
売れるリーダーの教科書

オンライン&マンツーマンの営業スキルアップ研修「営業サプリ」

セオリーを全5章から徹底解説
「売れるリーダーの教科書」は営業サプリ

1

保存版

成果を出し続けられるリーダーになるための

「リーダーとは」

強い営業チームづくりコースの元となったテキストです。

営業サプリ
Powered by 株式会社サプリ

 第 1 章



売れるリーダーの教科書

目次

1.  強い営業チームを率いる
                  チームリーダーとしての 4つの役割とは？

02

「リーダーとは」 第 1章

2.  営業リーダーと営業マネージャーの
                               役割・仕事の決定的な違いとは？

04

3.  リーダーシップ力とは？
             3 つの具体例から導き出す効果的な発揮の方法

06

4.  チームを動かす優秀な営業リーダーが
                           実践する 3つのコミュニケーション

08

5.  営業リーダーのコーチングスキルとは？
                              チームや人を動かす基本スタンス

10

6.  部下に信頼される！
            営業リーダーが貫くべきマネジメントの心構え

12

7.  【営業管理職必見】どう立ち向かう？
                                       上司と部下の板挟みの悩み

14

8. 成果を出すプレイングマネージャーとは？
                                       役割と陥りがちなジレンマ

16

9. 管理職が抑えるべき、年上部下の本音と
                                 モチベーションを上げる接し方

18

01
Copyright (c) Sapuri Co.,Ltd. All rights reserved.



多くの営業リーダーは、チームマネジメントを行いながら、自らも担当顧客を持ち、個人の営業目標
も担っている、いわゆる、プレイング・マネージャー（監督兼選手）の方が多いと思う。
その場合、チーム業績が思わしくないと、自分が稼いでその穴埋めをしようとする意識がどうしても
働いてしまう。

もちろん、そのこと自体はチームの業績責任を負う立場として当然だと思う。
その反面、自分のチームメンバーである各営業パーソンの育成に手が回らなくなってしまい、いつま
でたっても自分が帳尻を合わせないといけないという悪循環が起こってしまう。そんなジレンマを感
じている営業リーダーは多いのではないだろうか。

ベテランの営業パーソンに恵まれたり、ライバル会社が劣勢の地域ならば、その状態でも好業績を挙
げることができるだろう。
でも内外の環境は目まぐるしく変わる。そんな状況は長くは続かないのだ。だからこそ、優秀な営業
リーダーは、限られた時間の中でチームとして成果を出せる仕組みを作り上げていく必要がある。

この連載では、環境の変化に対応しながら、持続的に成果を出せるチームのことを「強い営業チーム」
と定義し、そのようなチームづくりのためのヒントを紹介したいと思う。

イラスト/室木おすし

強い営業チームを率いる
チームリーダーとしての 4つの役割とは？
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 優秀な営業リーダーへのインタビューで分かった、
 チームリーダーの 4つの役割

私は、主に企業の営業部門を対象とした、コンサルティングや研修を行う仕事をしている。その仕事

柄、多くの営業リーダーにインタビューをする機会に恵まれてきた。その中で「ああ、この営業リー
ダーは優秀だな！」と感じることがある。
人事部門の方や営業組織の責任者にその感想を伝えると、「そう、あのリーダーは優秀です。低迷し
ている営業チームでも、リーダーとして着任すると、うまく立て直してくれます」と言う回答が返っ
てくる。

優秀な営業リーダー達にインタビューをすると、みんな同じようなことを意識してチームマネジメン
トをしていることが分かった。
それが、歯車の図で示す「営業リーダーに求められる 4つの役割」だ。

