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Salesforce User's Voice

　アンリツ株式会社は、各種通信システム
の開発や品質保証に欠かせない通信用計測
器をはじめ、食品・医薬品用異物検出機や
重量選別機、帯域制御装置など、幅広い
分野の製品を提供する大手電子機器メー
カー。主力製品の通信用計測器は、スマー
トフォンやタブレット端末、電子部品の研究
開発、製造、通信インフラの建設・保守の

現場で広く利用されており、この分野にお
いて世界トップクラスのシェアを誇っている。
　日本、北米、欧州、アジアなど全世界に
拠点を持つアンリツは、海外売上比率が7

割を超え、その比率は増加傾向にあるとい
う。例えば携帯電話メーカー、キャリア向
けの通信計測器ビジネスでは、国内の携帯
電話メーカーの多くが事業統合や撤退を余

儀なくされ、アンリツは海外メーカー向けの
ビジネスを獲得・拡大していく必要があっ
た。世界中の顧客に向けたビジネスを展開

120年の歴史を持つグローバル企業・アンリツグループの次なる挑戦
Salesforceで叶えた「顧客軸のマーケティング／営業／サービス改革」

●オリジナル＆ハイレベルな商品・サービス提供のために、世界
中に広がる顧客のニーズを把握できる一元的なグローバルCRM

が求められていた。
●既存システムでは大規模にカスタマイズして機能を拡張しなけ
ればならず、その開発には手間も費用もかかることが明らか
だった。
●グループ会社ごとに異なるビジネスプロセスに合わせて開発を
行わなければならず、場合によってはビジネスプロセス改革を
進めながらシステムを実装する必要があった。

●グループ各社の営業、サービス、マーケティング、コールセ
ンターの顧客情報をSalesforceで一元化。グローバル共通の
顧客軸で業務を遂行できるようになり効率が向上した。
●日報、商談とお客様情報が紐づいたため、商談をお客様視点、
製品視点などさまざまな角度から見ることが可能となり、攻
めるべき市場が明確になった。
●マーケティング活動で得た見込み顧客の醸成を行う「インサ
イドセールスチーム」を立ち上げ、受注確度を上げてから外
勤営業が訪問するビジネスプロセス改革を実行。営業が受注
獲得活動に注力できるようになった。

お客様インタビュー

導入背景 導入効果

アンリツ株式会社
アンリツグループ

業種 製造
業種詳細 電子計測器・産業機械・情報通信機器などの製造・販売
導入製品 Sales Cloud、Service Cloud、Partner Community、Customer Community
活用用途 マーケティング支援、営業支援・顧客管理、問合せ・カスタマーサポート

グローバルビジネスのさらなる強化に必須だった戦略的IT基盤

するには、国内だけの価値観に留まらない
広い顧客ニーズを理解し、それを製品や
サービスに反映させることが求められた。
　しかし当時は、各地域の拠点ごとに別々
にシステムが構築・運用されていた。これで
はグローバルの顧客の情報をリアルタイムに
共有することはできない。この現状を打開
し、世界中の顧客の情報を一元化するため
に、強固なネットワーク基盤を構築しなけ
ればならない。これがアンリツグループの解
決すべき喫緊の課題だった。
　そこでアンリツでは、海外を含めたグルー
プ経営強化を目的にグローバルでERP・
CRMを統合した戦略的IT基盤を確立する中
期経営計画を策定し、グローバルで顧客情
報を一元管理する「クラウドCRM」の構築
に着手した。
　「海外のお客様や日本のグローバル企業
のお客様を相手とするビジネスが主流に
なっていけば、アンリツも当然変化しなくて
はいけません。いまのアンリツには、グロー
バル規模でお客様の情報を収集し、ニーズ
を理解、把握したうえで製品を開発してい
く必要があるのです。そのためアンリツグ
ループ全体の顧客情報を一元管理し、可視
化していこう。それがクラウドCRMの狙いで
した」

