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に、経験に基づいた差別化と、顧客の意図した

ビジネス成果の実現に焦点を当てる必要がある。

これにより、最終的にはテクノロジー企業は顧客

との関係をより拡大し、企業のソリューションに忠

実な支持者を獲得することができる。

優れた顧客体験の提供には、多くの機能を

連携させることが必要である。これを実現してい

る企業は、顧客が求めるビジネス成果を実現で

きるようになり、顧客基盤の定着率と成長率を

高めることができている。実際、多くの企業では、

既存顧客から長期的な収益率を測定し、顧客

の生涯価値と成果を提供する能力を測るため

の重要な指標である売上継続率（NDR）を監

視し始めている。近年、NDRの高さと企業価値

の間に強い相関関係が示されており、NDRが高

い企業がトラッキングされ、評価されるようになっ

ている。2

クラウドベースの技術の成長と導入が進み、

企業間取引（B2B）の顧客体験に関する期

待が変化している。顧客のテクノロジー企業に対

する評価基準は、製品の機能に基づいた基準

から、製品によりビジネス成果を最大化できるか

というより曖昧な基準へと移行している。またク

ラウド技術とas-a-serviceのサブスクリプションモ

デルが、サービス切り替え障壁を低くしている。1

そのためテクノロジー企業は、顧客が自社の製

品とサービスに対して忠実であり続けてもらうため
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2021年にデロイトグローバル（以下、デロイ

