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トップ営業のノウハウを共有することは、強い営業チームを作るために不可欠ということはご理解い
ただけるだろう。
トップ営業は、どのような顧客に対しても通じる、お客様の購買意欲を高めるストーリーのパターン
「勝ちパターン」をいくつも持っている。（「勝ちパターン」について、詳しくは前回の記事「営業ノ
ウハウを共有する営業マニュアルは有効か？」も参照してほしい）
今回は、そのトップ営業が実践する勝ちパターンをチームメンバーに共有する際のポイントについて、
詳しく紹介したいと思う。

イラスト/室木おすし

脱属人化！営業ノウハウ・勝ちパターン
共有のポイントは「見える化」

1

トップ営業のノウハウを共有する際のポイント

勝ちパターンの共有には大きく 3つのポイントがある。

1 )  優劣の差が生じている営業場面に着目してテーマ設定する
営業ノウハウと言っても幅が広い。そこで、見える化するべき旬なテーマを設定することが重要だ。
そのテーマの絞り方のヒントとしては、現在の営業チームで、売れている営業パーソンと優劣の差
が生じている部分に着目することをお勧めしたい。

例えば、初回訪問の成否が受注率に大きく影響するとか、競合商品Aから切り替える営業は誰でも
できるが、競合商品Bとコンペになると一部の人しか通用しない、と言った現象だ。

なぜなら、そのテーマはチームメンバーが問題意識を持ち、食いついてくる旬なテーマだからだ。
またテーマを絞ることで、そこに営業メンバーの意識が集中し、ノウハウが集約されやすくなるの
だ。
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2 )  アクションの意図や狙い、ゴールイメージを共有する
以下の図は精密部品メーカーA社の営業を事例に、優秀な営業メンバーの初回の商談についてイン
タビューして、「勝ちパターン」を図解化した例だ。

優秀なメンバーは初回の商談では、まず図に示したようなゴール状態にたどり着こうと思って、ア
ポイントに臨んでいるのだ。
そして、そのゴールにたどり着くためには

まずは社長の経歴から自社に興味を持っていただき
次に取引実績で関心を引き、
その次に具体例を示すことで、詳細な説明を聞きたいという気持ちに持って行こう
とする意図が明確なのがわかる。

そして、例えば

と聞くと、

という明確な意図や狙いが返ってくる。

つまり、優秀な営業メンバーはひとつひとつの営業アクションに明確な意図や狙いを持ち、戦略的
に商談を進めていることがわかる。

このように、売れている営業パーソンのアクションの内容とその意図を引き出して、思考回路を構
造的に見える化すると、どんな顧客に対しても通用するノウハウ＝「勝ちパターン」が見えてくるの
だ。

Q : なぜ、社長の経歴を細かく話すのですか？

　　A：会社案内を広げて説明するよりも、「ウチの社長は、この大手企業の技術部長をしていて、
　　     こんな想いで起業したんです」と言う方が、相手が興味を持ってくれるからです。

3 )  購買ステップごとの「目的」を言語化する
優秀な営業パーソンのアクションの中でも、お客様の購買ステップで何を目的にそのアクションを
起こしているかを言語化して共有することが重要だ。なぜなら、目的意識が共有されることで、新
たな手法が他の営業メンバーから編み出されてくるからだ。
例えば、
「購買ステップ 1で自社に興味を持ってもらうためには、社長の経歴を話すよりも、雑誌のインタ
ビュー記事を見せる方が効果的だった！」
というように、効率的に新たな営業ノウハウが生み出され、磨かれ、活用されやすくなるのだ。



「売れている人のノウハウを他のメンバーに共有したい！」「営業マニュアル作りを手伝ってもらえな
いか」お客様から、このようなご相談をいただくケースがよくある。

実際に、優秀な営業担当者やリーダーとプロジェクトチームを組んで、その英知が集約された営業マ
ニュアルを作成したこともある。ところが、それが現場でうまく活用されているのかというと、引き
出しの中にしまい込まれているケースが多い。

では、どうすれば売れている人のノウハウをチームで共有することができるのか？そのヒントをご紹
介したいと思う。

活用される営業マニュアルのポイントは
「ストーリーのパターン化」

実際に、現場の営業メンバーに聞いてみたことがある。そうすると次のような返答が返ってきた。

などが主なところだ。

つまり、営業マニュアルを見る側は、実際の場面で活用できる手法が知りたいわけだが、なかなか
ピッタリのものが見当たらないので見なくなる、というのが本音のようだ。

イラスト/室木おすし
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 なぜノウハウが詰まった営業マニュアルは活用されず、
 お蔵入りしてしまうのか？