　こう説明するのは、アンリツグループで経
営情報戦略を担当する宇佐美 学氏（アンリ
ツ株式会社 経営情報システム部 兼 経営企
画室 部長）だ。クラウドCRMの選定は、
宇佐美氏らを中心に、営業部門の意見や要
求を汲み取る形で進められることになった。
　実は、これまでアンリツにCRMが存在し
なかったわけではない。2000年には当時最
先端のCRMを導入したが、なかなか思うよ
うに使いこなせなかったという。2005年に
は国産SFAを導入し、営業日報と商談履歴
を記録する中で顧客管理も行ってきた。し
かし、この国産SFAにはいくつもの課題が
あったと計測事業の営業管理・支援業務を
担当する堀江隆夫氏（アンリツ株式会社 計
測事業グループ グローバルオペレーション
センター 事業戦略サポートチーム 部長）は
次のように話す。
　「その当時、運用していたシステムは、基
本的にSFA機能しかありませんでした。CRM

へと発展させるには、大規模にカスタマイズ
して機能を拡張しなければならず、その開
発には手間も費用もかかります。またシステ
ム自体が使いづらいため、商談記録の登
録・更新が滞って最新情報が集まりきれて
いなかったのも課題でした」

アンリツ株式会社／アンリツグループ
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　アンリツ株式会社は、各種通信システム
の開発や品質保証に欠かせない通信用計測
器をはじめ、食品・医薬品用異物検出機や
重量選別機、帯域制御装置など、幅広い
分野の製品を提供する大手電子機器メー
カー。主力製品の通信用計測器は、スマー
トフォンやタブレット端末、電子部品の研究
開発、製造、通信インフラの建設・保守の

現場で広く利用されており、この分野にお
いて世界トップクラスのシェアを誇っている。
　日本、北米、欧州、アジアなど全世界に
拠点を持つアンリツは、海外売上比率が7

割を超え、その比率は増加傾向にあるとい
う。例えば携帯電話メーカー、キャリア向
けの通信計測器ビジネスでは、国内の携帯
電話メーカーの多くが事業統合や撤退を余

儀なくされ、アンリツは海外メーカー向けの
ビジネスを獲得・拡大していく必要があっ
た。世界中の顧客に向けたビジネスを展開

アンリツ株式会社 経営情報システム部 兼 経
営企画室 部長の宇佐美学氏。「グループ全体
のグローバルのお客様の情報を集約・共有・
可視化することが今回のプロジェクトの大き
な目的でした」

するには、国内だけの価値観に留まらない
広い顧客ニーズを理解し、それを製品や
サービスに反映させることが求められた。
　しかし当時は、各地域の拠点ごとに別々
にシステムが構築・運用されていた。これで
はグローバルの顧客の情報をリアルタイムに
共有することはできない。この現状を打開
し、世界中の顧客の情報を一元化するため
に、強固なネットワーク基盤を構築しなけ
ればならない。これがアンリツグループの解
決すべき喫緊の課題だった。
　そこでアンリツでは、海外を含めたグルー
プ経営強化を目的にグローバルでERP・
CRMを統合した戦略的IT基盤を確立する中
期経営計画を策定し、グローバルで顧客情
報を一元管理する「クラウドCRM」の構築
に着手した。
　「海外のお客様や日本のグローバル企業
のお客様を相手とするビジネスが主流に
なっていけば、アンリツも当然変化しなくて
はいけません。いまのアンリツには、グロー
バル規模でお客様の情報を収集し、ニーズ
を理解、把握したうえで製品を開発してい
く必要があるのです。そのためアンリツグ
ループ全体の顧客情報を一元管理し、可視
化していこう。それがクラウドCRMの狙いで
した」