ト）が実施した、B2B企業に対する期待値との

ギャップに関する調査によると、B2Bの購買担当

者は、顧客体験を熟知している大手サプライ

ヤーと契約する可能性が34%高く、更新する可

能性は32%高いことがわかった。ただし、「顧客

体験の熟知」 という言葉の意味は急速に変化

しており、問題の迅速な解決だけではもはや十

分ではない。3顧客は、テクノロジー企業を単なる

ソリューション提供企業としてではなく、初期調

査から購入、導入、そして最終的な価値実現

に至るまでのライフサイクル全体を通して手助け

するパートナーとして捉えるようになっている。

これに対応するため、多くのテクノロジー企業

は、顧客のソリューション活用を最大化し、期待

した成果を実現することを能動的に支援するカ

スタマーサクセスに投資を行っている。カスタマー

サクセスは、カスタマージャーニー全体で価値を整

合させる必要があるため、すべての機能と連携し

目標に向かって取り組む必要があり、製品、マー

ケティング、販売、サービス、サポートなどの他の

機能との緊密な連携の必要性が高まっている。

しかしながら現状、ほとんどの組織では顧客中

心主義を望ましいレベルで実現することはできて

いない。 2021年にデロイトがテクノロジー業界の

最高顧客責任者（CCO）を対象に実施した

調査によると、88%のCCOが、顧客成果を重視

することが次のビジネスモデルの進化であることに

強く同意している。4しかしながら、この戦略を実

行するために適切な成熟度を備えていると回答

したのは、わずか15%であった。このビジョンと実

行のギャップは、当社のカスタマーサクセスの調

査と一致している。この調査では、顧客の90%が、

期待するビジネス成果についてテクノロジー企業

と話し合っているが、50%以上が、ソリューション

を導入しても、その成果を十分に実現できてい

ないと述べている。

つまり、「私たちはお客様を支援し、成功へと

導きます」 というメッセージのみでは、顧客は満

足しない。成功がもたらされること、価値が実現

されること、期待を上回る経験が得られることに

対して、顧客からの信頼を得ることが求められて

いる。しかしながら、成功を保証することは、カス

タマーサクセス機能単独では実現できない。その

ため組織全体を成果に向かわせる必要があり、

全てのステークホルダー、プロセス、ツール、および

イネーブラーは、顧客体験を理解した上で、顧客

インサイトを行動に移し、顧客が望む結果を確

実に達成するための役割を果たす必要がある。

顧客成果に関して具体的な結果を示すこと

が今後の課題であることは明らかであるが、私た

ちは次のような疑問に直面している。

• どのような方法で実行するのか？

• 実行する上での秘訣は何か？

• ライフサイクル全体を通じて顧客と協働する

ことか？

• 顧客により良いサービス提供を行うための社

内機能の強化か？

• 革新的なビジネスモデルなのか、最先端技

術によるデータ駆動型の洞察なのか？

• これらの洞察を行動に移すことか？

これらの疑問の回答は、全てが対象であり、さら

により多くのことを考える必要がある。

シリーズの第1回目であるこの記事では、顧客成

果及び価値の実現を支援するために必要な、

統合戦略と運用システムについて説明する。

次回の記事では、運用システムの各領域につい

て詳しく説明し、第2回目では、カスタマージャー

ニーにおける価値提供の運用化に焦点を当てる

予定である。
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テクノロジー企業は、ビジョンと実行に必要な成熟度

には大きなギャップがあると考えている

しかし、わずか15%のテクノ

ロジー企業しか戦略を実

行するための適切な成熟

度を兼ね備えていない

ビジョンと実行に必要な成

熟度の間には82%のギャッ

プがある

88%のテクノロジー企業は

顔客成果を重視すること

が次のビジネスモデルの進

化であると考えている

顧客は期待した成果と実現された成果

にはギャップがあると認識している

90%の顧客は期待する

成果についてプロバイダ

と話し合っているが,,,

50%以上の顧客はソ

リューションから十分な成

果を得られていない

期待した成果と実現し

た成果の間には40%の

ギャップがある



私たちの市場経験、調査、データは、業界を牽引する組織がどのように顧客成果の提供に焦点を当てているかのパターンを示している。次のフレーム

ワークは、ビジョンと実行のギャップを埋めるための統合化された仕組みであり、組織全体のすべての主要な機能を統合し、顧客成果戦略を策定・運用

するために必要な要素を定義することができる。この統合化された仕組みでは、顧客成果を銀河に模して視覚化し、顧客成果を中心に他のすべての事

項が関連していることを表している。

顧客成果指向を実現するために、テクノロジー企業は以下の問いに

取り組む組織体制を意図的に構築する必要がある

1. 価値（VALUE）

顧客が期待する成果は何か？

2. カスタマージャーニー（CUSTOMER JOURNEY）

カスタマージャーニーの各段階で成果実現に向けてどのようにプロア

クティブな調整がされているか？

3. コラボレーションと経験（COLLABORATION AND EXPERIENCE）

顧客のインサイトを行動に移し、成果を提供するために社内外の

関係者とどのように協力するか？

4. イネーブルメント（ENABLEMENT）

成果ベースのアプローチを実現するためにどのような基本的なシステ

ム、プロセス、人材、運用モデルが必要か？

5. 企業への影響（COMPANY IMPACT）

プロバイダは、顧客の成果実現の見返りとして、どのような価値を

獲得できるのか？

顧客成果を促進するための

統合化された仕組み

Customer Outcomes：顧客成長の基礎｜顧客成果を促進するための統合化された仕組み

顧客の成果＝企業への影響
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顧客成果を提供するための統合化された仕

