぐためにはどうしたらいいと思いますか？ 顧客のカードの有
効期限を確認し、営業担当者から顧客にクレジットカードの情報更新をお願いするためには、どの
ような方法を取ればいいでしょうか？ これらはすべて、CRMシステムで監視でき、また監視が必要
なデータポイントです。

スタートアップ企業にコンテンツが必要な理由
コンテンツマーケティングには短期的かつ集中的に時間を投入しなければならないため、多くの

スタートアップ企業がこの概念に頭を抱えています。 立ち上げ間もない企業にはとにかく時間があ
りません。何時間も机にかじりついてコンテンツを作成するなど、到底考えられません。
同じスタートアップ企業の立場であれば、コンテンツ作成に時間がかかることは承知の上と思わ

れますが、何か発言するたびに受信するメール件数が増えるような状況で、6か月後にインバウンド
トラフィックを増やすかもしれないブログ投稿の作成に午後いっぱい時間を費やすことを正当化で
きるでしょうか。
コンテンツマーケティングに力を入れたからといって、ブログ投稿した次の日にオーガニックな

インバウンドリードが生まれる保証はありません。 オーガニック検索からの訪問者が少しずつ増え
るのは、1か月後、もしかしたら2～3か月後になるかもしれません。 その投稿からの純粋なオーガ
ニックトラフィックと言えるようになるのは6か月後かもしれません。 ブログ投稿からのROIには時
間がかかりますが、賢いスタートアップ企業ならそれでも待つ価値があると考えています。

立ちはだかるペイパーリードの壁
次のようなシナリオを想定してみます。 事業も一巡し、従業員を増やそうと計画していたとこ

ろ、検索連動型広告が当たって大量のリードを創出でき、採用計画が不要になってしまった。 その
ようなリードは1件当たり数ドル程度しかかからないうえ、勝手に育成サイクルに乗り、商機へとつ
ながってくれます。
私もそういった状況を体験したことがあります。 そのときの気分は、まさに最高でした。
しかし多くのスタートアップ企業はペイパーリードの壁にぶつかります。つまり、資金繰りが厳

しくなり、まずはマーケティング予算を削ろうという時が来るのです。 Amazon Web Servicesを



止めるのか、エンジニアを解雇するのか、それともAdWordsの予算を減らすか、限界が来れば選択
は選択肢は明らかです。
マーケティング予算の削減の影響は徐々に現れます。 購入するリードが少なくなれば、営業チー

ムが取り組む商談の数が少なくなります。 商談が減れば、パイプラインは縮小します。 やがて成立
する商談も少なくなり、収益も予測を下回るようになります。 そして、さらなる削減を余儀なくさ
れ、負のスパイラルが始まります。
早い段階からコンテンツを作成しておけば、損失の拡大を食い止めることができます。 ブログ投

稿やその他のコンテンツをインバウンドおよびオーガニックの戦略の一部と考えることで、資金繰
りが苦しくなったときでも、オーガニックリードに対する間口を開けておくことができます。 数は
多くはないかもしれませんが、オーガニックリードはほとんどの有料リードよりもコンバージョン
率が高い傾向があるため、予算が厳しくなっても営業チームに仕事を与えることができます。 この
ようにして、ペイパーリードの壁を乗り越えることができます。

成長に向けて準備する
前後関係がわからなければ、CRMプラットフォームとコンテンツに関連性があるとは思えないで

しょう。 しかし、リードをどう追跡するか、ファネルを空にしないためにどうすればいいかなど、
すべてはリードに関連しています。 予算が厳しくなったときこそコンテンツが役立ち、CRMシステ
ムを導入しておけば、洗煉された機能とその構成、効率性によって浮き沈みの激しいセールスサイ
クルを通り抜けることができるのです。
CRMシステムとコンテンツは、スタートアップ企業の早期の成功に不可欠な要素です。 CRMソ

リューションとコンテンツ戦略を早い段階で導入しておけば、成長と成功はもうすぐ目の前です。



第10章

コンテンツマーケティングでファネルを埋める

Amanda Nelson

Nelson氏は、セールスフォース・ドットコムでAppExchangeのコンテンツマーケティング
とコミュニティのマネージャー職につく前は、Radian6やAppExchangeのパートナーであ
るRinglead社をはじめ数々のスタートアップ企業においてコンテンツマーケティングの専
門知識を深めてきました。彼女はコンテンツマーケティングのエキスパートとしての経験
を活かしながら、前章でGreg Poirier氏が述べたエッセンスを引き継ぎ、優れたコンテンツ
マーケティング戦略の始め方とターゲットオーディエンス全体に共通するリード創出戦術
の概要を説明してくれます。

昔ながらのインタラプションマーケティング、つまりターゲットオーディエンスに強制的にコマ
ーシャルを見せたり、掲示板を読ませたり、ポップアップ画面を閉じさせたりする時代は終わりを
告げました。 力のバランスが顧客側へとシフトしてきたのです。 賢いブランドはこの転機を捉え、
マーケティング活動の重点を、コミュニティが自由に進んでブックマークに加えたり、ダウンロー
ドしたり、シェアしたりするコンテンツの作成に置いています。
コンテンツマーケティングを推進する理由は、 魅力的で役立つコンテンツを作成して共有すれ

