
エンタープライズカスタマーサクセス

（CS）の調査と展望 Part1
～組織全体のCSマインドセットを育てる～
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テクノロジー企業では、顧客との関係や顧客

価値を積極的に管理するために、カスタマーサク

セス（CS）機能を立ち上げ、その規模を拡大

するケースが増えている。今回の調査では、企業

がカスタマーサクセスからどのような恩恵を受けて

いるか、また、カスタマーサクセスを推進する上で

どのような課題があるかを評価している。

柔軟な消費モデル、すなわちXaaSモデル

（Everything-as-a-Service model）への移行

は、おそらくテクノロジーの購入と消費の方法にお

いて最も破壊的な現象である。ガートナー社は、

2020年までに、新規参入企業のすべてと、既存

のテクノロジー・ソリューション・プロバイダーの80％

が、サブスクリプション・ベースのサービスを提供す

るようになると予測している。1

この変化は、顧客がサービスをどのように（ど

れだけ）利用し、支払うかについての柔軟性を

高めるだけでなく、より新しく優れた技術へのア

クセスを迅速に行うことを可能にしている。

デロイト社の最近の調査2によると、ビジネスの

俊敏性は、XaaS導入の推進力として運用効率

を上回る勢いであるという。アジリティへの要求

が顧客の期待を高める中、テクノロジー企業は、

製品やサービスを利用することで顧客がより多く

の価値を得られるよう、単純な販売・更新のア

プローチから、ダイナミックで継続的な顧客エン

ゲージメントモデルへと移行しつつある。

多くの企業では、顧客との関係を構築し、成

長させ、維持することを目的としたCS機能を設け

ている。CSは、SaaSビジネスの解約防止チームと

して始まったが、現在ではテクノロジー業界全体

で成長している分野である。CSが進化するにつ

れ、その焦点は、顧客維持からEnd-to-Endのカ

スタマージャーニーの管理へと拡大し、より良い製

品の開発から顧客の導入、維持、成長の促進

へと変わってきている。

企業がどのようにCSを設定し、何を得ているの

か、そして直面している課題をよりよく理解するた

めに、デロイトは2019年3月にエンタープライズ規

模の企業のCSリーダー50人近くを対象にCSに関

する調査を行った。3（「調査方法」を参照)）

はじめに

カスタマーサクセスは更なる重要性の高まりに伴い、

経営層により議論すべきテーマへとなりつつある
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主な調査結果

CSが主流となり目に見える価値を提供している

CS機能を正式に取り入れるテクノロジー企業

が増えている。

• 回答者の約70%が2年以上前から、45%が4

年以上前からCS機能を設置していると回答

した。

• CS機能を設置していると回答した半数以上

が、アップセル・クロスセルの売上、更新率、

年間経常収益（ARR）を10％向上させた。

最も効果があったのはARRで、回答者の約3

分の1が20%以上の増加を記録した。

CSが顧客満足度向上につながる

回答者は、CSへの取り組みにより、顧客満足

度とブランド訴求力のレベルが顕著に向上したこ

とを実感している。

• CS機能を設定していると回答した半数の企

業において、顧客満足度（CSAT）スコアが

20%以上向上している。

CSの考え方は企業全体に浸透し始めているが、

理念を浸透させるには更なる努力が必要

CS部門のリーダーが掲げている最重要目標は、

35%の回答者が挙げている「解約の削減と顧客

の維持」である。これに対して、「顧客により良い

サービスを提供するための設計・開発」と答えた

のは10%である。その結果、CSチームの時間の大

部分は販売後の活動に費やされており、メン

バーは60％の時間を、適切な顧客オンボーディン

グ、熟達率の向上、アップセル/クロスセルの促

進、そして解約の抑制に費やしている。実際には、

現在のCSリーダーが直面している第1の課題は、

部門横断的なオペレーションモデルを定義するこ

とであり、CSの理念を企業全体に浸透させるこ

とが難しくなっていることが今回の調査を行った

結果により判明した。
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経営層へCSの重要性について訴求が必要