    「営業の流れを理解する上では参考になったが、今、困っている事の解決にはならないので…」
    「自分が担当する商品やお客様の場合とは、ちょっと違うので…」
    「いろんな場面があるので、マニュアル通りにやれば上手くいくわけではないと思うので…」
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ただ、営業場面は千差万別で、一律にこの順番で説明すれば良いとか、こう言われたら、このように
返答すれば良いという、紋切り型の対応が通用するケースは少ないことは、ご承知の通りだ。マニュ
アルに書かれているのは、あくまでも一例に過ぎない。 ここに、辞書的な意味合いにおいての、
営業マニュアルの限界がある。

精密部品メーカーA社の営業を事例に、初回訪問場面で自社商品に興味関心を持ってもらうための
ノウハウを共有する場合を考えてみよう。

A社の売れている営業パーソンにインタビューをすると、初回訪問で購買心理を高めていくストーリ
ーは、概ね次の 3ステップだった。

 購買心理を高めていくストーリーをパターン化することが
 活用されるポイント

   購買ステップ 1：お客様が社長のプロフィールに興味を示してくれる
   購買ステップ 2：次に、大手企業との取引実績に関心を示してくれる
   購買ステップ 3：更に、技術者同士での意見交換に意欲を示してくれる

といったように、営業的に狙っている「購買心理の変化のプロセス」を表現する感じだ。言い換える
と、お客様が興味を示し、身を乗り出してくるまでのストーリーだ。

更に、この購買ステップ 1～ 3は、特定のお客様だけにしか通用しないやり方ではなく、他のお客
様でも通用しそうな汎用的なパターンだと言える。
実際に、売れている人にインタビューをすると、お客様の購買心理を高めていく効果的なストーリー
のパターンをいくつも持っている。

この講座では、これを「勝ちパターン」と呼んでいる。
売れている人の「勝ちパターン」を図に示すように見える化することが、チームで営業ノウハウを共
有するポイントになる。



前回のコラムでは、チームで営業ノウハウを共有する手法として、「勝ちパターン」のつくり方につ
いて触れた。ただ、せっかく「勝ちパターン」を見える化しても、それを営業メンバーに徹底できな
ければ意味がない。今回は、営業メンバーに「勝ちパターン」を意識づけ、実践を促すシクミづくり
についてお伝えしたい。

営業ノウハウ・勝ちパターンを実践に
活かせるまで意識付けするには？

 勝ちパターンの徹底には、「商談管理表」を工夫せよ！

どんなことにでも言えることだが、新しい手法や考え方を定着させていくには、日々の活動の中に組
み込む必要がある。例えば、子供が帰宅したら手洗いと共に、うがいをする習慣を徹底させたいと思
えば、洗面台の石鹸の横にうがい薬とコップを並べて置くようなイメージだ。

営業のマネジメントでも同様に、営業ノウハウを見える化した「勝ちパターン」の概念を、ルーティ
ーンで行う作業の中に組み込むことで、その実践を意識づけることができる。
その 1つの手法として、「商談管理表」というシクミの工夫が挙げられる。

図に示したものは、ある製薬会社の「商談管理表」の例だ。

イラスト/室木おすし
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ステップ 1～ 6の内容を見てほしい。これが営業メンバーに実践してほしい勝ちパターンの流れだ。
すでにクリアできているステップ 1・2は、その結果が黒字で記入され、次に目指すステップと、そ
のためのアクションプランが一目で分かるようになっている。
このステップがフォーマットに組み込まれていることで、自然と勝ちパターンを意識して、いつまで
にどんな活動をすべきかを考えるシクミになっている。

おそらくどんな営業組織にも、日報や週報を提出したり、営業活動の進捗、数字の変化を報告するた
めのレポートフォーマットがあるはずだ。そのフォーマットに「勝ちパターン」の概念を組み込むの
だ。ステップ 1～ 6の内容を見てほしい。これが営業メンバーに実践してほしい勝ちパターンの流れ
だ。すでにクリアできているステップ 1・2は、その結果が黒字で記入され、次に目指すステップと
、そのためのアクションプランが一目で分かるようになっている。
このステップがフォーマットに組み込まれていることで、自然と勝ちパターンを意識して、いつまで
にどんな活動をすべきかを考えるシクミになっている。

