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“ 部下育成のポイントは「成功体験」…自信を持たせ自立させるコミュニケーション”でお伝えした
とおり、部下の自立と育成を促すために、経験学習サイクルを回す支援を行う事が重要となる。「経
験学習」の第一歩は、部下にセオリーを教えることだが、それがなかなか難しい。
今回は、リーダー自身の中にある営業ノウハウをセオリーとして部下に教える方法をお伝えしたい。

イラスト/室木おすし

営業ノウハウを部下に効果的に教える
ための「セオリー」共有

1
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 優秀なリーダーはセオリーを学んでいる

何事にも王道、定石、原理原則と言われるものがあり、これらをこの場ではセオリーと呼ぶことにす
る。当然、営業手法にも様々なセオリーがある。
例えば、商品説明においては、「商品の機能特徴を相手のメリットに置き換えて話す」と言うセオリ
ーがある。

車の具体例では「この車のエンジンは 300 馬力なんです！」と言う機能的な説明だけではなく、家
族でオートキャンプを楽しんでいるお客様に対しては、「トランクいっぱいに荷物を積んで、家族全
員乗っても、山道を楽に走ることができますよ」と相手のメリットに置き換えて説明する方がすごさ
が伝わる。

営業活動という歴史の長い分野では、このようなセオリーがたくさんある。営業リーダーの皆さんが
何気なくやっていることは、実はそのセオリーに則していることが多い。
優秀なリーダーは、本を読んだり研修に参加したりして、世の中にあるセオリーを学び、自分の営業
ノウハウの棚卸しや体系化をしている。
だから、具体例をセオリーにひもづけて、部下に教えることができるのだ。
教えてもらう側からすると、セオリーを聞いて、具体例を聞いた方が理解しやすいのだ。
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 “商談の振り返り”を部下と行い、共通言語を作れ

一旦、頭でセオリーを理解できたとしたら、次はセオリーを意識して実践し、身体で覚えていくこと
が重要となる。
ではどのようにすれば、部下はセオリーを意識して実践するようになるのか？
効果的な手法としては、部下と行う「商談の振り返り」の中にセオリーの概念を組み込むことだ。

先程の「商品の機能特徴を相手のメリットに置き換えて話す」と言うセオリーを例に挙げると、
「さっきの商品説明だと、“機能説明”だけだったよ」
「“メリット説明”は、こんな言い方の方が伝わるよ」
と言ったように、セオリーを共通言語化して、日々の振り返りの会話の中に組み込むのだ。
このような“振り返り”を繰り返すことで、セオリーが意識づけられ営業活動の中に組み込まれてい
くようになる。

まさに、商談の振り返り方は、営業リーダーとして学ぶべき重要なスキルだ。



「これを目指して行くぞ！」という“ベクトル”を指し示し、メンバーと認識を共にすることができ
ると、次は「でも、どうやって実現するの？」「そんなこと、本当にできるの？」という疑問がメン
バーからはでてくる。
リーダーは、絵空ごとではなく、「こうすれば実現できるんだ！」というストーリーを語ることが求
められる。
今回は、実現プロセスを具体化して、メンバーに語るためのポイントについてお伝えしよう。

営業の実現プロセスをメンバーに示すには？
勝ち筋の見える化のポイント

 仕事の進め“型”を示せ！

前回のコラム「営業チームのベクトルはそろっているか？営業方針や戦略と共に、ビジョンを伝えよ
！」では、優秀なガソリンスタンドの店長の話を取り上げた。CS（顧客満足）を高めて、リピート
客を増やし、高利益体質に変えていくためには、

       ● 利益率が高い手洗い洗車をお勧めする

       ● 車にお金を掛けることができる外車オーナーをメインターゲットにする

そして、この店を高級外国車が行列をなして洗車を待つような店にしたいというビジョンを語って
いた。

この後も店長の話は、その実現プロセスについて次のように続いた。

イラスト/室木おすし
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イラスト/室木おすし
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「お客様が『この店は、車を大事に扱ってくれるな！』と感じなければ、手洗い洗車はやってくれな
い。だから、日々の 1つひとつの接客作業が大切だ」
「そのためには、元気な挨拶、きびきびとした誘導、車を傷つけないよう配慮した給油作業、そして、
常連のお客様を覚えることだ」
と、図に示すような接客をしっかり行うことで、お客様の気持ちが高まり、手洗い洗車が増え、そし
てリピート客になっていくんだ！と、熱く語っていた。

この後も店長の話は、その実現プロセスについて次のように続いた。
「お客様が『この店は、車を大事に扱ってくれるな！』と感じなければ、手洗い洗車はやってくれな
い。だから、日々の 1つひとつの接客作業が大切だ」
「そのためには、元気な挨拶、きびきびとした誘導、車を傷つけないよう配慮した給油作業、そして、
常連のお客様を覚えることだ」
と、図に示すような接客をしっかり行うことで、お客様の気持ちが高まり、手洗い洗車が増え、そし
てリピート客になっていくんだ！と、熱く語っていた。

つまり、この店長が行っているのは、目指す姿を実現するための仕事の進め方を、誰もができるよう
な「型」にして、これをやり切れば「勝てる！」という「勝ちパターン」を見える化していることが
ポイントだ。第 4回のコラム「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」でも類似例を紹介しているので参考にしてほしい。
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頑張るべきことをかみ砕いて伝えよ！

その仕事の進め“型”、すなわち「勝ちパターン」を伝えることで、聞いているメンバーは、「なるほ
ど、できるかもしれない！」と前向きになってくる。
次に重要なのは、その「勝ちパターン」がしっかりできるようになるために、これから頑張るべきこ
とは何か、その内容をかみ砕いて伝えることだ。

例えば、「丁寧な給油作業」とは、給油口にノズルを入れる時に、音を立てないよう静かに入れる事
だと説明している。店長が自分の車を持ち込み、運転席にメンバー座らせ、乱暴に入れるとお客様に
はどんな音が聞こえるのか、丁寧にノズルを入れるのとは、どのように印象が違うのか、体験させて
いる。

このように、リーダーが実現させたいイメージと、それに向けてのプロセスの細部を語ることで、リ
アルで熱いストーリーとなってメンバーに伝わっていく。
「このリーダーは、そこまで考え、こだわりを持っているのか！」と、メンバーが圧倒されるくらい
熱く語って欲しい。

実現プロセスを具体的に語れるリーダーは、プロセス・マネジメントができる人と言える。



営業メンバーの育成にあたって、メンバーと営業同行して手本を見せて育てようとしている営業リー
ダーは多いと思う。
確かに、「やって見せて、やらせてみる」は、育成の王道だ。
ただ、なかなかコツをつかめないメンバーもいる。また、そのコツをメンバーに伝えることが難しい
と感じた経験もあるだろう。今回は、そんな場合の育成方法について考えていこう。

営業育成のコツとは？
部下の伸びを加速させる教え方の極意

イラスト/室木おすし

3

08
Copyright (c) Sapuri Co.,Ltd. All rights reserved.

 育成のコツ 1：差がつく行動をかみ砕いて伝えよ！

あるTV番組で、鉄棒の逆上がりができない小学生への教え方のコツを説明していた。
スポーツ・インストラクターいわく、「そこで、グッとお尻を持ち上げろ！」と感覚論的に伝えたり
、「先生がやるのをよく見てろ！」と、一連の逆上がり動作を何度も見せるだけでは、コツは伝わら
ない。
上手い伝え方は、地面を蹴ってお尻を高く上げる部分、その一番難しい動作を止めて見せ、
「ここまで足を伸ばして体を丸めているんだよ！」と、差がつく動作をピンポイントで教えることだ
と伝えていた。

営業の場面でも、優秀なメンバーとそうでないメンバーとで差がつくシーンを噛み砕いて教えること
が重要だ。
営業活動は、顧客の発言、反応に合わせた一連のやり取りが中心だ。その一連のやり取り全体を手本
として見せても、どこがコツだったのかが分かるメンバーは少ない。逆に、すぐに盗みどころが分か
る人は限られた優秀なメンバーだと思った方がいい。営業リーダーの皆さんも、すぐに要領をつかむ
人だったとすれば、自分と同じようにメンバーもコツをつかめるはずだと勘違いしていることが多い
のだ。



育成のコツ 2：鍛えるべき能力をかみ砕いて伝えよ！

逆上がりのインストラクターは、もう 1つ秀逸な教え方をしていた。
下半身が回転せずに元に戻ってしまう小学生に、「今、腕には力が入っているよね」「今度はお腹に力
を入れてみよう！」と、腹筋部分を指で押して指導していた。そうすると明らかにフォームが改善し
てくる。
このインストラクターの伝え方の素晴らしい点は、重要な動作をかみ砕いて伝えると共に、その動作
を行うために鍛えるべき部分はココだ！と伝えていることだ。
腹筋が強くなると⇒お尻が上がるようになり⇒逆上がりができるという、成果につながる因果関係が
分かるので、その小学生は一生懸命に腹筋を練習し始めていた。

