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営業⼒とは？



POINT

l 会場アンケートでは、営業⼒は「コミュニケー
ション⼒」と考える⽅が多い結果に

本⽇のテーマは「260社のデータから読み解く営業⼒強化法」でございます。本セミナーのお申し込みフォームに「何か今営業で感じてらっしゃる課題など

あればご記⼊ください」という欄を設けておりました。そういたしましたところ「営業⼒が弱く、新規案件の獲得に困っている」「営業メンバーのモチベー

ションを上げるのに苦労しています」「個々⼈の営業⼒がもちろんですが、組織全体の営業⼒に困ってるんです」といった様々なお悩みをいただきました。

本⽇はこういうテーマのセミナーなので当然なんですけれども、「営業⼒」というキーワードがたくさん出てきたかなと思っております。この営業⼒、⾮常

に幅広い⾔葉かなと思うんですけれども、営業⼒とは何だと思われますでしょうか。ここで皆様に少し問いかけをさせていただきたいと思います。

今、皆様の画⾯に「営業⼒とは何だと思われますか」というふうな投票画⾯が出ているかと思います。皆様が営業⼒と聞いたときに「これだ」というふうに

思われるものを、どうぞ押してください。

ありがとうございます。今、皆様に投票いただきましたところ、1番⾼いのが56%の「コミュニケーション⼒」と出てまいりました。。続きまして、ヒアリン

グですとかクロージングですとかのいわゆる「スキル」といったようなものですね。案外「やる気」というような⽅は少なくてらっしゃるのですね。

今の問いは何か正解があるというふうに私どもも考えておりません。営業⼒というのは様々な捉え⽅ができるワードであると。では、本⽇のテーマでもある

「営業⼒強化」「営業⼒強化」とは⼀体何なのでしょう。

アンケート：営業⼒とは？



POINT

l 営業⼒強化とは「売れる⾏動の強化」
⾏動こそが成果につながる

l 営業⼒強化にも「採⽤」「教育」「マネジメン
ト」「型化」「仕組み」「組織」など様々な要素
がある

私どもは「営業⼒強化」は「売れる⾏動の強化」であると考えております。

これはどういったことかというと、「能⼒構造モデル」についてお話をさせていただければと思います。「能⼒構造モデル」は、性格や基礎能⼒があって、

その上に意識やスキルや知識があって、そして⾏動。その⾏動こそが成果に繋がると、こういったような考え⽅でございます。ですので、やはり成果に1番近

いところは「⾏動」という形になります。しかも「のべつまくなしに⾏動するんだ」ということではなく、「売れる⾏動を強化していく」ということが必要

なのかなと。そして、それを⽀えるのはスキル、知識、意識の強化でございますので、当然売れる⾏動を強化しようと思うと、スキル部分も強化していかな

ければならないと。さらに忘れてはいけないのが、1番下、周りを囲っているイメージなんですけども、「環境」でございますね。やはり営業⼒を⾼めていく

ときに、セールスフォースといったようなCRMですとか、ツールもあるかもしれませんし、組織体系といったものもあるかもしれません。やはり「環境を整
備していく」というようなところも⾮常に重要なポイントかな、というふうに考えております。

そして「営業⼒強化＝売れる⾏動の強化である」というふうに考えたときに、どのような要素があるのかというと、やはり採⽤、教育、マネジメント、型化、

仕組み、組織。もちろん、ここに出させていただいたもの以外にも様々な営業⼒強化をするための要素というのはあるかと思います。やはり営業⼒強化とい

うと「採⽤」を1番にお考えになられる⽅が多いかなあとは思うんですけれども、⼤変恐縮ながら本⽇は採⽤という部分で私どもがお話させていただけること

が少なくてですね、この「教育」「マネジメント」「型化」「仕組み」「組織」、こういったところについて皆様にお話をさせていただきながら、⼀緒に考

えていきたいなと考えております。

営業⼒強化＝売れる⾏動の強化



株式会社ネクスウェイ
プロダクトマーケティングG グループマネージャー
デジタルマーケティング推進部運⽤グループ グループマネージャー
新井宏基⽒

SPEAKER

260社からのリサーチから読み解く

マーケティングや営業が抱える課題とは？



POINT

l 2021年4⽉に260社を対象にネクスウェイ社がアン
ケートを実施

l 対象者はサービス業が多く、ついで製造業、卸売
業・⼩売業

l 営業・マーケティングに関する部⾨が72.1%

l 役職者が67%

では私から「260社のリサーチから読み解く」ということで、4⽉に取ったリサーチの中で営業やマーケティングが抱える課題について数多く回答を得ていま
すので、皆さんと⼀緒に「こんな状況なんだな」ということを読み解いていければなというふうに思ってます。
今⽇のテーマである「営業⼒の強化」というところに関しては、私の序章で伝えた状況を踏まえて、第2部、第3部ということでお話できればと思ってますの

で、私のこのコンテンツのゴールとしましてはまず状況が伝わる、皆様におおよそご理解いただけるということでお話をしていければと思ってます。
また、時間の関係であまり詳しくリサーチの結果を眺めることは難しいのですが、ダウンロード可能ですので、そちらで改めてご覧いただければと思います。
まず「調査概要」ということでいろいろ書かせていただいてますが、調査期間としましては、先ほどお伝えした通り、4⽉26⽇、おおよそコロナがスタート

して1年たって、新しい期がスタートした⽅が多くいらっしゃるタイミングでリサーチを取りました。その中で「2020年度どうだったんだっけ」「じゃあ今
期、2021年度はどうなんだっけ」みたいな内容をアンケートで聞いています。回答結果としましては、279名の⽅、社数でいって260社の⽅にお答えいただい
たアンケートの結果になります。
回答者属性について、簡単にサマってます。まず、業種に関しては、製造業だとか卸さんが多くなっていますが、傾向としてはサービス業の回答者が⾮常に
多かったというような、回答属性になりました。また、勤務先に関しては東京が約半数ということで、こちらも「縮図ではない」というようなところですね。
回答者の役職だとか、管轄している部⾨に関しては経営含む営業マーケに関する⽅が7割程度。役職に関しても、7割程度がいずれかの役職を持っていると。
そんなような結果の属性になります。

