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原著：注意事項
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翻訳・加筆し、2022年12月に発行したものです。和訳版と原文（英語）に差異が発生した場合には、
原文を優先します。
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最近まで、企業は主に導入と維持を促進す

る機能への投資に重点を置いてきた。従来、カ

スタマーサクセス（CS）、プロフェッショナルサー

ビス、マネージドサービス、テクニカルサポート、教

育サービス、フィールドサービスなどの様々なポスト

セールス機能は、組織の各部署で、それぞれの

リーダーの基で異なる優先順位や成功指標が

設定されていた。ネットリテンションがビジネスパ

フォーマンスの重要な指標になり、また顧客成果

（CO）がその指標に与える影響と、顧客成果

と価値を推進するための部門横断的な性質が

より明らかになることにより、成果の提供を拡大

する必要性がより顕著になっている。そのため、

多くの企業では、顧客成果に向けてビジネスモ

デルを進化させる様々な取り組みを行っている。

企業は、ポートフォリオ、サービス提供、運用モ

デル、重要業績評価指標（KPI）やメトリクス、

テクノロジーなど、多くの分野に投資を行っている

が、大多数の企業は、変革を成功をさせるため

の成熟度が不足していると報告している。本調

査では、顧客企業の優先事項と成熟度を明ら

かにすることに取り組み、顧客成果主導のビジ

ネスモデルへの移行を成功させるためのヒントを

明らかにした。

このプロセスを通じて、私たちは、現状のプラク

ティスを把握・評価し、先行している企業が何を

しているかを理解し、顧客成果及び成長に対す

る多面的かつ総合的なアプローチの必要性を結

論付けることができた。

はじめに

企業間取引 (B2B) の顧客体験は変化してお

り、顧客はビジネス成果の最大化をテクノロジー

企業に依存している。顧客嗜好の変化は、主に

3つのトレンドによってもたらされている。1つ目は、

購買の意思決定に影響を与えるビジネスバイ

ヤーの出現である。2つ目は、顧客のクラウドやサ

ブスクリプションへの移行と、それに伴うビジネス

モデルの急速な変化である。3つ目は、顧客が

製品の機能だけでテクノロジー企業を評価するこ

とがますます難しくなっており、製品の差別化が

縮小していることである。そのためテクノロジー企

業は、単に売上の最大化とソリューション提供を

行うだけではなく、顧客が期待するビジネス成果

を最大化するためのサポートを行うことへシフトし

始めている。

Customer Outcomes：顧客成長の基礎｜はじめに



2. 顧客から得られる価値ではなく、顧客に提

供される価値に焦点を当てて、価値を再

定義する

顧客のヘルススコアを活用して顧客体

験を測定する企業が増えており、実際、調

査対象企業の100%が顧客のヘルススコア

を持っていると回答している。しかし、その重

要性は認識されているものの、大多数の

企業は、「アウトサイドイン」ではなく、「イン

サイドアウト」のレンズで測定基準を定義し

ている。また、ほとんどの組織で正式な成

功計画が採用されており、企業は顧客価

値を明確にするための対策を行っているが、

50%以上の企業が、成果を測定し、顧客

にとっての価値を定量化するための成熟度

に欠けていると感じている。さらに、85%の

企業は、事業部門全体で目標や指標を

共有する顧客中心の組織が十分に成熟

していないと回答している。

3. 成長のための規模拡大に向けて、サービス

製品の完全なポートフォリオを 「製品化」

し、パートナーやデジタル機能を通じたリーチ

拡大に重点を置く

包括的な製品ポートフォリオは、顧客成

果をもたらすための重要なステップである。

しかし、顧客成果を効果的に提供するため

に必要なサービスをすべて提供していると強

く同意している組織は、わずか13%である。

組織は、パートナーネットワークのスキルと規

模を活用することに価値を見出す一方で、

80%は、パートナーには必要なスキルが欠け

ており、それを実現する余地があると考えて

いる。さらに、テクノロジーと自動化が企業

の規模拡大を後押しする一方で、現在

サービス支出の80%は人的資本に充てられ

ており、テクノロジーに向けられているのはわ

ずか9%である。

顧客成果は、B2Bビジネスにおける次の

変革として広く認識されているが、このビ

ジョンは決して一朝一夕で実現できるもの

ではない。実現するためには、組織全体の

スピードと協力が必須であり、この変革を実