以下でそれぞれを詳しく解説していく。

1.「ありたい姿」の共有
理念、方針・戦略、目標といった、「目指す姿」を上位概念から具体的な目標レベルまで整合性もっ
て営業チームに伝える。

2.「勝ちパターン」の共有
目指す姿の実現に向けて、営業の「勝ちパターン」を営業チーム内で共有し、磨いていく。

3.「シクミ」と「シカケ」を創る
目指す姿や勝ちパターンの実践を「意識づけるシクミと動機付けるシカケ」を営業チームの中に創
り出す。

4. 自立自走を促す「働きかけ」
営業パーソンに期待する役割行動を意味付けて伝え、OJTを通して営業パーソンの「自律自走を促
す働きかけ」を絶えず行う。

これらの 4つの役割のポイント一言で言うと、各営業パーソンが稼げるプレイヤーになるための
“チーム運営”を心掛けているという事だ。
つまり、営業パーソンが自ら考え、結果を出すことができる環境を整え、支援指導をすることが、
営業リーダーに求められる役割だと言える。
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このコラムを読んでいる方の中には、営業マネージャーという肩書の人もいれば、営業チーフ、チー
ムリーダーという名称で呼ばれている人もいると思う。
本来、マネジメント職（管理職）と言われる人は、管轄する組織のマネジメントが求められる。一方、
リーダーと言われる人は何が求められるのか？
今回は、営業リーダーに求められる役割についてお伝えしよう。

営業リーダーと営業マネージャーの
役割・仕事の決定的な違いとは？

 “マネージャー”と“リーダー”は、選ばれ方と人の動かし方が違う

営業マネージャー（ここでは管理職の意味で使用する）に昇進した方に問いたい。
あなたは誰に選ばれたのか？
おそらく、ほとんどの方が会社もしくは上司と言うだろう。
その通りで、営業マネージャーは、会社から職務権限と共に与えられる役職だ。

では、正式な役職名ではなく“役割名”として言われるリーダーは、誰に選ばれるのか？
本来は、「この人がリーダーになって欲しい！」「この人とならば一緒に取り組みたい！」と、
その周囲にいる人が選ぶのだ。

マネージャーは、職務権限を使い、指示命令し評価することで人を動かすことができる。
一方、管理職ではないリーダーは、職務権限を使うことはできない。
でも、本当のリーダーは、その人ならではの考えや情熱で人を動かすことができる。
これを“リーダーシップ”と言う。
言い換えると、職務権限に頼らない“対人影響力”だ。

イラスト/室木おすし
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 真のリーダーは、自分を主語にしてメッセージを伝える

例えば、あなたのチームに前年実績を大きく上回る営業目標が設定されたとしよう。
あなたは、この目標を達成するのは大変なことだと感じている。
そんな時、あなたは、自分の上司やメンバーに対してどのように向き合うか？

「会社が決めた目標だからさ、大変だと思うけど、やるしかないな。頑張ろうー」
このようにメンバーに言ったとしたら、これは最悪な伝え方だ。
「会社が決めたことだから、自分はどうすることもできないが、やるべき目標は伝えたよ」と言って
いるのと同じだ。こんなリーダーには、誰もついてこない。
そんな人に限って、自分の上司に対して、このような営業目標が設定された背景や目的、自分達に
期待されていることを確認していないことが多いのだ。

真の営業リーダーは、目標設定の意図を上司に確認し、自分なりの目標達成のシナリオを考え、すり
合わせている。
そして、メンバーに対しては、以下の 3つのメッセージを伝えている。
「確かに高い目標だけど、私は、この目標をみんなと一緒に達成したい！」
「このチームで、この目標を達成するには、こんな意義、意味がある！」
「私は、こんな目標達成シナリオを持っている。あとはみんなの知恵、力を貸して欲しい！」

自分の意思を示し、やるべき事を意味づけてメンバーの心を動かし、チームを一枚岩にまとめている
のだ。営業リーダーでも、営業マネージャーでも、このようなリーダーシップは必ず求められる。
是非、意識して実践してみて欲しい。
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営業リーダーになると、必ずと言っていいほど「リーダーシップをとってほしい」と言われるはずだ。
しかし、「リーダーシップ」については、漠然としか分かっていない方も多いと思う。
今回はそもそもリーダーシップとは何か、そしてリーダーシップを発揮するためにはどのようにすれ
ばいいか、という点について解説する。