ば、そのコミュニティが顧客となり、顧客として留まり、そしてさらに顧客を呼び込む可能性が高
いからです。 効果的なコンテンツマーケティングは以下を実現します。

製品を売り込むだけでなく、純粋に顧客を支援しようという思いを示すことでより強固な顧客
関係を築く。
リピート顧客にブランドアンバサダーになってもらう。
顧客を教育することでカスタマーサービスの問題を削減する。
業界のソートリーダーとしての高い評判を獲得する。
SEOランキング、インバウンドリンク、およびソーシャルシェアを上げることによりWebサイ
トのトラフィックを増加させる。
購入オプションを詳しく知ろうとする見込み客と接触できる機会を作る。

上のリストを見てもコンテンツマーケティングは、ROIが長期的で比較的一定であるほかのマー
ケティング手法とは一線を画していることがわかります。

コンテンツマーケティングの始め方
コンテンツマーケティングは望む結果を念頭において開始します。 なぜコンテンツマーケティン

グを優先させるのでしょうか。 何を達成したいのでしょうか。 ブログやツイート、動画作りを始め
る前に以下について構想する必要があります。



1. 具体的な目的と目標
2. 作成し、配布したいコンテンツの種類
3. 作成する関連コンテンツのトピック
4. コンテンツを公開し、共有するためのチャネル
5. 計画を実行するために必要なリソース

コンテンツマーケティングで最終的に達成したい目的が何であっても、計画には上記を明確に記
載し、ブランドがそれらを達成できるように具体的な目標を設定します。 目的と目標は以下に示す
SMART戦略に沿ったものにします。

SPECIFIC（具体的）
MEASURABLE（測定可能）
ACTIONABLE（達成可能）
REALISTIC（現実的）
TIMED（期限を決める）

コンテンツ戦略を立案し、すばらしいコンテンツを目指してあらゆる可能性を長期的に検討して
いると、つい先走ってしまうものです。 計画では、ブランドの強みと弱み、そしてリソースの限界
も認識し、設定したゴールが現実的なものであることを確認します。そうすればブランドの成功が
どのようなものかを明確に定義できます。 そして、望んでいる結果に集中し続け、コンテンツの作
成プロセスで燃え尽きてしまうのを避けることができます。
目的と目標が確定したら、成功を測定するための重要業績評価指標（KPI）を綿密に定め、ベン

チマークを設定します。 以下に例を挙げます。

目的： 会社のもっとも重要な収益目標を支援するために、第1四半期末までに新規顧客の拡大、
顧客関係の強化、好意的な口コミの増加、インバウンドリードの増加を実現する。

目標： 目的を達成するために第1四半期末までにソーシャルメディアエンゲージメント率を
X%、インバウンドWebサイトトラフィックをX%向上させる。 これは、包括的な顧客志向のオ
ンラインリソースライブラリを作成することによって実現する。 1週間に3件のブログの作成と
投稿、1か月に1件のお客様事例の公開、1か月に1回のWebセミナーの開催、四半期に1冊の
eBookの公表を行い、上記すべてをソーシャルメディアチャネルで共有する。

指標： インバウンド訪問を1か月でX回増加させ、ブログコンテンツの1か月のソーシャルシェア
数X回、Webセミナーの登録者数X人、1か月のeBookダウンロード数Xを達成する。

KPIを使用することで、目的が測定可能で高い効果を期待できるものになります。 さらにレビュ
ー時には、KPIによって、コンテンツ計画がうまくいき、総体的な数字の向上に役立っていることに
ついて定量的な証拠が得られます。

ターゲットオーディエンスの特定
コンテンツマーケティングのターゲットオーディエンスは、既存あるいは潜在的な顧客のプロフ

ィールやライフスタイル、興味、地域、教育レベル、価値観だけに基づいて決めるべきものではあ
りません。 その代わりに、オーディエンスのニーズを深く理解することが、コンテンツマーケティ



ングの成功には不可欠です。 顧客や見込み客が寝るのも忘れてのめり込むことが何なのかわからな
いなら、次回のブログの内容はピクルス瓶にでも読み聞かせた方がましなくらいです。
次の質問に答えると、オーディエンスへの理解を深め、作成すべきコンテンツの種類を決定しや

すくなります。

オーディエンスはどのように情報を得ようとしているのか？
オーディエンスはどのような課題や問題を解決しようとしているのか？
取引を難航させるもの、つまり、オーディエンスが御社とビジネスをすることを阻んでいる決
定的な事情は何か？あるいは、すでにオーディエンスと御社のビジネスを妨げているものは何
か？
オーディエンスの仕事上の責任範囲はどうなっているか？また、どのような決定権を持ってい
るか？
オーディエンスの成功の尺度は何か？
オーディエンスが読み、閲覧し、ダウンロードしているものは何か？
オーディエンスはソーシャルメディアをどのように活用しているか？オーディエンスはどのソ
ーシャルネットワークを気に入って利用しているか？

ターゲットオーディエンスの全体像をより詳しく把握したら、作成するコンテンツの最適な種
類、つまり、コンテンツをどこに公開し、どう宣伝すべきかについて意思決定を開始できます。 こ
れは、ブランドへのコンテンツの影響を大きく増減させる、もっとも重要な要素です。