現できる企業は、破壊的な報酬を手にす

る可能性を秘めている。

エグゼクティブ・サマリー

顧客成果では、成果と価値の提供を促進するために顧客向けのサービスをどのように編成するかという点を重視している。デロイト グローバル（以下、

デロイト）は、顧客成果への変革に対するB2B テクノロジー企業の幹部の視点を探る、これまでに類を見ない調査を実施した。本調査では、B2B テク

ノロジー企業の最高顧客責任者（CCO）またはそれに相当する40人以上を対象にインタビューを行い、彼らがこの変革に対してどのように取り組んで

いるのかを把握した。88%の企業が、B2B テクノロジー企業にとって顧客成果への進化が次のビジネスモデルであると考えていると回答している。一方

で、顧客成果を推進するために十分な成熟度があると強く同意した企業はわずか15%に留まった。

顧客成果主義を達成するために、テクノロ

ジー企業は、以下の問いに応える組織体を意

図的に構築する必要がある。

1. すべてのサービス機能を、顧客成果を推進

することに重点を置き、適切なリーダーシッ

プとインセンティブを確保して、部門間の連

携を図る

専任のリーダーがいれば一貫した顧客体

験を実現することができるが、ほとんどのポ

ストセールス部門では依然として分散されて

いる。そのため一貫性を実現するには、部

門横断的な連携と機敏性に加え、顧客

情報及びカスタマージャーニーにおける顧客

の位置づけの共有を行うことが重要である。

組織の92%が、部門横断的な連携を推進

するために顧客データの統一と共有に取り

組んでいると報告しているが、これらの組織

の半数以上では、顧客プロファイルを完全

には把握できていない。これは、ポストセー

ルス部門だけでなく、プリセールス部門にも

当てはまることである。顧客成果を実現す

るためには、販売プロセス中に適切な期待

値を設定し、顧客成果を適切に定義する

ことから始まる。しかしながら、3分の1近くの

企業は、営業とカスタマーサクセスを対等な

関係とは見なしていない。

Customer Outcomes：顧客成長の基礎｜エグゼクティブ・サマリー
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• ポートフォリオ、市場参入、デリバリ：

収益化モデル、市場投入ルート、サービス提

供機会などを含むサービス提供ポートフォリオ

• 運用モデルと人材：

報告体制、人員数、役割、報酬などを含

むサービスチーム構造

• 指標とKPI：

経営陣が監視、報酬に反映させるための成

功指標

• データとテクノロジー：

組織が活用する基盤と、企業がデータに関

する洞察とテクノロジーをどの程度効果的に

活用しているかについての評価

40人以上の回答者全員が、それぞれの組織

においてカスタマーサクセスまたはポストセールスの

顧客体験を監督する、役員クラスの幹部である。

具体的には、回答者の41%がCCO （または同

等）、残りの59%はヴァイスプレジデント（VP）

またはシニアヴァイスプレジデント （SVP）であっ

た。回答者の75%は、ソフトウェアもしくはSaaSの

サブセクターに属する企業で、残りの25%はプラッ

トフォーム企業だった。回答者はいずれも、年間

売上高が2000万ドルから1260億ドルのエンター

プライズ規模のテクノロジー企業である。また、調

査対象となった企業幹部の25%近くは、年間売

上高が100億ドルを超える企業に属していた。ア

プリケーションソフトウェア、クラウドインフラストラク

チャ、プラットフォームソフトウェアなどのさまざまな

ソリューションを提供する企業に加え、急成長企

業から伝統企業まで、異なる成長段階の企業

を対象とすることで、調査のバランスを維持した。

調査方法

デロイトは、顧客成果重視のビジネスモデルに

対して、米国のB2B テクノロジー企業が、現在及

び将来どのように志向しているかを理解し、ビジ

ネスモデル実現に向けた組織を推進するための

サービスの役割に対する洞察を得ることを目的と

した、前例のない調査を実施した。

本調査は、 CCO （またはそれに相当する人

物）の視点を理解し、顧客の期待の変化と、

顧客成果重視のビジネスモデルへの移行に関す

る洞察を得るために行われた。本編では、5つの

主要領域について深く掘り下げている。

• 企業プロファイル：

組織規模、製品・サービスの売上構成、全

体的な成果に対する理念・方向性などを含

む企業概要

Customer Outcomes：顧客成長の基礎｜調査方法



カスタマーアウトカム（CO：顧客成果）に焦点を当てる
成功企業は、カスタマーサクセスサービスを提供すべく、顧客成果の優先順位を上げ、より効果的に顧客価値の実現に向けた支援をしている。