営業育成でも同様に、成長するために強化すべきスキルを明示することがポイントだ。 下の三角形で
示した図を見てほしい。能力と行動と成果の関係を示している。

09
Copyright (c) Sapuri Co.,Ltd. All rights reserved.

メンバーにこのコツを掴んでもらうためにお勧めしたい方法は、客先で見本を見せた商談後、
「先ほどのやりとりのポイントは何だったと思う？」「いつもの自分のやり方との違いは？」
と、すぐにメンバーに問いかけてみることだ。
期待どおりの答えが返ってこなかったら、先ほどの商談のやりとりを巻き戻し再生して、「ここで更
に深堀する質問をしたから、ニーズが聞けたんだよ」とそのシーンを止めて、ポイントとなる行動を
かみ砕いて伝えることだ。

筋肉の連動によって動作の完成度が高まるように、仕事という行動もいろんな能力の相互作用によっ
てその精度が高まってくる。
図の青字部分が行動に影響を与える能力で、太字にしているところが後天的にも鍛えることができる
部分だ。これを意識させることが重要だ。

例えば、「深堀する質問」という営業行動ができるようになるには、

       ● 商品説明の前に、顧客の事情を知ろうとする“取組姿勢（スタンス）”が大事で、

       ● 同業事例などの“知識”の習得が必要で、

       ● その事例をもとに仮説を立てて質問する“スキル”が求められる

というように、能力を分解する観点をメンバーと共有し、必要となる能力をかみ砕いて伝えて欲しい。
そうすることで、成長するために強化すべきスキルが明確になり、メンバーの納得感が高くなるはず
だ。以上の 2点を抑えて育成方法のバリエーションを増やして、名コーチを目指して欲しい！



野球の話だが、鋭く落ちるフォークボール、落差のあるカーブを器用に投げることができるピッチャ
ーでも、打者を打ち取れる投球ができない場合がある。これは様々な球種を器用に投げる技能（スキ
ル）は持っていても、打者の特性に合わせて打ち取る配球パターン（型）を知らないからだ。
今回は、「営業スキル」を身に付ける事と、営業の「型」を身に付けることの違いについてについて
お伝えしよう。

営業はスキルだけではダメ！
「型」を教え込むことの重要性とは

 スキルトレーニングの落とし穴

営業配属された新入社員に、会社紹介、商品説明、事例説明などをスラスラと話せるようになるため
のトレーニングを行うことはよくあるはずだ。もちろん、最低限の基礎スキルを身に付けるためには
不可欠で、トレーニングをすれば鍛えた部分の完成度は高くなる。
ただ、このような個々の動作を部分的に磨いても、営業として売れるようにはならない場合がある。

例えば、営業メンバーに指導する際に、「商品説明が冗長で分かりにくい！」「A社の事例は背景情報
をもっと補足して説明すべきだ！」と言うように部分的なスキルを取り上げて指摘するリーダーが多
いが、これは枝葉の部分だ。
営業活動には、いろんなコミュニケーションスキルを組み合わせた「一連のやりとりの流れ」がある。
前後の文脈によって、商品説明や事例説明の仕方は異なるはずだ。
つまり、指導する際に重要となる幹の部分は、商談のやりとりの流れが妥当だったか、その流れに則
したヒアリングや説明ができていたかどうかだ。

イラスト/室木おすし
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 一連のやりとりの流れを「型」として教えよ！

武道にも「型」がある。相手に仕掛け、その反応によって得意技を繰り出し勝負を決める。その一連
の動作を「型」として覚える。営業活動もお客様の反応によって、自社の商品のアピールの仕方や事
例の説明方法は異なってくる。この一連の流れ（ステップ）を「型」として教えることが重要なのだ。

住宅リフォーム会社の例で「型」を説明しよう。

【ステップ 1：お客様を観察する】
       ● 小学生くらいの男の子 3人兄弟の写真が玄関に飾ってある

       ● 子供用のサッカーユニフォームが部屋に干してある

【ステップ 2：ニーズ、お困りごとを想定して質問する】

       ● 3 人のお子さんがサッカーされているんですね。洗濯が大変でしょう？

       ● 雨の日などは、干す場所に困りますよね？

【ステップ 3：施工事例で商品サービスのメリットを伝える】

       ● A 様邸では「浴室乾燥機」を設置されたのですが、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と喜ばれていました。

上記のステップ 1～ 3に示す、観察⇒想定質問⇒事例紹介でメリットを伝える、という一連の流れが
「型」だ。観察する事象によって、ニーズも変わり、伝える事例も変わる。
まず、このステップ 1～ 3のバリエーションを「型」として教えることが重要なのだ。
そして、「型」を実践する精度を上げるために、ステップ 2の想定質問スキルや、ステップ 3の事例
紹介スキルを磨いていく。
ぜひ、「型」と「スキル」の考え方を切り分けて、メンバー教育に取り組んで欲しい。



部下から依頼され、営業同行を行うリーダーは多いと思う。そこで営業リーダー自身が代わりに営業
すれば、受注確率は高くなる。だが部下は、営業リーダーに依存してしまい成長しない。こんなジレ
ンマに直面している方は多いと思う。
今回は、依存型の部下を独り立ちさせる育成方法をお伝えしたい。

営業チームの部下・メンバーの自立を促す
育成法とは？成功体験と自信付け

 部下を自立に導くポイント 1:
 今どきの若手は、最初にセオリーを伝えること

イラスト/室木おすし
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図「経験学習サイクル」を見て欲しい。これは組織行動学者のデービッド・コルブ氏が提唱している
「経験学習モデル」に筆者が加筆したものである。仕事での実践経験からセオリー（成功法則やコツ）
を学び、成長する循環を表している。

営業リーダーの皆さんが駆け出しの営業メンバーだった頃は、「とりあえずやってみろ！」と言われ
て、よく分からずお客様先に行かされ、しどろもどろになって帰ってくることの繰り返しだったので
はないだろうか。つまり、皆さんの多くは、図の（2）からスタートして、失敗も経験しながらセオ
リーを身につけてきたはずだ。

ただ、自分たちが経験してきた従来のやり方が、今どきの若手には通用しない場合が多い。「とりあ
えずやってみろ！」と言っても、その前にセオリーを理解して納得しないと体が動かないのだ。 つま
り、営業リーダーとしては、（1）営業同行などで手本を見せながらセオリーを教え、（2）と（3）を
伴走しながら実践を促し、（4）振り返りを支援して、また（1）セオリーに結びつけるという順番で、
経験学習サイクルを一緒に回すアプローチが重要となる。
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出典：David.A.Kolb（1984）
Experiential Learning Experience as the Source of Learning and Development に一部加筆して作成

 部下を自立に導くポイント 2:
失敗を許容し、早期に小さな成功体験をさせること

次は、いつまでもリーダーに依存するのではなく、自立してもらう必要がある。
そのためには、失敗を恐れずチャレンジさせ、自力で小さな成功や成果をつかみ取る体験を早めに演
出することがポイントだ。
例えば、営業同行しても口を出さず、自力で商談をリードさせる。ただ、もし失敗してもサポートす
る役割を営業リーダーが担うような関わり方だ。あたかも、子供が自力で自転車に乗れるようになる
まで後ろで支え、次第に手を放していくイメージだ。

「できた！」という小さな成功体験を早期に積むことが、自信になり部下が自立し始める。こうなる
と、営業チームの戦力は一気に上がる。
これは、営業リーダーにとって相当な我慢が必要となるが、部下育成の成功体験を積むためには避け
ては通れないプロセスだ。是非、チャレンジして欲しい。

この「経験学習サイクル」を回す上で難しい部分は、営業リーダーが自らの体験をひも解き、セオリ
ー化する部分だ。言い換えると、成功の法則を自分の言葉で伝えることが求められる。



部下育成において、「褒める」と「叱る」というやりとりはつきものだ。いずれも効果的に行うこと
で、部下のモチベーションを大きく高めることができる。
一方、人間関係の悪化やパワハラを恐れて叱ることができないと悩む上司も増えている。
今回は、褒め方と叱り方の留意点について解説する。

イラスト/室木おすし

【パワハラにならない】部下を伸ばす上手な
褒め方・叱り方とは？

６

 褒め上手、叱り上手な上司は部下の観察が鋭い！

褒める場合にも、叱る場合にも共通して欠かせない要素は、その人の内面ではなく、その人の行った
コトを事実ベースで取り上げることだ。
例えば、
「最近、営業センス、良くなってきたねー」と言われるよりも、
「今日、同行した商談では、お客様の表情の変化をよく見てたね！あの場面でちゃんと補足説明がで
きたから、納得してくれたと思うよ」
と具体的な事実を取り上げて褒めてもらう方が、心にしみるのである。