　こう説明するのは、アンリツグループで経
営情報戦略を担当する宇佐美 学氏（アンリ
ツ株式会社 経営情報システム部 兼 経営企
画室 部長）だ。クラウドCRMの選定は、
宇佐美氏らを中心に、営業部門の意見や要
求を汲み取る形で進められることになった。
　実は、これまでアンリツにCRMが存在し
なかったわけではない。2000年には当時最
先端のCRMを導入したが、なかなか思うよ
うに使いこなせなかったという。2005年に
は国産SFAを導入し、営業日報と商談履歴
を記録する中で顧客管理も行ってきた。し
かし、この国産SFAにはいくつもの課題が
あったと計測事業の営業管理・支援業務を
担当する堀江隆夫氏（アンリツ株式会社 計
測事業グループ グローバルオペレーション
センター 事業戦略サポートチーム 部長）は
次のように話す。
　「その当時、運用していたシステムは、基
本的にSFA機能しかありませんでした。CRM

へと発展させるには、大規模にカスタマイズ
して機能を拡張しなければならず、その開
発には手間も費用もかかります。またシステ
ム自体が使いづらいため、商談記録の登
録・更新が滞って最新情報が集まりきれて
いなかったのも課題でした」

アンリツ株式会社 計測事業グループ グロー
バルオペレーションセンター 事業戦略サポー
トチーム 部長の堀江隆夫氏。「Salesforceに
より営業活動の質が変わり、プロセスが可視
化できる環境も整ったので、本格的なプロセ
ス分析を開始し、さらに “勝率アップ” “セー
ルスサイクルの短縮化” “新規顧客開拓” へ繋
げていきたいですね」

アンリツ株式会社／アンリツグループ
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　宇佐美氏らは業務部門と協力しながら、
本格的な CRMの選定を開始する。
　「グローバル展開が必須のため、まずは
国産パッケージを候補から外しました。多
国語／多通貨対応はもちろんですが、日本
のローカルな CRM を導入しても、海外グ
ループ会社の IT 担当者にとってはキャリア
アップにつながらないことが理由です。次に
米国子会社で利用中だった CRM を検討し
ましたが、日本での取り扱いがなく断念。
また基幹 ERPに採用している SAP 製品は、
選定当時クラウドではなく社外とのコラボ
レーションが難しいため選外にしました。最
終的な候補は Salesforce など 2 製品に絞
られ、世界シェアがナンバーワンで、機能
の幅が広く、開発も容易、なおかつ社外と
コラボレーションが可能という部分が決め
手となって Salesforce を採用しました。
3rdパーティの追加アプリを豊富に提供して
いるのも魅力でした」
　CRM のシステムに Salesforce の導入が
決定すると、アンリツはビジネスプロセス改
革にも取り組みながらのシステム実装へと
舵を切る。
　「アンリツグループはグループ会社によっ
てビジネスプロセスが異なるので、その部
分をきちんとシステム対応するとともに、業
務改革にも踏み込んでいくことにしました。
社内だけでプロジェクトを進めると、使い勝
手の話が中心になったり、過剰開発になっ
たりしがちです。しかし CRM とはそういう
ものではない。私たちはちゃんとビジネスプ
ロセス改革を行いたかった。そこで業務部
門と私たち情報システム部門に加え、営業
改革のコンサルティング会社としてビジネス 

アソシエイツさん、SI ベンダーとしてケイズ
コーポレーションさんにもプロジェクトへ参
加いただくという布陣でシステムを実装する
ことにしました」（宇佐美氏）
　最初に、CRMがなかった中国・上海の子
会社に Salesforce を導入。続いてアンリツ
本社をはじめ、国内グループ各社・各業務
部門に展開していった。グローバルのグルー
プ企業全体が同一情報を共有するシングル
インスタンスで構築するとともに、Active 