ほとんどの企業は、CS専門の組織を設置する

必要性とその潜在的なビジネス価値を理解して

いる。しかし、CSの戦略的重要性を組織内で高

めているテクノロジー企業は非常に少ない。

• CS組織を率いるのは経営幹部だと答えた回

答者はわずか3分の1であり（図1) 、経営

層でCSが戦略的優先事項とみなされている

と回答したのはわずか30%である（図2) 。ま

た、公式のビジネスコミュニケーションの場で

定期的にCSについて言及されていると回答

したのは、わずか26%であった。

• CSを戦略的優先事項と考えている企業で

は指標の改善が進んでおり、更新率を2桁

改善した企業数は、優先事項としていない

企業の約2倍であった。

クラウドやサブスクリプションファーストの企業は、

CSを戦略の中核に据えている

オンデマンドのサブスクリプション型サービスへと

移行する業界では、単にCS組織を設置するだけ

でなく、CSの原則を取り入れる必要がある。実

際、BITC（Born-in-the-Cloud）企業の50％は、

CSを戦略的な優先事項と考えており、CSと柔

軟な消費モデルとの連携を強化している。

このような考え方をうまく取り入れた企業では、

顧客との関係が深まり、他では得られない新た

なビジネスチャンスを得ることが出来る。

経営幹部と連携し、CSを経営層で議論する

テーマとすることで、CSマインドセットへの転換を

実現することが出来る。その結果、組織全体で

顧客のために成功をもたらすという統一されたビ

ジョンを持ち、顧客中心の目標が優先されるよ

うになる。多くのCSリーダーが同意しているように、

CSの可能性を最大限に引き出すためには、統

一されたビジョンを掲げ、CSが部門横断的なチー

ムとシームレスに連携し、カスタマージャーニーの各

フェーズで一貫したフォーカスを推進できるようにす

ることが重要である。

テクノロジー企業の成功は、単にCS組織
設置するだけではなく、CSの原則を受け
入れることにかかっており、組織全体が
CSマインドセットに適応する必要がある。

図1. 経営幹部（C-Suiteレベル）がCS機能を主導しているか？

66% 34%

YesNo

30%

2.5%

22.5%

45%

図2. 組織内CSの優先順位

C-suiteおよび経営層では優

先事項として扱われている

事業目標達成のための重要

な機能であると考えられている

既存の顧客志向チームの延長

線上にあると考えられている

組織として優先

順位が低い
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調査方法

デロイトは、2019年第一四半期に、企業にお

けるCSの現状と今後の優先事項を調査する

ために、業界初の企業調査と展望を実施した。

この調査では 、組織内で顧客中心主義を推

進する上で、CS機能に必要なことについての

テーマと洞察を得ることを目的にした。

今回の調査では、CSのビジョンと戦略、オペ

レーティング・モデルの成熟度、資金調達モデル、

これまでに達成した組織と顧客の主な成果、

直面している主な課題など、幅広いテーマを取

り上げ、クローズドエンド形式で質問した。回答

者は、さまざまなデリバリーモデルと収益規模の

ハードウェアおよびソフトウェアテクノロジー企業の

CSリーダー約50名を対象とした（図3）。

回答者は全員、意思決定権限を持つディレク

ター/ヴァイスプレジデント（VP）レベルの経営

幹部だった。より詳細な内訳としては、7%が最

高顧客責任者（CCO）、50%がVPまたはシニ

アVP、45%がディレクターまたはシニアディレク

ターであった。回答者の70%はソフトウェアまた

はSaaS分野におけるCS部門に所属しており、

残りの30%はハードウェアおよび半導体企業に

所属していた。

全ての回答者は、年間売上高が5億ド
ル以上のエンタープライズ規模のテクノロ
ジー企業に所属

調査対象となったCSリーダーの約25%は、年間

売上高が100億ドルを超える企業に所属して

いた。

今回の調査では、オンプレミス型とクラウド型の

導入モデルのバランスを取るべく、両カテゴリー

の企業のCSリーダーの見解を収集した。回答

者の70％は、従来はオンプレミスでサービスを

提供していたが、徐々にサービスの大部分をク

ラウドで提供するようになった企業であり、20％

はBITC（Born-in-the-Cloud）企業であった。

残りの10％は、従来からオンプレミスで提供し

ており、まだクラウドを中心としたサービス提供に

移行していない企業である。
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図3．調査回答者の分布
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ていたが、徐々にクラウドに