叱る場合も同じで、
「おまえ、事例について、もっと勉強しろよ」という言い方をされると、言われた方は、
「なんだよ、勝手に勉強不足って決めつけるなよ…」と感情的になるか、
「いや、知っていたんだけど、すぐに思いつかなかっただけで…」と自己防衛に走り、本来気づかせ
たいメッセージが伝わらない可能性が高い。

14
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 “褒める”と“おだてる”、“叱る”と“怒る”の違いは何か？

この前者と後者の違いは、伝えている側の意識が、部下に向いているか、自分に向いているかの違い
だ。
本気で褒めている時は、「よくやった！　それでいいぞ！　すごいじゃないか！」という承認、賞賛
の意を伝えて、部下を動機づけ、勇気づけようとする意識でやっているはずだ。

一方、「おだてる」は、部下が上司に対して潜在的に持っている「承認欲求」を上手く利用して、部
下をコントロールしようという意図で行うことだ。この場合の目的は、部下の為ではなく、自分の為
にやっていることになる。部下はこの微妙な違いを感じ取っていることが多い。

叱ると怒るの違いも同じだ。上司が自分のためを思って言ってくれているのか、自分の怒りをぶつけ
て、スッキリしたいために行っているのかは、相手はすぐ分かる。
パワハラだと言われてしまうのは、部下の成長のためにという意識が抜け落ちてしまい、自分本位の
発言になる時だ。
今一度、部下にメッセージを発する前に、自らの意識の確認をして欲しい。

15
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「今日のアポの事例説明の場面で、こちらが一番アピールしたいことを踏まえると、B社の事例が妥
当だと思うけど、A社の事例を話した意図は？」という言い方の方が、相手は自分の行動を素直に振
り返ることができる。

このような伝え方をするためには、日頃から部下の行動を観察して事実をつかみ、褒めるタイミング、
叱るタイミングを逃さないことが肝心なのだ。



部下育成を任されている営業リーダーは多いと思う。ただ、多くの営業リーダーは、自分は丁寧に育
てられた覚えはなく、放任され自力で頑張ってきたという認識を持っている人が多い。そんな自身の
経験から、自主性という名目で本人任せになっていることもある。
今回は、部下の状況に合わせた育成計画を立て、導いていく方法をお伝えする。

部下を効果的に育成する方法とは？
本人に合わせた育成計画の立て方

イラスト/室木おすし

７
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 育成計画を立てる時のポイントは？

育成計画を立てる時の留意点は、部下と一緒に計画することである。
上司の思いつき、場当たり的な指示や指導は、部下が納得せずにやらされ感を持ってしまう場合があ
る。そうなることを回避するためにも、部下と育成計画を共に立て、成長イメージを合意することで、
日々のアドバイスや指導内容に一貫性が生まれ、部下も納得感を持って取り組むことができるのだ。

 育成計画の作り方

では、具体的にはどうすればよいか説明しよう。
図表のステップアップシート (メンバー用）を見て欲しい。
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ステップアップシート (メンバー用）

ステップ 1：まずは部下本人に、今後の目指す姿を考えさせる。
ステップ 2：そのために、自分が努力することと、上司への要望を書いてもらう。

メンバー育成計画シート（上司用）

ステップ 3：今度は、営業リーダー側が部下への期待を込めて、目指して欲しい姿を描く。
ステップ 4：そのためにメンバーに取り組んで欲しいことと、営業リーダー自身が指導支援しようと
思うことを書く。
そして、
ステップ 5：双方が記入したシートを持ち寄り、育成面談を行う。
という流れだ。

次に、メンバー育成計画シート（上司用）を見て欲しい。
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 育成面談の進め方

まずは部下の意向をよく聴くことである。ついつい、自分が書いた内容を説明したくなったり、聞い
ているふりをしながら、持論に誘導してしまいがちだ。

この育成面談の進め方には、ポイントが 3つある。

ポイント 1：部下本人が、目指したいと思う姿を、より具体的な
                 表現に変えていくこと。

例えば、もっと大手企業を担当できるようになりたい、と書いてあったとすれば、

       ● 具体的には、〇〇商事のようなところか？

       ● その会社に対して、どんな営業活動をしていることを想定しているのか？

       ● そのような営業活動ができるようになるには、今後どんな力を付けていく必要があると思
うか？

と言ったように問いかけながら、本人が描いている具体的なイメージを引き出していくことが重要だ。
このような問いかけをすることで、表現は違えど、営業リーダーが期待している部分と重なってくる
ことが多く見出せるはずだ。

ポイント 2：なぜ、そのような姿を目指していきたいと思うのか？
                 その意図や理由を確認すること。

例えば、大手企業だからこそ実施できる大規模案件を受注すれば、自社の他部門の人と一緒に仕事
ができるようになり、仕事の幅が広がってくるから、と言った根底にあるメンバーの思いを知るこ
とができる。

ポイント 3：最後に、部下の意向を踏まえ、営業リーダーとしての

もし異なる部分があっても、根底にある思いと合致すれば部下は納得する場合が多い。
例えば、いきなり超大手企業を担当することは難しくても、まずは他部門との横断プロジェクトが
受注できそうな中堅企業を担当してもらうということで合意することができる。

このように育成計画を立てることよって、部下自身が成長に向けて意欲的になってもらうことに意
味がある。皆さんの会社でも所定の面談フォーマットなどが整備されている場合があると思うが、
これらの要素を独自に取り入れながら取り組んで欲しい。

期待と重なる部分、異なる部分を整理して伝える。



そもそもPDCAとは、物事を実行しながら継続的に改善していく考え方だ。
Plan→Do→Check→Act の頭文字の略で、図で示すようなサイクルを回しながら、らせん階段を上
るように改善を進め、実行の精度を高めていく考え方である。
人材の能力強化という観点でも同じように考えることができる。今回は、部下の成長を促すための
「育成のPDCA」について解説する。

営業メンバー・部下に効果的な
「育成PDCAサイクル」の回し方

 部下育成のPDCAサイクルを回す際の落とし穴

ありがちなPDCAサイクルの落とし穴は、Plan と Doは一応するが、Check と Act が中途半端に
しか行われないことだ。これは部下育成にもあてはまる。
部下と共に育成計画（Plan）を立て、実行（Do）を促したものの、実践結果の検証（Check）は半
年後の面談時にざっくりと行われ、更なる改善策（Act）についてはほとんど言及されずに、別の新
たなテーマで課題設定されることが多い。
つまり、育成のサイクルがつながっていないのだ。

イラスト/室木おすし

8
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 部下育成のPDCAサイクルの回し方

Plan（育成計画）については、
「部下育成で「放置」は厳禁！本人任せにしない効果的な育成計画の考え方」を参照して欲しい。
ここでは、その後のDo（実行実践）部分とCheck & Act( 振り返りと改善 )の部分における、部下
への働きかけ方について解説しよう。

20
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PDCAサイクル

Doのポイント：
部下が商談に臨む前にフィード・フォワード面談を実施せよ

実践実行するのはあくまでも部下だ。そこで重要なのは、部下本人が育成テーマを意識して実践す
ることだ。
例えば、他部門と連携して大手企業から大型商談を獲得することが育成テーマであれば、商談に臨
む前に、そのテーマに則した営業活動を部下にイメージさせて、意識づけることが営業リーダーの
役割だ。

例えば、
「A君、今日のアポは大手企業の○○商事だね。まさに他部門の商材も取り入れた複合提案のチャン
スだと思うけど、どんなニーズを想定しているの？」
→ 【 仮説の確認 】

「なるほど、そのニーズはどんな情報をもとに考えたの？」
→ 【 仮説の根拠、着眼点の確認 】

「そのニーズをどうやって聞き出して、こちらの商材提案につなげるつもりなの？」
→ 【 具体的なやりとりの確認 】

このように、事前に部下に問いかけ実践イメージを確認し、もしズレがあればアドバイスをする
「フィード・フォワード面談」をおすすめしたい。
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Check & Act のポイント：
商談後に結果の良し悪しの確認だけでなく、学びと教訓を考えさせよ

Check & Act は、まさしく結果の振り返りと今後の改善策を考えることなのだが、実態は、結果
の確認と次の打ち手を指示しているだけになっていることが多い。

例えば、

営業リーダー「A君、○○商事のアポはどうだった？」

部下A君「いやあ、想定と違って全く想定外の課題が出てきたので、うまく営業できませんでした…」

営業リーダー「だったら、この事例を持って、もう一度アポを取り直して行ってみろ」

これでは、振り返りにも、学びにもなっていないやり取りだ。

部下本人が、この経験から学び成長するためには、以下のような 2つのポイントを踏まえた働きか
けが必要だ。

【ポイント 1】うまくいかなかった（うまくいった）要因分析

       ● なぜ、当初の想定からズレたのか？

       ● お客様から出てきた別のニーズは、どこに着眼しておけば想定できたのか？

       ● 想定外のニーズが出てきた時に、対応できなかったのは何故か？

【ポイント 2】この経験からの学び、教訓の確認

       ● 今後、大手企業に行く場合には、事前にどんな情報収集をして、どんな準備をしておけば

このような振り返りを行い、今後の改善点を確認する面談を、フィード・バック面談という。

「育成のPDCAサイクル」を回すためには、育成テーマにつながる場面を具体的にとりあげ、事前
のフィード・フォワード面談と、事後のフィード・バック面談をこまめに部下と行うことが重要な
のだ。