リーダーシップ力とは？ 3つの具体例から
導き出す効果的な発揮の方法

 リーダーシップ力とは対人影響力である

もう少し補足すると、リーダーシップ力とは、進むべき方向を指し示し、対人影響力を発揮しながら
率いていく力だ。ここには以下 2つの観点が含まれている。

       1 ）「こっちへ行くぞ！」と進むべき方向を定める力

       2 ）周囲の人々に対して「ついて行きたい！」「協力したい！」と感じさせる対人影響力

特に、対人影響力の発揮の仕方がポイントになる。

イラスト/室木おすし
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リーダーシップとマネジメントの違い

人を動かし事を進めていく手法には、マネジメントという考え方もある。読者の皆さんにも、管理職、
マネジメント職に就いている人もいるだろう。では、人の動かし方において、リーダーシップとマネ
ジメントの違いとはなんだろうか？

結論から先にお伝えすると、
マネジメントは、職務権限や決められた規則に従って人を動かすことだ。平たく言えば、上司という
立場で指示命令することで、部下を動かすことだ。つまり、マネジメントによって人を動かす場合は、
強制力が発生する。

一方、リーダーシップは、メンバーの心に火をつけ、情熱で人を動かすことだ。
つまり、リーダーシップは管理職であろうが、なかろうが、発揮できるものなのだ。極端な話、配属
されたばかりの新入社員でも発揮できるものだ。
例えば、朝早く来て元気に挨拶する立ち振る舞いが、職場に活気をもたらしているとすれば、これは
立派なリーダーシップだ。

「自分は管理職でないから、人を動かすことができない…」と思っている方がいるとすれば、それは
順番が間違っている。職務権限がなくても、自らの立ち振る舞い、言動によってメンバーを率いるこ
とができるようにならないと、たとえ管理職になっても有効なマネジメントはできないと思う。

営業リーダーに求められるリーダーシップ力とは

営業リーダーに求められるリーダーシップ力について、もう少し具体的に言及すると、私は次の 3つ
が重要だと考えている。

1 ) 数字を意味づける力
営業チームの場合、目標数字という目指すものは定められていることが多い。ただ、それは単なる
無機質な数字でしかない。リーダーに求められるのは、その数字を達成することの意味づけを行う
ことだ。その意味づけがないとメンバーを動機づけることは難しい。

2 ) チームを勇気づける小さな成果をひねり出す力
チームが低迷している時、リーダーはその士気を高めなければならない。その際、一番説得力のあ
る方法は、「やれば、できるだろ！」という事実を示すことだ。たとえ小さな成果でもいい、その結
果をメンバーに示し続けることが重要だ。自ら率先垂範するもよし、志を同じくするコアチームの
メンバーと、「なんとしても結果を出す」プチプロジェクトをやってもいい。そのリーダーシップが
必要なのだ。

3 ) 一人で抱え込まず、周囲に助けを求める力
特に困難に直面している時は、自分がなんとかしないといけないと思いがちだ。でも、リーダーが
一人でできる事には限界がある。そんな時は迷わず、「助けて欲しい！協力してほしい！」と言える
ことが大事だ。「なんとかしたい！」というリーダーの気持ちが伝わると、必ず協力者は現れる。
これは、とても重要な対人影響力だ。

リーダーシップの発揮にチャレンジを続けることで、必ず手ごたえをつかむことができる。そして、
自分に自信が持てるようになる。ぜひ自分の成長のために取り組んで欲しい。
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上位層の方針を部下に共有する、部下が納得して動くように伝えるなど、リーダーのコミュニケーシ
ョンの取り方次第で、チームがうまく機能するかが決まる。そのために、リーダーには「チームを動
かす方針を伝える」「メンバーの想いを汲み取る」といった 2方向のコミュニケーションスキルが求
められる。
今回は、そのうち“方針を伝えるスキル”について解説する。

チームを動かす優秀な営業リーダーが
実践する 3つのコミュニケーション

 自分の言葉で語るスキルを磨け！

幹部会議で決まった方針の議事録をそのまま読んで伝える営業リーダーもいる。ただ、それでは単な
る伝書鳩と同じで、チームに対してリーダーシップを発揮していることにはならない。チームメンバ
ーが「なるほど、よくわかりました。やる意味が理解できました。」と納得し、「このリーダーと一緒
に、この方針を全うしたい！」と思えるように伝えることが、営業リーダーの役割だ。
そのためには、組織の方針を自分の言葉で語らなければならない。ポイントは以下の 3点だ。