シフトしている

“Born-in-the-
cloud” ビジネス

従来からオンプレミスで提

供しており、今後もオンプレ
ミス製品を継続する予定
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現在、すべてのテクノロジー企業が、リテンショ

ンやリニューアルの向上よりも、CSが戦略的であ

ると考えているわけではない。本調査では、CSを

戦略的優先事項と考えており、かつ経営幹部

と経営層がCSの成果を定期的に評価している

企業の5つの特徴について分析した。
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CSを重視している企業では、企業内のCSリー

ダーの認知・注目を高め、CS機能の拡大を実現

するためのアプローチは、顕著な違いがある。その

特徴のいくつかを次頁にまとめた。

経営層における

CS向上の重要性
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指標 CSを戦略的に重視する企業 CSが戦略的優先事項ではない企業

CSチームの83%は、製品開発、セールス、更新、
サポートなどの重要なビジネスチームとのコラボ

レーションを実現すべく、一貫性のある明確な

プロセスを備えている。

重要なビジネス機能において、一貫したコラボ

レーションプロセスを持つCSチームの割合が70%
を下回る。

67%の企業が80%以上の顧客にCSサービスを
提供しており、80%以上の製品ポートフォリオに
CSサービスを結びつけることができる。

顧客ベースおよび製品ポートフォリオのカバー率

が80%を超える企業はわずか30%である。

CSチームの60%が、正式なビジネス指標（ARR
や年間収益など）と資金調達モデルを連携

させて報告している。

これらの企業の40%は、組織の収益の5%以
上をCS活動に投資している。

資金調達モデルが明確に定義されているのは

CSチームのわずか25%。

これらの企業のうち、売上高の5%以上をCSに
投資しているのは23％のみ。

これらの企業の83%以上が、データの保存、処
理、共有のための構造化された高度なツール

を保持している。

58%の企業は、適切なスキルセットを備えたCS
チームを有しており、CSの人材獲得を大きな課
題とは考えていない。

これらの企業のうち、構造化された高度なツー

ルを所有しているのはわずか57%。

これらの企業のうち、適切なスキルを備えたCS
チームを持っているのはわずか42%。

これらのCS機能の75%は契約更新率の上昇
をトラッキングし、2桁の増加を実現している。
また、67%の企業では、ARRも同様に増加傾
向にある。

42%の企業が、顧客の利用状況、体験、製
品のパフォーマンス、財務的価値などの指標を

バランスよく組み合わせた複合指標を活用し

ている

これらの企業のうち、契約更新率とARRが2桁
の成長を示したのはわずか43%。

これらの企業のうち、構造化されたパフォーマン

ス指標を使用しているのは27%のみ。

これらの指標を元に調査結果を分析することにより、上記5つの指標に対してCS機能がどの程度

進化しているのか、また今後どのように進化していくべきなのかを導き出した。

次のセクションでは、それぞれの洞察をさらに深く掘り下げて説明する。

CSマインドの一貫した適用

CSのリーチ拡大

自立した資金調達と

収益モデル

テクノロジーの導入と

人材モデルの改善

顧客ヘルススコアの

明確な改善
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CSリーダーが掲げている戦略目標のうち、「解

