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インサイドセールスの 
KPI設定のポイント 



本書で分かること 
● インサイドセールスのKPIの設定項目 

● 設定する際のポイント 

はじめに 

インサイドセールスのKPI設定について知りたい方向けの手引き書です。 

本書を読めば「インサイドセールスのKPIの設定項目」「設定する際のポイント」が 

分かります。 

本書を読むことで、インサイドセールスの理解を深めるお手伝いができれば幸いです。 
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Chapter1 

インサイドセールスのおさらい 
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顧客などの相手先へ訪問せずに、オンライン上でメールや電話、ツールを活用してコミュニケーションを図る営業活動です。 
 
よくテレアポと混同されがちですが、インサイドセールスは連絡手段を電話に限らなかったり、アポイントの獲得だけでなく、 
見込み客の育成をし、成約の可能性が高まったタイミングでセールスをかけ、成約後のフォローまで行ったりする点が異なり
ます。 

自社と顧客とのコミュニケーションの内容については、 

商談に出向く営業担当者への情報連携が不可欠。 

見込み顧客の 

優先順位づけ 

見込み顧客との 

関係性の維持 

営業担当者との 

情報連携 

1 
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電話やEメール、DMなどを通じてコンタクトした上で、 

会話の中からニーズ顕在化の度合いを測り、優先順位をつける。 

情報提供などを通じて適宜コミュニケーションを取りながら、 

潜在的なニーズを刺激し、成約の可能性が高まるまで育てていく。 

Chapter1 インサイドセールスのおさらい 

インサイドセールスとは 
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インバウンドを主体に新規顧客の開拓をうインサイドセールス部隊のこと。 
 
Webサイトやウェビナー、展示会などのマーケティング活動で獲得したリード
（顧客リスト）に対してアプローチを行い、商談化・案件化をしていきます。 

SDR 
（Sales Development Representative） 

新規顧客の開拓を担うインサイドセールス部隊のこと。 
 
アウトバウンドコールやEメール、SNS等のダイレクトメールなどを 
活用して新規顧客を開拓していきます。 

インサイドセールスの職務内容 

現在のインサイドセールスの体制は、反響型と言われる「SDR」と新規開拓型の「BDR」がありますが、対象とする企業や 

営業活動の目的が異なるため、自社にとって最適なインサイドセールスのスタイルを取り入れることで成果に繋がります。 

Chapter1 インサイドセールスのおさらい 

BDR 
（Business Development Representative） 
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インサイドセールスについては分かったけど 

KPI設定をイマイチ理解してないんだよね… 

7 

Chapter1 インサイドセールスのおさらい 



KPI設定が難しい… 

次ページから KPI設定 について 

KPIを設定する前の準備 

KPIの設定項目 

KPI設定でよくある悩み 

● インサイドセールスを立ち上げることになったが、そもそも何をKPIに設定すればいいのか分からない… 

● 数値管理を強化したいが、顧客育成の観点やリードタイムを踏まえたKPI設定ができていない… 

● 目の前の数字＝コール数やアポ数を優先してしまい、インサイドセールスが「テレアポ部隊」化している… 

● マーケティング部門や営業部門と連携したKPIではない… 

Chapter1 インサイドセールスのおさらい 
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Chapter2 

KPI設定について 

9 



設定する前の準備 

Chapter2 KPI設定について 

マーケティング部門や営業部門と上手く連携するためにも、マーケティング部門から受け継ぐリードの質や、営業部門へ渡す商

談の質に関して定義を定めておく必要があります。これらの定義を明確にしないまま、KPIを設定しても、理想通りの効果は得

られないので注意してください。 

明確にしておきたい”3つの定義” 