Directory 連携によるシングルサインオンの
環境も実現した。宇佐美氏と Salesforce の
導入を主導した遠藤弘明氏（アンリツ株式
会社 経営情報システム部 インフラソリュー
ションチーム 課長）は次のように語る。
　「Salesforce 上にグローバルで顧客情報
を管理する共通インフラを実現し、それを
グループ各社の営業、サービス、マーケティ
ング、コールセンターなどの各業務部門が
利用します。社外とのコラボレーションにつ
いても、Salesforce でカバーするというの
がコンセプトです。これにより多重投資を抑
止する効果も期待できます」
　さらに、SAP ERP とも連携させている点
がアンリツの大きな特徴だ。
　「Salesforce と SAP を連携させる Web

サービスは、SAP の運用開発を担当してい
る経営情報システム部自身が SI ベンダーと
協力して開発しました。たとえば Salesforce

から SAP で管理する在庫を閲覧・移動した
り、SAP の受注情報に基づいて Salesforce

上でお客様先の設置スケジュールを管理し
たりといった連携の仕組みを開発、すでに
稼働しています」（遠藤氏）

「シェアNo1」「機能・開発の容易さ」「社外とのコラボレーション」が導入の決め手に

アンリツ株式会社 経営情報システム部インフ
ラソリューションチーム課長の遠藤弘明氏。
「営業はもちろん、サービス、マーケティン
グ、コールセンター、社外とのコラボレー
ションについても、Salesforceでカバーする
というのがコンセプトです」

アンリツ株式会社／アンリツグループ
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見えてきた「勝率アップ」「セールスサイクルの短縮化」「新規顧客開拓」

アンリツ株式会社 計測事業グループ グロー
バルオペレーションセンター 事業戦略サポー
トチーム 課長補佐の田中寛氏。「Salesforce
では日報の商談内容とお客様情報が紐づけら
れ、営業は商談内容をお客様視点、製品視点
などさまざまな角度から見ることが可能にな
りました」

　Salesforce によるクラウド CRM は、各
業務部門にさまざまな課題解決と導入効果
をもたらしている。
　堀江氏とともに計測事業の営業部門で
Salesforce の導入を推進し、自身も営業の
第一線で活躍した経験を持つ田中寛氏（ア
ンリツ株式会社 計測事業グループ グローバ
ルオペレーションセンター 事業戦略サポート
チーム 課長補佐）は、Salesforce によって
営業職の利便性が向上したことを評価する。
　「以前の国産 SFA は、営業部門に “日報
文化” を根づかせました。しかし SFA に顧
客データベースは存在していたものの、お
客様の情報と日報とが紐づいていなかった
のです。ところが Salesforce では日報の商
談内容とお客様情報が紐づけられて管理さ
れている。営業は商談をお客様視点や製品
視点などさまざまな角度から見ることが可
能になりました」
　Salesforce の導入とともに進めた営業改
革では、これまで何もできていなかったという
マーケティングにも思い切ってメスを入れた。
　「Web からの問い合わせは結構多いんで
す。展示会からの引き合いもある。とはいえ、
その見積依頼の緊急度は高いのか、営業が
すぐ行くべきなのか判断がつきません。また
当社は複雑な製品を扱っているため、お客
様が何を求めているかを提案するには十分
な下準備が必要でした」（堀江氏）
　そこでアンリツでは、問い合わせのあった
顧客をフォローする専門部隊である「イン
サイドセールスチーム」を立ち上げた。
　「引き合いはインサイドセールスが徹底的に
醸成し、機が熟したら外勤営業が訪問すると
いう仕組みを作りました。お客様とインサイ
ドセールスとのやり取りはすべて Salesforce