約の削減と顧客の維持」という狭義の目標は、

依然として重要視されており、回答者の35％が

現在の最重要目標として位置づけている。その

一方で、「顧客により良いサービスを提供するた

めの設計・開発」という重要な目標は最下位に

あり、最も重要な目標としている回答者はわず

か10％であった。

CS機能は、カスタマージャーニーのさまざまなフェー

ズにおいて、組織内の複数のチームを結びつける

糸のような役割を果たす必要がある

カスタマージャーニーのあらゆるフェーズにおける

顧客の価値を最大化するために、製品開発、

販売、プロフェッショナルサービス、サポート、リ

ニューアルなど、組織全体で一貫した顧客視点

を持つ必要がある。

これを可能にするのがCSマインドセットであり、

販売後フェーズで得られる顧客からのフィードバッ

クやインサイトを組織全体で共有し、顧客固有

のニーズ、好み、問題点について総合的に理解

することにより顧客価値の継続的な改善サイク

ルが実現される。

CSマインドセットを組織全体に浸透させ、期

待通りの結果を出すためには、CS機能が社内の

重要なチームと連携できる強固なオペレーション

モデルを構築することが重要な要件となる。強

固なオペレーションモデルは、既存の機能とCSが

連携する環境を整え、組織全体で一貫した顧

客志向の維持を可能にする。今回の調査結果

によると、企業は着実にCSのオペレーションモデル

を定義し始めているものの、チーム全体で一貫し

た顧客志向を促進するための部門間連携にお

いて課題を抱えている。

詳細な

調査結果

ここでは、私たちの調査により導き出したCSに関する5つの重要な洞察

について詳しく見ていく。

CSマインドセット とは、すべてのタッチポイントと

価値創造のフェーズにおいて、常に顧客に焦点

を当てていることである。しかしながら調査結果に

よると、これまでのCS機能は取引が完了した後

の顧客対応に主眼を置いており、CS機能の担

当者は、勤務時間の60%を、適切な顧客オン

ボーディングの実現、熟達率の向上、アップセル/

クロスセルの促進、解約の抑制に費やしている。

一方で、より良い製品の設計、より正確なビジ

ネスモデルの提供、成功プラン の策定、顧客

ニーズに沿ったパッケージ構成等に割り当てられて

いる時間は、全体の40％に過ぎない。（図4）。

1. CSは発展途上の考え方であり、

企業全体に浸透させる必要がある

39% 61%

図4. CSチームはどのように時間を過ごしているのか？

販売前 販売後

Develop Market Sell Onboard Adopt Retain Grow
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実際、リーダーが現在直面しているCS課題を

問う質問では、「オペレーションモデルの定義」が1

位となり、56％のリーダーが今後1～3年の間に

プロセスの構造化と最適化に5％以上のリソース

を投資する予定であると回答した。
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前述の販売前フェーズでのCSマインドセット欠

如に関する調査結果と同様に、回答者の3分

の1以上が、CS部門が製品エンジニアリングや

マーケティングチームと協働するためのオペレーショ

ンモデルやプロセスモデルが存在しない、または

定義されていない、と回答している。

同時に、4分の3以上のCSリーダーは、CS部門

が営業やサポートチームと連携するための一貫し

た強固なオペレーティングモデルやガバナンスモデ

ルが定義されていると回答しており、販売後

フェーズへの注力度が高いことを示唆している

（図5）。

15% 15%

5%

18%

5% 5%

23%
18%

20%

45%

28%

5%

40%

40%

35%

25%

43%

48%

23%
28%

40%

13%

25%

43%

図5．CS部門は他の組織とどのように協業しているか？
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調査回答の分析により、幅広い顧客層をカバー

