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私は25年前、コンピュータ会社へ就職し、最初にやった仕事はセールスでした。入社し
て学んだことはマナー、商品知識であり、それが身についたら「さあ、注文をとって来い」で
した。私は生来、人と話をするのがあまり好きではなく、ひとりで本を読んだり、テレビを見
たりしている方が何となく気が休まるタイプです。
その私がセールスという仕事をやるうえで考えたのは、できるだけ顧客と会わないで、話
さないで、注文をとる方法はないかということです。自社の商品をよく見つめ、その商品を
買ってくれそうな、もっといえば｢買ってもよさそうなのに、なぜか買っていない顧客｣を机上
で一生懸命探しました。次にその｢買ってもらえそうな顧客｣が「なぜ今まで買っていないの
か｣を考えてみました。｢商品の使い方を知らない？｣｢費用対効果が出せない？｣｢担当者
が忙しくて購入のための資料を見ない？｣･･･といったことです。この考えにもとづいて、顧
客と話をするための資料を作り、思い切ってその企業に電話を入れてみました。なぜその
会社に電話を入れたかを話し、自らの作った資料の概要を話しました。その仮説に納得し
てくれた顧客へは訪問し、意見を聞いて資料を修正し、その担当者が経営者などの意思
決定者に出す資料を代わりに作ってあげました。
私が新入社員の1年目に、担当したのは先輩たちが注文を取っていなかった、取れな
かった顧客ばかりでしたが、信じられないほど注文が取れました。セールスは企画がすべ
てということを知り、以降ひたすら顧客への提案書を作ることに専念しました。

まえがき

まえがき



会社を退職する直前には、セールスマネジャーも経験しましたが、この時もチームメンバー
には「話すことが上手ではなく、むしろ文書を書くことが得意な人」を集め、彼らに自らが考え
たセールスのやり方を教えました。そしてその社内にはなかった、新しい、素晴らしい、そして
成績の良いセールスチームができたと自負しています。
15年前コンサルタントとして独立し、セールス指導、提案指導といった仕事を経験し、サラリー
マン時代に思ったことを再度実感しました。世のセールスパーソンはセールスを「説得する」
ことと勘違いし、買いそうもない顧客に一生懸命パワーをかけてセールスし、そして時には受
注できてしまい、顧客に「買わなければ良かった」と反省させ、気の優しいセールスパーソン
はこれに気づき、良心の呵責に苦しめられています。まさに売る方、買う方に不幸をもたらす
例をいやというほど見てきました。
セールスパーソンのいる企業はうすうすこれに気づきながら、短期的な業績だけを追い求
め、「非情に徹する人」をセールスマネジャーにし、世の不幸を増幅しています。
立ち止まって冷静に考えれば、自社の商品は不幸をもたらすものであるはずもなく、世に幸
福をもたらすという前提でセールスを組立てるべきです。そう考えれば顧客の説得は不要で、
「幸福をもたらす人」に「幸福をもたらす理由」をシステマチックに述べるのがセールスという
仕事だとわかるはずです。本書はこの思い「だけ」で書いたものであり、セールスを「行う人」
または「考える人」にセールスの理論を学んでもらうための教科書です。本書が企業セール
スのコンセプトを変えるきっかけとなることを祈っています。



序章 セールス理論を考える

・セールスは継続的な販売活動。
・結果よりもプロセス。
・やる気よりもシステム。

トータルセオリー

序章



セールスとは継続的な販売

辞書によればsaleは「販売」と書いてあり、salesはその複数形です。セールスはいつの間
にか和製英語として定着していますが、本書ではセールスを「販売の複数」ということを意識
して、「継続的な販売活動」と定義します。日本語では営業（辞書によれば「継続的な販売活
動」と書いてある）と訳されるものです。
セールスという仕事を行う担当者を、本書ではセールスパーソンと呼びます。日本語では営
業員であり、販売員ではありません。販売員はsaleの担当であり、「一見の客」（英語ではゲ
ストとよぶ）に商品を売る人といえます。セールスパーソン（営業員）は「継続的な客」（英語で
はカスタマー）に商品を売り続ける人をいいます。したがってセールス、セールスパーソンの
成績（本書では業積と表現します）は今日いくら売ったのかだけではなく、将来いくら売れる
見込みがあるのかを考える必要があります。
本書のセールスではこの継続性を考えていくことを第一のポイントとします。



セールス学がない

大学で「セールス学科」というものがあることを聞いたことがありませんし、プロフェッショナ
ルとよばれるセールスパーソンが、大学時代の勉強が役立ったという話も聞いたことがあり
ません。
私は「士農工商」の名残りがあるのかと思っていましたが、商学部というものはあります。商
学部ではマーケティング学を教えていますが、マーケティングのうちの一部であるセールスに
ついてはほとんど教えていません。
セールスは学問として体系づけがされていない数少ない分野といえます。なぜセールスは
学問として体系づけられていないのでしょうか。それはセールスの継続性を考えていないか
らだと思います。セールスは継続性を無視すれば、単なる販売であり、売った後はどうなろう
と関係ありません。売った後に顧客がその商品に満足しようが、後悔しようが関係なく、ひた
すら次々と新しい顧客を見つけていけば良いことになります。
そう考えるとプロのセールスパーソンが担当すべき顧客は、その商品をもっとも買う可能性
が低い顧客となり、いわゆる難攻不落の顧客を「落とせる人」がトップセールスとなります。
「買いたくない人にどうやって買わせるか」を大学で学問として講義したり、研究するのは問
題がある（買いたくないのに買ってしまった人は被害者ともいえますので）のは納得できます。



セールスには理論が必要

セールス学がないので、セールス能力を上げるにはトップセールスパーソンの「話」を聞くし
かありません。そしてトップセールスパーソン（というよりもセールスの神様といわれる人）の
書いた本、そして怪しげな（失礼！）セミナーが世に氾濫しています。「電話アポ取りの方法。
こうすればアポがとれる」（私の事務所にも電話がよくかかってきますが、断られないように、
話を長くできるようにと考えているのがよくわかります）、「こうすれば説得できる」（買いたくな
い人を説得し続ければセールスという仕事はきっといやになります）、「自分のペースでセー
ルスするための質問テクニック」（何だか話術に負けて買ってしまいそうです）、「セールスが
つらくなくなる」（セールスは大変で、つらい仕事なのでしょうか？）といったテーマがほとんど
です。
このようなテクニックを身につけて、仮に業績を上げても、本当に胸を張って「私はプロの
セールスパーソンだ」と言えるのでしょうか。
本書は継続的活動としてのセールスを体系的に整理して、それらをセオリー（理論という意
味）としてまとめたものです。セールスパーソンが学ぶべきことは、実践の成功談ではなく、
セールスの理論的バックボーンといえます。この理論的バックボーンがないから、セールスと
いう仕事のイメージが上がらず、学校でも教えず、学生たちが目指す魅力的な職種ともいえ
ず、「つらさを耐える仕事」になってしまっていると思います。



セールスパーソンは一匹狼

セールスパーソンのもう１つの大きな特徴は、多くのセールスの神様が組織からはずれ、
たった1人で自らの力で、商品を売り切っていることです。そしてこの企業の力に頼らないと
こを、むしろ「美」と考えていることです。
企業は「継続的な活動を行う」とともに「多くの人が集まって１つの目標を達成する」集団と
いえます。そして企業としての力は、個々人の能力よりも、それを生かしきれる組織、システ
ムといえます。セールスの神様が退職したら、残りの人たちは何もできなくなったというので
は企業とはいえません。
生産、調達、物流といったプロセス、そしてセールス以外のマーケティングという企業の諸
活動について、企業は新しいシステムを考え、戦略を立案しているのに、セールスだけはい
つも「がんばれ」です。
セールスは確かに職場の外部で行う仕事であり、企業としてのコントロールが難しいとい
えます。しかし難しいからこそセールスにはシステムが必要であり、それが企業の力となって
出る分野といえます。
本書は個々のセールスパーソンの「売る力」を上げることよりも、企業としてセールスという
システムをいかに作っていくかを考えたものです。



セールスは結果がすべて？

セールスは結果が受注という形で出ます。言い方を変えれば、それまでの調達、生産など
すべての企業活動の最後として、セールスという「結果を生む仕事」があります。したがって
セールスは業積給へシフトしやすく、これをつきつめればコミッションセールス（売れた分だ
け給与を払う）となります。
セールスが結果ばかりを追い続けていくと、２つの問題が起きます。１つは今まで述べて
きたように継続性を考えなくなることです。明日よりも今日の成績、もっといえば明日成績が
出ても自分の成績とはならないかもしれないという心理です。後で詳しく述べますが、継続
性を意識すればセールス活動は今日の業積だけを追いかけていくのでは大きな問題があ
り、明日の業績、さらには明日の業績を生むといえる「顧客の商品購入による満足度」をそ
の目標とする必要があります。
結果だけを重視する時のもう１つの問題は、セールスのプロセスが評価されないことです。
どんなセールスのやり方をしても「注文が取れれば勝ち。取れなければどんな言い訳をして
もダメ」というものです。企業としてプロセスを見つめていないので、どうすれば業積が上が
るかわからず、結果だけを求めて叱咤激励します。「顧客に通いつめれば必ず取れる。土
下座をしてでも、取ってこい」。これでは企業とはいえません。企業は従業員に仕事のプロ
セス（やり方）を提示し、その結果を評価して、より良いプロセスを求める組織です。
本書は企業が結果を出すことではなく、このプロセスを考える上での「教科書」です。



セオリーの構成

本書では企業がセールスを行う上で必要な50のセオリーを、７つの章にわけて書かれて
おり、以下のような構成となっています。
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＋ 第４章 セールスナレッジ

Corporation

第２章 セールスモデル

仕 組

Method

＋ 第５章 セールス組織

Organization

第６章 セールスの採用・教育

Fit

第７章 セールスの評価

評 価

Value

第１章 セールスという仕事
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第２章 セールスモデル

仕 組

Method

＋ 第５章 セールス組織

Organization

第６章 セールスの採用・教育

Fit

第７章 セールスの評価

評 価

Value



セオリーの使い方

各セオリーは「セオリー（THEORY）」、「セールスイメージ」「ワンポイントアドバイス」、「本
文」から成り立っています。「本文」は各ユニットの基本的な考え方を説明し、「セールスイ
メージ」は本文の内容をフローやイメージでわかりやすく表現しています。「ワンポイントアド
バイス」はセールスを進める上で陥りやすいミス、誤解しやすい部分を簡潔にまとめていま
す。一通りセオリー１から50へと順に読んでいただき、セールスという仕事を体系づけし、
自らの企業におけるセールスのあるべき姿を考えてみて下さい。そのうえで実際にセール
スモデルや組織を考える時は、局面局面でセオリーを目次や検索キーとして使って下さい。
セールスという仕事は、企業の業績を決めるもっとも大切な仕事であるのに、セールス
パーソン1人ひとりに任せてきたノーコントロールな仕事といえます。セールスは結果よりも
プロセス、やる気よりもシステムが大切です。本書でセールスの理論を学び、セールスパー
ソンがその能力を発揮し、セールスという活動に、企業のすべての英知が結集できるよう
になっていくことを期待しています。



第１章 セールスという仕事

・セールスはセールス戦略とセールスシステムから成る
・セールスシステムはセールスモデル、セールスナレッジ、セールスパーソンから成る
・セールスパーソンは知識、能力、セールスマネジメントシステムから成る

トータルセオリー

第1章 セールスという仕事



セオリー１

セールスイメージ

セールスはマーケティングの1要素

Ｐｒｏｄｕｃｔ

ワンポイントアドバイス： セールスを考える

・セールスを考える時はセールス戦略とセールスシステムに分けて考える
・マーケティング戦略の一部がプロモーション戦略、プロモーション戦略の一部がセールス戦略
・セールスシステムはセールスパーソン、セールスモデル、セールスナレッジの3つに分けて

考える

マーケティングを仕組みで分ける

マーケティング戦略

セールス
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マーケティングモデル
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マーケター
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モデル

マーケティングミックス＝4P

Ｐｒｉｃｅ

Ｐｌａｃｅ

Ｐｒｏｍｏｔｉｏｎ

⇒Ｗｈａｔ（何を売るか）

⇒Ｈｏｕ ｍｕｃｈ（いくらで売るか）

⇒Ｗｈｅｒｅ（どこで売るか）

⇒Ｈｏｗ（どうやって売るか）

プロモーションミックス

広告

パブリシティ

セールス

販売促進

マスメディア

その他メディア

人

マーケティングシステム

セールス
パーソン

知識

能力

マネジメントシステム

マーケティングミックス

セールス
知識
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能力
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マネジメント
システム

セオリー１

セールスイメージ

セールスはマーケティングの1要素

Ｐｒｏｄｕｃｔ

ワンポイントアドバイス： セールスを考える

・セールスを考える時はセールス戦略とセールスシステムに分けて考える
・マーケティング戦略の一部がプロモーション戦略、プロモーション戦略の一部がセールス戦略
・セールスシステムはセールスパーソン、セールスモデル、セールスナレッジの3つに分けて
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⇒Ｗｈｅｒｅ（どこで売るか）
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セオリー1 セーするはマーケティングの1要素



マーケティングとは、商品・サービスを販売する企業が、マーケットについて考えることをい
います。マーケットとはその企業の顧客とライバル企業が集まった所というイメージです。つ
まり買いたい人が複数いて、売りたい人が複数いて、そこでさまざまな取引がなされる市場
という意味です。マーケティングはいい方を変えれば「販売」という行動に、この「市場」という
考え方を取り入れたものといえます。
マーケティングという考え方はさらに2つに分けることができます。１つは市場全体としての
競争ルールや市場機能などがどうあるべきかを考えるもので、マクロマーケティングとよば
れます。もう1つは特定の企業から見たときの市場への関与のあり方であり、ミクロマーケ
ティングとよばれます。これは簡単にいえばどうやったら自社商品・サービスが売れるかを
考えることです。本書ではミクロマーケティングのことを単にマーケティングとよびます。
日本では「マーケティングとはマーケットについて調べること」、つまり「マーケティング＝
マーケティングリサーチ」という考え方が根強く残っていますが、マーケティングはもっと幅広
い概念です。本書ではマーケティングを「企業が売るために行うすべての努力」と定義します。
「マーケティング部隊はもう少し現場のセールスのことを考えてやれ」というようなことをよく
耳にしますが、完全に混乱しています。本書のテーマである「セールス」も「売るための努力」
ですのでマーケティングの1要素です。
マーケティングを異なる２つの観点から考えてみましょう。



①仕組みで分ける

特定企業におけるマーケティングには2種類の仕組みが必要となります。１つがマーケティ
ング戦略であり、その企業がどのように「売るための努力」を進めていくかという基本的考え
方のことです。もう1つがマーケティングシステムであり、「マーケティングを実行していく仕組
み」です。マーケティングシステムは3つの主体から構成されます。

1つはマーケターとよばれるマーケティングを担当する人です。マーケターの要素は知識、
能力、マネジメントシステムの3要素が求められます。2つ目はマーケティングモデルであり、
マーケターがマーケティングを実行するやり方です。3つ目はマーケティングナレッジであり、
企業が全体として持っているマーケットに関するデータ、ノウハウ、その企業の経験といった
情報です。

②考える方向で分ける
マーケティングは「売るための努力」です。その努力の方向は4つに分けることができます。
これらはゴロ合わせの好きなアメリカでは、セールスイメージの下図のように4Ｐで表現されま
す。



この4つのＰを組み合わせて考えていくことをマーケティングミックスといいます。1つ目のＰ
はProductであり「売るものを考える」ことです。Productは日本語では「製品」と訳され、メー
カーが「作った品」を指します。一方「商品」は「売るための品物」という意味で、英語では
Commodity、Merchandiseとなります。本書では製品・商品は区別せず、「売るサービス」も
含めて、すべて「商品」と表現します。

Productについて考えることをメーカーでは「製品企画」（プロダクト・プランニング：PPと略
す）、流通業では「品揃え」（マーチャンダイジング：MＤと略す）といいますが、本書ではやは
り「サービスの企画・設計・開発」も含めて「品揃え」という言葉で統一します。



2つ目のPはPrice（価格）であり、商品の販売価格をいくらにするかを考えることです。
3つ目のPはPlaceであり、日本語では「場所」というよりも、「経路」といったほうが良いと思
います。商品が消費者に届くまでのルート、プロセスについて考えることを意味します。メー
カーでは主に「チャネル」（自社商品をどこを通して売るかということ）について考えること、
小売業では「店舗」について考えることなどを指します。

4つ目のPがPromotionであり、上記3つ以外の要素で、「売るための努力」をいいます
（Promotionは本書では訳さずプロモーションと表現します）。プロモーションはセールスイ
メージ下図のように、さらに4つの分野に分けることができます。この4つの要素を組み合わ
せて考えていくことをプロモーションミックスといいます。

1つは広告であり、マスメディアなどのコミュニケーション媒体を通して行う商品宣伝活動
のことです。テレビコマーシャルなどはこの代表です。広告の1つともいえますが、新聞記事、
ニュースなどに自社や商品を取り上げてもらうよう努力することは、パブリシティとして区別
するのが普通です。
この広告と対比されるのが、「売る人」と「買う人」が行う「コミュニケーション」をベースとし
て行う販売努力であり、本書ではこれをセールスという言葉で定義します。



さらに広告、パブリシティ、セールスに該当しないプロモーションを販売促進と呼んでおきま
す。販売促進にはダイレクトメール（DM）、マイレージなどのポイントサービス、ちらしなどさ
まざまなものがあります。
①と②は異なる観点からマーケティングを分類していますので、これらが組み合わされて
マーケティングは実行されます。例えば価格戦略と価格システムといったことです。したがっ
てセールスもセールス戦略とセールスシステムに分けることができます。さらにセールスシ
ステムはセールスパーソン（セールスを実行する人）、セールスナレッジ、セールスモデルか
ら成ります。本書ではこのセールスを行うマーケターを「セールスパーソン」と定義します。
セールスパーソンについてはセールス知識、セールス能力、セールスマネジメントシステム
の3つの要素を考えます。
本書ではセールス戦略は本章で、セールスモデルは第2章、セールスナレッジは第4章、
セールス知識は第3章、セールス能力は第6章、セールス組織は第5章、セールスマネジメ
ントシステムは第5章、第7章で述べていきます。



セオリー２

セールスイメージ

セールスパーソンは企業の代表者

ワンポイントアドバイス： セールスに関するカンちがい

・企業が「売れるセールスパーソン」を作ろうとする
・セールスパーソンが「どうやったら成績が上がるかを考える」
⇒「売れた」という結果だけを追いかけてもダメ
⇒企業はヒトが集まって「仕組」を作る所
⇒「売れるヒト」でなく「売れる仕組」を作る

マーケティングミックスの選択

Product

ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ指向チャネル指向価格指向商品指向

低価格戦略高価格戦略ブランド指向 商流指向 物流指向機能指向 ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾝｸﾞ
指向

ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ
指向

ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ指向

個人向け商品 企業向け商品

セールス指向

高価格商品

セールス指向

低価格商品

広告指向

Price Place Promotion

セールス志向

セオリー２

セールスイメージ

セールスパーソンは企業の代表者
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⇒「売れるヒト」でなく「売れる仕組」を作る

マーケティングミックスの選択
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セオリー２ セールスパーソンは企業の代表者



現代の戦略キーワードは選択と集中です。マーケティング戦略も選択と集中が基本であり、
４つのPのどれかを選択し、集中投資していくというものです。

Productを選択する商品指向型の企業は、さらにセールスイメージのようにプロダクトミック
スとよばれる４つの要素（ブランド、商品機能、パッケージング、アフターサービス）のうちのど
れかを選択し、集中投資していきます。例えばブランド指向の企業では「ブランド力を高める」
方向に品質向上、商品パッケージ、アフターサービス、高価格、直販のチャネル戦略、テレビ
コマーシャルといったマーケティングミックスを方向づけていきます。
価格指向型は大きく高価格、低価格戦略のいづれかを選びます。チャネル指向は商流指
向と物流指向に分かれます。前者は特約制、代理店制のようにチャネルを絞り込んでいくの
が一般的であり、後者は近年ではロジスティクス戦略などとよばれ、スピードを上げた物流を
目指していくようなものです。
プロモーション指向型は取扱商品で、個人向け、法人向けの大きく２つに分かれます。個人
向けはさらに２つに分かれ、自動車、不動産、金融商品（保険など）などの高額商品と、最寄
品（食品、雑貨）などの低額商品です。一般に高額商品はセールス指向、低額商品は広告指
向となります。一方法人向け商品の場合はその企業がプロモーション指向であればセール
ス指向といえます。



こう考えていくとセールスパーソンは３つのタイプに分かれます。
①セールス指向型＆個人向け商品のセールスパーソン
②セールス指向型＆企業向け商品のセールスパーソン
③他の戦略指向型のセールスパーソン
私も今までセールスに関する色々な本を見ましたが、ほとんどが①のタイプに関するもの
で、理論的バックボーンは次の２つのうちのどれかです。
・本質的に人間は物を買いたくない。そこでいかにして「買う気」を起こさせるか。⇒AIDMA理
論※などが有名。
※AIDMA理論…物を買う時の人間の心理的プロセスをAttention（注意）⇒Interest（興味）
⇒Desire（欲求）⇒Memory（記憶）⇒Action(買うという行動)という5段階で考え、これに合わ
せてセールスアプローチする。
・本質的に人間は物を買いたいが、買った後の認知不協和（買ってからの後悔）が怖い。そこ
でいかにしてこの認知不協和を取り払うか。⇒「モノを売るのではなくセールスパーソンでヒト
を売る」「信頼感を得る」などの精神論が中心。
どちらにしても基本は人間の購買に関する心理のようなものであり、これをベースとした
ツール（パンフレットなどの提供物）、ノウハウ（価格交渉、訪問方法…）が組立てられていま
す。そして最後は「売れるセールスパーソン」を「育てる」というよりも「獲得する」ということに
なります。



私は高額の個人向け商品の企業が、セールス指向で「売り切ってしまう」ことに強い抵抗感
があります。本質的にはこのタイプの企業は商品指向（売れない商品を売り切るのでなく、
買ってもらえる商品を作る）であるべきではないかと思います。そう考えるとこのタイプは先ほ
どのセールスパーソンタイプの③に帰属することになります。
②のタイプは企業と企業との取引であり、①のような心理学的要素は今やほとんどないとい
えます。企業購買担当者の「心」で、その企業に必要なものが購入されることなど、インター
ネットの現代ではもうありえません。買う側の企業にそのような担当者が存在していることを
前提に、「売る側」は戦略を考えるべきではないといえます。この場合のセールスパーソンは
売る側の企業の代表者であり、買う側の企業の代表者ときちんと話をするという姿勢が大切
になります。本書はこの②のタイプのセールスをイメージして書かれています。
③のタイプではマーケティングミックスのコアが何か（ブランドか、価格か、チャネルか…）

を意識すること、あわせて②で述べた「企業代表者としての意識」が必要といえます。した
がって③のタイプのセールスパーソンの方も自社戦略の理解とともに、本書のセールス指向
型のあり方を学んでください。



セオリー3

セールスイメージ

ワンポイントアドバイス：売れないセールス

プッシュセールスからソリューションセールスへ

プッシュセールス

顧客 ｾｰﾙｽﾊﾟｰｿﾝ
買って下さい

セールステクニック
商品知識
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企業

セールスモデル

セールス
知識
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ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

ｾｰﾙｽﾅﾚｯｼﾞ

ｾｰﾙｽﾊﾟｰｿﾝ

・顧客のことを知らない
・訪問しても目的をいわない
・売れた後に興味がない
・自社の商品が使われているシーンを知らない
・相手の話を聞かない
・自社商品の長所ばかりを言う

売る買う
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セオリー3 プッシュセールスからソリューションセールスへ



セオリー2で述べたように、多くの企業でセールスの理論的バックボーンとなっているのは
「商品を売り切る」というプッシュセールスです。「セールスの神様」の像を作り出すことが基
本であり、その神様のやり方、考え方を踏襲するというものです。「セールスの神様」というの
は「買いたくない人に買わせることができる」「普通なら売れない商品でも売ることができる」と
いう人をいうのだと思います。しかし企業において顧客が「買いたくない」「売れない」というこ
とを前提にして、セールス戦略、セールスモデルを考えるというのは誤っています。売れない
商品は｢売れない｣のであって、それはセールスパーソンの責任ではありません。何とか「売
れる商品」に変身させることであり、それが企業の社会的使命だといえます。
セールスの原点は「売れるはずの商品が売れない」「商品の良さや使い方を知らないから
売れない」というものであり、この考えに則ったものをソリューションセールスといいます。「顧
客がこの商品を使えば、こういう課題がこうやって解決されるはずだ」（これがソリューション
つまり課題解決）と仮説を立て、それを顧客に提案していくというものです。
課題は顧客によってそれぞれ違うので、広告や商品パンフレットというすべての顧客に共
通したものではなく、顧客それぞれに応じて解決策の提示が必要となり、そのためにセール
スパーソンが必要になります。ソリューションセールスにおけるセールスパーソンの役割は顧
客の課題をとらえ、自社商品を使ってその課題が解決される方法を考えていくということです。



例えば事務机を売る時、パンフレットを作って一軒一軒のオフィスを訪問し、「この机どうで
すか」、「机こわれてませんか」と「ご用聞き」をやるのがプッシュセールスです。一方、顧客
のオフィスを自分の目で見て、どういう机をどう配置し、場合によっては他社商品であるライ
トや電話、コピー機なども組み合わせて、トータルとしてオフィスを機能的に変えていくことを
提案していくというのがソリューションセールスです。プッシュセールスとソリューションセー
ルスを要素の違いで見ていきましょう。
①セールステクニックからセールスモデルへ
プッシュセールスの基本は「買って下さい」というものであり、いかにして顧客に「YES」とい
わせるかです。少しきつい言い方をすれば、顧客にこの商品が本当に必要かどうかなど考
えずに「YES」と言わせてしまえば、後でそれを後悔しようと売り切ってしまうというものです。
私もサラリーマン時代に、当時大ヒットした「セールスセミナー」を受けました。それは次の
ようなものです。
・顧客にまず「この商品を買って下さい」とセールスパーソンが言う。
・顧客は必ず「NO」と言う。（YESと言えばこれでセールスは終わり）
・顧客にNOと言った理由を聞く。
・一旦ここで話題を変える。（顧客はNOと言っても、セールスパーソンが反論してこないので
少し安心する）
・一般論を言う。（一般的なその商品の特徴）
・顧客の言ったNOの理由を１つずつつぶす。
・すべての「買わない理由」を消せばクロージング。（つまり買う）



