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今こそ知りたい！
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サプリ：本⽇は皆様にお時間をいただきまして、『今こ
そ知りたいオンライン時代の営業に必要な「⼼を開く」

対話⼒』というテーマでご⼀緒させていただきたいと
思っております。よろしくお願いいたします。

本⽇どのような皆様にご参加いただいているのかという
ところなんですけれども、営業部の皆様に1番メインで
ご参加いただいております。

それでは、本⽇の講師の⽅を紹介させていただきます。
株式会社クロスロードの辻⼝様にお越しいただいており

ます。よろしくお願いいたします。

辻⼝さんは対話⼒についての研修をやってらっしゃった
り、様々な媒体で連載をお持ちでいらっしゃいます。皆
様もしよろしければセミナーが終わった後に、お名前で
検索してご覧いただければと思います。

辻⼝さん、それではよろしくお願いいたします。

辻⼝⽒：ではこのあと引き取ってお話をさせていただき
ます。改めましてみなさんこんにちは。クロスロードの

辻⼝と申します。今⽇はどうぞよろしくお願いいたしま
す。
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今⽇は、対話⼒というものについてお話させていただき
ます。まず私の⾃⼰紹介をさせていただきます。

こちらは部署名・役職をテキストマイニングツールにか
けたものなんですけれども、営業部⻑様ですとかリー

ダー様ですとか、メンバーの指導・育成をなさってい
らっしゃる⽅に多くご参加いただいています。

どのような⽬的で本⽇ご参加いただいたのかという質問
もさせていただいたところ、このような回答をいただき
ました。

クロスロードの辻⼝と申します。何をやっているかと⾔
うと、対話の先⽣をしています。

対話。話し合い、対話ですね。こうすると話し合いがう
まく進みますよっていうことを整理して、対話⼒強化講
座というパッケージにまとめて優しく分かりやすく教え
る、こういう仕事をしています。
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職歴がこんな感じでして、好きな街が上海ですね。2015

年から実は中国に進出しておりまして。先進性と猥雑さ
が良いなーっていうふうに思っています。

最近嬉しかったことで、もう親バカ⼤爆発ですけども、
⻑男なんですね。（⼤学）4年⽣で今年就活でもありま
して。私の研修を受講して「すごくよかった、就活にも
役⽴った」と⾔ってくれたんです。こんなに嬉しいこと

ないですよね。もうこれほど親としても職業⼈としても
嬉しいことはなかったです。親バカ⼤爆発な顔をしてい
ますが、こんな者でございます。

辻⼝⽒：対話⼒強化講座について少しお話をしておきま
す。

対話⼒強化講座について

今⽇のお話なんですけれども、お題が『今こそ知りたい
オンライン時代の営業に必要な「⼼を開く」対話⼒』。

こういうテーマですので、対話⼒強化講座の中からいく
つか抜粋してお話ししたいと思います。

もう12⽉、年末に⼊りましたので来年に向けて勇気が湧
いてくるようなお話ができればと思っています。

時間も短いですから、本質的なことをコンパクトにお話

しします。

話し⽅とか聞き⽅に関する研修って世の中に数多くあり
ます。特に話し⽅に関する研修ってものすごくあります

よね？でも話し合い⽅について体系的に学べる研修はほ
かにないんですね。

話し合って合意形成、課題解決に⾄る。どうすれば話し
合いがうまく進むのかっていうことを体系的に学べる研
修っていうのはほかにないと思います。研修ですので、

個⼈の能⼒を底上げする、それとともに対話の概念とか
ノウハウをみんなで共有することで組織の⽣産性を向上
させる。そういう研修です。

ですので、3年次研修とか新任管理職研修とか営業社員
研修なんかによく利⽤されています。

辻⼝⽒：はじめにですね、オンラインって⾔っています
けども、対話の本質っていうのは対⾯でもオンラインで

も実は変わらないです。特別なことではなく当たり前の
こと、⾔われてみればまあそうだよねって当たり前こと
事なんですね。

オンラインだと⽬の前にその⼈がいないわけです。です
ので、それだけ相⼿の⼼を開くということが難しくなり

ます。対⾯では⽬の前にいますから、キャラでやったり、
なんとなくとか曖昧とかあやふやにやったりしても⼤丈
夫ですが、オンラインだとそうはいかないんですね。で
すので、対話の本質というもの、これをしっかり理解し
ておく必要がある。

じゃあ対話って何なんだっていうことをコンパクトにお
話をします。

対話というものを多くの⼈が安易に考えていて、「単な
る双⽅向のやり取りでしょ。これが対話だよね」という
⾵に思っている⽅が多いんです。

対話とはやり取りをまわすこと
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こんな感じでやり取りがぐるぐるまわっていくうちに、
合意形成課・題解決に⾄りやすくなるっていうのが対話
なんですね。