コックピットとしてのCO

顧客成果が重要視されるようになるにつれ、適切なリーダーシップとインセンティブを確保し、部門間連携を確立する必要が生じている。最高顧客

責任者（CCO）は組織内での地位を高めており、調査対象者の58%は最高経営責任者 (CEO) に直接報告し、残りは最高執行責任者 (COO) ま

たは最高売上責任者 (CRO) /営業リーダーに報告している。

6

部門横断的な連携

組織が指針となるビジョンとして顧客成果を推進するようになると、役割と責任もそれに追随する必要がある。そのため、調査対象となった企業の

100%が、部門を越えたコラボレーションを実現すべく、役割と責任を明確に定義していると回答した。

B2B テクノロジーサービスの将来

Customer Outcomes：顧客成長の基礎｜ B2Bテクノロジーサービスの将来

58%

33%

8%

CEO COO CRO/セールス・リーダー

CCO / CCXO / サービスリーダーに報告するのはどのチームか

サービス製品管理

パートナー管理

フィールドサービス

マネージドサービス

エコシステム・コミュニティ管理

教育サービス

プロフェッショナルサービス

テクニカルサポート

カスタマーサクセス 85%

69%

54%

54%

38%

38%

31%

31%

23%

CCO / CCXO / サービスリーダーは誰に報告するのか

カスタマーサクセス、テクニカルサポート、プロフェッショナルサービス、教育サービス、エコシステム

/コミュニティ管理、マネージドサービスなどの、ほとんどのサービスチームの責任はCCOに一元化さ

れつつある。一方で、依然としてフィールドサービス、パートナー管理、サービス製品管理はほぼ

CCOの管轄外であるか、全く存在しないかのどちらかである。

企業はポストセールス組織の一元化を進めているが、まだ経営陣レベルでCCOの関与度を

向上させる機会は存在している。経営陣レベルで関与することで、CCOが直接ビジネスの方向

性に影響を与え、組織全体の変化を促すことができる。企業のリーダーや経営陣とより強固な

関係を築くCCOは、事業の方向性により大きな影響を与えることが出来ると言えるだろう。



異なるチーム間の対立をなくし、コラボレーションを促進するために、組織ではどのような対策を講じているか
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私たちの会社の誰もが、顧客成果を提供する上での自分たちの役割をよく