セミナーを受けた時は「こんなことをまじめに考えている人もいるんだ」程度にしか思いませ
んでしたが、こんな理論を本気で採用している企業があるとすれば悲劇的です。しかしこれ
が残念ながらセールステクニックの基本です。
ソリューションセールスでは、セールステクニックの原点である「顧客は買わないので、買
わない理由をつぶしていく」を捨て、「顧客は買う。買う理由がわからないだけ」ということを
ベースとしていきます。このやり方はセールステクニックに対し、セオリー１で述べたように
セールスモデルとよばれます。
②「商品知識オンリー」からセールス知識へ
どんなセールスパーソンでも自社商品の知識は持っています。そうでないとセールスパー
ソンの意味がないからです。プッシュセールスではさらにライバル企業の商品に関する知識
が必要だと訴えています。「ライバルと競って、自社のメリットを追及して」というものです。し
かしこれは論理的に矛盾してます。「自社商品はライバル商品にすべての面で勝っている」
「ライバル商品は自社商品にすべての面で勝っている」というわけではないと思います。前
者ならセールスパーソンが訴える必要もなく、広告やパンフレットを作れば十分です。後者
の状態で売り切れば、まさに「押し売り」となってしまいます。一般に自社、ライバルの商品
はそれぞれに長所、短所があると考えられます。そして売りたい一心のプッシュ型セールス
パーソンは、自社の商品の長所（ライバルの短所）を訴え、自社商品の短所（ライバル商品
の長所）を隠していくのでしょう。これでは企業と企業の取引のように、継続的に続けていくも
のでは、いつかは必ず不信感となって表れ、他社へのリプレース（他社商品に取り替えるこ
と）という形で破たんします。



セールスパーソンが上のような状態（自社、ライバルともに長所、短所がある）で顧客を訪
問する意味は、ライバルよりも商品の良い使い方、つまり顧客の課題に対する良い解決法
を提案するということです。
ソリューションセールスにおけるセールスパーソンに必要な知識は、自社商品の知識より
も「自社商品の使い方」、「顧客の課題」に関する知識です。前者は各セールスパーソンが
個人で持つだけではなく、セオリー１で述べたセールスナレッジとして、次の③で述べるよう
に企業全体として持っている必要があります。後者の顧客に関する知識はソリューション
セールスのコアであり、これについては第3章で述べます。
③共有情報からセールスマネジメントシステム、セールスナレッジへ
プッシュセールスにおいて次にテーマとなるのは共有情報です。そしてこれは常に２つの
問題を抱えます。１つは何を共有するかということです。多くの企業ではセールスの成功例
（売れた）、失敗例（売れなかった）であり、その結果だけが着目点です。売れたセールスは
良いセールス、売れないセールスは悪いセールスです。成功例はどうして成功したかを、声
高に「売ったセールスパーソン」が発言し、皆が拍手します。こうなると失敗例は言い出しづ
らい所です。こういう形であれば実は成功例にはそれほどの意味はなく（売れた本当の理由
はわからない。したがってまねしようと思っても何をまねしていいかわからず、他のセールス
には役立たない。）、失敗例にこそ意味があるのですが（売れなかった理由はとらえやすい、
そして他のセールスに役立つ。そうしないようしよう。）、蓄積されません。



ソリューションセールスで共有すべきことは、売ったプロセスだけではなく、売れた後のことで
す。売れた後、顧客はその商品をどのように使っているのか、どのように顧客の課題を実際
に解決していったかであり、成功例、失敗例同様に、もしその顧客の課題を解決できなかっ
た場合は何が原因かをとらえることです。これが「自社商品で解決できるかどうか悩んでいる
顧客」にもっとも有効な情報になります。これら課題解決事例が本書でいうセールスナレッジ
です。これについては第4章で述べます。
もう１つの共有情報の問題点は、「共有する」ということに関する本質的な問題です。セー
ルスパーソンが各々役に立つ情報を共有するというのは、極めて困難なことです。例えばソ
リューションセールスが顧客への提案書を共有するという場合で考えてみましょう。トップ
セールスはきっとすばらしい提案書を持っています。しかし彼はこれを共有化してもメリットは
あまりありません。良い提案書をたくさん持っていると、提案書を共有するための手間（デー
タベースへの登録など）が人よりも大きく、他の人の提案書のレベルは自分よりも低いので
共有した時のメリットは小さいといえます。新人のセールスはこの逆です。これではトップセー
ルスは共有しないが、新人は共有するとなっていくのが自然であり、ほとんど意味がなくなり、
消滅していきます。これを実現させるのがマネジメントであり、その仕組みがセオリー１で述
べたセールスマネジメントシステムです。



セオリー4

セールスイメージ

セールスマネジメントはPDS

ワンポイントアドバイス： セールスマネジャーのタイプ

・PLAN‐PLAN‐PLAN型=指示型マネジャー → 「セールス計画、目標を作ってフォローしない」
・DO‐DO‐DO型 =GOGO型マネジャー→ 「やるだけやれば結果はついてくる」
・SEE‐SEE‐SEE型 =業績型マネジャー → 「結果がすべて、言い訳不要」
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セールスマネジメントシステムはマネジメントとシステムの２つに分けて考えます。前者を
本セオリーで、後者をセオリー5で述べます。
①セールスマネジメントとは
企業における仕事はそれを行う人（プレイヤー）と、その人のマネジメントを行う人（マネ
ジャー）、そしてマネジメントを行うルール（組織）という3つから成り立っています。プレイヤー
が勝手気ままに仕事をやれば、そのベクトルが合わず、その力は発散してしまいます。多く
のプレイヤーをうまくコントロールして、チーム（企業）としての良い成績を出していくのがマ
ネジメントであり、そのマネジメントのルールが組織です。マネジメントはマネジャーと組織と
いう2つの要素から成り立っています。



②権限・責任・説明義務
セールスマネジメントの組織において大切なことは、権限・責任・説明義務という３つです。
企業は誕生した時は出資者（株式会社では株主。オーナーともいわれる）がすべての権限
を持っています。あなたが自分で魚屋をはじめれば、その魚を売るという企業のすべての権
限はあなたにあります。この時プレイヤーとマネジャーは一体です。1人ですべてのことをや
るわけにはいかないので従業員を雇い「魚を売る」ことを任せると、この時店員がプレイ
ヤー、あなたがマネジャーです。この「ある仕事を任せる」ことを権限を委譲すると表現しま
す。この権限委譲は企業が大きくなると階層的になっていきます。店をもう1店出して、それ
を人に任せるとオーナーはその店長のマネジャーとなり、店長は店員のマネジャーとなりま
す。
権限を与えられた人は、それを実行する「責任」を負います。そしてその実行結果につい
て、権限委譲を受けた相手に対して「説明義務」を負います。店長は店を経営し、店の業績
についてオーナーに説明する義務を負います。
セールスマネジメントでいえばセールスマネジャーは「セールスパーソンをマネジメントす
る」という権限を経営者から委譲され、そのセールスパーソン全員の実行に責任を負い、
セールス結果を説明する義務を負います。



③ＰＤＳ
マネジメントはPLAN(評価)、DO(実行)、SEE（評価）という3つの仕事から成ります。
・PLAN：セールスをする前にそのやり方（第2章のセールスモデル）を考えなくてはなりません。
これがセールスマネジャーの第１の仕事です。
・DO：セールスを実行するのはセールスパーソンであり、セールスマネジャーはこの段階で
はセールスチームのムードアップを考えます。
・SEE：セールスマネジャーの仕事の最後は評価です。評価の第１は自らの「チームの業績」
を評価することです。このチームの業績はセールスマネジャーの業績といえます。評価の第2
は各セールスパーソンの「個人業績」を評価することです。これはチームにどれだけ貢献した
かで評価すべきです。



④PDSと権限・責任・説明義務の関係
セールスマネジャーが経営者、ゼネラルマネジャー（セールスマネジャーをマネジメントす
る人）から権限委譲を受けるには実行計画（PLAN）が必要です。計画の提出によって「権限
を得る」と考えられます。権限＝PLANです。
権限を与えられたら実行する責任を負います。責任＝DOです。
そして結果を評価して、権限委譲を受けた相手に説明する義務を負います。つまり説明義
務＝SEEです。（このあたりの詳細は拙著「ビジネスリーダーのセオリー」を参照してくださ
い。）
このPDSは大きさが皆同じであることが求められます。これがマネジメント正三角形説で
す。そしてこの正三角形の一辺の大きさで報酬を受けることとなります。権限＝責任＝説明
義務＝報酬です。
セールスマネジャーはPLAN（やり方、権限）、DO(ムード、責任)、SEE（評価、説明義務）が
同じ大きさであることを知り、同じような時間配分、力配分でマネジメントという仕事をやって
いく必要があります。
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・システム化できるのはトッププレイヤー
⇒トッププレイヤーがフォザチームとなればチームは変わる
・共有化できるのはトッププレイヤー
⇒チームとして共有化したいのはトッププレイヤーのナレッジ
・標準化できるのはトッププレイヤー
⇒標準モデルを教育できるのはトッププレイヤー
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本セオリーではセールスマネジメントのシステムについて考えてみます。
①システム化
一般にシステムとは「相互に関連し合う複数の要素が、全体として共通の目的を持って活
動する組織体」と定義されます。カオスとはその逆で「全体として共通の目的を持っていな
い」状態をいいます。
セールスマネジメントシステムにおいては、上の定義の「要素」にあたるのが「セールス
パーソン」であり、「共通の目的」にあたるのが「チームの業績」です。つまりセールスマネジ
メントシステムとは「多くのセールスパーソンがチームの業績という共通の目的に向かって活
動していく状態を作る」ということになります。
逆にセールスがカオスであるとは、多くのセールスパーソンがいて、彼らがそれぞれチー
ムの業績以外の目的（自分の成績だけを上げる…）を持っている状態をいいます。セールス
マネジメントにおけるシステム化とは、このカオスをシステムに変えることであり、システムに
なった方が「幸せ」であることを、各セールスパーソンが認識できる状態にすることをいいま
す。



②共有化
セオリー3で述べたセールスナレッジのような情報がうまく共有化できない理由を考えて
みましょう。
それはそのチームがシステムになっておらず、カオスだからです。カオスの状態ではトッ
プセールスは自分の成績だけを気にして、チームの業績、ましてや他のメンバーの業績な
ど興味がありません。そう考えれば打つべき手は１つです。チームの業績への貢献度も、
セールスパーソン個人の評価の対象としていくことです。チームの業績が上がらなければ
個人の業績を上げても意味がないというルールにし、他のセールスパーソンのために、つ
まりチームのために、提案書というナレッジを時間をかけてわかりやすく共有データベース
に入れたセールスパーソンは、良い評価となるという仕組み（システム）を作れば良いこと
になります。詳細は第7章で述べます。
プロ野球でチームの業績が上がらなければ（チームが優勝しなければ）年俸は上がりま
せんし、年俸はチームへの貢献度を査定して決めます。
③標準化
セールスの標準化とはPDSの「PLAN＝やり方」を統一していくことであり、「難しい」とよく
言われます。しかし「難しいからやらない」のでなく、チームの業績を上げたいなら、「難しく
てもやる」であり、その難しい仕事はそれにもっとも適した人、つまりセールスマネジャーが
やるべきです。



個人の業績は「個人の能力×やり方のレベル」という形で表わすこともできます。一般に
仕事は自分の能力にあったレベルの「やり方」で行っています。例えばセールスイメージ下左
図のように能力10,8,6の3人がいると、やり方も10,8,6のレベルで行い、業績は200となります。
このチームの問題点はトップセールスがチームの業績の半分を担っており、彼への依存度
が高すぎることです。彼の顧客、あるいは彼の「がんばり具合」にチームの業績が大きく左右
されてしまいます。そして2つ目の問題点はこれ以上やり方のレベルを上げることが難しく、
業績の向上が期待できないことです。
標準化というのは、ここでやり方のレベルを8くらいに設定するものです。当然これではトッ
プセールスが成績を落とし、かつ能力6の人がついてこれず、チーム業績を落とします。しか
し能力10の人がやや手が空くので、セールスマネジャー（ワンポイントアドバイスのようにトッ
ププレイヤーがセールスマネジャーだったらOK）とともに、能力6の人をやり方8ができるよう
に教育して、能力を8まで上げるよう努力します。そうするとやや業績が上がります。そしてそ
のうえで次はやり方8を9に上げていくというものです。長い目で見た時どちらが有効か、そし
て次に述べるチームのムードはどちらが上がるかを考えれば、セールスマネジャーが出す答
えは1つだと思います。この標準化して、やり方を作っていく考え方が第2章のセールスモデ
ルです。



セオリー6

セールスイメージ

チームのムードは業績で測る

ワンポイントアドバイス： チームのムードの誤解

・個人のやる気を高めるためにムードが必要。
⇒チームの業績を上げるためにムードが必要。

・各セールスパーソンを競争させればムードが上がる。
⇒競争させれば本当にチームの業績は上がるのか。シナジーは生まれるのか。

・ほめてムードを作る。しかってムードを作る。
⇒個人のやる気アップでなく、フォアザチームのムードを作る。

能力A やる気A×

A

×

やり方A

Aの業績

=

能力B やる気B×

B

×

やり方B

Bの業績

=

能力C やる気C×

C

×

やり方C

Cの業績

=

＋ ＋ ＝ チームの業績

能力Ａ

チームのムード

∑個人の能力

チームのやり方

チームの業績

×

×

＝

能力Ｂ 能力Ｃ

チームのやり方

チームのムード

チームの
業績

セオリー6

セールスイメージ

チームのムードは業績で測る

ワンポイントアドバイス： チームのムードの誤解

・個人のやる気を高めるためにムードが必要。
⇒チームの業績を上げるためにムードが必要。

・各セールスパーソンを競争させればムードが上がる。
⇒競争させれば本当にチームの業績は上がるのか。シナジーは生まれるのか。

・ほめてムードを作る。しかってムードを作る。
⇒個人のやる気アップでなく、フォアザチームのムードを作る。

能力A やる気A×

A

×

やり方A

Aの業績

=

能力B やる気B×

B

×

やり方B

Bの業績

=

能力C やる気C×

C

×

やり方C

Cの業績

=

＋ ＋ ＝ チームの業績

能力A やる気A×

A

×

やり方A

Aの業績

=

能力A やる気A×

A

能力A やる気A×

A

×

やり方A

Aの業績

=

×

やり方A

Aの業績

=

能力B やる気B×

B

×

やり方B

Bの業績

=

能力B やる気B×

B

能力B やる気B×

B

×

やり方B

Bの業績

=

×

やり方B

Bの業績

=

能力C やる気C×

C

×

やり方C

Cの業績

=

能力C やる気C×

C

能力C やる気C×

C

×

やり方C

Cの業績

=

×

やり方C

Cの業績

=

＋ ＋ ＝ チームの業績

能力Ａ能力Ａ

チームのムード

∑個人の能力

チームのやり方

チームの業績

×

×

＝

能力Ｂ能力Ｂ 能力Ｃ能力Ｃ

チームのやり方

チームのムード

チームの
業績

セオリー6 チームのムードは業績で測る



仕事は同じ能力、同じやり方でも、その人の体調や気分によって結果は異なります。このこ
とをよく「やる気」という言葉で表現します。そしてセールスの業績はセールスパーソンの「や
る気」に依存しているといわれてきました。これをかたくなに信じてきた人が多くいたといった
方が正確かもしれません。もちろん個人のやる気によってセールスの結果が変わることを証
明した人などいません。
このやる気をセールスマネジメントシステムとして考えた場合、次のような問題点がありま
す。
・やる気というのは個人のメンタルな面が強く、企業やマネジメントがそこまで入り込むことが
許されるのか。従業員はいつも「やる気」を仕事に提供しなくてはいけないのか。
⇒従来の日本的企業のように「経営者と従業員は家族」という考えに、全従業員が納得して
入社していれば別だが、現代の企業（特に上場企業のようにコーポレートガバナンスが求め
られている企業）にこんなことを求めるべくもない。企業は仕事を一定のルールのもとに行う
ことだけを約束した組織のはずである。このルールに「やる気を持っていること」などを入れる
ことはできない。



・やる気は波があることにその本質があり、論理的にはやる気をハイレベルに維持すること
はできないはずである
⇒波がなければ、それは「普通」であり、「やる気がある」状態があれば「やる気がない」状態
もあるはずである。このように波があると、長い目で業績を見ると、プラスの効果よりもマイ
ナスの損失の方がどうしても大きくなる。そして波がある状態をマネジメントするのは、波が
ない状態よりも難しく、そのためマネジメントコストがかかる。
セールスマネジメントシステムで注目すべきは、個人の「やる気」ではなく、チームのムード
です。チームで仕事をやったことがある人ならわかると思いますが、個人の「やる気」にあた
るようなものが、チームにもあります。「チームが上昇ムードに乗っている」とか「沈滞ムード」
といったりします。そしてこのムードが、（少なくともチームの業績に関しては）個人のやる気
にも増して、チームの業績に与える影響は大きいといえます。
セールスマネジメントシステムではセールスイメージ上図のように各人の業績が各人の能力、
やる気、やり方の積と考え、チームの業績がその和だと考えるべきではありません。セール
スチームは組織としてシステム化され（皆が同じチーム業績を見つめている）、やり方が標
準化されていれば、チームの業績はセオリーイメージの下図のように「チームのムード」「個
人の能力の和」、「チームのやり方」の積になるはずです。
チームのムードとはいいかたをかえればシナジー（相乗効果）とよばれるものであり、個人が
集まることで1＋1が2を超えるようなものをいいます。



次にどうやったらチームのムードが上がるかですが、この考え方は1つです。各人が同じ能
力、同じやり方でありながら、「どうやったらチームの業績が上がるようになるか」と考えるこ
とです。
「ムードを上げてチーム業績を高める」ために、良いムードを考えるのではありません。
「チームの業績が上がっている」状態を「ムードが高い状態」と定義することです。そして同一
チームで業績の高い時と低い時を比較して、その違いを分析していくことです。
その分析を行えば、セールスマネジャーそして個々のセールスパーソンが「チームの業
績」という1つの目標に向かっている時、そして各人がそれを肌で感じられる時が最高の
ムードだということがわかると思います。チームのムードの良否は個々人のやる気や雰囲気
といった目に見えない漠然としたものではなく、「チームの業績」というはっきりとした数字で
測り、きちんとセオリー4で述べたPDSでマネジメントしていくことです。
チーム業績だけを見つめてマネジメントしていくことがセールスマネジメントシステムの基
本であり、セールスマネジャーのあるべき姿といえます。



･セールスの仕事をプロセスに分ける
･プロセスごとに仕事のやり方を標準化する
･セールスモデルの中核はクロージングではなくソリューション

トータルセオリー

第２章 セールスモデル 第2章 セールスモデル
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本章ではセールスモデル（セールスの標準化されたやり方）の基本的な考え方、あるべき
姿について考えていきます。
まず本セオリーでセールスモデルの全体フローについて説明します。
①ターゲットモデル
ソリューションセールスの基本は仮説を立て、それを検証していく仕事といえます。つまり自
社商品がどういう使い方をされているかを調べ、「このようなタイプの顧客の、このようなニー
ズに対して、このようにソリューションできるはずだ」という仮説を立てることからスタートしま
す。こうして仮説が立てられた顧客を、一般に見込み客といいます。
見込み客の発見はとりあえず机上で（いきなり訪問して、うちの商品を使いませんかではな
く）、マクロからミクロへ考え（見込み客のグループから考えて、段々個々の見込み客につい
て考えていく）、仮説を立てていきます。このやり方がターゲットモデルです。例えば自社の商
品が「折りたたみ式の新しいタイプの事務机」ならば、この商品にあったオフィスを考えます。
「50坪以下のオフィスで、従業員が50人未満の、IT指向のオフィスであれば、スペースを有効
活用したいと考えるはずだ」といった仮説です。これについてはセオリー8で述べます。



②アプローチモデル
見込み客のグループが見えてきたら、これに対するアプローチ法を考えます。いきなり個
別企業のドアをノックするのではなく、まず自らの仮説をセールス以外の何らかの媒体を
使って伝える手段を考えます。「広告」やパンフレット、DM、セミナーといった「販売促進」、
「パブリシティ」といったセールス以外のプロモーションです。これらのプロモーションによる顧
客の反応を見て、見込み客のプライオリティづけ（どういう順番で訪問していくか）をします。
これがアプローチモデルであり、セオリー9で述べます。
③インタビューモデル
アプローチモデルによってプライオリティづけされた見込み客に対して、いよいよセールス
パーソンが訪問します。訪問目的は自社商品の説明ではなく、自らの立てた仮説、つまり
ニーズを見込み客が本当に持っているかを確認します。これがインタビューモデルであり、
セオリー10、11で述べます。



④ソリューションモデル
確認または修正されたニーズに対して、具体的にどのような自社の商品、さらには他社の
商品をどのように、組み合わせていくかを考えます。先ほどの机の例でいえば、見込み客の
オフィスに対し、具体的にどのタイプの机を置き、椅子を置き、IT機器を置き…と検討し、か
つこれによってスペースが有効に活用されていくかを検証します。これがソリューションモデ
ルであり、セオリー12,13で述べます。
⑤プレゼンテーションモデル
ソリューションモデルの結果は口で説明せず、必ず提案書という形にまとめます。そのうえ
で当該見込み客を訪問し、提案書の説明を行います。これについてはセオリー14、15で述べ
ます。
⑥クロージングモデル
いよいよセールスのクローズ（受決。受注が決まること）、つまり見込み客との契約へと向
かいます。ここでは購入後、その商品によってニーズが期待されたとおり解消されない場合
を考え、その対応策を見込客と協議します。つまりリスク分析です。これについてはセオリー
16で述べます。
⑦フォローモデル
クロージングでセールスは終わりではありません。顧客が購入後に当該商品で期待された
とおりニーズを解消しているかを、セールスパーソンが定期的に訪問し、チェックします。この
結果はセールスチームとして次のターゲット選定、アプローチ方法の選定、次回インタビュー
時のニーズ、ソリューション方法のナレッジとして活用していきます。これについてはセオリー
17で述べます。



セオリー8

セールスイメージ

セグメント化してターゲットを決める

ワンポイントアドバイス： セグメンテーションのコツ

ただ数字に基づいて相関分析、回帰分析をやるのではなく
⇒「きっとこうだ」という仮説を作り
⇒その仮説の根拠をはっきりさせるためにやる
⇒誰しも納得できるターゲットになっていることが大切
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ターゲットモデルは以下のようなプロセスで進めていきます。
①顧客データベースの作成
セオリー1で述べたセールスナレッジの作成から入ります。当然のことですが、人間よりも
記憶力が良く、紙よりも整理する力の高いコンピュータを用います。セールスを考える上で
の第1のキーは商品、セールスパーソンなどではなく、「顧客」です。そのためセールスナ
レッジの中核は顧客データベースとなります。顧客データベースとはセールスに関するさま
ざまな情報を、顧客単位にコンピュータに入れたもので、顧客台帳と考えればOKです。
顧客データベースは次のような4つのエリアに分けます。
・顧客ＩＤ
顧客を識別・確認したり、顧客へ連絡するためのものであり、顧客番号（コンピュータ内で
顧客を認識するもの）、社名、電話番号、担当者、メールアドレス、URL（ホームページのア
ドレス）などからなります。
・顧客属性
その顧客の購買の可能性に関係しそうなものを入れます。この項目は無限にあり、調べ
ればキリがなく、また調べてコンピュータへ入力すればそれだけコストがかかります。顧客
データベースを最初に設計した時は、心配になってどうしても項目を増やしてしまい、セー
ルス現場での入力の手間が大変となり、忙しくなると顧客データベースはメンテナンスされ
なくなり、そして使われず、いつの日か消えています。



まず人間の勘を使って「自社商品の購買力と関係のありそうな」属性を考えてみます。例
えば先ほどの机であれば業種（工場よりも事務サービス業が購入の可能性は高い）、従業
員数、売上、事務所面積…といったものです。正確な数字がわからなくてもセールスパーソ
ンの「目・耳」を参考にして、とりあえずコンピュータに入れます。こうすることによっていつの
間にかセールスパーソンが、商品購買の可能性と顧客属性との関係を意識するようになり、
セールスパーソンの能力を高めることにもなります。
・購買データ
すでに取引実績のある顧客については、売上データなどから商品分類別（商品別ではな
く）に入れます。机であれば、個々の机よりも机全体の購買額が大切といえます。したがっ
て他社商品の購買額も含めなければ意味がないので、がんばって入れます。これも購買属
性同様わからなければ、「セールスパーソンの目、耳」を使って直感で入れます。これによっ
てセールスパーソンのマーケット感覚、パイ（商品の需要）に対する勘が養われます。
・プロモーション反応
セールスパーソンの訪問履歴はもちろんのこと、例えばDMを打ったのはいつか、そしてそ
の反応はどうだったのかといったことを「メモ」のように書いておきます。



②属性分析
がんばって入れた顧客属性と購買額との関係を調べます。一般にこれを相関分析といい
ます。つまり「購買額の大きさ」はどの属性に強い関係があるのかを調べることです。机の
購買額は従業員数よりも事務所の面積の方が関係が強い（これを相関といい、この関係を
数字で表したものを相関係数といいます）といったことです。相関係数はエクセルなどの表
計算ソフトの機能を使えば簡単にできます。よく意味がよくわからない人は拙著「計数分析
のセオリー」のセオリー37を参照してください。
③見込み購買額
関係の強い顧客属性を使って、購買額の回帰式を求めます。「こういう属性の顧客ならこ
のくらいの購買額が平均的といえる」というものを計算することです。これもエクセルなどの
表計算ソフトを使えば簡単にできます。
例えば「机の年間購買金額（円）＝700×事務所面積（坪）＋350×従業員数（人）＋120×
その事務所での売上金額（百万円）＋52,000（円）」といった式を出します。40坪の事務所で、
従業員が30人、年間売上金額が300百万円であれば「平均的な机の年間購買金額＝
700×40＋350×30＋120×300＋52,000＝126,500円」と計算し、年間12～13万円くらいの
机の平均購買金額があると考えるものです。意味がよくわからない人は先ほど同様に拙著
「計数分析セオリー」のセオリー38を参照してください。こういう金額を一般に「その事務所
がそもそも持っている机を買うニーズ」という意味でポテンシャルニーズ（ポテンシャルパ
イ）といいます。