260社の営業＆マーケへのアンケート



では、内容に⼊っていきたいと思います。まずはこの1年の変化ということで営業・マーケについてお話をしていければと思います。
まずは昨年1年ですね、お客さんとの接触だったりとか、受注ってどう変わっていったのかというところの結果になりますが、ご覧いただいてる通りですね。
新規営業しかり既存営業しかり、接触回数も受注件数も、⻘のところ「減った」というような⽅が多くなっている結果になりました。⼀部ですね、1番下の

「既存の顧客からの受注件数に関してはそんなに変わってない」という⽅も多くいらっしゃる結果になりました。この1つ1つの結果を掘り下げていくとい
うよりも、このコンテンツは「おおよそそんな雰囲気なんだな」ということをご理解いただければいいかなと思ってるので、皆さんもそんな形でご覧いた
だければと思います。

顧客との接触回数・受注件数の変化

POINT

l 顧客との接触回数や受注件数は「減った」と回答
した割合が最も多い



次いでリードの状況、マーケティングの状況の変化というところですね。これは先ほどの営業の成果と⽐べると、「減った」が1番多いものの、「増え
た」と⾔っていただいている⽅も多くなった結果になりました。
これはですね、実は似たようなアンケートを過去にも実施していて、今回3回⽬の調査になるんですけども、1番初めが、コロナになってすぐに「リモー
トワークの対応しないといけないけどどうしよう」といった緊急事態宣⾔が出た後、（真ん中が）10⽉、今回の4⽉後半ということで、だいたい半年に1

回ぐらい採ってきた定点の観測になります。答えたN数は違うんですけど、パーセンテージで⾒ていくと、ご覧の通り「リードの件数が増えたよ」という
ところに関しては、かなり回復傾向にあるということがご覧いただけるかなと思ってます。
今⽇のWebセミナーも然りなんですけども、もともとはリアルの展⽰会でいっぱいリードを獲得して、そこから営業をかけていくみたいなところから、リ
アルで開催することが難しいので、デジタル上でどうやって接点を取っていくかみたいなところにだんだんと慣れというか板についてきたというか、
「今に対応したマーケティング施策でそれなりの数を取れていく」というようなことが結果としては出てきたんじゃないかなと思ってます。ちなみに弊
社ネクスウェイも、リードの件数⾃体は昨年と⽐較すると130%ぐらい「増えた」というような結果になっているような状況です。

リードの状況

POINT

l リード獲得状況も「減った」という回答が1番多
い

l ⼀⽅で、コロナ禍に⼊ってから半年ごとの推移を
振り返ると、「増えた」の割合が徐々に増えてき
ている



では「今年どうなのか」というところですね。まず⽬標という観点でこちらご覧いただければと思うんですけども、「営業の重要指標はどうなったのか」
というところですね。まずは新規営業の受注件数だとか売り上げの⽬標ってどうなのっていうところから、既存の同じく受注売上ってどうだったのかって
いうところを⾒ていくと、皆様、総じて昨年よりも増える⽬標計画を引いているというような状況になります。これはトントンといきますね。

では、昨年と⽐較したマーケの重要指標はどうなのかというところです。リードの獲得件数しかり、販促費しかり、どうなったのかというところですけど
も、両⽅ともこれも増えるというような傾向が出ております。リードの件数⾃体は増えるものの、そこに追いついてない形での販促費というようなところ
かなと思います。なので、⽬標件数は増えるんだけど昨年と同様の、例えば販促費だとかですね、もしくは最悪「減って昨年以上の結果を出そう」みたい
な企業さんもいらっしゃるのかなというふうな状況です。

重要指標の変化

POINT

l 営業の重要指標（受注件数・⾦額⽬標）は「増え
た」という回答が多い

l マーケの重要指標（リード獲得数）は「増えた」
という回答が多い

l それに⽐して販促費が「増えた」という回答は少
ない



最後に、フリーアンサーで考えてらっしゃることを書いていただいたものを皆様と⾒ていければと思います。
まずは営業の観点で「この1年、営業活動における課題って何だったのか」というところを聞いてます。このグレーの枠組みは、我々の⽅でフリーアンサー
を読んでまとめたカテゴライズになります。なので「あれ？ここのカテゴリじゃないんじゃないの」みたいなことがあるかもしれないですけども、ご了承
いただければと思います。

まずは顧客とのコミュニケーション上の課題ですね。「オンラインでは限界があるな」とか、もともと対⾯でやっていた⽅がこういった意⾒が多かったの
かなと。結構「オンラインに対応することに対してすごくハードルが⾼く感じすぎてしまってる」みたいな意⾒も、全体的な課題としても出てきてます。
右側の社内コミュニケーション、これはけっこう皆様も同様の課題があるんじゃないかなと思っています。弊社も今ほぼ100%、リモートになっていますが、
この「社員間のコミュニケーションとか、情報共有どうしようか」みたいなことは、けっこう課題に思われてる⽅も多いのかなと。また、そういった環境
下でやっぱり課題となるのは、教育ってところですかね。今までは「⽬の前に同じチームのメンバーがいて、ちょっと気づいたところを声掛ける」みたい
なことができましたけど、なかなか今はそういった環境にはないので、どうやってスキルを教育していくのかっていうこともそうですし、⾒えないので、
それをどう管理していくのかみたいな、マネジメントの課題みたいなこともあるのかなと思います。
⼀⽅で、マーケティングの課題がセールスの意⾒から出てくるとですね、「質が低い」という⾔い⽅はちょっとあれですけど、「なかなかすぐに商談化し
ない」みたいなお悩みを持っているというのもけっこうお聞きすることが多い課題です。