いいのか？



営業職の場合、数値的な目標が設定されることがほとんどで、営業リーダー自身も、自らの個人目標
を担いながら、チーム全体の目標に対する責任を負っている方も多いと思う。
その際には、チーム目標を各営業メンバーで分担してもらい、個々人に目標設定する必要がある。
今回は、部下に目標設定する場合のポイントについてお伝えしたい。

【やる気を引き出す】部下育成で成長を
促す目標設定とは

 適切な目標設定をする 5つのポイント「SMART」

すでに聞いたことがある営業リーダーもいるかもしれないが、目標設定する場合の留意点としては、
“SMART”が有名だ。

    1 ）Specific：具体的で

    2 ）Measurable & Motivate：測定可能で、部下がモチベートされる

    3 ）Achievable & Agreed upon：達成可能で、合意できている

    4 ）Related：実際の業務と関連し

    5 ）Time-bound：期限が明示されたもの

という意味の英語の頭文字をとったものだ。

９

イラスト/室木おすし
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 正しく目標を伝えることで、部下は成長する

人から一方的に目標設定されても、やらされ感をもってしまい、モチベーションは上がらない。
では、部下がモチベートされる目標とは何か？
それは、上司が求める目標（Must）を伝えるだけでなく、「もっと、こうなりたい！」と思っている
部下の気持ち（Will）を踏まえて、「もう少し頑張れば、できるよ！」つまり、達成可能だよ（Can）
というメッセージを重ねることがポイントだ。

例えば、こんな感じだ。
若手メンバーのA君は、「自分も先輩たちが営業しているような大手企業のクライアントを担当した
い！」と思い始めているとしよう。まさにこれが、A君のWill だ。

「今年は、A君には前年度よりも 20%増しの目標を担って欲しいと思っているんだ」
「確かに高い目標だと思うけど、数社大手クライアントを担当してもらい、そのお客様の売上を更に
伸ばしてもらうことで、目標達成を目指して欲しいんだ」
と、“Must”に“Will”を重ねることで、目標数字が意味づけされる。

そして、
「先月A君が受注したベンチャー企業X社への営業は見事だったよ。その提案力があれば大丈夫だよ。
大手企業は関わる人が増える部分が難しいだけだ。そこは、ちゃんとサポートするから頑張れ！」
と、具体例を挙げて、能力的には十分可能性があることを伝える。
すなわち“Can”のメッセージを更に重ねて背中を押すのだ。

このように、Must + Will + Can が重なるような目標を設定することで、部下はやる気になり、少
し背伸びをして成長しようと努力するはずだ。
詳しく知りたい人はこちらも参考にして欲しい。
優れた営業リーダーは、仕事の意味づけ方がうまく、仕事のモチベーションをあげる！

一般的に営業目標の場合は、ある期間での金額などの数値目標がほとんどなので、1）具体的で、
2）測定可能で、4）実際の業務と関連し、5）期限が明示されていると言える。
一方、「部下がモチベートされ」「達成可能な」目標だよね、という部分が、部下と「合意できている
か」どうかがポイントになる。
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すべての営業メンバーが、自分の目標数字の達成に向けて責任感を持って取り組んでくれたら、こん
な心強いことはない。達成意欲さえ持っていてくれたら、あとは効果的な手法を教えればよいからだ。
一方、リーダーが困ってしまうのが、目標達成意欲を感じられないメンバーへの対処法だ。今回は、
そんなメンバーへのコーチング方法についてお伝えしたい。

イラスト/室木おすし

仕事のやる気がない・目標達成意欲が
低い部下へのコーチング法とは

10

 根本的なやる気自体を疑うと、メンバーはもっと離れていく

ちょっと極端な例に見えるかもしれないが、実際に私が何度も出くわしたことがあるやりとりだ。

営業リーダー「A君、今月も残り 1週間だけど、目標達成まであといくらだっけ？」

営業メンバー「えーと、ちょっと待ってください…」と資料を探し始める。

営業リーダー（おいおい、自分の数字の話だぞ。なぜ、すぐに答えられないのかな…）

営業リーダー「その前にA君、自分の月間目標数字は分かってる？」

営業メンバー「えーと、ですね…」と目が泳ぎ始める。

営業リーダー（コイツ、やる気ないな！）と、心の中でつぶやく。

いや、口に出してしまうリーダーもいるかもしれない。
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リーダーがそうつぶやきたくなる気持ちは、痛いほど分かる。
ただ、メンバーの根本的な仕事に対する姿勢や、やる気を疑う前に、ひと呼吸入れて、「なぜA君は、
そうなってしまうんだろう？」と、その現象に焦点を当てて欲しい。
“ヒト”を疑うのではなく、“コト”に疑問を持つのだ。
自分の人間性を否定的に見る相手とは、当然ながら心を閉ざし、距離を保つようになる。
そうなると、その原因究明や対処策をメンバーと一緒に考えることができなくなるのだ。

 目標数字を細かく砕き、商談案件を創り出す活動と紐づけよ！

もちろん、原因は様々な場合があるが、一般的には次の 2つが多い。

1. 従事している仕事自体に興味関心が無くなってきている。
      この場合は、改めてメンバーに対するコーチングを行い、本人のモチベーションの源泉になる
      部分と仕事内容を紐づけ、仕事の意味づけを行う必要がある。

2. 目標数字にリアリティがなく、達成イメージがわいていない。
    私の経験ではこの原因の方が多い。実際に私が駆け出しの営業メンバーだった時もそうだった。
    目標数字　→　数字を埋めるための商談案件　→　商談案件を創り出すための活動
    この 3つがつながっていないのだ。

こんな場合は、「達成シミュレーション表」（図）をコーチングしながら一緒に作成することをお勧め
したい。

達成シミュレーション表
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このやりとり、確かに部下と一緒に振り返りを行っているが、果たして学びにつながる効果的なフィ
ードバックかどうかは疑問だ。
ともするとメンバーは、「ああ、失敗したなあー」としか思っていないかもしれない。

このフィードバック例の良くないポイントは以下の通りだ。

1 ）問題点を先にリーダーが指摘してしまう

このようなコミュニケーションは、部下が防御モードになってしまう恐れがある。
つまり、「リーダーから指摘されないようにしよう」と考えたり、指摘に対する言い訳を考えること
に終始してしまうモードになってしまうのだ。

2 ）その場面での正解を伝えるだけで、改善策が話されていない

「B社の事例を伝えること」はその場面での正解かもしれないが、今後同じような失敗をしなくなる
ための改善策まで行きついていない。

3 ）成功や失敗の原因究明が抜けてしまう

「なぜ、上手くいったのか？」もしくは、「なぜ、上手くいかなかったのか？」
その原因究明を飛ばしてしまうことは、メンバーが自分の癖や強みを自覚する、せっかくのチャンス
を逃していることに等しい。

 フィードバックを効果的なものにする 3つのポイント

失敗例の反省を踏まえた上で、フィードバックを効果的なものにするためには以下の 3つのポイン
トを押さえることをお勧めしたい。

1 ）まずメンバーから良かった点、改善点と思う場面をコメントさせる

前述のコミュニケーションの観点でも、まずはメンバーが自分で良かった点・課題点を考え、発言す
ることが大切だ。その上で、リーダーから見て良かった点、改善点にあたる場面を付け加えるとよい。
また、改善点を指摘する際には具体的なポイントを伝えることが重要だ。
「全体の流れは良かったよ」と言うような抽象的な言い方ではなく、
「A社の事例説明は、その背景と効果を簡潔に伝えていたと思うよ」
と伝える方が、何が良かったのかが伝わり、よく見てくれた上でのフィードバックだと、メンバーは
感じるのだ。

2 ）上手くできた、できなかった理由をメンバーに考えさせる

成功・失敗の理由に関しても、メンバーが考えることを促すようなフィードバックをすることが望ま
しい。
例えば、「一方、お客様があまり興味を示してないのに、更に詳しく説明しようとしたところは気に
なったな」「こだわった理由は？」と、こんな感じだ。
もちろんメンバーの意見にリーダーとしての見解を付け加えることができれば、それが大きな気づき
になるはずだ。
ここで「確かにそうだ！」と成功や失敗の原因にメンバーが自分で気づき、腹落ちすることが重要な
のだ。
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詳細は、営業目標の達成を促す「営業達成シミュレーション」と「アクションプラン」を立てる方法
を参照してもらうとして、この図に示しているものは、かなり達成イメージができているもので、A
君のようなメンバーの場合は、まばらに数字が埋まるだけで、ほとんどが空欄になるはずだ。