ここまでの②、③のステップはそのデータとなる数字がないと「コンピュータでは」できませ
ん。しかし人間にはコンピュータにはない「勘」というものがあります。この勘を使ってでも②
と③のステップは必ずやります。
勘でやった場合でも、購買金額の予測はどの属性を使ってやったかは必ず残しておきま
す。予測額を直接ヒラメキで出すのではなく、相関度の高い属性を勘で選び、先ほどの属性
ごとの係数（前の式の事務所の面積にかける「700」という数字）を勘で作ります。
④セグメント化
ポテンシャルニーズの大きい顧客を何らかのキーでグルーピングします。このグループ化
された顧客をセグメントと呼びます。このセグメントがセールスを行う単位であり、そのポテ
ンシャルニーズがセールスを行うプライオリティといえます。そのためこの手法をセグメン
テーションマーケティングといいます。グループ化の第一キーは顧客の業種が使われること
が多いといえます。このキーを地域（エリア）にしたものはエリアマーケティングとよばれます。
⑤ギャップ分析
ポテンシャルニーズの高いセグメントについては、各顧客別に実際の購買金額（ポテン
シャルニーズに対して実ニーズという）とポテンシャルニーズとの差を求め、このギャップの
大きい順に顧客を並べておきます。これがセグメント内のプライオリティです。
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セールスを行う時、誰もがまず考えるのは、どうやったら顧客に話を聞いてもらえるかです。
これを無作為に無理やりやると、いわゆる飛び込みセールス、キャッチセールスといわれま
す。この方法は極めて非効率であるばかりでなく、セールスパーソンのモチベーション（とい
うよりモラルといった方が良い）を極端に下げます。アプローチモデルとはこのようなもので
はなく、プライオリティづけされたセグメントの中から、当該商品を購買する可能性の高い顧
客を見つけるものです。
このアプローチ行為はむしろセールスというプロモーションがもっとも弱い分野であり、他
のプロモーションミックスを中心に考えていきます。
アプローチ段階ではさまざまなプロモーションミックスが考えられます。ここではその有用
度とコストを考えてみます。有用度というのはアプローチを効果的に行えるかということであ
り、認知度と発見度に分けて考えます。アプローチ段階で売り手側はターゲットモデルの仮
説（買ってくれるはず）を持っています。しかし顧客はこれを理解していません。認知度とは
見込み客に売り手側の仮説をいかに効果的に伝えることができるかということを意味します。
さらにその中でその仮説に興味、賛同をしてくれる顧客を探し出す必要があり、これを効果
的に行えるかどうかが発見度です。アプローチ段階で行われる代表的な7つのプロモーショ
ン手法を横軸を認知度、たて軸を発見度、円の大きさをコストとしてプロットしてみるとセー
ルスイメージのようになります。



①広告
ターゲットモデルで業種が絞り込めている場合によく用いられます。当該業種の企業（特に
購買担当者）が読んでいそうな業界紙、雑誌に広告を打つというものです。セグメントが業種
以外で、売る側が大企業の場合には一般紙、テレビなどに広告を打つ場合もあります。
認知度はそもそも顧客へ流す情報量が少なく、広告を見落とすことも多く、決して高いとは
いえません。しかし媒体に信頼性が高ければ認知度というよりも、売り手側の流す情報の信
頼性を高めるといえます。「テレビでコマーシャルをやっている」というだけで確かに信頼性
は高まります。
発見度は極めて低いといえます。広告の情報量が極めて少なく、かつそれに反応したかど
うかを探るのは至難の業です。コストも他のプロモーション手法と比べて高いものとなります。
広告は単独ではなく、他のプロモーションミックスを助ける方策として用いるのが一般的とい
えます。



②パブリシティ
広告の弱点を補うものがこのパブリシティです。つまり業界紙、雑誌などの記事などにして
もらうものです。認知度は一般に広告よりも情報量が多く、見落としも少なく、信頼性も極め
て高いといえます。発見度は広告と同じと考えがちですが、かなり異なります。それは広告を
見てその企業に自ら問合せする顧客が少ないのに比べ、記事を見て内容について問い合わ
せしてくる顧客が意外に多いことです。またコストもほとんどかかりません。難点はたった１つ、
その記事を載せるかどうかは新聞社、出版社が決めることであり、コントロールできないこと
です（パブリシティのコストのほとんどは記事に選んでもらうことにかかるといえます）。
③ＤＭ（ダイレクトメール）

eメール、郵便、ファックスなどを使って、直接顧客に情報を伝えるものです。発送コストの
安さからeメールが中心となりつつあります。DMの最大の課題は「誰に」打つかです。これは
ターゲットモデルでセグメンテーションを行い、「打つべき企業に打つ。受け取って喜ぶ企業
に打つ」ことが基本です。
認知度についてはセグメンテーションの有効度にもよりますが、それほどの高さは期待でき
ません。これだけｅメールによるDMがあふれていて、かつ受け取るだけでなく捨てることも簡
単にできれば「読まずに捨てる」がかなり出ます。



これを妨げるために2つの方法が考えられます。1つがホームページです。こちらからメール
を「プッシュ」するのでなく、ホームページへ「プル」することです。しかし膨大なホームページ
の中からたった1つのページを見つけ出すのは至難の業です。そこで怪しげな（失礼！）
SEO（Search Engine Optimization：Yahoo、Googleなど検索エンジンで自社のホームページ
を上位に出させる方法）などを考えます。しかし他社よりも上に出す方法を他社もやったら
どうなるかを考えれば、あまり意味のないことに気づくと思います。

2つ目がメールニュース（顧客にとって有用な情報を見てもらい、あわせて自社商品の情
報も見てもらう）です。テレビのビジネスモデル同様に番組をおもしろくして、広告を見てもら
うというものです。意外にコストがかからないのですが、この「有用な情報」をどうやって作る
かが課題となります。
発見度は顧客が認知さえしてくれれば高いといえます。顧客側でも「返信」という機能で簡
単に売り手企業にアクセスできます。
コストはeメールではメールアドレスの調査・作成がほとんどです。



④パンフレット持参
業種などの特定セグメント向けの商品パンフレットを作り、セールスパーソンが手渡して説
明するものです。しかしどうしても飛び込みセールスとなって、最初に述べたように非常に多
くの問題を抱えてしまいます。知名度の極めて高い企業以外は採用できないし、すべきでな
い手段といえます。
認知度は低い（門前払いが多い）が、発見度（反応が直接わかる）は高いといえます。コス
トはパンフレット作成だけでなく、訪問のためのセールスパーソンの人件費が極めて高いと
いえます。
⑤キャンペーン
期間限定で自社商品にプレミアム（おまけ、ディスカウントなど）をつけたり、商品を無料配
布したりするものです。ターゲットモデルでセグメンテーションし、特定セグメント限定で行うこ
とが多いといえます。
認知度は意外に低く、かえって商品ブランドのステータスを落とすこともあります。発見度
はただ待つしかなく、結局他のプロモーションと組み合わせるしかありません。コストはその
プレミアムの量に依存します。



⑥イベント
セミナー、デモンストレーションなどを特定セグメントに行うものです。認知度、発見度は高
く、コストもかかります。このイベントの最大の課題は「いかに集客するか」ということです。イ
ベントがあることをいかに知らしめ、そのうえでいかに来場してもらうかという２つのポイント
があります。前者はアプローチモデルの認知同様に、広告、DM、さらにはセールスパーソン
の訪問などがありますが、ここにもコストがかかります。後者は内容の充実以外ではセール
スパーソンの勧誘しかありません。そしてこれがイベントのもう1つの課題につながります。
それは「イベントを何のためにやるか」ということを見失ってしまうことです。セールスパーソ
ンが目標人数を決めて集客しますので、イベントに盛大に人数が集まるとホッとしてしまうこ
とです。イベントの本質的な意味は認知よりもむしろ発見の方にあるのに、いつの間にかイ
ベントに人が集まればOKというムードになってしまうことです。
この点に注意して行えば、イベントはコストを除けばアプローチモデルのプロモーションと
しては良好といえます。



⑦コミュニティ
イベントの一種ともいえますが、インターネット上にセグメント化された見込み客の広場を
作るというものです。売り手から送るメッセージとしてのメールニュース機能だけでなく、見込
み客同士や関係企業の情報交換用に掲示板機能などを持つものです。前の机の例でいえ
ば「オフィスの広場」などを作り、企業の総務担当者などが自由に意見交換できる広場を作
るものです。コミュニティもイベント同様に集客がポイントですが、イベントとは異なり一過性
でなく、継続してフォローが可能です。参加してくれれば認知度、有用度はイベントよりも高く、
コストは低いといえます。
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見込客の顔が見えたら、セールスパーソンが訪問します。これがインタビューモデルであり、
次の2つのプロセスに分けることができます。
（１）インタビュー準備
私は以前ある企業で、「成績の良いセールスパーソン」と「成績の悪いセールスパーソン」
の違いを分析するという仕事を請け負いました。いわゆるコンピテンシー（仕事のできる人を
分析してその人がとる行動、要素をとらえる）という手法ですが、やってみていくつかのこと
がわかりました。もっとも顕著だったのが「成績の良いセールスパーソン」は顧客を訪問して
いる時間よりも、訪問のための準備をしている時間が長いということです。セールスという仕
事を、顧客と「折衝する」ことだと思っている人が多いのですが、それは勘違いです。折衝と
は辞書によれば「利害関係が一致しない相手と、問題を解決するために、かけひきをするこ
と」と書いてあります。顧客は利害の一致しない相手でしょうか？これは顧客が「買う」ことに
よる金銭的デメリットと、自らが「売る」ことによる金銭的メリットが一致していないということな
のでしょう。まずこの考えを捨てることです。顧客は自社商品によって課題が解決され、売り
手はそれによって金銭的な収入を得るという意味で、利害は一致していると考えるべきです。



利害が一致している相手と課題を解決することをソリューションセールスといいます。
ソリューションセールスにおけるセールス活動は、課題解決のための情報交換と考え
ることです。
そう考えるとインタビュー準備は顧客への情報提供であり、インタビュー実施は顧
客からの情報収集と考えられます。ここまで考えればインタビュー準備で行うべきこ
とは「何を聞くか」ではなく、「どんな情報を提供するか」となります。ソリュー
ションセールスは自社商品で顧客の課題を解決していくのですから、顧客へ提供すべ
き情報は「自社商品で何が解決されるか」となります。
顧客が抱えている課題のうち自社の商品で解決できるものをニーズとよびます。し
たがってインタビュー準備では予想ニーズ（きっとこういう課題が解決できるはずと
いう仮説）を考えることであり、ここにインタビュー実施よりも時間をかけるべきこ
とはわかると思います。
どうやって仮説を作っていくかについては、企業内のすべての英知を結集すべきで
す。これがセールスナレッジです。



（２）インタビュー実施
インタビュー準備が仮説立案なら、インタビュー実施は仮説検証です。セールスパーソンの
渡す予想ニーズについて、見込客の意見を聞くということです。インタビュー実施では、その
品質と生産性について考えます。
①品質
インタビューは皆が品質を考えない唯一の仕事といえます。インタビューも仕事なのですか
ら品質が最も大切であり、かつ品質確保がもっとも難しい仕事といえます。まずこれを理解す
るのが第一歩です。
見込客はセールスパーソンに伝えたいニーズがあります。これもよく誤解していますが、
ニーズは作るものでなく、セールスパーソンの予想ニーズによって見込客が気づくものです。
そういう意味では予想ニーズは当たっている必要はなく、「気づき」のヒントになれば良いこと
になります。見込客は「伝えたいニーズ」をテレパシーで伝えるわけにはいかないので、メッ
セージ化します。つまり口に出して言葉にします。この時当然のことですが「いいま違い」が
あります。セールスパーソンがインタビューに行くのはアンケートや文書、メールなどの他の
メッセージ手段よりもこの「間違い」が少ないから、つまり品質が高いからといえます。



次にこのメッセージを耳で聞きます。当然「聞き間違い」があります。さらにこの「音」のメッ
セージの意味を頭で理解します。ここにも「勘違い」があります。
インタビューの品質の問題は、これだけ「まちがえる」チャンスがあるのに、「伝えたいニー
ズ」と「受けとったニーズ」を同じものと考えることです。インタビューの品質を上げるには「受
けとったニーズ」を見込み客にフィードバックし、「伝えたいニーズ」との整合性を確認してもら
うことです。そしてこの確認は文書のほうが良く、セオリー12で述べる提案書の一部に入れて
おくべきものといえます。



②生産性
インタビューという仕事のもう1つの特徴は、生産性も意識しないことです。そもそもセール
スという仕事全体が生産性を意識せず、結果だけを気にしています。生産性とは「仕事の成
果」を、これを得るために「かかった時間」でわったもので、成果を上げることよりも、むしろ
同じ成果を上げるための時間を減らすことをいいます。
インタビューという仕事は見込客から「伝えたいニーズを受けとること」ですので、これをい
かに短時間で済ませるかということになります。しかもインタビュー実施で生産性が悪いと、
セールスパーソンだけでなく、見込客の仕事（インタビューを受ける）の生産性を落とすこと
になります。そして生産性向上はインタビュー準備がすべてということがわかると思います。
先ほどの成績の良いセールスはこれを直感的に知っていて、顧客に迷惑のかからない準
備という自分の時間をしっかりとり、インタビューという共同作業の生産性を上げているとい
えます。
多くの「口のうまいセールス」がクロージングができても、見込客の開拓ができないのは、
これがほとんどの理由です。「出たとこ勝負」をして、何とかインタビューの時間を長くとり（と
いうより自分の話している時間をとり）、顧客と仲良く（これもセールスパーソンがよく使う言
葉ですが、仲良くなっても仕方がないと思います。企業の購買担当者が仲の良い人から買
うわけではないと思います）なって、見込客の時間を何とかか自分のために確保しようとし
て、失敗します。
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セオリー11 タイプに合わせてインタビューする



インタビューは人と人の会話であり、互いに合うタイプ、合わないタイプがあります。これら
のことはかなり以前から人間関係論としてアメリカで研究され、ソーシャルスタイルという名
で体系化されています。ソーシャルスタイルは主に2つの分野で利用されています。1つがマ
ネジメント分野であり、上司と部下の関係です。そしてもう1つがセールスの分野です。
ソーシャルスタイルはさまざまな書籍、さらには教育商品として出されていますが、その基
本は人間を4つのタイプに分けて考えるということです。そして「自分とは違うタイプがいる」と
いうことを知ることだと説いています。
本章ではこの4タイプを次のように定義します。顧客をこの4タイプに分けて、インタビューの
やり方を考えてみましょう。



①親分型
明るく前向きで、人の上に立つのが好きで、大きな声で話すような人です。インタビューに
行く前に、まわりの人に「あの人はどんな人？」と聞くと「あの人は思っていることと考えてい
ることが同じ」といわれるタイプです。
インタビュー前にアポイントを取っておいて、その時間に訪問しても、いないことも、忘れて
いることも多いタイプです（だからそれくらいのことで驚くのはやめましょう）。時間を守るとい
う概念は「始め」も「終わり」もなく、自分が納得する（気の済む）まで話し続けています。そし
て人の話を聞くのは大きらいです。インタビューにおける特徴は夢があり、創造性が高く、先
進的なニーズを、具体的に図などのイメージ表現を使って説明します。
このタイプにインタビューする時は、必ずメモをとることです。これには2つの意味がありま
す。1つはこのタイプは「人にほめられる」ことが大好きなことです。だからといってセールス
パーソンが「太鼓持ち」のように、ほめてばかりいてはインタビュー生産性は落ちるし、そもそ
もセールスパーソンのモチベーションが落ちてしまいます。相手を「ほめる」ためにメモをとる
のです。「あなたの話は非常にためになる。だからメモをとる」という「姿勢」を見せることです。
もう1つメモをとる意味は、この親分型顧客はどうしてもニーズにもれが多いのでインタビュー
の議事録をしっかりとり、後で提出する提案書でもれのチェックをしてもらうようにします。



ここでのセールスパーソンの役割は、予想ニーズを簡単に伝えることです。後は親分型の
顧客がセールスパーソンが思いつかないニーズ、そして自社商品の使い方を「提案」してくれ
ます。セールスパーソンの仕事はこの提案を体系的に（これが親分型にできないこと）整理
することです。
この親分型にかみ合わないのは、同じ親分型のセールスパーソンであり、もっとも合うのが
まじめ型です。親分型のセールスパーソンは自らを抑えて、このタイプにインタビューする時
は人の話をよく聞くようにしましょう。
②バリバリ型
まわりから「やり手」「仕事ができる」といわれている人で、常に仕事の生産性を意識してい
ます。そのため時間に厳しく、人に厳しく、仕事に厳しいといえ、まわりのムードはいつもピリ
ピリしています。目標達成に強い関心があり、PDSを大切にするマネジャー向きの人といえま
す。
このタイプへのインタビューは要注意です。一度でも時間・約束を守らないと、そのセール
スパーソンとは以降決して会うこともありません。インタビュー時は生産性がすべてですので、
セールスパーソンは十分な準備のもと、それをペーパーにしっかりまとめ、要点だけを口頭
で説明するようにします。長いあいさつなどは不要で、世間話などは禁物です。予想ニーズ
を伝え、それに対する相手の指示を待つという姿勢をとることです。決してこの人と議論して
はいけません。
このタイプにもっとも合わないセールスパーソンは親分型であり、もっとも合うのが同じバリ
バリ型です。



③まじめ型
おとなしく、無口でまじめで、エンジニアなどに多いタイプです。このタイプへのインタビュー
時は、セールスパーソンは前もって予想ニーズをまとめ、メールなどで送っておきます。こう
するとまじめ型の顧客は、それに対する伝えたいニーズを表などにまとめておいてくれます。
ここでのインタビューはそういった文書交換の確認イベントと考えざるをえません。
まじめ型顧客の問題点はこのインタビュー局面でなく、クロージング局面です。ニーズは正
確にわかるのですが、商品購入後のリスクが次から次へと浮かんできて、購入の意思決定
ができません。これについてはセオリー16で述べるリスク分析（クロージングモデル）を顧客
とセールスパーソンで共同でやっていくしかありません。
このタイプの顧客がもっとも合わないのが、物事を早く決めたいバリバリ型のセールス
パーソンといえます。親分型のセールスパーソンとは互いが補い合って、夢があり、かつリ
スクも予想されたソリューションシーンを描くことができます。まじめ型のセールスパーソンと
は、互いがなかなかリーダーシップをとらないので、話の進め方が超スローテンポになってし
まいます。



④気配り型
相手の気持ちを気遣い、常に相手への気配りを欠かさないタイプです。「あの人はどんな
人」と聞けば、皆が「いい人」と答えます。このタイプの最大の難点は「結論をはっきり出す」
ことをきらうことです。
セールスパーソンとのインタビューでは和気あいあいと進められ、いってみればセールス
パーソンのオアシスとなります。しかしセールスプロセスの面から見ると進捗は極端に遅い
といえます。
ここでは多少時間がかかっても、この気配り型顧客のまわりの人たちのニーズをよく聞き、
最小公倍数的な提案をしていく必要があります。気配り型はまわりが賛成なら自らも賛成で
す。
このタイプのもっとも苦手とするのは、時間に厳しいバリバリ型のセールスパーソンです。



セオリー12

セールスイメージ

ワンポイントアドバイス：ソリューションモデルで犯すミス

商品でニーズを解決する

・ソリューションできないニーズは捨てたくなる
⇒自社商品でソリューションできないことももちろんある。「解決できない」も大切な提案。
・自社商品で対応できないニーズは重みを低くしたくなる
⇒重みは解決度でなく、ニーズの重要度。顧客が決めること。
・自社商品以外でのソリューション案を考えたくない
⇒自社商品以外のことを考えれば顧客と同じスタンスに立てる。パートナーになれる。

ニーズ列挙
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セオリー12 商品でニーズを解決する



ニーズインタビューが終わってから、そのソリューション案を考え、それを提案書にまとめる
ことがセールスの仕事の本線といえます。セオリー10で述べた「成績の良いセールス」の特
徴がもう1つあります。それは顧客から聞いたこと、自分の考えたことを必ず文書にまとめる
ということです。いつも文書にしているので、自分なりのドキュメンテーション化のやり方をい
つの間にか持っています。持っていないセールスパーソンはそのやり方を身につける必要
があります。それがソリューションモデルです。顧客と話していない時間で、セールスパーソ
ンの成績の差は出るといってもいいと思います。
ソリューションモデルは次のようなステップで進めていきます。ここで大切なことは、決して
一度に２つのステップをやらず、そのステップが終わったら、決められた次のステップに行く
という形をとることです。



①ニーズ列挙
ニーズインタビューが終わったら、すぐに聞いたニーズを列挙していきます。列挙とは聞い
た話をメモなどをベースに、「箇条書き」というスタイルに変換することです。この時「このニー
ズは解決できるのか」「これは当社の商品とは関係ない」といった取捨選択は一切せず、聞
いたことをすべて箇条書きにします。列挙する媒体はシールつきのラベルかポストイットでも
構いませんが、後々の保存や加工を考えるとパソコンに入れたいところです。ソフトウェアは
ラベルのように「1ユニット」という形を持った、エクセルなどの表計算ソフトやアクセスなどの
データベースソフトが便利です。
列挙する際大切なことは、なるべく情報を歪めず、そのまま書いておくことです。机の例で
いえば「事務所でパソコンのコードが錯綜している」と聞いたらそのまま書くことです。決して
「事務所の混乱」などと変えてしまわないことです。変えてもニーズが歪むだけで、何の整理
にもなっていません。
②グルーピング
挙げられてユニット化されたニーズ（箇条書きの1行）をグルーピングします。これはグルー
ピングであって、似たようなニーズをまとめて１つにしていくということではありません。ニー
ズの表現は変えず、ただグループにし、これにグループ名をつけておきます。
その際グループ化するキー（基準）はケースバイケースですが、その商品を利用する人や
仕事によってグループ化するのがセオリーといえます。例えば事務員、エンジニア、マネ
ジャーといった形です。



③重みづけ
列挙されたニーズ１つ１つ（グループでなく）に重みをつけていきます。重みはニーズインタ
ビューで受けたニュアンスの定量化です。顧客にどのニーズが大切かをインタビューし、そ
れを点数で表現していくものです。点数は3点法（重要、普通、大したことはない）でも、5点法、
10点法でも構いません。顧客へフィードバックするので、顧客に合わせたい所です。顧客が
親分型、気配り型なら3点法、バリバリ型なら5点法、まじめ型なら10点法ぐらいが妥当だと
思います。
重みをつける意味は2つです。1つはどのニーズからソリューション案を考えていくのかとい
う順序を決めることです。この時解決しやすいニーズ、自社の商品が効果的に使えるニーズ
からでなく、「もっとも大切だ」と顧客が言っているニーズから必ず考えることです。2つ目はコ
ストバランスです。セールスですから自社商品を受注するために考えているのですが、顧客
から見ると発注すればコストが発生することになります。この時何にコストをかけるべきかで
す。重要なニーズからコストをかけていくように提案していきます。
④ソリューション案
ソリューション案は2つに分けて考えます。1つは自社の商品でソリューションできる案、もう

1つは他社商品や顧客側で何かを行うことでソリューションできることです。これらのことを
セールスイメージにあるようなワークシート形式にまとめます。



セオリー13

セールスイメージ

案の選定では選定理由をはっきりさせる

ワンポイントアドバイス： 案の選定でセールスパーソンが陥るミス

・自分の案に固執する
・案の選定を説得だと思う
・案を出してから、都合の良いものさしを作ろうとする
⇒案の選定は情報収集と決断
⇒セールスは顧客のこの2つの仕事をアシストする

メリット・デメリットの比較
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セオリー13 案の選定では選定理由をはっきりさせる



顧客のニーズをソリューションする方法については、複数の案が挙がることが多いといえ
ます。ほとんどの場合自社商品は他社商品と競合しており、また自社商品もラインアップが
たくさんあったり、組み合わせ方がいくつか考えられます。こういった案の選定はソリュー
ションの決め手、そして勝ち抜くための「最後の決め手」となることが多いといえます。ここで
はセールスで「勝ち抜くための案の選定」について考えてみます。
セールス側でまず前提とすべきは、企業向け商品の顧客は気分や印象などで購買を決
定しないということです。そう考えないとセールスはあまりにも難しい仕事となってしまいま
す。企業として顧客の気分や印象を良くする戦略など考えようもありません（気分や印象を
悪くさせない方法はあるにしても）。「企業の購買担当者は論理的に意思決定する」、さらに
いえば購買担当者個人で決めることはなく、「企業として最善の意思決定をとろうとする」と
考えることです。
企業として最善の意思決定とは、ベストな案の設定ではなく（案は無限に考えられるので
ベストなものを選ぶことなど不可能です）、皆が納得できる案を選ぶと考えます。そう考えれ
ばセールスにおける案の選定は「選んだ商品や案」よりも選んだ理由の方が大切だといえ
ます。



案を選ぶ時、人間は各案のメリット・デメリットを調べ、比較しようとします。ところがやって
みればわかるのですが、このやり方ではセールスイメージの上図のように情報が錯綜して
しまいます。しかし強引なプッシュセールスパーソンはこれを比較的簡単な方法で押し切っ
てしまいます。A案が自社商品の案でこれを通したい時は、A案のデメリットおよびB、C案の
メリットをすべて隠し、A案のメリット、B、C案のデメリットを残し、説得します。
まずセールスパーソンは「説得する」という考えを捨て、顧客が納得し、「社内でこの案を
選んだ理由をきちんと説明できる」という状態にすると考えることです。この「案選定」のス
テップを顧客の購買担当者と「経営者に出す資料を一緒に作る」というスタンスでできれば、
セールスを変革できます。一般的な案の選定ステップは以下のとおりです。



①決める順序を決める
何かを決める時、複数のことを一度に決めようとしますが、決めることには順序があります。
「何から決めるか」を決めることが大切です。これで80％位の仕事は終わったといえます。
②ものさしを決める
案を考える前に、案を評価するものさしを決めます。案を出してからものさしを作れば、も
のさしは案に引きずられて歪みます。歪めば顧客が案ではなく、ものさしを納得しません。
ものさしは2つに分けます。１つは絶対レベルで、その案があった時、絶対に満たさなけれ
ばならない条件であり、YES、Noがつけられるものです。Noであればその案をとれないとい
うことを意味します。もう１つは希望レベルで、その案が満たしたほうが良い条件です。
③案を出す
自社商品の案だけでなく、他社案などを顧客の立場で挙げます。
④評価する
それぞれの案を、ものさしを使って評価して行きます。絶対レベルは「満たしているか」「満
たしていないか」です。この絶対レベルのものさしで、1つも案がなくなってしまった場合は、
ここで一旦止めます。そしてその状態で顧客に相談に行きます。顧客の選択肢は2つありま
す。1つは「あきらめる」であり、もう1つは「絶対レベルの基準」を変えることです。セールス
パーソンにとって絶対条件でも、購入側の企業は変えることができるものもあります（絶対レ
ベルにはカネ、トキ、ヒトなど経営資源に関する制約の場合が多く、その配分を変えられる
人は顧客の企業内にはいます）。



希望レベルは評価して、点数などをつけます。点数は3点法でも5点法でも10点法でも構わ
ず、顧客のタイプによって決めます。さらにバリバリ型やまじめ型の場合は、希望レベルのも
のさし1つ1つにも重みをつけておいて、重みと評価点をかけていって、総合点を出しても構い
ません。
⑤リスクを挙げる
そのうえで各案のリスクを挙げます。リスクとはその案をとった後で起きそうなトラブルです
が、これについてはセオリー16で説明します。
⑥案を選定する
①～⑤の結果をセールスイメージ下図のような表にまとめます。そのうえでセールスパーソ
ンが（または購買担当者と共同で）主観的に案を決めます。この時、決して客観的に決めよう
としないことです。客観的とは「誰がどう考えてもA案の勝ち」といった形で決めることです。そ
のような形で決まることなどありません。もしそうなるなら今までやってきたことはすべて無駄
で、他案の検討の余地などないということです。そうはならないから、人間の意思で主観的に
決定するのです。この時必ずポイントをはっきりさせます。これが「A案にしました」といった時、
必ず聞かれる「なぜ選んだか」の答えです。