イラスト/室木おすし

4

ポイント 1 ）実現したい想いと、その意義を語る
自分の言葉で語るとは、他人事のように話すのではなく、自分を主語に「自分は、～したい！」と、
自分の想いを表現することがポイントだ。
例えば、「値下げ競争を避け、付加機能で差別化する」という方針が決まったとすれば、「自分（営
業リーダー）としては、この方針を進めることで、プレミアム顧客層でNo.1 のシェアを実現した
い !」と実現したい想いを伝え、「これは、我々が優良顧客を取り込むチャンスであり、プレミアム
ブランドを確立するチャンスだ！」という意義を語ることがポイントだ。
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リーダーシップとマネジメントの違いポイント 2 ) 最初のスモールゴールと、
　　　　　   その後のサクセス・ストーリーを語る
最終的なゴールや目標だけでは、なかなかメンバーの動きを後押しすることは難しい。目標を細分
化したスモールゴールを設定すること、そしてさらにその先のビジョンを見せることが大切だ。
上記の例に続けるとすると、「まずは、このエリアでの優良企業 10社にアプローチして、付加機能
サービスの受注実績を早急に挙げることが、最初の目標だ」と、最初のゴールイメージを伝え、
「この 10社での導入実績は、強力な営業ツールになるはずだ！」
「『安かろう悪かろうという選択は、得策ではない』という考えに共感するプレミアム顧客層に営業
が進めやすくなるはずだ」
「このストーリーが上手くいけば、No.1 のシェアを実現できるはずだ」
と、その実現可能性をリアルな物語として語ることが重要だ。

ポイント 3 ) 今からすべき具体的なアクションを伝える
ビジョンやゴールを語った後は実現のための具体的アクションに結びつけて伝えることを忘れない
ことが重要だ。
例えば、「そこで、皆さん (メンバー）が、今日からの営業活動で実施して欲しいことは、自分が担
当する優良企業の担当役員への上司同行アポイントを取って欲しい」といった具合だ。

繰り返しになるが、営業リーダーの役割は、上位の方針を単に伝達することではない。
メンバーが納得し、行動するように、翻訳して伝えることが役割だ。
そのためには、冒頭でも述べた通りメンバーの想いもくみ取り、信頼関係を築くことが、その前提
として求められる。
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前回は、営業リーダーに必要なコミュニケーションスキルとして「方針を伝えるスキル」について解
説した。一方、リーダーからのメッセージを伝えるだけでなく、“メンバーの思いを汲み取る”コミュ
ニケーションスキルも重要だ。
今回は、“メンバーの思いを汲み取る”ために必要となる「コーチングスキル」について解説する。

営業リーダーのコーチングスキルとは？
チームや人を動かす基本スタンス

 コーチングとは、相手の思いや能力を引き出し、自発的な行動を
 促すこと

イラスト/室木おすし

5

コーチングの定義には様々なものがあり、統一された定義はないが、共通する要素としては、以下の
3点を目的としたコミュニケーション手法である。

       ● 対話を通して、相手との信頼関係を築く

       ● 相手の思考を刺激して、自己実現や目標達成の可能性を最大化すること

       ● 自己実現や目標達成に向けて、相手に自発的な行動を促す

つまり、そのメリットとしては上記と同様だが、「コーチング」が万能薬というわけではない。
コーチングは、「相手の中に答えがある」というのが基本的なスタンスだ。ただ、メンバーの知識ス
キルが乏しい場合は、先に役立つ知識や手法を教えてあげる方が効果的な場合もある。つまり、メン
バーの状況に応じて、ティーチングとコーチングの使いわけが重要なのだ。
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 ティーチングとコーチングの使いわけ方

一般論としては、モチベーションが高いが、知識スキルがまだ備わっていないメンバーには、ティー
チング。ある程度の経験を持ち一定レベルの知識スキルを有しているのに、やる気を感じない、行動
に移せないンバーには、コーチングが有効と言われている。