できているCS機能は限られていることがわかった。

顧客アカウントの80％をカバーするまで拡大した

と回答した回答者は約3分の1であり、80%以上

のサービスでCSサービスを提供していると回答した

回答者はわずか43%であった（図6,7）。

興味深いことに、このレベルの顧客カバー率を

維持するためにさえ、CSマネージャーは手薄になっ

ている。現に、回答者の25%近くが、組織内の

CSマネージャーは一度に10社以上の企業顧客を

担当していると答えている。大企業の顧客のか

なりの割合（25％）が、CS機能によるハイタッ

チ・サービスを受けていないのは当然のことである。

CS機能を拡大するためには、幅広い顧客層

をカバーし、対象の顧客層が適切なレベルのCS

サービスを受けられるようにすることが重要である。

2.チャネルパートナーを活用し、CSの

規模とリーチを拡大する必要がある

3%
3%

28%

30%

38
%

5%

20%

33%

43
%

38%
43%

31% - 50%

51% - 80%

> 80%

< 10%

31% - 50%

51% - 80%

> 80%

< 10%

図6．CSがサポートする顧客アカウントの割合 図7．CSサービスで提供される製品ポートフォリオの割合

回答者の割合 回答者の割合 製品ポートフォリオに占めるCS
サービスの割合

CSがサポートする顧客アカウント
の割合
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この問題を解決するには、CSサービスとチャネ

