大企業では一巡したSFA

中小の空白商機へ

ユーザー対象とした製品が多く、価格

かったことも、落ち込みの理由として

も億単位の非常に高価なツールが多か

挙げられる。
「われわれの認識からいうと、第1次

った。
米国では、日本のような終身雇用が

ブームは、1996年から98年くらいに、

保証されておらず、成果主義、キャリ

当時グループウェアとして世の趨勢だ

SFA（営業支援システム）は米国で誕

商談、営業スケジュール、進捗状況な

アアップのための転職活動を繰り返す

ったロータスノーツの上で動くものが

生し、日本に登場したのは1990年代で

どの情報をシステムで管理・共有する

など、ビジネススタイルが異なっていた

日本で出回っていた」と、NIコンサルテ

ある。導入が進んだのは1990年代後半

ことによって組織営業を可能にし、営

ことから、SFAは一時、鎮静気味にな

ィングの長尾一洋社長は当時を振り返

からのことだ。それまで「勘、根性、努

業担当者のスキル底上げを図ることを

っていたことがある。外勤の営業担当

る。ノーツ上で動くアドオン製品は比

力」といわれていた観念型の営業業務

目的としている。当時は外資系の企業

者が利用するツールであり、社外で利

較的安価なものが多かったものの、や

をシステム化したもので、顧客情報や

が主要ベンダーであり、かつ大企業を

用するためののインフラが整っていな

はりノーツを導入している会社だけに、

SFA（営業支援システム）は、1990年代前半に登場し、後半に日本国内での導入が進んだ。
営業プロセスを可視化し、営業スキルのボトムアップ、
収益改善につなげるうえで、SFAは有効なツールとなる。
しかし、登場してから20年ほどが経つため、大手企業では導入が一巡している状況だ。
提供形態が、オンプレミス（社内設置）からSaaSに移行しつつあるなか、現在のSFAの状況を追った。