組みを構築するための最初のステップは、顧客

が望む成果と、成功の測定方法を、顧客に提

供した価値の視点を基に定義することである。

2021年のデロイトによるテクノロジー業界のCCO

を対象とした調査6では、ほとんどの組織の“カス

タマーヘルススコア”の構成要素は、アウトサイド

インの視点（例：オンボーディングから顧客価

値が最初に提供されるまでの時間）ではなく、

インサイドアウトの視点（例：アカウントの成

長）によって定義されていることが確認されてい

る。企業が成果中心主義に移行するにつれて、

価値の構成要素は、顧客に提供される価値と

顧客の視点から測定される価値を含む、よりバ

ランスのとれた内容とする必要がある。これには、

製品の有効性、テクノロジー企業とのインタラク

ションにより生まれる体験、およびソリューションに

よって提供される具体的な財務上の利点が含

まれている。したがって、テクノロジー企業の組織

内の全ての機能が、価値の定義と範囲について

明確に連携している必要がある。また価値の意

味は顧客毎に異なるため、この定義は、顧客の

期待と一致させる必要がある。

デロイトが2020年に実施したカスタマーサクセ

スの市場調査7では、企業顧客の価値には、

「顧客のビジネスへの付加価値」、「ソリューション

の有効性とパフォーマンス」、「製品とサービスに

関する顧客体験」の3つの主要な側面があるこ

とを確認した。このように 「価値」は ビジネス価

値、パフォーマンス価値、顧客体験価値に大別

することができる。

• ビジネス価値：

定量化可能なビジネス成果（総所有コス

ト（TCO）の削減、収益の増加、運用効

率の向上、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、テクノロジー企業のソリューションから得

られる価値。

• パフォーマンス価値：

製品の品質、機能の有用性、ソリューショ

ンの互換性、UI/UX、問題/エラー/バグのな

い中断されない使用等の観点でソリュー

ションから得られる価値。実際、ソリューショ

ンに関するフィードバックが組み込まれると、

85%の顧客がテクノロジー企業への支出を

増やしている。8

• 顧客体験価値：

購買前後の様々なタッチポイントやインタ

ラクションにおいて、提供される顧客体験

の質、ビジネスのしやすさ、確立される関係

性の深さから得られる価値。実際、テクノ

ロジー企業との体験を通じて定期的なビジ

ネスレビューが実施されている場合、プロバ

イダのソリューションを支持する顧客の数は

2倍以上になる。9

またプロバイダは、顧客体験の視点を通じて

価値を提供するだけでなく、従業員やパートナー

との体験の視点を通じて価値についても考える

必要がある。企業が競争に打ち勝つためには、

成果主導の顧客体験エコシステムによる協調

的な焦点が必要であり、実際、従業員とパート

ナーとの体験を重視した企業は、他の企業の2

倍の業績を上げている。10

顧客成果を促進するための

統合化された仕組みの要素

1.価値：顧客が期待する成果は何か？

Customer Outcomes：顧客成長の基礎｜顧客成果を促進するための統合化された仕組みの要素
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差別化された成果重視の顧客体験を提供