⑦顧客の意見を聞く
案を選定して、もし顧客の購買担当者や経営者が「それは違う」といったらセールスパー

ソンはどう考えるかです。人間は「右に行きましょう」といって「いや左」といわれたら気分が
悪くなります。しかしセールスパーソンはここで「良かった」と思うことです。顧客の意思がわ
かったからです。
「違う」といった時は上の①～⑥のどれかが違うはずです。「決めることが違うのか」「もの
さしが違うのか」「案がまだあったのか」「評価の仕方が違うのか」「リスクがまだあるのか」
「決定ポイントが違う」のどれかです。顧客とセールスパーソンの考えの「違う」ポイントが見
つかれば、後はそれを調整すれば良いだけです。そしてその修正の過程で、必ずセールス
パーソンと顧客は価値観が一致していきます。これがセールスパーソンが顧客から信頼感
を得る基本的な方法です。



セオリー14

セールスイメージ

ワンポイントアドバイス：提案書作成のポイント

提案書は必須

・すべて書く
⇒売る側として都合の良いことだけを書けば逆効果。
⇒買う側は必ず「売る側の都合の悪い所」を別の企業から聞こうとする。
・顧客の立場で書く
⇒「売る」立場でなく「買う」立場で書く。
⇒「金をもらう」立場でなく「金を払う」立場の提案書を書く。
⇒なぜ「金をもらうか」は売る側にはいらないが、なぜ「金を払うか」は買う側には必須。

提案にあたっての考え方

貴社のご要望・課題 弊社の考え方 貴社へのお願い

見出し

× × × ×

× × × ×

見出し

× × × ×

× × × ×

× × × ×

× × × ×

ご提案商品

金額内容商品名区分 金額内容商品名区分

案の比較

リスク

Ｃ案Ｂ案Ａ案

リスク

Ｃ案Ｂ案Ａ案

〔選定理由〕 ××××

案評価基準

ソリューションシーン

〔現在〕

電源

〔導入後〕

電源

通信 通信

うめ込み

無線

セオリー14 提案書は必須



プレゼンテーションモデルは提案書の「書き方」（本セオリー）と「説明の仕方」（セオリー15）
の2つから成ります。
提案書を作成する目的は「顧客に買ってもらう」ということです。言い方を変えれば、早く
「買う」といってもらえる提案書が「良い提案書」といえます。
一般にセールスパーソンは顧客企業の購買担当者と話をしますが、高額商品になればな
るほど（つまり大切な商談ほど）、購買担当者の一存では購入を決められず、彼らから経営
者などの意思決定者への説明を必要とします。説明には資料が必要であり、ソリューション
セールスにおいて提案書は必須といえます。提案書はこれを意識して、購買担当者が経営
者に説明しやすいように（購買担当者を説得するという気持ちを捨て）作成すべきです。そう
考えると提案書は次のような4項目で作るのが一般的といえます。



①提案にあたっての考え方
多くの提案書は買ったときのメリットばかりが書いてあります。意思決定者は「買ったらどう
なるか」の前に「なぜ買うのか、何が狙いか」をまず考えます。この意思決定者の思考プロセ
スに合わせて、まず買う理由を購買担当者が経営者に説明するというプロセスで書いてい
きます。これはセオリー12で述べたワークシートを少し加工して書きます。このページはセー
ルスイメージのように大きく3つの部分に分かれます。1つは「貴社のご要望、課題」であり、
見出し（ワークシートのグループ名）をつけて、顧客よりインタビューしたニーズをグループ単
位に書きます。書く順番は重みの大きい順、つまり大切な順です。実際の提案書ではこれを
書いていないことが多いといえます。「顧客は十分わかっていることだ」というのが理由でしょ
う。しかし必ず書きます。これはセオリー10で述べたようにセールスパーソンが受け取った情
報（ニーズ）は「きっとまちがっている」からです。そんな一度や二度のインタビューで顧客
ニーズが正確にわかると思って仕事を進めるのは誤りです。「間違っている」からその正解
を知っている購買担当者、さらには経営者に確認してもらうのです。もしここが間違っていた
ら、これ以上は説明しても意味がないので提案書は書き直します。そういう意味で、できれ
ばこの部分だけを何とか顧客に先に確認したい所です（しかし実際の商談では購買担当者
に確認できても、商品提案がないうちに経営者に確認するのは難しいといえます）。そしてこ
れを書くもう1つの理由は第4章で述べるように顧客の購買目的を担当セールスパーソンの
頭の中だけでなく、売る側の企業にナレッジとして残すためです。
ワークシートの「自社商品ソリューション案」、「その他のソリューション案」の内容は、セー
ルスイメージのように「弊社の考え方」、「貴社へのお願い」として書きます。



②ご提案商品
次に「弊社の考え方」を実現するために具体的に「何を買って欲しいか」を書きます。金額
は別途見積書として出しても構いませんが、いづれにしても提案段階できちんと提示し、怪
しげな価格折衝はしないことです。セールスパーソンが一度でも値引きに応じれば、次にこ
の顧客を担当するセールスパーソンに迷惑をかけます。この価格折衝を避けるために、提
案書を出すと考えても良いくらいです（セオリー1で述べたような価格指向タイプの企業は、
このような提案書作成コストもカットすべきです）。
③案の比較
このソリューション案に至った経緯を書きます。経営者の「他の案は検討したのか」という
質問への回答です。セオリー13の比較表などをつけます。
④ソリューションシーン
最後にこの商品を購入した後、どうなるかをイメージなどで表現します。ここは強調すべき
ポイントではなく、「提案にあたっての考え方」の「弊社の考え方」が、文章では伝わりづらい
ので、それを補うものです。さらに商品の使用前後などが定量的に測れる時は、ここに費用
対効果（効果が測れない時は収益対費用）を書きます。



セオリー15

セールスイメージ

ワンポイントアドバイス：プレゼンテーションツールの選び方

プレゼンテーションは確認、反応、再検討のため

・正確に伝わるか
⇒インパクトを与えないツール
・確認、質問、反応が容易か
⇒暗い部屋では無理
⇒対象が指摘しやすいこと
・再検討しやすいか
⇒メンテナンスが容易

〔説明〕

セールスパーソン

提案コンテンツ

顧客

〔確認・質問〕

セールスパーソン 顧客

もれ・誤解

一部不明

伝わった

提案コンテンツ

確認

質問

回答

〔反応〕

セールスパーソン 顧客

提案コンテンツ

修正

追加

意見

〔再検討〕 新提案
コンテンツ

説明
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セールスイメージ

ワンポイントアドバイス：プレゼンテーションツールの選び方

プレゼンテーションは確認、反応、再検討のため

・正確に伝わるか
⇒インパクトを与えないツール
・確認、質問、反応が容易か
⇒暗い部屋では無理
⇒対象が指摘しやすいこと
・再検討しやすいか
⇒メンテナンスが容易

〔説明〕

セールスパーソン

提案コンテンツ

顧客

〔確認・質問〕

セールスパーソン 顧客顧客

もれ・誤解

一部不明

伝わった

提案コンテンツ

確認

質問

回答

〔反応〕

セールスパーソンセールスパーソン 顧客顧客

提案コンテンツ

修正

追加

意見

〔再検討〕 新提案
コンテンツ

説明

セオリー15 プレゼンテーションは確認、反応、再検討のため



提案書のプレゼンテーションは次の4つのステップに分けて考えます。
①説明
プレゼンテーションの基本は読んでわかる提案書を作るであり、セールスパーソンの説明
をつけ加えないと顧客が理解できない提案書は作らないということです。
この段階になるとセールスパーソンの考えることはたった１つです。「何とか受注したい」で
す。そして自分が今何をしているかを見失ってしまいます。提案書の中のコンテンツ（中身）
は売る側の企業がオーソライズした内容で、セールスパーソンの個人的意見ではありませ
ん。つまりセールスパーソンが言って良いことは提案書に書いてあり、言ってはいけないこ
とは書いてありません（書けません）。したがってこの説明段階でセールスパーソンが顧客
に伝えることができる情報は、提案書のコンテンツだけです。その他の情報（企業として
オーソライズしていないもの）を伝える権利はありません。これを徹底していない売り手側の
企業は、短期的には受注できても、長期的に見るといづれ顧客からのクレームの嵐（言った
言わない）となります。
この段階で一番危険なのはプレゼンテーションに慣れて、かつインパクトのあるプレゼン
テーションができるセールスパーソンです。インパクトがあるというのはおそらく「提案書をた
だ棒読みするのでなく、提案書に書いてある情報以上のものを顧客が受けることができる」
ということを指しています。売り手側の企業にとってこれほど危険なことはありません。



プレゼンテーションに行く前にやるべきことは、「提案書が読んでわかる状態」になっている
かを確認することです。「わかりづらい所」をプレゼンテーションで説明するのでなく、提案書
をわかりやすく変えることです。そしてプレゼンテーションの説明段階ではひたすら正確に、
顧客と一緒に読むことです。
②確認・質問
セールスパーソンが渡したい提案コンテンツは、「提案書」と「音声」によって顧客に渡され
ます。そしてそれは大きく3つに分かれます。1つはもれ・誤解があって「伝わっていない」も
のです。2つ目は「伝わっているが、一部わからない点がある」もの、そして3つ目が「伝わっ
た」ものです。
セールスパーソンがプレゼンテーションに行く一番大きな意味は「もれ・誤解」をなくし、不
明を「明確」に変えることです。「もれ・誤解」はセールスパーソンがこちらから質問して、確
認します。「本当にこういう商品の使い方が可能でしょうか？」といったものです。不明点は
何とか顧客から質問してもらいます。よく質問が恐くてプレゼンテーションをやりたがらない
人もいますが、説明に行くということは「質問を受けるために行った」ということを忘れないこ
とです。



質問が恐い理由のもう1つは「答えられない質問が顧客からきたらどうしよう」ということでしょ
う。これは冷静に考えればわかることです。答えられない質問というのはプレゼンテーション
に行く前に予想できない質問であり（予想できるなら提案書にその回答を入れておくはず）、
したがって回答を準備できません。そして仮にその場で答えられたとしても、多くの場合セー
ルスパーソンが自企業からオーソライズされていないものです。そう考えれば「答えられない
質問には答えず、調べて次回答える」これ以外にありません。
③反応
提案コンテンツが伝わったと思ったら、次に行うのは顧客の反応を聞くことです。これがもっ
とも大切なフェーズです。
反応は３つに分かれます。修正ニーズ、追加ニーズ、そして顧客の意見です。これらをセー
ルスパーソンは後々誰が見てもわかるように、きちんと残すようにします。セールスパーソン
は企業の代表者であり、企業内の他のメンバーにこの顧客情報を伝える「義務」があります。
④再検討
上記の3つの反応を考慮して再検討します。そして再度反応を確認します。



セオリー16

セールスイメージ

ワンポイントアドバイス：クロージングで陥るミス

リスクがあっても買ってもらう
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〕

リスク分析の前提

リスクの列挙

重みづけ

可能性

可能性が大きいもの

予 防

リスクは消えない

やれることをやる

リスクはすべて挙げられない

想定しないリスクが生じたらどうするか

影響度

影響度が大きいもの

発生時対策

・顧客がリスクに気づかないように祈る
⇒リスクに気づいてもらう
・リスクがあると顧客が買わないと思う
⇒リスクはある。なくすことはできない
・リスクのあり、なしを議論する
⇒リスクの可能性、影響度について考える
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ワンポイントアドバイス：クロージングで陥るミス
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・リスクのあり、なしを議論する
⇒リスクの可能性、影響度について考える

セオリー16 リスクがあっても買ってもらう



提案コンテンツに顧客の合意が得られればクロージングのはずですが、通常はもう1ステッ
プ必要です。それは購入後のリスクをどう考えるかです。リスクとは「まだ起きていないが、
起きるかもしれないトラブル」のことであり、「ニーズがソリューションできる」のはわかったが、
その商品を購入することでかえって「イヤな事」が起きないかというものです。こういったこと
に対応していくことをリスク分析といい、次のようなステップで進めていきます。
①前提
顧客にリスクに対する基本的な考え方を説明します。それは「リスクは消えない」ということ
です。ある機械を購入する時「こわれる機械は買わない」ということは「絶対に買わない」とい
うことと同じです。その機械が「こわれること」は証明できても、使用期間中「こわれないこと」
を証明できません。リスクが消えないと買わないという顧客には、もう少し冷静になってもら
います。今「買う」か「買わない」かの意思決定をしているなら、「買わない場合にもリスクはあ
る」ことを理解してもらいます。そして「買う」か「買わない」かをセオリー13の比較表で考えて
もらいます。いくら何でもリスクだけで案を選択しないと思います。
このステップを省いて、セールスパーソンがクロージングしてしまうと、逆に売る側にこのリ
スクがすべて来てしまいます。そして売る側はこのリスクが的中しないことを祈るしかなくなり
ます。
リスクを消せないとすれば、できることは「やれることをやる」です。つまりリスク分析で考え
るべきことは「リスクを消す」のではなく「どれくらいの時間とコストをかけてどこまでリスク対
策をするのか」ということです。



②リスクの列挙
顧客にリスクを挙げてもらいます。セールスパーソンが挙げるのではありません。商品購
入後に使用するのは顧客です。セールスパーソンはリスクに関するヒント（他の顧客に起き
たトラブルなど）を出すだけです。
そして顧客にリスクはすべて挙げることは不可能だということを知ってもらいます。そう考え
るとどこかでこのステップをやめなくてはエンドレスです。そして最後にもし想定しないリスク
が起きたらどうするかを考えます。想定できないリスクに打つ手はないので、誰がそのリスク
に責任を持って対応するかを決めるしかありません。買う側の顧客が対応するならばその
体制をとってもらいます。売る側で対応するならばそのコストを負担してもらいます。それが
アフターサービス、保守、保証、保険とよばれるものです。



③重みづけ
挙げたリスクについて重み（重要度）をつけます。重みは２つに分けてつけます。1つはそ
のリスクが起こる可能性です。リスク分析の教科書には「可能性は発生確率で書け」と書い
てありますが、多くの場合そんな確率は計算できません。そこで人間の直感を生かして3段
階（大、中、小）や5段階くらいでつけておきます。もう1つはそのリスクが的中してしまった時
の影響度つまりダメージです。これも金額つまり「円で書け」と書いてありますが、やはり無
理なことが多いので3段階、5段階くらいでつけておきます。これらは顧客とセールスパーソ
ンが共同でつけていきます。
④手を打つ
リスクヘッジ（リスクに対して手を打つこと）は2つに分けて考えます。１つは可能性の大き
いものを小さくできないかと考えることで、予防といいます。もう1つは影響度の大きいものを
小さくできないかと考えるもので、発生時対策といいます。できるだけ「起きないようにする」
のは可能性の大きいもの、「起きても大丈夫なようにする」のは影響度の大きいものとする
のがもっとも効率的な対応といえます。
これらの手も顧客とセールスパーソンの共同で考えます。そして大切なことはリスクは常
に起こる可能性があり、起きたときはダメージを受けることを顧客に確認してもらうことです。



セオリー17

セールスイメージ

顧客を３つに分けてフォローする

ワンポイントアドバイス： セグメント基準

・ロイヤルカスタマー
⇒その貢献度で決める

・マジョリティとゲスト
⇒そのポテンシャルニーズを想定して決める
⇒マジョリティの中で「ロイヤルカスタマーになってもおかしくないのになっていない顧客」
を探す

数で見ると 企業への貢献度

ロイヤルカスタマー

マジョリティ

ゲスト

ロイヤルカスタマー

マジョリティ

ゲスト

フォローアプローチ

ロイヤルカスタマー

ＫＥＥＰ

リレーションシップ
マーケティング

定期訪問交流インセンティブ チェンジ顧客の発見

セグメンテーション
マーケティング

ＣＨＡＮＧＥ

マジョリティ

顧客の区分
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セールスイメージ

顧客を３つに分けてフォローする

ワンポイントアドバイス： セグメント基準

・ロイヤルカスタマー
⇒その貢献度で決める

・マジョリティとゲスト
⇒そのポテンシャルニーズを想定して決める
⇒マジョリティの中で「ロイヤルカスタマーになってもおかしくないのになっていない顧客」
を探す

数で見ると 企業への貢献度

ロイヤルカスタマー

マジョリティ

ゲスト

ロイヤルカスタマー

マジョリティ

ゲスト

ロイヤルカスタマー

マジョリティ

ゲスト

フォローアプローチ

ロイヤルカスタマー

ＫＥＥＰ

リレーションシップ
マーケティング

定期訪問交流インセンティブ チェンジ顧客の発見

セグメンテーション
マーケティング

ＣＨＡＮＧＥ

マジョリティ

顧客の区分

セオリー17 顧客を３つに分けてフォローする



セオリー10で述べた成績の良いセールスパーソンのもう1つの特徴は、売れた後の顧客に
強い関心を持つことです。逆に成績の悪いセールスパーソンは売ったら、次の顧客へと渡り
歩きます。農耕民族と狩猟民族のようです。
この「売った後の顧客にどのように対応するか」がフォローモデルです。フォローモデルは
セオリー7で述べたように、この後ターゲットモデル、アプローチモデル、インタビューモデル、
ソリューションモデルのいづれかのステップに戻っていきます。
フォローモデルでは顧客をセールスイメージにあるように3つに分けて考えます。分ける基
準は売り手への貢献度です。これは顧客別に営業利益が計算できればそれを使い、粗利
しかなければ粗利、それもわからないなら売上でもしかたありません（せめてこれを機に顧
客別の粗利は計算しましょう）。
これら貢献度の高い順に顧客を並べてみると、「くぼみ」のようなものが現れると思います。
このくぼみより前の顧客をロイヤルカスタマーといいます。ロイヤルカスタマーはまさに当該
企業にとって大切な顧客であり、顧客数で言うと10～20％くらいですが、70～80％くらいの
貢献度を出しています。



残りの顧客は数でいうと80～90％の大多数を占めるものですが、これを2つに分けます。分
類の基準にはセオリー8で述べたポテンシャルニーズを使います。ざっと半分に分け、ポテン
シャルニーズが高いものをマジョリティ、低いものをゲストと呼びます。マジョリティはポテン
シャルニーズが高いのでロイヤルカスタマーになる可能性があるもの、ゲストはその可能性
が低いものとします。このロイヤルカスタマーとマジョリティについてセールスパーソンがフォ
ローをしていきます。
①ロイヤルカスタマーへのフォロー
ロイヤルカスタマーへのフォローの基本はKEEP、つまり何とかロイヤルカスタマーにとど
まってもらうものです。このタイプのマーケティング戦略をリレーションシップマーケティングと
いい、その手法をCRM（Customer Relationship Management）といいます。主に次のような方
法があります



・インセンティブ
航空会社のマイレージカードのような感覚です。まずこの顧客がロイヤルカスタマーである
ことを、売る側の企業内のすべての人が認知します。来社、TELなど、セールスパーソンが
接する時以外でもVIP待遇します。そしてその顧客企業で販売している商品について全社員
が関心を持つようにします。担当セールスパーソンは顧客の商品に関する意見をまわりから
収集し、顧客に伝えます。従業員が自社の商品に興味を持つのと同じようにします。イベン
ト、キャンペーンなどを売り手がやるときもすべてVIP待遇します。
・交流
ロイヤルカスタマー同士の交流の場を作ります。××会などと称して定期的に集まって情
報交換をやったり、セオリー9で述べたインターネット上のコミュニティ広場を作ったりします。
これらに関するマーケティングコストは当然売り手企業が負担します。
・定期訪問
担当セールスパーソン、マネジャー、経営者などがロイヤルカスタマーを定期訪問し、自社
の商品の使用状況をインタビューします。この際に自社の新商品情報や先ほど述べた顧客
側の企業の商品情報など、さまざまな情報を提供します。そのうえで自社商品への不満・新
しいニーズなどを収集します。



②マジョリティへのフォロー
マジョリティへの基本はCHANGE、つまり何とかロイヤルカスタマーになってもらうことです。
これにはセオリー8で述べたセグメンテーションマーケティングを使います。ポテンシャルニー
ズの高い企業から順にセールスパーソンはチェンジプログラムを実施します。このチェンジプ
ログラムは基本的にはロイヤルカスタマーへ行うリレーションシップと同じものですが、特に
インセンティブに重みをおいて進めていきます。



第３章 セールスの常識

・顧客企業の理念、戦略、組織、ライフステージによってセールスを変える。
・商品はキャッシュフローで購入される。

トータルセオリー

第3章 セールスの常識



セオリー18

セールスイメージ

ワンポイントアドバイス：良いセールスパーソン

セールスは顧客の理念、ＣＳＦを見る

理
念

経
営
方
針

長
期
戦
略

行
動
計
画

長期経営計画

年度計画

部門計画

戦略方針

事業領域の明確化

経営分析

経営目標

経営理念

企業理念
その企業がそもそも

何のために存在しているのか
社会への旗

経営者の経営に対する
基本的考え方

長期的に到達すべき水準

経営環境・経営資源のマッチング

自社の強みを生かせる機会

ＣＳＦの抽出

長期的にどうしていくか

今期の目標

部門の目標

株主から経営者への委任条件

株主と経営者の約束

企業の強み、弱み
機会、脅威

何をするのか、どこを
攻めるのか

何が戦略ポイントか

3～5年後のあるべき姿

全社予算

部門予算

・伸びるセールスパーソン
⇒時間がかかっても顧客の企業理念、経営理念を理解しようとする
・成績を出すセールスパーソン
⇒顧客の「戦略的な所」と「そうでない所」がわかる
・うまいセールスパーソン
⇒ＣＳＦに自社商品を結びつける

セオリー18

セールスイメージ

ワンポイントアドバイス：良いセールスパーソン

セールスは顧客の理念、ＣＳＦを見る

理
念

経
営
方
針

長
期
戦
略

行
動
計
画

長期経営計画

年度計画

部門計画

戦略方針

事業領域の明確化

経営分析

経営目標

経営理念

企業理念
その企業がそもそも

何のために存在しているのか
社会への旗

経営者の経営に対する
基本的考え方

長期的に到達すべき水準

経営環境・経営資源のマッチング

自社の強みを生かせる機会

ＣＳＦの抽出

長期的にどうしていくか

今期の目標

部門の目標

株主から経営者への委任条件

株主と経営者の約束

企業の強み、弱み
機会、脅威

何をするのか、どこを
攻めるのか

何が戦略ポイントか

3～5年後のあるべき姿

全社予算

部門予算

・伸びるセールスパーソン
⇒時間がかかっても顧客の企業理念、経営理念を理解しようとする
・成績を出すセールスパーソン
⇒顧客の「戦略的な所」と「そうでない所」がわかる
・うまいセールスパーソン
⇒ＣＳＦに自社商品を結びつける

セオリー18 セールスは顧客の理念、CSFを見る



セオリー3で述べたようにセールスパーソンにとって必要な知識は顧客に関することです。
なかでも顧客がどのようにして「商品を購入するか」というメカニズムについての知識が大切
です。商品の購入に影響を与える顧客側の要素としては次のようなものがあります。
・戦略（その企業独自の考え方）⇒本セオリーおよびセオリー19
・組織（購入という意思決定の仕組）⇒セオリー20
・業績（成績によって購入は異なる）⇒セオリー21、22
・ライフステージ（企業の年令によって購入は異なる）⇒セオリー23
戦略立案は、大きく４つの領域に分かれます。



①理念
企業には企業理念（ミッションともいう）というものがあります。企業理念とは、企業がそも

そも社会に存在している意味・使命のようなものです。これは「創造と地域への貢献」といっ
た形で、非常に抽象的な言葉で表現されています。そしてなぜそうなのかを説明できないも
のです。「なぜ創造なのか」「なぜ地域へ貢献なのか」と聞かれても答えることはできません。
これは社会への旗のようなものであり、この旗に賛同して働きたいと思う人は従業員として集
まり、または出資して株主となって欲しいというものです。セールスパーソンは顧客のこの企
業理念を理解し（賛同ではない）、理念にあった商品を提案していきます。先ほどの企業に、
人材教育を提供するベンダーが提案すべきことは「創造」、「地域への貢献」をテーマとした
教育です。
企業理念を受けて、経営者が経営理念（ビジョン）を作ります。「作ることの楽しさと地球環
境の保全」といったことです。企業理念（創造と地域への貢献）を実現するにあたって企業が
進むべき道（「創造」を実現するために「作る楽しさ」を従業員がわかる）を表わしたものであ
り、経営者が株主から権限の委譲を受ける時の条件のようなものです。経営は目標よりも上
位にビジョンがあり、ビジョンに反した目標の達成は意味を持ちません。セールスパーソンは
目標よりもビジョンを理解して提案していきます。



②経営方針
経営理念確定後、経営者と株主は企業の長期的目標について合意をします。そしてその
目標を達成するために、経営者が経営分析を行います。一般には経営資源の強み、弱みを
考え、経営環境（機会、脅威）を分析し、自社の強みが活かせる事業領域を見つけます。
経営資源とはヒト、モノ、カネ、情報、ブランド…など企業が持っていて使うことのできる財産
をいいます。当然ですが不足している資源は商品として購入するか、外部サービスを受けて
強化していくしかありません。この経営方針に関わる経営資源の調達・強化についての商品
購入は経営者のタスクです。したがってその購入には当然のことながら経営者の決裁を必
要とします。
③長期戦略
経営分析が完了すると戦略方針、つまり事業の進め方を検討し、長期経営計画を作成しま
す。ここでテーマとなるのはCSF（Critical Strategic Factor：主要戦略的要因）とよばれる戦
略の中心的要素となるものです。多くの場合、経営資源の「強み」や経営環境の「機会」など
から１つのものが選ばれます。例えばメーカーでCSFが「工場」とすれば、この工場に関する
ことに集中的に投資がなされていきます。自社の商品が顧客のCSFとフィットした時、この顧
客はロイヤルカスタマーとなっていきます。



④行動計画
長期経営計画を受けて年度計画（半年の時は半期計画）が作成され、これをベースに部
門計画が作成されます。これらは主に「カネ」を中心としてコントロールされ、予算とよばれま
す。
セールスパーソンはこの「予算」にばかりに目が行きがちですが、予算が作成されたバック
ボーンである理念、経営方針、長期計画に着目する「目」を持つべきです。



セオリー19

セールスイメージ

ワンポイントアドバイス：企業タイプとセールスモデル

企業理念でタイプが決まる

研究開発型 スポットライト型

シェア型役所型

マーケターを
おさえる

部門リーダー
の指示に従う

高低
コントロール性

キーマン根回し

高

低

プロに最新商
品を売る

ユ
ニ
ー
ク
性

他社での
実績あり

リスクマー
ケティング

他社はまだ
買っていない

・スポットライト型⇒インタビューモデルがポイント
・シェア型 ⇒ソリューションモデルがポイント
・研究開発型 ⇒アプローチモデルがポイント
・役所型 ⇒クロージングモデルがポイント

