
営業マネージャーお役⽴ち資料

営業マネジメントの教科書第6章

強い組織づくり



はじめに
「営業マネジメントの教科書」では、強い営業組織を作るために必要な営業マネージャーの
役割や実務について全6章に渡って解説をしていきます。

第6章では「強い組織づくり」と題して、組織の状況に応じたマネジメント⽅針の考え⽅う
や、組織づくりのステップについて解説します。。

営業チームのマネジメントにお悩みを抱えるマネージャーの皆様の⼀助となれば幸いです。
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1985年、慶應義塾⼤学法学部卒業。同年㈱リクルート⼊社。

企業の⼈材採⽤⽀援事業に配属。特に国内を代表する超⼤⼿企業の「新卒・中途採⽤」のプランニングから実⾏⽀援を中⼼に担当。そ

の後、複数のマーケティング⽀援事業の責任者を歴任。同時に企業の「営業組織強化コンサルティング事業」の新規⽴ち上げを担当。

2005年に独⽴し、現在は主に「企業の営業組織⼒強化およびそれに付随するマネジメント強化」のコンサルティングサービスを提供し

ている。

株式会社シー・ブリッジ・コンサルティング
代表取締役
茂⽊慎司

講師プロフィール
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“強い”営業組織とマネジャーの取り組み
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変化に適応しながら、継続的に業績を上げ続ける組織

マネジャーには
①組織の状況をしっかり理解し、マネジメントスタイルを確定させる

②外部の環境変化を組織に取り込み、対応策を⽴案・創造する仕組みを作り上げる
③②の活動をメンバーが積極的に実践できるように、組織の⽂化や⾵⼟を醸成する

という3点が求められます。

“強い”営業組織とは



組織の状況とマネジメントの在り⽅
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組織の状態により適切なマネジメントは異なります。組織作りを始める前に組織の状態を⾒
極めマネジメントスタイルを決めましょう。

メンバーはビギナーが多い
・組織の⽴ち上げ期（混沌）
・業績は低迷気味（振れ幅⼤）
・回復・安定化が急務
・メンバーと顧客課題のバランスが不釣り合い
・プロセスマネジメントがあまり機能していない

・メンバーの⼒量は⽐較的⾼く均⼀性も⾼い
・組織は安定して成⻑段階
・業績は安定しているが、さらなる成⻑を⽬指す
・プロセスマネジメントは機能していて成果も
出ている
・ナレッジの蓄積も豊富

※左の組織の状況に加えて

・次期マネジャー候補がいる
・新たなミッションやより難易度の⾼いビジネス
の実践が求められている

組織の状態

マネジメント型マネージャー
指示やアドバイスを的確に伝え「やらせる」

共走型マネージャー
メンバーと共に考え活動する

価値拡大型マネージャー
次期マネージャーを育てつつより高いミッションへ

・戦略、戦術、プロセスマネジメントの徹底
・報連相型コミュニケーション
・同⾏営業やトレーニングの励⾏

・外部の情報をマネジャー⾃ら積極的に取り込み
メンバーの活動の質を上げる
・個々メンバーの課題に対してサポートを⾏い
メンバーを⽀援する
・難易度の⾼い顧客や課題に対しては
⾃らが主体的に取り組み成果を出す

・定常業務は次期リーダーに可能な限り任せ、
側⾯⽀援を⾏う
・難攻不落企業や新サービス開発など新たな
ミッションを⾃ら設定し、動いて、達成する

市場・顧客市場・顧客 市場・顧客 市場・顧客 A

市場・顧客 B



強い営業組織の要件と基盤づくり
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強い営業組織を作り上げるには、組織の基盤となる基本的な要件を強固に整備しなければな
りません。その要件は以下の通りです。

組織の目的・目標が共有されている

各々の役割と期待が明確で共有されている

コミュニケーションが活性化している

組織運営のルールが明確になっている

組織（チーム）で成果を出す意識を強く持っている

相
互
信
頼
と
強
い
協
働
意
識

強い組織の５要件＋１ マネージャーが意識すべきこと

単に⽬的や⽬標の内容を伝えるのではなく、⽬的や⽬標の背景や、達成
時の⽬指すべき状態や周囲への影響を具体的にイメージしメンバーに伝
え続ける

メンバー個々の持ち味や強みに準じた役割を付与し、全員で共有すると
ともに⽇期待に応えた成果に対しては、⽇々承認や称賛の会話を仕掛け
てゆく

個⼈間、会議内問わず、どんな意⾒も安⼼して発⾔できる環境を整えな
がら、常に⽣産性の⾼いコミュニケーションが取れるような⼯夫を⾏っ
てゆく

分かり易く実⾏（順守）しやすいルールをメンバーと共に決定し、マネ
ジャー⾃ら率先してルールを守るとともに、状況次第では合意を得て果
敢に変更する

まずは組織⽬標と個⼈⽬標の整合性を取る（理解させる）ことが第⼀。
そのうえで、各メンバーの強みを⽣かした組織⽬標への貢献をすり合わ
せ要望する

「まず隗より始めよ」＆「One for All、All for One」



強い営業組織の基盤づくり７ステップ
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スタート
・⾃分が担当する組織の状況をしっかり把握する。
・組織に適合した⾃分の中のマネジャー像を整理する。
・強い営業組織作りを⾏うことを宣⾔する（上下ではなく、中⼼のイメージ）。
・マネジャーとして、チームの「ミッションとビジョン」と最低ルールを伝える。