ルパートナーとの統合を進めることが必要である。

ほとんどのテクノロジー企業では、間接チャネルが

売上の60～80％を担っている。そのため、パート

ナーが管理する顧客にCSサービスを提供できるよ

う、強固な業務プロセスを構築する必要がある。

しかし、ほとんどの調査回答者は、チャネルパート

ナーとCS部門との間のコラボレーションのための一

貫したプロセスが欠如していると指摘しており、

63%の企業が、パートナーと協力してCSサービスを

顧客アカウントに確実に提供するための特別な

プロセスはないと回答している （図8）。

また約4分の1の企業が、パートナーのインセン

ティブをCSサービスの統合・提供能力に結びつけ

ていないと回答しており、顧客の利用状況データ

や顧客のヘルススコアを示す指標の共有がCS機

能の領域と位置付けているのは、回答者の3分

の1のみであった（図9）。

CS部門がチャネルパートナーと協働するための

明確なプロセスを設定し、トレーニングや資料を

通じてパートナーを支援する手法を確立すること

で、CSの範囲を拡大し、顧客ベース全体をカバー

できるようになり、また直接的および間接的な

チャネルを問わず、顧客が一貫した経験とビジネ

ス価値を得られるよう支援することも可能となる。

しかしながら、チャネルパートナーの関与を優先事

項と考えているCSリーダーはごくわずかである。調

査データによると、CSのカバー範囲が狭く、CSと

チャネルパートナー間の連携が行われていないに

もかかわらず、1～3年以内にパートナー支援に向

けた投資を10%以上増やす計画を立てている回

答者は、全体のわずか1/3である。
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45%

25%

13%

18%

図8．CS部門はどのようにチャネル
パートナーとコラボレーションしているのか？

再現性と遵守性を確保する強固な

ガバナンスモデルを備えたCSプロセス

一貫性のあるCSプロセス
（但し、ガバナンスモデルは欠如）

一貫性及び再現性がない

暫定的なCSプロセス

未定義のCSプロセス

3% 5% 5%

25%

55%
45%

33%

35%

30%

33%

38%

40% 28%

18%

10% 13%

28%
33%

28%

図9．パートナー関連の活動を担当するビジネス機能はどれか？

100

80

60

40

20

0

35%

25%

パートナーを支

援する専任の

CSマネージャー

を配置

パートナー向け

CSトレーニング

とワークショップ

の実施

パートナー向け

資料の展開

顧客の利用状

況および顧客

ヘルススコアの

共有

パートナーインセ

ンティブとCSの

連携

共有

パートナー組織

CS組織

N/A
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企業がCS機能の強化に取り組む中で、CSに

資金を割り当てるためには、標準化した明確な

アプローチを採用することが不可欠である。CSが

管理するビジネス指標（ARRや目標カバレッジ

率など）とCSの資金調達を結び付けることで、

CSリーダーは、短期および長期的な時間軸での

可視性を獲得し、将来のCS活動に対するパイプ

ラインを計画することができる。

今回の調査結果によると、企業は収益のより

大きな割合をCS機能に割り当て始めているが、

自立した活動を可能にするためには、資金調達

モデルを成熟させ、標準化する必要があるという

ことを示している。調査対象となったCSリーダーの

約50％が、資金調達モデルはボトムアップ式の

見積もり方法に基づいており、ARRや年間収益

などのビジネス指標とはリンクしていないと回答し

ている（図10）。また、4分の1近くの企業が、

年間売上の5％以上をCS活動に投資している

（図11）。興味深いことに、中堅・中小企業

では、企業が提供するCSサービスのレベルに合わ

せる、もしくは独自のサービスやサポートオプション

で差別化を図るために、収益のより大きな割合

をCS活動に充てている。

3.持続可能な資金源を定義し、

標準化する必要がある

50%

15%

35%

図10．CS機能はどのように資金調達しているのか？

売上高の一部

経常収益の一部

目標カバレッジ率に

基づくボトムアップの

推定値

図11．CS機能はどのように資金調達しているのか？

12.5% 32.5% 32.5% 22.5%

< 1% 1 - 3% 3 - 5% > 5%

CS活動への投資額が年間売上高に占める割合
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CSサービスを収益化することにより資金を調達し、CS機能を自立させている組織は一握りである。

CSサービスを収益化するか、無料で提供するかは、企業の戦略的な選択であることに変わりはない

が、興味深いのは、調査回答者の80％以上が、特定の基本的なCSサービスを無料で提供し、プレ

ミアムサービスは有料とする段階的な価格設定モデル（48％）を実施しているか、あるいは、優良

顧客グループにのみCSサービスを無料で提供し、それ以外の顧客は有料とする選択的な収益化モデ

ル（33％）を実施していることである（図12）。CSサービスを収益化したいと考えているほとんどの

CS組織は、顧客がCSサービスを必須ではない、もしくは無料で提供されることを期待していると報告

している。CSリーダーの約5人に1人は、顧客にとってのCSサービスの提供価値を定量化することが困難

なため、CSサービスを収益化できていないと回答している。
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CSサービスを収益化したいと考え
ているほとんどのCS組織は、顧客
がCSサービスを必須ではない、も
しくは無料で提供されることを期
待していると報告している。CSリー
ダーの約5人に1人は、顧客にとっ
てのCSサービスの提供価値を定
量化することが困難なため、CS
サービスを収益化できていないと
回答している。

多くのCSリーダーは、CSコストの計上方法として、売上原価（COGS）に分類すべきか、運用費

（OPEX）に分類すべきかというという興味深いテーマに、いまだに頭を悩ませている。この質問がこれ

ほど難しいのは、CSマネージャーの役割が企業によって異なり、複数の役割を担うことが求められてい

るからである。CSマネージャーが担う責任の中には、カスタマートレーニングやサポートのように一般的に

COGSとして計上されるものもあれば、契約更新やアップセル／クロスセルのように一般的に営業・

マーケティング費用またはOPEXとして計上されるものもある。現在、CSのコストをCOGSに分類している

と回答したのは、回答者のわずか25%であった。これは、CS機能が顧客へのトレーニングやサポートを

通じて顧客の成果を促進することよりも、組織の収益拡大に重点を置いていることを示していると考

えられる。

47.5%

2.5%
17.5%

32.5%

図12．CSサービスはどのように収益化しているのか？

選択的な価格設定

一部の優良顧客にのみ

CSサービスを無料で提供

全ての顧客に無料

で提供

段階的な価格設定

基本的なCSサービスは無料

だが、プレミアムサービスは

有料

その他
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CSケイパビリティの成熟を加速させ、CSを組織

全体の理念として取り入れるためには、CSリー

ダーが顧客価値に最も大きな影響を与える投

資を優先して決定することが重要である。CSリー

ダーの約3分の1が、10%以上の投資を計画して

いると回答した上位2つの分野は、人材獲得と

テクノロジーの導入である（図13）。

4.テクノロジーの導入と人材モデル

の改善が必要

5%
10% 10% 10%

28% 15%

35%

45%

30% 45%

40%

30%

23%

23%

13% 13%
15%

8%
3% 3%

図9．最も投資額が増加しているCSケイパビリティは何か？

100

80

60

40

20

0

15%

人材採用 CSテクノロジー プロセス構築と

オペレーションモデル
組織デザイン

> 30%

11-30%

5-10%

< 5%

23%

8%

23%

投資額の計画的変化

変化なし／減額
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しかし、今回の調査では、人材獲得とテクノ

