
Salesforce Einsteinに投資価値はあるか！？
-AI活用で変わるあなたのCRM-
 40人規模でSalesCloudを導入し、

 90人規模でAI活用に至ったその全プロセス
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Call me George
吉田 丈治

株式会社リバネス取締役CIO
2002年リバネス創業

2014年にSalesCloud導入

2019年 Einstein Champion
Dreamforce 2019
　Einstein Keynote登壇

　アーカイブはこちら

Dreamforce 2019 Einstein Keynote

https://youtu.be/rPm--W0qeRs?t=2646


リバネスについて

創業2002年15名の大学院生により設立

社員数：84名
拠点：日本・シンガポール・マレーシア

博士 

45.6% 

修士 

54.4% 

理念「科学技術の発展と地球貢献を実現する」  



事業領域と関連するターゲット層

教育現場：教員及び中高生教育

人材

研究

創業

研究現場：修士博士・企業研究機関

研究現場：大学研究室

社会実装したい研究シーズをもった研究者



Salesforceの活用状況

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年2013年

SalesCloud

Pardot Standard

Community Cloud Heroku

Quip

SalesCloud Einstein

Einstein Analytics +

Pardot Advance

myTrailhead

Advertising Studio
Salesforce製品群の

多くを活用中

Tableau



本日のアジェンダは３つ

1. Salesforce の導入から定着まで

2. Salesforce Einsteinに投資してきたプロセスと得たノウハウ

3. 6年間のSalesforce活用結果について



なぜSalesforce導入に至ったのか
誰もが直面するであろうある問題に直面した2013年の話
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2013年当時の商談状況

頑張って営業
順調に売上拡大

頑張って納品
顧客満足度も上々

請求書を
出し忘れる
😭

そもそも商談管理という概念が無かったのが原因

危機感1
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2013年当時の営業会議

毎週水曜夜
開催

マネージャー6人
と

代表取締役が参加

準備に3時間
🤔

社内の給与の高い方から7人が毎週準備3h+会議3h取られるのはヤバい

危機感2
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なぜそんなに時間がかかったのか

合わない
数字

重すぎる
処理

明確になる
ボトルネック

ビジネスがうまくいけばいくほど、つらくなるのは明白

危機感3



血と汗と涙の売上管理表時代危機感3



途方にくれていた我々に　　　　



途方にくれていた我々に一筋の光



途方にくれていた我々に一筋の光



Salesforceを使おう！

取締役CFO 池上 昌弘 取締役CIO 吉田 丈治

数字が合う状態を作りたい 時間を有効に使いたい

二人の取締役の利害が一致



CEOの一言が重要だった

代表取締役CEO 丸 幸弘

二年間は何も言わないから



導入から定着まで
混乱期を如何に乗り切ったのか、その秘訣



よくある反発が弊社でも

(スプレッドシートに比べて)入
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導入にxxxx万円だ
と！？

いつになったら楽に
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壊れました
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よくある反発が弊社でも

(スプレッドシートに比べて)入
力が面倒すぎる

なんの為に入力す
るのか意味不明

導入にxxxx万円だ
と！？

いつになったら楽に
なるんだ

なにもしてないのに
壊れました

なんでこういうこと
が出来ないの？

出るわ出るわクレームの嵐。ただその本質は

「新しい行動様式への変化は面倒だ」ということ



当時の導入担当
CIO(私)の回顧録

2014年は出社するのがつらすぎた気がする。

もう思い出したくない。

というか記憶がない。

右も左も分からない状態で

スタートした導入には

苦労しかなかった

*サポートデスクの方々にはめちゃくた助けられました

感謝しかありません



現れる救世主
そして
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定着の一歩目は誰もが知っている

あの機能のおかげでした

売上予測
商談情報を自動的に集計してくれる 神機能
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考え方の劇的な変化

Salesforceに入力するのは

面倒くさい
Salesforceに入力しとけば

楽ができる

必要な入力がされていれば後は機械が処理してくれる✨



自動化という概念を実感した2014年度

ITリテラシーの低かった弊社が

徐々に変化していく



Salesforce方式に乗っかること5年

社員数
+18

総売上
x272%

売上/人数
+1226万円



顧客管理体制の変化
自動化を突き詰める中で得たノウハウ
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社外の人に関連する情報



Lead/Contactからの脱却

個人情報に紐づくレコード

多く存在
個人情報オブジェクト作成

全てを紐付

Lead/Contact方式ではできない問題をクリアする必要があった



リバネスIDオブジェクトの構造

Lead Contact

リバネスID

各種オブジェクト 各種オブジェクト 各種オブジェクト 各種オブジェクト



現在のリバネスIDの姿

名刺データ

個人情報

取引先

商談

申請書類

ケース

アクセス履歴

メール履歴

面談履歴

イベント参加

冊子配送

etc...

Customer 360の思想
Single Source of Truthに通じる形



Salesforce Einsteinに投資価値はあるか！？
リバネスの導入プロセス



投資価値のありなしの判断基準は？
自分の組織に照らし合わせて考えてみましょう



人の頭の中で全て処理出来るなら不要

人間が判断すべきデータが

たくさんあり
処理に時間がかかりすぎる

Einsteinを使うことで

楽ができる
可能性がある

データ量に翻弄されるようになってきたら、そこが導入タイミング



AIの本質は、優先順位付け(スコアリング)