実はこれは対話ではありません。これだとお互いに話す
ことばっかり考えているので⾔い合いになっちゃいます

⾔い合いをすると、対⽴とか嫌悪とかハラスメントの温
床になります。それから、⾔い合いはだいたいまず多数
派が強いです、多数派。それから声の⼤きい者。そして
⽴場の強い⼈が⾔い合いをすれば有利なわけです。

最近はこの⽴場に物⾔わせて相⼿を屈服させるとハラス

メントだなんて⾔われたりするわけですね。パワハラだ
と⾔われたりするわけです。

じゃあ対話ってどういうものなのかっていうことですけ
ども、対話っていうのはテーマについてやり取りをぐる
ぐる回すんです。これが対話です。

まわしているうちにお互いに理解が深まって視野が広
がっていきますね。結果として、合意形成・課題解決に

⾄りやすくなる。これが対話なんです。話し合いなんで
す。やり取りがぐるぐる回るんですね。

ここに感覚的な表現で書いてありますが、「私はこう思
う」⾃分の意⾒を述べます。で、「あなたはどう思
う？」相⼿の意⾒も聞きます。相⼿は「私はこう思う」

意⾒を述べる。それを踏まえて「そうなんだ。それじゃ
あこうしない？」提案をします。すると相⼿から懸念と
か疑問が出てきます。「でもこれだとこういう問題があ
る。こんなふうになんないかな」今度それを踏まえて修
正案を出します。「そうかじゃあこうしたらどうだろ

う」「それならいいかも」

働きかけ・問いかけをして、相⼿に考えさせる。考えを
述べさせる。必要な情報を聞き出す。それを踏まえて提

案とか説得をします。それを踏まえて相⼿が懸念を出し
て、修正案を出す。そして合意・課題解決に⾄る。

皆さんがやってらっしゃる営業活動もこういう形でやり
取りをぐるぐる回していって最終的に受注に⾄る。こう
いうプロセスをやってらっしゃるはずなんです。

ちょっと分かりやすい例をあげます。お医者さんの診察。

診察は医師と患者との間で、治療⽅針について話し合う
⾏為なんですね。

お医者さんに⾏くとこう問いかけられますよね。「今⽇
はどうされましたか？」

ビジネスにおける対話と本質
辻⼝⽒：じゃあちょっと感覚的な表現だったので、少し
ビジネスっぽく対話の構造を作るとこんな形です。
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ぜひ、⼤事なことはやり取りを回すことなんだっていう
ことをしっかり腹に落として欲しいんです。

皆さんもそうですし皆さんの部下の⽅にもそうです。そ
んな当たり前じゃん、そういうふうに思わないで、⼤事
なことはやり取りをこうやってまわすことなんだって
しっかりしっかり腹に落としてください。

世の中には話す⼒だ、プレゼンスキルだ、提案⼒だ、聞

く⼒だ、質問⼒だ、傾聴⼒だ、スキルがいっぱいありま
す。みんな⼤事ですけど、あんまり細かく分解しすぎる
と本質を⾒失います。

特に最近の若い⽅々は、あんまり最近の若い⽅々って⾔
いたくないんですけど、プレゼン偏重の教育なんです。
今の教育って。プレゼンプレゼンプレゼン…プレゼンは
うまいんだけど、プレゼンしたあと、「で？」ってなる。
その先がまるで回らないんです。

それから質問⼒に関しても、あんまりここにこだわりす
ぎると問い詰めてしまう。傾聴⼒もそう。ずーっと聞い

ている。「何が⾔いたい？」ってなる。

最終的にはやり取りを回す。そのために個々のスキルと
してこういうがあると理解してください。やりとりを回
すってことが⼤事です。

そうすると患者は⾃分の症状を思い浮かべて「ここ2〜3

⽇熱っぽいんですよ。ちょっと頭が痛くて咳も出て」症
状を⾔います。お医者さんはそれを踏まえて熱を測った
り聴診器を当てたりして診察に必要な情報を得ます。そ
れを踏まえて原因特定、治療⽅針説明ですね。「多分こ
れは細菌性の⾵邪でしょう。ウイルスではないでしょう。
コロナじゃありませんよ。お薬を出しておきますから部

屋を暖かくしてゆっくり休んでください」治療⽅針を説
明します。そうすると患者は懸念点を⾔います。「でも
先⽣、私その薬を飲んで胃が痛くなったことがあるんで
すよ」「そうですか。それじゃあ胃を保護する薬も出し
ておきます」すると患者は納得して⽀払いをする。こん
なやり取りをする。