コンテンツ作成の開始
優れたコンテンツマーケティングには、必ずしもコンテンツのエキスパートのチームや大規模な

予算、ジャーナリスト、編集者は必要ありません。 優れたコンテンツマーケティングは、顧客や見
込み客の問題点に目を向け、最小限のリソースで対処できます。 さまざまな媒体に適応し、配信で
きるコンテンツを戦略的に作成することから始めましょう。 コンテンツの計画を事前に立てて、再
利用することが作成コストの節約と検索エンジントラフィックの増加につながります。
eBookやWebセミナーなど、リード獲得を推進するコンテンツから始めましょう。 これらの資

産はリードを創出するばかりでなく、ブログ投稿のシリーズやオンラインコース、ビデオなど、さ
まざまな形式で将来的に長期にわたって幅広く活用できます。

ゼロからコンテンツを作成
最初のeBookの作成には時間がかかることもありますが、そこから生成されるコンテンツ全体

は、丸1年とはいかなくても、数か月間は続きます。 事前にテーマを選択し、数章に分けることを
検討します。 各章が600語から800語の長さならば、それぞれの章をまず書き始め、ブログ投稿と
して公開します。 その後、8つの投稿をまとめることで適切な長さのeBookを作成できます。
期間については、もし1週間に1回の投稿が目標なら、eBookを書き終えるには8週間が必要で

す。 その後、序文と結びを書き、すべてのコンテンツをまとめ上げ、編集するために1週間を割り
当てます。 さらに2、3週間かけて、グラフィックデザイナーとともにeBookの体裁を整えます。こ
うしておよそ12週間の目標でeBookを作成します。 この考え方に従って計画すれば、四半期に1冊
のペースでeBookを作成できます。



eBook作成のスケジュール

第1週～第8週：1週間に1件のブログを公開

第9週：お客様事例、またはカスタマーストーリーを執筆

第10週～第12週：eBookをデザイン、編集、公開

既存のコンテンツの再利用
新しいコンテンツの作成には時間、予算、リソースが必要です。 長い時間をかけてまったく新し

いものを書く代わりに、事前にテーマを選択し、すでに手元にあるコンテンツから流用することも
検討しましょう。 お客様事例や既存のブログ、あるいは、Webセミナーからもコンテンツを引用
し、eBookに組み込んで、再構成します。
たとえば、あるeBookは次の既存のコンテンツで構成されています。

お客様事例3件
ブログ記事5本
ツイート30件
録画したWebセミナー1本
イベントで録画したプレゼンテーション1本

また、ユーザーが作成したコンテンツを集めてeBookにまとめるというやり方もあります。 これ
にはさまざまな方法がありますが、手始めに役立つ確実なアイデアをいくつか紹介します。

皆さんの業界で5人から10人のエキスパートまたはインフルエンサーにメールか電話をして、
特定の問題やトピックについて短いインタビューを行います。彼らの回答をeBookにまとめま
す。
Twitterで1つの質問への回答をクラウドソーシングし、10件から20件のツイートを役立つヒ
ントとしてeBookにまとめます。
ほかの会社のブランドと共同でeBookを作成します。自分たちの製品とよく馴染む製品を提供
し、同じようなオーディエンスを持ち、コンテンツ作成のノウハウがあるブランドを選択しま
す。

新しい序文と結びを書いて追加し、既存のコンテンツと合わせれば出来上がりです。新しい
eBookが誕生します。

ファネルを埋める
eBookのように高い品質のコンテンツは、営業ファネルのさまざまなステージで活用できます。

このようにコンテンツを有効活用することで、その記事が確実に長続きし、顧客のジャーニーを通
して一貫性を保つことができます。



ToFu（Top‒of‒Funnel：ファネル上部）戦術
おそらくToFuにおける苦労は、いかに大きな網を放ち、幅広いオーディエンスを獲得するかとい

うことです。 皆さんは、オーディエンスについてある程度は把握していることでしょう。ターゲッ
トも正確に絞れるかもしれません。しかし、御社の優良顧客と同じくらい深く把握している訳では
ないと思います。 そのため、この戦略ではできるだけ細かく分けることが有効です。 人はさまざま
な方法でコンテンツを咀嚼しますので、eBookを細かく分割して配信すればするほど、より多くの
評判を得ることができます。 次のようなToFu戦術を活用し、行動を喚起するためにeBookのダウン
ロードリンクを必ず設定します。

SlideShareに最初の章を投稿する。
eBookを音読してオーディオブックとして公開する。
作者や話題のソートリーダー、関連ブランドとともにWebセミナーを開催する。
eBookからのヒントやこつ、引用でインフォグラフィックを作成する。
eBookからの引用、統計、ヒントでTwitterカードを作成する。
eBookのトピックについてTweetChatを開く。
eBookの各章をブログに投稿する。
インフルエンサーにコンタクトし、共有を依頼する（もっと露出し評判を呼ぶようにスニーク
プレビューの機会を提供する）。
eBookのトピックを扱う関連サイトでブログを招待する。
Webサイトの2、3か所にeBookを含める。最初は、ホームページ、リソースセクション、サイ
ドバーを推奨。
製品一覧に投稿する。
会議や展示会のお土産として印刷物にするか、USBドライブに保存する。
営業担当者のメールや電話による最初のコンタクト時にeBookについての話題を織り交ぜる。

MoFu（Middle‒of‒Funnel：ファネル中央）戦術
ソートリーダーシップとなるToFu向けのeBookを作成したら、ToFu戦略で仕事は終わりと思う



かもしれませんが、実はまだあります。 ほかの部門やオーディエンスがこのeBookを有益に活用
し、最終的に会社の収益につながる可能性があります。これが、皆さんの最終目的でもあると思い
ます。
MoFuでは、既存の見込み客の手を動かし、購入に近づけます。 優れたコンテンツで強い関心を