Einstein(AI)が、膨大な量のデータを解析し優先順位をつけます

・データ量が多すぎて、全部には対処出来ない

・問い合わせ等、レコード全部に対応する必要があるが、優先順位や対応品質を変

えることで効率化を図りたい

そういったニーズがある組織で、活用されるものです。



Einsteinとは何を指すのか
Salesforceの





各プラットフォームに接続した専
用Einstein

Einstein Analytics

Heroku addon



右に行くほど難易度があがる⇪

基本的にGUI操作

GUIとスクリプトも存在

開発者向け



Einsteinは一つではない
そしてライセンスもそれぞれ必要



Pardot Einstein

Einstein Analytics plus

リバネスで使っているEinsteinは3つ

Sales Cloud Einstein



リバネスにおける導入ステップ

1. Pardot Einstein

2. Sales Cloud Einstein

3. Einstein Analytics/Discovery



もしAIのイメージが沸かないなら
Pardot Einsteinから始める



Pardot Advance採用(2019)
Einsteinによる「行動スコア」が特徴



何をしてくれるの？

リード/取引先責任者レコードに表示される

行動スコア(Behavior Score)の取得



何をしてくれるの？2

リストメールの解析結果を自動的に返してくれる

インサイトの開発には力を入れている様なので今後に期待

リストメールの解析結果を自動的に返
してくれる



行動スコアリングで何を見るのか

この1年間のアクティビティ(メール開封・クリック・Webトラッキング等)のデータを

使って、活性度を示す機能

自分たちの組織への関心度を導き出す一つの指標として活用する

リードやコンタクトがスコアリングされ、Sales Cloud上から閲覧可
能になります。

ビューやレポートに行動スコアを表示して、優先順位をつけるのに
役立ててみるのはいかがでしょう。



とある目的のために作られたビュー

行動スコアが高い、つまり行動可能性の高い人から対処していくと
いうアプローチが可能

レポートでも同様に表示可能

スコアにマウスオーバーすると理
由が表示される



メール開封率の劇的な向上

スコアの高い人をリスト化し

関心の高い人のみにメールを送る手法の確立

Einstein 予測ビルダー /Pardot

開封率
平均10%

向上
一度だけ奇跡の100%超え

自慢ポイント



行動スコアを取得するのは簡単！

Pardotは特に、リアルタイムデータの収集に抜群の力を発揮します。

スコアリングは作業不要で自動的に行なってくれます。

スコアを事業にどのように適用していくのかを考えることに集中できる

その他のツールに行く前に以下の２つを意識すべし

・スコアリングのイメージを掴むこと

・スコアをどのように役立てるかの検討が出来るようになること



Pardot Einsteinはありかなしか

1. Pardotを2年以上使っているなら検討可能性あり

2. 標準のスコアだともはや良し悪しの判断がつかなくなった場合はあり

3. AIについてのイメージが全く湧いていない状態ならまず最初に検討

4. スコアが重要ではなく、どうやって使うかが重要だということを体感するための

エントリーAIとしての活用をしたいならあり



SalesCloud Einsteinを使うことで
AIによって売上向上に寄与する



SalesCloud Einsteinと
は？

端的に言えば「Sales」に特化したAI

営業効率を上げる為のキーポイントをSalesforce

社が検討し組み上げたAI

使いこなすことで売上が上がる（はず）



代表的な機能と、リバネスにおける活用度

機能名 概要 活用度

活動キャプチャ Gmail/Outlookのメールを解析して商談等に自動紐付け ◎

インサイト 商談等オブジェクトに関する示唆を得る ◎

商談スコアリング 商談の獲得可能性をスコアリング ◯

自動取引先責任者 メールから、存在しないContactを察知して、作成する △

リードスコアリング リードの商談へのつなげやすさをスコア化 ✕

売上予測 売上を自動的に予測する ✕

Analytics 解析用テンプレートの提供 ✕



代表的な機能と、リバネスにおける活用度

機能名 概要 活用度

活動キャプチャ Gmail/Outlookのメールを解析して商談等に自動紐付け ◎

インサイト 商談等オブジェクトに関する示唆を得る ◎

商談スコアリング 商談の獲得可能性をスコアリング ◯

自動取引先責任者 メールから、存在しないContactを察知して、作成する △

リードスコアリング リードの商談へのつなげやすさをスコア化 ✕

売上予測 売上を自動的に予測する ✕

Analytics 解析用テンプレートの提供 ✕

🎉「これだけで買い」だと思う程度に便利。
リバネスではGmailをSalesforceに接続して解析。接続はOAuthなのでほぼワンタッチ。

営業報告を書かない人でも、営業先への連絡は確実にする。

それを自動的に商談と紐付けてくれる。

公開範囲を全体にしておけば、過去のやり取りが誰でも追うことができるので、これまでのやり取りの参照が

スムーズになる。加えて、何かあったときに慌てずに済む。

後述の商談スコアリング・インサイトにも利用される。

ただし、LightningSyncを使っていると使えないという罠がある(対策はこちらに )