上で管理し、外勤営業と共有しますので、
知るべき情報に漏れはありません。外勤営

業は注文を取ってくるという本来の役割に集
中できるようになりました。もう Salesforce

がないと、仕事ができませんね」
　こう話す田中氏は、確実に手ごたえを感
じているようだった。
　堀江氏もその効果を実感している。
　「インサイドセールスチームの創設と
Salesforce による情報共有で、営業活動の
質が変わり、プロセスが可視化できる環境
も整ったので、本格的なプロセス分析を開
始し、さらに “勝率アップ” “セールスサイク
ルの短縮化” “新規顧客開拓” へ繋げてい
きたいですね」
　計測事業の中で携帯電話メーカー／キャ
リア向けに有償サポートサービスを提供す
るアンリツのテクニカルサポートセンターで
は、従来、オープンソースのヘルプデスクシ
ステムをグローバルの地域ごとに運用してい
た。そのため、同じ顧客の問い合わせ情報
が地域別に扱われるという問題があった。
そこで、Salesforce Service Cloud への置き
換えを決定、2014 年 3 月に日本で先行運
用後、2015年 2月までに米国、英国、インド、
中国など各地域のシステムを Salesforce の
統合環境へと全面的に移行した。テクニカ
ルサポートセンターで Salesforce のインプリ
メントを担当する民部田善裕氏（アンリツ株
式会社 計測事業グループ R&D 本部 テクニ
カルサポートセンター 課長）は、Salesforce

の導入効果を次のように説明する。
　「全世界のテクニカルサポートセンターに
は、似通った内容の技術的な問い合わせが
数多く寄せられます。その内容が Salesforce

に一元的に管理・蓄積されていくことで、
同様の問い合わせがあればすぐに回答でき
るようになりました。従来は回答期限を指
標として持っておらず、回答に数日を要する
こともありましたが、Salesforceへの移行後

アンリツ株式会社 計測事業グループ R&D本
部 テクニカルサポートセンター 課長の民部
田善裕氏。「Salesforceへの移行後は問い合わ
せから回答までSeverity（重要度）の高い案
件に関して “1日以内” に一次回答という指標
を定め、それが達成できていることから顧客
満足度も向上しています」

は Severity（重要度）の高い案件に関して
“1 日以内” に一次回答という指標を定めま
した。ほぼ達成できていることから、顧客満
足度も向上しています」

アンリツ株式会社／アンリツグループ
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Salesforceがなければ、もはや業務が成り立たない

　グループ各社でも Salesforceの導入が始
まっている。グループ内でいち早く SAP 

ERP と密接に連携させた高度なシステムを
Salesforce 上で運用しているのが、食品・
薬品業界を中心に各種産業機械を提供する
アンリツ産機システム株式会社だ。
　同社では、アンリツグループが Salesforce

の導入を決定するよりも前に、ヘルプデスク
の案件管理システムとして試行的に
Salesforce を利用していた。そこで機能を
評価したうえで全面的な採用に至ったとい
う。同社で業務部門の立場から Salesforce

の導入を進めてきた土田大輔氏（アンリツ
産機システム株式会社 営業本部 CS 推進部 

CS 推進課 課長）は、Salesforce の導入経
緯を次のように振り返る。
　「アンリツ産機システムではこれまで『営
業力』『サービス力』『工場力』という名称
の独自業務システムを構築・運用してきまし
た。しかし、それぞれのシステムが独立した
仕組みだったため、同じお客様の情報であっ
てもそれぞれのシステムに能動的に情報を
取りにいかなくてはなりません。私たちが欲
しかったのは、情報を取りにいくのではなく、
一つのポータルに情報が “集まってくる” シ
ステムだったんです。そこで、その基盤とし
て Salesforceを選定しました」
　ヘルプデスクの案件管理システムに続い
て運用を開始したのは、お客様サポートセ
ンターの案件管理システム。その後すぐに、