セオリー19

セールスイメージ

ワンポイントアドバイス：企業タイプとセールスモデル

企業理念でタイプが決まる

研究開発型 スポットライト型

シェア型役所型

マーケターを
おさえる

部門リーダー
の指示に従う

高低
コントロール性

キーマン根回し

高

低

プロに最新商
品を売る

ユ
ニ
ー
ク
性

他社での
実績あり

リスクマー
ケティング

他社はまだ
買っていない

・スポットライト型⇒インタビューモデルがポイント
・シェア型 ⇒ソリューションモデルがポイント
・研究開発型 ⇒アプローチモデルがポイント
・役所型 ⇒クロージングモデルがポイント

セオリー19 企業理念でタイプが決まる



企業理念はいつの間にかその企業の人たちの体に染み込んでいます。そして商品購入を
含めたあらゆる企業行動にそれが表れてきます。
企業理念によって企業をセールスイメージのような4つのタイプに分けることができます。た
て軸のユニーク性は自社の独自性を大切にするということです。ユニーク性の高さは新分野、
新事業、新商品への積極的チャレンジという形で表れます。セールスパーソンから見れば、
「他社との差別化」といったテーマに沿って提案すれば、必ず受け入れられます。逆にユ
ニーク性の低い企業には他社がその商品購入しているかどうか、つまり販売実績が最大の
セールスポイントになります。
横軸のコントロール性は企業内の秩序、システムといったものを表わしています。コント

ロール性の高い企業はしっかりした企業システムを持ち、皆が同じような発想を持って（つま
り企業理念にもとづいて）行動しています。商品購入などもはっきりとルール化されており、
セールスパーソンから見れば誰がキーマン（意思決定者）かをおさえ、そこを集中的に攻め
れば良いことになります。コントロール性が低いというのは従業員各自が各々の価値観で考
えて行動していくというものであり、相互依存性が低い企業です。ここではセールスパーソン
は組織内の各自の合意を得て（つまり根回しして）、その情報を意思決定者に伝える方がう
まくいきます。



①スポットライト型
次々と新製品や新サービスを開発していくが、そのコンセプト（新しさ、おもしろさ、楽しさ
…）に一貫性があるという企業です。多くの場合、高いブランドイメージを持ち、カリスマ経営
者がいて、他社との差別化を常に意識し、マスコミのスポットライトをあび続けます。この企
業でのリーダーはマーケターであり、創造性と論理性のバランスが取れた人です。驚くほど
のアイデアではないが、アイデアをひねる力があり、その考えをまわりに論理的に説明でき
る人です。そしてこういうタイプの人がキーマン（意思決定者）であり、セールスパーソンに
とっての「真の顧客」となります。
②シェア型
ユニークさ、他社との差別化よりも、勝ち負けに興味があり、目標は「業界NO.1」です。全
員が一丸となって「戦う集団」となり、顧客よりもライバルを意識しています。ここでリーダー
となるのは闘争心が強く、プライドが高く、表現力が高いタフネゴシエーターです。そしてこ
の企業で戦力となっていくのは体育会系のいわゆる体力派であり、上下関係、秩序を大切
にする人です。
社内でも派閥や競合があり「となりの事業部が買うならうちは買わない」といった形のコン
フリクトを生みます。セールスパーソンは慎重に、そして各部門の意見に従って、場合に
よっては部門毎に競合企業だと考えて行動します。



③研究開発型
各従業員がそれぞれを束縛せず、自由に行動している企業です。テクノロジー型企業、
ゲームソフトハウス、コンサルティングファーム、各種商品のディーラーなど個人業績がはっ
きりと出て、チームワークが不要な企業によくみられます。ここで活躍するのは、その仕事
のプロフェッショナルで、その仕事が好きで、１年中休みなしで働いても平気な人です。セー
ルスパーソンは最先端、他社にはないユニークな商品を、彼らプロフェッショナルに個別に
購入してもらうというスタイルをとるべきです。
④役所型
これといった理念もなく、何となく決められた仕事をチームワークも意識せずこなしていくも
のです。本来であれば企業としては破たんしてしまうはずなのですが、役所などのように独
占サービスができ、ライバルがいない企業では安定して仕事を続けていけます。ムードは盛
り上がりがなく、緊張感もなく、静かに時間が流れ、一定量の給料がもらえます。ここに必要
なのは商品を購入すると幸せになれるではなく、商品を購入しないと幸せになれないという
セールス、そしてリスク分析がその中心となります。



経営者

Ａ事業部 Ｂ事業部

Ａ工場 Ａ営業部 Ｃ支店 Ｅ支店

本社スタッフ

事業部スタッフ

委員会⇒ マトリクス組織

経営者

製造部門 販売部門

Ａ工場 Ｂ工場 Ｃ支店 Ｄ支店 Ｅ支店

総務部 人事部 経理部

ライン

スタッフ

セオリー20

セールスイメージ

ワンポイントアドバイス：組織形態による購買決定法

組織によってキーマンは違う

ライン＆スタッフ組織

事業部制組織

ライン＆スタッフ組織⇒スタッフ
事業部制組織 ⇒事業部スタッフ
マトリクス組織 ⇒委員会合意

経営者

Ａ事業部 Ｂ事業部

Ａ工場 Ａ営業部 Ｃ支店 Ｅ支店

本社スタッフ

事業部スタッフ

委員会⇒ マトリクス組織

経営者

Ａ事業部 Ｂ事業部

Ａ工場 Ａ営業部 Ｃ支店 Ｅ支店

本社スタッフ

事業部スタッフ

委員会⇒ マトリクス組織

経営者

製造部門 販売部門

Ａ工場 Ｂ工場 Ｃ支店 Ｄ支店 Ｅ支店

総務部 人事部 経理部

ライン

スタッフ

経営者

製造部門 販売部門

Ａ工場 Ｂ工場 Ｃ支店 Ｄ支店 Ｅ支店

総務部 人事部 経理部

ライン

スタッフ

セオリー20

セールスイメージ

ワンポイントアドバイス：組織形態による購買決定法

組織によってキーマンは違う

ライン＆スタッフ組織

事業部制組織

ライン＆スタッフ組織⇒スタッフ
事業部制組織 ⇒事業部スタッフ
マトリクス組織 ⇒委員会合意

セオリー20 組織によってキーマンは違う



セオリー18で述べた商品の購入に与える要素のうち、組織について本セオリーで述べます。
組織はセールスパーソンにとって比較的理解しやすい分野です。それはセールスパーソン
も組織内の人間であり、これを日常の業務で意識することも多いのでわかりやすいのだと思
います。しかしセールスを進めていくうえで、組織論をきちんと整理しておく必要があると思
います。組織論の中心といえる組織形態と、その形態ごとのセールスの進め方、商品購入
決定のキーマンについて考えてみましょう。
①ライン＆スタッフ組織
企業が個人商売などから脱して、企業としての体をなすようになると、多くの場合セールス
イメージのようなライン＆スタッフ組織という形をとります。
ライン部分はよく「現場」などと表現され、その企業の収益・キャッシュフローを生む部分と
いえます。一方スタッフはラインの各セクションで行われる仕事のうち、共通部分を引き取る
という形で生まれる支援組織です。
ライン＆スタッフ組織においては、商品の購入はスタッフで必要なものは無論のこと、ライ
ンに必要なものも基本的にはスタッフが購入を検討します。というよりも購入という仕事のた
めのスタッフがこれを担当するといえます。セールスパーソンもスタッフに会って、セールスし
ていく形になります。



②事業部制組織
企業がさらに拡大すると、多くの場合事業部制をとります。事業部は製品や事業（または

地域）によってあたかも１つの企業として活動し、自ら収益・キャッシュフローを生み、それに
ついての権限と責任を持ちます。いわゆる独立採算制です。そして各事業部で発生する共
通業務（例えば採用、教育、給与計算など）を本社スタッフとよばれる部門が引きとる形をと
ります。
各事業部は独立採算制ですので自らの経費予算を持ち、自らのサイフで商品を購入しま
す。セールスパーソンは事業部のスタッフと話せばOKです。全社で共通に使用する商品は
本社スタッフで本社予算として購入するのですが、事業部制が社内で浸透してくると、これに
ついても事業部がカネを出し合って買うような形をとります。このような商品購入を担当する
セールスパーソンは極めて大変なことになります。購入窓口に意思決定権はなく、事業部側
の意見を集約し、全員の賛成が得られないと購入できません。
事業部制をさらに進めると、カンパニー制という形がとられます。これは事業部を法律上

は会社ではないが、実質的に独立した会社として存在させ、本社側はカンパニーの親会社
（つまり株主）となるものです。こうなるとカンパニーを越えた商品購入は、まさにカンパニー
の共同購入であり、本社スタッフは調整役となります。
さらにこれを法的にも別会社にしたものが持ち株会社とよばれるものです。本社（持ち株会
社はよくホールディングカンパニーという名前がつく）は本当に株を持つだけで、各会社は完
全に独立します。各会社は多くの場合持ち株会社の持っている企業名（よくこれをコーポ
レートブランドという）だけを共有します。この場合各会社が共同購入することはあまりありま
せん。



③マトリクス組織
事業部、カンパニーが共同購入する時、それが大型投資の場合は委員会、プロジェクト
チームとよばれるマトリクス組織がとられます。これは現在の組織を変えないで、投資を検
討するために委員会やプロジェクトチームを作って、各組織の代表者が集まるというもので
す。現在の組織とクロスすることからマトリクス（たてと横があるという意味）組織とよばれま
す。
大型投資となる商品を販売するセールスパーソンは、この委員会へセールスする必要が
あるのですが、多くの場合なかなか決まりません。各委員（メンバー）が各部門の利益代表
者であり、なかなか各部門の利益が一致する商品が見つからないためです。この時のセー
ルスパーソンの立場は情報提供者であり、委員会の要求する情報を正確に提供していくこ
と以外ありません。特定の委員と仲良くなったり、偏った情報を渡せばセールスは決してうま
くいきません。



セオリー21

セールスイメージ

ワンポイントアドバイス：営業キャッシュフローのとらえ方

キャッシュフローで商品は購入される

・上場企業は有価証券報告書（公表されている決算書）を見る
・非上場企業で決算書が手に入ったら「利益＋減価償却費」で計算する
（製造業の場合減価償却費はＰ／Ｌだけでなく、製造原価報告書にもあるので注意する）
・決算書が手に入らなかった
⇒利益は「売上×業界利益率」で計算
⇒自分の目でざっと顧客の営業財産（持っている財産）を見る
⇒耐用年数を調べる
⇒財産額÷耐用年数などでざっと減価償却費を計算する

商品購入 財務キャッシュフロー

経営資源

営業活動

出ていくカネ

残るカネ （利益＋減価償却費）

営業キャッシュフロー

増加

投入

株主

配当

銀行

金利

営
業
収
益
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ネ
）

結果
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キャッシュフローで商品は購入される

・上場企業は有価証券報告書（公表されている決算書）を見る
・非上場企業で決算書が手に入ったら「利益＋減価償却費」で計算する
（製造業の場合減価償却費はＰ／Ｌだけでなく、製造原価報告書にもあるので注意する）
・決算書が手に入らなかった
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⇒自分の目でざっと顧客の営業財産（持っている財産）を見る
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セオリー21 キャッシュフローで商品は購入される



キャッシュフローとはキャッシュイン（入ってくるカネ）とキャッシュアウト（出ていくカネ）の差
額、つまり現金の増減を意味しています。このうち営業キャッシュフローとは本業（本業のこ
とを経理では「営業」という）に関わるキャッシュフローをいいます。
一方、損益計算書（Profit&Loss statement：P／Lと略す）は「収益－費用＝利益」という形
で計算する書類です。収益が「入ってくるカネ」で費用が「出ていくカネ」なら、利益はその
「残ったカネ」で、それが営業キャッシュフローになるはずです。しかしP／Lの費用の中には
「出ていかないカネ」も含まれています。この代表が減価償却費とよばれるものです。
例えば2年前にある機械を1000万円で現金で買ったとします。この時1000万円を全額費用
にすることはできません。ざっといえば10年この機械を使うなら、毎年100万円くらいづつ費
用を出して（よく計上と表現しています）いかなければならず、この費用を減価償却費といい
ます。2年後の今年で考えてみましょう。今年は売上が5000万円、費用が4500万円、利益が
500万円でした。この費用4500万円の中には100万円の減価償却費が含まれています。そ
してこの100万円の減価償却費は払う相手がいません（2年前に1000万円払ってしまったの
で。この払った1000万円は投資に使ったカネという意味で投資キャッシュフローと呼ばれま
す。2年前の投資キャッシュフローは－1000万円）。したがって出ていきません。結局今年は
5000万円入ってきて（キャッシュイン）、4400万円出ていった（キャッシュアウト）ので600万円
（利益＋減価償却費）手元に残ることになります。この600万円が営業キャッシュフローです。



営業キャッシュフローは利益＋減価償却費（正確にいうと「減価償却費のように現金支出を
行わない費用」）で計算されます。そしてこの営業キャッシュフローという手元に残ったカネ
で外部から商品が購入されます。
セールスパーソンが商品購入の位置づけを知るにはどうしても経営・財務に関する知識を
必要とします。ここで財務について企業の商品購入メカニズムだけに着目して簡単に追い
かけてみましょう。詳細は拙著「計数分析のセオリー」を参照して下さい。
①商品購入
商品（他社が持っている経営資源と考えられる）はカネによって企業に購入されます。そし
てその分だけ経営資源を増加させます。経営者はこの経営資源を各仕事に配分し、従業員
は営業活動（本業の仕事）を行います。
②営業収益
営業活動の結果カネが入ってきます。ある期間（月、期、年など）に入ってくるこのカネの
総量を営業収益といいます。モノを売る企業では売上高とよばれています。営業収益のうち
一部は外に出ていき、一部は企業の内部に残ります。この残ったカネは企業が営業活動で
生み出したカネという意味で、営業キャッシュフローとよばれます。
セールスパーソンから見ればこの営業キャッシュフローの大きさが顧客の商品購買力とい
えます。個人にマンションを売る場合で考えれば営業キャッシュフローは可処分所得（年収
から出ていくカネを引いたもの）と同じです。



③財務キャッシュフロー
企業は営業キャッシュフロー以外のカネも得ることができます。株主から受けるカネつま

り資本金や、金融機関からの借入金であり、財務キャッシュフローとよばれます。財務
キャッシュフローのうち資本金で購入される商品は（資本金を「元手」と表現するように）、そ
の企業で長く使用できる基本的財産（事務所、工場、物流センターなど）がその中心です。
一方、借入金は一時的に足りないキャッシュフローを補ったり、すぐにキャッシュフローを生
む財産の購入に用いられます。
その購入した財産によって経営資源はアップし、営業活動によって営業収益を生み、配当
という形で株主に、金利という形で金融機関に還元されます。



セオリー22

セールスイメージ

ワンポイントアドバイス：投資対効果のポイント

短期投資はＲＯＩ、長期投資はＤＣＦ

企業

投資 リターン
Ｉ Ｒ

何をリターンとするか

Ｒ

Ｉ
＝ＲＯＩ

短期的効果

800万円600万円年あたりＣＦ増分

3000万円2000万円購入金額

Ｂ機械（5年使用）Ａ機械（5年使用）

800万円600万円年あたりＣＦ増分

3000万円2000万円購入金額

Ｂ機械（5年使用）Ａ機械（5年使用）

ＡのＮＰＶ＝598万円 ＢのＮＰＶ＝463万円

2000万円の投資で５年間で
598万円増やせる

3000万円の投資で５年間で
463万円増やせる

長期的効果

短期的投資 ⇒何をリターンにするか決めればＯＫ
長期的投資 ⇒キャッシュフローの増加分の見積と割引率の設定がポイント

⇒セールスパーソンが計算して提案するのではなく、顧客と一緒に試行錯誤して

やってみる

セオリー22 短期投資はROI、長期投資はDCF



顧客に商品を購入してもらう時、セールスパーソンの頭を悩ませるのが費用対効果、投資
対効果とよばれるものです。セールスパーソンの多くは財務が理解できず、数字が弱いため
（しかしカネの計算が苦手の人がセールスパーソンに多いというのは不思議な話です）ほと
んどギブアップ状態です。
これはその効果が出る期間によって次の２つに分けて考えます。



①短期的効果
その商品購入によって企業が得られる効果が短期間のものです。多くの場合顧客は「購入
するかどうか」を悩んでいるのではなく、「何を購入するか」を悩んでいます。購入が決定する
と、くり返し購入されるという特徴を持っています。これにはROI（Return On Investment）とい
う考え方がベースとなっています。ROIはリターンを投資（短期的投資は費用と表現されるこ
とが多い）でわって、その大きさを測るものです。払ったカネ（投資）に応じて、リターンの大き
さを考えるというもので、広く利用されています。店舗などでよく使われる商品回転率は売上
÷在庫で計算されます。これは在庫を投資、売上をリターンとしてとらえるROIです。商品購
入に関するROIでは投資は購入金額（正確にいうと商品購入に伴って発生する費用の総額）
であり、リターンを何にするか決めればそれで計算できます。
短期的効果を見るものでは、「期間あたりのROI」がよく用いられます。例えば商品Ａが購入
価格80円、売価100円（粗利20円）、商品Ｂが購入価格160円、売価200円（粗利40円）としま
す。月あたり売上の予測はＡが30個、Ｂが20個とします。どちらかの商品を店舗に10個置くと
考えます。月初めに10個買うとＡ商品は800円、Ｂ商品は1600円の投資が必要です。月中の
購入は売上でまかなうと考えれば、投資はこれだけです。一方、リターンを粗利と考えればＡ
は20円×30個＝600円、Ｂは40円×20個＝800円です。

0.75
800

600
＝商品ＡのＲＯＩ＝0.50

1600

800
＝商品ＢのＲＯＩ＝

となってAのROIの方が高く、商品Ａを購入すべきとなります。



②長期的効果
その投資が長期的効果（１年を超えるもの）を生むものはROIではなくＤＣＦ（ディスカウン

ト・キャッシュフロー）が用いられます。
これはROIのリターンが長期にわたるため、単純に足し算できないためです。例えば今日

の100万円と明日の100万円はほとんど変わりませんが、１年後の100万円は少し価値が落
ちるというものです。したがって１年後の100万円のリターンは、いくらか割り引いて考える必
要があります。この率を割引率（ディスカウント・レート）といいます。割引率には一般にその
投資をするために使ったカネの「年あたりのコスト」（借金なら金利にあたる）を使います。



＝598（万円）
A機械は５年間で差引き598万円現金を増やすことになります。一方のBのNPVは463万
円です。A機械を購入する方が妥当といえます。

例えばセールスイメージにあるようにＡ機械（購入金額2000万円、５年間使用）とＢ機械（購
入金額3000万円、５年間使用）があったとします。Ａ機械は５年間の減価償却で営業キャッ
シュフローを生むとともに、その企業の生産性が上がって利益が増えると考えます。そして
その営業キャッシュフロー（利益＋減価償却費）を年間600万円生むとします。一方Ｂ機械は
年間800万円です。さてどちらを購入すべきでしょうか（割引率を5％で考えます）。
A機械は購入時（0年目）2000万円出ていって（キャッシュアウト）、毎年600万円づつ入って
（キャッシュイン）きます。1年後の600万円は5％割り引いて（600÷1.05）万円です。同様に2
年目は（1.05）2で割ります。こうして計算した5年分のキャッシュフローをＮＰＶ（Net Present 
Value：正味現在価値）といいます。

( ) ( ) ( ) ( )1.051.051.051.05
5432

600600600600

1.05

600
2000NPVA ＋＋＋＋＋－の =



セオリー23

セールスイメージ

ワンポイントアドバイス：ライフステージが切り替わる時のキーワード

企業ライフステージでセールスを変える

売
上

創業期 成長期 安定期 再構築期

時間

売
上

創業期 成長期 安定期 再構築期

時間

価格折衝費用対効果ご用聞き対応のスピードｾｰﾙｽﾊﾟｰｿﾝに
求められること

早い遅い普通早い決裁スピード

生産性向上

ﾃﾝﾎﾟﾗﾘｰ、ｱｳﾄ
ｿｰｼﾝｸﾞ

他社で実績の
あるもの

企業ステータス必要なもの購入商品

経営サイドスタッフスタッフ社長購入担当

価格折衝費用対効果ご用聞き対応のスピードｾｰﾙｽﾊﾟｰｿﾝに
求められること

早い遅い普通早い決裁スピード

生産性向上

ﾃﾝﾎﾟﾗﾘｰ、ｱｳﾄ
ｿｰｼﾝｸﾞ

他社で実績の
あるもの

企業ステータス必要なもの購入商品

経営サイドスタッフスタッフ社長購入担当

・創業期から成長期へ
⇒上場、テレビコマーシャル、新卒採用
・成長期から安定期へ
⇒本社ビル、企業理念、長期経営計画
・安定期から再構築期へ
⇒リストラ、成果主義、サバイバルプラン

セオリー23 企業ライフステージでセールスを変える



企業にはライフステージというものがあります。多くの企業は人間同様に生まれてから死ん
でいくまで、セールスイメージのような道のりをたどっていきます。しかし人間と異なるのは最
後の所で死んでいく企業と、もう１度生まれ変わる企業があることです。
セールスパーソンはこの企業のライフステージに合わせたセールススタイルをとることが要
求されます。
①創業期
企業が誕生してまもない頃で、業績も急激には伸びません。従業員は創業時のメンバーが
中心で、創業者（元手を出したオーナー）がワンマン経営を行います。メンバーは全員意気に
燃えており、信じられないようなパフォーマンスを発揮します。組織はすぐにライン＆スタッフ
組織をとり、とりあえず社長がラインとスタッフの長を兼ねます。つまり社長兼営業部長兼経
理部長兼総務部長といったものです。ビジネスが波に乗ってくると少しずつ中途採用を取り、
次第に企業らしくなっていきます（というよりも「なっていこう」とします）。
企業らしさを演出するためにオフィス、応接室といったスペース確保、コンピュータなどの事
務機器が導入されていきます。
すべての商品購入の窓口は社長であり、下手をすれば消耗品の購入まで社長が口出しし
ます。セールスパーソンから見れば、決裁は早く、セールスパーソンを気に入れば、次々と商
品を購入してくれます。そして社長のお気に入りのセールスパーソンはバリバリ型で足の速
い人です。



②成長期
特定の商品のヒットや得意客の獲得により、企業は急成長していきます。会社の中のムー
ドはまさに戦争状態となり、オフィスは夜になっても電気が消えず、皆が黙々と仕事をやって
います。戦争中なので社員は皆「戦友」であり、互いに価値観を一致させていきます。そして
この価値観に合わない人は退職し、また別の人を採用し…と新陳代謝をくり返し、次第に企
業は１つの色になっていきます。ここにセオリー18で述べた企業理念が誕生します。
こうしたサバイバルゲームの結果、この会社に残った人たちはほとんどが「上司受けの良
い人」であり、会社の急激な成長スピードに合わせて、フルスピードで出世していきます。
企業が成長していく過程の中で、経営者たちは一流企業の仲間入りがしたくなり、企業ス
テータスの向上を意識していきます。そのために上場を検討したり、テレビでコマーシャルを
打ったり、一流大学の学生を採用したりします。
この時代の企業を担当するセールスパーソンは幸せといえば幸せです。毎日のようにあ
ふれるキャッシュフローで、次々と商品を購入し、それでも企業は満腹にはなりません。費用
対効果はあまり気にせず、成長のための「こやし」となるような商品を好んで購入します。そ
して売る側は専任セールスパーソンを決め、毎日御用聞きするようになります。ただ逆に考
えると、これだけの好条件でセールスをしていると、成績があまりにも出るので、そのセール
スパーソンは実力をつけることを忘れてしまいます。そして年とともに、顧客企業の成長が止
まるとともに、セールスパーソンは衰えていきます。



日本の高度成長期、バブル期に成績を上げたセールスパーソンはパワーがないとよくいわ
れるのはこのためです。戦後誕生した多くの大企業はこの活気のある成長期を終え、安定
期、そして再構築期へと突入しています。
③安定期
創業者は功成り名を遂げ、自分は会長となり、2代目社長を選びます。多くの場合創業者
の好む「おとなしくまじめで、言われたことをコツコツやる」というタイプで、苦楽をともにした戦
友をサラリーマン社長に指名するか、自分の子息を社長にします。ここでの経営者は企業が
成長せず、安定してきていることをひしひしと感じ、「守る」という姿勢をとります。報連相（報
告、連絡、相談）、ルール、合理化、システム化といったことが戦略の柱となります。従業員
側のムードは「ぬるま湯」で居心地は最高です。一部の若手が「このままではダメだ」と危機
感を訴えますが、何も変わりません。そして若き血に燃える人はやめていきます。経営者は
「変えなくては明日はない」といいますが、戦略が安定指向のため迫力がありません。
この時代の商品購入は費用対効果がそのテーマの中心で、投資した分だけコストをカット
していきます。他社で導入されて効果が安定しているものが購入されます。この時代を担当
するセールスパーソンはこの費用対効果を説明する必要があり、「数字に強いセールスパー
ソン」が成績を上げます。



④再構築期
企業の安定性が止まり、業績が下降し始めると企業は再構築期に入ります。経営層に

は金融機関や株主など外部から人が来たり、若手が思い切って抜擢されます。この時多く
の経営者は成長を望めないと考え、成長しなくても生き残る方策を模索します。そして中高
年層はリストラの対象となり組織はフラット化し、かつやせていきます。スタッフは縮小され、
場合によってはスピンアウトして子会社となり、他社へのサービスを行い、収益を得るように
なります。
商品購入のテーマは人件費カットつまり生産性向上が主流となります。それができないも
のは人件費＝時給×時間と考え、時給カットのためにテンポラリースタッフへの委託がなさ
れ、波の大きい仕事は固定化した従業員をカットして、アウトソーシングされます。この時こ
れら生産性、テンポラリー、アウトソーシングの商品を扱うセールスパーソンは大忙しとなり
ます。そして多くの場合、購入時に厳しい価格折衝がなされます。
セールスパーソンにとっては厳しい時代を迎えますが、企業はこの後２つの道に分かれ

ていきます。1つはこのまま企業としての寿命を終えるものです。この場合残念ながらセー
ルスパーソンは与信、売掛金の回収などネガティブな仕事が中心となります。もう1つが再
び企業としての活気を取り戻すことです。この時企業は第2の成長期を迎え、セールスパー
ソンは再び良い成績が得られるようになります。