ひいていれば、まったく新規のリードが御社のデータベースに登録するようになるのも難しいこと
ではありません。 そのプロセスの開始に必要なのは、簡単にダウンロードできることだけです。 し
かし、彼らをデモや無料試用に導くにはもっとするべきことがあります。 これにはeBookが役立ち
ます。 以下にeBookをプロモーションするためのMoFuのアイデアをいくつか挙げます。

eBookを育成プログラムやドリップキャンペーンに効果的に織り混ぜる。
既存の見込み客向けにお客様事例、eBook、概要シートなどを含むコンテンツパックを作る。
eBookをeニュースレターに含める。
eBookをさまざまな方法で従業員に提供し、入手やシェアが簡単にできるようにする。
Chatterファイル
ランディングページのリンク
直接リンク
コンテンツライブラリ
パートナーにそれぞれの共有パートナーやネットワークに送信してもらう。
印刷物にするか、USBドライブに保存して、顧客や見込み客へのプレゼントに含める。
eBookをマーケティングコンテストに参加させる。

BoFu（Bottom‒of‒Funnel：ファネル下部）戦術
BoFuは営業が主導権を握るところです。 ファネル全体が道で、車を運転していると想像してく

ださい。 ToFuとMoFuではマーケティング担当者が運転席に座っています。 彼らはコンテンツ、メ
ッセージ、プロモーションアプローチなどをコントロールします。 しかし、BoFuに到達したら営業
担当者がハンドルを握ることになります。 ただしマーケティング担当者はまだ車から降りることは
できません。 その代わりに後部座席に座り営業担当者が契約にこぎつけるのを支援します。 以下に
eBookを使ってBoFuコンテンツをプロモーションするアイデアをいくつか挙げます。

eBookを初回プレゼンテーションに加える。
既存の見込み客対応のメールと電話のせりふに加える。
印刷して会議資料として営業担当者に渡す。

eBookは細かく分割されているので、何がうまくいき、何がうまくいかないかがすぐにわかりま
す。それを分析し、ファネル全体を通して成功する戦術に注力することができます。 優れたeBook
を作成するためだけでなく、それらを有効に活用し、人々の目にとまるように円滑に進めることが
できるようになります。

すべてをつなげる
コンテンツマーケティングを優先するということは、まさに顧客を重視するということです。 優

れたコンテンツマーケティングにより、離れない顧客、後々ほかの顧客をもっと呼び込む顧客を見
つけることができます。 皆さんのビジネスを変革し、競合他社やマーケット、あるいは世界の中で
も突出することを可能にする戦略の1つがコンテンツマーケティングなのです。



第11章

営業の必須ツール

Greg Poirier

CRMソリューションが使用でき、有効なコンテンツマーケティング戦略があれば、販売計
画を適切に実行する準備が整っているといえます。Cohen氏が前の章で取り上げたよう
に、営業チームが目標の数字を達成し、収益を伸ばすことに成功し、それを繰り返せるよ
うにするには、営業支援リソースが不可欠です。しかし、初期の段階、つまり創設者主体
の営業から、営業担当者を初めて採用するまでの移行期はどうでしょうか。スタートアッ
プジャーニーのごく初期の段階で、わずかな労力と計画で導入できる簡単な支援ツールが
あります。私たちがやっていたのは電話をかけて留守電にメッセージを残し、見込み客を
フォローアップし、重要なデモの約束を取りつけるというものでした。Poirier氏は初期段
階にあるスタートアップ企業が成功を収めるにはどのようなツールが重要かを示してくれ
ます。

営業チームの一員としてスタートアップ企業に参加する場合、最も困難なことの1つは営業支援
ツールがないことです。 スタートアップ企業の営業は特殊であり、多くの場合、すでに業界で一定
の地位を確保している大企業よりも、初回プレゼンテーションやお客様事例のようなツールが大き
な意味を持ちます。というのも、スタートアップ企業の営業チームは、世間からの信頼を得る必要
があるからです。
成功している企業として自社を売り出し、実際よりも大きな会社に見せることが、スタートアッ

プ企業の営業をサポートするマーケティングの最も重要な役割の1つです。 これを実現するさまざ
まな方法がありますが、ここでは皆さんが作成できる5つのツールを取り上げます。これらのツール
によってマーケティングと営業のチームが同じメッセージを共有して連携することができます。

1. 創造的コミュニケーションガイド
2. 初回プレゼンテーション
3. 製品概要シート
4. お客様事例または使用例
5. 見積価格、提案書、および契約書

あらゆるスタートアップ企業に必要な営業支援ツール

創造的コミュニケーションガイド
これは理想的には3ページ以内の短いドキュメントで、Chatterなどで共有し、従業員全員が簡単

にアクセスできるようにします。 これには会社の公式フォント、ブランドカラーの16進値、文章の
スタイル、話し方や口調についてのガイドライン、および企業を紹介する定型文が含まれます。 1
つにまとめられた簡潔なもので、容易に検索可能で誰もが入手できる資料にします。 長かったり、