https://qiita.com/geeorgey/items/5647c4346507b7f74b0a


活動キャプチャ on 取引先



活動キャプチャ/メールを開く



活動キャプチャ

活動ウィジェット内にメールのやり取りが表示されるので、誰が見ても過去のやり取

りが一目瞭然。引き継ぎが頻繁に発生する組織や新人への伝達コストが高い組織

におすすめ。

Einsteinメールインサイトの活用

検出されたインサイトマークが出ている場所で発動している。

独自に検出ルールを設定し、それらのルールに合致したものをピックアップしてくれ

る機能。



代表的な機能と、リバネスにおける活用度

機能名 概要 活用度

活動キャプチャ Gmail/Outlookのメールを解析して商談等に自動紐付け ◎

インサイト 商談等オブジェクトに関する示唆を得る ◎

商談スコアリング 商談の獲得可能性をスコアリング ◯

自動取引先責任者 メールから、存在しないContactを察知して、作成する △

リードスコアリング リードの商談へのつなげやすさをスコア化 ✕

売上予測 売上を自動的に予測する ✕

Analytics 解析用テンプレートの提供 ✕

🎉商談の品質をスコアリングする
商談の各種項目、先述の活動キャプチャのデータを Einsteinが解析

これまでの商談の状態と比較して、商談の獲得可能性を算出する

リバネスでは、マネージャーがスコアを見ることで、停滞等のチェックに活用



ビューによる表示



商談画面上の表示：詳細ページ



リバネスにおけるスコアの使い方

マネージャー向けダッシュボードをVisualforceで構築。

同じフェーズでも怪しい商談があぶり出されている



Einsteinを使って楽になった事

高確度は
当たる

低確度も
当たる

判断しづらい
領域に示唆を
与えてくれる

白にも黒にもなる領域のスコアを注視することで取りこぼしを減らす



SalesCloud EinsteinでCRMが変わる

データが揃っている

必要がある

これまでのデータを見直し

綺麗にする
きっかけになる

使っているうちに、精度を上げたくなる
そのためには情報をきっちり入れていく必要がある



SalesCloud Einsteinはありかなしか

1. メールのやり取りを自動的に把握出来るようにしたいなら必須

2. 商談数が多く、ケアすることで獲得確率が上がるなら検討価値あり

3. 将来的な売上予測をEinsteinに出させたい場合はあり

4. Einstein活用でデータ入力をきっちりやるインセンティブが湧く



Einstein Analytics
Einstein Discovery
Einstein Analytics Plusライセンス



Einstein Discoveryのストーリー機能

データセット全体の中で何が起きているのかを解析してくれる

データセットを準備して投入 知りたいことを教えてあげる
例：◯◯を最大化するには？

◯◯を最大化している要因はこ
れですよ…という内容を
Einsteinが返してくれる

もちろんスコアリングも可能で、それを用いたダッシュボードも作成できる



Einstein Discovery/ストーリー



Einstein Discovery/ストーリー

利用シーン
• Salesforceを使っていると、徐々にデータリッチになっていく

• 一方で、本当に重要なデータが何かを人力で把握するのが難しく

なっていく

• ストーリーを使うことで、膨大なデータの中から、 重要な項目を自動

的に導き出し得る



Einstein Discoveryはありかなしか

1. データ量が増えすぎて、どの情報がインパクトを与えているのかの判断がつか

なくなって困っている場合は検討価値あり

2. 昔作った項目が陳腐化していないかの判断を人力でやるのが大変すぎる場合

は投資価値あり。

AIを使うことで重要な情報のみに集中した経営体制を敷くことができる



Salesforce Einsteinまとめ

1. 投資価値の有無は困っている事と、かかるコストによって判断が変わる

2. 人の頭の中で処理しきれない情報量になったところが投資タイミング

3. スコアには活かし方がある。当たり前の事を把握しても意味がない

4. データの陳腐化防止にも一役買う

5. AIを活かせるようにデータをきっちり入力するインセンティブが湧く



リバネスにSalesのForceは宿ったのか
色々言っても、ビジネスは結果が出ないと意味がない



結果発表 Before Salesforce →TODAY 6年の歩み
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● スタッフ人数：1.5倍
● 商談件数：25%減

● 商談平均単価：４倍

● 人数あたりの売上金額：約２倍

● 年間売上：約３倍

● 利益：約15倍

結果発表 Before Salesforce →TODAY 6年の歩み



Thank you!

大きなインパクトのある6年間でした！

一番インパクトがあったと感じるのは、

Salesforceのビジネスモデルに触れた事です

リバネス取締役CIO
Einstein Champion

George Yoshida

話しきれなかった内容は資料の付録につけてあります。御覧ください

https://lne.st/SFLive2020

本日の資料はこちらから



Appendix
端折った部分等の追加資料



Salesforceでやっていること
なぜSalesforceを使うのかその理由

参照：https://note.com/geeorgey/n/n9aaf3660c631

https://note.com/geeorgey/n/n9aaf3660c631


これはどうなっていたか？を瞬殺する

日々仕事をしていると、ふと疑問が浮かぶことがあります。

今年の商談数は前年と比較して増えたか減ったか？商談単価に変化はあるのか？都道府県別の売上
傾向は？季節で比べるとどうなるのか？問い合わせ数の推移に変化はあるのか？営業成績の良い担当
者、取引先についてなにか傾向はあるのか？事業計画は達成できそうか、見込みは？利益率はどうなっ
てるか？費用対効果の良くない仕事はなにか？ etc…

データが一元化されていないと、ちょっとした疑問なのにレポートに時間がかかりすぎてしまったり、そもそ
も時間がかかりすぎるので分析を諦めてしまうということが起こります。

リバネスでは、その湧き上がる興味関心についての情報にできる限り簡単にアクセスするために、
Salesforce上でデータを一元管理しているといっても過言ではありません。