営業メンバーでの具体例で言えば、訪問量も多い、自分でもよく勉強しているなど、つまり自発的に
アクションを起こしているのに、うまくいかずに悩んでいるメンバーには、効果的、効率的なやり方
をティーチングすれば、すぐに実践するはずだ。
そこから、成功体験を自力でつかめば、自信になり、また新たなチャレンジをし始める成長の好循環
が生まれる。

一方、いろいろとアドバイスや指示をしても、その時は「はい、わかりました、やってみます」とい
うものの、いっこうにやる気配を感じないメンバーには、「今、何にモヤモヤしているのか？」、その
真意を聴き、共に整理していくコーチングが必要だ。

1 ) 性善説に立つ
ついつい、このメンバーはそもそも怠け者だ、この仕事には向いてないなど、人格や潜在的な可能
性を否定するモードになってしまいがちだ。
性善説に立つとは、そもそも力を持っているのに、なんらかの要因でそれが発揮できていないと考
え、それを一緒に明らかにしようとするスタンスを貫くことだ。

2 ) 理解することに徹する
いろんな企業でコーチング研修のロールプレイをすると、最初はいくつか質問しながら状況を確認
するが、すぐに上司役は自分の意見やアドバイスを話し始める。結局、上司役が部下を説得する場
に変わっていることが非常に多い。

理解することに徹するためには、相手の発言をさらっと受け流さないことだ。 例えば、「やろうやろ
うと思っているのですが、時間がなくて…」とメンバーが発言した時、 この言葉尻だけに反応した
り、「また言い訳か…」と自分なりの解釈をすぐするのではなく、

      「このメンバーは、今、どんな気持ちで話しているのだろうか？」

そこをもっと理解しようと、踏み止まってみることだ。

相手を本当に理解することは、実際には不可能だと思う。ただ、相手が「この人はちゃんと自分の
ことを理解しようとしてくれている」という信頼感を持てるがどうかがポイントだ。

具体的には、承認・傾聴・質問といったようなコーチングスキルがたくさんあるが、まずは上記の
2つの基本スタンスを意識してコミュニケーションをするだけで、メンバーとの関係性が変わって
くるはずだ。ぜひ、試してもらいたい。
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信頼できない上司の特徴として、「言うことがコロコロ変わる、一貫性がない」が、部下へのアンケ
ートで上位にランクインするキーワードだ。つまり、言動にブレあると部下からの信頼感が低下する
という事だ。今回は連載最終回として、営業チームを率いるマネージャーやリーダーとしてブレない
軸を持つための心構えについて解説する。

イラスト/室木おすし

部下に信頼される！営業リーダーが貫くべき
マネジメントの心構え

６

 想定外なケースで判断を迫られる時に真価が問われる

誰でも決められたルール通りに進めば楽だ。でも仕事をしていると、ルールに当てはまらないケース
がいくつも出てくることは、みなさんもご存知のとおりだ。
例えば、値引き販売はしないというルールを決めていたとしても、大型商談を競合会社に取られてし
まう、長年お付き合いしてきたお客様だから、「特例として認めて欲しい」と言った要望が営業メン
バーから出てくることはよくある。

このように想定外なケースには答えがない。その答えがない場面でどんな判断をして答えを出すのか、
そこを部下は見ている。
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 ブレないとは、一貫性のある判断基準を持っていること

判断基準とは、判断する時の拠り所としている考え方だ。
「この場合は、値引きは認める」と回答するとしたら、そこには理由があるはずだ。

例えば、

　　・値引き金額を上回る、他の金銭的メリットが得られる裏付けがあるから

　　・特定の競合サービスには、絶対にシェアを奪われたくないから

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　などなど。

ただ、この判断理由がその都度変わってしまう人は、その拠り所とする考えが定まっておらず、ブレ
ていると思われてしまうことが多い。

あるベンチャー企業の社長が、次のようなことを仰っていた。
「自分が重要な意思決定をする時、直感的に答えはでているが、それをすぐ伝えるのではなく、その
意思決定理由を書き出すようにしている。ほんの 5分～ 10分くらいの作業だが、とても重要な思考
習慣にしている」
その意図は、意思決定理由は妥当性か、これまでの判断基準と照らして一貫性があるかを、改めて確
認する時間をとることにあるそうだ。