まずは、この状況を見える化し、メンバーと一緒に向き合うのだ。
そして、どんな規模の案件を、どのタイミングで受注すれば数字が埋まっていくのか、そのためには
どんな活動をしなければならないのか？
このような問いかけをメンバーにしながら、今日からできるアクションに落とし込んでいくことが重
要だ。

つまるところ、

    1 ）新規の商談アポイントを取る

    2 ）親しい方から新規のお客様を紹介してもらう

    3 ）既存のお客様に追加提案する

といった、「商談案件を創り出すアクション」になるはずだ。

このような地道な活動を促し、支援することで、徐々に図の下段部分「案件一覧表」が埋まってくる
はずだ。すると、上段の集計数字が埋まりはじめ、目標数字の達成にリアリティがでてくるのだ。
この達成シミュレーションをメンバーが自力でできるようになれば一安心だ



営業リーダーは、チームの業績責任を負っている。また、個々の営業メンバーには、好不調があるも
のだ。そんな時、不調なメンバーを他のメンバーが補い、みんなでチーム目標達成に向けて責任感を
持って取り組んでくれたら、こんな心強いことはない。
一方で、チーム全体の状況には興味関心がなく、チームワークが発揮されていないチームも実際には
多い。今回は、そんな状況への対処法についてお伝えしたい。

営業のチームワークを高め、
チーム目標達成を意識づけるポイントは？

イラスト/室木おすし

11

 チームの目標数字だけではなく、その目標数字が示す意味を伝えよ！

チーム目標数字が形骸化しているチームでは、「個人目標の合計がチーム目標でしょ」という感じで、
メンバーがチーム目標を無機質な数字としてしか理解していないことが多い。つまり、チームが目指
す目標数字の意味が伝わっていないのだ。

例えば、
「このチーム目標が達成できたら、まだ全国ではシェアNo.2 だけど、この地域ではトップシェアに踊
り出ることができるんだ！」
「我々のチーム目標の数字は、全営業所の中で最も大きな数字になっている。他の営業所が苦戦を強
いられている中、我々のチームが一番頼りにされているんだ！」
というように、みんなで力を合わせて達成したい意味や意図を伝えるのだ。
言い換えると、目標だけではなく、その数字を設定している「目的」を伝えることでチームワークが
形成される。

27
Copyright (c) Sapuri Co.,Ltd. All rights reserved.



28
Copyright (c) Sapuri Co.,Ltd. All rights reserved.

 チーム目標達成までのカウントダウンと、
 達成に貢献する案件とメンバー名を見える化せよ！

目標達成に向けてチームワークが発揮されないもう 1つの原因には、各チームメンバーの役割分担の
共有が不足していることが挙げられる。
具体的には、それぞれが目標数字をどれくらい分担しているのか、どんな商談案件を進めながら数字
を埋めようとしているのか、などの情報だ。
逆に、みんながどれくらい頑張っているのか、その状況が共有されると、
「自分も、頑張って貢献しようー」
「自分が、足を引っ張るわけにはいかない！」という連帯責任という意識が生まれるのだ。

是非、実施して欲しい具体策をお伝えしたい。

図に示すような、「チーム目標達成カウントダウンボード」を掲示するのだ。

出典：（c）Project Produce Co., Ltd. All Rights Reserved.

これを見て分かるように、貢献しているのは誰で、誰が、どんな案件を決めれば、チームが達成する
のかが一目瞭然だ。

ボードに書いてある案件の結論日を見て、メンバー同士で、
「頑張れよ！」とか、
「今日、どうだった？」
と声を掛け合うようになれば、もうあなたのチームは一枚岩になっている！



メンバーの評価に携わっている営業リーダーの方も多いと思う。評価のフィードバックの仕方 1つで、
メンバーのモチベーションが高まったり、または軋轢を生む原因にもなる。
今回は、部下への評価のフィードバックのポイントについてお伝えしたい。

営業メンバーのモチベーションを
高める評価・フィードバックの方法とは

 「実績」と「行動」2つの視点で、常日頃からメンバーを観察せよ

評価の透明性と公平性が担保されていないと、メンバーのモチベーションは上がらない。
透明性とは評価基準が明確になっていることである。皆さんの会社で評価ルールが定められ、周知さ
れている場合は、一定の透明性はあるということだ。
公平性とはえこひいきがない、評価者間で評価基準の解釈にズレがないということだ。ただ、人が人
を評価する上で、評価者の主観を完全に排除することは難しい。

そこで、できるだけ主観を排除するためには、以下に挙げる 2つのポイントで「客観的な事実」を把
握し、それを評価の根拠にすることが大切だ。

12
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イラスト/室木おすし

ポイント 1：評価期間中に挙げた実績に着目する

営業の結果として出た数字は、「客観的な事実」で主観が入らない。ただ、この実績には、本人の努
力以外の要素も影響する場合がある。例えば、大口の担当取引先が倒産してしまい業績に影響が出
る場合、また、競合会社に不祥事があり、その結果、自社に発注が殺到するという“棚ぼた”的な
場合もある。
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ポイント 2：実績を出すためにとった行動に着目する

そのような外的要因を排除するためには、営業メンバーがとった行動の差や変化を客観的に観察し
て把握しておくことが重要だ。同じ実績を出している場合でも、競合がひしめく状況から大型受注
を獲得して実績を出したA君と、先輩から契約寸前の会社を引きついで実績を出したB君では、や
っている行動内容が違うはずだ。

 営業メンバーが納得し、モチベーションを高めるための
 フィードバックのコツ

「A君、上半期はホントに頑張ったよね！だから、評価も高めにしているよ」と言われたら、嬉しい
かもしれないが、「どこを頑張ったと評価してくれたのだろう？」と疑問を感じるはずだ。
「B君、実績面は言うことないんだけど、もうひと頑張りが欲しかったな」と言われたB君は、「じゃ
あ、何を頑張ったら良かったの？」と思うだろう。メンバーにそんな消化不良感を持たせないために、
こんなフィードバックがおすすめだ。

ポイント 1：把握した客観的事実を評価の根拠として伝える

「A君、実績面では 3番目だけど、競合会社との違いを 1つひとつ整理して、丁寧にお客様に説明
しながら信頼を獲得していったことが、逆転の大型受注につながったよね」
「作ってくれた資料は、他の営業メンバーにも活用されるくらい完成度が高いよ」
評価の背景や根拠を聞きながら「だからプラスの評価をしている」と言われた方が、モチベーショ
ンは上がるはずだ。

ポイント 2：メンバーに自己評価を確認し、今後の課題を具体的に
                  伝える

「B君、上から 3番目の実績だ。これは素晴らしい貢献だね。この実績を自分ではどう評価している
の？」と、最初に自己評価を尋ねてみる。
自分を客観的に把握できているメンバーならば、「先輩から引きついだ会社が上手く受注できたので、
ラッキーでした」とコメントするだろう。
「いや、先輩が築いた信頼関係を崩さないように、いろんな部署を回りながら丁寧に状況把握をして
いることは、ちゃんと分かっているよ」
「次は、B君だからこそ新たにこんな相談をしたい、とお客様から言われるようになって欲しい」
というように、これからの成長に向けてのポイントを伝えることも、モチベーションを上げるポイ
ントだ。
フィードバックについてはこちらの効果的なフィードバックとは？落とし穴と育成効果を最大化す
る 3つのポイントも読んでほしい。

いずれにしても、評価の根底にあるのは、「ちゃんと見ている」「見守っている」という評価者のス
タンスだ。ここが疎かになってしまうと、メンバーとの信頼関係が崩れてしまい、何を伝えても納
得感がなくなってしまうのだ。
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これまで個々の営業メンバーに働きかけ、育成していく手法について述べてきた。
今回は、各メンバーの営業や接客活動での気づきをチームで共有しながら、より良い手法へと改善し
ていくシクミ作りについてお伝えしたい。

「経験学習モデル」を活用して
OJT効果を最大化する方法

 チームで“気づき”を集めるには、テーマを絞り込め！

「知恵出しボード」と書かれている下の図を見て欲しい。これは競合サービスB社に対して後発で参
入して、その市場を獲得していこうとしている営業チームの例だ。
自社のサービスは機能的には勝るが、費用面や導入実績では競合B社には劣ってしまう。
そこで、チームメンバーの知恵や経験を集めて、効果的な営業手法を編み出そうとしている取り組み
が、この「知恵出しボード」だ。

ただし、漠然と「良いやり方を思いついたら共有しよう」と言ってもなかなか出てこないものだ。
この「知恵出しボード」の 1つめのポイントは、“今月のテーマ”を決めている点だ。
つまり、リーダーが営業のボトルネックになっている部分を絞り込み、「この部分の知恵を出して欲
しい！」と呼びかけているのだ。