これがほしい→はいこちらです🤩をスムーズにするために ITインフラに投資をしています。



私達が疑問に答えることにこだわる理由

日々の現場の仕事の中でふと気になることには重要な何かが隠されているのでは
ないかと考えているからです。

そしてもちろん、全然なんのヒントにもならないということもあります。

だからこそ疑問の解決コストをできる限り下げる必要があります。

情報へのアクセスの敷居が低くなればそれだけたくさんの思考実験ができます。そ
の中にいくつかの財宝が眠っていれば儲けものなのです。

リバネスでは報告・連絡・相談ではなく、蓄積・開示・分析・統合という情報処理プロ
セスが活動原則となっています。

自分の蓄積した情報がいつか疑問に答えてくれる。そんな環境を作っています。



情報の蓄積に関しての心がけ

情報の蓄積には時間的コストがかかります。営業報告一つをとっても記入の手間

が現場にのしかかります。リバネスでは、できる限り手間を減らすように実装するこ

とを心がけています。一つ項目を増やすのなら、何かを減らすといったようにです。

蓄積された情報は自動的にプログラムが処理して最適化するような自動化も多く実

践しています。ITを使うことでできる限り利用者の負荷を減らす仕組みづくりを心が

けています。

リバネスのキーワードは蓄積・開示・分析・統合及びその自動化です



なぜSalesforceを使うのか

理由にはいくつかありますが、採用の理由の一つはグローバルで使われているツールであることでした。

そして、使い続けていくことでデータの取り扱いの自由さであったり、 GUIを使うことで開発者でなくてもわ

かりやすくDB構築ができるといった利便性に触れることになります。

一箇所に集まっているデータは EinsteinAnalyticsやTableauのようなBIを使うことで可視化ができたり、

Einstein(AI)を使うことで人間では不可能な示唆を得ると言ったことも可能になっています。

Salesforce社は様々な企業を買収し統合していく事も一つの特徴です。そこにデータがあれば、それを活

用するための新しいツールがどんどん提供されていくのです。これは、他社ツールを使ったインテグレー

ションをわざわざ施すよりはるかに簡単です。将来発生しうる、データ活用の際のハードルを一気に下げ

てくれるのがSalesforceだと考えています。



Salesforceで生まれた行動変容
事業計画の立て方が変わり、事業規模が拡大した



事業計画の立て方が変わった

どんぶり勘定

計画の達成率
30%程度が常態化

年20%成長
誤差5%以内

蓄積したデータを元に少し背伸びした計画を立てる事で成長を実現



事業計画を立てる時期が変わった

期が始まっても
固まらない事

業計画

1-2Q前には
方針概略策定済

大きな仕事は早めの計画が立てられないと得られない



事業計画をVF上で登録可能に Visualforce

Excelは時間が
かかりすぎる

SFの過去データ
を見ながら
設計可能に



会員サイトの立ち上げ
CommunityCloud→Heroku



2017年：会員サイト構築の機運が高まる

申請受付型プログラムが増加していく中
お手製フォームでは処理が追いつかない状態に



2017年：会員サイト構築の機運が高まる

社内に開発者は

Zero



2017年：会員サイト構築の機運が高まる

社内に開発者は

Zero
Community 

Cloudで2週間
で立ち上げへ

うまくいくかわからないのでライトにスタートしたい



Community Cloud→Visualforceの流れが確立

参加者が会員登録 申請内容をフォーム
に入力して送信

Visualforceで帳票
にして出力

印刷物を利用して審
査員がジャッジ

これまでやっていた前処理から差し込み印刷の手間から解放
一度の出力に３日程度かかっていた時間が0に



2年間で述べ2000人が活用

中高生から大人まで幅広く
日本のみならず海外向けプログラムの会員登録にも対応

会員サイト運用への確かな手応えを得た



現在は更に会員数が増えてCommunityCloud卒業

会員向けサービスの必
要性を確認

これまで社内にいなかった

開発者雇用

Herokuを利用
SF連携抜群

Heroku移管後1年で利用者数7000人達成



会員情報をより活用できるように

登録された個人情報 登録された申請情報

Before Heroku



登録された個人情報 登録された申請情報 イベント参加履歴 コミュニケーション履歴

過去の商談情報 人材採用

リバネスに関わる全ての人に

リバネスIDを提供し

あらゆるアクティビティ履歴を登録することが

可能になった

会員情報をより活用できるように After Heroku



Einsteinによるスコアリングを活用

あらゆるアクティビティがSalesforceに集約。

これを利用することで様々なスコアリングが可能

Einstein 予測ビルダー

イベント出席登録済みだ
が実際に出席するか否か

とあるプロジェクトに
興味をもちそうかどうか

スコアを活用する事で業務量低減と、施策効率最大化を同時に実現



メール開封率の劇的な向上

関心の高そうな人を予測ビルダーで取得し

セグメントした先にメールを送る手法の確立

Einstein 予測ビルダー /Pardot

開封率
平均10%

向上
一度だけ奇跡の100%超え

自慢ポイント



EinsteinによるPardot運用へのインパクト



EinsteinによるPardot運用へのインパクト
2020年-2019年比較

平均総クリック数

1.6x
平均総開封数

1.76x