2020年度営業の振り返り

POINT

l 営業活動における課題としては「オンラインへの
対応」「社内コミュニケーションと育成」「商談
化の難化」が挙げられている



次いで、マーケティングの側⾯からの課題というところですね。「今までWebをあまりやってこなかった」、例えば、先ほどの「リアルの展⽰会で」みた
いなことも下の⽅にもありますけれども、「Webではどう集めたらいいのか」みたいなことを課題として思われている⽅もいらっしゃるということですね。
左の真ん中ですね。「電話が繋がりにくくなることぐらいです」みたいな、こういった⽅はおそらくWebにすぐ対応できてた⽅なのかなと思います。先ほ
どもありましたけども、リードの獲得件数が増えているので、それ⾃体はすごくいいことなんですけど、その後にどうやって⽣かしていくかみたいな「成
約率なかなか伸ばせない」という悩みだったりとか。⼀⽅で管理者側の意⾒としては、「どう質の⾼いものをその中から振り分けていったらいいのかみた
いなことがけっこう困難だね」みたいな意⾒も出てきています。
全体的な課題に関しては、「オンラインとリアルの商談の違い」みたいなところが、単純に置き換えるわけにはいかないよね、だったりとか、1番下の「オ
ンライン商談を避ける営業が⾒られています」みたいな、こういった少し⽑嫌いしてしまう傾向も出てきているというような結果になりました。

2020年度マーケの振り返り

POINT

l マーケティング活動の課題としては「Webでの集
客への対応」、リードが増えた反⾯、「成約率の
鈍化」「リードの質の振り分け」といった点が挙
げられている



「今後起こりそうな課題」というところでお伝えしていくと、「インサイドセールス、フィールドセールスとの案件の受け渡し」だったりだとか、今⽇の
テーマにもなってますけども、「実⼒差が結構ついてきちゃっているよね」みたいなこととか。またオンラインのメリットにもなりうるんですけども、
「どうやって遠隔地の⽅と営業をかけていったらいいのか」、「オンライン前提でどうやっていったらいいのか」みたいなことが課題になっていくんじゃ
ないかみたいな意⾒が出てきてます。
流動的な⼈員配置、これテレワークによるものだったりとか、先ほども出てきてましたけども、社内コミュニケーション。右側のマーケティングの課題で
いくと、今⽇はご参加いただいて⾮常にありがたく思いますけども、⾮常に多くのWebセミナーが⾛ってますので、セミナー疲れだったりとか、こういっ
た悩みっていうのが今後もしくは今発⽣しているということが、現状ご覧いただけるというような内容になります。

営業・マーケ活動の展望

POINT

l 今後起こりうる課題として「インサイド・フィー
ルドでの案件の受け渡し」「スキルの差」「オン
ラインへの対応」などが挙げられている



最後にまとめのページです。先ほどの定量観点だとか、定性観点ということでまとめさせていただいてますけども、リードの数、質ともにどうなっていく
のかというところをご覧いただきましたが、リードの数⾃体は復調傾向、ただ、リードの質⾃体はちょっと下がってるというような状況ですね。その後の
営業以降もなかなか成果が出にくいというのが今の状況なのかなあと思います。
定性観点で⾒ていくと、リードの管理だったりとか、営業格差、実⼒差みたいなことをどう埋めていったらいいのかみたいなことが皆様課題に思われてい
るといったことが⾒て取れました。⼤きく成果としては、やっぱりこの状況下は「おそらく今後も続いていくだろう」と思われる⽅も多いと思うんですけ
ども、「どうやって組織で⾼めて成果を出していくのかみたいなことを模索されている」っていうのが、課題感としてはご覧いただけたというような形に
なります。

今⽇のテーマでもあります「営業⼒、組織の強化」ということについては、以降のコンテンツで皆様と⼀緒に考えていければと思います。よろしくお願い
します。以上になります。

まとめ

POINT

l リードの数は復調する⼀⽅、質はやや低下し、そ
の後の営業で成果が出にくい状況

l リードの管理や営業格差といった課題が⾒えてい
る
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営業スタイルの変化で益々差が出る

営業⼒格差の是正

テーマ１

SPEAKER



先ほど新井さんからお話ありましたように、やはりこの「営業⼒の強化」が、皆様がこれから向き合っていかれる、向き合っていきたい、もしくはいかな
ければならないテーマだと思います。これに対して、私どもの⽅でテーマは2つあるのかなと考えました。

1つ⽬が営業スタイルがどんどん変わってきて、⼀説には「コロナで10年早まった」みたいなところも⾔われているようですけれども、この営業スタイルの
変化で、ますます差が出る営業⼒格差。これをどのようにしていくのかというテーマ。
そして2つ⽬は、「これからの営業組織の形」でございます。「不確実性の⾼い時代」みたいな感じのことを、ネットやニュースで私も⾒聞きすることがあ
るのですけれども、そういったような時代、これからどういうふうな形を作っていけばいいのか。具体的にはインサイドセールスとフィールドセールスの
分業ですとか連携、そういったようなところについて、少し考えていきたいなと思っております。

これからの営業⼒強化のテーマ

POINT

l 今後の営業⼒強化に向けてのテーマは「営業⼒格
差の是正」「営業組織の形」



さてここで、またしても皆様にご投票をお願いしたいなと思います。先ほどの新井さんの話で、オンライン商談のお話というのが、皆様からのアンケート
結果に様々出てまいりました。そこでですね、今、皆様のオンライン商談の割合ですね。これがどのくらいか、感覚値で構いませんので、押してみていた
だけますでしょうか。どのような結果になるのでしょうか。
＜当⽇は投票が⾏われました＞
すぐに皆様にも共有させていただきますけども、私にとっては少し意外な結果が出ております。それでは、だいたい出揃ったようですので、ここで締め切
らせていただきまして、皆様に結果を共有させていただきます。