使いにくかったりすると誰も参照しなくなります。

初回プレゼンテーション
スタートアップ企業が犯す共通の間違いの1つは、通常の営業用プレゼンテーションを初回営業

にも再利用できると考えることです。 今すでに立派なテンプレートがあるなら、テンプレートとし
ては再利用できますが、内容については流用できません。 初回プレゼンテーションには特有のノウ
ハウが必要であり、とにかく簡潔にまとめておくことが重要です。
ほとんどの人は、20ページから30ページの長さのプレゼン資料を作成し、最初の5ページは自社

の優れた点を紹介する内容にしようとします。 しかし、実際に相手の関心を引いていられるのは
（打ち合わせや電話の長さに関係なく）20分ほどしかありません。したがってその時間内に最も重
要な内容を収める必要があります。 30ポイント以上のフォントサイズで8ページから12ページくら
いの資料を作り、文章よりもイメージを使うようにします。

次の項目を含めます。

表紙
目次
会社の現状
問題
問題の解決方法
他社との差別化
連絡先情報（最終ページ）

顧客がたとえ気付いていないとしても、想定される課題の原因を説明することに重点を置くこと
が重要です。 多くの場合、売り込みとは、課題が存在し、解決策を見つける必要があることを見込
み客に理解させることだということを忘れてはいけません。 見込み客の課題を解決するソリューシ
ョンを売り込めるのは、その時だけです。 頭痛に気づかなければ、鎮痛剤を買おうとしないのと同
じです。

その他のヒント
要点を伝えるようにします。皆さんの身の上話を聞きたい人はいません。 皆さんがどれほどすば

らしいかを語るよりも、見込み客がなぜ問題を抱えているのか、どうしたらその問題を解決できる
のかを伝えることに注力し、相手が共感できるようなストーリーにまとめます。
また、質問することも大切です。 初期段階の面談でとりわけ配慮しなければいけない点は、自分

のすばらしさを延々と語っても嫌がられるだけだということです。 相手は自分たちについて質問し
てほしいと思っているのです。

製品概要シート
製品概要シートは営業販促資料の世界の必要悪です。 これらはあまり読まれませんし、特に興味

をひくものでもありません。しかし、それでも必要です。 なぜなら、 今日のセールスサイクルが以
前に比べてはるかに複雑で包括的になっているからです。 購入の段階で意思決定に関わる従業員が
各社で増え、その結果、回覧できる資料が必要となります。 これは1ページの資料で、簡単にダウ
ンロードでき、Webサイトですぐに検索できなければいけません。さらに、皆さんの会社をよく知



らない人にも理解しやすく、営業チームのメンバーで簡単に共有できることが必要です。

必要なこと

戦略的である。すべての問題の解決ではなく、1つの問題を解決する内容にします。
創造的である。目に留まる見出しと興味をひく内容にします。
価値のある提案。なぜ顧客は買うべきなのかを盛り込みます。
親しみのある語調。専門用語や業界用語を使わないようにします。
意図的なデザイン。インパクトのある大見出し、見出し、オリジナルイメージを使用します。
デザイナーを活用。すべての製品概要シートに適用できるテンプレートを作成してもらいま
す。
お客様の声を挿入。実際の顧客を使い、そのコメントを中心に引用します。
行動を喚起するものを挿入。電話番号、メールアドレス、ソーシャルメディアを含め、必ず複
数の問い合わせ先を設定します。
余白を残す。コピーで埋め尽くさないようにします。

お客様事例と使用例
ほとんどの顧客は最初の顧客にはなりたくありません。 お客様事例を使えば、これまで聞いたこ

ともない会社が本物の会社であり、他社から信頼を得たソリューションを提供していることがわか
ります。
同じように、ほとんどのスタートアップ企業は、それまで存在にすら気付いていない問題を解決

するための製品を売っています。 潜在顧客には、売り込んでいるソリューションが彼らの問題解決
に適用できることを確信してもらう必要があります。
これにはお客様事例と使用例が役立ちます。お客様事例と使用例によって、皆さんのソリューシ

ョンが信頼に足るものであり、特定の状況にどう適用できるのか、概要を示すことができます。

必要なこと

製品概要シートのベストプラクティスに倣う。デザイナーの活用、余白、行動の喚起、親しみ
のある語調などです。
定型に従う。問題、ソリューション、そして成果を記載します。
実例がある場合は、お客様事例を作成します。実例が無い場合は、使用例を記載します。
成果を含める。特定の指標、期間、費用、測定可能な改善点を示します。

見積価格、提案書、および契約書
きちんとプロが作成したような見積価格や提案書、契約書なら、その信用性を疑う人はいませ

ん。
これらはすべて、事前にテンプレートを作成し、理想的にはCRMシステムかCRMシステムが組み

込まれた製品のどちらかに登録しておく必要があります。 顧客に見積価格を送るときにWord文書
やExcelスプレッドシート、そのほかその場限りの方法を使用するのは素人のやることです。 顧客に
はどうやって作られたかがすぐにわかり、皆さんの会社に対して良い印象を持つことはないでしょ
う。
また、テンプレートを使用することで、「名前を付けて保存する」ことによるトラブル、つま



り、忙しい営業担当者がほかの契約をコピーして顧客の名称などを変更し忘れるような間違いを防
ぎます。 さらに、必須の法的記載と責任範囲の詳細の最新版を資料に必ず含めることができます。