おそらくどんな営業組織にも、日報や週報を提出したり、営業活動の進捗、数字の変化を報告するた
めのレポートフォーマットがあるはずだ。そのフォーマットに「勝ちパターン」の概念を組み込むの
だ。
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よくありがちな残念な例として、以下に示すような、営業メンバーが行ったアクション内容だけが書
かれている、営業日報を見ることが多い。

 実施したアクションだけなく、その狙いと結果が分かる
 フォーマットにせよ！

日付 訪問先 内容

◯月◯日

◯月◯日

◯月◯日

＊＊＊ 会社
＊＊＊ 会社
＊＊＊ 会社

＃＃様に初訪問
□□部長に事例説明
＃＃様に見積提示 という内容だ。

例えば、
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これだと、何を狙ってアクションしたのか？　その結果は、どうだったのか？
がサッパリ分からない。

前回の脱属人化！営業ノウハウの共有方法とは？「勝ちパターン」を見える化するでも述べたが、優
秀な営業メンバーは 1つひとつの営業アクションに明確な意図や狙いがある。まずは、そこを他の営
業メンバーにも意識づけることで、勝ちパターンが刷り込まれるようになる。
つまり、図で示した「商談管理表」のステップ 3を例にとると、「症例データを入手する」という狙
いを持って、アクションする内容と期限が青字で書かれている。

そして、狙いどおり成功したのかどうか、その結果を営業メンバー本人に記入させるフォーマットの
構造にすることで、自らの営業活動を振り返り、自分なりに次の一手を考える思考習慣が生まれるの
だ。

このように、「勝ちパターン」を見える化するだけでなく、その実践を意識づけ、営業メンバーが主
体的に考え行動するシクミをつくることも、営業リーダーにとしての重要な役割なのだ。



私が新人営業時代、「大したことではないんですが…こんな資料を持っていったらお客様から喜ばれ
まして…」とチーム会議で、なけなしのトピックスを発表すると、私の上司が「お前、それいいぞ！
この後の営業部会で発表しろ！」と背中を押してくれたことがあった。
言われた通り部会で発表すると、想像以上の反響で、次の日から多くの人が営業鞄にその資料を入れ
始め、なんと営業課長や部長も持ち歩いているではないか！
何十年前の話なのに、嬉しくて今でも覚えている。

効果的な営業のナレッジマネジメントとは？
知識の共有と発信のシクミ作り

4
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イラスト/室木おすし

そう、ナレッジ“マネ”ジメントとは、単にナレッジを蓄積することではなく、それが“マネ”され
てナンボなのだ！
優秀な営業リーダーは、有効なナレッジを持つメンバーにその情報発信を動機づけ、そのノウハウを
マネするように促す「シクミ」と「シカケ」を講じている。今回は、そのポイントについて考えてい
こう。

ナレッジが必要な旬なテーマをピンポイントで意識づけよ！

第1回のコラムでも述べたが、ここでは「シクミ」を意識づけ策、「シカケ」を動機づけ策と定義し
ている。そのシクミとシカケを上手く駆使しながら、チームを動かしていくことが営業リーダーには
求められる。
では、今回のテーマであるナレッジマネジメントにおける、シクミづくりとは何か？一般的には、ナ
レッジを蓄積し、閲覧するシステム、検索性を高めるシクミなどを想像するかもしれない。しかし、
そのようなことを整える前に、営業リーダーとしてやるべき意識づけ策（シクミづくり）がある。
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それは、「今は、このテーマについてのノウハウ、知恵が必要だ！」とチーム全体に意識づける策 (
シクミ )を構築することだ。
例えば、新商品の営業場面で、お客様から「特に困ってないよ」言われた時の対処策が分からず、停
滞しているメンバーが多いとしよう。
そんな時の簡単なシクミづくりとしては、月例の営業チーム会議で、「今月のナレッジ募集コーナー」
を設置して、「初回訪問時の動機づけトークを募集する！」とテーマ設定すればいいのだ。
他にも、メンバーが提案書の作成に苦労している場合には、「〇〇テーマの提案書で使うお客様の課
題ページを募集！」というテーマ設定している事例もある。
提案書全部ではなく、あるテーマの“お客様の課題を整理しているページだけ”を集めよう！と呼び
かけているのだ。テーマが非常に絞り込まれていることがポイントだ。