理解しているか

共通目標を掲げているにもかかわらず、顧客成果を提供する上で各々が果たす役割

を全社員が理解していると強く同意している企業は、わずか23%に過ぎない。

顧客成果を提供するにあたり、各利害関係者の役割を調整することで成果が得られ

ることは実証されている。そのため顧客成果の実現における役割を明確に理解している

組織は、顧客成果を推進するための成熟度を備えている可能性が高い。

私たちの会社の誰もが、顧客成果を提供する上での自分たちの役割をよく

理解しているか

CCOは、部門横断的な連携を行うためにデータ共有が重要であるとみなしており、中

にはアジャイル的な運営モデルを試みている企業もある。企業が新しい指標を採用し、

顧客成果の実現に向けてチーム構成と役割を変更する中で、並行して情報共有のプロ

セスも進化させなければいけないと認識しており、部門間のコラボレーションを改善すべく、

92%の企業が顧客データの統一と共有に重点を置いている。

しかしながら、インセンティブとの整合性は不足しており、チーム間の連携・協力を促進

するためにインセンティブを調整していると回答したのはわずか46％であった。組織は、より

ダイナミックなチーム編成とエンゲージメントを可能にする、適応性のあるネットワークベース

のモデルを試し始めており、一部の組織では、ライフサイクルを通じて顧客に最大の価値

を提供するイニシアチブを定義し、推進する権限を持つクロスファンクショナルチームを設

定している。

Customer Outcomes：顧客成長の基礎｜ B2Bテクノロジーサービスの将来

66% 34%

チーム間の協力に基づくインセンティブ

定期的なレビュー

顧客データの一元化と共有

明確な役割と責任 100%

92%

77%

46%

23%

47%

15%

15%

強く同意 やや同意 反対 どちらでもない

「反対」と答えた

15%のうち

「同意」と答えた

70%のうち

20% 

が強く同意

80% 

が強く同意

当社には顧客をけん引する成熟度がある



営業とCSの関係

このような部門横断的な連携は、ポストセールスからプリセールスにも及ん

でいる。しかし、サービスに対する責任はカスタマーサクセスと一体化してきて

いるものの、営業は依然として独立して運営される傾向にある。リーダー達は、

組織のさまざまな対応（営業、カスタマーサクセス、サービス提供）を顧客に

合わせることが重要であることを認識しているが、その意識は組織のプロセス

やチーム構造にまだ浸透していない。

調査によると、営業チームとカスタマーサクセスチームが同等とみなされてい

る組織では、顧客成果を推進するための組織として十分な成熟度を有して

いるとの意見が2倍以上高いことが判明した。しかし、3社に2社 (67%) は、

自社のサービス組織が独立した営業部門を持たず、企業全体の営業チーム

に依存していると回答している。

一方で、営業部門とサービス部門の連携は進んでおり、58%の企業が、

営業部門とカスタマーサクセス部門の役割に反映していると回答している。

8

Customer Outcomes：顧客成長の基礎｜ B2Bテクノロジーサービスの将来

「反対」と答えた

46%のうち

「同意」と答え

た56%のうち

33%が

強く同意

73%が

強く同意

当社には顧客をけん引する成熟度がある
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66% 34%

Customer Outcomes：顧客成長の基礎｜ B2Bテクノロジーサービスの将来

価値の再定義
顧客成果は、 「顧客にとっての価値」 と 「顧客からの価値」の両方の顧客価値に基づいて決定される必要があり、価値の定義、価値の測定、価

値の伝達は、強固な顧客成果戦略にとって重要な要素である。

価値を構成する要素の再定義

企業は、顧客の健全性を正確に評価することの価値を認識しており、顧客ヘルススコアの大部分は、インサイドアウト（アカウントの成長など）と、

アウトサイドイン（サービス導入から、初めて価値が生まれるまでの時間など）によって定義された指標に基づいている。

デロイトが実施した調査で明らかになったよう

に、リーダーたちは、顧客のロイヤルティと信頼を

予測する指標に移行する必要があるという点に

同意している。1

カスタマーサクセスを実現するために、リーダー

は、顧客成果に基づく評価指標のモニタリング

に焦点をあてる必要がある。これには、顧客に提

供されるビジネス価値（例：ソリューションの

ROI）、パフォーマンス価値（例：稼働時間、

可用性）、および前述の顧客体験価値

（例： NPS®）が含まれる。

経営陣は、顧客価値を重視する方向に舵を

切り始めているが、その評価指標は、以前として

利用状況や財務状況に凝り固まっている。

顧客の総合的なヘルススコア以外に、経営

幹部が監視している主な評価指標は以下の通

りである。

ほとんどの組織では、ネットプロモータスコア

（NPS®） (100%) 、製品使用率（91%）、ア

カウントの成長（82%）、エスカレーション回数

（73%）を組み合わせて、ヘルスコアの重要な

基本指標として使用している。

NPS®は、顧客ヘルススコアで顧客の感情を

直接捉えることができる唯一の検討指標である

ため、全ての組織が使用している。しかし、残念

ながら、 NPS®は遅行指標であり、多くの場合、

行動を起こすために必要な内容に欠いているこ

とが多い。

カスタマーヘルススコアにはどのような要素が含まれているか

その他

コミュニティへの参加

請求に対する争議件数

オンボーディング終了から初回更新までの期間

アップセル完了数

トレーニングに費やした費用の割合

マーケティングへの参加

役員との関係数

顧客としての期間

更新の回数

利用頻度

サービスに対するリクエスト数

利用範囲

エスカレーション回数

アカウントの成長

製品の全体的な使用状況

顧客のNPS/CSAT 100%

91%

82%

73%

64%

55%

55%

45%

45%

36%

36%

27%

27%

9%

9%

9%

27%

※ ネット・プロモーター® 、ネット・プロモーター・システム® 、ネット・プロモーター・スコア®及び、NPS®は、

ベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクヘルド、サトメトリックス・システムズの登録商標です。