マーケティングオートメーションとは
マーケティングオートメーションやリードナーチャリングという用語を聞いたこがなくても、そ

れが何であるかは間違いなく知っているはずです。もし皆さんがオンラインで接続されているな
ら、PardotのようなマーケティングオートメーションプラットフォームやSalesforce Marketing
Cloudで毎日やり取りしています。
SalesforceのようなCRMソリューションを活用してマーケティングオートメーションを行うと、

リードを創出し、セールスファネルの先まで誘導できます。さらに、CRMシステムで顧客やリード
のデータを更新すると、営業チームもCRMですぐに確認することができます。 以下に例を挙げま
す。

自社のWebサイトでリードが最近訪問したページの表示
メールを開けた比率、および、メール内リンクのクリックスルー率
記入されたフォームとダウンロードされた資料
リードスコアリングとアラート

一言でいうと、営業チームにとってマーケティングチームはヒーローのようなものなのです。
CRMシステムですぐに活用できるインテリジェンスを営業に提供してくれて、誰にいつ電話をして
どのようにしたら契約を締結できるかを教えてくれて、すべての組織に測り知れない価値をもたら
してくれます。

リード評価、スコアリング、ルーティング
信じられないかもしれませんが、実際にコンテンツマーケティング戦略を積極的に押し進めてい

るスタートアップ企業のほとんどは、現実の活動で獲得するよりも多くのリードを手にします。 確
かに、eBookをダウンロードしただけのリードがセールスファネルの次のフェーズにただちに進む
わけでないかもしれません。
しかし、Salesforceと統合すれば、マーケティングオートメーションプラットフォームで簡単な

設定をして、リードが営業担当者による活動の段階にきているか、誰にリードを割り当てるべきか
の判断ができるようになります。

リードスコアリング
マーケティングオートメーションプラットフォームかSalesforceのどちらかにリードスコアと呼

ばれる組織の指標を設定できます。 リードスコアは、営業担当者が限られた時間を割くだけの価値
があるリードかどうかを一目見ただけで理解できる値です。 リードがアクションを起こしたり、特
定の属性（役職がVP、メールを開ける、資料をクリックする、eBookをダウンロードする、価格ペ
ージを見る、など）があると、そのリードのスコアが上がります。
昔からずっと、毎朝その日に働きかけるリードを決める方法は非常に主観的なプロセスでした。

営業担当者は直感に頼り、さらに悪いことには、リードキューに入った順にリードを処理していま
した。 リードスコアリングによって、営業担当者は、担当すべきリードの優先順位付けをし、リー
ドルーティングやリードナーチャリングなど、その後のリードへの働きかけ方を決定できるように
なります。



たとえば、メールアドレスのみで役職が記載されていないリードはどのように扱えばよいでしょ
うか。 そのリードはあまり価値が高くないので、マーケティングオートメーションで育成し、もう
少し熟すまで待つべきです。 価格ページを見た大企業のCEOのような有力なホットリードの場合は
どうでしょうか。 この場合は、リードスコアリングとリードルーティングによって、必ず最高の営
業担当者がそのリードを担当するようになります。
つまり、営業担当者は、価値が低いリードはマーケティングオートメーションに任せることで、

リードの中でも最も早く収益に結びつく可能性が高いリードに集中的に時間を費やすことができま
す。 営業担当者は、最も転換する可能性が高い有力なリードの一覧をレビューすることから1日を
始めることができ、自身の時間をどこに費やすべきか思い悩む必要がなくなります。

リードルーティング
リードスコアの用意が調ったら、CRMシステムにリードを簡単にルーティングできます。 リー

ドスコアの内容から組織の担当範囲や業種分担に従ってリードの送信先を決定するルールを構築で
きます。 たとえば、50以下のスコアのリードはマーケティングオートメーションで対応するキュー
に残したままにします。 自動車業界、かつ、米国内でスコア50を越えたリードは、営業担当者に送
信します。 一方、英国内の同様のリードはヨーロッパのチャネルパートナーに送信します。

リードナーチャリング
リードナーチャリングは、営業活動にはまだ早いリードを温める際の問題解決を支援します。 リ

ードは貴重です。情報が不足していたり、営業チームからの売り込みにただちに応じる状況ではな
いというだけで、そうしたリードを無視していいということはありません。
リードナーチャリングによって、非常に限られたリソースしかないスタートアップ企業が実際よ

りも大きく見えるようなります。 最もわかりやすいのは、資料をダウンロードしたリードに対し関
係を温めるメールを自動送信するアプリケーションです。 リードスコアはまだ低いので担当者によ
る実際の営業活動にはまだ早いですが、そうしたリードに手をかけず定期的にメールを送ることが
できます。リードにはメールが営業担当者から送られたかのように見え、接触を保ち続けることで
皆さんの会社が真っ先に思う浮かぶようになります。
eBookがダウンロードされた2、3日後に送信されるメールの例を挙げます。



<< テスト用名前 >>様

先日は、Salesforceの資料をダウンロードいただき誠にありがとうございます。

こちらの資料にご興味をお持ちいただき、お役立ていただければ幸いです。

資料をご覧いただきましたご感想やご意見などをぜひお聞かせいただきたいと思ってお
ります。

来週お話しするお時間をいただけませんでしょうか。

ご連絡をお待ちしております。

今後ともよろしくお願いいたします。

Greg Poirier

プレジデント

CloudKettle

1‒800‒878‒4756（内線）100

cloudkettle.com

このメールは、ドリップナーチャリングキャンペーンに含まれます。 この後5日たってから同じ
ようなメールを送ります。ただし、ミーティングの依頼とほかに興味をひく無料のリソースを含め
るなど、もっと具体的なメールにします。 そして、また7日たってメールを送る、といった具合で
す。 どのメールでも受信者に無料のリソースと皆さんの支援に興味を持たせる内容を提供しなが
ら、タッチポイントを提供することで、皆さんの会社が真っ先に思い浮かぶようにします。