本⾳が⾔える関係づくり
・全メンバーと個別⾯談。まずはすべて受け⽌める姿勢で⾏う。
・⾯談を通じてメンバーの持ち味や課題を把握し共有する。
・⾃らも積極的に⾃⼰開⽰する。メンバー同⼠の関係にも気を配る。
・⽇常のあいさつルールや⾮公式の交流の場を定期的に設ける。

⼩さな成功体験から
ノリを醸成する

・短期で具体的な⽬標を設定し達成することで、組織内に⾃信をつける。
・節⽬を⼤切にしてリズムを作る。喜び合う（悔しがる）。達成感を味わう。
・決めたことは絶対やり抜く⾵⼟を醸成。約束は絶対守る。
・達成しても課題を、未達成でも成果を、それぞれ発⾒する癖をつける。

全員の意識と⾏動を
⽬標達成に絞る

・組織のエネルギーを⽬標達成に集中させる。
・⽬標達成のために、創意⼯夫や創造性を発揮する場を作る。
・マネジャーはファシリテーターとして、主体性を⼤切にする。（任せてみる）
・メンバー間の相互アドバイスを集約して組織としての共通の動きに仕上げる。

挑戦する意識と
責任感を⾼める

・スキルアップや成功体験の共有の場を通して、その気にさせる。
・教えるから、気づかせるコミュニケーションに変え、⾃信を持たせる。
・個⼈達成よりチーム⽬標達成に意識を移し、⽀援し合う⾵⼟を醸成する。
・常に新たな課題発⾒に向けて「問いかけ」を⾏い、チャレンジ精神を⾼める

役割分担で全員が
リーダー⾜る状況をつくる

・挑戦的⽬標を掲げ、リーダー主導からメンバー主導で推進させる。
・役割分担により、全員が⾃らのリーダーシップを発揮してもらう。
・⽅法論だけでなく、⽬標そのものもリーダーに設定させコミットメントを得る。
・成果についてはメンバーを成功者に。⾃分は後ろに引く。誇りを持たせる。

７
真のチームミッション・
ビジョン作成

・チームのミッションやビジョンを⾃分たちの⾔葉で掲げ直す。
・チームに連動した個⼈ミッション、個⼈ビジョンも掲げる。
・⾃分達のチームであるためのグランドルールを定め、⾏動を磨き続ける。
※次期マネジャー候補にあたりをつけ、上記流れをミニユニットで実践させる。

６

５

４

３

２

１

※以上の７ステップの中には、時間をかけてじっくり創り上げてゆくものや、⼩さなPDCAサイクルを回して、
試⾏錯誤を繰り返しながら確定してゆくものも含まれる



適応⼒の⾼い組織づくり
営業組織は⽇々市場や顧客の変化に適応しながら最⼤の成果を獲得する必要があります。そ
のためには、外部環境への適応⼒の⾼い組織づくりも求められます。
ポイントは「外」を観る意識と⼒、ナレッジマネジメント、ブレない意思決定基準です。
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外部環境（市場と顧客）内部環境（自身の組織）

環境
変化

適応
価値
提供

状況
理解

意思
決定

学習
創造

ブレない意思決定基準

ナ
レ
ッ
ジ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

（
ナ
レ
ッ
ジ
の
蓄
積
と
活
用
）

「外」を観る意識と力

強い組織としての
強固な基盤



適応⼒の⾼い組織づくり❶「外」を観る意識と⼒を持たせる

強い組織づくり 8

「外」を⾒るためのフレームワーク
■PEST分析
⾃社、顧客、競合他社にとっての「チャンス」と
「ピンチ」を整理する

■W3C分析
⾃社の強みや顧客の戦略や課題、
さらには競合の強みや弱みを分析する

各種情報ソースの導⼊、業界勉強
会や顧客課題勉強会など組織内の
勉強会の実施、外部セミナーや勉
強会への積極参加を促進する。

営業活動報告時にはまず顧客情
報の事実確認を徹底する。顧客
業界や市場の変化に対してメン
バーに継続的に問いかけを⾏う。

❶情報収集の
仕組みを整備

❷アウトプットの
場を設ける ❸顧客情報の共有の徹底

営業ミーティングでの報告共有、
メールやCRMツールを使った情報
⼊⼒と閲覧の徹底など。

メンバーに「外」を⾒ることを意識づけるためのポイントは以下の3点です。



適応⼒の⾼い組織づくり❷ナレッジマネジメント活動
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共同化
経験の共有によって、