独自業務システムの機能をそっくりそのまま
Salesforceに移行、SAP ERPと連携させた
システムへと発展させた。
　「たとえば Salesforce の修理案件管理シ
ステムから SAPで管理する部品在庫情報に
アクセスし、その情報をリアルタイムに更新
するといった使い方をしています」（土田氏）
　アンリツ産機システムのお客様サポートを
担当する竹内雄二氏（アンリツ産機システ
ム株式会社 営業本部 CS 推進部 お客様サ
ポート課 課長）は、機能や使い勝手の改
善を繰り返しながら Salesforce のシステム
を日々進化させていると語る。
　「当社のお客様サポートセンターは 24 時
間 365日対応でお客様からの問い合わせを
受け付けています。サポート案件管理シス
テムでは問い合わせ内容を蓄積して、同様
の回答に活用しているほか、案件内容を集
計・分析して製品の改善にも役立てていま
す。従来のシステムでは表計算ソフトを使っ
て自分たちで集計しなくてはなりませんでし
たが、Salesforceのレポートやダッシュボー
ド機能はいつも開けば “結果がある” から
便利ですね」
　アンリツ産機システムでは、中国をはじめ
とする海外拠点での利用、社外の協力会社
への展開も始めており、「すでに Salesforce

がなければ、業務が成り立たない」（土田氏）
までになっているという。

アンリツ産機システム株式会社 営業本部CS
推進部CS推進課 課長の土田大輔氏。「各シス
テムに情報を取りにいくのではなく、情報が
“集まってくる” システムにしたいと考え、そ
の基盤としてSalesforceを選定しました」

アンリツ産機システム株式会社 営業本部 CS
推進部 お客様サポート課 課長の竹内雄二氏。
「サポート案件管理システムでは、問い合わ
せ内容を蓄積して同様の回答に活用している
ほか、案件内容を集計・分析して製品の改善
にも役立てています」

アンリツ株式会社／アンリツグループ
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　帯域制御装置など最先端のネットワーク
を支える各種機器を提供するアンリツネット
ワークス株式会社では、アンリツグループ
が Salesforce を採用したのをきっかけに、
その基盤に乗る形で Salesforce を導入し
た。もともとはアンリツの情報通信事業を
継承した関係でアンリツと同じ SFA を導入
していたが、業務内容が適合せず、ほとん
ど使われていなかったという。一時期、マー
ケティングツールとして別のクラウド型
CRM を独自に導入したものの、限定的な
利用にとどまっていた。
　しかし、ターゲットとする顧客層が大きく
変わるなか、営業改革に取り組む必要性が
生じたという。そう話すのは、同社の情報
システム戦略を担当する茂木正英氏（アン
リツネットワークス株式会社 経営企画室 課
長）だ。
　「これまでは営業職が表計算ソフトを使っ
て案件管理や顧客管理を行っており、情報
共有は部署内にとどまっていました。情報
がつながらないため、生産部門との連携に
問題が発生することもありました。いまはア
ンリツの営業部門で導入したシステムを踏襲

しつつ、それに合わせてビジネスプロセスを
変更しています。運用してからは生産部門
から進行中の案件情報が見えるようになり
生産計画が立てやすくなったほか、営業か
らも案件が見やすくなったという声が寄せら
れています。現在は SAP ERP システムと連
携し、売上や予算などの数字を Salesforce

で管理しながら、経営指標の “見える化”
に取り組んでいます」
　このように、海外を含めたグループ経営
強化を目的に、ERP とも統合した戦略的
CRM を Salesforce で確立したアンリツグ
ループ。グローバルに広がる顧客サプライ
チェーンを一元管理することにこだわり、
Salesforce で統一した結果、既存システム
ではできなかったことを次々に実現し、経営
の強化に役立てている。
　営業部門が目指す「勝率アップ」「セー
ルスサイクルの短縮化」「新規顧客開拓」
の実現について、「本格的な成果はこれから」
と堀江氏は語る。だが、「成果が見えるよう
になってきていることは確か」と笑顔をのぞ
かせた。

既存システムでは実現できなかった “見える化” もSalesforceで実現
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アンリツネットワークス株式会社 経営企画室 
課長の茂木正英氏。「営業部門と生産部門の
連携がスムーズになり、営業からも案件が見
やすくなったという声が寄せられています」
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