 「意思決定することから逃げないこと」でマネジメント軸が磨かれる

ブレない軸を磨くために、このベンチャー企業の社長のように、客観的に確認する時間をとることも
有効なやり方だ。一方、営業現場を預かる皆さんには、別の観点からお勧めしたいことがある。
それは、意思決定の場数を踏むことだ。

優秀な経営者は、ブレないマネジメント軸を持ち、即断即決をしている様に見える。ただ、それは一
朝一夕にそうなったわけではない。それまでに難しい判断を求められる意思決定を何度も行ない、時
には手痛い失敗もしながら、鍛えられてきたプロセスがある。

値引きの例でも言えることだが、営業リーダーやマネージャーの職責では、意思決定のレベルを超え
ているケースが多々あると思う。その際に、自分で判断する思考を止めてしまい、上司に意思決定を
丸投げしてしまう人がいる。なぜなら、その方が楽だからだ。
でも、それは非常にもったいないことをしている。
最終的には自分だけでは決められないにしても、自分だったらこの判断理由で、このような意思決定
をするという結論を出すことはできる。
その絶好の訓練の機会を逃しているのだ。

上司に具申するにしても、自分なりの意思決定理由と結論も一緒に伝えればよい。もちろん、却下さ
れることもあると思うが、上司が下す判断理由を確認することで、その思考は磨かれていく。
自分で何かを決めてチームメンバーに下ろすことは、重い責任が生じるし、労力がかかる作業だ。
でも、このような意思決定作業から逃げずに場数を踏むことで、自分のマネジメント軸が磨かれて明
確になっていくのだ。
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営業部門の管理職、リーダー層を対象とした研修を数多く行う中で、受講者からお聞きするお悩みの
ベスト 5は次のとおりだ。

【営業管理職必見】どう立ち向かう？
上司と部下の板挟みの悩み

イラスト/室木おすし

７

どれも営業チームを率いていくリーダーであれば、直面するテーマだと思う。今回はその中でも
「上司と部下の板挟み」をテーマに取り上げ、解決に向けたヒントを紹介したいと思う。

       1 ）上司と部下の板挟み
       2 ）年上メンバーとの接し方
       3 ）若手メンバーとの接し方
       4 ）プレイヤーとマネジメントの両立
       5 ）チームビルディング

 更に高い業績を求められるが、部下は疲弊しているという苦境に
 どう立ち向かうか

「君のチームは対前年〇％アップで頑張って欲しい！」
営業チームを率いるリーダーならば、何度も聞いたことがあるメッセージだろう。現場のメンバーは
精いっぱい頑張っているので困難な目標だと訴えても、
「現場がサボっているとは思わないが、もう少し優先順位の付け方があるはずだ」
「そこをちゃんとマネジメントすれば、無理な目標ではないはずだ」
などと言われてしまう。
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この上司からのメッセージをメンバーにそのまま伝えれば、
「優先順位って言われても、組織が定める基準なんてどこにもないですよ」
「新規顧客からのお問い合せや、既存顧客の対応で精一杯ですよ…」



「新規顧客からのお問い合せや、既存顧客の対応で精一杯ですよ…」
と言った反発が返ってくるのが目に浮かぶ。
これと似たようなジレンマを感じたことはないだろうか。

これは、営業方針というベクトルが、トップと現場でそろっていない典型的な症状だ。
方針を決めるべき役割のリーダーが意思決定せず、現場に結果を出すことだけを求めると、現場は感
情的になる。
このような営業現場の感情の受け止め方を間違うと、トップ・ミドル・現場の人間関係がこじれてし
まう。