第４章 セールスナレッジ

・セールスパーソンは顧客の経営課題を考える
・経営課題をソリューションする商品を考える
・そのセールスナレッジを共有化する

トータルセオリー

第4章 セールスナレッジ



セオリー24

セールスイメージ

ワンポイントアドバイス：戦略ステージとライフステージの関係

メーカーの戦略は需要と供給で決まる

少品種多量の時代 流れ作業の実現 同期化

作業時間

工程１

１分

工程２

3分

工程３

１分

工程４

2分

ここの前で仕事
がたまってしまう １分でやるよう

効率化する ｏr ３人でやる

⇒ ＩＥ ⇒生産管理システム

多品種少量の時代 ＦＭＳ ポートフォーリオ

市
場
成
長
率

問題児

負け犬

花形製品

金のなる木

マーケットシェア

高

低

低 高

・少品種多量の時代 ⇒導入期＆成長期
⇒活気のある投資

・多品種少量の時代 ⇒安定期
⇒選択と集中の投資

・究極の多品種少量の時代 ⇒再構築期
⇒ＩＴ、アウトソーシングへの投資

究極の多品種少量の時代 在庫の圧縮 カンバン

組立工場

販売サイド

協力工場

経営課題

経営課題

経営課題

セオリー24 メーカーの戦略は需要と供給で決まる



ソリューションセールスにおいて共有すべきセールスナレッジは、セグメント化された顧客
について自社商品がソリューションすべき対象、つまり顧客ニーズであり、その原点ともいえ
る経営課題です。
本章では顧客の経営課題のとらえ方について考えてみます。業界（セグメント化された顧
客の集まり）としては産業財および耐久消費財メーカー、日用消費財メーカー、卸・商社など
の中間販売業者、小売業、サービス業、金融業といった代表的業種、および少し区分の仕
方が違いますが、現在セールスとして最も注目すべきIT業界、通信業界について見ていきま
す。
本セオリーでは産業財（工場などで使う機械など）および耐久消費財（自動車、家電など）
メーカーについて考えてみます。これらメーカーは誕生してから以下のような戦略ステージを
踏み、その経営課題を変化させていきます。



①少品種多量の時代
これらのメーカーは技術革新、研究開発によって、世にない新しい商品を誕生させること

で企業が誕生し、そこに業界が生まれます。テレビ、電話、自動車、コンピュータ、半導体、
コピー機、産業用ロボット…すべて特定の企業が開発し、他社が追いかけるという形をとっ
てきました。
この誕生期は需要と供給の関係でいえば、圧倒的に需要が大きく、供給が追いつかない

という状態です。「作れば売れる」時代ですので、いかに「早く、大量に」作るかが経営テーマ
となります。したがって生産を少品種に絞り、大量生産のための機械が工場に導入されてい
きます。それでも工場に人手は必須であり、製造ライン（一直線に仕事が流れていくので）と
よばれる通り、人が一列となり、ベルトコンベアで商品を作っていくようになります。この流れ
作業はセールスイメージのようにすべての工程の作業時間を同じにしないと、もっとも遅い
工程に生産性があってしまうという短所があります。何とかすべての工程を同じ時間（これを
同期化という）にする必要があり、このための技術としてインダストリアル・エンジニアリング
（IEと略される）が導入されます。IEではストップウォッチやビデオを使って作業時間を測定し、
作業改善をして工程を同期化していきます。これをコンピュータで管理していくものが生産管
理システムです。



しかしこの同期化が完成すると、ここで働く人たちは単純作業のくり返しとなって、マンネリ
感が生まれてしまいます。そのために人間関係論に基づいた経営手法が導入されていきま
す。例えばQCサークル（本来は品質管理運動のことであるが、ラインのメンバーが集まって
自分たちの仕事の改善を自分たちで考える）、提案制度（作業改善の提案をするとインセン
ティブが受けられる）、目標管理（自分の目標を自分で決める）といったものです。
いづれにしてもこの時代のメーカーの経営テーマは生産性と工場で働く人であり、ここに商
品購入による投資がなされています。



②多品種少量の時代
圧倒的な需要も、製品の供給と生産力のアップそしてライバル企業の参入で埋められて

いき、いつの日か供給パワーが需要を追い越してしまいます。ライバルとの競争が激しく
なっていく中で、需要側のニーズの多様化が表面に出て、製品の多品種化が進められてい
くようになります。
この時代はまずFMS（Flexible Manufacturing System：柔軟な生産方式）がキーワードとな

ります。機械系ではNC工作機械（Numeric Control：数値制御。数字を機械に与えることでさ
まざまな動作をする）、制御コンピュータ（NCの数字をコンピュータで管理する）、産業用ロ
ボット（機械と制御コンピュータをセットにして人間の命令どおりに動く機械にする）などが工
場内に導入されていきます。人間系では①のライン方式をやめ、セル方式（1人で完成品ま
で作る。人間の柔軟性によって多品種化に対応する）などがとられます。
このころになると経営の目は工場から少しずつマーケットに向かうようになり、ポートフォリ
オ（製品バランス）を考えるようになっていきます。ポートフォーリオについてはセールスイ
メージのような形で「シェア」と「市場の成長率」で自社製品を4つに分類するのが一般的です。
成長率の低い商品はもう勝負がついたと考え、シェアの低い「負け犬」は撤退し、シェアの高
い「金のなる木」は顧客を維持しながら、さらに生産性を上げてコストを落としてキャッシュフ
ローを生むようにします。成長率の高い商品は戦争中と考え、シェアの低い「問題児」は潔く
今のうちに撤退するか、より金をかけて「花形製品」を目指すかの選択を行います。シェアの
高い「花形製品」はここにキャッシュを集中投資して、早く「金のなる木」となるように考えると
いったものです。



ポートフォーリオを考えるようになると工場からどんどん目が離れ、マーケットを意識するよ
うになり、そのための投資がなされていきます。例えば営業部の創設、マーケティングリサー
チの委託、知名度を上げるための上場、マスメディア広告といったものです。
③究極の多品種少量
多品種化は限りなく進められ、「売れるものを、売れる時に、売れる量だけ作る」といういわ
ゆるカンバンシステム（JIT：Just In Timeともいう）を目指すようになります。これは需要者か
ら注文が入ってから部品調達、製品組立てを行うことで商品在庫をなくし、かつニーズにあ
わせて１つひとつ異なる商品を、１つのライン（またはセル）で作っていこうとするものです。
カンバンシステムではセールスイメージのように組立工場を中心に部品を供給する協力工
場、販売サイドとの間にネットワークを作ります。販売サイドに注文が入るとこれを協力部品
工場へ渡し、組立工場に必要な部品を届けます。
近年ではこれもセオリー25で述べるSCM（Supply Chain Management）の１パターンと考え
られています。
経営課題は受注から納品までのリードタイムの圧縮であり、ここにすべての投資がなされ
ていきます。「売る」ことよりも「売ってからいかに早く作るか」ということであり、経営の目は
再度工場へ向かいます。そして次の時代を迎えるのですが、以降は消費財と合わせてセオ
リー25で述べます。



セオリー25

セールスイメージ

ワンポイントアドバイス：SCMの担当部署

時とともにメーカーの目はマーケットに向かう

少品種多量の時代 流れ作業の実現

多品種少量の時代 ＦＭＳ ポートフォーリオ

・カンバン型SCMのメーカーでは
⇒資材部がSCM部となる

・製配販型SCMのメーカーでは
⇒営業部隊が一部分離してSCM部となる
⇒卸の物流を支援するためにロジスティック部ができる
⇒営業部隊はリテールサポート（小売支援）がその仕事の中心となる

経営課題

経営課題

製販一体化 マーケットニーズ ＳＢＵ

経営課題

製造システム

製造

Ａ
工
場

Ｂ
工
場

Ｃ
工
場

製造システム

製造

Ａ
工
場

Ｂ
工
場

Ｃ
工
場

販売データ

販売

Ｐ
支
店

Ｑ
支
店

Ｒ
支
店

販売データ

販売

Ｐ
支
店

Ｑ
支
店

Ｒ
支
店

ＸＳＢＵ

ＹＳＢＵ

ＺＳＢＵ

流通チャネルの統合 ダイレクトマーケティング ＳＣＭ

経営課題

同期化

メーカー 卸 小売 消費者

作る 使う流通在庫

リードタイム圧縮

在庫削減

セオリー25 時とともにメーカーの目はマーケットに向かう



日用品、加工食品、食料などいわゆる消費財を製造しているメーカーは、セオリー24で述
べた少品種多量の時代、多品種少量の時代という2つの時代をフルスピードで通過してい
きます。そしてカンバンシステムをとばして、次の時代へと向かっていきます。一方耐久消
費財・生産財メーカーにもカンバンシステムと並行する形で同じような波が生まれてきます。



①製販一体化
多品種少量を進めていくと、どうしても多品種化と生産コストの増大というトレードオフの問
題を解決していくのが困難となり、「どこまで多品種化していいかわからない」という先の見
えないトンネルに入ってしまいます。こうして消費者ニーズ（生産財では需要者ニーズ）をな
るべく早く、そして正確にキャッチして製造に生かしていこうという動きが顕著になります。そ
してこれを受けて製造と販売の一体化が進められます。
多くのメーカーでは製造ライン・FMSといった製造システムと、受注・売上など販売データ
が完全に分離しています。この製造システムと販売データベースの統合が進められ、
CIM(Computer Integrated Manufacture)とよばれるシステムが誕生します。
さらに組織面での製販一体化が図られていきます。多品種化が進んだメーカーでは複数の
工場で複数の製品が錯綜して作られており、一方セールスは地域単位に支店・営業所と
なっていきます。ここにSBU(Strategic Business Unit)とよばれる製品別の損益単位が作ら
れ、従来の組織とクロスする形で製販一体化を進めます。この時代のメーカーは販売側が
すべての実権を握り、売れるものを販売サイドで企画し、工場側はそれをいかに早く、安く、
そして在庫というムダをなくして作っていくかを考えるようになります。この時代の商品購買
はマーケティングに関するものがほとんどすべてであり、広告、セールスなどプロモーション
への投資がその中心となります。



②流通チャネルの統合化
製販一体化を企業内で進めていくと、どうしても販売データベースに物足りなさを感じるよう
になってきます。ある商品が売れたとしても「なぜ売れたのか」「誰が買ったのか」といったこ
とをタイムリーに知りたくなってきます。
このニーズを受け、流通チャネルの統合化、一体化の時代を迎えます。まずはじめにダイ
レクトマーケティングという動きが生まれます。具体的にはメーカーがPOSシステムを開発し、
小売店にそれを置いてもらい、そこで発生するPOSデータをメーカーがネットワークで収集し、
生産計画、製品開発計画を消費者ニーズに合わせようといったものです。
また自社商品とマーケットの統合を図るために、メーカー出資のアンテナショップを出店し
たりします。ビールメーカー、食品メーカーが作る直営レストランや、アパレルメーカーの
SPA(Specialty store retailer of Private label Apparel：メーカー直営ブランド店)などがその典
型的な例です。
さらにこれは加速され、メーカー、卸、小売という流通経路の3者が、1つの企業のように
なって活動していくという動きが生まれてきます。これがいわゆる製配販同盟であり、これら
の企業がチェーンのようにつながって見えることから、SCMとよばれるようになります（カンバ
ンも組立工場と関連工場がつながって見えるのでSCMといわれます）。



多くの場合このSCMにおいて注目されるのは、カンバン型SCMと同様に、在庫の圧縮です。
メーカーが作ってから消費者の手に渡るまでの流通在庫（メーカーの在庫＋卸の在庫＋小
売の在庫）に着目し、これをリードタイム（作ってから消費者の手に渡るまでの時間）を圧縮
することで削減していこうとします。そのためにメーカーが小売側の販売データをウォッチン
グし、これにあわせて需要予測していくことになります。この時代のメーカーの経営テーマは
需要予測であり、SCMリーダーとしてのネットワーク技術、そして小売への販売サポートとな
ります。メーカーの商品購入もマーケティングだけでなく、IT、ネットワークに多くの投資がな
されるようになります。



セオリー26

セールスイメージ

ワンポイントアドバイス：小売の業態とマーケティングミックス

小売業は３つに分けて考える

総合スーパー

百貨店

CVS

〔チャンピオン業態〕

安心感を売る

NBを安く売る

FC

多品種化

〔戦略コンセプト〕 〔セールスパーソンが理解すべきキーワード〕

ファミリー、タウン化、イベント
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セオリー26 小売業は３つに分けて考える



日本の小売業は常にアメリカの先進的小売業を学び、それを日本流にアレンジしてチャン
ピオンとなる業態（どうやって売るか）を作り上げてきました。そしてチャンピオン業態の発想
は、業態の異なるすべての小売業へ伝わっていくという特徴があります。小売業を担当する
（または小売業をその顧客とする企業を担当する）セールスパーソンとしては、このチャンピ
オン業態の移り変わり、つまり小売業の経営課題の変化を知っておく必要があります。



①百貨店
昭和30年代まで日本の小売業のチャンピオンは百貨店でした。百貨店はアメリカで生ま
れたデパートメントストアを原型としています。デパートメントとは部門のことであり、小売店
にはじめて部門という概念を持ち込んだものです。１つのフロアが１つの部門となり、婦人雑
貨・アパレルを中心としてヤング、紳士といったフロアごとにそのリーダーを置くというもので
す。
日本ではこの業態をコピーして、さらに地下に食品売場、最上階にレストラン、屋上に遊
園地という形で、ファミリーが休日を楽しむ「百貨店」という業態を確立しました。日本の百貨
店の当初の基本戦略は「安心感を売る」ということにありました。高度成長期にあり、品質が
不安定であった家電、衣料、装飾品といった高級品を高価格で販売するという戦略をとりま
した。そのため一等地の立派な建物、小売店としては世界初のエスカレーター、エレベー
ターガール、制服といった高級感、信頼感への投資が進められていきました。
仕入形態は委託販売、つまり仕入先の在庫を店頭に置き、これが消費者に売れた時点で
仕入と売上を同時に立てるというものが中心でした。そのため店舗内のプロモーションも仕
入先を中心として行われ、派遣店員（仕入先の社員が百貨店の店頭で売る）、テナント（ス
ペース貸しで賃料をとる）という形で進化していきました。このため逆にPOSシステムなどの
IT化は一向に進みませんでした。この百貨店のIT導入の遅れが、日本の小売業のIT化が
進まなかった大きな理由と考えられます。



百貨店はこの後の総合スーパー、高級専門店の台頭で景気に順応する不安定な業態と
なっていきます。好景気の時は業績が上がり、不景気になると下降するというものです。この
中で百貨店は何度も「業革」と称して戦略の見直しを行ってきました。景気が落ち込むと全百
貨店が同一コンセプトの戦略を横並びで実施し、その成果が現れないうちに好景気を迎える
というものです。横並び戦略はタウン化（百貨店を1つの街と考える）、イベントプロモーション
（母の日、父の日、バレンタインデーなどの演出）、デザイナーズブランドの開発（ナショナル
ブランドの安売りに対抗して百貨店のストアブランドを作る）、ハウスカード（百貨店独自のメ
ンバーカード）といったものです。



②総合スーパーの誕生
アメリカで誕生した「ナショナルブランド（誰もが知っているブランド）を安く売る」というGMS

（ゼネラル・マーチャンダイング・ストア）をベースとして、これに生鮮食品、アパレルを加えた
業態が総合スーパーです。ダイエー、ジャスコ、イトーヨーカ堂、西友といった店舗で、昭和
40年代にはすでにチャンピオン業態となっていました。彼らの「安く売る」ための戦略は２つ
です。
１つは安く買うためのチェーンストア戦略です。店舗以外に本部という組織を持ち、ここで

購買することで大量仕入によるディスカウントを受けるというものです。2つ目が人件費のダ
ウンです。人件費は時間×時給で計算されます。時間についてはセルフショッピングスタイ
ルで人員を大幅に削減し、時給についてはあらゆる仕事に低コストの主婦パートを導入して
いきました。このパート化には仕事の標準化、マニュアル化が必要となり、特に大量の人を
必要とするレジではPOSシステムが強い力を発揮しました。
この2つの戦略は現在でもディスカウント販売を目指すあらゆる小売業の基本的な戦略と
なっています。



③コンビニエンスストア
総合スーパーは大規模小売店舗法という大型店の出店規制をする法律の前に、急速に
力を落としてしまいます。これに変わる形でチャンピオン業態となったのが、フランチャイズ
チェーンとして展開するコンビニエンスストア（CVS）です。
フランチャイズとはフランチャイザーとよばれる本部が、フランチャイジーとよばれる加盟
店を募集し、その契約によって別々の企業でありながら、１つの店のように活動していくもの
です。本部は店舗経営でなく、店舗運営システムの構築と店舗指導（スーパーバイジング）
を担当し、加盟店よりロイヤリティ（加盟料）を受け、これをさらにフランチャイズシステムへと
投資していくというビジネスモデルです。
一方CVSという業態は、セオリー24で述べたカンバンシステム（売れるものを売れる量だ
け置く）を小売店の店頭で実現するものです。店舗面積100㎡程度の一般小売店に陳列さ
れる商品アイテム数（商品の種類）は300～500アイテムが普通です。CVSでは同じ広さの
店舗に、3000アイテムもの商品を陳列します。例えば１日１個売れる商品は、通常の店では
１週間に１回仕入し、７個の在庫が必要となります。CVSではこれを１日１回の仕入として、
店頭に１個の在庫しか置かず、代わりに７種類の商品を陳列します。



このCVSの多品種化を支えているのはITです。300アイテムを１週間に１回仕入している時
は１日50アイテム発注すればよいのですが、CVSでは3000アイテムを毎日発注しなくてはな
りません。そのためにEOS（Electronic Ordering System：受発注システム）が導入されます。
またこの「１日１個売れる」ということを「あてる」ためにPOSデータが用いられます。これで毎
日3000アイテム発注し、その配送を卸などのベンダー（仕入先というよりも配送業者）に要求
することになります。こうしてCVSは日本全体に在庫圧縮、多品種化、多頻度小口配送、そ
して「売れるものは売れ続け、売れないものはすぐに消える」というナショナルブランドへの
集中、商品ライフサイクルの短縮化という大きな波をもたらしました。



セオリー27

セールスイメージ

ワンポイントアドバイス： 大手メーカーと大手小売のSCMがうまくいかない理由

・目的意識が違う
⇒メーカーは自社商品の利益を出したい
⇒小売はどの商品でも良いから店舗で利益を出したい

・利益が一致しない
⇒メーカーが値引きをして損を出せば、小売はもうかる

中間業者は2つのタイプが生き残る
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セオリー27 中間業者は２つのタイプが生き残る



卸売業など流通の中間段階に位置する企業は何のために存在するのでしょうか。それは複
数のメーカーと複数の小売業が取引を行うと、そのままではルートが錯綜して、流通効率が
極端に悪いためです。セールスイメージ上左図のように、小売業の注文を集約してメーカー
へ届け、メーカーの商品を集荷して小売業へ配送するという集荷分散の機能のためです。
日本では歴史的に見ると、卸売業はメーカーが自社の商品の販売を委託するという形で誕
生しました（こういうスタイルのものを問屋とよんでいました）。現代でも販売代理店（特定メー
カーの商品を独占販売する）、特約卸（特定のメーカーと特別の約束をして売る卸売業）など、
あたかもメーカーの営業部のように見える「日本的縦割り卸」という形で根強く残っています。
これはセールスイメージのようにメーカーにとっては、自社商品を分散させてくれる機能を果
たしてくれますが、小売業から見るとセールスイメージ上右図のように集約してくれず、メー
カー直取引と何ら変わりありません。これが小売業が強くなると必ず生まれる「問屋無用論」
の根拠です。
小売業の声が強くなっていく現代で、卸売業など中間業者は次のような2つの形で生き残り
をかけています



①SCMでクロスドッキング
セオリー25で述べたSCMでメーカーと小売業が直接手を握って取引に入っても、もし中間
に物流センターがないと（1つのメーカーで大型小売店の商品をすべて網羅できないので）、
小売店にはメーカーのトラックが何台も来ることになります。セールスイメージ下図のような
クロスドッキング（積みかえ）のための物流センターは必須といえます。この物流センターの
機能を卸売業が担おうというものです。そしてこのクロスドッキング機能は卸売業だけでなく、
大型小売業やメーカーの物流センター、専門の物流業者までが手を挙げており、ボーダレ
スな戦いとなっています。

SCMにおいてクロスドッキングを卸が行うと、1つ大きな問題があります。それはこのケー
スでは卸売業は商品売買に関与せず、配送するだけということです。従来卸売業はメー
カーから100円で買って、小売業に120円で売り、粗利20円を出すという形でビジネスを行っ
てきましたが、ここからの脱皮が必要となります。いくらの商品を配送するのではなく、「いく
らのコストがかかるから配送料をもらう」という形に変わる必要があり、物流コスト算出が大
きなテーマとなります。これに用いられるのがABC計算（Activity Based Costing：作業あた
りのコストを出すこと）とよばれるものです。詳細は拙著「計数分析のセオリー」を参照して下
さい。
クロスドッキングタイプの中間業者の商品購入・投資の中心は物流機器、そしてIT、ネット
ワークとなります。



②顧客支援型
卸売業はメーカーから買って小売業へ売るというものであり、顧客は小売業です。この原
点に立ち返って、顧客である小売業をあらゆる側面からサポートするサービス業に変身しよ
うというものです。卸売業をもっとも必要とする、点在する小規模小売業に着目し、彼らの経
営をリテールサポート（小売業支援）と称して、支援していくことをコアビジネスにしようとする
ものです。
従来このリテールサポートは力のある、そして資金のある大手メーカーが担当してきました。
しかしこれでは先ほどの「縦割り卸」同様に、小売業にとってはリテールサポーター（メーカー
のセールスパーソンが担当）だらけとなって迷惑です。しかもこの人たちは「小売店がもうか
る」ことではなく、「自社の商品」が売れることにしか興味がありません。メーカーの制約から
脱した卸が、小売業の立場でメーカーの商品情報提供も含め、小売店がもうかることを考え、
そして小売店がもうかればその仕入先の卸が必ずもうかると考えて、リテールサポートを
やっていこうというものです。
顧客支援タイプの中間業者の商品購入・投資は、リテールサポーターの教育、IT、顧客と
のネットワークがその中心といえます。



セオリー28

セールスイメージ

サービス業は個人向けとアウトソーシングに分ける

ワンポイントアドバイス： サービス業の組織

・個人向けサービス業の組織
⇒販売側がチャンピオン
⇒生産側はアルバイト、パート化を図ることが多い

・アウトソーシング型サービス業の組織
⇒サービス実施部隊がすべて
⇒販売というよりもパートナーシップ契約を結ぶ
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セオリー28 サービス業は個人向けとアウトソーシングに分ける



社会において販売されている商品には大きく２つのものがあります。１つは目に見える形を
もっているもの（有形財）であり、もう１つは一見してそれと把握できないような無形の価値を
もつもの（無形財）です。サービス業とはこの無形財を商品として取扱う産業といえます。
サービス業の最大の特徴は、商品の保管がきかないということです。したがってセオリー24
～27で述べた有形財のように、メーカー→卸売業→小売業という垂直的分業は行われませ
ん。無形財の流通は、これを生産した地点に需要者が出向き、または需要者の方へ生産地
点が移動し、そこで消費する「一段階流通性」という形態をとります。したがってサービス業に
おいてはサービスという商品の流通過程ではなく、サービス自体の価値・コストを考えていく
ことが大切です。
無形の価値といってもその内容は極めて広範囲であり、分類もさまざまな形が考えられま
す。セールスパーソンが顧客としてサービス業に接するときは、「サービスを受ける相手によ
る分類」がもっとも適切であり、次の2つに分けて考えるべきです。



①個人向けサービス業
一般大衆、つまり個人を相手にサービスを行うものです。飲食業、クリーニング業、マスコ

ミさらには教育サービスなどさまざまなものがあります。
個人向けサービス業では販売と生産の2つに分けて考えます。つまりメーカーと小売業に

分けて見ることです。
生産側は2つの課題を抱えることになります。1つは生産性であり、よりコストを落として利益
を生むというものです。これにはセオリー24で述べたIEの適用がなされ、流れ作業、同期化と
いうことが進められます。そしてコンピュータ化がされ、生産管理システムが構築されます。
ただしサービス業の場合、これをLSP(Labor Scheduling Program)とよんでいます。詳細は拙
著「コンサルティングセオリーのセオリー34」を参照して下さい。2つ目は商品機能であり、顧
客に合わせて商品の多品種化（レストランであればメニューが多様化）が進みます。ここでも
セオリー24で述べたサービスメニューのポートフォーリオが考えられるようになります。
一方販売側はまさに小売業であり、ここでは百貨店型がメインとなります。つまり固定客

重視の経営であり、セオリー17で述べたＣＲＭが求められることとなります。



②企業向けサービス業
企業を顧客とするサービス業です。これには人材派遣型、情報サービス型、コンサルティ
ング型などさまざまなものがあります。このサービス業ではアウトソーシングがキーワードと
なっています。アウトソーシングとは自社の特定業務を外部のサービス業者へ一括して委
託することです。現代では1つの企業がすべての経営資源において、他社よりも競争優位
性を保っていくのは難しいといえます。そこで自社のコアコンピタンス（もっとも強い部分）に
集中投資し、比較的弱いまたは所有していない経営資源については、プロフェッショナルな
サービス業にアウトソーシングしていくという動きが顕著です。そしてこのアウトソーシング
のプロセスで、自社として本当に必要な経営資源が見直され、自社にとって真の強みであ
るコアコンピタンスが見えてくるといわれています。これがセオリー2で述べた「投資の選択と
集中」という動きです。
アウトソーシング型サービス業のポイントは、セールスイメージのように複数の企業が行っ
ている業務を一箇所で引き受けることによって規模の利益を出し、生産性と商品機能をダイ
ナミックに上げるというものです。物流、プロモーション、人材派遣、ITなどの分野でスタート
したこのアウトソーシング型サービス業も、現代では会計などの一般事務処理、生産、商品
開発、販売など企業内業務のすべての面で見られるようになっています。
アウトソーシングタイプのサービス業では当然のことながら、この本業のサービスに集中
して投資がなされます。
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セールスパーソンが金融業を顧客として見るときの目を、「銀行」をその例として考えてい
きます。銀行ではカネそのものよりも、カネを表わす「情報」のやりとりがほとんどであり、こ
れらが複雑にネットワーキングされているネットワーク産業ともいえます。銀行のネットワー
ク化は大蔵省（現在の財務省）のいわゆる護送船団方式というスタイルで、各行横並びで、
まさに調和をとって進められてきました。これは次の3つの時代に分けることができます。
①銀行内のネットワーク化（第1次オンラインシステム）

1960年代初頭には都市銀行および一部の地方銀行にコンピュータが導入され、業務が
次々とコンピュータ化されていきました。1960年代後半には本部（通常の企業でいう本社）と
各営業店（支店など顧客窓口を持つ所）がネットワークで結ばれ、同一銀行であればどの
支店でも預金・引出が可能となりました。

1970年代半ばになってオイルショックの嵐の中で銀行はその経営環境が悪化し、業績が
低迷していきます。しかしここで資金力のある都市銀行は逆に事務合理化、人員削減、経
営合理化を目指して、さらなるネットワーク化へと投資していきます。