でも皆さん、もうお気づきですよね。こんなにちゃんと
対応してくれるお医者さんばかりじゃない。そうなんで
すよ。⼈を⾒ずに病を⾒てしまっているんですね。こう
いう場合には「あの先⽣は優秀なんだろうけど⼈柄が

ちょっとね」なんて⾔ったりします。これ実際には⼈柄
ではなくて対話⼒がないんです。対話とかコミュニケー
ションとかをちょっと安易に考えてらっしゃる。

実際に医者の知⼈に聞いても特に対話とかを学んでない
そうです。特に対話とか学んでない。⼈柄だと思っ

ちゃっているんです。スキルなんですけど。

ですから専⾨性を⾼めるって⼤事ですけども、それだけ
ではだめで、やっぱり専⾨性を有意義に⽣かすには対話
⼒が必要なんですね。

今お医者さんの例をあげました。すごくシンプルなんで

すよ、医師の対話って。初めからお医者さんですから役
割が明確ですよね。そして信頼されています。役割とか
信頼が始めから明確です。

でも⼀般のビジネス、特に営業活動の場合には、お客様
からとって⾃分は何者で、信頼に⾜るものなのか、何が

できてお⾦がいくらかかるのか。初め分からないところ
から始まりますよね。

さらにこちら側もお客さんの状況もよく分からないし、
何に困ってらっしゃるのかどうなのか、予算は取ってい
るのか。そういうところから話を始めていかなければい

けないので、それだけやりとりを何回も何回も回す必要
がある。

「⼼を開く」対話⼒2つのポイント
辻⼝⽒：今⽇は⼼を開くというテーマですから、そこで
⼤事なことを2つあげたいと思います。

1つが、同じものを⾒ていても⾃分と相⼿では⾒え⽅が
異なるということ。これを理解してください。

もう1つが肩を並べて同じ⾵景を⾒ているように会話の
やりとりをまわすっていうことができるようになってほ
しい。これは技術的なことですね。

●同じものを⾒ていても⾃分と相⼿とで
は⾒え⽅が異なる
辻⼝⽒：1つ1つ説明していきます。まず1番⽬の同じも
のを⾒ても⾃分と相⼿では⾒え⽅が異なるっていうこと

をしっかり腹に落としていただきたい。
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例えば、背景とか基準が異なると違って⾒えるっていう
ことをこれからちょっとお話をしたいと思います。

ここに2つの丸があります（左上画像）。全く同じ2つの
円です。でもこうするとどうでしょう（右上画像）。

全く同じ2つの円なんです。でもこっち（左）の⽅が⼩
さく⾒えますよね。こちら（右）は⼤きく⾒えませんか。
⼤きなものに囲まれていると⼩さく⾒える。⼩さなもの
に囲まれていると⼤きく⾒える。

同じ⼤きさの同じ円だっていうことが分かっていても、

こっちの⽅が⼤きく⾒えます。

それから2本の直線があります（中央画像）。これは皆
さん⼤丈夫ですね？2本の直線って⾔ってそうだよねっ
てなりますよね。でもこの曲線が、こういう背景を持つ
とどうでしょう（下画像）。これ曲がって⾒えますよ

ね？これ2本の直線ですっていうと、「そうじゃない、
曲がっている」っていうふうに⾔いたくなります。放射
状の物体が背景にあると直線が曲がって⾒えるんです。

これ⽬の錯覚って⾔われますが、実際には⽬じゃなくて
脳が誤解してしまう。脳がそう⾒てしまうんです。

これらの錯視は皆さんご覧になったことがあると思いま
す。じゃあちょっとですね、これ⾒てみましょう。

こちら。このドレス（左画像）なんですけども、⻘⿊に
⾒えますか？⽩⾦に⾒えますか？ちょっとこれ、皆さん
に聞いてみたいと思います。
（実際のセミナーではアンケートが実施されました）

皆さんからアンケートをいただいたところによると、⻘
⿊に⾒えるっていう⽅が31%ですね。⽩⾦に⾒えるとい
う⽅が69%、約7割。これが⻘く⾒える⽅もいれば、⽩⾦

に⾒える⽅もいます。

ちなみに私は⻘⿊に⾒えます。先ほどサプリさんと話し
たらサプリさんは⽩⾦に⾒るとおっしゃっていました。

これ、⼈によって⻘⿊に⾒えたり⽩⾦に⾒えたりするん
です。どっちにも⾒えるんです。

このドレスの⾊なんですけど⻘⿊です（右画像）。この
ドレスは実は⻘⿊なんです。3割の⽅、正解です。とこ
ろが、この画像のドレスの⾊の組成を調べると⽩⾦なん
です。