経営陣が監視している指標は何か
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Customer Outcomes：顧客成長の基礎｜ B2Bテクノロジーサービスの将来

組織は、顧客の意図する成果を把握するため

に最初のステップとして、顧客との正式な成功プ

ランを定義し、追跡している。

さらに、内部的な価値の明確化は、徐々に

財務領域を超えて顧客価値へと移行しており、

成果を推進する企業の成熟度と強く関連して

いる。

経営陣によって最も一般的に監視されている

指標は、営業利益率（100%）、年間経常

収益（ARR）成長率（100%）、総ARR 

（92%）で、いずれも厳密に利用率と利益を

ベースにしている。また、拡大、維持、および成

果ベースの販売による成長を測定するために、

売上継続率（NRR,NDR）がますます注目を集

めており、ネットプロモータスコア（ NPS®）は、経

営陣が最もよく使う指標のトップ9のうち、唯一

顧客に関する指標であることが分かった。

組織は、これらの財務指標と成果重視の指

標を結びつけて、顧客成果の実現に基づく持続

可能な収益モデルを構築する方法を理解する

必要がある。

価値の明確化

エンゲージメント開始時に意図する成果につい

て合意することが主流となりつつある。ほとんどの

顧客と正式な成功プランを定義し、追跡し

ているか

66% 34%

リード拡大数

サービス提供コスト

既存顧客からの紹介数

ネットプロモータスコア（NPS®）

売上継続率（NRR,NDR）

アタッチメント率

総ARR

ARR成長率

営業利益率 100%

100%

92%

75%

75%

75%

67%

67%

55%

83%
「はい」



顧客価値重視のリーダーシップ VS 成果を促進する成熟度
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Customer Outcomes：顧客成長の基礎｜ B2Bテクノロジーサービスの将来