②ライバル同士のネットワーク（第2次オンラインシステム）
まず第1次オンライン時代に登場したCD（Cash Dispenser：現金自動支払機）に加え、ATM
（Automatic Tellers Machine：現金預け入れ、払い出し機）が登場し、ほとんどすべての窓口
サービスが無人で可能となり、キャッシュカードで現金をおろすのが普通となりました。さら
に主要銀行間がネットワーク化され、他の銀行の窓口でも預金・引出が可能となりました。
このネットワークによって取引銀行を意識することなく振り込みができるようになり、現金、
手形に変わって銀行振込が企業の決済手段の主流となっていきます。そしてここでの手数
料収入も銀行の収益源となっていきます。
本来ライバル同士のネットワーク化は至難の業ですが、大蔵省の護送船団方式によって
いとも簡単に実現してしまいます。このネットワーキングがこの後、銀行が合併・経営統合を
スムーズに進められる大きな要因となります。
③企業・家庭とのネットワーク化（第３次オンラインシステム）

1980年代後半から、銀行は以前にも増して情報化投資を進めていきます。その投資額は
１行あたり1000億円を超えていきますが、結局これが後に銀行の経営を圧迫していくことに
なります。
投資のメインは企業（ファームバンキング）、家庭（ホームバンキング）とのネットワーキン
グです。インターネットなき時代に世界初といっていい決済機能を持つBtoB(Business to 
Business：企業間のネットワーク)、BtoC(Business to Consumer：企業と消費者のネットワー
ク)を実現していきます。しかしこれらはインターネットの普及によって意味をなさないものと
なります。



④その後
第3次オンラインシステムを終えた1990年に入り、銀行は未曾有の構造的不況を迎えま
す。株、土地の暴落などによる不良債権を抱える中で、護送船団方式は音を立てて崩れて
いきます（この詳細は拙著「計数分析のセオリー」セオリー5を参照してください）。
しかし銀行はすでに情報産業となっており、情報化、システム化以外にはカネの使い道
がなく、各行は工夫を凝らしながら、休むことなくこの投資にチャレンジしていきます。そして
生き残りをかけてこの投資負担を削減すべく、次々と合併、統合をくり返していきます。
現代の銀行の投資の基本は「他もやっているからうちもやる」ではなく「他がやってないもの
をやって勝ち抜きたい」という本来の姿になっています。またこの投資対象も、いってみれ
ば仕入先ともいえる預金者だけでなく、本来の顧客といえる貸出先企業に着目しています。
そして銀行のセールスパーソンに対してセオリー7～14のセールスモデルを実現させるべく
がんばっています。そしてこれらセールスモデルを彼らは目利き（優良顧客の選択のことを
意味する）と呼んでいます。
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IT業界は投資意欲が旺盛であり、すべての法人セールスから見て、あらゆる意味で優良
顧客を抱える魅力的な業界といえます。

IT業界の投資は次のような特徴を持っています。
・新しい技術が業界を１日にして変えてしまう。
・そのため新技術への投資が遅れると急激に業績が悪化していく。
・新技術の投資はモノおよびヒトについてなされている。
・モノへの投資は技術が不安定のため耐用年数は短く、非常にリスキーであるが、先行者
利益が得られることも多い。
・ヒトへの投資は教育という形でなされるが、非常に難しい。教育すべきトッププレイヤーは
現状でもっとも業績貢献しており、教育によってそれを中断させることが難しい。そのため新
技術が組織になかなか浸透しない。

IT業界はその出身でコンピュータ業界とネットワーク業界に分かれます。現代においては
これがボーダーレスとなりつつありますが、経営課題はその出身に依存しています。本セオ
リーではコンピュータ業界を、セオリー31でネットワーク業界を考えてみます。
コンピュータ業界はコンピュータメーカー系（コンピュータを作るメーカーを中心とするグ
ループ）、ユーザー系（コンピュータ利用側から生まれた企業）、独立系（メーカーでもユー
ザーでもない）の3つに分けられます。



①コンピュータメーカー系
コンピュータ業界を今までリードしてきたのはコンピュータメーカーであり、その競争の激し
さから、彼らはすべての周辺商品・サービスをサポートするようになり、何百社という子会社
を作ってきました。
コンピュータメーカー自身（本体という）では、トップシェアを得るためにすべての投資がなさ
れ、さまざまな商品を購買してきました。しかしインターネットの現代では、顧客である企業
や個人が異なるタイプのコンピュータを持つわけにもいかず、皆が同じタイプのものを持つよ
うになりました。こうなるとハードウエアの競争力は機能よりも価格がその中心となります。
価格競争力を高めるため、最新鋭の工場、中国への工場シフトなどが急激に進められてい
ます。しかし価格競争は消耗戦であることはわかっており、それを回避する動きも以前から
出ています。ソフトウエアなどを含めた「システム」で差別化しようと考え、システムインテグ
レーション（統合サービス）という名をつけ、ソリューションセールスを真先に導入した業界と
いえます。



本体以外のグループ企業はソフト出身とサービス出身に分けることができます。前者は本
体の中国へのソフト開発シフトの中でかなり苦しい立場となり、出した結論が本体と同様で、
システムインテグレーション、ソリューションビジネスへのシフトです。本体と競合することに
なりますが、本体は大企業、グループ企業は中小企業といったような形でセグメント化して
対応しています。そして今まで本体が担っていたマーケティングを自らの手でやらねばなら
ず、マーケターの育成、ソリューションのための提案力強化といったことに取組んでいます。
またこれも本体が担ってきたシステムの品質への取組みも活発で、ISOなどによる品質保証
や、PMBOK（アメリカのプロジェクトマネジメント協会の作った管理体系）の導入などを行って
います。
一方、サービス出身とはハードウェアの保守を行ってきた企業などをいいます。彼らはグ
ループ内でもっとも顧客と密着してきた企業であり、その強みを生かして、やはりソリューショ
ンビジネスへチャレンジしています。ＣＲＭを取り入れ、ハード、ソフトの品質よりも運用サ
ポート、ヘルプデスク、教育といった「システムを動かす」ための高付加価値化を図っていま
す。



②ユーザー系
大企業の情報システム部門がスピンアウトしてきた企業です。情報システムが中央集中
型から現場主導型へ変わり、情報システム部の位置づけがコントロールからサービスへと
シフトしていく中でそのスピンアウトは進んでいます。このタイプははっきりとした識別は難し
いのですが、親会社への関与の仕方で大きく２つに分けて考えるべきです。１つは親企業
およびそのグループの情報システムを中心にサービスする企業です。企業名の「頭」に親
企業のコーポレートブランドが付くので冠型とよばれます。本来ならば親企業と同様の情報
システムを使う企業にもサービスしたい所ですが、それが親企業のライバルであることも多
いので、顧客を拡大することが困難です。最大の経営課題は親企業へのサービス価格です。
親企業の業績によって価格が決まることも多く、サービスしている側から見ると、自分たち
の努力とは関係ない世界で自社の業績が決まってしまうことになり、従業員のモチベーショ
ンを保つことがかなり大変といえます。そのため業績を拡大すべく、親企業の取引先などへ
のマーケティングを行い、外販（親以外の取引）の比率を高めるよう努力しています。



もう１つがスピンアウトが早く、マーケティング努力した結果、親企業との取引よりも、外販
の方が多くなったものです。多くの場合社名の冠をとってアルファベットに変えて、その企業
の親がどこかをわからなくするか、冠をつけたまま××総合研究所などとして、「何でもやる」
感じを出します。このタイプの最大の悩みは親企業からの受注比率が落ちていく中で、受注
が安定しなくなり、波が大きくなることです。そしてその波を安定させるためどうしても「戦い」
を挑むことになります。そして親企業からの受注で弱くなっている価格競争力の強化と、価格
競争をしないで受注できる提案力がテーマとなります。



③独立系
①、②以外の独立系は大きく２つに分かれます。１つがソフトベンダーであり、企業へソフ
ト開発要員を派遣するという形で生まれたものが多いといえます。中国へのソフト開発のシ
フトで、ソフト開発単価が下がっており、派遣単価のダウンという波が彼らを直撃しています。
従業員が派遣のため、企業への帰属意識が弱く、夢が持てないため、どうしても企業の
ムードが上がりません。そのため請負での開発にシフトし、プロジェクトリーダー⇒マネ
ジャーといったキャリアステップを作るように考えています。
請負型ソフトベンダーへシフトするためには、自らの手で注文を取る必要があり、今まで不
要だったセールスパーソンを雇う必要が生まれてきます。そして多くの企業は２つのことに
悩みます。１つは資金繰りです。派遣と異なり請負の場合は契約が長期に渡って結ばれ、
さらに入金は完了後2～3ヶ月ということもあります。この間従業員への給与はキャッシュア
ウトしていくため、請負の受注が急拡大すると資金がひっ迫してしまいます。



もう１つは受注の波です。請負型では世の中の法律などが変わると、一斉にシステム入替
えするので注文が殺到しますが、それが終わるとピタッと止まってしまいます。この受注の波
をクリアするために多くの企業はパッケージ開発（出来合いのソフトウェアをコピーして売る）
へとその事業をシフトさせようとしています。良いパッケージを作ろうとすれば、開発時に多く
の資金を必要とし、多くの企業はここで上場を考えます。また研究開発型となるためノウハウ
が特定の個人に集中してしまい、多くの場合その個人がやめて会社を作ってしまいます。ま
たパッケージが出来上がってもその価格設定が極端に難しいといえます。１億円の開発費が
かかったソフトを100万円で売れば100社が、１万円で売れば１万社が損益分岐点になります。
しかし価格を決めてから売るしかなく、ギャンブル性の高いビジネスとなってしまいます。
独立系のもう１つのタイプがハードウェア販売からはじめたディーラーです。ディーラーは今
大きく２つに分かれようとしています。１つは純粋にホールセール（卸）販売に徹するものです。
ＣＲＭを徹底し、セールスが定期訪問し、アフターサービスを強化させていきます。一方、単
にハードを売るだけでは利幅がとれないのでソリューションビジネスへチャレンジしていくもの
です。このタイプではソリューションを行うＳＥの確保が最大の問題となり中途採用、ヘッドハ
ンティングさらにはソフトハウスの買収といった形で進めていきます。その販売力で受注はで
きるのですが、寄せ集め部隊が作るソフトウェアの品質が大きな問題となっていきます。



セオリー31

セールスイメージ

ワンポイントアドバイス： ネットワークビジネスのフレーム

ネットワーク業界はボーダレスへ
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・大は小を飲む
⇒規模の利益が働き、小さなネットワークは特徴を出せない
・サービス価格はわり算
⇒10億円のネットワークを１億人で使えば10円負担

・端末のインテグレート
⇒ＴＶなどすべてがインターネットワーキングされれば端末も１種類になる
⇒通信、放送を１つの端末で

動画
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ネットワーク業界とは通信および放送などの情報伝達を業としている企業の集まりをいいま
す。ここでは次の３つがキーワードです。
①規制緩和
ネットワーク業界のキーワードは官による規制です。電話をはじめとする通信サービスの
最大の特徴は、最初に「ネットワークを敷く」ための膨大なコストが発生し、これを長い時間を
かけてそのメンバーから回収していきます。道路、鉄道、電力などと同じで、社会のインフラ
としては必要ですが、ビジネスとしての魅力度は低いといえ、民間企業は手を出しません。
そのため税金を使ってインフラを作っていくこととなり、日本全国に電話の通信ネットワーク
が完成しました。
もう１つの特徴は通信密度の高い所だけ（例えば東京－大阪間）サービスすれば、価格は
全国一律型サービスよりも圧倒的に安くできるということです。これを民間にやられてしまう
と、ただでさえ価格競争力が弱い公的事業者は苦しくなります。これが1985年まで通信事業
をNTTとKDDだけに規制してきた理由です。しかしこれが公的サービス価格の高止まりとい
う現象を生み、アメリカからの指摘で規制緩和せざるを得なくなりました。これによって価格
は一気に下がり、通信事業者は「ネットワークを使わせる」だけではビジネスとして成り立た
なくなり、付加価値サービスにその利益源を求めています。
一方、放送ビジネスも規制対象でした。放送は無線で行われるため、電波の帯域をコント
ロールしないと混線するという理由でした。しかし放送ネットワークのデジタル化により、いわ
ゆる放送チャンネルが20倍以上とれることになり、規制の意味が薄れつつあります。



②インターネットワーク
「設計されたネットワーク」（ネットワークを作った人が設計、開発しメンバーから料金をとる）
と「設計されたネットワーク」が接続されることを「インターネットワーク」といいます。ネット
ワークがビジネスである限り、ライバルのネットワークとインターネットワークすることなどあり
得ない話であり、政府の接続命令（NTTのネットワークに他の携帯電話会社のネットワークを
接続しなさい。その方が社会的にはメリットがある）が出ない限り、これが進むことはありませ
ん。しかしアメリカで誕生したインターネット（そもそもインターネットワークの実験用に始めた
ものです）のため世界中の通信、そして放送のネットワークが吸い寄せられていき、世界中
のネットワークがつながってしまいました。これによって世界中の通信業者は「ネットワークを
貸す」だけではビジネスとはならなくなりました。



③ボーダレス
インターネットは家庭生活を変えようとしています。それは家庭生活を支えたテレビのイン
ターネットワーキングです。家でインターネットにアクセスするとオンデマンド（見たい番組を
見たい時に自由に見られる）で、リアルタイムに、今でいうテレビ番組が見られるという、いわ
ゆるデジタル家電、ネットワーク家電の普及です。技術的には何ら問題はなく、後は家庭へ
オンデマンドに耐えられるような動画を送るネットワーク（ADSLのように１つの動画でなく、一
度に何本も動画を送るもの）を誰が敷くかということにかかっています。そしてこれが敷かれ
ることで、通信と放送が一体化します。さらに放送のスポンサーというべきコマーシャルは、
テレビを通さずとも企業が直接家庭へ打つことも可能となります。したがって企業のプロモー
ションスタイルは大きく変わり、かつテレビ局はコマーシャル・スポンサーに依存したビジネス
モデルをペイパービュー（番組を見た人から料金を取る）にせざるを得ず、そのためデジタル
化（デジタルデータを伝送し、その受け取った量で課金していく）という波が放送業界に押し
寄せています。
このような動きの中、通信・放送業界はボーダレス化し、新しいビジネスモデルの構築に向
かって老舗、ベンチャーが激しい投資競争をしています。そしてその投資のポイントは他社
にまねのできない「新しさ」です。



第５章 セールス組織

・セールス志向の企業ではセールスパーソンが働きやすいように考える。
・セールス組織は顧客別にして意思決定ルールを決める。
・セールスパーソンのためにセールスマネジャー、セールススタッフ、セールス情報システム
を機能させていく。
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第5章 セールス組織
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本章ではセールス組織について考えていきます。
「組織は戦略に従う」という有名な言葉があります。何回か述べたように現代の企業戦略
は「選択と集中」にあり、コアコンピタンス重視です。したがって組織もコアを中心に組み立て
ていくべきです。メーカーにおいて「製造」がコアであれば、すべての組織メンバーはこの「製
造」が生きるように考えていくべきですし、セールス組織も「製造がしやすいように」「製造の
力が生きるように」、組み立てられていきます。
そう考えればセオリー2で述べたセールス指向（セールスがコア）とそれ以外の企業では組
織形態も異なることになります。セールス指向の組織はセールスパーソンが動きやすいよう
に、すべての組織メンバーが協力する組織であるべきです。セールス以外を指向する組織
では、セールス組織はそのコアに依存して考えていくべきです。例えばセールス以外がコア
の組織では、セールスマネジャーは場合によってはコア部門から配置して、セールスパーソ
ンをコントロールすることも有効です。一方セールス指向の組織ではセールススタッフを充実
させて、セールスパーソンが動きやすい環境を作っていくべきです。
企業組織において、「戦略対応」の次に考えるべきことは秩序です。秩序とは「どちらがえ
らいか」ということではなく、組織内で意見が分かれたとき、基本的にどちらの意見が優先さ
れるべきかというルールです。ルールは最初に決めておいてその場、その場では議論しま
せん。つまり企業組織においては１つひとつの物件ごとに、皆で話し合って決めるということ
はなく、秩序が上位のメンバー（意見が優先される人）が、下位のメンバーの意見を聞き、意
思決定していくことになります。



組織の秩序はまず部門間で決めておく必要があります。そうしないと部門間の調整を行う
経営者の負担が大きくなりすぎます。そしてこの部門間の秩序も先ほどのコアコンピタンスに
依存しています。つまり生産指向なら工場の意見が、セールス指向ならセールス部門の意見
が、他の部門よりも優先されることになります。
本書では以降はセールス指向の企業を対象として考えていきます。したがって組織化の目
的はセールスパーソンが働きやすく、セオリー2で述べたようにセールスパーソンが企業の代
表者として位置づけられ、かつセールス部門の意見が他の部門に優先する秩序を持った組
織を作ることになります。
次にセールス組織を考える時の要素ですが、以下のようなものがあります。
・セールス担当
各セールスパーソンがどのような仕事を担当するかを決める必要があります。これについ
てはセオリー33で述べます。
・意思決定ルール
セールスパーソンは顧客先など外部で仕事をすることが多く、その外部で価格などの意思
決定をどういう形でするかを決めておかなくてはなりません。これについてはセオリー34で述
べます。



・セールスマネジャー
セールスパーソンのマネジメント、各セールスパーソン間の調整などをする人をセールスマ
ネジャーといいます。このセールスマネジャーの役割を決めておく必要があります。これにつ
いてはセオリー35で述べます。
・セールススタッフ
セールスパーソンの活動を支援するセールススタッフの役割を決めておく必要があります。
これについてはその評価とともにセオリー49で述べます。
・セールス情報システム
セールスパーソン、セールスマネジャー、セールススタッフが仕事を効果的、効率的に行う
ためには情報システムが必要となります。これについてはセオリー37で述べます。
・採用・教育
セールスパーソンの採用・教育については次章で述べます。
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セールス組織は顧客別で

・地域を担当しているのではなく、顧客を担当している
⇒支店・営業所はセールスパーソンの主たる席のある場所
⇒もっともセールス活動が合理的な所に席をおけば良い
・支店長・営業所長は不要
⇒どうしても縄張り意識が出る。競争意識が出る
⇒同じ顧客を取り合い、自支店の成績を上げようとする
⇒顧客別にしかマネジャーは作らない
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セールス組織において最初に考えるのは、そのセールスパーソンの担当をどうするかです。
商品別か、地域別か、顧客別か、といったいわゆるセグメントキーです。多くの企業はこれに
悩み、何度も何度も組織変更をしています。顧客別組織にすると、商品のポートフォーリオ
が悪くなり、セールスパーソンが「売れるもの」だけを売って、企業が「売って欲しいもの」を
売らなくなります。そこで商品別にして、商品ごとの損益を考えるマネジャーを作ります。しか
し今度は同一企業で何人ものセールスが来ることで、顧客からクレームが出て顧客別に戻
したり、顧客別セールス部隊と商品別セールス部隊を並存させる形をとったりします。外から
考えればこんなことをすれば組織が混乱するのはわかっていても、つい目先の問題を解決
するために組織を変えてしまいます。
エリアマーケティング（地域ごとに戦略を考える）がベースとなっている企業や、営業拠点を
拡大している成長企業は、地域別の支店・営業所などをベースとします。しかし地域ごとの
売上が極端に異なってしまい、大企業、中小企業といった顧客別組織の考えを入れたりしま
す。そして組織は秩序が乱れ（顧客別と地域別のリーダーのどちらの意見が優先されるか）、
混乱します。
以下のような理由でセールス指向の企業は当然のこと、そうではなくともソリューション
セールスのスタイルをとる限り、セールス組織は顧客別とするべきです。



・商品別セールス組織の問題点
商品別セールスというのは明らかにプッシュセールスをベースとしています。各商品の訴求
点をセールスパーソンが理解し、それを顧客に伝え、購買の意思決定を促すというものです。
しかし顧客から見ると、どういう商品にするか決めてなく、ニーズだけがあり、そのニーズを解
決する商品を提案して欲しい時や、商品を組み合わせたい時は、誰に相談して良いかわか
りません。例えばシステムディーラーでインターネット担当、パソコン担当、プリンター担当と
いれば、企業全体の情報システムは一体誰が担当するのかわかりません。しかも多くの企
業の商品は似たようなものを作っているので、代替性、競合性があり、同一企業のセールス
パーソン同士が顧客を取り合うようになってしまいます。どう考えても顧客別にすべきといえ
ます。
・地域別セールス組織の問題点
支店、営業所など地域別の組織は、一見顧客別のように見えますが、顧客の中がやはり
支店、営業所になっている場合はいろいろな問題点があります。セールスイメージのように、
東京本社で商品を全国一斉購入する前に、とりあえず大阪支店で使ってみたいという時は
一体どのセールスパーソンが担当するかです。東京のセールスパーソンの担当にすれば、
大阪のセールスパーソンは「東京一極集中だから成績が上がらないのは当然だ」といいます
し、大阪の担当にすれば、大阪のセールスパーソンは次の全国導入に関して興味を持たなく
なります。東京と大阪のセールスパーソンが共同でやれば顧客側が大混乱します。インター
ネットによるバーチャルブランチ（実際にそこに支店などを作らずに地域を担当していくセク
ション）が顧客側に増えていくことを考えると、地域別には無理があります。そう考えていくと
顧客別組織にするしかありません。



次に考えるのは顧客別の組織の第一キーを何にするかです。考えられるのは顧客の業種
別（製造業担当）、業態別（コンビニ担当、ディスカウンター担当）、サイズ別（大企業担当）と
いったものです。業種別組織の問題点は４つあります。1つは業種を超えたアイデアが共有
されなくなることです。製造業での商品の使い方が流通業のセールスパーソンに伝わらなく
なってしまいます。例えば小売業で使ったPOSシステムの使い方を病院担当のセールス
パーソンが知らず、それを病院の顧客に提案できないことです。2つ目は業種別にすると、ラ
イバル同士の顧客を同じセールスパーソンが担当せざるをえなくなることです。問題がない
ケースもありますが、セールスパーソンを顧客のパートナーと考えると苦しい立場です。3つ
目はそもそも顧客が多角化、提携していることです。小売業が金融業にチャレンジしたり、製
造業と同盟を組んだりといったことです。この時一体誰が担当するのかがわからず、セール
スパーソンの情報収集が遅れてしまうことも多いといえます。4つ目はセールスパーソンに不
公平感が出ることです。業種ごとに商品購入額が異なり、伸びている所、伸びていない所で
成績に差がでてしまうことです。これ自体は予算で考えれば良いのですが、不公平感は根
強く、成績が出ない「言い訳」として存在してしまいます。業態別、サービス別にも4つの問題
点のうち、特に不公平感が共通しています。そもそも業態別、サイズ別というのはここに顧
客ニーズの原点があるという仮説に基づいているのですが、近年はそうともいえなくなって
います。業態転換も多いし、企業合併、買収、カンパニー制といった形でサイズも異なり、フ
ランチャイズのようにそれが混在していることも少なくありません。



結論はセオリー17で述べたロイヤルカスタマー、マジョリティ、ゲストという顧客の区分を
ベースにすべきです。そしてセールスパーソンもこれに合わせて能力によってトップセールス、
ミドルセールス、ロワーセールスという３段階に分けるべきです（セールスの能力は第7章で
述べる業績評価によって決定します。）そのうえでもっとも力のあるトップセールスパーソンは
その企業のパフォーマンスを上げるためにマジョリティを担当し、ロイヤルカスタマーになって
くれるようセールス活動を行います。ミドルセールスはロイヤルカスタマーを主に担当とし、マ
ジョリティのKEEP部分（トップセールスのGET担当の顧客以外）も担当します。ロワーセール
スはゲストを主担当とし、ミドルセールスとともにロイヤルカスタマーのフォローも担当し、ゲ
ストとロイヤルカスタマーの違いを勉強させます。
ロワーセールスが成績を上げたらミドルセールスへ昇格し、ロイヤルカスタマーの主担当と
なります。ミドルセールスは成績を上げたら、トップセールスとなり、徐々にマジョリティのGET
部分も担当していきます。トップセールスが成績を上げたら、顧客全体を見るセールスマネ
ジャーとなります。
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セールスイメージ

意思決定ルールは商品タイプ、予算基準で決まる。

ワンポイントアドバイス： 意思決定ルールをはっきりさせないと

⇒1件ごとに話し合い、意思決定スピードが落ちる

⇒声の大きい人の意見が通り、不公平になって、意思決定の品質が落ちる
⇒意思決定責任者が不明であり、成績の責任者がわからなくなる

セールスパーソンセールスマネジャーセールスマネジャープロモーション

セールスパーソンセールスパーソンor

組立部門

組立部門or

セールスパーソン

商品

セールスパーソンor

組立部門
セールスパーソンセールスマネジャー価格組立型

セールスパーソンセールスマネジャーセールスマネジャー
or生産部門

プロモーション

セールスマネジャー
orセールスパーソン

生産部門生産部門商品

セールスパーソンセールスパーソン生産部門価格開発型

セールスパーソンセールスマネジャーセールスマネジャープロモーション

セールスパーソン外注部門

・セールスパーソン

外注部門商品

セールスパーソンセールスパーソンセールスマネジャー
or固定

価格外注型

セールスパーソンセールスマネジャーセールスマネジャープロモーション

セールスパーソンセールスパーソンセールスマネジャー商品

セールスパーソンセールスパーソンセールスマネジャー
or固定

価格購入型

営業利益基準粗利基準売上基準予算基準

商品タイプ

セールスパーソンセールスマネジャーセールスマネジャープロモーション

セールスパーソンセールスパーソンor

組立部門

組立部門or

セールスパーソン

商品

セールスパーソンor

組立部門
セールスパーソンセールスマネジャー価格組立型

セールスパーソンセールスマネジャーセールスマネジャー
or生産部門

プロモーション

セールスマネジャー
orセールスパーソン

生産部門生産部門商品

セールスパーソンセールスパーソン生産部門価格開発型

セールスパーソンセールスマネジャーセールスマネジャープロモーション

セールスパーソン外注部門

・セールスパーソン

外注部門商品

セールスパーソンセールスパーソンセールスマネジャー
or固定

価格外注型

セールスパーソンセールスマネジャーセールスマネジャープロモーション

セールスパーソンセールスパーソンセールスマネジャー商品

セールスパーソンセールスパーソンセールスマネジャー
or固定

価格購入型

営業利益基準粗利基準売上基準予算基準

商品タイプ

意思決定ルール

セオリー34 意思決定ルールは商品タイプ、予算基準で決まる



セールス組織において、次に考えるのは意思決定ルールです。意思決定ルールとは商品
の販売価格、提案する商品、セールス以外のプロモーション実施などのセールス活動につい
て誰が意思決定を行うかです。
ここではその企業が扱っている商品タイプ・販売スタイル別およびセオリー46で述べる予算
基準ごとにそのあるべき姿を考えてみます。
①購入型企業
いわゆる流通業などで、商品を購入して、再販売しているタイプの企業です。このタイプの
企業では在庫を圧縮し、必要なものを、必要な分だけ、必要な時に買うというのが現在の目
指すべき姿となっています。セールスパーソンには自企業の売って欲しいもの（在庫品）を売
るのではなく、顧客のニーズに合わせて商品を組み合わせるというソリューションセールスが
求められています。
予算基準とはセールスパーソンの目標・成績管理、つまり予算が何によってなされるかで
すが、次の3つが考えられます。