有効リード 

商談化 

失注 

1 

2 

3 

マーケティング部門から提供されるリードの質はバラバラなので、どのようなリー

ドを有効とするか決めておかなければ、商談化できない顧客に時間を充ててしまう

非効率的な営業になってしまいます。 

商談化の定義を決めておかなければ、インサイドセールス部門と営業部門とで認識

齟齬が生まれ責任のなすりつけ合いになります。回避するために、商談化の定義を

決めましょう。 

失注の定義を明らかにしておくことで、改善策が打てるようになります。失注には、

商談機会なし・他決・延期などによる失注があり、これらの失注の定義を明らかに

しておくことで、検証と改善のサイクルを早めることができます。 10 



SDR 

KPIの設定項目 

Chapter2 KPI設定について 

・リード数 
・アクション数 
・商談獲得数 
・受注貢献度 

・リスト数 
・フォロー完了数 
・商談獲得数 
・受注貢献度 

・売上金額 
・既存顧客エンゲージメント 
・従業員満足度 
・アップセル・クロスセルの率 
・商談獲得までのリードタイムの短さ 
・LTV(顧客生涯価値) 

KPI 

役割 BDR 管理職 

準備を整えたら、インサイドセールス部門のKPIを設定していきます。 

KPIを具体的に設定しておけば、理想通りにインサイドセールス部門が運営できているかを把握できるようになります。 
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SDRのKPI項目 

Chapter2 KPI設定について 

アクション数 

商談獲得数 

KPI 1 

KPI 2 

KPI 3 

SDRは反響型営業となるため、リード数を確認します。どのチャネルから、どの程度のリード数が

入ってきているかを確認しましょう。このときに、リードの量だけではなく、品質に問題がないか

も確認してください。 

活動量（メール送信数＋架電数）が結果に直結するため、アクション数に関しても目標を設定して

ください。目標に設定したアクション数を維持し続けながら、SDRチームを運営していく必要があ

ります。アクション数を維持できれば、営業データを分析して営業手法を見直せば効果が出ます。 

SDRメンバーの成熟度によって、商談獲得数の結果は変動します。そのため、商談獲得数は、事業

フェーズやメンバーの成熟度に合わせて、目標値を見直していく必要があります。有効リード数や

アクション数に変動はないものの、商談獲得数が上がらない場合は、営業データを解析して営業手

法を見直す必要があります。 

リード数 

受注貢献度 KPI 4 
SDRが、自社の売上にどの程度、貢献しているかをメンバーに伝えてあげてください。SDR部門に

絞り込んだKPI測定だけではなく、会社への受注数貢献度を明示することで、各メンバーのモチベ

ーションを上げることができます。SDR部門として最終的な評価は受注貢献度で測定しましょう。 
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BDRのKPI項目 

Chapter2 KPI設定について 

フォロー完了数 

商談獲得数 

KPI 1 

KPI 2 

KPI 3 

BDRは、新規開拓営業がメイン業務となるためリスト数が重要です。リスト数が多くても、ターゲ

ット顧客でなければ意味がありません。そのため、マーケティング部門と連携をして、ABM（ア

カウントベースドマーケティング）の施策を実施し、ターゲット顧客のリストを獲得しましょう。

リスト数が枯渇しないように管理して、随時更新してください。 

メール送信や架電をしてフォローした件数を管理してください。BDRはSDRと比較すると、商談獲

得までの時間が長くなります。そのため、定期的なフォローを欠かすことができません。フォロー

方法として「C×Oレター」がおすすめです。 

SDRと比較すると商談金額が大きくなることが多いため、商談獲得数と並行して商談単価も管理し

ておきましょう。商談単価を上げたい場合は、大企業を狙ったり、上位役職へアプローチをしたり

する必要があります。基本的に、BDR運営歴が長くなるほど、商談獲得件数と商談単価は上がって

いくものです。 

リスト数 

受注貢献度 KPI 4 
BDRが、自社の売上にどの程度、貢献しているかをメンバーに伝えてあげてください。BDR部門に

絞り込んだKPI測定だけではなく、会社への受注数貢献度を明示することで、各メンバーのモチベ

ーションを上げることができます。BDR部門として最終的な評価は受注貢献度で測定しましょう。 
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管理職のKPI項目① 