ロジーへの投資が増加しているという傾向は、現

実と一致しており、これらの特定の重点分野に

おける能力を成熟させる必要性が依然として高

いことを示している。具体的には、約40％の企

業が、自社のCSチームに必要なスキルセットを備

えているか確信が持てないと回答している。また、

CSリーダーにとって最も重要な課題は、人材採

用であり、40％の回答者が1位に挙げている。

テクノロジーの導入については、CS部門の約4

分の1がCSテクノロジープラットフォームを導入して

いないか、社内でカスタムメイドのシステムを活用

している。同時に、35％の調査回答者は、社内

のチームとCSデータの共有を促進するための高度

なツールがないと回答している（図14）。また、

収集・分析した顧客データについては、顧客の

属性情報や顧客とのインタラクションデータを活

用するシステムを構築しているCS部門は50％に

満たない（図15）。CSを成功に導くための重

要な要件は、顧客の全体像を把握するデータ

駆動型の文化を構築することである。そのために

は、顧客の定義を再考し、新たなデータアーキテ

クチャーを構築し、異なる情報源への接続、デー

タ基盤の構築、迅速かつ正確なインサイト生成

とチーム間共有を可能にするデータレディネスの

維持など、顧客データに対する変革的なアプロー

チが必要である。

15

51%

14%

9%

26%

図14．CSを支えるツールやテクノロジ―基盤はどの程度成熟しているか？

基本的なツールや

アドホックプロセス

高度なツールとプロアク

ティブなガバナンスプロセス

高度なツールや

リアクティブプロセス

ツールやプロセスを

未導入

図15．どのような顧客情報を収集しているか？

40%

68% 68%

85%

48%

100

80

60

40

20

0

企業特性 ソリューションの

使用量

行動 決済情報 インタラクション

企業特性 –顧客に関する情報、および顧客との関係

（例:顧客規模、セグメント、支出、購入したサービス、購入頻度、人口統計など）

インタラクション –顧客との全てのアウトバウンド/インバウンドタッチポイントに関する情報

（例:セールス活動、QBR、お客様との電話、事例と問題、Web訪問、トレーニング）
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また調査結果により多くのCS部門（92％）