どういうこと？これ、周りにこういう（光の）⾊が付い

ています。「これ、逆光だ。逆光の中でそういう⾵に⾒
えるんだ」と思うと、頭の中で⾊を補正して「これは⻘
⿊に違いない」と思って⻘⿊に⾒る。順光だと思って⾒
ている⼈は「この⾊そのもの⽩⾦」だよね、と⾒ている。
ですから⼈によって基準とか背景によって⾒え⽅が異

なっているんです。

次⾏きましょう。これ有名ですけどね。はいこれ時計回
りですか？（左の画像。セミナーでは動画で表⽰されま
した）上から⾒て時計回りに回っていますか、反時計回
りに回っていますか？これはどうでしょう。
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よく⾒てみるとどっちにも回っています。はい。ちょっ
と背景と基準を設けてみます（右画像）。裏側にグラ

デーションを設けて、右（⾜）・左（⾜）を⻘と⾚で⽰
しています。
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こうするとこちら（左）の⼥性は時計回りに回っていま
すよね。こちら（右）の⼥性は反時計回りに回っていま

す。こちら（右）側を⾒て真ん中を⾒ると反時計回りに
回っている。逆にこちら（左）側を⾒て真ん中を⾒ると
時計回りに回っている。

この元の画像は背景もなければ基準もないのでどちらに
も⾒えるんです。背景とか基準によってものの⾒え⽅が

変わって⾒える。なければ、どっちにも⾒えるから。だ
から、背景とか基準ってすごく⼤事なんです。

もう１個⾏きます。

これうさぎに⾒えますか？アヒルに⾒えますか？（左画
像）これ⼤丈夫ですね。ここが⼝、ここが⽿だとウサギ

に⾒えますよね。逆にここが嘴だとアヒルに⾒える。こ
れは⼤丈夫ですよね。

それじゃあこうしてみましょう。（右画像）

左をうさぎ、右をアヒルに⾒分ける事ってできますか。
別々にうさぎ・アヒルって⾒ちゃ駄⽬です。両⽅⼀緒に
⾒て、こちらはうさぎ、こちらはアヒルっていう⾵に⾒
分ける。これ意外に苦労する。うさぎに⾒ちゃうとこっ
ち側もつられてうさぎに⾒えちゃう。アヒルって⾒ちゃ
うとこちら側もアヒルに⾒えてしまうんじゃないでしょ
うか。

でも、私がこれから皆さんにある⼀⾔を⾔います。⼀⾔
⾔うと皆さん簡単にうさぎとアヒルだっていうふうに⾒
分けられます。はい、⾏きますよ。いいですか？私ある
⼀⾔を⾔います。はい、⾏きます。「うさぎにアヒルが
噛み付こうとしている」って考えてみてください。こう

すると簡単に⾒分けられるんじゃないですか。意味づけ、
思い込みですね。意味づけとか思い込みが⼈の⾒え⽅に
影響を与えているんですね。

だから⼈によって⾒え⽅が変わるというのは、こういう
意味づけとか思い込みが違えば違って⾒えるということ。

違って⾒えるんです。

私達は相⼿と同じものを⾒ているって安易に考えがちな

んですけども、実際には⽴場、上司の⽴場、部下の⽴場、
お客様の⽴場、営業の⽴場、⽴場によっても違う。知識
それから思想・年齢（世代）ですね。同じものを⾒てい
ても全く違って⾒ている、⾒え⽅が異なっているんです。

ですから相⼿の⼼を開く対話⼒を⾝につけるために、こ
のことを実は理解する・踏まえることが必要なんです。
当たり前だと思わないでください。本当にびっくりする
ぐらい違っているんです。先程私の息⼦が出てきました
けど、息⼦と私が⾒ている世界も違う。若い⼈とバブル
世代のおじさんが⾒ている世界は違う。男性と⼥性が⾒

ている世界は違う。上司と部下が⾒ている世界は違う。
このことを理解するということが⾮常に⼤事なんです。

だから同じ世界を⾒ていると安易に考えないで、部下は
どんな世界を⾒ているのかな、こんな⾵景⾒ているのか
な、お客様はどんな⾵景を⾒てらっしゃるのかな、そう

いうふうに考えるんですね。

今年コロナウイルスで、今でも論争していますけどね。
「経済を回そう！」という A さんと「⼈命が優先
だ！」っていうBさんはずっと論争しています。

©CROSSROADS, INC.
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Aさんは「⼀般企業が今⼤変な状況になっている」と思
う。⼈命が優先だって⾔っている B さんは「医療現場が

今⼤変だ！」この状況を思い描いている。

頭の中で思い描いている⾵景が違う状態で話し合ったっ
て噛み合わない。最近は、例えばお医者様なんかでも私
はウイルスのことは分かるけど経済のことはわかりませ
んからって⾔って、相⼿がどんな⾵景を⾒ているのかっ