Chapter2 KPI設定について 

既存顧客エンゲ

ージメント 

従業員満足度 

KPI 1 

KPI 2 

KPI 3 

SDR部門やBDR部門の売上金額を確認してください。会社全体の売上貢献度は、各部門にフィード

バックをしてあげることによって、チームメンバーのモチベーションを高められます。また、売上

金額を把握する場合は、チャネル別に細分化してください。売上が計上されているチャネルに投資

をすることで、費用対効果を上げられます。 

自社商品やサービスを販売したら終わりではありません。長期的なビジネスをしていくためには、

既存顧客との良好な関係構築が必要不可欠です。そのため、既存顧客のフォローができているかを

確認してください。既存顧客とのタッチ数が増えるほど、リピート率が上がると言われています。

少なくとも、四半期に1度は、既存顧客と接点を持つようにしましょう。 

SDRやBDR部門で、成果を出すためには、各メンバーのモチベーションを上げる必要があります。

しかし、従業員満足度は数値化が難しいです。企業の中には、匿名のアンケート調査を実施して従

業員満足度を測定しているところもあります。従業員満足度を上げる方法としては、従業員のアイ

デアに耳を傾けて、良いものを承認していくなどが挙げられます。 

売上金額 
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管理職のKPI項目② 

Chapter2 KPI設定について 

商談獲得までの

リードタイムの

短さ 

LTV(顧客生涯

価値) 

KPI 4 

KPI 5 

KPI 6 

SDRやBDR部門が成果を出したら、アップセル（現在のモデルよりも上位モデルに乗り換えてもら

うこと）やクロスセル（別のモデルを購入してもらこと）の売り込みに繋げていきましょう。「い

つ」「どのように」「何」「誰が」を把握していき、アップセルとクロスセルの率を高めていきま

す。 

インサイドセールス部門の健全な運営のためには、販売サイクルの長さを測定することも大切です。

とくに、新規開拓型のBDRは、販売サイクルが長くなりがちです。そのため、指標を定めることが

必要不可欠となります。 

LTV(顧客生涯価値)とは、顧客が生涯を通じて企業にもたらす利益のことを指します。顧客が生涯

を通じて企業にもたらす利益を把握しておくことで、既存顧客のフォローの重要性に気付くことが

できます。新規顧客獲得には、莫大な費用がかかるため、既存顧客との関係を大切にしましょう。 

アップセル・ 

クロスセルの率 
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Chapter3 

設定する際のポイント 
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チーム全体と個人
のKPIを設定する 

押さえておくべき4つのポイント 

Chapter3 設定する際のポイント 

前後の部門と連携
したKPIを設定する 

他社のKPI設定事例
を参考にする 

定期的に見直す 
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チーム全体と個人のKPIを設定する 

Chapter3 設定する際のポイント 

インサイドセールスのKPIは、チーム全体での数値と個人の数値を設

定する必要があります。さらに、個人の成果が確認できるようなデー

タ構造にすることが大切です。個人の数値を定めることで、人事評価

が明瞭になり、各自のモチベーションアップが見込めます。そのため、

チーム全体と個人のKPIを設定しましょう。 
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前後の部門と連携したKPIを設定する 

Chapter3 設定する際のポイント 

インサイドセールスの役割は、見込顧客を育成して商談化させながら、

マーケティング部門や営業部門と連携して売上アップを目指すことで

す。各部門のKPIの繋がりがなくなると目指す方向性にズレが生じて

しまいます。そのため、前後の部門で連携したKPIを設定するように

しましょう。 

- マーケティング部門   ：来訪者数×獲得率＝見込顧客数 

- インサイドセールス部門 ：見込顧客数×商談化率＝商談数 

- 営業部門        ：商談数×受注率＝受注数 

- カスタマーサクセス   ：受注数×更新率＝継続数 
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他社のKPI設定事例を参考にする 

Chapter3 設定する際のポイント 

他社のKPI設定を参考にする方法は有効な手段ですが、 各企業でビジ

ネスモデルや規模、営業プロセス、商材は異なります。他社事例を参

考にして、インサイドセールスKPIを設定すると、自社の目標値と乖

離してしまうかもしれません。 

したがって、他社のKPI設定を参考にする場合は、自社と規模や商材

が類似していて、成果を出している成功事例を参考にしましょう。 
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定期的に見直す 