Opinion

特集

SFA

（営業支援システム）

SaaS／ASPでの導入、急速に伸びる
SaaS／ASPで「焼畑農業」の懸念も
SFA定着のための支援不可欠
国内でも指折りのSFAの導入実績を

（やらないことを決める）
＝戦略

る企業が多いの

セールスマネージャー」を販売する。秋

が42.5％という割合だ。市場全体では

が実際のとこ

山真咲社長は、
「調査会社の予測では、 年平均成長率が8％ということで、伸

教育・コンサルティングサービス

と話す。

ソフトブレーン
秋山真咲社長

びているとの結果が出ている」と説明

SFA、SFEといっ

する。大手企業の導入は一巡している

中堅・中小規模での調査を得意とす

た営業 支 援 分 野

ものの、2000年以降に導入されたシス

る調査会社でも「中堅・中小企業には、

の2009年 の 市 場

テムのライフサイクルの観点から見直

SFAもCRMもまだ浸透していない。普

規 模 は63億 円 と

しが進み、二巡目では再度営業体制の

及率は10％にも満たない印象だ。IT投

みられている。08

レベルアップに向けた導入が進んでい

資額が少なく、経営も厳しい今、効果

年との対比では、

る。

がみえにくいSFAやCRMを導入しよう

意識調査

ホワイトカラー
業務改善
見える化
やる化
定着化サービス

ろ」
（秋山社長）

CRM（顧客管理システム）のなかでも

測る化

トレーニング
コンサルティング

それでも事足り

と、パッケージが57.5％、SaaS／ASP

プロセス設計
見直し

BPO

る 企 業 が 多 く、

誇るソフトブレーンは、2000年から「e

eセールスマネージャーによるワンストップサービス
アウトソーシング・マッチングサービス
（ソフトブレーンサービス社）

管理を行ってい

稼働率調査

出典：ソフトブレーン
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パッケージが1.6

一方、これまで導入の空白地帯だっ

という機運は薄い。そのため、今後も

％増、SaaS／ASP

た中堅・中小企業への導入は、緒につ

需要増は期待できないだろう」と指摘

で は33.3 ％ の 伸

いたばかりの段階とみられている。とは

する。そのうえで、
「SMB市場に潜在需

び、また、パッケ

いうものの、とくに中小規模の企業で

要が眠るといわれるが、SMBの今のIT

ー ジ とS a a S ／

は「経済情勢の悪化もあってか、まだ

利用状況を考えれば、当面は期待でき

ASPを 比 較 す る

エクセルベース、メールベースで営業

ないだろう」との見方がある。
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利用するのはそこそこの規模でITのリ
テラシーの高い企業に限られていた。
次にブームが訪れたのが、セールス
フォース・ドットコム、ソフトブレーン
が登場した2000年ごろ。携帯電話やウ
ェブベースで動くアプリケーションが
登場した。これによって、ノーツを購入
しなければならないといった非常に重
い仕組みだったものが、サイボウズな
どのグループウェアがウェブに切り替
わっていく流れのなかで、同様にウェ
ブ化してきた。携帯電話がネット対応
になったという事情も大きな要素だ。モ
バイルパソコンや携帯から入力が可能
になったことによって、一気に導入が
進んだ。
2005年以降は、ブロードバンド環境
の整備、普及により、SaaS／ASPによ
るアプリケーション提供が進んだ。

edit by

report & text by

鍋島蓉子
木村剛士

一 方、グ ル ー

前出のソフトブレーンは、
「eセール

業効率を高めるための手段だ。使う側

プウェアから派

スマネージャー」を幅広い規模の企業

がどのようにツールを有効活用してい

生した S F A

に向けて、パッケージとSaaS／ASPの

くかが問われる。そこで、ソフトブレー

「desknet'sSSS」

二つの形態で提供している。秋山社長

ンでは、営業課題を解決するための四

を提供している

が紹介した前述の調査結果ではSaaS

つの力の強化を提案している。①ウェ

／ASPの伸びが顕著だったが、同社の

ブマーケティングや店頭マーケティン

全売上高に占める比率はパッケージが

グなど「マーケティング力の向上」
、②

22％、SaaS／ASPが23％と大差ない

組織の営業スタイル、それぞれの企業

ネオジャパンで
は、2 0 0 0 年から

ネオジャパン
中沢仁執行役員

SFAを提供、従業員50人ほどの規模の

企業をメインに導入している。現状は、 という。パッケージにするかSaaS／

に 適 し た 営 業 プ ロ セ ス を 設 計 し、

主力とするグループウェアに比べて更

ASPかは、パイロット導入によって全

PDCA（プラン・ドゥ・チェック・アク

新率が高くないことから、具体的な拡

体のコストを見極めたうえで選択する

ション）を回す仕組みを構築することに

販施策は打っていないそうだ。中小企

格好になる。

よる「組織営業力の向上」
、③営業担当

業には営業体制が整っていない会社も

最近の傾向としては、
「以前から使っ

者のスキル向上や人材の管理能力など

多いことから、ツールを導入するには時

ているSFAツールを見直し、収益の向

を高める「人間力」の向上、④ITリテラ

期尚早と判断しているが、
「中小企業は

上、無駄の改善といった定量効果に関

シーを高め、スマートフォンのシンク

SFA導入の空白地帯であり、将来的に

する事例を多く求められ、かなりシビ

ライアント化やDaaS化によって効率的

市場が盛り上がりをみせるならば有望

アに検討する顧客が増えた」
（秋山社長） に仕事が行える環境を構築して「IT力」

分野といっていい」
（中沢仁執行役員） という。
SFAツールの導入は、あくまでも営

ともみる。

（第3種郵便物認可）
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を高める、という内容だ。グループ会
社と連携し、アウトソーシング、シス
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今

