
強固なリーダーシップでグローバルCRMを統合
ビジネスの急成長を支える営業改革の原動力とは?

シュナイダーエレクトリック お客様事例
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積極的なM&A戦略の推進が新たな課題を生む

導入製品　Sales Cloud ほか
活用用途　顧客管理、営業支援

導入背景 導入効果

● 営業効率が可視化され、現場から経営層に至る営業
活動の最適な意志決定を支援。

● 事業を超えたコラボレーションが活性化し、クロスセ
リングの売上が向上。

● 社内のコミュニケーションが活発化し、組織としての
営業力強化を実現。

● グローバルな経営改革の一環としてCRM基盤の
統合を図る。

● 事業グループ、ビジネスユニット間のシナジーの加速
を目指す。

● 営業活動の改善による収益性向上を実現する。

　フランスに本社を置く世界的な電機
メーカーとして知られるシュナイダーエレ
クトリック。1986年に鉄鋼産業の会社と
してスタートした同社は、20世紀に入り、
電力設備およびその制御の分野にビジネ
スを移行し、さらに21世紀からはエネル
ギーマネジメントとオートメーションの領
域を基軸に事業を展開している。
　今日では、売上の4割を占める建物の

受配電設備を中核とする「ビルディング事
業」、グリッドやプラント向けの受配電機
器・制御システムなどの「インフラ事業」、
工場向けFA機器・システムを提供する「イ
ンダストリー事業」、そしてデータセンター
の電源・空調設備を担う「IT事業」という
4つの分野で顧客のニーズに応えている。
　日本においても1962年の市場参入以
来、国内企業との資本提携によって、産業

用のインターフェイスやインバータなどを
提供する合弁会社を設立してビジネスを
拡大。2011年10月には、買収先の1つ
であった、無停電電源装置（UPS）のリー
ディングカンパニーとして知られるAPC

ジャパンがシュナイダーエレクトリック株
式会社と社名を変更、同社の日本法人と
して、5つの関係会社とともにグループを
形成し、国内でのビジネスを加速させて

業　　種 製造業
業種詳細 エネルギーマネジメント
 とオートメーションの
 領域で製品・ソリュー
 ションを提供
従業員数　約16万人

シュナイダーエレクトリック

きた。
　このように急成長を遂げるシュナイダー
エレクトリックだが、とくにその重要な推
進力となっているのが、積極的なM&A戦
略の展開である。これにより、例えば
2002年から2007年の間に傘下の法人
数が336社から665社に倍増。100カ
国以上に200を超える事業グループが乱
立する状況となった。

　そうしたなかで、さまざまな課題が浮上
してきたという。シュナイダーエレクトリッ
ク（日本法人）代表取締役の松崎耕介氏
は「社内においても、隣の事業グループが
どんなビジネスを展開しているのかが定
かではない状況で、お客様からも『どの事
業グループに相談すればいいのかがわか
らない』といった声も上がっていました」
と振り返る。



お客様事例　シュナイダーエレクトリック

経営改革の一環としてCRMをグローバルで統合
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　このような課題に頭を悩ませるシュナイ
ダーエレクトリックでは、抜本的な経営改
革の必要性を痛感。2008年、同社ではそ
の立ち位置を「エネルギーマネジメントと
オートメーションのグローバルスペシャリ
スト」と明確化し、それに沿うかたちで、
グループをあげて提供すべき価値を定義
し直し、経営改革に着手した。
　改革のねらいは大きく2つ。1つはグ
ループ間シナジーの加速で、もう1つが収
益性の改善。その施策の一環として同社
では、これまでグループ会社ごとに乱立し
ていたIT部門をグローバルで1つに統合。
この新IT部門の主導のもと、同社が着手
したのがグローバルでのCRMの統合
だった。
　当時、200以上の事業グループで利用
されていたCRMは、実に300種類以上。
当然、全社的に見れば、営業にかかわる業
務プロセスなどもまったく統一性を欠いた
ものとなっていた。これに対し、改革のね
らいに掲げたシナジーの加速や収益性の
改善を目指すには、ぜひともCRMの統合

化を図り、全社共通の営業プロセスを確
立していくことが急務だったわけだ。
　「そこで、CEOの強固なリーダーシップ
のもと、トップダウンで取り組みを推進し
ていくことになりました。CEO自身がブレ
ることなく改革の必要性を日常的に口に
し、それを全社に浸透させていきました。
具体的には、それぞれの事業部のリーダー
たちがCEOの考えを正しく理解して、シ
ナジーの加速や収益性の改善にかかわる
KPIを明確に設定し、自らの事業部での
実践を牽引。CRMが横串となってそれを
全社横断的に支えていくという体制の確
立を目指しました」と松崎氏はプロジェク
ト推進にかかわるコンセプトを強調する。
　こうした決定を受けてシュナイダーエレ
クトリックでは、統合先とすべきCRM基
盤の選定を進めた。そして、CRMベン
ダー各社の提案を綿密に吟味した結果、
同社が最終的に採用を決めたのが
Salesforceだった。
　「スピード感を持った経営改革の実践こ
そ、最重要のテーマでした。したがって、3

年～4年といった長期スパンでシステム構
築に臨むといった対応は論外。機能の豊
富さをアピールする他ベンダーに対し、わ
れわれのニーズをくみ取り、必要な機能を
取捨選択し、『最適型』によって、あくまで
もスピード導入を目指そうという提案をし
てくれたのがセールスフォース・ドットコ
ムだったのです」（松崎氏）
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代表取締役の松崎耕介氏。「顧客情報や案件情
報のグローバルでの共有化により、海外の拠点
からも事例やアドバイスといった有効な情報が
寄せられるなど、まさに国境を越えたシナジー
が加速しています」