Chapter3 設定する際のポイント 

KPI設定をしてからしばらくしても目標と実績が大幅に乖離している

場合、まずはKPI改善のアクションを行いましょう。それでも、改善

されない場合はKPIの設定自体に問題がないか見直しましょう。 
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Chapter4 

まとめ 
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＼設定する際の4つのポイント／ 

チーム全体と個人のKPIを設定する 

インサイドセールスのKPI設定項目 

Chapter4 まとめ 

リード数 

アクション数 

商談獲得数 

受注数（貢献度） 

1 

前後の部門と連携したKPIを設定する 2 

他社のKPI設定事例を参考にする 3 

管理職 

リスト数 

フォロー完了数 

商談獲得数 

受注数（貢献度） 

✔ 
売上金額 

既存顧客エンゲージメント 

従業員満足度 

アップセル・クロスセルの率 

販売サイクルの長さ 

LTV(顧客生涯価値) 

BDR部門 ✔ SDR部門 ✔ 

定期的に見直す 4 
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どうしたらいいのか… 

次ページから ミーテル について 

音声解析ＡＩ電話? 

自動録音？文字起こし？ 

電話業務でこんなお悩みありませんか？ 

● メンバーの成果の差が大きい 

● 新人教育に時間がさけない 

● トークスクリプトが作れない 

● 情報の引継ぎが非効率/漏れる 

● 架電数の把握が自己申告 

Chapter4 まとめ 

● 言った/言わない問題 

● 様々な電話対応が混在 

● 在宅ワークに対応できない 

● 新規部署でスモールスタート 
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Chapter5 

ミーテルのご紹介 
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Chapter5 ミーテルのご紹介 

IP電話 

PCとヘッドセット、ネッ

ト環境さえ整えば、固定電

話は不要。どこからでも電

話業務が可能に。 

自動録音 

全ての電話内容を自動で録

音。URLのコピペで簡単共

有、２倍速再生で確認も効

率的に。 

文字起こし 

全ての電話内容を文字起こ

し。議事録作成の手間を省

き、引継ぎの漏れも防げま

す。 

通話の 

スコアリング 
話す速度、ラリー回数、

被せ率などAIが話し方を

定量評価します。自己学

習やフィードバックで活

躍。 

電話での営業トークにおける話速・会話の被せ率・沈黙回数などを定量的に分

析・可視化することで、電話営業の生産性を向上してくれるインサイドセールス 

に最適なAI搭載のIP電話です。 

ミーテルとは 
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売り上げ・商談数UP 

文字起こしで情報共有工数を大幅削減できるので、架電時間と架電数が
大幅増加。過去のデータを分析し、通電率も向上。 

メニュー 価格 

初期費用 ¥0 

月額費用 ¥5,980/ID(税抜) 

RevCommの「ミーテル」 

ミーテルの強み 

ご利用料金 

※10ID以下を単月契約する場合は、事務手数料が発生いたします 
※年次契約の場合の月額料金です 

無 料 相 談 

・メンバーの成果の差が大きい 

・情報の引き継ぎが非効率/漏れる 

                など... 

お気軽にご相談ください！ 

03-4405-4621 
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教育・ノウハウ蓄積 

AIの音声解析により、トップ営業の話し方の特徴を分析・可視化。実際
のお客様とのトーク内容に対して、リモート環境でもフィードバック。 

データ可視化・連携 

任意の日付や人でフィルタリング可能。SFA/CRMツールと連携するこ
とで、情報共有も正確かつ効率的に 

https://spot-consulting.jp/contact


会社概要 

社名 株式会社RevComm 

設立 2017年7月7日 

資本金 1億円（資本準備金含む） 

事業概要 AI × Voice × Cloudのソフトウェアデータベースの開発 

代表者 代表取締役 會田 武史 

所在地 東京都渋谷区渋谷1-3-9 ヒューリック渋谷一丁目ビル7階 

従業員 103名 

ミーテルに関するお問い合わせ 

株式会社RevComm TEL(代表)：03-4405-4621 

Mail：info@revcomm.co.jp 
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