平均オプトアウト率

0.77x



膨大なデータの見通しを良く Einstein Analytics

分析したいデータの種

類が多すぎる

関連データを
EAに集約し
ダッシュボード化

色んなレポートを見ずに、一箇所ですべてが分かる状態を実現



膨大なデータの見通しを良く Einstein Analytics



よくある質問に「秒」で答える

アクティブ会員増え
てる？

Pardotメールから
誘導できてる？

大学の先生何人い
る？

効果的に広告費使
えてる？

東京都の会員数は
何人？

イベント参加人数
は増えてる？

今までは聞かれてもよくわからなかった事がわかるようになった



研究者の会社がAI使わないなんて
Einsteinの登場に飛びついた僕らは



ついにAI企業になれるのか！

2016年9月リリース

2018年3月
導入✨✨



ついにAI企業になれるのか！

2016年9月リリース

2018年3月
導入✨✨

使い方が
よく分からない

だがしかし



Einsteinが使い物にならない！？

商談スコアリング

感覚が合わない



Einsteinが使い物にならない！？

商談スコアリング

感覚が合わない

商談に必要な
データの欠損
を発見する



Einsteinが使い物にならない！？

商談スコアリング

感覚が合わない

商談に必要な
データの欠損
を発見する

その肌感覚、入力されてないじゃない…



使えないEinstein時代からの脱却

• 今あるデータで使えるようになることは稀なはず

• 現場の感覚と合わないと言われたら、それはチャンス

• 今までデータ化されていなかった情報が見つかる

必要なデータを見つけたら、無理せず入力するための

ワークフロー設計に頭を使うことになる

Einstein育成で一番賢くなるのは導入担当のあなたです



Einsteinが変えたこと

課題は自分の中にあり

結果が出ない理由はなにか？

必要なデータが存在しないからである

ワークフローを見直し、商談に必要な情報が蓄積

されるように変化を重ねた使えないのは誰のせい？



現在：Einsteinを補助輪として活用する

スコアリングは絶対的なものさしではない。

スコアを活かすも殺すも、使い方次第

リバネスでは、Win/Lostの境界になるような

スコアに注目し、人的ケアを行うことで

Lost→Winに動くように働きかけるようにしている



スコアの使い所

売上予測分類毎にマネージャーが商談状況を確認するダッシュボード。

「商談確度高」かつScoreが低案件は要チェック

Visualforce



自動化を極める
投資した以上に機械に働いてもらう



ワンソース・マルチユース

データ入力は兎に角

誰もが面倒

一つの入力を
何倍にもして使

う事

一度の入力で必要な場所に情報が適切に収まるようにする



Salesforceは自動化手段がいくつもある

No Code

• 項目自動更新

• プロセスビルダー

• フロー

要Apex

• Apexトリガ
• Apexジョブ(バッチ処理)

簡単

高度



商談の処理

特定の状態になったら

→メールを送信する

→日付を自動的に入れる

→アラートを投げる(金額Down時)

→数式項目をtextで格納する

→関連するデータを更新する

事例



データの更新を自動化する事例

リード

コンタクト

リバネスID

リバネスID

リード

コンタクト

名刺データ リバネスID

リード

コンタクト

or

個人に関するレコードが更新されたときに、

連携しているレコードを上書きしにいくプロ

セスを設定。

一つがupdateされてもほかが前のままに

なるという状態を回避する

プロセス/フロー



注意点

リアルタイムに連動
更新の自動化が完成 ガバナ制限だがしかし

情報を密結合にしすぎると、Salesforceのシステム制限に
引っかかる日がやってきます。そんなときは？



注意点

リアルタイムに連動
更新の自動化が完成 ガバナ制限だがしかし

Apexジョブによるバッチ処理に移行して解決



そして導入から一年半

社員数
+2

売上
28%増

売上/人数
+319万円/年



リバネスにSalesのforceは宿ったのか
色々言っても、ビジネスは結果が出ないと意味がない



結果発表 Before Salesforce →TODAY 6年の歩み



● スタッフ人数：1.5倍

結果発表 Before Salesforce →TODAY 6年の歩み



● スタッフ人数：1.5倍
● 商談件数：25%減
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● スタッフ人数：1.5倍
● 商談件数：25%減

● 商談平均単価：４倍
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● スタッフ人数：1.5倍
● 商談件数：25%減

● 商談平均単価：４倍

● 人数あたりの売上金額：約２倍

結果発表 Before Salesforce →TODAY 6年の歩み



● スタッフ人数：1.5倍
● 商談件数：25%減

● 商談平均単価：４倍

● 人数あたりの売上金額：約２倍

● 年間売上：約３倍

結果発表 Before Salesforce →TODAY 6年の歩み



● スタッフ人数：1.5倍
● 商談件数：25%減

● 商談平均単価：４倍

● 人数あたりの売上金額：約２倍

● 年間売上：約３倍

● 利益：約15倍

結果発表 Before Salesforce →TODAY 6年の歩み



Thank you!