するためには、カスタマージャーニーとそれに対応す

る顧客エンゲージメントモデルの中心に顧客を据

えることが必要不可欠です。先進的なテクノロ

ジー企業は、人間中心のデザイン思考を適用し

て、顧客が求める体験、パーソナライズされたニー

ズ、および各段階で期待される価値を反映した

カスタマージャーニーを創造・再構築している。これ

は、個々の顧客固有の好みや期待を把握し、

顧客のペルソナを識別することから始まり、このペ

ルソナのプロファイルを、パフォーマンス価値、ビジ

ネス価値、および顧客体験価値という3つの価

値で定義されたニーズと組み合わせることにより、

各ペルソナの成功の定義に対する明確な顧客

インサイトを提供している。

このようなペルソナに基づいた顧客インサイトを

基に、プロバイダは顧客のライフサイクル全体を

通じて、重要なインタラクションポイントと価値実

現の瞬間をマッピングしたエンドツーエンドのカスタ

マージャーニーを定義する必要がある。今日の顧

客は、カスタマージャーニーに沿った柔軟で一貫

性のあるエンゲージメントを期待しているため、こ

のジャーニー設計には、顧客エンゲージメントに対

する期待も組み込む必要がある。

• 顧客を理解する：各顧客の状況とニーズに

基づき、パーソナライズ及びカスタマイズしたイ

ンタラクションとエンゲージメントを実現する

• 顧客へアクセス可能にする：顧客のビジネ

スニーズに合わせた情報、ツール、リソースへ

のアクセスを可能とする強固なセルフサービス

機能を構築する

• 顧客のために実行する：テクノロジー、自動

化、および認識に基づいたインサイトを活用

して、能動的かつ予測的で、パーソナライズさ

れたソリューションを提供する

• 顧客に力を与える：インサイト、データ、

フィードバックの仕組みを通じた個人のエンパ

ワーメントに焦点を当て、全てのインタラクショ

ンを通じて顧客重視の考え方を運用する

カスタマージャーニー設計の次のステップは、カ

スタマージャーニーに沿った重要なエンゲージメント

ポイント（CEP）を特定することである。CEPには

カスタマージャーニー上の、顧客とのインタラクショ

ンにおける影響が大きいポイント、重要な導入マ

イルストン、特定の顧客成果、および価値実現

のポイントが反映される。テクノロジー企業は、各

CEPに対して顧客の成功についての定義を明確

にし、関係する部門横断的なチームを特定し、

各CEPの有効性を追跡、分析、および改善する

ための測定基準を定義する必要がある。

これらの重要なポイントを理解することで、テク

ノロジー企業は、定義された顧客成果を提供す

るという共通の目的に従い、サイロ化された他

チームとも連携を図ることができる。ここでは、従

業員にとって望ましい体験を踏まえ、様々な部

門横断的チームがシステム、ツール、データを活用

して社内の連携を維持し、顧客が望む成果を

達成できるように支援する方法を定義することが

重要である。

また顧客の目的、およびテクノロジー企業の責

任の両方の観点からカスタマージャーニーをマッピ

ングすることで、テクノロジー企業が顧客の期待

を上回る適切なアクティビティを実行しているか、

また実行に必要な機能を備えているかを明確に

することができる。

次に、テクノロジー企業は、各CEPにおける顧

客体験に関する統合的な情報を獲得するため

に、必要なオペレーション、財務、顧客感情の

データを収集する仕組みを特定する必要がある。

多くの企業では、従来の顧客の声（VOC）の

活動を発展させて、ジャーニーベースの調査（複

数のソースから顧客データを収集し、そのデータを

集計し、インサイトを得る）を組み込んだ、より

包括的な顧客体験管理プログラムに取り組ん

でいる。

最後のステップとして、顧客インサイトを適切

な機能またはリソースに伝え行動に移すための、

フィードバックによる継続的な改善サイクルを確

立することである。このようなインサイトから実行

への動きを確立することは、カスタマージャーニー

全体で獲得できる膨大なデータを基にした、より

質が高く、パーソナライズされ、改善された顧客

体験を提供するために必要不可欠である。

2. カスタマージャーニー：カスタマージャーニーの各段階で、成果実現に向けて
どのようにプロアクティブな調整をしていくのか？

Customer Outcomes：顧客成長の基礎｜顧客成果を促進するための統合化された仕組みの要素
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共通のカスタマージャーニー確立後の次のス