なんとですね、結果といたしましては、「ほとんどリアル商談」というような回答が最も多いというような形になりました。36%の⽅が「ほとんどリアル
商談である」という形ですね。
ということは、3割の⽅がリアル商談で、オンライン商談やってらっしゃる⽅が7割弱というふうな形になるかと思います。そして、「オンライン商談を
やってらっしゃるよ」というような⽅の中では、70%程度がオンライン商談ということなので、半分以上オンライン商談でやっているよという⽅が多いと
いうような結果になりました。ありがとうございます。⾮常に勉強になりました。

実際、オンライン商談の割合は？

POINT

l 会場アンケートでは、「ほとんどリアル商談」と
いう回答が36%と最も多い結果に



それでは続きまして、オンライン商談をあまりやっていない、リアル商談がほとんどであるというふうなお答えをいただいた⽅が多いので、お答えしにく
ければ、そのままにしていただければと思うんですけれども、再び投票で、「これからの営業スタイル」みたいなところを考えていくときに、今後オンラ
イン商談はどうなると思われますか、というふうなアンケートが皆様の画⾯に出たかと思いますので、こちらもまた20秒ほど時間を取りますので、押して
みていただけますでしょうか。すぐに皆様にも共有させていただきます。

では、皆様に結果を共有させていただきます。「今後オンライン商談は増えるだろう」というふうに感じていらっしゃる⽅が最も多い、という結果になり
ました。おそらく⾃分⾃⾝はリアル商談をやっているとお答えいただいた⽅も、今後オンライン商談がどうなっていくかというようなところでいくと「増
えるのではないだろうか」と回答いただいたのかなあというふうに想像しております。

今後のオンライン商談はどうなる？

POINT

l 会場アンケートでは、「今後オンライン商談は増
えるだろう」という回答が最も多い結果に



オンライン商談がこれから世の中全体としては増えていくだろうと。そして先ほど新井さんからも、「そうなるとそのツールが使いこなせる⼈、使いこな
せない⼈で、ますます営業パーソンの格差が広がっていく」というふうなことがお話がありました。ですので、ここからはこの営業⼒格差をどのようにし
て「是正」、なだらかにしていくのか、全体の営業⼒強化を図っていくのかというようなところを、営業サプリの垣内からお話させてます。

まず、ここのポイントはこの2点かなというふうに私は考えております。
「2割ではなく8割にフォーカス」。その名の通りなんですけれども、やはりどちらの会社様にも「スーパー営業パーソン」のような⽅っていらっしゃるの
かなと思います。なので、その2割の⽅が働きやすいように、成果を出していただきやすいようにするということはもちろんながら、やはりそうでない8割
の⽅々を底上げしていく。こういったようなことが⾮常に⼤事になってくるのかなというふうに考えております。
そしてもう1つは、「現状を可視化して打ち⼿を打つ」。最初の投票にありましたように、営業⼒強化といっても、営業⼒というようなところで皆様考えら
れることは様々でございますので、⾃社は営業⼒を強化していくためにどの部分が今は⼿薄なのか、強みなのか。そういったようなところを可視化して打
ち⼿を打っていくというようなことは、⾮常に⼤事かなというふうに考えております。先ほどご覧になっていただいた能⼒構造モデルですと、成果に1番近

いのは⾏動というところなので、「何でもいいからさあ動け。アポに⾏け」ではなくて、まずは売れる⾏動を定義して、評価していく、そういったような
ことが⾮常に⼤事になってくるのかなと思っております。

営業⼒格差是正のポイントは？

POINT

l 営業⼒格差を是正するポイントは「2割ではなく8

割にフォーカス」「現状を可視化して打ち⼿を打
つ」



私どもは、売れる⾏動を強化するには5ステップあるのかなと考えております。まずステップ1「売れる⾏動の⾒える化」。ステップ2「⾏動をちゃんと教え

る」、ステップ3「⾏動を実践させる」、ステップ4「⾏動を定着させる」、そして「やり切らせる」でございます。この「⾒えた、わかった、できた、や
りきった」、この⼀連の流れを営業パーソンの⽅々に体感いただくことで、成果が出て、営業⼒強化に繋がっていくと考えております。
さっとにはなりますが、ステップごとに少しだけ⾒ていきたいと思います。

売れる⾏動を強化する5ステップ

POINT

l 営業⼒強化には5つのステップがある



まずステップ1「売れる⾏動の⾒える化」なんですけれども、売れる⼈はどう⾏動しているのか、そのポイント・秘訣は必ずあるはずなんですね。これを抽
出して、なるべく組織全体に広められるようにする。これが⾮常に⼤事だと思っております。ここで書かせていただいておりますのは、⼀般的な営業プロ
セスなんですけれども、売れる営業の⽅って「再訪問のときに何か実は秘訣がある」ですとか「クロージングに秘訣がある」ですとか、そういったような
ものがあるかと思いますので、各社様ごとのこれを作っていただけるのが1番よろしいかと思います。

少し宣伝になってしまいますが、私ども営業サプリでは、様々な企業のハイパフォーマーの⽅にインタビューして、売れる⾏動を⾒える化・体系化させて
いただいております。もちろん、こういった私どものようなものを雛形として使っていただいてもいいですし、各社様で作っていただいてもいいと思いま
す。売れる⾏動を⾒える化するというのが⾮常に重要なポイントです。