⼈から⼈へと暗黙知を移転する。

連結化
⾔葉に置き換えられた「知」を
組み合わせたり再配置して
新たな「知」を創造する。

表出化
暗黙知を⾔葉に表現して
メンバーで共有化する。

内面化
新たに表出化された「知」を
⾃らのノウハウ・スキルとして

体得する。

形式知

形式知

暗黙知

暗黙知

暗黙知

形式知

創発

実践

対話

決定

まず⽬的を明確に伝える。⽬的は、
⾃分たちの活動の⽣産性を上げる
（⾃社視点）と、顧客への提供価
値の質を上げる（顧客視点）、の
２点。
特に営業組織においては後者が⼤
切。

ナレッジは活⽤して初めて⽣きる。
体系化したナレッジは実際の営業
現場で積極的に活⽤させ、プラ
ス・マイナス関わらず成果の共有
とナレッジの磨き上げを⾏う。蓄
積する内容は、活動内容だけでな
く、成果とその要因（失敗とその
原因）の仮説まで含める。

❶⽬的の共有 ❷ルールと仕組み ❸ナレッジの活⽤
ルールと仕組みを決定する。
⼊⼒項⽬、⼊⼒頻度、⼊⼒ツール、
共有の場の設定、ルーティンなタ
イムスケジュール等。
なおルールはマネジャー⾃らが率
先して順守する。

ナレッジマネジメント SECIモデル

ナレッジマネジメント活動を定着させ、成果を出すためのポイントは以下の3点です。



適応⼒の⾼い組織づくり❸ブレない意思決定基準
意思決定とは、決めることであって、正解を求めることではありません。
説明できる「決定基準」を持つことが必要で、同時に決定理由の説明責任が必ず伴います。

妥当性の⾼い意思決定を⾏うポイントは以下の通りです。
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意思決定をサポートするフレーム（例）

評 評 評
⾃社が得るメリット（⾼）

可能な限り、組織として⼤切にす
べき「意思決定の基準」は持つべ
き。そのことでマネジャーだけで
なく、個々メンバーも、⾃ら組織
として“妥当性の⾼い”意思決定を
⾏うことが可能になる。

意思決定はあくまで⼿法であり、
求めるべきは成果。意思決定の結
果を常に振り返り、意思決定のレ
ベルを上げることで、獲得する成
果を拡⼤してゆかねばならない。

❶組織としての
基準を持つ ❷必要性の判断 ❸結果の振り返り

まず「今意思決定する必要がある
のか？」と⾃問し、すべきでない
と思われたら拙速な意思決定は⾏
うべきではない。ただ意思決定が
必要であるならば、可能な限りス
ピーディーに決定を⾏う。



適応⼒の⾼い組織づくり❸ブレない意思決定基準
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意思決定をサポートするフレーム（例）

評価
項⽬１

評価
項⽬２

評価
項⽬３ 合計

選択肢１

選択肢２

選択肢３

選択肢４

自社が得るメリット（高）

自社が得るメリット（低）

顧
客
が
得
る
メ
リ
ッ
ト
（
高
）

顧
客
が
得
る
メ
リ
ッ
ト
（
低
）

Win-WinWin-Lose

Lose-WinLose-Lose
11

基準となる評価項⽬を定めておき、選択肢ごとに
採点を⾏って合計点を意思決定の基準にする

ステークホルダーのメリット・デメリットの2軸
でマトリクスに分類し、意思決定の基準にする



番外編：会議の進め⽅
⽣産性の⾼い会議を開催するために以下のポイントに注意しましょう

・会議や打ち合わせの必要性を検討すること。「とりあえず会議」はご法度。

・会議や打ち合わせの⽬的とゴールを明確にして臨むこと

・参加者の選択には細⼼の注意を払うこと

・会議や打ち合わせの種別によって、グランドルールを設定しておくこと

・その他基本的な注意事項は、基本⾏動として当たり前のものと考え、
組織の状況判断の材料に使うこと。
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会議の内容 ゴール 進行上（会議後含む）の注意点

共有周知の会議 参加者全員が同じ情報を持つこと ・メンバー全員が理解したどうか必ず確認を取る
・不明点については質問を受け解消しておく

決定の会議 決定すべき項⽬・事案にすべて決定がな
されること

・基本的に先送りがされないよう決定まで持ち込む
・決定事項の実⾏状況をチェックしレビューを⾏う

コンセンサスを取る会議 参加者全員の合意と納得が得られること ・可能な限り議論を尽くし、参加者の総意として意⾒をまとめること
・拙速にまとめず、状況によっては個別に対応すること