が、顧客ヘルススコアを総合的に評価するため

の複合指標を定義し始めていることがわかった。

顧客のヘルススコアの評価に含まれアカウントレ

ベルで定期的に追跡される指標としては、ネッ

ト・プロモーター・スコア®（NPS®）、顧客満足度

（CSAT）などの顧客エンゲージメントおよびセン

チメント指標がある。また、エスカレーション、ダウ

ンタイム、技術的問題などの製品パフォーマンス

指標も追跡される。現在、回答者の約4分の3

が顧客エンゲージメント指標とセンチメント指標

を顧客のヘルススコア評価に含めており、回答

者の約3分の2が製品パフォーマンス指標を活用

していると回答している。

個々の顧客アカウントレベルでは追跡されな

いことが多い指標には、一般的に遠隔での測定

によって得られる使用状況の指標（ログイン回

数や機能の使用頻度など）と、財務指標（ア

タッチ率、顧客生涯価値（LTV）など）の2つ

がある。実際、顧客エンゲージメント、製品のパ

フォーマンス、ソリューションの使用状況、財務上

の成果などの指標を組み合わせた顧客ヘルスス

コアを持っていると答えた回答者は、わずか28％

であった。

組織がCS機能の成熟化を進める中では、顧

客価値の最大化とビジネスインパクトの促進と

いう2つの戦略目標に対して、CS機能がどの程

度機能しているかを評価するための強固な測定

/診断フレームワークが必要になる。

顧客価値の最大化

• ビジネス価値：

顧客に提供されるビジネス上の成果と、ソ

リューション購入から得られるROIの定量化

• パフォーマンス価値：

機能の有用性、ソリューションの互換性、お

よび問題、エラー、バグのない中断されない

使用という点でのソリューションの有効性

• 顧客体験価値：

様々なタッチポイントやインタラクションにおい

て、ソリューションプロバイダーが提供する総合

的な体験

CS機能は、従来のテクノロジー企業の中では

比較的新しいものであるため、CSへの投資が成

功し、顧客やビジネスに成果をもたらしていると

判断された場合には、経営幹部や経営層が注

目するのは当然である。そのため、CSリーダーは、

CSのインパクトと成果を伝えるために、バランスの

とれた一連の評価指標を特定し、それを追跡・

分析することが重要である。我々の調査結果に

よると、CS組織が追跡している上位3つの指標

は、更新率、アップセルとクロスセルの売上、お

よびARRであり、回答者の85％以上が、現在こ

れらの指標を把握していると回答している。興味

深いことに、これらの指標は、前年同期比で最

も大きな改善が見られた指標でもある。ARRで

は31％の回答者が前年同期比で20％以上の

改善、アップセルとクロスセルの売上では21％の

回答者が改善を確認している（図16）。

5.顧客ヘルススコアの完成度を高

める必要がある

エンタープライズカスタマーサクセス（CS）の調査と展望 Part1 

※ 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。



ビジネスインパクトの促進

• 収益の増加：

様々なCS施策による収益/ARRの成長

• 獲得およびサービス提供コストの低減：

顧客獲得・オンボーディング・サービス提供に

かかるコストの削減

• 市場リーダーシップの拡大：

ブランド認知度の向上と差別化された市場

ポジションの確立
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アウトサイド・インとインサイド・アウトの詳細な

分析を組み合わせることで、顧客がソリューショ

ン利用により、どの程度の価値を引き出すことに

成功したかを基本的に理解することができる。

また、CSの様々な取り組みがテクノロジー企業に

与えるビジネスインパクトを評価することもできる。

3%
8%

3% 3%
10%

5%

10%

15%
20%

15% 13%

15% 23%

35%

33%
25% 35%

35%

38%
30%

35%
25%

35%

30%

20%

20% 33%

10% 13%
13%

8%

21%

15%
10%8% 5% 3% 3%

8%

図16．CSチームはどのような指標を管理しているか？
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21-40%

11-20%

0-10%
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（CSジャーニーの初期
段階にいるため）

改善傾向無し

NPS CSAT アップセルと

クロスセル

の利益

ARR 新規顧客

の売上

新規顧客

の売上

前年度比改善率
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次世代のテクノロジービジネスを成功させるのは、CSマインドセットを組織全体の理念として取り入れ、

チーム全体で顧客価値の最大化に徹底的に取り組むことができる人たちである。この目標を達成する責

任は、柔軟な消費とサブスクリプションベースのビジネスの世界で生まれた新しいビジネスパラダイムを描

き続ける、今日のCSリーダーにある。最終的には、顧客価値の最大化が生き残りに不可欠なテクノロ

ジービジネスやその他の分野において、CSの新たな経営幹部 としての役割は必要不可欠である。 CSは

経営層により議論されるテーマとして重要視されなければならない。

本レポートに掲載されている情報は、一次調査で得られたデータの一部を表している。
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調査内容の全貌に興味がある場合や、組織におけるCS機能を高める方法につい
てご相談がある場合は、以下にご連絡ください。

デロイト トーマツコンサルティング合同会社
Tel: 03-5220-8600 E-mail: dtc_subscription@tohmatsu.co.jp
担当：Systems & Cloud Engineering Unit

パートナー根岸弘光／マネジャー井上多加志
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