ステップ1 売れる⾏動の⾒える化

POINT

l ステップ1「売れる⾏動の⾒える化」は、売れる
⼈の⾏動のポイント・秘訣をプロセスごとに可視
化



続きまして、ステップ2ですね。その⾒えた⾏動、売れる⾏動というのをきちんと教えるための教育を⽤意する。先ほどステップ1で申し上げたコンテンツ

とコーチングこれはOJTなんていう⾔葉もあるかと思いますけども、それを教えると。そのときに365⽇24時間つきっきりで教えるわけにはいきませんので、
何か営業パーソン本⼈に⾃分で学んでもらえるような、復習してもらえるような仕組み・ラーニングシステムが必要になってくるかなと思います。

ステップ2 ⾏動をちゃんと教える

POINT

l ステップ2「⾏動をちゃんと教える」そのための
教育システムを作る



そしてステップ3ですね。⾏動を実践させる、教えた⾏動を実際の営業活動の中で実践をさせる。これはOJTと、もう1つ⼤事なのは上司、つまり教える側の
OJT能⼒を強化するプログラム。これは⾮常に⼤事かなと思っております。こちらに参考までに書かせていただいておりますが、この経験学習サイクルとい
うものですね。⼈は経験し、省察し、概念化して、実践することで、どんどん学習が進んでいくということなんですね。そうなったときに、OJTのトレー
ナーの上司側は、それぞれのフェーズで進捗確認、相談ですとか、教訓を引き出すとか、それぞれやることがございますので、こういったところを上司の
⽅に意識いただく。これが⼤事かなと。

ステップ3 ⾏動を実践させる

POINT

l ステップ3「⾏動を実践させる」OJTはもちろん、
OJTをする側の上司のOJT能⼒を強化することも重
要。



そして、⾏動を定着させる。適切なフィードバックでどんどん定着させてやると。これは他社様の例なんですけれども、レポートコンテストですとか、
ロールプレイのコンテスト、そういったものをなさってらっしゃる会社様が多くいらっしゃるかなと思います。
そして、やり切らせる。「わかっちゃいるけどやらない」、それではやはり意味がございませんので、「やり切らせるマネジメント」というようなところ
が必要になってくるかと思います。そういった意味でのマネジメント側、上司、マネージャーの⽅に意識していただきたいことをここには書かせていただ
いております。こういったようなことをできるマネージャーになっていっていただく、育っていただく。そういったようなことが必要かなと思います。

さて、ここまでざっとお話をさせていただいたんですけれども、今の5ステップのうち、御社で「課題だな」と感じられるのは、どのステップになりますで
しょうか。今また、投票ボタンをオンさせていただきましたので、「うちではここに課題を感じているな」というようなところを、ぜひご投票をお願いで
きますでしょうか。

＜当⽇は投票をしていただきました＞
ありがとうございます。そろそろ出揃ったようなので、皆様に結果を共有させていただきます。「売れる⾏動の⾒える化」ということでございますね。や
はり、そもそも⾃社の商品商材でどのように⾏動をすれば「売れる」に近づけるのか、効率よく売れていくのか、そういったようなところがなかなか課題
だなというふうに感じていらっしゃる⽅が、本⽇は⾮常に多くいらっしゃるというような結果が出ました。

ステップ4・5 ⾏動を定着させる、やりきらせる

POINT

l ステップ4「⾏動を定着させる」適切なフィード
バックで定着させる

l ステップ5「やりきらせる」マネジメントでやり
きらせる

l 会場アンケートではステップ1「売れる⾏動の⾒
⾒える化」に課題を感じられる⽅が多い結果に



そのようなステップを経て、各社様、営業⼒強化をなさると思うんですけれども、ここでまた少し宣伝になってしまうんですけれども、私ども営業サプリ
では今申し上げた各ステップに対応した様々なコースをご⽤意してます。売れる⾏動の⾒える化というところで「勝ちパターンを作るコース」ですとか、
「⾏動を教える」ということですと「営業基礎コース」ですとか、「営業⼒強化は⾏動⼒強化である」という信念に基づいて、ご⽤意しております。
先ほど「営業⼒強化は様々な要素がある」というようなお話をさせていただきましたけれども、サプリで提供させていただけることといたしましては、
「教育」「マネジメント」「型化」、このあたりでお⼿伝いさせていただくことができるかなと考えております。
改めまして私ども、営業⼒強化プログラム「営業サプリ」を提供させていただいておりまして、法⼈営業に必要なスキルを全て網羅したコンテンツを持っ
ておりまして、それを実践させて「出来た」にするラーニングシステムをご⽤意しております。そして、何よりの特徴が3番の「オンラインコーチング」で
ございます。営業のプロ、外部の私どもの「サプリコーチ」、⾚ペン先⽣とお考えいただければと思うんですけれども、「外部の⾚ペン先⽣」と御社内部
の職場の先輩にも関わっていただいて、確実にその営業パーソンの⽅を伸ばしていく。そういったようなコーチングをさせていただいております。

それでは、改めてになりますが、営業⼒強化の是正をしていくときに、私どもがポイントだと考えておりますのは「2割でなく8割にフォーカス」、そして
「現状を可視化して打ち⼿を打っていく」と。このようなポイントかな、というふうに考えております。
それでは、ここからはテーマ2といたしまして、「これからの営業組織の形」というようなことで、吉川さんにお話をお願いいたします。

売れる⾏動を強化する5ステップ

POINT

l 営業サプリでは営業⼒強化のステップに対応する
様々なコースをご⽤意
くわしくはこちらから資料をご覧ください。
https://www.sapuri.co.jp/contact/docudl
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インサイドセールス⽀援事業部
セールス＆マーケティンググループ
吉川 雄司

SPEAKER

これからの営業組織の形
テーマ２



私の⽅は「これからの営業組織の形」ということで、もうずばり、ここにおいては「インサイドセールスとフィールドセールスの分業、連携をちゃんとし
ましょう」という点でお話させていただきたいなというふうに思っております。
ちなみに先ほど、サプリさんの⽅でも、「ここを説明します」とありましたけども、このテーマに私の⽅は、「仕組み」と「組織」に触れた内容というふ
うに思って聞いていただきたいなと思っております。