）の

SFA

今

（営業支援システム）の

特集

Opinion

テム開発、教育など、周辺サービスを

小した 」と状 況

と長尾社長は話す。一方、
「焼畑農業」 る。

通じて顧客に提案している。秋山社長

を語る。

的になるのではないかという懸念につ

ま た「 顧 客 対

不況下にあっ

いては「SaaS／ASPはわれわれの存在

応の前段階とし

せっかく導入したSFAツールが効果を

て、営業力の底

を認識してもらううえで、一つの鍵に

て、商品在庫の

発揮しないままになってしまう。ツール

上げを図るのに

なる。最初のハードルは低いので、そ

確認、見積りを

選定の前に、企業の営業力などを高め

効果を発揮する

れにうまく乗っていきたい」とも。

営業担当者自ら

る必要がある」と強調する。

重要なツールだ

は、
「売ることを前面に出しすぎると、

NIコンサルティング
長尾一洋社長

前述のとおり、大手企業の導入につ

が作成できるよ

日本オラクル
松瀬圭介本部長

拡販面で期待されているのはSaaS

が、予算の一律カットによって門前払

いては一巡していると、ベンダーは口を

う、より効率的にするためにバックエ

／ASPだが、それが盛り上がっている

いされるケースも少なからずあったと

揃える。次の商機としては中小企業へ

ン ド シ ス テ ム のERPと フ ロ ン ト の

状況に対し、秋山社長は「SFAは導入

いう。ユーザーに対して直接アプロー

の拡販が有望視される。中小規模にな

SFAを連携した導入も進んでいる」

したからといってすぐに効果が現れる

チできないとなると、周辺から認知を

ればなるほど、
「クラウド」というITキ （同本部 松瀬圭介本部長）という。オ

ものではない。ベンダーが売りっぱな

高める必要がある。そこで、セミナーや

ーワードで飛びつく会社が少なくなっ

ラクルではERPとSFAの連携におけ

しにすれば、
『焼畑農業』のように土壌

本の出版などを通じて訴求している。

てくるため、経営戦略上の提案をきち

る工数を削減するための独自アーキテ

（市場）が荒廃してしまう。それでは意 「今は放っておいてもSFAの引き合いが

んと行っていく必要がある。そこで、 クチャーのAIA（アプリケーション・

味がない。当社もSaaS／ASPを提供

来るような時代ではなくなっている」 NIコンサルティングは経営改善のため

インテグレーション・アーキテクチャ

しているが、ベンダーは顧客企業に対

と長尾社長はいう。

の一連のツールを「可視化経営システ

ー）により、簡単に連携することが可

NIコンサルティングでも、SFAをパ

し、利用するにあたっての意識改革を

ム（Visibility Management System）
」 能だ。

含めたサポートを行う必要がある」と説

ッケージ、SaaS／ASPの2形態で展開。 として体系化している。SFA／CMSの

08年の後半以降、不況の影響で企業

く。

SaaS／ASPでは、自社のデータセンタ

枠にとらわれない、人事情報、見積管

はIT投資予算を削減し、内部統制など

ーを使った提供のほか、経済産業省のJ

理ツールなどが統合的に連動する。加

法令規制上やむなく投資せざるを得な

−SaaSを利用していて、現状の売上構

えて本業コンサルティングサービスも

い部分に絞って資金を投じているのが

成比は新規でSaaS／ASPを導入する

含め、SFAは経営全般の高度化を図る

実情だ。そんな状況下にあっても、景

早くから日報型SFAツール「顧客創

企業が6割、パッケージが4割。SaaS

なかの中核ツールとして位置づけられ

気が好転した際に営業組織改革して生

造日報シリーズ」を提供しているNIコン

／ASPで提供することについて、
「中小

ている。

産性を高めるための準備として、案件