共通の目標と評価指標

組織は、各部門の損益計算書ではなく、部

門横断的な顧客成果指標を共有することによ

り、部門間連携を可能にするさまざまなモデルを

試し始めている。しかしながら、組織が一歩ずつ

正しい方向に進んでいる一方で、調査回答者

の85%は、事業部門全体で目標や指標を共有

する顧客中心の組織が十分に成熟していない

と回答している。サービス部門の報酬は、依然と

して大半がマージンベースであり、58%は営業利

益に基づいて報酬を決定している。しかしながら、

今後は成長志向となるため、多くの組織では従

来のARR目標から、年間契約の増加を目標と

するよう移行し始めている。

顧客成果指標に基づいて収益モデルを推進

している組織は、顧客と最大の成功を収めてい

る。その証拠に、回答者の91%が「経営陣から

十分なサポートを受けている」と強く感じている一

方で、「経営陣が顧客価値を重視するように

なった」と感じているのはわずか59%に過ぎなかっ

た。また現在、「顧客満足度を向上させるための

組織的な成熟度がある」と強く感じている企業

は、わずか15%に留まっている。しかし、「経営陣

の議論が顧客価値に向き始めている」組織では、

通常、顧客成果を推進するための組織的成熟

度が向上していると考えられる。

経営陣の議論が財務から顧客価値に向き始めている

強く反対⇔強く賛成

顧
客
満
足
度
を
推
進
す
る
組
織
的
成
熟
度
が
あ
る

強
く
反
対
⇔
強
く
賛
成
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66% 34%

Customer Outcomes：顧客成長の基礎｜ B2Bテクノロジーサービスの将来

成長のためのスケーリング

ポート（57%）とプロフェッショナルサービス

（57%）において最も多く、スタンドアローンでの

販売はプロフェッショナルサービス（93%）と教育

サービス（79%）において最も一般的であった。

調査の結果、コアサブスクリプションはテクニカ

ルサポート（93%）、教育サービス（50%）、カ

スタマーサクセス（50%）において最も一般的で

あり、段階的なバンドルサービスはテクニカルサ

包括的な顧客成果アプローチの価値を伝えきれ

ないため、販売が難しいという面が大きい。

調査対象のリーダーたちが最も関心を寄せて

いる話題の一つは、サービスを無料で提供するか、

有料で提供するかである。従来は、基本的なサ

ポート、基本的な教育、基本的なカスタマーサク

セスは無料で提供され、プレミアムサポート、高

度な教育、専門的なサービスであるオンボーディ

ング/実装などは有料で提供されていた。

製品としてのCO

企業は、製品ポートフォリオを構築するために

サービスをパッケージ化するさまざまな収益化オプ

ションを評価してきた。これは、顧客が成功を収

め、その過程を通じて価値を実現するための、

総合的なサービスを求めていることを象徴してい

る。成功している企業は、健全なサブスクリプ

ションモデルを活性化するために、ポートフォリオと

市場参入戦略を再設計し始めている。

顧客のライフサイクル全体にわたって価値を高

めようとした時、組織は、顧客成果アプローチに

よる持続可能な成長を実現するために、規模と

効率の両方を達成するように進化する必要があ

ると認識している。

個々のサービス（サポート、導入など）を収

益化する典型的なモデルは、包括的な顧客成

果アプローチを実現する上で障壁となる。顧客の

ライフサイクル上の独立した一部分のみを顧客

に販売することは困難である。個々のサービスは、

一般的に競争によって利益率が低くなる。また

「貴社のサービスは、市場でどのようにパッケージされているか」

50%

93%

14%

14%

14%

50%

50%

57%

29%

21%

57%

36%

79%

29%

50%

21%

93%

36%

教育サービス

テクニカルサポート

マネージドサービス

フィールドサービス

プロフェッショナルサービス

カスタマーサクセス

コアサブスクリプション 段階的なサービスバンドルでパッケージ化 スタンドアロン
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しかしながら、大半の企業（75%）は、パート

ナーには、顧客志向のサービス提供、及び、顧客

の成果・目標を実現するための基本的な能力

が不足していると感じている。

パートナーへの権限移譲

すべての顧客にカスタマーサクセスを提供する

ために、企業はパートナーネットワークを通じて顧

客成果のフレームワークを拡張する必要性を認

識しており、End-to-Endの包括的なサービス提

供に向けた共通の目標を持つ持続可能なパー

トナーネットワークの構築に取り組み始めている。

また、特にカスタマーサクセスに関しては、企業

は他のサービス提供の場合と同じように、顧客に

対する投資対効果を明確化することに苦労して

いる。従来の販売・収益モデルではカスタマーサ

クセスはコストとして捉える場合が多く、多くの企

業ではカスタマーサクセスの提供価値を顧客に

表現することに苦心している。実際、カスタマーサ

クセスサービスを提供している企業のうち、その

サービスを収益化できていると回答したのは69%

に過ぎず、この割合はプロフェッショナルサービス、

教育サービス、サポートサービスよりも低い数字と

なっている。

製品ポートフォリオの構築を成功させるために、

組織は、顧客が推進しようとしている成果を特

定・理解し、顧客のニーズに対応できるよう適切

な製品を構築し、説明責任を確保するためにテ

クノロジー企業の責任を厳密に定義する必要が

あることを認識している。組織内では、機能間の

重複や非効率な作業を最小限に抑えるために、

様々なサービスを提供するための運用を効率的

に組織化することが成功の鍵となる。

以下のサービスを収益化しているか

フィールドサービス

マネージドサービス

カスタマーサクセス

テクニカルサポート

教育サービス

プロフェッショナルサービス 100%

92%

85%

69%

62%

38%

Customer Outcomes：顧客成長の基礎｜ B2Bテクノロジーサービスの将来
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回答者の85％は依然としてパートナー主導でサー