私のお伝えしたいポイントとしては、もう、この2つです。「分業、連携が必要」ということは申し上げてますけども、結局ここは「今の状況に合った分業、
連携とは何か」、そこら辺を理解しながらどうやっていくかっていうことが⼤事かなと思っておりますし、2点⽬は、「分業をとにかくすればいい」という
わけではなくて、「分業したらどう管理していきますか」と「組織としてどうフォローしていきますか」、ここら辺なんかも2つ⽬のポイントとして触れさ
せていただきたいなというふうに思っております。

これからの営業組織の形

POINT

l これからの営業組織の形のポイントは「今の状況
に合わせた分業&連携」「営業組織としての活動
設計・⾏動管理」



ではまず1点⽬。「今の状況に合った分業、連携」ということなんですけども、まずは「今の状況をどう捉えているか」、これはリサーチ結果でもありまし
たのでさらっていきたいと思うんですけども、まず1点⽬、「リモートワークが定着して対⾯営業が難しくなった」。これは課題でもやっぱり挙がってまし
た。結果的には、「やらなきゃいけないことが増えた」っていう認識が正しいかなと思っております。なかなかオンライン⾯談ツールを使いこなしたりと
かですね、今まではとにかく「⾏きまーす」って⾔ってたらよかったのに、事前にメールと電話を使ってちゃんと根回しというか、事前説明をしておかな
ければいけなくなったとか、本当にやることが増えたのは事実かなと思っております。
で、こっちのもう1点の⽅が⼤事かなと思うんですけども、リサーチにもあった通り、とにかく本当にリード獲得の⼿法としては、もうWeb施策が主流に
なって、「リードの数は取れているんですけども、質が下がってきた」。結果的に、数多い中から今商談になるものをピックアップしなければいけません
ので、やっぱり広範囲のプロセスを営業パーソン1⼈でやらなきゃいけなくなった、というのが⾮常に⼤きな課題かなというふうに思っております。ですの

で、結果的に営業に求められる対応範囲が広がっておりますので、先ほどサプリさんのお話にありました、「8割の営業のベースアップ教育」っていうのは
絶対に必要な時代にはなってきていますけども、それに加えて、「分業、連携の仕組み化が必要」ということで整理させていただいています。

営業・マーケを取り巻く今の状況

POINT

l リモートワークが定着し、対⾯営業が難しくなっ
た

l リードの数は取れているが、質が下がってきた
l 上記のような背景から、営業に求められる対応範
囲が広がっており、分業・連携が求められる



では、「何を分業するか」ってここが⼤事かなと思いますので次のスライドなんですけども、⼀般的には「インサイドセールスとフィールドセールスの分
業」と⾔っていますけど、ここの定義でいうと「内勤営業と外勤営業」、これは正しいかなと思っています。
ただ、もう今のご時世ですね、⾮対⾯⼿法が当たり前になってきているので、今までフィールドセールスでやってたことをオンラインセールスでやらなけ
ればいけないっていうのが当たり前になってきてるので、あまりこれを分けて組織化しましょうって⾔っても意味をなさないかなというふうに思ってます。
ですので、やはり分業する上でちゃんと定義したいのは、「プロセスで分ける定義」、ここが⾮常に⼤事かなと思っています。
今⽇はその中でも⼀般的というか、我々の考える、「こうあるべき」というところは、「インサイドセールスは、中⻑期の関係性作りとナーチャリングを
担当しましょう」と。で、今まで「フィールドセールス」と⾔っていた営業の⽅には、「商談促進とクロージング、そこに専念していただきましょう」と。
この分け⽅が割と⼀般的というか、このやり⽅を磨いていく時代に⼊ってるのかな、というふうに思っております。

どう分業するか？

POINT

l ⾮対⾯営業が当たり前になりつつあるなか、⼿法
の違いでの分業は意味がなくなってきている

l プロセスでわける分業が必要



図にするとこのようなイメージです。「マーケと営業の分業」みたいなものは、もうかなり進んでいますけど、まだまだこの「インサイドセールスと営
業・フィールドセールスの分業」、ここに悩まれてるお客さんもまだ多いのかなと思っております。
進んでいる企業様の多くは、さらにこのインサイドセールスを、「BDR」と「SDR」って呼び⽅で役割を分けてらっしゃるところが、最近はかなり増えてき
てます。⽇本国内でいうと、セールスフォースさんなんかはもう早くからこの呼び⽅で組織を作っていますけども。なのでセミナーで聞かれた⽅が多いか
と思います。

分業連携イメージ

POINT

l 分業のイメージは左図の通り
l 最近はBDR、SDRという役割を取り⼊れる企業が
増えてきている



⼤事なところは、BDRとSDRの中でも役割をどう分けるのか、あとはインサイドセールスと営業、ここの橋渡しをどうやるのかです。
まず、SDRは基本的にはインバウンド主体で、マーケティングの獲得リードに対してフォローしていく。なので、ここでは興味関⼼をちゃんと把握する、
これがメインになるかなと思います。継続コミュニケーションしながら、ちゃんと興味関⼼を把握して、ニーズを把握するという役割になるかと思います。
なので、特にこのSDRとしての役⽬を遂⾏する上においては、この2つ「ヒアリング能⼒」と「共感とか関係構築能⼒」、ここら辺が必要なスキルになるの
かなと思っております。