サルティングの長尾一洋社長は、
「SFA

企業でシステム担当者がいない会社で

／CRMというキーワードが、IT業界の

は、運用管理が不要のSaaS／ASPが

キーワードとして基幹業務の次くらい

有効だと考える。パッケージを利用す

に優先順位として位置づけられていた

る企業が4割を占めるのは、基本的に

日本オラクルは、1993年に登場し

のため、本当に必要なものなのかとい

ので、それなりに市場が大きくなった。 SaaS／ASPを利用したところで、ある

たSiebelを国内で販売している。SFA

った観点から機能を限定し、簡易に導

これまでは市場が限られていたので、 一定規模の会社でなければ、コスト削

については「登場当初は、導入すれば

入できるSaaSモデルを選択する顧客

不況時にも伸びていたが、08年秋のリ

減効果が得られず、パッケージを導入

すぐに効果がでると考えていた企業も

も多いという。日本オラクルでは中小

ーマン・ショック以降は少し市場が縮

したほうが安く済む場合が多いからだ」 あったようだが、以前に比べると、そ

企業向けのライセンス体系を用意して

うした過剰な期待感は抱かなくなって

いる。顧客のなかには自社で管理した

きた。ベルカーブに照らし合わせる

いと考える企業があれば、資産のオフ

と、S字の直線あたりに位置している

バランス化目的や自社での運用が難し

とみている」
（日本オラクルのアプリ

い企業もある。そこで日本オラクルで

ケーション事業統括本部 CRM本部

は、予算や状況に応じて、オンプレミ

CRM推進部 磯田義雄部長）という。

ス の パ ッ ケ ー ジ も し く は「Oracle

「SFA」切り口で売れない状況
全体の経営改善で提案へ

（Visibility Management System）の概念
可視化経営システム

NIコラボR5

可視化日報

社内の動きや社員の活動を可視化して
経営効率を上げるポータル

顧客創造日報シリーズ

業績を上げ、営業現場、顧客情報を
可視化するSFA

業務効率を上げ、プロジェクト状況、
非営業部門を可視化する

VMS

可視化経営
システム

ERPコネクタ

人財プロファイル

過去の販売実績、売り上げ、
利益を可視化する

人材の持つ能力や才能を可視化する

経営コンパスコープ

全社の経営状態を
一覧で可視化するコクピット

顧客創造アプローチ

新規見込客の発掘や休眠客の
掘り起こしを可視化する

ERP連携

顧客の声

クレームや顧客要望を可視化して
顧客対応力を上げる

見積共有管理 for WEB

未来の販売、売り上げ、利益を
可視化する

出典：NIコンサルティング
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SFAとERPとの連携導入も進む
中小市場にスターターパック展開

はいくつか浮上してきているようだ。
SFAは、営業担当者の側に立てば、
システムに入力する手間がかかる。そ

グループウェアをSFAとして使っ

Siebel CRM On Demend」を選択で

ていた企業やExcelで管理している企

きるなど、メニューをパック化した

業もあるほか、効果的なSFAを求めて

「スターターパック」を、パートナーを

BtoBのビジネスを展開する企業中心

通じて今春から販売するとしている。

に、シーベルの採用が進んでいるとい

「これにより、これまでSiebelを高い

う。とくに、製造業のなかでも部品メ

と感じていた中小企業でも容易に導入

ーカー、銀行のホールセールス、投資

することができるようになる」と松瀬

銀行などで積極的に取り組まれてい

本部長は話す。
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iPhoneなど
スマートフォンの
ビジネス利用を展望