テップは、顧客体験を実現するために協力する

社内のステークホルダーとその役割を明確化する

ことである。ライフサイクルの各段階には、その段

階に関連する様々なサブ機能が存在しており、

共通の目的を達成するために、その段階におけ

る役割が割り当てられ実行に責任を負う。多く

の組織では、これらのサブ機能は密接に連携し、

同じリーダーの元管理されている。このため、全て

のチームがサイロ化して作業を行うのではなく、ラ

イフサイクルの全ての段階で“顧客価値の改善

サイクル”を実行するために協力する必要がある。

例えば以下の通りである。

• プロダクト：

ポストセールスの機能として顧客が価値を

認識しているかを検証するためには、顧客イ

ンサイトを獲得するための手段が必要である。

そして収集したインサイトをプロダクトチームに

フィードバックすることにより、機能の優先度

付け、特定の顧客ニーズに基づいたスプリン

トベースでの開発など、よりアジャイルなアプ

ローチが可能になる。

• マーケティング：

通常、顧客がテクノロジー企業に対する

印象を形成する最初のチャネルである。マー

ケティングチームは、顧客に提供する価値を

理解する必要があり、ポストセールスチームか

ら継続的にフィードバックを受けることで、価

値実現のためのインサイトを将来のキャンペー

ンに組み込むことができる。

• セールス：

セールスチームは、製品の機能について説

明するだけでなく、テクノロジー企業のソリュー

ションから得られるパフォーマンス価値、顧客

体験価値、ビジネス価値を明確に示す必要

がある。顧客の90%がプレセールスの段階で

カスタマーサクセスのサポートを必要としている。

これは、セールスチームとカスタマーサクセス

チームがより協力的な動きをすることで、価

値の明確化をサポートし、顧客が望む成果

を相互に理解したシームレスな引継ぎを実現

する機会があることを示唆している。11

パートナー：

チャネルパートナーから得られる収益が大部分

を占める中、テクノロジー企業は顧客成果を最

重要視し実現させなければならない。12そのため、

多くの企業では、顧客体験の一貫性と顧客成

果を損なわないために、パートナー主導のカスタ

マーサクセス機能に投資し始めている。

カスタマーエクスペリエンス：

カスタマーエクスペリエンスチームは、カスタマー

ジャーニー全体に関するテクノロジー企業と顧客と

の関係性を一気通貫して監督する。これには、

顧客が企業との顧客体験を印象付ける瞬間

等の重要なエンゲージメントポイントを特定し管

理することが含まれている。多くのVOCプログラム

は、カスタマーエクスペリエンスチームに組み込ま

れており、適切な情報収集プログラム（例：顧

客調査、製品・財務・業務データ等）により、

顧客インサイトを収集し、社内の部門横断的な

チームと継続的にフィードバックによる改善を行う

ことを重視している。

3.コラボレーションと経験：顧客のインサイトを行動に移し成果を提供するために
社内外の関係者とどのように協力するか？

Customer Outcomes：顧客成長の基礎｜顧客成果を促進するための統合化された仕組みの要素
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• カスタマーサクセス：

カスタマーサクセスは顧客成果を提供する

ための能動的な連携を重視し、導入、利用、

価値実現、アカウントリスクの軽減、契約の

更新と拡大を推進する。このためには当然、

顧客のヘルススコアを監視し、成果実現とリ

スク軽減を支援する適切なリソース投入を

行うことが求められるため、ポストセールスの

機能全体を通じた連携が必要となる。

• サービスとサポート：

サービスとサポート機能は、ポストセールス

のデリバリー、オペレーション、および問題解

決を担当し、顧客が望む目標実現に向けた

支援の直接的な役割を果たしている。また

導入と利用の進捗状況を監視するための

専門知識を提供し、有効性を高めるための

機会を特定し、最終的な顧客提供価値を

高めることができる。サービスには、プロフェッ

ショナルサービス、フィールドサービス、マネージ

ドサービス、ラーニングサービスなどがある。

コラボレーションの課題を克服するためには、テ

クノロジー企業の組織内外の全ての利害関係

者が協力し、十分に理解された役割分担、指

標、およびガイドラインを使用して、競合や冗長

性を回避しながら、チーム間の相乗効果を高め

る統一されたアプローチが必要である。

多様な機能と役割を連携することにより、顧

客の様々なライフサイクルの段階で価値を最大

化することができる。しかしながら、これを実現す

るためには様々な実現メカニズムが必要である。

この実現メカニズムは、 「サービスと収益化」 、

「人材と文化」、「データと認識に基づいたインサ

イト」、「オペレーションとプロセス」、「ツールとプ

ラットフォーム」にまたがるものでなければならない。

a.サービスと収益化

成果ベースのアプローチにおける最初の実現

要因は、顧客成果を実現する手段として使用

4.イネーブルメント：成果ベースのアプローチを実現するためには、どのような
基本的なシステム、プロセス、人材、運用モデルが必要か？
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されるサービスのビジネスや収益モデルである。

特定のサービスを無料で提供しているテクノロ

ジー企業がいる一方で、コアサブスクリプションモ

デル、段階的なバンドルサービス、またはスタンド

アローン製品として、“有償”モデルでサービスを提

供しているテクノロジー企業も存在している。単

体でサービスを提供する組織は、一般的に利益

率が低く、包括的な顧客成果アプローチの価値

を伝えることができないため、サービスの販売が困

難となる。そのため、サービスと収益モデルを進化

させるための次のステップは、稼働時間の約束

やパフォーマンスレベルの保証など、成果中心の

サービスにすることを検討することである。これは、

より顧客中心で成果重視のアプローチを行うた

めの新たな１ステップである。

b.人材と文化

顧客成果を推進するためには、組織全体に

顧客中心の文化と人材基盤を確立することが

重要である。組織は、顧客成果を重要なポイン

トとして注目し始めており、一貫した顧客体験を

推進する専任のリーダーを設置し始めている。テ

クノロジー企業では、この一貫性をさらに促進す

るために、CCOまたは同等の役割の下で、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、マネージドサービス、フィールドサービス、