この時一番やってはいけないのは、

      ● 「私は、無理だと言ったんだけどね…」と部下に迎合して、上司のせいにする

      ● 上司や部下とのやりとりが面倒になって、方針や戦略を決めることを放棄してしまう

                                                                                                                       
                                                                                                                      ことだ。

部下からすると、「なんだ、このリーダーは頼りにならないなあ」と見えてしまうからだ。

 大事なのは、まず現場の気持ちや感情を受け止めて対話し、
 そして「決める」こと

こんな時はまず、同意するのでも、否定するのでもなく、現場の感情を受け止めることが肝要だ。
そうすることで、部下との「関係の質」が変わってくる。部下と起きている事実を冷静に見つめ、議
論を尽くすことができるようになる。
ここまでくれば、自ずと方針が見えてくる場合が多い。下図で示す成功循環モデルの「関係の質」が
「思考の質」に移行するのだ。

MIT 教授 ダニエル・キム
「成功の循環モデル」より

そして、最後はリーダーであるあなたが、「こうしよう！」と決めることが大事だ。

上司に対しては、現場との調整役になるのではなく、リーダーとしての自分の考えを丁寧に説明し、
自分が納得するまで上司と話し合うことが重要だ。
その格闘するリーダーの姿を現場のメンバーはちゃんと見ている。このようなリーダーのコミュニケ
ーションによって、トップ・ミドル・現場の考えが通じ合い、営業方針というベクトルがそろってく
る。

このような取り組み姿勢の事を「リーダーシップ」と言うのだ。
この時点であなたは、上司からも部下からも信頼される存在になっていて、もはや板挟み状態ではな
くなっているはずだ。
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読者のみなさんの中でも、営業プレイヤーとしての役割と、営業チームをマネジメントして成果をあ
げる役割の両方を担っている営業リーダーも多いと思う。いわゆる、プレイングマネージャーだ。
この二足の草鞋を履くことに苦労している話は数多い。
今回はプレイングマネージャーとしての役割への向き合い方について解説したい。

成果を出すプレイングマネージャーとは？
役割と陥りがちなジレンマ

 プレイングマネージャーが陥りがちなジレンマ

プレイングマネージャーを野球のチームに例えると、選手兼監督だ。監督として選手との距離が近く、
意思疎通が円滑になるのでチームを束ねやすい、選手としても一流の腕前を持つことから、実戦力と
しても機能すると言ったメリットがあると言われている。

ただ総論は良さげだが、具体的な場面ではいろんなジレンマと向き合うことになる。
例えば、チャンスの場面で、若手の選手をそのまま打席に立たせるか、自分が選手として代打で登場
するか、この試合の勝利を考えると悩ましい選択だ。
自分が打席に立てばチームが勝利できる確率は高いが、若手選手の成長の機会を奪うことになると言
ったジレンマだ。

また、プレイングマネージャーとしての評価が、選手としての成績とチーム成績の両面から行われる
となると、自分の打席を優先させてしまう心理も働いてしまう。
営業チームでも同じような状況が生まれることは、容易に想像できると思う。
そもそもプレイングマネージャーには、このような矛盾が内在するのだ。

イラスト/室木おすし

8
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 あなたをプレイングマネージャーに任命した会社の意図を考えよ

このようなジレンマが容易に想像できるのに、なぜ、会社は敢えてプレイングマネージャーというポ
ジションをあなたに課すのか？その本音を考えてみよう。

あなたを一流の選手としてそのまま起用したいのであれば、わざわざパフォーマンスが落ちるプレイ
ングマネージャーには起用しない。あなたにマネージャーとしての可能性を期待しているから任命し
ているのだ。
つまり、あなたが一選手として活躍する貢献よりも、選手を育てチームを強くすることに関わっても
らう方が、貢献度が大きいと考えているからだ。
ただ、実績を挙げている一流選手を今すぐに引退させてしまうと、短期的な業績低下が起こるかもし
れないとう不安があるから選手もやってもらおう、というのが一般的に考えられる会社側の本音だ。

 今後の自分のキャリアに対する意思を明確にせよ

もしあなたが、プレイングマネージャーという二足の草鞋を履くことにストレスを感じていて、かつ、
今後はマネージャー役に専念したいと考えているならば、答えはシンプルだ。
自分にメンバー育成を任せてくれれば、自分が一選手だった時よりも大きな業績を挙げられることを
実証し、会社が抱いている不安を払拭すればよいのだ。