〜有望分野は 過去の話か〜

クラウドで一歩先の情報共有へ
コラボレーション基盤提供で
より効率的な情報共有を提供
国内で多くの導入実績をもっている

術を使ってより効率的な情報共有がで
きるサービスを展開する計画だ。
「SFA
はトップセールス以外の営業の生産性
を向上させるためのツールだが、なか

いった企業シス

セールスフォース・ドットコムのシニ

には報告してこない営業マンがいて、 テムと連携して

アプリンシパルアーキテクト セキュリ

何をしているか分からないということ

システムからの

ティ＆インフラストラクチャースペシャ

も起こり得る。一方、コンシューマの世

イ ベ ン ト を

リストの内田仁史氏は、
「SFAはすでに

界をみると、自然に情報が共有できて

Twitterと同じ 要

完成されたものとして、国内では大企

いる。コンシューマ系の優れた技術を

領で特定の情報

業から中小企業まで着実に顧客を増や

企業に取り込むことで、社内外にある

を共有すること

している」と話す。直近の実績としては

情報を収集し、より効率的に情報共有

が可能。プレゼン資料やコンテンツ、

モ バ イ ル 対 応、SaaS／ASPな ど、

日本通運、キヤノンマーケティングジ

が可能になる」
（内田氏）という。セール

在庫の情報、売ろうとする自社商品の

外での活動が中心となる営業のスタ

ャパン、日立ビルシステムなどに導入

スフォースは新しいコラボレーション

世間一般の評価、競合製品の評価とい

イルに適したインフラも整備されて

され、小規模の案件では料亭が顧客の

基 盤（ 企 業 向 けSNS）
「Salesforce

った情報を、自分の興味のままに “フォ

嗜好などをきちんと把握するためのツ

Chatter（チャッター）
」のパイロット版

ロー” することで収集できるという。

ールとして利用されている。セールス

をSaaS型CRM「Spring'10」で 提 供 す

フォースは、個々の営業担当者が入力

る。Chatterでは、グーグル、Twitter、 自由度の高い導入・運用ができるとこ

セールスフォース・ドットコム
内田仁史氏

セールスフォースの導入メリットは

して情報を共有するという作業から、 Facebookといったコンシューマウェブ

ろにある。既成のパッケージのように

と連携できるほか、SAP、オラクルと

製品で定められた営業プロセスに固ま

SNSのようなコンシューマウェブの技

る必要はなく、稼働させながらつくり

びてきた。しかし、08年秋以降、リ
ー マ ン・ ショッ ク の 煽 りを 受 け、
SFAの市場は若干縮小したとみられ
るが、
「営業という仕事はずっと続い
ていく」ため、市場がゼロになること
はない。
大手企業では導入が一巡し、中小

スフォースは、99年からカスタマイズ

かにある。だが、中小企業のゾーン

を強化してきた。ハードウェアもソフ

はまだ「空白地帯」であるため、今

トウェアも売れないなか、クラウドへの

後の伸びが期待できそうだ。その市

注目度はさらに高まっている。セールス

場開拓の一手としてSaaS／ASPが

いてくることから、SIerは基幹システム
連携の開発などをビジネスにすること
が可能になるなど、SFAはさまざま技
術と組み合わせることで大きな進化を
遂げている。

有効だ。ただし、単にSFAを導入す
るだけでは効果が期待できないケー
スもある。そこで、周辺サービスを
含めた全体の経営改革を提案するこ
とによって、顧客企業が望む「営業
力アップ」を実現していくというベ
ンダーの戦略は、的を射ているとい
えよう。

特 集 次回以降の予定

Opinion

3／29

1327
「マネージド・サービス」で起死回生を狙うプリンタ業界

K

2010

Vol.

プリンタ市場は、企業のコスト削減の煽りを受けて成長が鈍っ
ている。市場復活の鍵を握るプリンタの「マネージドサービス」だ。
各メーカーの最新動向を追う。

（第3種郵便物認可）

きたことから普及が進み、堅調に伸

企業ではまだ時期尚早との見方も確

の開発プラットフォームも漏れなくつ

EE
T W
NEX

SFAは1990年代後半以降、ウェブ、

込んでいくことが可能だという。セール

フォースのSFAを導入することで、そ

社内で情報を共有できる「Salesforce Chatter」の画面ショット

SFAの市場、
今後もじわじわと成長

2010

3／22MON

Vol.

1326

4／5

Vol.1328

変革迫られる医薬品業界、IT活用に弾み

4／12

Vol.1329

4／19

Vol.1330

ITベンダー必読！ 真のSMBニーズはここにある
中部のIT産業、“危機” から脱出の兆し！
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