ツールボックスを充実させる
スタートアップ企業は、多くの場合、上記に詳しく述べたツールをすべて使うことで他社よりも

強化されます。 自社のツールボックスに現在何があるかを確認し、時間をかけてマーケティングと
営業の販促資料、マーケティングオートメーションシステムをレベルアップしていきましょう。 そ
うすれば、営業担当者は非常に役立つ情報とツールを使用して、売上を拡大できるだけでなく、最
大限に価値ある売上をあげることができます。



寄稿者

Aaron Ross
『Predictable Revenue』著者

@motoceo
Aaron Ross氏は『From Impossible to Inevitable』の共著者です。 妻と（養子を含め）12人

の子供を持つ父親で、オートバイを愛し、週25時間労働を維持しています。 基調講演の壇上にも立
つ彼は、「シリコンバレーのバイブル」とも呼ばれている『Predictable Revenue』の著者でもあ
ります。これはセールスフォース・ドットコムや他の企業で10億ドル以上の収益を創出したアウト
バウンド型見込み客開拓システムを基にした書籍です。 パイプライン自動化ソフトウェア企業であ
るCarb.io社の共同創設者であり、同社の最高収益責任者を務めています。また、
predictableuniversity.comの共同創設者でもあります。

https://twitter.com/motoceo


Tien Tzuo、Zuora社CEO
@tientzuo

Tien Tzuo氏は2007年にZuora社を共同創設し、現在同社のCEOを努めています。 急成長の
SaaS企業を創設するかたわら、サブスクリプションベースのビジネスモデルの普及活動にも携わっ
てきました。 Zuora社を創設する前は、セールスフォース・ドットコムの11番目の初期メンバーと
して活躍していました。 セールスフォース・ドットコムに在籍していた9年間で、テクノロジーや
マーケティング、戦略など多方面で役員職を歴任しました。 コーネル大学では電子工学の学士号、
スタンフォード大学経営大学院では経営学の修士号を取得しています。

https://twitter.com/tientzuo


Elay Cohen、SalesHood社CEO
@elaycohen

Elay Cohen氏は『SalesHood: How Winning Sales Managers Inspire Sales Teams to
Succeed』の著者であり、SaaSプラットフォームおよび販売のプロのためのコミュニティである
SalesHood社の共同創設者です。 Cohen氏はセールスフォース・ドットコムで営業生産性を担当す
るシニアバイスプレジデントを努めていました。 2011年には社内の最高役員に選ばれ、営業研修か
らオンボーディング、営業担当に対する案件サポートを担当するチームを率いました。 パートナー
関係管理の分野も築き上げました。 現在は、家族とともにサンフランシスコに居を構えています。

https://twitter.com/elaycohen


Jason Lemkin、SaaStr社創設者
@jasonlk

Jason Lemkin氏は2社を創設し、ベンチャーキャピタル1社、著者1冊（『From Impossible to
Inevitable』）の実績があり、変わることのないSaaSの熱狂的な支持者です。 多くの先進的企業や
SaaSスタートアップ企業に対する第一VC投資を先導し、現在その価値は10億ドル以上に達してい
ます。 SaaStrの創設とVC投資を始める前には、法人向け販売で成功しているEchoSign社と
NanoGram Devices社を共同創設しています。 彼の人気ブログsaastr.comから発信される助言や指
導が支持され、「SaaSのゴッドファーザー」と呼ばれています。

https://twitter.com/jasonlk


Greg Poirier、CloudKettle社CEO
@gregpoirier

Greg Poirier氏はセールスフォース・ドットコムのコンサルティングパートナーである
CloudKettle社の社長を務めています。同社はリードと営業パイプラインの強化支援サービスをスタ
ートアップ企業に提供しています。 まだキャリアの浅い時代に、国営の映画チェーン会社にデジタ
ルマーケティングを導入し、同社で初となるソーシャルメディアキャンペーンやEコマース戦略、モ
バイルチケット販売、クーポン配布などの活動を展開しました。 最初に入社したテクノロジー企業
Radian6社（後にセールスフォース・ドットコムが買収）では、オンラインのリード創出活動を指
揮、実施しました。 その後入社したTitanFile社とLivelenz社では、効率性を生み出す才能が評価さ
れ最高執行責任者に就任しました。 現在はVolta Startup Houseにおいて指導的立場で、デジタル
マーケティングや営業に関する知識をスタートアップ企業に伝授しています。