大きなインパクトのある6年間でした！

一番インパクトがあったと感じるのは、

Salesforceのビジネスモデルを知ったことです

2020/6/11
リバネス取締役CIO
Einstein Champion

George Yoshida



定着をどう実現させるか
使ってもらえない理由はなんだったのか



導入初期の苦労は？

そもそも半信半疑な状態

入力されない



導入初期の苦労は？

そもそも半信半疑な状態

入力されない
会議と称した作業時間で

一気に入力

トップダウンの力技で無理やりやらせるという暗黒時代がPhase1



その後、売上予測の味を知るが

Salesforceの管理対象は

商談のみ

● 商談以外のアクションも仕事のうちである

● しかしそれを入れる場所がない

● アクション一つ一つがバラバラなファイルに散財

● 結果的に評価できない

● etc…



その後、売上予測の味を知るが

Salesforceの管理対象は

商談のみ

● 商談以外のアクションも仕事のうちである

● しかしそれを入れる場所がない

● アクション一つ一つがバラバラなファイルに散財

● 結果的に評価できない

● etc…

一次元的な使い方をしていると、作業

ツールという認識止まり



その後、売上予測の味を知るが

Salesforceの管理対象は

商談のみ

● 商談以外のアクションも仕事のうちである

● しかしそれを入れる場所がない

● アクション一つ一つがバラバラなファイルに散財

● 結果的に評価できない

● etc…

一次元的な使い方をしていると、作業

ツールという認識止まり

→もっと活かせないか？



あらゆるアクションをSalesforce上で

やってみるとどうなるだろうか



見積書を作りたい事例

Salesforce面倒だから

Excelで
作っちゃおう



見積書を作りたい事例

Salesforce面倒だから

Excelで
作っちゃおう

承認フローを介さないと

社印付書類は
発行できない

適当な見積もりを撲滅することで利益率が向上

承認プロセス



営業報告を書いてくれない1事例

書いても誰も
読まない

誰もやる気にならない



営業報告を書いてくれない1事例

書いても誰も
読まない

誰もやる気にならない

書かれた情報が自動的に関
係者に通知される

ワークフローを設計

関係者の目に自然と止まるような自動化を設計する

プロセスビルダー/フロー/Apex



情報流通の自動化 プロセスビルダー/フロー/Apex

提案に行く モバイルアプリから
営業報告を登録

関係者のいる場所に
自動的に通知が飛ぶ



営業報告を書いてくれない2事例

受注商談
なぜ取れたのか不明



営業報告を書いてくれない2事例

受注商談
なぜ取れたのか不明

受注ステータスを付与した
営業報告がないと

商談フェーズが
上げられない

商談のポイントを知りたいのに蓄積できてない状態からの脱却

項目自動更新 /入力規則



人事評価指標をすべてSalesforce上に事例

査定資料は

Excelファイルを
利用



人事評価指標をすべてSalesforce上に事例

査定資料は

Excelファイルを
利用

カスタムオブ
ジェクト上にす
べてを格納

日々の入力やアクションをダッシュボードに集約してつなげた



面談に必要な情報を1ページに凝縮 Visualforce



面接官の負担が激減

散在するデータを
面談時に切り替えなが

ら確認する方式

40人で限界

1箇所で全て確認

75名も問題無

Visualforce



Salesforce定着の極意は

すべての事がSalesforce上で起きている

それくらいの実装を目指すことによって

定着をわざわざ考える必要が無いくらいに定着す

るようになってくる
複合的に使うこと



２年待った結果 2014年度→2016年度

社員数
+6

売上
61%増

売上/人数
+570万円/年



CEOより2年が経っての評価

代表取締役CEO 丸 幸弘

全部Salesforceで行くぞ！



Saas連携で更に強力な環境を作る
Salesforce以外にも日々使うシステムがある



リバネス３大サービスを連携させる

殆どのアクションがここを通じて行われる

だったら連携しない理由がない！！



Google/Salesforce連携で営業報告数up

提案に行く Salesforce開く 報告を書く！？

営業報告を書いてもらうのはコストが大きい

どう考えても面倒くさい。そこでどうするか？



どんな人でもカレンダーに予定は入れる

確実に入れます



Googleカレンダー→Salesforce Event

ステップ1
カレンダーの予定が自動的にSalesforceのEventオブジェクトに連携する



提案が終わると自動的に表示

モバイルSalesforceアプリを開くと

自動的に提案レコードが表示されます。



Salesforce上で結果を登録する

カレンダーに戻す

同期が走ることで、Salesforce/Googleどちらでも検索可能になる



Salesforce　←→　Slack

Salesforceにはあらゆるデータが蓄積している

Salesforceのダッシュボードをモバイルで見るのはつらい

ほしいタイミングでほしい情報をプッシュ配信したい



報告類を関係者に通知する

営業報告

週報

商談の変更履歴

各種レポート

リアルタイム通知

バッチ処理

Apexで処理することで必要な情報をピンポイントで通知できる



集計や前日比等、レポート形式は自由自在

レポートやダッシュボードをわざわざ見に行かずとも

必要なデータがプッシュ通知される仕組みを構築する



サードパーティー連携
AppExchangeのありがたみ



これなしでは成り立たないリバネス環境

名刺の資産化

経費精算・勤怠管理

請求書発行・郵送・入金消込



名刺をスキャンしてくれない事例

誰も把握できない

紙のまま放置



名刺をスキャンしてくれない事例

誰も把握できない

紙のまま放置

スキャンしないと
使えない機能が

ある

あらゆる場所で名刺情報が参照される状態を作る

PhoneAppli/Pardot/Visualforce



名刺を起点に情報が更新される

名刺交換する スキャンでデータ化
される

各種オブジェクトに
自動展開

リード/コンタクト/リバネスID/Pardotといった個人情報レコードに
名刺情報が自動的に上書きされる

特に、Pardotのプロスペクト情報の更新はメール活用で重要な機能



稼働状態の把握

プロジェクトへのアサイ
ン状況が分からない



稼働状態の把握

プロジェクトへのアサイ
ン状況が分からない

商談に紐づける
+

スタッフの寄与率
を付与

どんな場所でどの程度のコミットメントを求められたのかが分かる



入金状況の把握は結構大変

経理部門と営業部門が

分断していた



入金状況の把握は結構大変

経理部門と営業部門が

分断していた

請求書の発行
入金状態の取得
消込の自動化

未入金の把握が早くなると、現場からの声がけの敷居が下がり回収率が向上



入金状況の把握は結構大変

3年前の
未入金が存在

入金期限日で
即連絡

未入金回収効率に劇的な変化



Salesforceで生まれた行動変容
研修を研修だけで終わらせずに成長につなげるには



研修内容をmyTrailhead上に再構築事例

これまでは研修の

出欠のみ管理