ビスを提供している。さらに、トレーニングや認定

資格、パートナーポータルの構築、ツールや技術の

共有、開発資金提供やインセンティブ等に力を

注いでいるが、統合されたサービス提供を目的と

したパートナーへのインセンティブは、最も一般的

ではない手段となっている。

企業は、パートナーとのギャップを埋め、シーム

レスに統合したサービス提供を実現するために、

様々な取り組みを行っている。パートナーを通じて

規模を拡大することが課題であるにも関わらず

パートナーを通じて顧客重視のサービスを提供する際に直面する課題とは

パートナーが統合的なサービス提供を行えるようにするために、どのような手段を採用しているか

インセンティブ

パートナー向け開発資金提供

詳細トレーニング

ツール・技術の共有

パートナーポータルの構築

認定資格

自己学習型トレーニング

パートナー主導のサービス提供 86%

86%

79%

79%

79%

79%

57%

50%

パートナーは収益の最大化のみに

焦点を当てている

異なるパートナー間での競合

（例：収益分配）

パートナーは必要な能力を備えているが、

インセンティブがない、または少ないため、

顧客志向のサービスを提供する意欲がない

パートナーが顧客志向のサービスを提供するための

適切なデータにアクセスできない

パートナーが顧客志向のサービスを提供するために

必要な能力を有していない
75%

33%

25%

17%

17%

Customer Outcomes：顧客成長の基礎｜ B2Bテクノロジーサービスの将来
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パートナーの役割の進化2や、顧客体験と成

果の向上を促進するためのパートナーエクスペリ

エンス設計方法についての洞察3については、デ

ロイトの以前の記事をご覧ください。

自動化とデジタル化

企業がカスタマーサクセス能力を拡大するにあ

たり、全ての顧客セグメントに対して顧客成果を

確実に提供するためには、臨機応変に規模を

拡大する必要がある。カスタマーサクセスチームの

支出の80%は人的資本に割り当てられているが、

カスタマーサクセスマネージャーのカバー範囲は依

然として低く、規模の拡大には自動化が不可

欠である。実際、調査対象者の半数は、カスタ

マーサクセスマネージャーが50以上の顧客を担当

していると回答した。

人材、プログラム、テクノロジーに対する

サービス支出の割合とは

カスタマーサクセスマネージャーが担当する

顧客数

83%

7%

9%

人材 プログラム テクノロジー

38%

13%

50%

0-10 11-49 50以上

Customer Outcomes：顧客成長の基礎｜ B2Bテクノロジーサービスの将来
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顧客からのフィードバックや利用状況データを収集し、製品開発チームの活動に反映させるプロセスがどの程度実現されているか

パーソナライゼーションを維持しつつ規模を拡大するためには、自動化と人工知能（AI）が必要である。企業は、顧客成果を提供するには、顧客

との密な繋がりが必要であることを認識しており、洞察を補強するためのワークフローの重要性についても認識している。

現在、企業はソフトウェアの限定的な使用（31%）から、複数サービスに対してツールを使用し、顧客インサイトを作成すること（69%）へと移行し

始めている 。しかし、企業は、カスタマーサクセスプロセスにおけるAIと機械学習（ML）の活用が普遍的に不足しており、カスタマーサクセスサービスを

真に拡張するためには、同時にその能力を拡大する必要がある。

End-to-Endでのサービス提供を行うためのプラットフォームとツールの組織での利用状況について、次のうちどれが最も適切な説明か

企業はデータを効率的に取得し、得られた洞察を効率的にアクションに移すための適切な方法で手段を講じる必要がある。しかしながら調査回答者

のうち、顧客の洞察を製品強化の機会につなげるためのプロセスが確立されていると回答したのは、わずか23%であった。

69%

0%

31%

0%

プロセスやカスタマーヘルススコア

等の管理を手作業で実施

組織全体でのソフトウェア利用が

限定的

複数のサービスで顧客のヘルスス

コア管理とインサイト導出のため

にソフトウェアを利用

関連するすべてのサービスソフト

ウェアが実装され、顧客を360度

見渡すことができるツールが用意

されている

顧客志向のソフトウェアやツール

がなく、技術統合にほとんど注

力・投資しておらず、大半の同業

他社に対して遅れをとっている

高付加価値顧客向けのサポート

ツールでデジタルカスタマーサービス

とレポートが利用できるが、技術

統合については開発途上である

プロセスをサポートし、サービスチー

ムの責任者が導入や更新状況

を追跡するための自動レポートや

アラート及び、チームやサービス間

で協調するためのデータとインサイ

トフローを統合するためのサポート

ツールがある

顧客ライフサイクル全体を通して

AIやMLを活用して導出したイン

サイトを経営陣に提供し、ソリュー

ション/サービスの導入を支援する

ための統合された顧客フィードバッ

クツールを提供

0%

46%

31%

23%

プロセスが

定義されていない

プロセスが限定的、

曖昧に定義されている

プロセスが

確立されている

プロセスがよく整備され、

確立している

Customer Outcomes：顧客成長の基礎｜ B2Bテクノロジーサービスの将来
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さらに、サービス組織全体でデータの洞察を非常に効果的に利用していると回答したのはたったの18%であった。企業は、自動化とデジタル化を活