https://twitter.com/gregpoirier


Mike Wolff、セールスフォース・ドットコム社
コマーシャルセールスSVP

@mike̲wolff
Mike Wolffは、セールスフォース・ドットコムの北米エリアの中小企業担当チームの営業活動を

統括しています。 2002年にセールスフォース・ドットコムに入社し、さまざまな管理職を歴任しま
した。 才能ある人材を獲得する能力で一目置かれる人物で、コーチング、オペレーショナル・エク
セレンス、恒常的な予算達成、カスタマーサクセスの強化という文化を築きました。 セールスフォ
ース・ドットコムに入社する前は、空軍士官学校とカリフォルニア大学バークリー校でスポーツマ
ーケティングを担当していました。 湾岸地区で育ち、カリフォルニア大学デイビス校で政治学の学
士号、サンフランシスコ大学でマーケティングのMBAを取得しています。 カスタマーサクセスと
「月次売上目標達成」の活動から離れているときは、妻と2人の娘と時間を過ごし、フォーティナイ
ナーズやウォリアーズ、ジャイアンツといった地元の湾岸地区のチームの応援にも精を出していま
す。

https://twitter.com/mike_wolf


Melinda Gonzalez、Melinda Gonzalez Advisors社代表
@RealMelindaG

Melinda Gonzalez氏は、カスタマーエクスペリエンス分野のアドバイザー、コンサルタント、
講演者、著者として活躍しています。 セールスフォース・ドットコムの法人顧客サクセスチームの
初期メンバーとして、現在のカスタマーサクセス管理業界の基盤をチームとともに構築しました。
セールスフォース・ドットコムに在籍していた10年間で、新たなプログラムを展開し、顧客支持を
制度化させました。 現在は、魅力的なカスタマーエクスペリエンスで収益を上げつつ、忠実な顧客
とブランド支持を獲得するにはどうすべきか、スタートアップ企業に助言を行っています。 また、
導入から継続使用（契約更新や支持による）に至る顧客管理プロセスの管理戦略も作成していま
す。 優れたカスタマーエクスペリエンスを作成することは科学でもあり芸術でもあるというのが彼
女の哲学です。 サンフランシスコに居住しており、世界中を旅して創造力を維持し、新しい文化を
学んでいます。

https://twitter.com/RealMelindaG


Amanda Nelson、セールスフォース・ドットコム社コンテンツマーケティングスペシャリスト
@amandalnelson

Amanda Nelsonは、セールスフォース・ドットコムでAppExchangeのコンテンツとコミュニテ
ィを担当するシニアマネージャーです。 コンテンツマーケティングとコミュニティ管理の経歴があ
り、対話型フルサービスの広告会社で取引先管理を担当していました。

https://twitter.com/amandalnelson


Judy Loehr、Cloud Apps Capital Partners社ゼネラルパートナー
@judyloehr

Judy Loehr氏は、サンフランシスコを拠点とするCloud Apps Capital Partnersのベンチャーパ
ートナーです。同社は創設間もないクラウドビジネスアプリケーション企業を支援しています。 ク
ラウドビジネスアプリケーション市場で15年の業務経験があり、SaaSとビジネスのフリーミアムモ
デルに精通しています。 セールスフォース・ドットコム創設時のプロダクトマネージャーの1人と
して、すべての新製品を担当し、Salesforce AppExchangeの開発と立ち上げに携わりました。 最
初の統合型マーケティングチームを構築し、20以上の主要な販売開始に携わり、第1世代の
AppExchangeパートナーと緊密な関係を構築しました。 セールスフォース・ドットコムを離れて
すぐ、クラウドビジネスアプリケーション企業向けの世界的なマーケティングコンサルタントとな
り、メッセージングやパッケージング、製品発表に関する自身の知識を30以上の企業に提供してい
ます。 オクシデンタル大学で経済学の学士号を取得しています。

https://twitter.com/judyloehr


Mike Kreaden、セールスフォース・ドットコム社スタートアップ関連担当シニアディレクター
@mikekreaden

Mike Kreadenは、セールスフォース・ドットコム在籍14年で数百ものスタートアップ企業の起
業を支援してきました。 カナダのビジネスソフトウェア企業であるHoneybee Softwareを共同創
設し、1998年のIPOを成功させた経験を通じ、スタートアップの実力を身に付けました。 マギル大
学で機械工学の学士号を取得しています。

https://twitter.com/mikekreaden


日本語訳協力者 

＜セールスフォース・ベンチャーズ投資先CEO＞ 
株式会社ビズリーチ： 南 壮一郎 代表取締役社長 
Sansan株式会社： 寺田 親弘　 代表取締役社長 
freee株式会社：　 佐々木 大輔 代表取締役 
株式会社グッドパッチ： 土屋 尚史　 代表取締役 
ファストメディア株式会社： 庵原 保文 代表取締役 
株式会社トレタ： 中村　仁　 代表取締役 
株式会社チームスピリット： 荻島 浩司 代表取締役 

＜ベンチャーキャピタリスト＞ 
Draper Nexus: 倉林 陽 マネージングディレクター 
Globis Capital Partners: 今野 穰 パートナー, COO 
Salesforce Ventures: 浅田　慎二 Japan Head 



Salesforce for Startupsについて

Salesforce for Startupsは、顧客とコミュニティを重視した企業になるために欠かせないセー
ルスフォース・ドットコムのテクノロジやツール、専門知識の提供をとおし、スタートアップ企業
の成功を支援するプログラムです。
このプログラムのメンバーになると、セルフサービス型のWebサイトで商品を見つけ、進捗を

追跡し、Salesforceを利用した起業に関する情報をSalesforce for Startupsコミュニティの仲間と
共有できます。
ぜひ、startups.salesforce.comにご参加ください。
本プログラムの最新ニュースと更新の予約については、Twitterで@salesforcestartをフォロ

ーしてご確認ください。
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