ていうことを考えようになってきています。

やっぱり、相⼿がどんな⾵景を⾒ているのか、そういう
こと気にするってすごく⼤事なんです。
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経営者と現場で意⾒が対⽴する、やっぱり⾒ている⾵景
が違うんです。上司と部下でも意⾒が対⽴する、当然営

業とお客様でも⾒ている
⾵景が違うからまあ噛み

合わなかったり。お客様
はどんな⾵景を⾒てらっ
しゃるのかなということ
を気にする、思い描く。
⾃分とは違う⾵景を⾒て
いるんだったらどんな⾵
景を⾒てらっしゃるんだ
ろう、そう考えることが
⾮常に⼤事なことなんで
す。

辻⼝⽒：もう1つ、肩を並べて同じ⾵景を⾒ているよう
にやりとりをする。相⼿と⾃分では⾒え⽅が違っている

んだから肩を並べて同じ⾵景を⾒ているふうにする。な
るべく同じ⾵景を⾒ないと、違う⾵景⾒たままだと話が
噛み合わないです。肩を並べて同じ⾵景を⾒ているよう
にやり取りを回す。これが対話の本質なんです。

時間が短いので具体例を挙げていきますね。これ対話⼒
強化講座を受講された受講者の⽅の体験談です。

●肩を並べて同じ⾵景を⾒ているように
やりとりをする

私は中国⼈にも対話の研修を教えていますけれども、こ
の思春期の難しい年頃の⼦供との対話っていうのは全世

界共通の親の悩みなんですね。仕事より難しいです。

この講座受けてよかったのは、お客様と会話できるよう
になりましたけど、娘と対話が噛み合うようになりまし
たってそう⾔われる⽅も多いです。もう全世界共通の悩
みなんですよね。

この⽅はどうなさったか。当然やめたほうがいいことな
ので、それはやめた⽅がいいって伝えたあとに娘の⾔い
分を聞きました。娘は娘の⾔い分を伝えてきました。そ
れを踏まえてこの⽅は、「いつも弟や妹の⾯倒を⾒てく
れてありがとうね。久しぶりに友達にも会いたいだろう
し、誘われたら⾏きたくなっちゃうよね。でも、カラオ
ケに⾏くリスクも考えてほしいな」と伝えたところ、娘
ももう中3ですから⼦供じゃないので「確かにカラオケ
に⾏くのは不安がある。もし（新型コロナウイルスに）
かかったら、⼤好きなおばあちゃんにも会えなくなっ

ちゃう」「そうだよね、じゃあカラオケに⾏かないで息
抜きになる、友達に会って楽しめる⽅法ってほかにない
のかな？」

結果この少⼥はカラオケには⾏かないで友達と会って、
感染予防に気をつけながら楽しい時間を過ごしたんだそ

うです。

初めはね、対⽴していた意⾒の隔たりがあったわけです
が、この対話のやり取りを繰り返しているうちに、お互
いに理解ができて歩み寄りが⽣まれた。

この⽅がおっしゃるには、これまでの⾃分だったらこん

な時期にカラオケなんて！というふうに憤って、カラオ
ケに⾏ってはいけない理由を思いつく限り並べ⽴ててい
た。よくやりますよね。「⾏っちゃいけない！こうだこ
うだこうだ！」

でも対話⼒強化講座の研修を受けて、少⼥の話を聞いた

上で危険なことはやめてほしいっていうことを聞き⼊れ
てもらおうと考えた。

これから本質を⾔います。対話は話し合うっていうより
も話を聞き合う感じです。これ本質です、よく覚えてお
いてください。対話の本質は話し合うっていうより話を

聞き合うっていうこと。肩を並べて同じ⾵景を⾒ている
ようにするにはですね、相⼿の話も聞き、こちらの話も
聞き⼊れてもらうというイメージを持つとうまくいきや
すいです。
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緊急事態宣⾔、4⽉5⽉ありましたね。緊急事態宣⾔の最
中に中3の⻑⼥が友達とカラオケに⾏きたいと⾔い出す

んです。当然親としては「何を⾔っているんだやめなさ
い」って⾔いたいですよね。

でも⻑⼥には⻑⼥の⾔い分があります。⻑い休みが続い
ているし久しぶりに友達に会いたい。せっかく誘われた
んだからできれば断りたくない。毎⽇弟や妹の⾯倒を⾒

て…⻑⼥ですからね。ご両親共働きでいらっしゃるので、
⻑⼥が幼い弟や妹の⾯倒を⾒ている。私だってたまには
息抜きしたい。こう⾔われるとウッてなります。
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りこんなこと上司に相談できないですよ。