● 人材育成には力を入れていた

● 座学・実地研修ともに充実している環境

● 研修を受ける所まではデータ化したが、それっきり



研修内容をmyTrailhead上に再構築事例

これまでは研修の

出欠のみ管理
myTrailhead
上に構築

研修に出席後に理解度テストができる、且つ履修状況を活用できる

myTrailhead



定期面談時の資料に利用 myTrailhead/Visualforce

研修に参加してからmyTrailheadのモジュールをクリ
アする

クリア状況は、定期面談時の資料ページで確認
ができる



Salesforceで生まれた行動変容
Quipによる意識改革



Quip：会議の在り方が変わった

会議は
メンバーが集まるので

作業時間

作業はQuipで
会議は

議決に集中

無駄な会議を省くことで業務効率及びストレスを低減する



Quip上で議事録と進行管理が可能

これまでは議事録を作ったら作りっぱな

しだった

会議議事録を書きながらToDoを作り人

にアサインしておくことで、次の会議ま

でにやるべきことが明確になり完了報

告も同時に可能

皆思っていた「会議を作業時間にしたくない」をツールで解決



Quip上で組織のアクティビティが可視化

Quipで一番好きな機能

全社の最新の更新状態が把握できるタブ

「誰が」「どこに」コミットしているのかが一目瞭

然。



定型のスコアリングで結果が出たら
何が起きる？



スコアリングしたいものはそれだけか？

必要な情報だけを使ったスコアリングがしたくなってきます



例えば

SalesCloudEinsteinでは使うデータを選べませんが、必要なものだけを使ってスコ
アリングをしたい。

商材のタイプ毎に特性が全然違うので、それらを分けてスコアリングしたい。

イベント申し込み、たくさん集まったけどドタキャンしそうな人へのフォローをすること
でアクティブ率を高めたい。

ある商材についての営業アポを取る際に、膨大な連絡先の中から可能性の高い人
から順番に電話をかけたい

なんとなく抽選するしかなかった、感覚で決めていたといったものがあ
るのであれば、AIモデルが力になる可能性があります



自分のやりたい解析がわかったら　
・Einstein予測ビルダー

・Einstein Discovery　

ライセンスはEinstein Predictions or 
Einstein Analytics Plus



数あるAI製品の中から
なぜEinsteinを選ぶんだっけ?
ただでさえAI初心者なのに(私の場合)
データを準備してエクスポート→AIプラットフォームにインポートという作業をしてい
る時間なんてない

データの準備に6割・データの加工に2割・表現に2割
余計な作業が生まれない状態を実現



予測ビルダーとは

Sales Cloudの設定画面から設定を行う

1つのオブジェクトに対して解析を行う



Discoveryについて

Einstein Analytics画面から行う

データソースはいくらでも加工できるので、オブジェクト構成に縛られない解析が可
能



Einstein予測ビルダーを使う
Einstein PredictionsライセンスかEinstein Analytics Plusライセンス



リバネスでの活用方法

• 年間を通じて、多くの企画・イベント・研究費といった、申込みが必要なプログラ
ムを展開している

• ターゲット人数が増えてきて、誰が何に興味を示すかを把握することが難しく
なってきた

• 募集人数が少なければ、申込み可能性の高い人にプッシュしたい
• 人数が多ければ、より好ましいであろう人を抽出したい

🤔自社のプログラムに特化したEinstein予測モデルを作りたい



しかし、準備が必要だった…
• Sales Cloud上に、過去のイベント参加者のようなデータは存在していなかっ

た
• Googleフォームで受け付けていたデータが存在
• 存在する個人のレコードの名寄せが甘く、個人がユニークレコードになってい

なかった

Einstein利用開始にあたり、過去の負の遺産を全て精算し、不足デー
タを補いました



1オブジェクトでフルアクセスするためにデータ
構造を再構築した

LnestID__c

Contact

Lead
OR Pardot Data

リバネス研究費

その他色々 ...

超異分野学会

取引先 商談

イベント参加登録

Lnest Staff
弊社スタッフとの名刺交換情報

イベント参加情報や企画への参加
履歴を主従関係でリンク

リバネスIDからの参照レコードとすることで、
Pardotからのデータを参照できるようになる



リバネス研究費の申請者数を予測するには事例

研究費の申請
書を集める

締切前に担当
者は申請者数
が気になる

申請書が下書
きの人のうち
何人が申請す
るだろう？

スコアの閾値
より上の人が
申請してくれる
と推定して人
数を予測する

締切後に予測
人数にブレが
なければ良い
予測モデルで

ある



締切間際のワークフロー

申請数が十分な場合：何もしない

申請数が不十分な場合：下書きの人且つ閾値未満の人を厚くフォローする



予測スコアリングを使ったワークフロー

1. まずは一度、全データを使って予測ビルダーでスコアリングをしてみる

a. 恐らく精度が出ません。予測品質が低いと思いますので次へ

2. 予測ビルダーが項目ごとの影響度を出してくれるので、その中からデータ漏洩項目を探して省く

a. データ漏洩 (リーケージ )とは、予測に使ってはいけないデータのことで、例えば学習データに「天気」という項目があっ

たとします。予測は未来のことですから、現時点で決めることは出来ません。そのようなデータが無いかを探して、存在

していたら削除します。

b. 影響度が高い項目の中には、その項目＝答えとなるようなものが交じることがあります。それも省きます

i. 弊社で作った時は、申請書の申請可能性を予測したかったのに、申請済みフラグを入れていました。これは aと
同様に予測時点では確定し得ないのでデータリーカーと言えます

3. スコアカードの予測品質が低ければ、入っているデータが足りません。他に使える項目はありませんか？それを見つけて加え

ましょう

a. それ以上データが出せなければ、精度が出ないので他のアプローチを探します

4. 予測品質が高くなったら、それを使って、実務に適用してみます。精度が出るでしょうか。

a. こればっかりは何度かやってみないと答えが出ないと思います。

5. 精度が出れば、安心して使える予測モデルと言えるでしょう

事例



閾値の設定はダッシュボードが便利

https://lnest.my.salesforce.com/analytics/wave/wave.apexp?tsid=02u1000000169Qs#dashboard/0FK100000008ahUGAQ/view


閾値の設定はダッシュボードが便利

予測スコアのしきい値を決める為のダッシュボード
AppExchangeからまもなくリリース予定ということでしたのでご期待ください

混同行列についての説明はこちらがわかりやすいと思います

https://lnest.my.salesforce.com/analytics/wave/wave.apexp?tsid=02u1000000169Qs#dashboard/0FK100000008ahUGAQ/view
https://qiita.com/TsutomuNakamura/items/a1a6a02cb9bb0dcbb37f