つまり、優秀な営業リーダーは、

　　・「ココがツボだろ！」というナレッジすべき旬なテーマをピンポイントで見極め

　　・ノウハウを持つメンバーに、発信してほしいテーマを意識づけ

　　・苦労しているメンバーには、「君たちが困っているのは、ココだよね」と、習得してほしい
　　　テーマを常に意識づける

そういった「シクミ」を構築しているのだ。

ナレッジの発信と活用を動機づけよ！

営業チームにとって、旬なテーマが設定された次は、そのナレッジの発信と活用を動機づける「シカ
ケ」を考えることだ。「シクミ」を作っても、そこに気持ちが入らないと空回りしてしまう。
ただ、そんなに難しく考える必要はない。
ナレッジを発信してくれた人、ナレッジを上手く活用して成果を出した人が、「あなたはエライ！」
と、ちゃんと褒められる風土をつくることがポイントだ。

私が以前勤めていたリクルート社のある部署では、営業ナレッジを発信し、その内容が他の人にもマ
ネされその有効性が認められると、その人の名前が冠として付けられて、部署全体に広報されるシカ
ケをつくっていた。
「A子の〇〇営業」「B君の 3年契約営業」と言った感じだ。

ナレッジ提供者にとっては、自分のアイデアが市民権を得たことになり、一時的に金銭的なインセン
ティブをもらうよりも、よっぽど強力な承認賞賛感を得ることになるのだ。

他の会社では、TTP賞（徹底的にパクったで賞）という表彰制度をつくり、人のアイデアを活用して
成果を出した人を褒めている。つまり、ナレッジがマネされて、磨かれていく風土づくりをしている
のだ。

多額の費用を掛けたり、手の込んだことをやらなくてもいいのだ。営業リーダーであるあなたが考え
るシクミづくり、シカケづくりで、メンバーの顔が晴れやかになり、営業チームに活気がでてくる。
ぜひ、身近なところから、チャレンジしてほしい！
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営業リーダーの皆さんなら、商品やサービスの事例勉強会を企画し実施した経験を持つ方も多いと思
う。ところがせっかく勉強会を実施してみても、事例の内容をお客様の状況に合わせて使いこなすこ
とができるメンバーが少ないことに、落胆したことはないだろうか。
今回は、事例勉強会の留意点についてお伝えしよう。

メタ認知で考える！営業の事例勉強会を
有意義にするコツの紹介

イラスト/室木おすし

5

 事例勉強会ではなく、「事例説明会」になっていないか？

私も仕事柄、お客様の事例勉強会なるものに陪席させてもらうことがあるのだが、ありがちなケース
としては、以下のような進め方が多い。

　　1. 成功事例を担当した営業メンバーが、受注や導入に至るまでの経緯を説明

　　2. お客様の声、評価ポイント、導入効果の説明

　　3. 事例内容についての質疑応答

これでは事例勉強会ではなく、単なる「事例説明会」に過ぎない。確かに、案件内容を詳しく理解す
ることはできるが、この進め方では、「この事例はこの営業場面で活用すると説得力がでる！」とい
うレベルまで発想を広げて理解するまでには至らないことが多い。

これを専門的な言葉で言うと「メタ認知能力」という。1つの事象を、より高次元なレベルで客観的
に捉えて、その意味を理解する力だ。
この「メタ認知」まで理解が深まらないと、「とても努力して受注して凄いなと思うけど、自分の営
業にはあまり関係がないなあ…」という感想で終わってしまうのだ。

 ⇒営業面で苦労した点や工夫した点を中心に説明することが多い
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 事例を 4つ要素で整理し、活用イメージを膨らませよ！

事例には、次の 4つ要素が含まれる。逆に、この 4つの要素が含まれない場合は、事例勉強会のネタ
としては適していない。

前回のコラムで紹介したリフォーム会社の「浴室乾燥機」の施工事例を引用すると、

　　1. ニーズやお困りごとが生じた背景
　       ⇒遊び盛りの小さな男の子がたくさんいる　ベランダが狭い

　　2. 具体的なニーズやお困りごと
　       ⇒洗濯物を干す場所がなく、室内だと乾きにくい
　       ⇒洗濯乾燥機だと何度も乾燥しなければならず、手間と高熱費がかかる