でも、この上司は私と同じ⾵景を⾒ようとしてくれてい

る。そう思うからその先のグチャッとしたところを話す。
⼼を開く対話とはそういうことです。

結果的に、「⼤丈夫だようちの営業は⼝⼋丁⼿⼋丁でグ
リグリ押すような営業じゃないから。ちゃんとお客様の
ことをよく理解して提案する。そういう営業だから⼤丈

夫だよ、⼈⾒知りでも問題ない。そもそも私も⼈⾒知り
だったから」

そうやってケアして⾃分の経験も踏まえてアドバイスを
して聞き⼊れてもらった。結果、部下の⽅は元気に活躍
なさっているそうです。

ここに絵がありますが、同じ家の話をしていても背景が
異なる。

相⼿の話も聞き、こちらの話も聞き⼊れてもらう。ただ
話をふんふんと聞くのではなく聞き⼊れてもらう。こう

いうイメージを持つと上⼿く回せるんですね。

もう1個いきましょう、体験談。今度はビジネスの話で
す。受講者の⽅は営業のマネージャーでした。

新しく営業部に配属されてきた部下の⽅は⼈⾒知りが治
らなくて悩んでいるんです。相談してきたそうです。

「僕⼈⾒知りが治らないんですよね」って悩んでいる。

その⽅はこれまでの⾃分だったら、すぐにアドバイスを
して、それだったら例えば対⼈関係の本でも読んでみた
らいいんじゃないかとか、いろんな会合に出向いて初対
⾯の⼈に会って名刺交換でもしたらいいんじゃないかな

とか、すぐにアドバイスをしていた。

でも対話の研修を受けて、部下はどんな⾵景を⾒るのか
聞いてみてそれを踏まえてアドバイスを⼊れてもらおう
と考えた。実際にこんなやり取りをしたそうです。

⼈⾒知りが治らないっていう相談を受けて、「そうなん

だ。じゃあ⼈⾒知りっていつぐらいから悩んでいる
の」って聞いてみたら「2年ぐらい悩んでいる」って。2

年って⻑いなと思って「⼈⾒知りを治すためにやってき
たことあるの？」と聞いたら、対⼈関係の本を読んだり
とかいろんな初対⾯の⼈と名刺交換したりしていたそう
なんです。「そうなんだ、それ今アドバイスしようと
思ったことだよ。じゃあ⾊々やっているけど治らないん
だ、つらいね」と⾔ったらその後部下の⼦が、「そうな
んですよ。⾊々やっているんですけどなかなか治んなく
て、僕は意に沿わない形で営業に配属されましたけど

（ちょっと⾃分としては意外な形で営業部に配属された
みたいなんですね。前は違う部署でしたから）こんな僕
がこの後営業できるのかな？⼤丈夫なのかな？と思いま
して」

皆さんどうでしょう？相談する時は、本当に初めから悩

んでるグチャッとしたところを⼈に相談するんじゃなく
て、もっと⼿前のところを相談しますよね。「あ、これ
は⼤丈夫だな、この先話しても⼤丈夫だな」と思ったら、
ぐちゃぐちゃしたところを出す。こういうことがありま
す。

実は部下が本当に悩んでいたのは⼈⾒知りが治らなくい
ことではなくて、いつまでも⼈⾒知りが治らない⾃分は
営業に向いてるのかな、やっていけるのかなと。いきな

「この⼈とはもう⾒ている⾵景、ベースが違うな」そう
感じるとその先話す気にならない。⾃分の本⼼を話す気

にならない。

お客様も同じです。「この営業マン、セールスパーソン
は⾃分と同じ⾵景を⾒よう、実際⾒えなくてもいい、⾒
ようとしてくれているな」と思えば話をしてくれる。そ
うではなくて⾃分の⽴場、営業の⽴場で押し付けてくる

なら、「うるさい。⽤がある時だけ呼ぶ」ってなってし
まいます。

肩を並べて同じ⾵景を⾒ているように、そう努⼒すれば
いい。完全に⼀致することはできません、当然ながら。
肩を並べて同じ⾵景を⾒ようと、お客様がどんな⾵景を

⾒ているのかな、同じ⾵景を⾒ようと努⼒する。そう感
じると相⼿は打ち明けやすくなるんですね。

繰り返します。対話は話し合うっていうよりも話を聞き
合う感じ。

©CROSSROADS, INC.
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肩を並べて同じ⾵景を⾒ているように対話するには、相
⼿の話も聞きこちら話も聞き⼊れてもらうっていうイ

メージを持つとうまくいきやすいです。

対話っていうのは実は⾼度な技術です。多くの⼈が対話
を安易に考えています。下⼿に相⼿の話を聞こう、ちょ
ろっと傾聴しようとすると振り回されてしまったりしま
す。相⼿の話を聞き、こちらの話を聞き⼊れてもらう。
傾聴だけやっているんじゃだめです。やりとりを回すっ
てことを理解してください。