知恵を出すには、図の左側の列に書いてあるような、「良かった！上手くいった！」もしくは、「こ
れは困った！」というような“気づき”がないと知恵は生まれない。
“気づき”をメンバーに促し集めるには、焦点を合わせるテーマを決めることが肝心なのだ。
この会社では「気づきメモ」と呼び、月ごとにテーマを決めて、図の左側の列のようなメモを営業
メンバーが書いて貼りだしている。そして、その内容を今後の知恵に変えていく会議を行っている。

13
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 フレームワークで整理して気づきを学びに変えよ！

この「知恵出しボード」の 2つめのポイントは、思考プロセスを可視化していることだ。
「良かった！上手くいった！」もしくは、「これは困った！」という経験に基づく “気づきメモ”を起
点に、学びや今後の対策につなげていくためのフレームワークが示されて、その枠組みに沿って議論
ができるシクミが出来上がっているのだ。

特に、すぐに対策に議論を進めるのではなく、「要因・原因」をしっかりと掘り下げ、気づきの本質
は何かを見極める思考プロセスが入っている。だからこそ、学びが生まれ精度の高い対策を考えるこ
とができるのだ。

このようにチームで共通のフレームワークや共通の言語を使ってコミュニケーションをすることで、
議論の観点がズレなくなり短時間で質の高い議論ができる。その結果、相乗効果が生まれやすくなる
のだ。

営業リーダーが、すべての正解を持っていることはないと思う。どちらかと言えば、正解が分からな
い方が多いはずだ。そんな時は、メンバーを巻き込み知恵を出していく方が近道だ。その時、リーダ
ーが取り組むべきことは、今月の知恵出しテーマを設定したり、議論のフレームワークを統一するこ
となど、知恵が出やすいシクミを作ることだ。

リーダーの工夫によって、チームメンバーは試行錯誤しながらも主体的に考え始め、チームの一体感
が生まれ、問題解決のスピードも格段に速くなるはずだ。ぜひ、試してみて欲しい。
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部下育成の重要なポイントは、実際の商談など現場での体験から学びを得る支援をリーダーが行うこ
とだ。その第一歩は、部下に営業セオリーを教えること。そして、実践の振り返りを効果的に行うこ
と、つまりフィードバックを行うことだ。
今回は、効果的な振り返りを行うためのフィードバック方法をお伝えしたい。

「経験学習モデル」を活用して営業のOJT
効果を最大化する方法

 フィードバックとは？フィードバックを行う目的と効果

「フィードバック（Feed Back）」とは、そもそもどのような意味かご存知だろうか。
Feed とは、餌という意味だ。つまり、部下にとって栄養素、成長の糧になる示唆を与え、気づきを
促すことがフィードバックを行う最大の目的だ。そうすることで、部下にとって大きな学びになって
いく。

14

イラスト/室木おすし

 やってはいけない！“フィードバック”でありがちな 3つの落とし穴

フィードバックの効果的な方法に触れる前に、まずはやってしまいがちなフィードバックの例を紹介
しよう。

営業リーダー「今日の初回訪問だけど、一生懸命にA社の事例を説明していたけど、お客様はあまり
                    興味を示してなかったと思うよ」「A社よりも、B社の事例の方が適切だったと思うけ
                    どな」

営業メンバー「確かに、そうですね…、分かりました」
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3 ）今後、類似場面ではどうするか？その改善策をメンバーと共に
　　考える

その場で正解を伝えるだけでは今後に活かすことができず、不十分だ。今後の改善策が理解できて
こそ、フィードバックの効果がある。
同じ例で言えば、事例を話しても想定どおりの反応がなかった時に、その理由をお客様に確認する
ことが、今後につながる改善策だ。
この改善策までをしっかり行うことで、実際の体験や行動が部下の能力として身についていく効果
的なフィードバックとなるのだ。

是非、日々の振り返り場面に組み込んで、試してみて欲しい。



営業職ならば、ロールプレイングをした経験をもつ人は多いと思う。その大半は、みんなの前で色々
と指摘され凹んでしまった苦い思い出となっていることが多い。また「ロールプレイングなんて新入
社員がやる初歩的な訓練だろ」と勘違いされている場合も多い。
優れた営業リーダーは、ロールプレイングを上手く活用しながら、メンバー指導を行っている。
今回は、ロールプレイングの正しいやり方についてお伝えしよう。

イラスト/室木おすし

【要点を押さえる】営業ロールプレイング
研修実施のポイントとは？

15

 お客様役の演じ方が、トレーニングの質を決める

ロールプレイングの“ロール”とは「役割」という意味だ。一般的な営業ロールプレイングは、お客
様役と営業役に分かれてその役を演じることで、本番に向けた模擬演習を行うものだ。
テニスや卓球でも同じだが、練習相手が上手くないとトレーニングにならない。つまり、お客様役が
トレーニングポイントを押さえた演技をしないと、営業役の練習にならないのだ。

では、トレーニングポイントを押さえた演技とは、どうすることか。
テニスを例にとると、バックハンドが苦手であれば、敢えてその方向にボールを出すように、メンバ
ーが無口で無表情なお客様が苦手であれば、お客様役がそのような役を演じる。
また、深掘りしてヒアリングすることが苦手なメンバーには、お客様役が情報を小出しにしながら、
突っ込んだ質問をしてくるまでは、話さないお客様を演じる、という具合だ。

このように強化が必要なポイントをメンバーとすり合わせ、そこが鍛えられるようなお客様役を演じ
ることが重要となる。このような対応ができるのは、数多くのお客様とのやりとりを経験し、アドリ
ブ対応できる営業リーダーの皆さんなのだ。
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 正しい「ふりかえり」を行っているか？

ロールプレイングは、やりとりが終わったあとの「ふりかえり」が最も重要だ。
「ふりかえり」の手順とポイントは次の通りだ。

1. 営業役から、意図通りにできたことと、思うようにできなかったことを話してもらう。

2. 上手くできなかった点について、その理由を営業役に考えて話してもらう。
   ※ポイント：まずはメンバーが自分でふりかえり、気づくことを促すこと。

3. 次に、お客様役から、良かった点、改善点をフィードバックする。
   ※ポイント：フィードバックは、具体的なやりとりのシーンを取り上げて、その良し悪しを伝える
      こと。

    例えば、良い例は「最初の雑談場面で、お客様の名刺に記載されているキャッチフレーズを切り
    口にしたのはとても良いね！そこから会社の方針に話が発展して、詳しい情報が聞けていたね。」
    というフィードバック。
    一方、「しっかりと聞けていて良かったよ！」というフィードバックは悪い例だ。2つの差は歴然
    としていて、悪い例の方は、ほめられてはいるが、どこが良かったのかが具体的な行動レベルで
    振り返れないので、学習にならないのだ。

4. 最後は、改善点を指摘するだけでなく、一緒に「改善策」を考え、本番ではどうすれば良いか、そ
   の実践イメージを伝えることが重要だ。

営業同行などでメンバーと課題を共有できれば、強化ポイントに的を絞り、10～ 15分くらいのロー
ルプレイングを試してほしい。上記のような「ふりかえり」をしても、30分くらいで終わるものだ。
その際には、営業リーダーの皆さんには、学習効果の高いお客様役を演じ、メンバーと向き合ってほ
しいと思う。



ベテラン営業メンバーのノウハウやコツを若手のメンバーに伝承していくことは、なかなか難しい。
そんな場合、前回のロールプレイングの正しいやり方を知っているか？でもお伝えしたロールプレイ
ングを活用する方法がある。今回は、メンバー育成のためにロールプレイングを活用したナレッジマ
ネジメント手法についてお伝えしよう。

営業ロールプレイングを上手に実施し、
効果を最大化するコツ！

イラスト/室木おすし
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 手法 1：ベテラン同士で模範ロールプレイングを行う

通常のロールプレイングでは、育成対象となるメンバーが営業役となり模擬演習を行う場合が多い。
その際、具体的にはどうするのが正解なのか、そのやり方が見たいと言う声をよく聞く。その対策と
して、営業役もお客様役もベテラン営業が行い、模範演技を見せる手法がある。
※ぜひ録画をしておくことをお勧めしたい。少人数の勉強会などで何度も再生して活用することがで
きる教材になるからだ。

この手法のポイントは 3つだ。

1. 事前に、模範ロールプレイングを見学する営業メンバーに、学びたいポイントを列挙させること。
   これは、狙いを持たず漫然と観てしまうと、肝心なポイントを盗むことができないからだ。

2. 学ばせたいポイントをロールプレイングのシナリオに盛り込み、営業役とお客様役がしっかりとす
   り合わせを行い演技すること。
   一見、難しいように思えるかもしれないが、優秀な営業メンバー同士であれば、要点を伝えると難
   なくやってくれることが多い。
   なぜなら、自分自身もそのポイントは重要だと感じて、工夫を凝らしてきているからだ。