アイデアを出し合う会議 新しいアイデアを⾃由に出し合うこと ・他社の意⾒や考えについては否定や反論をしない事
・出た意⾒やアイデアを無理やりまとめたり結論付けたりしない事

4つの会議の考え⽅



営業サプリ「営業マネジメントコース」のご紹介
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戦略策定にプロセスマネジメント、部下育成…
やることが多岐にわたる営業マネージャーには課題も多い

営業サプリ「営業マネジメントコース」は、
営業マネージャーに必要な能⼒を伸ばし

論理的に、⼒強く組織を率いて⾏く営業マネージャーを育成します。



営業サプリ「営業マネジメントコース」のご紹介
プログラムは全10単元。

チームで売上を上げるための勝ちパターンの作り⽅を実践しながら学びます。

14

単元 名称

1 基本的な
マネジメント活動の流れ

•マネジメントの定義
•営業マネージャーのミッションと役割
•基本的なマネジメント活動の流れ

2 営業資源分析のやり⽅
•資源①顧客の分析
•資源②提供価値の分析
•資源③メンバー・組織の分析
•資源④営業マネージャー⾃⾝の分析

3 営業戦略と営業戦術の⽴て⽅

•営業戦略の⽴て⽅
•環境分析のやり⽅
•ターゲット決定のやり⽅
•商品・サービス決定のやり⽅
•営業戦術の⽴て⽅

4 営業プロセスマネジメントの
ポイントと⼿順

•プロセスマネジメントとは
•営業プロセスマネジメントを
⾏う際のポイント
•営業プロセスマネジメントの⼿順

5 「⽬標」によるマネジメント

•「⽬標」によるマネジメントとは
•「⽬標」によるマネジメントの
成功させるための要件
•「⽬標」によるマネジメントの流れ
•メンバーの活動内容への
修正アドバイスの⽅法

単元 名称

6 ⽬標達成と組織強化を
実現する会議の実施⽅法

•営業会議とは
•営業会議の3つの⽬的
•営業会議での営業マネジャーの
4つの役割
•営業会議での営業マネージャーの
4つのスキル
•営業会議でのマネージャーの5か条

7 個別指導⾯談
•個別指導⾯談の⽬的
•メンバー育成の⼤前提
•個別指導⾯談のポイント
•個別指導⾯談 3つのプロセス

8 営業同⾏コーチング
•営業同⾏の⽬的
•営業同⾏の進め⽅
•営業同⾏時の上司のスタンス

9 強い組織をつくる
•強い営業組織とは
•新たなことに挑戦するために必要な
4つのポイント
•贈る⾔葉

10 半年後の⾃⾝の姿を描く •マネージャーとしての⼼得
（from ハロルド・ジェニーン）



営業サプリのしくみ

従来の研修は、主に講師からの授業など
座学が中⼼。
これでは⽅法を理解した＝「わかった」
で⽌まってしまい、なかなか現場では活
かせません。
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従来のマネジメント研修 営業サプリ

講義

実践
（演習・⾯談）フィードバック

営業サプリは実践＋フィードバックの反復学習で現場で活きるスキルを⾝につけられます。

営業サプリでは授業に加え、演習・ミーティングといった実践と、
コーチからのフィードバックを繰り返し、習得したことが現場で
⾃然に出てくる状態まで繰り返し学習。「わかった」を「でき
た」に昇格させます。



くわしくはこちらから

より詳細なご紹介資料はこちらからダウンロードしていただけます。
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https://www.sapuri.co.jp/contact/docudl?ebook


そのほかコース・コンテンツのご紹介
「売れるチーム養成講座」以外にもこのようなコースやコンテンツを展開しています。

ご興味がありましたらこちらもぜひご覧ください。

17

売れる営業養成講座
ベーシックコース

営業マネジメントの教科書
（コラム連載）

営業の基礎となるスキルを体系的・網
羅的に学べます。

強い営業組織を作るためのマネー
ジャーの役割や実務について解説して
います。

売れるマネージャー養成講座
部下育成スキルアップコース

部下の学びを⽀援するためのコーチン
グスキルと、育成計画の⽴て⽅・育成
⾯談の仕⽅を学んでいただけます。

https://www.sapuri.co.jp/training?ebook
https://www.sapuri.co.jp/144skill?ebook
https://www.sapuri.co.jp/management/textbook?ebook
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オンラインだから営業⼒がアップする

営業サプリで売れる営業に

https://www.sapuri.co.jp/?ebook
https://www.sapuri.co.jp/contact/contact?ebook