戦略・事業開発本部 インサイドセールス室 室長
の荒井智裕氏。「Salesforceなら、経営層や他
の事業部などに対し、営業戦略上の課題や目指
すべき方向性などについて、何か表現したいこと
があれば、必要なデータをすぐに抽出し、可視化
することができます」
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お客様事例　シュナイダーエレクトリック

新CRM基盤がビジネスにもたらした3つのベネフィット

　その後、同社では2011年春の北米へ
の展開を皮切りに、各国拠点でのCRMの
活用をSalesforce上へと集約していっ
た。そのなかで、グローバル規模での案件
情報の共有化からスタートし、新規・既存
顧客の共有化、さらにはサービス・マーケ
ティング情報の統合化へといった具合に、
段階を追って適用対象となる業務の範囲
も拡大していった。当初の予定通り18カ
月間で全世界の2万5000人の営業担当
者が統合化されたCRMを活用するとい
う環境を実現し、今日では、その利用規
模も3万5000人にまで拡大していると
いう。

　日本においても2012年末から、グルー
プ全6社でのSalesforceの活用がスター
ト。2015年末までの3年間で、10万件
以上の顧客情報、19万件以上の案件情報
がそれぞれCRM上に登録されており、営
業担当者や管理者の日々の活動を支える
ツールとしてはもちろん、計画通り経営層
にとってもビジネスレビューに欠かせない
ツールとしてその利用が定着している。松
崎氏は、その具体的なベネフィットとして、
次の3つをあげる。
　まず1つ目が「営業効率の可視化」。営
業担当者は日々の顧客訪問にかかわる情
報の入力や閲覧をオフィスのPCからだけ
ではなく、スマートフォン上でも行えるよう
になった。そのため、情報の入力や確認の
ためだけに外出先からいちいち帰社する
必要がないなど、営業活動の機動力も高
まっている。その結果、営業担当者はその
活動のより多くの部分を顧客との商談に
費やせるようになった。具体的には、
Salesforce導入前の2012年初頭、営業
担当者の就業時間に占める商談時間の割
合は18.5%だったが、導入後の2015年
の段階ではそれが34.1%へと大幅に増
加している。
　「重要なKPIである商談時間をいつでも
ダッシュボード上で確認できることは経営
上大きなメリットです。さらに、各インサイ
ドセールスの担当者が行った代行入力数

も可視化できます」と同社の戦略・事業開
発本部 インサイドセールス室 室長の荒井
智裕氏は説明する。
　2つ目は「ビジネスユニット間のコラボ
レーション」。従来、異なる事業部が同一
の顧客と接点を持っているようなケースに
おいて、それぞれが個別に案件情報を管
理しているため、クロスセリングなどにつ
なげることができなかった。それが今で
は、Salesforce上の情報が部門を超えて
シームレスに共有化され、全員が閲覧でき
るようになっている。
　これにより、元来、クロスセリング案件
にかかわる売上がごくわずかだったことも
あるが、2012年初頭比で2015年には
その金額が1833%になるという劇的な
伸びを示すに至っている。
　「そのほか社内コミュニケーションの改
善という観点では、定量的な数値は示せ
ないものの、現場の実感として、営業管理
業務がスピードアップし、顧客対応の迅速
化につながるという成果が得られていま
す」松崎氏がそう語るように、最後、3つ
目のポイントは「社内コミュニケーション」
である。営業担当者がSalesforce上で入
力した顧客訪問情報などは、すべてリアル
タイムに課長や部長などの管理職とも共
有化されるので、別途レポートを提出する
必要がない。また、内容を確認した管理職
が、ツール上でコメントやアドバイスなど

のフィードバックを残すことも可能である。
　「以前のCRMでは、様々なところから
データを抽出してきてExcel上で編集し、
レポートを作成するといった作業が必要

でした。さらに案件のステータスが変わる
と、その都度、同様の作業を繰り返さなけ
ればなりませんでした。Salesforceでは、
CRM内で案件ステータスの変化に応じた

報告資料が即座に作成できるようになり
ました」と同社の 戦略・事業開発本部 イ
ンサイドセールス室 インサイドセールス 

リプレゼンタティブ 曺炳泰氏は語る。

戦略・事業開発本部 インサイドセールス室 イン
サイドセールス　リプリゼンタティブの曺炳泰
氏。「現場の案件情報からグローバルなCEO向
けレポートに至るまで、全社で公開されている多
様な情報に触れることで、様々な気づきが得ら
れ、自らの営業活動のあり方が変わっていくこと
を日々実感しています」
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今後の展望としてCRM適用領域をさらに拡大
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"当社が、そのビジョンに掲げる「エネルギーマネジメントとオートメーションの
グローバルスペシャリスト」であるためには、事業の枠組みを超えた製品・
サービスの組み合わせによるお客様への価値提供が必須。Salesforceはまさに、
われわれのそうした活動を支える欠かすことのできない基盤です"
―シュナイダーエレクトリック株式会社　代表取締役　松崎 耕介氏

　今後の国内での対応としてシュナイダー
エレクトリックでは、すでにSalesforce

を適用している見込客、案件、既存顧客管

理といった営業の各フェーズに加え、
2016年度中をメドに、現状ではExcelで
対応している積算、見積、リピートセール

ス、さらにはERPで対応している受注、出
荷、保守契約といった業務も含め、営業の
ライフサイクル全体でシームレスに
Salesforceを活用できるような環境を整
備していきたいとしている。同社の経営改
革を牽引するツールとして、Salesforceに
はますます大きな期待が寄せられている。