38
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3. 一連のロールプレイングを見終わった後に、見学者から学びとなったことを発表してもらうこと。
   そして、その学習の成果をその場で見学者にロールプレイングとして再現してもらうことだ。
   自分の言葉で発表することで、学びが整理されて理解が深まり、それをすぐに体現することで、実
   行イメージが刷り込まれるからだ。

 手法 2：育成対象のメンバーがお客様役になる

この手法は、私が営業研修を請け負った際によく活用する手法で、有効な場合が多い。
自分が苦手とするお客様を取り上げ、ロールプレイングではそのお客様役になりきって演じてもらう
のだ。その相手となる営業役はベテラン営業が担う。

例えば、無口で無表情なお客様が苦手な場合は、その人を真似て演じてみる。また、いつもお客様か
ら疑問出しをされて、説明や答えに困ってしまうことがあれば、そのシーンを逆の立場から演じてみるのだ。

このロールプレイングの効果は次の 2つだ。

1. お客様役を演じることで、そのお客様の気持ちが少し理解できるようになる。
    例えば、「営業担当の説明を冷静に受け止め、理解しようとしているから、無口で無表情になるの
    かもしれない…」という気づきが生まれるのだ。

2. 立場が代わることで、自分が通常行っているやり方と、ベテラン営業のアプローチとの違いを明確
    に認識することができる。
    例えば、先輩営業が行う商品説明だと反論や疑問が沸いてこない…、そもそも自分の説明の仕方が
    悪いのかもしれない…、という具合だ。

ロールプレイングは、ゲーム感覚で楽しく盛り上げてやることで、営業チームになじんでくるはずだ。
営業リーダーには、そのような風土づくりを意識して頑張ってほしい。



営業や接客の心構えとして「お客様目線」という言葉はよく使われる。
では、あなたのメンバーは「お客様目線」で活動しているだろうか？
今回は、営業の目線だけでアクションを考えてしまいがちなメンバーへの、「お客様目線」の教え方
についてお伝えしよう。

お客様目線に立つとは？営業が相手の
ニーズを汲み取る 2つのポイント

 お客様目線とは？

お客様目線とは、相手の目線に立ってニーズを汲み取り、自らの行動を考えることである。そうする
ことで、営業の精度が高まり、結果、顧客満足度が上がって成果につながりやすくなるのだ。

17
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 お客様目線に立つための 2つの方法とその教え方

お客様目線に立つためには、以下の 2つのポイントに留意したい。

“真実の瞬間”＝最初の 15秒間を考える

スカンジナビア航空のヤン・カールソン社長が全従業員に徹底した言葉が“真実の瞬間”である。
顧客接点における最初の 15秒間でお客様が抱く印象が、全体の印象を決める。数多くの 15秒間の
真実の瞬間を従業員に意識させ、その質を高める施策を次々と打ち出して業績をV字回復させた。
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この考え方は、サービスや接客の改善策として、いろんな分野で応用されている。
お客様が自社の社員だけでなく、自社の店舗や商品、Webサイトなどの顧客接点に触れる瞬間を取
り上げ、それをお客様の目線で見直してみるのだ。
例えば、旅館やホテルの例を挙げると、駅から降りたら道案内用の看板があるから分かるはずだと
思っていても、お客様の目線で見ると街路樹が伸びて、実は看板が見えないことに気づいたりする。

この考え方を営業メンバーに教えるのにはロールプレイングが有効だ。
以前のコラムで、ロールプレイングでお客様役を演じることで、「お客様目線」を身に付けることが
できることをお伝えした。これも同様に、「お客様目線」で考えることで、何気なく使っている専門
用語や資料が分かりづらいことに気づくのだ。実際にお客様になったつもりで考えることで、改善
すべき“真実の瞬間”を導き出すのだ。

“お客様のつぶやき”を考える

もう1つお客様目線に立つための手法を新築マンションの営業場面で説明しよう。
マンションのモデルルームに、3歳くらいの子供連れの家族が来訪した場面で、
「このマンションは、駅から徒歩 5分という絶好の立地でして…」
と、チラシの見出しどおりの説明している営業メンバーがいたとする。

接客が終わってから、「あの親御さんは最初の説明を聞いた時、どんなことを頭の中でつぶやいてい
たと思う？」と、そのメンバーに聞いてみることをお勧めしたい。
ハッと気づいた顔しながら、
「『そんなこと、実際に駅から歩いてきたから分かるよ…』と思ったでしょうね」と、メンバーは言
うだろう。
さらにお勧めしたいのは、「じゃあ、どんなつぶやきをしてもらえると良い？」と、メンバーに続け
て問いかけて欲しい。
「『セキュリティーも充実していて安心だし、周囲の環境も子育てに適しているな』とつぶやいて欲
しいですね！」と、お客様像に合った購買心理をイメージできれば合格だ。

つまり、自分が行う営業場面でお客様がどんなことを頭の中でつぶやきそうかを想像してみること
だ。
そうすることで、セールストークが販売をする自分自身の目線に立ってしまっていたことに気づき、
お客様目線の悩みやニーズに応えられる行動に改善することができるのだ。

メンバーにこれをおしえる際には、例に上げたように担当するお客様を思い浮かべるように伝え、
自分が行う営業場面でどんなことを頭の中でつぶやきそうか、つぶやいて欲しいか、言わせてみる
のが効果的だ。

このように、営業視点になってしまいがちなメンバーの目線を、お客様目線へと 180 度回転させる
と、営業の成果が出やすくなる。簡単でありながら効果的なこの取り組み、是非試してみて欲しい。
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計画は立派なものを立てるが三日坊主で、やり切る力がない…と嘆く営業リーダーの声をよく耳にす
る。ただ、人間誰しも、やらねばならない事もよく分かっているが、なかなか体が動かない、気乗り
がしない、という気持ちと葛藤し、日々を過ごしているのではないだろうか。
マネジメント側は「一旦決めたことは絶対やり切る！」という不退転の決意を持つことは当然必要だ
と思う。だが一方で、メンバー全員が同様に強い意志を持って、すぐに動いてくれるものではないこ
とも、当然の前提とするべきで、それを見越して何らかの対策を講じる必要がある。今回は、その対
策について考えていこう。

「やり切る」ことができる営業チームづくりとは？
メンバー動機付けの３つのシカケ

 「シカケ」とは、実践すべき営業行動を促す“動機づけ策”のこと

18
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例えば、営業チームに配属された 5人の新入社員への育成の意味も含めて、過去の販促セミナーにご
参加いただいた未取引客にアポイントをとり、新サービスの案内を行いながら、そのニーズを把握す
るミッションを担ってもらう事にしたとしよう。つまり、このミッションが新入社員にとっては実践
すべき営業行動だ。

おそらくスタート当初は、意気込んでアポを取ろうとするだろう。でも、そのうちなかなかアポがと
れないことに意気消沈し始め、たとえ運良く面談してもらえても、新サービスの説明も、ヒアリング
も上手くできずに退散する場面がつづき、やる気がなくなってきてしまう…。こんな時こそ、シカケ
を考える絶好の機会だ。

では、このミッションを促す動機づけ策として、どんなシカケがあるか考えてみよう。
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 案 1
アポイントが取れたら 1点、ヒアリングができたら 2点、受注できたら 5点獲得といったように、得
点を競い合う「新人営業デビューレース」を実施する

 案 2
上記と同じ得点を競い合うレースでも、新人教育担当となっている先輩とペアになり、「師弟で二人三
脚レース」を実施する

 案 3
更に巻き込む人を増やし、どのペアが優勝するか、周囲の社員が投票をして、優勝チームに投票した
人も含めて、祝勝飲み会代が支援される「営業部挙げてのイベント」にする
この 3案とも、私がお手伝いしたお客様で実際に行ったシカケ策だ。
さあ、皆さんならどの案が一番効果的だと思うだろうか。

 ブレーキ要因を探して、ブレーキを外す動機づけ策を考えよ！

案1は、「どうせやっても、うまくいかないよ…」と思ってしまうブレーキ要因が、新入社員の心の
中にある。そのブレーキを外すために、成果を見える化して競争させるという動機づけ策を講じてい
る例だ。ただ、5人の新人達は孤独なレースを黙々とやることになり、これが長く続くと疲弊してし
まうかもしれない。

案 2は、「効果的なやり方が分からないから、もうできないよ…」というブレーキ要因を外すために
、教えてもらえる先輩とペアでチャレンジする動機づけ策になっている。
これはチーム対抗戦になるので孤独感は払しょくされ、先輩も担当する新人を勝たせようと上手く教
えようと努力するし、新人も先輩の指導に報いたいという連帯責任が生じて、相乗効果が期待できる
いいシカケと言える。

案 3となれば、もう各チームに応援団が大勢いる状態だ。なんとかその期待に応えようと頑張るだろ
う。

これ以外にも、チーム一丸となって難局を突破するために、やり切るべきことが日々多々あると思う。
そんな時、営業リーダーのあなたは、どうするか。幾多の壁を乗り越え、実績を上げ、評価を得てき
たあなたから見たら、「なぜこれができないんだろう」「自分はがんばってきたのに」と思ってしまう
のも当然だ。
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でも考えてみてほしい。
リーダーやマネージャーになった以上、がんばるのはあなたではなくてメンバーだ。あなたの仕事は
メンバーが楽しくがんばれる環境を整えることだ。今できないことを、できるようにすることだ。