具体的には、自分が選手だった時の営業チームの業績目標を、自分を除いたメンバーに割り振って、
全力でメンバー育成に注力してチームで達成することを目指すのだ。プレイヤーとしての自分の業績
は、チーム目標を更に大きく達成するためのプラスαの原資として位置付けることが望ましい。

プレイングマネージャーという役割にストレスを感じている営業リーダーの多くは、今後自分はどの
ような力を付けて、どんなキャリアを積んでいきたいのか、その意思が曖昧な場合が多い。マネジメ
ントの力を付けたいのであれば、その腹をくくることが重要なのだ。
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営業部門の管理職・リーダー層の方々からよく聞くお悩みが、年上の部下との接し方についてだ。
私は今の仕事をするなかで、数多くの営業マネージャー、営業メンバーにインタビューをしてきた。
その中で尊敬する上司像について話がおよぶことも多く、本テーマに関する貴重な意見をこれまで伺
うことができた。
今回は視点を変えて、“年下上司”を持った“年上部下”のインタビューコメントを参考にしてお伝
えしたい。

管理職が抑えるべき、年上部下の本音と
モチベーションを上げる接し方

 “年上部下”の 3つの本音

これまで上司が年下だったことがある方に、その本音を聞いたことがある。その内容は、大きく次の
3つに分類できた。

イラスト/室木おすし

９

本音1：細かい指図は受けたくない。
経験豊富なメンバーの場合は、担当業務については、熟知しているし、自分なりのやり方は確立し
ている。だから、マイクロマネジメントは嫌だという本音はよくわかる。「私の方が、わかっている
から、細かい口出しは無用だ」という場合だ。

本音 2：苦手なことを強いられたくない。
ある程度の年齢に達すると、自他共に得手苦手がよくわかってくる。わかっているのに、苦手なこ
とを無理強いされると、嫌がらせと受け取ってしまうという場合だ。

イラスト/室木おすし
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 優れた上司は、本音のコミュニケーションで向き合ってくる

ではこのような時には、優れた“年下上司”はどんな向き合い方をしたのか。
「年下なのに、さすがだと思った」というインタビューコメントを紹介しよう。
結論から言うと、どの場合も上司の向き合い方は共通していて、
「自分が逆の立場ならば、こんな本音を思ってしまいますが、どうですか？」
と率直にたずねてきて、そこまでオープンに言われてしまうと、こちらも腹を割って話をした、との
ことだ。

もう一つ、腹を割って話をした理由として、「年上部下が持つ強みとプライド」をよく理解してくれ
ていることを挙げていた。
つまり、年上部下から上記のような本音がでてくる背景には、「自分自身が持つ強みは自覚している
し、その強みを認めて欲しいし、それを活かして成果も出したい！」「その邪魔はしないで欲しい」
という思いがあることも、その上司はわかっているということだ。

さらにインタビューコメントを続けると、
「今、自分はマネージャーという役割を担っているので、チームメンバーを通して成果を出さないと
いけない」「だからなんとか、その力を貸して欲しい」というストレートな気持ちが伝わってきたと
のことだった。

実際に私がインタビューした方は、営業プレイヤーとしては一流の方ばかりだ。本来、高いパフォー
マンスを発揮する人だからこそ、出てくる本音だとも言える。
その人たちを敵に回すのではなく、「この上司なら、わだかまりなく、やっていける」と言わしめる
のは、このような本音のコミュニケーションにあると思う。

本音 3：自分の居心地が良いように上司をコントロールしたい。
自分を敵に回すと上司は困るはずだから、自分の要望は聞いて欲しいというスタンスで迫ってくる
場合だ。

 本来のマネジメント職という役割を全うしようとするスタンスが重要

最後に、このインタビューを通して私が感じたことを補足すると、優れたマネージャーに共通する部
分として、あまり年上、年下という部分にはとらわれていない。
それよりも、自分の役割はチームで高い成果を出すことだと認識し、与えられた部下の力を最大限発
揮させるには、どんな役割を与え、どう接したらよいかという客観的な視点で人を観察している。
このような本来のマネジメント職としてのぶれない役割認識を持っているからこそ、ひるまずに本音
のやりとりができるのだと思う。
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