ラーニングサービスなどのサービスチームを統合する

ことが新たに行われている。直接的な影響力以

外を持つCCOは、セールス、マーケティング、製品、

エンジニアリングに関する活動ルールに影響を与

える重要な役割も果たす。実際、営業チームと

カスタマーサクセスチームが対等であることに同意

したリーダーは、組織的に顧客成果を推進できる

ほど成熟していることに同意する割合が2倍以

上高い。13最後に、企業は成果重視の指標を

部門横断的なチームにインセンティブを与える方

法として採用し始めている。これには、顧客成果

を提供することに重点を置く営業チームやサービ

スチームに対するインセンティブとして、利用に焦

点を当てた指標を導入することも含まれている。

C.データと認識に基づいたインサイト

ライフサイクルの全ての段階でデータが急増し

ている中、顧客志向のテクノロジー企業は、顧

客が望む成果を達成するために、データを効果

的に収集、保存、保護、分析、活用している。

多くの企業では、顧客体験と解約傾向のデータ

をプロアクティブに予測的な指標として活用し始

めている。これは、特定顧客の行動をテクノロ

ジー企業に通知する早期警告システムや行動

喚起に利用される。例えば、顧客が有効化した

ライセンス数が事前に定義した閾値に達してい

ない場合は、導入レベルが低く、更新/拡大のリ

スクが高まっていることをカスタマーサクセスマネー

ジャーに通知することができる。さらに、企業はよ

り強固なVOCプログラムへの投資を開始し、従

来の顧客満足度（例：ネット・プロモーター・ス

コア®（NPS®）、顧客満足度（CSAT））の

指標と製品/運用データを組み合わせることで、

より包括的に成果提供を把握し、行動を起こす

ためのケース作成に焦点を当て始めている。

d.オペレーションとプロセス

オペレーションの観点では、エンドユーザーに対

して摩擦のない顧客体験を提供するために、明

確なプロセスと情報連携を実施する必要がある。

しかし、デロイトの最近の調査15では、自社が

「部門横断的な摩擦」に直面していないと強く

同意した企業はわずか24%であった。多くの組

織では、社内プロセスの進化に向けた取り組み

が始まっており、部門横断的な情報共有による

コラボレーションの強化、インセンティブ調整による

チーム間コラボレーションの促進、より動的なチー

ム編成とエンゲージメントを可能にする新しい運

用モデルの試行などが含まれている。また多くの

テクノロジー企業で実践されているのは、インサイ

トを基にした行動を実現することである。これは

顧客インサイトを適切な担当者に伝え、担当者

が顧客体験向上に向けた具体的な行動を起こ

すための十分なリードタイムを持った適切なプロ

セスを整備することを意味している

e.ツールとプラットフォーム

組織は、適切なプロセスを導入することに加

えて、部門横断的なコラボレーションの促進に必

要な適切なツールとプラットフォームを持つ必要が

ある。包括的な顧客成果のテクノロジースタック

に投資することで、顧客体験と成果に基づいた

適切なデータ収集、統合、分析、およびレポート

作成を行うプラットフォームを確保することができ

る。これは顧客成果組織が 「デジタルファースト」

の考え方に移行し始めるに連れて、ますます重

要なこととなっている。

テクノロジーは、顧客へのガイダンス・サポートの

提供、及び、顧客を特定の行動へ誘導するた

めのデジタルな顧客介入を促進するために活用

されている。企業が顧客成果実現に向けた能

力を拡大しようとする中で、テクノロジーは、全て

のセグメントにおいて顧客成果を達成するための

重要な戦略的手段として位置づけられており、

ヒューマンタッチは重要なアカウント及びエンゲージ

メントポイントに限定されている。今後の記事で

は、包括的な顧客成果のテクノロジースタックの

必要性について詳しく説明する予定である。
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5.企業への影響：テクノロジー企業は、顧客の成果実現の見返りとして、
どのような価値を獲得できるのか？