想像してみてほしい。
あんなにへなちょこで毎日がつらそうだった若いメンバーが、あなたが創意工夫を凝らしたモチベー
ションアップのシカケのおかげで、いつの間にかたくましくなり、楽しそうに仕事をしているのを見
る日が来たら、どうだろうか。泣けてくるじゃないか。
その日こそ、あなたの勝利の日だ！



「営業リーダーは営業マネージャーとどう違うのか？」では、マネージャーとリーダーの違いについ
て説明し、真の営業リーダーは、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“リーダー
シップ力”を持った人であることを述べた。リーダーシップのある人というのは、営業チームの業績
が振るわず、部下のやる気・モチベーションが下がってきた時でも、チームメンバーを奮い立たせる
術を知っている。
そこで今回は、リーダーシップ力を活かし、部下のやる気・モチベーションを高める術について、事
例を交えて紹介したい。

イラスト/室木おすし

部下のモチベーションを引き出す！
やる気を引き出すリーダーシップ術

19

 愚痴の共有ではなく、危機感の共有をせよ！

チームが低迷している時、“ガス抜き”と称して、愚痴を吐き出す場を設けるリーダーもいる。ただ、
愚痴の共有は、“現状の不満”の言い合いで、傷をなめ合っている姿だ。本当にチームが低迷してい
る場合は、傷のなめ合いだけでは、本気のスイッチは入らない。「危機感」＝「将来の不安」を共有し、
「このままではマズイ！」と奮起させることが重要だ。

とある飲食店を例にとって解説しよう。
この飲食店では、CS（顧客満足度）が下がり、リピート客が減少し続けていた。メンバースタッフ
たちは、人手不足によって十分な接客ができないことや、給与水準が低くスタッフの定着率が悪いな
ど、愚痴を店長に漏らしていた。

これは、先に述べた「現状の不満」の共有に過ぎない。ではどうするべきなのか。「危機感の共有」
をするには 3Cの観点から客観的に自分たちを見つめ直すことだ。3Cの視点とは

45
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 自分達を客観視させ、他責を自責に変えよ！

チームのモチベーションが下がってくると、どうしても内向きの思考になり他責思考になる。その時、
リーダーはその雰囲気に飲まれてしまうのではなく、その雰囲気を変えるため、競合と比べて自分た
ちを客観的に見つめ直すシカケを講じることが重要だ。

再び飲食店の例に戻る。このチェーン店の中で、1日だけお店を臨時休業にして、繁盛しているライ
バル店にスタッフを連れて行った店長がいた。お客として視察に行ったのだ。
繁盛しているライバル店の仕事をお客様視点で体験してみると、明らかに自分達と違う部分が浮き彫
りになる。

       ●一度に大勢が押しかけても、客裁きがいい！

       ●ホールを仕切っているリーダーの声掛けが上手い！

       ●ホールと厨房の連絡がシクミ化されて、抜け漏れがない！

などなど

ライバル店を出てから、店長は連れてきたスタッフにそのお店の募集広告を見せて、
「このお店のスタッフの時給、みんなよりも安いんだよ」
「このままだと、本部からはもっと時給を下げろと言われても、何も言えないよね」
「でも、もっと工夫すれば、できることはあるよね」
と、静かに語りかけていた。

このエピソードは、後にスタッフから店長になった方が、「忘れられない 1日」として語ってくれた
ものだ。この臨時休業にした日を境に、スタッフの目の色が変わり、様々な課題の改善に取り組み、
業績を立て直したという。

自分たちの状況を競合と比べて客観的に見つめ直すと、自ずと自分たちに本当に足りない部分や改善
点が具体的に見えてくるようになる。そこが見えてくると、自分たちが今やるべきこともわかり、改
善の行動へとモチベーションがつながるのだ。

今回例にあげた店長が、一歩引いたところから競合や自分達を客観視する機会を設けたように、自分
達が変わることで解決できることがあると思い直すシカケを繰り出すことが、“本気スイッチ”を入
れるリーダーシップ力なのだ。

       ● Customer（顧客）：お客様が自分たちをどのように評価しているか、確認してみる。

       ● Competitor（競合）：競合となる相手は、どんな努力をして、どんな成果を上げているのか

       ● Company（自社）」：顧客の声、競合の状況を踏まえて、自分たちの強み、弱みを冷静に話

の 3つである。このような、分析や対話をすることで、 「このままではマズイよね！」「もっと、でき
ることがあるよね！」という雰囲気をチームないで共有することができる。

分析してみる。

し合ってみる。



イソップ童話のレンガ職人の話はご存知だろうか？
同じレンガを積む仕事をしていても、「レンガを積むこと」が仕事と思う人もいれば、「街の人々の心
をいやす大聖堂を造っている」と、仕事を意味づけて働く人もいるという話だ。
言わずもがな、後者のような人は、高いモチベーションを維持しながら仕事ができる人だ。
だが、自律的に、仕事の意義や意味を見出し続けることができる人は、そんなに多くはいない。しか
し、私もそうだが、誰かに助けられて、それが明確になった経験を持っている人もいるはずだ。
今回は、そのポイントについて考えていこう。

営業チームのリーダーがメンバーに
自分の仕事を意味付けさせるには？

イラスト/室木おすし
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 Will を引き出しMust を重ねて仕事を意味づけよ！

では、仕事へのモチベーションが下がり、元気がなくなってきたメンバーに、どのように手を差し伸
べたらいいか？ 考えられる要因の 1つとして、今やっている仕事が“やらされ感”になっているこ
とがあげられる。やらねばならないことだと分かっているけど、どうもやりたくないんだよなぁ…と
いう状態だ。

分かりやすい例として、先輩から大手企業を引き継いだA君の場合を考えよう。前任の先輩と比べて、
お客様から全幅の信頼を得ているわけではない。大型商談が獲得できる余地は十分あるのに、ついつ
い足が遠のいてしまう。
ただ、そんな時には、「顧客のことや担当者の仕事内容をよく調べ、少しでも役立ちそうな情報を届
けたり、何かのついでに顔を出しコミュニケーションの頻度を高めるなど、信頼獲得に向けた地道な
活動が必要だ」と、あなたは何度もメンバーにアドバイスするが、それをやっている気配は一向に感
じない。
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「そんなに難しいことを言っているわけではないだろう！お前、やる気あるのか？」
と説教したくなる。
実はその通りで、メンバーからすると、言われていることは正論でやるべきだと思うのだが、“どう
も、やる気が起きない”のだ。 そんな時は、アプローチ方法を変えて、
「A君、ここまでの大手企業を担当するのは初めてだろう。どんな営業してみたい？」
「この機会を活かして、自分は営業としてどう成長したい？」
と、本人のWill（意思・意向）を引き出してみることをお勧めしたい。

すると、

A君「これまでは、商品力や会社のブランドでお付き合いしてもらっていたように思うんです。でも
        これからは、A君だから取引したいと言われるようになりたいですね。」

と言ったことを口にするかもしれない。

あなた「だったら、ちょうどいい機会だよ。前任の先輩の影が薄れるくらい、自分の存在感を出して
           みたらどうだ！」

と、やるべきこと、つまりMust を重ね合わせ、意味づけてあげることがポイントだ。

 更にCanを重ねて、その可能性を勇気づけよう！

A君「でも、できますかね、先輩は優秀だったし…」

と言ったことを口にするかもしれない。

あなた「A君、今も担当しているX社は、役員さんとずっとやり取りしてるよね。大手企業ではない
けど、経営課題についても、相談される関係をよく築いていると思うよ。」
「それは、A君がX社のことをよく理解してくれていると役員さんが感じているからだよ。企業の規
模は違うけど、A君ならできると思うよ。」

と、メンバーの強みとなる能力（Can）を具定例を挙げて承認し背中を押すことだ。

また、次のようなアドバイスも有効だ。
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あなた「A君は、よく事例も勉強して、いろんなアイデアを投げ掛ける強みを持っているよね。ただ、
          そのアイデアがお客様にとって実践的な内容だという根拠を示すロジックが弱いことがある。
          そのためには、もっといろんな人に会い、緻密にお客様のことを調べることが大事だ」

というように、これから更にできるようになって欲しいこと（Can）を伝えることだ。

このように、メンバーの“Will”を引き出し、やるべき“Must”に接続し、頑張ればできるぞ！と
“Can”の輪の広がりを示唆することで、やらされ感はなくなり、自分ごととして前向きに取り組む
ようになる。

これはいわゆる、コーチング手法の 1つだ。名選手には、名コーチが必ずいる。是非、これを機会
に、名コーチを目指して欲しい。
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