用して規模を拡大する一方で、データの取得と関係者間でインサイトを効率的にアクションに移す能力について、十分に考慮する必要がある。

サービス組織において、インサイトデータをどの程度効果的に活用しているか

0%

27%

55%

18%

効果的でない あまり効果的でない やや効果的 非常に効果的

Customer Outcomes：顧客成長の基礎｜ B2Bテクノロジーサービスの将来



企業は、顧客成果への移行が必然的かつ必要な進化であることについては同意しているが、組織全体で顧客成果へのメンタリティを顕在化させる

ことに苦心しているのが現状である。顧客は、テクノロジープロバイダーとより深く密接な関係を築くことに対して前向きである。カスタマーサクセスへの変

革をいち早く実現した企業は、顧客のプロセスに自らを組み込み、顧客との真のパートナーとなり、成果を推進することで、ビジネス成長への機会を手

にすることができる。

企業は、カスタマーサクセスリーダーへの責任と決定権の集中化、テクノロジーアーキテクチャとインフラの開発、顧客成果に焦点を当てた営業の強化

など、顧客成果を重視したアプローチを実現すべくさまざまな取り組みを行っている。しかし、顧客成果に関するフレームワークについて、組織における導

入と理解は遅れており、統合されたサービスの円滑な提供を妨げている。顧客成果の変革のさらなる推進を目指す組織は、価値、カスタマージャーニー、

コラボレーションと顧客体験、実現可能性、そして企業への影響という5つの要素を含む包括的なアプローチに焦点を当てる必要がある。

18

これには、データ、プロセス、デジタルツール、収益化、人材モデルを的確に活用し、異なる部門間におけるコラボレーションと統合を確保し、すべての

ステークホルダーの体験を高める必要がある。顧客が望む結果を実現できるよう支援することは、最終的には企業の経済価値、ブランド支持、市場で

の優位性を実現することにつながる。このトピックについては、デロイトの過去記事でさらに詳しく包括的に説明しており、指数関数的成長の基礎として

の顧客の成果に焦点を当てている。4

次のステップと進むべき道

顧客の成果は、ビジネス価値（BV）、パフォーマンス価値（PV）、顧

客体験価値（EV）に沿って最大化される必要があり、顧客ライフサイク

ルのあらゆる段階で価値を調整する必要がある。

• BV：顧客が定量化可能なビジネス成果（総所有コストの削減、収

益の増加、業務効率の改善、技術的負債の削減など）を達成し、

ソリューションへの投資を正当化するのに役立つ、ソリューションプロバイ

ダーのサービスから得られる価値

• PV：製品の品質、機能の有用性、ソリューションの互換性、ユーザー

インターフェイス、問題やエラー/バグがなく中断せずに使用できるという

点で、ソリューションから得られる価値

• EV：様々なタッチポイントやインタラクション（プリセールスとポストセー

ルスの両方）において、提供された経験の質、ビジネスのしやすさ、確

立された関係の深さなどから得られる価値

Customer Outcomes：顧客成長の基礎｜次のステップと進むべき道

カスタマーアウトカムギャラクシー



Gopal Srinivasan 

Principal 

Deloitte Consulting LLP

gosrinivasan@deloitte.com

Deepak Sharma

Managing Director

Deloitte Consulting LLP 

deepaksharma8@deloitte.com

Aftab Khanna

Senior Manager

Deloitte Consulting LLP

afkhanna@deloitte.com

Lindsey Cash

Manager

Deloitte Consulting LLP

lcash@deloitte.com

Yukti Batta

Senior Consultant

Deloitte Consulting LLP

ybatta@deloitte.com
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