政治家なんかも分かってないですね。外交なんかで迎合
路線になっちゃうんですよ。これは間違っています。対
話っていうのは単なる迎合路線ではありません。相⼿の

話を聞き、こちらの話を聞き⼊れてもらう。ですので、
対話の本質をきちんと理解する。相⼿の話を聞き、こち
らの話を聞き⼊れてもらう。こういうイメージを持って
ください。

オンラインでの対話のコツ
辻⼝⽒：ちょっと抽象的な概念的な話が続きましたので、
最後に「やり取りをまわす」っていうのを具体的な場⾯

に落としてみましょう。

皆さんの部下の⽅、若い⽅が悩むのが、オンラインで初
対⾯の⾒込み客に挨拶して好印象を抱いてもらいたい。
今初対⾯ってだいたいオンラインですよね。でも対⾯に
つなげたい、リアルに繋げたい、こういう時どうしたら

いいのかっていうことがよく悩みであると思いますので
お話をしておきます。

こういうときもやり取りをまわすイメージを持って下さ
い。

な感じになると「この⼈いい⼈だな、会ってみたい
な」って感じになります。

私の場合はこの⾃⼰開⽰に際して冒頭でご覧いただいた
⾃⼰紹介シートを送っています。簡単なものを送って。
そして、当然ですが初対⾯の時は必ず相⼿の事を調べま
しょう。⼈にはこの話題を振られるとついついおしゃべ
りなっちゃう、そういう話題があります。

例えば、先⽇私はこの講演をお引き受けするにあたって、
サプリの酒井社⻑と初めてオンラインでご挨拶をしまし
た。酒井社⻑、リクルートの⼤先輩ですよ。当然私は酒
井社⻑のことを調べました。サプリさんのホームページ
を拝⾒しました。サプリさんのホームページに酒井社⻑

のプロフィールが出ています。こういった形で。皆さん、
ここにこんなことが書いてあります。世⽥⾕の⾃宅でリ
ビング蕎⻨屋「蕎⻨さかい」を開業。
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まず⾃分のことを少し⾃⼰開⽰して、間を空けて相⼿に
マイクを渡します。相⼿が話したそうな話題を振るんで

すね。すると相⼿が話してくる。それに対して反応した
りコメントしたりする。

こういうやりとりをぐるぐる回して同じ⾵景を⾒たよう

リクルートで取締役までお務めになった⽅ですよ。退任
なさったあと、世⽥⾕の⾃宅でリビング蕎⻨屋ってすご

いなって。私も実は蕎⻨が⼤好きでして、興味が湧きま
した。リクルートの役員退任なさったあと、蕎⻨屋やっ
ている…⾯⽩いなと思って、ご挨拶したあとに「そうい
えば酒井社⻑、蕎⻨屋やってらしたんですね」と。

こういうときに「そういえば」とか「ちなみに」ってす

ごく便利なフレーズです。そうやってお話を振ったら
⾊々とお話をしてくださいました。楽しかったです。多
分共感し会えた物がいっぱいあると思う。

こういう感じで、ちゃんと相⼿のことに興味をもって、
どんな⾵景⾒ようとしてらっしゃるのかなって調べて。

だってプロフィールに書いてらっしゃるんだから、蕎⻨
の事いじっていいはずです。「蕎⻨屋やってらしたんで
すね、そういえば」と話を振りました。喜んでお話をし
ていただいたと思います。仲良くなれたかなと。こんな
形でやり取りをまわすっていうイメージを持っていただ

きたいと思います。
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最後に、常⽇頃からやり取りをまわすっていうことに関
⼼を持っていただくと、こういうバラエティのMC、こ

の⼈たちは話す⼒じゃなくてやりとりをまわす⼒が求め
られています。こんなところにも⽬が⾏くと。

短時間ですが、以上をもちまして私の話とさせていただ
きます。ありがとうございます。

質疑応答
サプリ：それでは、何件か質問をいただいておりますの
で、辻⼝さんに是⾮聴いてみたいなと思います。

サプリ：辻⼝さん、ありがとうございました。皆様いか
がでしたでしょうか。私⾃⾝もメモを取りながら聞かせ

ていただいたんですけれども、1番印象に残ったのがお
客様と同じ⽅向を⾒る、完全に理解できている訳じゃな
くても同じ⽅向を⾒ようと努⼒するみたいなところ。⾮
常にもうおっしゃる通りだなと⼼に残りました。

今50名程度のお客様にこのウェビナーご覧いただいてい

るんですけれども。私はおそらくお客様⽅のお⽬にかか
る機会があるかと思うんです。そういう時はこのセミ
ナーに出ていたとお客様にばれておりますので（笑）、
同じ⽅向を⾒て少しでもお⼒になれるように頑張りたい
と⼼に誓いました。お客様⽅、いつかお⽬にかかった際