いわゆるABM戦略、「このお客さんであれば絶対勝てる。だからここを取りに⾏くべき」っていうターゲット像をギューッといろんな条件で絞って、そこ
に対して「ちゃんとキーマンをコンタクト取れている状態にするぞ」というふうに重点ポイントを置かれている企業さんは、BDRを置くケースが多いです。
なので、マーケティング主体で上がってくるリードに対してのフォローっていうよりも、逆に「こちらから取りに⾏く」という、昔ながらの⼿法で⾔うと、
テレマーケティングにちょっと近い。ちょっと違うのは、1000のリストではなくて、ここの数社のキーマンを探しに⾏くみたいなところなので、かなり難
易度が⾼い役割になりますね。
ここはターゲット企業の情報を、いかにWebとか、知り合いとか、お客さんのお客さんから察知するとか、そういった「リサーチ能⼒」が必要ですし、そ
れを限られたコミュニケーション⼿段、最近はSNSでメッセージで打診するとかっていうのが多いんですけど、短い⽂で打診しなければいけないので、「要
約⼒とか打診⼒」。ここら辺なんかが必要というのが、このBDRという役割かなというふうに思ってます。

BDR・SDRの役割と必要スキル

POINT

l SDRはインバウンド主体で継続コミュニケーショ
ンを取るため、ヒアリング・共感・関係構築能
⼒が求められる

l BDRは絞ったターゲット企業のキーマンにコンタ
クを取るため、リサーチ能⼒や要約・打診⼒が求
められる



これがインサイドセールスの中での分業というか、役割の違いのところなんですけども、次はインサイドセールスからフィールドセールス、営業前の連携
の部分のポイントになります。ここは「パスアップ」と我々は呼んでいるんですけども、「どの状態だったら営業パーソンに渡して担当してもらうか」。
この点におけるポイントになります。
いろいろ基準があるとは思うんですけども、弊社からのおすすめは、ここに書き出したBANT条件。昔から⾔われている、このBANT、これを「どこが埋まっ
たら渡しますよ」と、これをちゃんとインサイドセールスとフィールドセールスで握ることと考えています。
これはどのパターンが正解かは、これは本当に営業戦略とか条件によりますので、「どれが正解」ってことはないです。合わせて、下に⾏けば⾏くほど、
BANT条件が埋まれば埋まるほど、パスアップされた後の商談化率が⾼いのは当然ですよね。ですので、ここら辺なんかもちゃんと⼀緒に、眺めながらちゃ
んと基準を作る。これが⾮常に⼤事なのかなと思いましたので、挙げさせていただきました。

営業の引き渡し基準

POINT

l BANT条件を基準に営業に引き渡すかを決めるの
がおすすめ



次におきましては「営業組織としての活動設計と⾏動管理を⾏う」ということなんですけども、要は「役割を分けたからよろしく」ではなくて、その後、
ちゃんと組織で管理していきましょうっていうことを挙げさせていただきます。
まず1つは、やっぱり管理指標ですね。「モニタリングで何を⾒ていくか」、これが⾮常に⼤事です。今までは⼀気通貫型の、従来型でいうと営業パーソン
が⾒る指標がいっぱいあります。なので、商談数と商談額、これは絶対どこの企業さんも⾒ていると思いますけど、うまくいってればこれだけ⾒ればいい
ですねってなっちゃうんですけど、組織としてはやっぱり「活動数」とか「有効活動数」、有効活動と我々が呼んでるのは、「ちゃんと聞けた」とか「話
せた」とかですね。「お客さんからレスがあった」とか、そういった呼び⽅をしているんですけど、ここがなかなかおざなりになってしまう。そういった
ところが、組織的に、中⻑期で⾒るとやっぱり良くないということになります。
ですので、今回は分業のおすすめをしていますけども、分業の組織になぞらえますと、「フィールドセールスは商談数・商談額をちゃんと⾒ましょう」と。
「インサイドセールスにおいては、活動数とか有効活動数、そして⼤事になるパスアップ数、これはちゃんと⾒ましょう」というふうにちゃんと置く、こ
れが⼤事かなと思ってます。BDRにおいては、例えば「ターゲットのリードを何件獲得できたか」とか。あと、SDRにおいてはステータスですね、お客さん
の状態。これが上がった数とか上がった率、ここら辺なんかがやっぱり、それぞれの分業してしまいますと、それぞれで⾒えなくなってしまいますので、
⼤事なのは「これを俯瞰して、この1枚の上でちゃんと管理していく」、こういうのが⼤事かなというふうに思っております。

管理指標、何を⾒ていくか

POINT

l 有効活動数をみていくことが⼤事
l 分業した各部⾨ごとに管理指標を置きつつ、これ
らを俯瞰して横断的んい⾒ていくことが⼤事



最後は具体的に、どういうふうに⾏動計画を組織的に考えていくのかですが、これは1つ事例を話しながらご説明したいなと思っております。この事例⾃体
はネクスウェイの⼀事業部⾨の事例になりますが、この事業部⾨の特性としては、基幹システムの⼊れ替えが商談機会。なので「なかなかタイミングが難
しい」っていう点と、あとは商談⾃体が業務知識とかシステム知識、これが必要だったりとか、なかなか関係パートナーとの調整が求められる提案が必要
だったりとかで、「⾮常に難易度が⾼くて、経験豊富なベテラン営業パーソンしかできない」っていうふうに⾔われている事業群です。ここを、「インサ
イドセールスをちゃんと⼊れて分業し、組織化していきましょう」という事例になります。

⾏動計画の実践例

POINT

l ネクスウェイ社にて、インサイドセールスを⼊れ
て分業化を⾏った部⾨の事例



ここで⾏ったことは、3つ挙げさせていただいています。ですので、最後のここにおいては、「この3つのポイントが⼤事」ということで聞いていただきた
いなと思いますが、まず、ヒアリング設計ですね。これは先ほどのサプリさんのステップ1と⼀緒で、「まず、営業パーソンが何を聞いているか」ってこと
を可視化する、そういうステップです。そうすると結構いろいろ出てくるんですけど、やっぱり⼤事な「売れる営業パーソンが聞いていること」、これっ
てやっぱり数出てくるんですよね。ですので、それを聞けたらやっぱりいいですよねっていう形でヒアリングをスコア化する。こういったことをやったの
がこの1番です。