顧客成果を銀河の中心に位置づけた包括

的な成果ベースのアプローチでは、顧客に対する

価値と、企業に対する価値は比例して提供され

なければならない。組織が適切な方法で組織

化され、顧客の成果を最大化することができて

いる場合、最終的には企業にプラスの影響を与

えるはずである。CCOにとって、企業に提供され

る価値を定義、測定、報告することは、顧客成

果を実現するための投資収益率を測定し、顧

客中心主義の影響を経営層の議題に引き上

げるために必要不可欠なことである。この価値

実現は経営幹部から注目され始めており、現

在ではCCOの58%がCEOに直接報告している。16

さらに、調査対象企業の79%が、経営幹部との

会話が単なる利益と収益についてではなく、顧

客価値へと移行していることに同意している。こ

れは、顧客価値がテクノロジー企業にとって長期

的な財務的利益をもたらすことが証明されてい

るからである。17

顧客成果に対する関心が高まるにつれ、前

述の顧客生涯価値やNDRなどの指標により目

的が明確に定義されるようになった。さらに、カス

タマーサクセスを導入している企業では、アップセ

ルおよびクロスセルの収益が10%以上、年間経

常収益が20%以上増加している。顧客成果の

銀河系が機能し始めると、企業は次の3つのパ

ラメータに対する影響を認識し始める。

• 経済的価値：

新規売上成長率、顧客生涯価値、サー

ビス提供コスト、NDR等で測定される、サービ

ス提供により企業経営にプラスの財務的影

響を与えることでテクノロジー企業が実現す

る価値

• ブランド支持：

紹介及び参照数、カスタマーアドボカシー

の活動、顧客満足度（NPS®やCSATなど）

によって測られる、顧客支持の向上につなが

る体験を提供することでテクノロジー企業が

実現する価値

• マーケットエミネンス：

主要アナリスト及び同業他社からのアナリ

ストの評価・言及、CCOの業界認識等の業

界リーダーとしての評価によって測定され、市

場認知度の向上という形でテクノロジー企業

が実現する価値

顧客成果の銀河における基礎となる要素の

開発は、明確な投資案件の定義に従ってのみ

行う必要がある。この投資案件には、期待され

る投資収益率と変化の定量的なケースが明確

に示されている必要がある。これは、顧客成果に

重点を置くための根拠となり、投資の背後にあ

る経済性が明確化されることで、このジャーニーを

組織でサポートするために必要な部門間横断的

のリーダーの共感を得ることができる。
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過去10年間は、顧客中心アプローチへの優

先順位の進化という点で破壊的な変化が見ら

れた。この進化は続いており、現在は顧客成果

の提供に焦点を当てたアプローチが求められてい

る。このアプローチにより、顧客はテクノロジー企業

の製品、サービス、ソリューションを使用することで

顧客自身が希望するビジネス成果を達成するこ

とができ、テクノロジー企業は価値を継続的に増

大させることで、顧客生涯価値やNDRなどの主

要な指標を向上させ、顧客プール維持・拡大を

実現することができる。

カスタマーサクセス及び顧客成果の分野は、

テクノロジー業界やSaaSから生まれたものである。

一方で、ヘルスケア、工業製品、通信、決済な

どの業界においても、新しいパラダイムとして進化

し始めている。これは主に、モノのインターネット

（IoT）の台頭、Everything-as-a-Service

（XaaS）型のビジネスモデルへの移行、顧客

データの急増が進んでいるためである。

顧客成果を重視する企業の特徴は次の通り

である。

• 製品、サービス、ソリューションのエコシステム

• 顧客の価値を最大化するためにテクノロジー

企業の関与が必要な複雑性の高い製品

• 最終顧客が製品またはサービスをどれだけ/

どのように利用したかによって顧客から価値

を引き出すビジネスモデル

• 製品の導入、利用、拡大、適応、更新に

関するパフォーマンスを測定する必要があるビ

ジネスモデル

• 追加製品を導入及びシームレスに統合する

ことにより、より優れたインサイトを得ることが

できる顧客

• テクノロジー企業間のスイッチングパワーが高

い顧客

顧客成果への変革を進めていくには、次の質問

を深く掘り下げる必要がある。

• 顧客価値はどのように定義されるか？

• カスタマージャーの中で、どのような顧客ニーズ

があり、どのように価値を提供できるか？

• 利害関係者が協力して、顧客インサイトを

行動に移し、成果に焦点を当てた体験を推

進するにはどうしたらよいか？

• サポートするために必要なシステム、プロセス、

運用モデルは何か？

• その対価として、プロバイダはどのような価値

を獲得するのか？

今後の記事では、顧客成果の銀河に関わる

様々な要素について、市場の慣習と優先事項

の進化に合わせて、随時更新する予定である。

結論
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