Einstein Analytics
Einstein Discovery
Einstein Analytics Plusライセンス



Einstein Discoveryのストーリー機能

予測ビルダーとは違い、データセット全体の中で何が起きているのかを解析してく
れる機能

データセットを準備して投入 知りたいことを教えてあげる
例：◯◯を最大化するには？

◯◯を最大化している要因はこ
れですよ…という内容を
Einsteinが返してくれる

もちろんスコアリングも可能で、それを用いたダッシュボードも作成できる



Einstein Analytics Plus の事例

参考：Einstein AnalyticsのTipsについてはブログにまとめてます

https://note.com/geeorgey/m/m56c0bf485f24



ユーザ数の変化を見て戦略を立てる

利用シーン
• 各冊子担当者はこの画面を開き、自分の冊子の配布が TRUEになっている配送先でフィルタする

• 冊子の配布総数、配布箇所数、所属別配布数、都道府県別配布数を見ながら、戦略的に追加郵送

が必要であれば郵送先リストを拡充する

事例1



事例1における効果

生産性の向上

管理者以外が自分でデータを見て戦略を立てられるように

都道府県、所属種別等によるフィルタを各自が操作可能

99%減

冊子配布先の検証時間

エクスポート→Excel処理が不要になったこ
とによるもの

200%増

事例1



事例1における付帯効果

• ドリルダウンによる効果
• フィルタと連動してデータが変化する事で、データへの理解が深まる

• ダッシュボードとの違い
• 動作が軽快なので、フィルタのON/OFFが苦痛にならない

事例1



SalesCloud内に
ダッシュボードを設置

事例2

上がEinstein Analyticsで作ったダッシュボード

下四角はVisualforceで作ったグラフ



事例2における効果

データインプット量の向上

視線の通り道に簡単にダッシュボードが設置できるようになっ
たことにより、データのインプット量が格段に向上

*数値は配置ウィジェット数

70%減

開発工数

GUIで開発から設置まで管理できることによ
るもの

300%増

事例2



マーケティング施策の効果測定

利用シーン
• Webサイトに設置したPardotのトラッキングコードより、最終活動日を取得

• 日付をクリックすることで、誰にマーケティング施策が刺さっているのかが一目瞭然

事例3



Einstein Discovery/ストーリー事例4



Einstein Discovery/ストーリー事例4

利用シーン
• Salesforceを使っていると、徐々にデータリッチになっていく

• 一方で、本当に重要なデータが何かを人力で把握するのが難しく

なっていく

• ストーリーを使うことで、膨大なデータの中から、重要であろうキー項

目を自動的に導き出し得る



Einsteinを導入するなら
簡単な方から
Pardot Einstein



Pardot Advance採用(2019)
Einsteinによる「行動スコア」が特徴



Pardot Einsteinの考慮事項

しばらくPardotを使っている組織であれば

買ったその日から使い始められるはずです

考慮事項

• 行動スコアリングは、一定量のデータを保持する  Salesforce 組織で最適に機能します。

接続済みプロスペクトのエンゲージメントデータが  6 か月分あることと、商談にリンクされ

ているプロスペクトが  20 人以上いることが推奨されます。



何をしてくれるの？

リード/取引先責任者レコードに表示される

行動スコア(Behavior Score)の取得



何をしてくれるの？2

リストメールの解析結果を自動的に返してくれる

インサイトの開発には力を入れている様なので今後に期待

リストメールの解析結果を自動的に返
してくれる



行動スコアリングで何を見るのか

この1年間のアクティビティ(メール開封・クリック・Webトラッキング等)のデータを
使って、活性度を示す機能

自分たちの組織への関心度を導き出す一つの指標として活用する

リードやコンタクトがスコアリングされ、Sales Cloud上から閲覧可
能になります。

ビューやレポートに行動スコアを表示して、優先順位をつけるのに
役立ててみるのはいかがでしょう。



とある目的のために作られたビュー

行動スコアが高い、つまり行動可能性の高い人から対処していくと
いうアプローチが可能

レポートでも同様に表示可能

スコアにマウスオーバーすると理
由が表示される



行動スコアを使うのは簡単！

Pardotは特に、リアルタイムデータの収集に抜群の力を発揮します。

その他のツールに行く前に、Pardotから最大限のデータを吸い上げる体制づくりを
してみても良いかもしれません

ここで躓いていると、ここから先が大変です



Einstein予測ビルダーの使い方
Einstein予測ビルダーは、Einstein Analytics Plusで使える機能

Salesforce UKのEdwardさんに教えてもらったEinstein予測ビルダーの使い方につ
いて具体的な方法を書いています。 リンク

https://note.mu/geeorgey/n/n993c03f220aa
https://note.mu/geeorgey/n/n993c03f220aa


商談にリンクされているプロスペクトってなに？

商談の関連リストに入っている「取引先担当者の役割」機能のこと
をいいます。

ここに商談に関わる人が入っていると、Einstein活動キャプチャや、
Pardotのファネルにトラッキングされるので便利



カスタムスコアの取り込み方(1)
カスタムスコアが使えるようになると、SalesCloudのオブジェクトに以下の２つが追加される



カスタムスコアの取り込み方(2)
Einsteinで使うなら、2019年12月現在は「一つのオブジェクト」にすべてのデータを取り込む必要がある。
つまり、LeadとContactに個人レコードが別れているとEinsteinが使えない。
そこで、リバネスでは、リバネスIDというカスタムオブジェクトを作成し、それを使っている。

リバネスID

Lead Contact

標準オブジェクトを介してPardot
のデータにアクセス

リバネスIDから標準オブジェクト経由で
Pardotのデータにアクセスする



カスタムスコアの取り込み方(3)
リバネスID用にPardot Category Scoreというカスタムオブジェクトを作り、Lead/Contactのデータが作成/更新されたときに同期する
ようにプロセスを書く



カスタムスコアの取り込み方(4)
Pardot Category Score(Lead)からPardot Category Score(LnestID)へのデータ同期のプロセス



カスタムスコアの取り込み方(5)
Pardot Category Score(LnestID)からリバネスIDの更新用プロセス
カテゴリ名で判定して、作ったカスタム項目へScoreを投入する