はどうぞよろしくお願いいたします。

Q：対話においてオンラインがゆえに⼼が
けることは何かありますでしょうか

辻⼝⽒：いっぱいあるんですけれども、すごく⼤事なこ
とは無理に何でもかんでもオンラインでやろうとしない

ことです。オンラインに向いているものと向いてないも
のがあります。

ブレストみたいなもやっとしたこと、あるいは始めから
お客様から「これが欲しい」とか明確じゃなくて、「来
年どうしようかね〜」「⾊々今課題があるんだけど
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さー」みたいなもやもやっとしたことを話し合う、こう
いうのって1番初めの営業で⼤事です。ニーズを形にす

る。しかしこういうのはオンライン向きません。

ですから、プロジェクトが動き始めたらどんどんオンラ
インでやるべき。初めのところはなんとか対⾯でやれる
ように頑張る。その後はオンラインでやる。プロジェク
トが動き始めたあとはオンラインはやりやすい。

サプリ：なるほど。たしかに何でもオンラインで〜みた
いなのはついやってしまいがちなんですけれども、ちゃ
んと事前にこういうことはオンライン、こういうことは
リアルの⽅がいいっていうものさしを持っておくみたい
な感じですかね。

Q：オンライン営業のコツを教えて下さい

サプリ：これは営業部⻑様からのご質問なんですけど、
若い営業の⽅にオンライン営業のコツを教えたいと。コ

ツを3つ教えて下さい、と聞かれたらしいんですけれど
も。何を教えてあげればいいのかというご質問です。

辻⼝⽒：1つ⽬の質問とリンクするんですけれども、
テーマを明確にするっていうことですね。テーマが不明
確なままでも、リアルだと何となくやれちゃうんですよ。

でもオンラインの場合には何のために時間をいただくの
かテーマを決めた⽅が時間もいただきやすいし、テーマ
がはっきりしていると話も進みやすい。ですからオンラ
イン営業する時には、今⽇は何のためにお時間いただい
ているのかっていうテーマを明確にするといいです。

逆に、テーマが明確にならないようなこと、来年どうし
ようかなみたいな、そういうのはなるべくリアルでやる、
そういうふうに分けた⽅がいい。

サプリ：まずはテーマを明確にするっていうことですね。

辻⼝⽒：それからこのテーマが明確になるとやりやすい
のが、これはある⼥性のセールスパーソンからうかがっ
たんですが、テーマが明確になると実は⼥性の⽅がやり
やすいと。話がずれるかもしれませんが、彼⼥がチャー
ミングなタイプなんですね。リアルで対⾯でやっている
とお嬢ちゃん扱いされちゃう。ところが、オンラインで

テーマを明確にして「今⽇はこれを決めたいんです」と
パキっとやっているとおじさんたちも「あ、そうです
か」みたいな感じで。
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なので、パキパキやるのがいいです。オンラインでは
テーマを明確にしてパキパキやる。リアルの場合には
せっかく時間を取っていただいたんだから、なるべく
しっとりとしたコミュニケーションを取った⽅が良い。
関係性構築のためにしっとりコミュニケーションとった
ほうがいい。

あともう１個、オンラインでは回数を重ねることです。

リアルの場合にはせっかくお越しいただいたんだから30

分1時間取ります。そうじゃなくてオンラインの場合10

分20分でいいからその代わりちょくちょくやるようにす
る。

なんでかと⾔うと回数が重なると親密性が増すんですね、

⼈間の性質として。⽉に2時間会うよりもちょこちょこ5

分程度あったほうが仲良くなりやすいんです。ですから、
オンラインの場合は短時間にして回数を重ねるほうがい
いです。

サプリ：ありがとうございます。
それでは、お時間となりますので、皆様改めまして本⽇
はお忙しい中、『今こそ知りたいオンライン時代の営業
に必要な「⼼を開く」対話⼒』セミナーにご参加いただ
きましてありがとうございました。

次回のセミナーにもぜひご参加をお待ちしております。

オンライン営業でも変わらない
営業の本質的スキルを学ぶ営業研修

営業サプリのご紹介

営業サプリはeラーニングとオンラインコーチングを
組み合わせた新しい形式のオンライン営業研修です。

学習→実践→フィードバックのプロセスをオンライン
で実現。実践的な営業スキルの定着を促します。

詳しくはこちらをご覧ください

資料ダウンロード
https://www.sapuri.co.jp/contact/docudl?ebook_taiwa

サービス紹介サイト
https://www.sapuri.co.jp?ebook_taiwa

売れる営業養成講座

マネージャー向けコースも開講中！

https://www.sapuri.co.jp/training?ebook_taiwa
https://www.sapuri.co.jp/salesmodel