　　3. お客様が感じた価値
　       ⇒「浴室乾燥機」は、洗濯乾燥機よりも多くの衣類を早く乾かすことができた
　       ⇒光熱費も下がった

　　4. 価値提供をもたらした商品サービスの機能特徴
          ⇒電気と比較してガスの方が熱効率が良い
　       ⇒浴室の施工の工夫によって、多くの衣類がしわにならずに干せる

このように整理することができる。

事例勉強会は、ここから議論を発展させていくことがポイントだ。

　　・子供がいなくても、頻繁に洗濯できない共働きとか、外に干せないとかで困っているご家庭
         にも当てはまるね！

　　・洗濯乾燥機だと光熱費が気になるとか、ブレーカーが落ちてしまう、しわが気になると言って
         いるお客様にも、説得力があるね！

というように、事例のニーズと提供価値を起点に、どのような営業場面で活用できそうか、そのイメ
ージを膨らませていくことが重要なのだ。

特に、営業リーダーの皆さんは、上記の 2、3、4が自社商品・サービスの営業先に展開しやすい事例
を意識的にピックアップして、チームで行う勉強会の企画や議論をうまくリードしてもらいたい。



メンバーからの商談報告で、「この点は、どうなの？」と聞いても、「そこは、聞けてません…」とい
う返答ばかりが続くことはないだろうか。いわゆる、ヒアリング不足ということだ。こんな時は、メ
ンバーにもれなくヒアリングするためのフレームワークを教えることをおすすめしたい。

イラスト/室木おすし

要点を聞き漏らさない！営業のヒアリングで
使えるフレームワーク活用術

６

 「フレームワーク」をヒアリングにも使うメリットとは？

そもそも「フレームワーク」とは、枠組み、骨組み、構造という意味だ。特にビジネスシーンでフレ
ームワークを使うことのメリットは、一見複雑な情報をもれなくダブりなく、構造的に整理すること
ができることだ。フレームワークでまとめられた資料は分かりやすく、自分自身の思考の整理にも役
立つのだ。

例えば、企業のマーケティング戦略を整理する代表的なものには、4Pフレームワークがある。
製品（Product） 価格（Price） 販促（Promotion） 流通（Place）の頭文字の 4つのPを表してい
る。

それを、お客様の商品に関するヒアリングをする場合に使うと、

だけを聞くのではなく、
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　　・製品（Product）の特長

　　・流通（Place）手段としては、卸や代理店を使っているのか、直販で売っているのか？

　　・どのような販促（Promotion）に力を入れているのか？
　　・その価格（Price）優位性はどうか？



など、4Pのフレームを意識することで、その全体像を整理しながら幅広く聞くことができる。

このようなビジネスフレームワークを紹介する書籍は、数多く世の中にある。
自分達の営業ヒアリング場面で活用できそうなものを選び、活用すると良いと思う。
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まず図をご覧いただきたい。これが、「上下の質問 フレームワーク」だ。

 万能なヒアリングフレーム：
 「上下の質問フレームワーク」を活用せよ！

お客様の発言から、「上に展開する質問」と「下に展開する質問」を使って、「発言の背景や理由」と
「具体的な要望」を引き出すためのフレームワークだ。極めてシンプルだが、いろんな場面で使える
万能フレームワークだ。

図の例は、リフォーム会社がお客様から、「お風呂場で洗濯物を干せるようにしたい」という要望を
受けた際に、更に深堀りして聞いている事例だ。営業メンバーの大半は、「下の質問」は忘れずにす
ることが多い。なぜならば、見積作成や納期確認と言った、その後の作業を考えると、より具体的な
情報が欲しいからだ。

一方、その理由や背景を確認し忘れることは、とても多い。この場合、3人の男の子の大量の洗濯モ
ノが発生している、という背景や理由が分かれば、ベランダの改装の方が妥当だと専門的なアドバイ
スをすることもできる。

このように、メンバーに上下の質問を意識づけるためには、図に示すようなフレームワークを営業場
面で活用させることが一番だ。具体的な方法としては、メモするノートに薄く線を引き、図のような
枠組み（フレーム）を書いてヒアリングするようにメンバーを指導するのだ。
フレームを視覚的に、メンバーに意識させることで、ヒアリング漏れを防ぐことができる。
是非、試して欲しい。
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