実践例：実施したこと①ヒアリング設計

POINT

l 売れる営業パーソンが聞いていることを可視化し、
スコアリング



じゃあ、単純に直接聞けばいいっていう話ではないので、次にやったこととしては「ちゃんと関係性を構築して聞いていく、っていうこと⾃体をちゃんと
設計する」ということになります。この事例の場合ですね、うちの⽅でもよく提案する内容なんですけども、調査データみたいなものを⼩冊⼦にしてまず
送りましょうと。その⼈の調査データへの興味関⼼をまず聞いて、「あんまり興味なかったな。じゃあ、他に興味あることなんですか」っていうふうに聞
いていくっていうのがステップ1ですね。ステップ2としては、その興味を聞けたら今度はマーケと連携してコンテンツを作る。そのコンテンツをまたお届
けして、もう1回聞く、みたいなことをやっていくと、先ほど1番で設計した重要指標はだんだん聞けるようになっていくという形になってきます。ですの
で、「このサイクルをちゃんと設計して、あとはやるだけにしていく」というのが2番のポイントになります。

実践例：実施したこと②関係性構築中⼼の活動設計

POINT

l 関係性を構築するためのヒアリングのサイクルを
設計



3番は、これをスケジュール軸にちゃんと落としましょうっていうことになります。ここにおいてはですね、もうインサイドセールスだけではなくて、
フィールドセールス、あとマーケも含めて、ちゃんと1枚の絵で、例えば、年度末がやっぱり良い商談機会だという商材であれば、そこに商談を⽣み出すの
を逆算すると、どのくらい関係性構築をしなければいけない、情報提供しなければいけない。「そういった逆算の発想で、ちゃんと年間の計画を⽴てま
しょう」ということです。こういったことをやれたことで、この事例においてはやはり効果が出てですね、「今までベテラン4⼈分の商談創出を1⼈のイン

サイドセールスで⾏えた」っていうのが、この事例の成果となっております。この事業部⾃体は、これで過去最⾼の売上を上げるっていうことにうまく繋
がりましたが、ここまで綺麗にいかなくても、今のポイントをやると必ず成果が出るものかなというふうに我々は考えております。

かなり駆け⾜になりましたが、私のお伝えしたいポイントは以上になりまして、仕組みと組織に関して今触れましたが、弊社セールスラボのサービス⾃体
はBPOでありますので、お客様のインサイドセールス組織を作らせていただきます。ですので、ポイントで⾔うと「型化」とか「マネジメント」、ここら
辺なんかもカバーしたお⼿伝いができるかなと思っておりますので、ご興味ある⽅はお声がけをぜひいただければと思います。

実践例：実施したこと③商談機会を⾒据えた年間計画

POINT

l ②で設計したサイクルを年間スケジュールに落と
し込む

l 商談に繋がりやすい時期から逆算して関係性を構
築できるよう情報提供を⾏う
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垣内 それでは、ここからは残り少しなんですけれども、実は事前にいただいたご質問がございますので、こちらの⽅に回答させていただきたいと思いま
す。営業パーソンの美学があって、インサイドセールスを営業推進の⽅としては⼊れたいけれども、なかなか営業を納得させられない。いかがでしょうか。

吉川 そうですね。これはちょうど、直前にご紹介した事例のケースでいうと、まさにベテラン4⼈が「いやいや、インサイドセールス無理だろ」みたいな
ところからなんですけども。ポイントとしてはやっぱり、スモールスタートというか、「まずインサイドセールス1⼈でやってみましょう」って⼊ったのと、

あとは最初のサプリさんでいうステップ1のところですよね。「あそこを営業パーソンと⼀緒にやった」っていうのは1つポイントかもしれないですね。

新井 僕とか8年前ぐらいはこれだったと思うんですけど（笑）。「数値で⾒せていく」ことで納得度はすごく増すんじゃないかなと思ってて。例えば今
のご時世というか、さっきのリサーチ結果だと「リード増えてるので全部処理するの難しいじゃないですか」とか、うちもインサイドの組織を増やしてる
んですけど、営業が全部それ対応することはもう無理なんで、「じゃあ、どこにフォーカスをしたいのか」みたいなことを営業と話しながら役割分担をか
けたっていうような形ですね。

なので、データとかその辺も⾒せつつ、説得というよりは「⼀緒に議論していく」みたいな感じでやって、上⼿く組織化てきたんじゃないかなというふう
には思ってます。弊社の場合は。

Q.インサイドセールスに納得しない営業への対応は？

POINT

l スモールスタートで始めること、売れる⾏動の⾒
えるかを⼀緒に⾏う

l 数値で⾒せて⼀緒に議論をしていくことが⼤事



垣内 「雑談中に聞きたいことをうまくヒアリングするポイントを教えてほしい」ってことなのですが、新井さん、何かポイントとかありますかね。

新井 じゃあ1つだけ。オンラインになってから、「事前にアンケートにご協⼒ください」みたいなのを送るようにしてるんですけど、回答が8割ぐらい来
るんですよ。新規営業とかでも。なので、「オンライン営業の場を濃くするために事前にくださいね」みたいなことを⾔えば、けっこうご回答いただけ
るっていうのがわかってきたので、それをやることでヒアリングするポイントも向こうにも伝わりますし、そういうので質を上げるみたいなことができて
いるっていうのが、成功例かなあというふうに思います。

垣内 ありがとうございます。それはぜひ、サプリでも早速取り⼊れさせていただきたいと思います。それでは、最後のご質問のところが少し駆け⾜に
なったんですけれども、お時間になりましたので、本⽇のセミナーは以上で終了とさせていただきたいと思います。
皆様、本⽇はお忙しいところお時間いただきまして、⼤変ありがとうございました。

Q.雑談中にヒアリングをするポイントは？

POINT

l オンライン商談では、「事前アンケート」が有効
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