・売上基準
セールスの予算が売上（または受注）によって管理される企業です。売った金額がすべて
成績となるものです。この予算システムでは販売価格の決定をセールスパーソンに任せる
わけにはいきません。売上を出そうとダンピングするのが当然です。セールスパーソンに
とっては販売価格は固定か、セールスマネジャーに価格の決裁を仰ぐことになります。後者
ではセールスマネジャーの予算は「粗利」または「営業利益」であることが必須です（こうしな
ければセールスマネジャーに同じ現象が起きます）。
セールスパーソンは利益・商品原価を意識できないので、価格とともに、顧客へ提供する
商品についてもセールスマネジャーの決裁を仰ぐことになります。そう考えるとこのタイプの
セールスでは商品・価格が固定していないかぎり、ソリューション・クロージングモデルでは
セールスマネジャーの決裁がその中心となります。またイベント企画、パンフレット、DMなど
のプロモーションはすべてセールスマネジャーがその経費予算にもとづいて意思決定しま
す。
・粗利基準
利益意識を持たせ、顧客への商品提案をフレキシブルかつスムーズに行うために、セー
ルスパーソンの予算を粗利予算にシフトすることが多くなっています。ここでは価格決定、
商品決定の権限がセールスマネジャーからセールスパーソンに委譲されます。つまりセー
ルス活動を顧客に進める過程で、当社に粗利が出て、顧客にリターンが出るような商品提
案を自由にしていくことになります。プロモーションの実施はやはりセールスマネジャーの意
思決定です。



・営業利益基準
セールスパーソンの予算を営業利益とする（経費を各セールスパーソンに割り当てる）企
業もあります。この場合セールスパーソンはいわゆる代理店のようになり、価格・商品のみ
ならずプロモーションを含めたあらゆるマーケティングの意思決定を自らが行い、その責任
を負います。例えばDMを打つとしてもセールスマネジャーの意思決定ではなく、その費用を
分担するセールスパーソンの合意が必要となります。
②外注型企業
商品購入の1つのスタイルですが、商品がサービスであり、このサービス実施を他社へ外
注するものです。ソフト開発、教育サービスなど法人向けサービス業に広く見られます。こ
の場合①の購入型と違うのは商品選定です。商品（サービス）は一般に外注部門（サービス
実施を委託する部門）が管理しています。これは同一の外注先に複数のセールスパーソン
が仕事を依頼することが多く、その調整を外注部門が行うためです。この時予算が売上基
準の企業では、外注部門が商品決定（外注先、外注内容）をすべて行い、セールスパーソ
ンがこれに沿った提案をします。粗利基準の場合は外注内容をセールスパーソンが決定し、
外注先を外注部門が決定するのが一般的です。営業利益基準では外注先をもセールス
パーソンが代理店として調整し、決定します。



③開発型企業
製造業やサービス業で自社で製品・サービスを開発・設計・製造（実施）するタイプの企業
です。売上基準の企業では価格・商品は生産部門（サービス業では実施部門）がその責任
を持ち、決定します。プロモーションについては営業利益責任を持っている所（セールスマネ
ジャーまたは生産部門）が決定します。セールスパーソンにはターゲットモデル、アプローチ
モデルがその仕事の中心となります。
粗利基準では価格は生産部門の原価見積をもとに、セールスパーソンが決定します。商
品決定は生産部門が行い、その原価責任を負います。この場合プロモーション予算はセー
ルス側にあり、セールスマネジャーがこれを決定します。
営業利益基準では価格決定は無論セールスパーソンです。商品選定もセールスパーソン
が代理店として決定し、その稼動責任、実施責任を含めて負うのが原則ですが、現実的で
はない場合はこれらをまとめてセールスマネジャーが負います。生産部門はセールス部門
に生産工程などを約束するという形になります。プロモーションについては他の商品タイプ
同様にセールスパーソンの同意が必要です。ここでのセールスパーソンはソリューションモ
デルがその仕事の中心であり、クロージングについては生産部門の支援を受ける形となり
ます。



④組立型企業
部品を購入し、組立てていくタイプの企業です。売上基準では価格はセールスマネジャー、
商品決定は複雑な組合せがある時は組立部門、パターン化されているときはセールスパー
ソンが担当します。セールスパーソンはターゲットモデル、アプローチモデルがその中心とな
ります。
粗利基準、営業利益基準では価格はセールスパーソンにあり、商品決定も原則セールス
パーソン（どうしてもできないときは組立部門）となります。ここではセールスパーソンはソ
リューションモデル、クロージングモデルがその中心となります。プロモーションの意思決定
は購入型・外注型と同様です。
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セールスの組織はヒトの面から考えるとセールスパーソン、セールスマネジャー、セールス
スタッフの3要素から成り、これらは1つのチームを形成しています。このチームのリーダーは
当然のことながらセールスマネジャーです。セールスパーソンは顧客ごとのセールス担当、
セールスマネジャーはセオリー４で述べたとおりセールスマネジメントという仕事の担当者で
す。セールススタッフはセールスパーソン、セールスマネジャーのサポーターとして機能する
人です。これら3要素の関係を次の2つの側面から整理してみましょう。
①権限委譲としての組織
セオリー4で述べたとおり、セールスマネジャーは経営者から「セールスをマネジメントす
る」という仕事とともに、セールスパーソン、セールススタッフを含めた特定のグループにつ
いて「セールスを実行する」という権限を委譲されています。セールスマネジャーはこのうち
「特定の顧客のセールスを実行する」という権限をセールスパーソンに委譲します。この際
全面的に委譲すると、セオリー34で述べたタイプでいえば「営業利益基準予算」となり、セー
ルスパーソンは顧客に対して全責任を負い、セールスマネジャーはセールスマネジメントだ
けの責任を負います。



この場合セールスパーソンとセールスマネジャーはチームというよりも次に出てくる情報提
供の関係だけとなり、代理店的な位置づけとなります。このスタイルは各種保険のセールス、
家庭訪問セールス、コミッションセールスなど一般消費者向けセールスによく見られます。法
人顧客を対象とするセールスではセールス実行を全面的に委譲することは少なく、セールス
マネジャー側に権限が残ります。この際セールスパーソンはセールスマネジャーに、その権
限について決裁を仰ぐという形になります。これがセオリー34で述べた意思決定ルールです。
一方、セールスマネジャーはセールスマネジメントの仕事について1人でやっていくことが

困難であったり、合理的でない時は、この仕事の一部をセールススタッフに委譲します。セー
ルススタッフはセールスマネジメントの機能の一部を担当していることを忘れないことです。
つまりセールスマネジャー同様にセールスパーソンにセールスマネジメントという「サービス」
を提供するサービス業であり、その顧客であるセールスパーソンの満足度によって仕事の評
価を受けることになります。したがってセールススタッフの評価はセールスパーソンがやるべ
きですが、それが合理的でない場合はセールスマネジャーがこれを代行します。
セールスマネジャーはセールスマネジメントというサービスについてセールスパーソンから
の評価を受けるとともに、自チーム全体の業績評価、セールスパーソンの評価、そしてセー
ルスパーソンの代表としてセールススタッフの評価を行います。



②情報提供としての組織
ソリューションセールスにおけるセールスの目的は、顧客への「情報提供」にあるといえま

す。顧客が自社の商品を購入するために必要な情報を提供し、その意思決定を合理的かつ
効果的にしてもらうことです。そう考えるとセールスパーソンは顧客への情報提供窓口として
機能する機関となり、ここに売る側の企業の情報がすべて集約されることが必要となります。
セールスマネジャーはセールスパーソンに対し、自らの勘、経験といった元トップセールス
としての情報、および他セールスパーソンの情報を集約して提供する役割となります。この
ためセールスパーソンも自らのセールス情報をセールスマネジャーに伝える必要があります。
ただどうしても１：ｎでのコミュニケーションとなるので、それを合理的に行うためのセールス
情報システム（セオリー36,37参照）が必要となります。
一方、セールススタッフはセールスパーソン、およびセールスマネジャーが入手困難な企

業外部、チーム外部の情報を収集し、これを加工して提供する仕事を担います。やはり１：n
のコミュニケーションとなるのでセールス情報システムが必要となります。



セオリー36

セールスイメージ

セールス情報システムは4つに分ける

ワンポイントアドバイス： マネジメント支援システムの誤解

・ワンタッチのシステムにする
⇒ワンタッチのシステムではレポートは1通りしか出ない。

⇒環境は刻一刻と変わるので同じレポートばかり見てもダメ。
・使いやすい形でデータをコンピュータへ入れるようにする

⇒ある仕事で使いやすい形は、他の仕事では使いづらい、使えない。
⇒データは発生したままで入れ、仕事に応じて加工する。
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セオリー36 セールス情報システムは４つに分ける



セールス情報システムの一般的イメージはセールスイメージのようなものとなり、次の4つの
部分から成り立っています。
①セールス処理システム
セールスプロセスにおいて発生するさまざまなデータを入力し、売上伝票など社内事務処

理用の伝票、請求書など企業外部向けの伝票を出力するシステムです。入力する項目は
セールス過程において発生するものすべてであり、提案、見積、受注、請求、入金、クレーム
さらにはセオリー3で述べたセールスナレッジなどです。これらはセールスデータベースとして
蓄積され、伝票出力だけでなくさまざまなセールス活動の支援のために用いられます。
セールス処理システムではタイムリーな入力がそのポイントとなり、発生時入力がその鉄

則といえます。受注・売上・入金などのデータはそれが発生した瞬間に、発生を確認した人が
入力します。それには業務の一貫として入力していくことがベストです。例えば顧客への見
積・提案などはこのシステムを使ってセールスパーソンがシミュレーションし、最終結果が自
動的にコンピュータに残るようにします。セールスパーソンが顧客先で価格交渉し、受注して
いるなら、モバイルコンピュータなどを用いて価格の意思決定支援を受け、その意思決定結
果が自動的に入力されるようにします。電話で受注を受けているなら、受注が発生している
所、つまり顧客側でデータを入力してもらい、インターネットなどのネットワーク経由で受けと
ります。
出力される伝票は、近年では社内向けはペーパーレスとしてできるだけ紙の出力を減らし、
社外向けもネットワークでコンピュータデータとして送るなどしてペーパーレス化を目指します。



②データ管理システム
セールスデータベース、仕入スタッフなどが入力する商品データベース、およびセールス

マネジメントで発生したり、使用したマネジメントデータベースを管理する機能を持つもので
す。
データベースの基本は発生したデータを加工せず、そのままの状態で蓄積し（これをデー
タウェアハウスという：データの倉庫という意味であり、データを発生状態でおいて置くという
こと）、使う目的に応じて使いやすい形（例えば③で述べるセールス支援の各モデルに応じ
た）に加工して、使うということになります。データを合理的にコンピュータに蓄積していく構
造を物理構造、使いやすい形に変換されたものを論理構造、利用者各自の独特の見方を
ビューといいます。これらデータの蓄積、管理（バックアップ、データチェックなど）、変換（利
用者に応じたビューの作成など）を行うものがデータ管理システムです。



③セールス支援システム
セールスモデルの各プロセスを支援するものですが、現代の情報システムでは主に次のよ
うな支援が中心です。これら支援システムはインターネットの進展で大きく変わることが予想
されます。これについてはセオリー37で述べます。
・ターゲットモデル支援システム
セールスデータベースから、セールスパーソンが使いやすい形である顧客データベースと
いうビューを作り、相関分析、回帰分析、セグメント化、ギャップ分析などを支援するものです。
・ソリューションモデル支援システム
セールスパーソンがソリューション方法を提案するための商品情報を入手したり、過去の類
似の提案書などを参照できるものです。
・プレゼンテーションモデル支援システム
提案書を作ったり、それを説明するためのツールであり、パワーポイントなどのプレゼン
テーションツールだけでなく、その商品を使用しているシーンなどの提示にも使われます。
・フォローモデル支援システム
購入後の顧客をフォローし、CRMのサポートを行うものです。顧客の利用状況、セールス
パーソンのフォロー状況がわかるようになり、顧客担当の変更に伴う引継ぎなどにも用いら
れます。



④マネジメント支援システム
セールスマネジメントを行うセールスマネジャーおよびセールススタッフが使うもので、次の

3つの部分から成ります。
・業績評価システム
セールスデータベースを用いて、セールスパーソンおよびセールスチーム、企業全体の業
績を評価するためのシステムです。
・仮説立案システム
業績評価はリアルタイムに行い、当初計画したとおりの業績が出ないときはすぐにその理
由を考える必要があります。これを仮説の立案といい、それを支援するためのものです。こ
こでの基本は「マクロからミクロへ犯人探し」（犯人とは問題点のこと）です。例えば利益率の
悪化の原因を調べたいなら、まずもっとも利益率の低いセールスパーソンをさがし、その
セールスパーソンの中でもっとも利益率の低い顧客を探し、さらにその顧客の中でもっとも
利益率の低い取引を探し、その取引のなかでもっとも利益率の低い商品を探し…とやってい
きます。これが犯人です。これが見つかったら「同じセールスパーソンが同じ商品を売りなが
ら、利益率の高い顧客はないか、利益率の高い取引はないか…」といったことを見つけ、そ
の違いを考え、利益率悪化の仮説を立てます。そのうえでその仮説にもとづいて手を打ち、
業績評価システムでその業積変化を見ます。
・情報加工システム
セールスマネジャーの仮説立案やセールスパーソンのセールス支援システムで、タイム
リーに良い情報が得られない時に支援するもので、主にセールススタッフが使います。ここ
ではツールとしてエクセル、アクセスといったデータベースシステムなどが使われます。



セオリー37

セールスイメージ

インターネットはセールスを変える

ワンポイントアドバイス： インターネットの誤解

・インターネットでセールスがいらなくなる
⇒セールスの本質であるインタビュー、ソリューション、クロージングは人間が
フェース・トウ・フェースでやる

・インターネットでセールスを合理化する
⇒インターネットはセールスを合理化よりも高度化する
⇒使うと合理的になるのではなく、使わないとライバルに対しパワー不足となる。
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セオリー37 インターネットはセールスを変える



インターネットは企業ビジネスに3つの意味をもたらします。
①インターネットワーク
企業間のネットワークは各メンバー（電話、コンピュータなど）が最適なコミュニケーション
ができるようにルールが決まっています。このため他の企業とのコミュニケーションには個別
にルールを確認し、調整しなくてはなりません。A社とB社が調整すると、B社とC社が調整つ
かない…。しかし皆がインターネットのルールに合わせれば世界中の企業がつながることに
なります。
②Ｗｅｂ技術
従来のコンピュータシステムでは、人間とのインターフェースである画面作成が大変で、プ
ロに頼むと、一画面何十万円もかかっていました。しかしインターネットはホームページ、リ
ンクという技術（これらをＷｅｂ技術という）を用いて、素人でも自由に画面を作れるようになり
ました。
③動画伝送
セオリー31で述べたように動画がインターネットで伝送できるようになればプロモーション、
特に広告に大きな影響を与えます。広告でもっとも高額なのはテレビコマーシャルであり、家
庭・企業への動画プロモーションの唯一の手段でした。動画が自由に発信・受信できるよう
になれば、企業が直接家庭や顧客企業に動画プロモーションを自由に、しかも双方向で送
ることができます。
これら３つの動きは、セールス処理システムおよびセールス支援システムに大きな影響を
与えます。
セールス処理システムは①のインターネットワークにより大きく変わります。受発注では発注
側がデータを入力すれば、受注側はそれを受けとるだけでよくなり、見積などは一斉に各社
から取ることもできます。



セールス支援システムでは主に次のモデルが大きな影響を受けます。
・アプローチモデル
セオリー9で述べたとおり、アプローチモデルはプロモーションミックスを考えることです。イ
ンターネットワーキングによりプロモーション情報の伝送はインターネットだけでよくなり、
Web技術によってタイムリーにプロモーション情報をメンテナンスし、その反応もとらえやすく
なります。さらに動画伝送が可能となれば広告、パンフレット、DM、イベントといったすべて
のプロモーションが一本化されるといっても過言ではありません。
・プレゼンテーションモデル
プレゼンテーションモデルでは、特に商品を使用しているシーンを動画で見せることが可
能となり、かつ見込み客が未購入の商品を使っているシーンをシミュレーションすることも可
能となります。
ただセールスモデルの中核ともいえるインタビューモデル、ソリューションモデル、クロージ
ングモデルについてはあまり変化がないと考えられます。顧客ニーズの収集は当分フェイ
ス・トゥ・フェイスのインタビューが主流（インターネットで育った世代が企業の意思決定者の
中心となれば別ですが）であり、ソリューションは人間のアイデアであり、クロージングのリス
クは人間の危機察知能力に依存することが続くと思います。



セールスマネジメントシステムについても、インターネットの影響はあまりないと思われます。
ただし評価、仮説立案の結果をセールスパーソンにコミュニケーションする方法は非同期（受
信者と発信者が情報をリアルタイムにやり取りするのではなく、互いが都合のいいときに行う。
送信者は送っておいて、受信者は見たい時に見る。電話は同期、メールは非同期）であるべ
きことを考えると、メールがその主流となると考えられます。
これによってセールスパーソンのバーチャルオフィス化（オフィスを持たずにセールス活動
する）は進み、モバイル、インターネットというユビキタス（どこでもネットワークに接続できる）
型のセールスが中心になると思います。そうなればまさにセールスマネジャーはセールス
パーソンの上司からサポーターへの変身を迫られます。



・セールスパーソンは洗剤能力の高い人、つまりセールスに向いている人を採用し、トップ
セールスへと教育する。
・トップセールスにはセールスマネジャー、スペシャルセールスへの道を用意する。

トータルセオリー

第6章 セールス採用・教育第６章 セールス採用・教育



セオリー38

セールスイメージ

ワンポイントアドバイス：キャリアプランの責任者

キャリアプランは獲得、教育、配置、キャリアアップから成る
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・セールス・キャリアプランの責任者はセールスのゼネラルマネジャー
⇒人事部はゼネラルマネジャーのスタッフ、他のゼネラルマネジャーとの調整
・企業全体のキャリアプランの責任者は人事部
⇒各ゼネラルマネジャーは企業全体のキャリアプランのスタッフ
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⇒各ゼネラルマネジャーは企業全体のキャリアプランのスタッフ

セオリー38 キャリアプランは獲得、教育、配置、キャリアアップから成る



企業の業績は「従業員各自の能力の和」×「組織」が生むと考えられます。すなわち各従
業員の能力が高く、その能力を生かす組織が効率的・効果的であれば、良い業績を生むと
いうことです。セールスで考えれば、セールスイメージのように表現され、各セールスパーソ
ンの高い能力と良いセールス組織が、良いセールス業績を生むと考えます。
企業のヒトに関する仕事を総称して人事といいます。人事は能力、組織、業績の要素ごと
にそれぞれキャリアプラン、組織化、評価という仕事が対応し、これらの仕事を人事部および
マネジャー、ゼネラルマネジャー、経営者が担当します。このうち組織化についてはすでに
第5章で述べました。キャリアプランについては本章で、評価については次の第7章で述べま
す。キャリアプランという仕事はさらに次のような4つの仕事から成ります。



①獲得
セールスパーソンの能力は潜在能力、セールス能力、知識、経験の4つに分けることがで
きます。潜在能力とはヒトがそもそもその仕事（この場合はセールス）に携わる前にすでに
持っていたものです。セールスの潜在能力の度合いは、セールスパーソンに「向いている」
「向いていない」という形で表現されます。この「向いている」「向いていない」ということを判
断し、向いている人を見つけていくことが、人事でいう「獲得」という仕事です。
獲得はさらに３つの仕事から成ります。1つが募集であり、獲得の中でもっとも大切な仕事
です。募集とは自社のセールスパーソンに「向いている能力」を考え、それを定義し、公開し、
広く社会にその能力を持っている人を求めることです。2つ目が採用であり、定義された能力
と応募者の持っている潜在能力の適合度合いを見て、より適合度の高い人に入社してもら
うというものです。3つ目が働いていく中で、その能力と仕事に不適合が生じた時の職種転
換、退職であり、「マイナスの獲得」と考えられます。獲得についての考え方はセオリー40で
述べます。



②教育
獲得した人に対して、その能力をアップさせるために教育を行います。セールスパーソン
の教育は大きく2つに分けることができます。1つは採用した人にセールス活動に必要な能
力（セールス能力）と知識を身につけさせ、一人前のプロとすることです。これは一般に新
入社員教育といわれます。これについてはセオリー41で述べます。もう1つがプロフェッショ
ナル度を維持するためのもので、セールス中堅教育などといわれます。これについてはセ
オリー42で述べます。
③配置
セールスパーソンとしての能力を持った人を、特定の担当業務に配置する仕事です。ここ
には2つの意味があります。1つは担当業務つまり担当顧客（顧客別組織の場合）に各人が
もっとも適合し、かつ組織全体としてセールス効率がもっとも高くなるように人間を配置する
ことです。もう1つはセールスパーソン能力の中で最大のポイントとなる「経験」を、組織全
体から考えて各人に効率良く身につけさせることです。前者を考えると能力と仕事の適合
度合い（その時点での能力に見合った顧客・業務を担当する）、後者はローテーション（さま
ざまな顧客・業務を担当することで幅広い経験が出来、顧客に良い情報が提供できるよう
になる）が大切です。これについては先ほどのセールス中堅教育と合わせてセオリー42で
述べます。



④キャリアアップ
セールスパーソンが次のキャリアであるセールスマネジャーなどへ移ることをキャリア
アップといいます。これについてはセオリー43で述べます。
キャリアプランとはこれら4つの要素を考慮して、企業としてセールスパーソンなどの従業
員に、どのように能力をアップしていって欲しいかという計画を立てることをいいます。キャ
リアプランの考え方、立て方についてはセオリー39で述べます。



セオリー39

セールスイメージ

キャリアプランは能力カーブを意識して

ワンポイントアドバイス： キャリアプランの考え方
・キャリアの上下関係を表したものではない

⇒スペシャルセールスとセールスマネジャーのどちらが上ということではない
⇒それぞれがそれぞれに合った仕事を分担していく

・キャリアプランはあまり変えないがキャリアニーズは変わる
⇒定期的なキャリアカウンセリングが必要
⇒キャリアカウンセリングはアンマッチ処理

・セールス指向の企業ではセールスパーソンから経営者を作る必要がある
⇒セールスの現場を知らない経営者は作らない
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・キャリアプランはあまり変えないがキャリアニーズは変わる
⇒定期的なキャリアカウンセリングが必要
⇒キャリアカウンセリングはアンマッチ処理

・セールス指向の企業ではセールスパーソンから経営者を作る必要がある
⇒セールスの現場を知らない経営者は作らない
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セオリー39 キャリアプランは能力カーブを意識して



セールスパーソンは採用され、教育によってセールス能力が一定以上になり、一人前のプ
ロと成ります。そして残念ながらその能力はいつか下降線をたどっていきます。セールス能
力は個人の業績をもって測ることができ、企業への貢献度とも考えられます。
このセールス能力（業績、貢献度）は時間とともに、セールスイメージのようなカーブをとる
のが一般的といえます。そして次の3つの時代に分けることができます。
・成長期…能力を向上させ、プロへと成長していく時代
・成熟期…プロとして一定の業績を出し、企業にもっとも貢献する時代
・衰退期…環境変化、能力低下によりプロのセールスパーソンとしての業績が出せなくなり、
企業への貢献度を下降させていく時代
成長期のテーマは教育であり、成熟期のテーマはKEEP、衰退期のテーマはそれが訪れる
前のCHANGEといえます。
企業から見て各々の従業員（この場合はセールスパーソン）がどのようは成長プロセスを
とり、それにあわせてどのような仕事を担当していって欲しいかを示した道筋が、セオリー38
で述べたキャリアプランです。



一方従業員から見て「どのような仕事を担当していきたいか」をキャリアニーズといいます。
キャリアプランと各個人のキャリアニーズは需要と供給のようなものであり（企業からみれ
ばキャリアプランが需要、キャリアニーズが供給であり、従業員から見れば逆）、どうしても
需給バランスがとれず、アンマッチが生じます。これを調整することをキャリアカウンセリン
グといいます。
セールスパーソンのキャリアプランはセールス能力カーブを意識して、セールスイメージ下
図のようなステップをとるのが一般的といえます。
①新人
採用したばかりの新人については、企業としての希望である職種ごとのキャリアプランを
提示し、本人のキャリアニーズをインタビューし、セールスパーソンを含めた職種の選択を
キャリアカウンセリングで行います。
②セールスパーソン
セールスパーソンに職種が決定した新人に対してはセールス新人教育を行い、1人前の
セールスパーソンに育てます。能力カーブにおける成長期の高い傾きが終わったときが、プ
ロへの成長といえます。そして成熟期になります。
③トップセールス
セールスパーソンは成熟期でもゆっくりと成長していきます。そしていつか頂点を迎えます。
これがトップセールスです。



④スペシャルセールスorセールスマネジャー
トップセールスになる前にキャリアカウンセリングを行い、スペシャルセールスかセールスマ
ネジャーかの選択を行います。セールスパーソンが衰退期に入る前に、新しい仕事につくと
いうもので、キャリアアップといいます。
セールスマネジャーは、能力アップのスピードが早く、成熟期になると伸びが止まる人（ダ
ウンのスピードも早いことが多い）などが、このタイプを選択することが多いといえます。
スペシャルセールスとは自らのセールス活動を続けながら、少しずつある特定分野のスペ
シャリストとなっていく人です。例えば、セールスモデルの特定の部分だけに特化したり（アプ
ローチのプロフェッショナルとなる）、特定の商品のカテゴリーについてのプロフェッショナルと
なったりして、セールスパーソンをチームを越えて支援していくというものです。能力アップの
スピードがゆっくりしており、成熟期でもゆっくりと伸び続ける人などがこのタイプを選択する
ことが多いといえます。
⑤ゼネラルマネジャー、経営者
セールスマネジャーはその衰退期を迎える前に、さらにゼネラルマネジャー、経営者へと
キャリアアップしていきます。場合によってはスペシャルセールスへ転職する道も用意してお
きます。



セオリー40

セールスイメージ

ワンポイントアドバイス： 現在の募集・採用の問題点

協調性

創造性

論理性

問題解決力 集中力

理解力

個人ワーク

バックエンド フロントエンド

自己主張型 アイデア先行型客先型

・個人プレイは得意だが、チーム
プレイが苦手
・チームで自分の意見が通らない
と納得できない
・論理性、協調性のアップがテーマ

チームワーク

潜在能力はマップで表わす

コミュニ
ケーション力

・客先ですべてのことを処理
しようとする
・資料作りが苦手
・創造性、問題解決力のアップ
がテーマ

・アイデアはあるが、うまくまとめ
られない
・チームにそのアイデアを説明
できない
・論理性、問題解決力のアップ
がテーマ

・どんな能力を持った人を求めているかわからない
⇒学歴と年令制限しかない
⇒必要能力を提示する
・どうやって採用を決めているかわからない
⇒学歴のスクリーニング＆面接で決めている
⇒面接者によって見ている所がちがい、採用するかどうかでもめる
⇒必要能力に対する充足度で決める
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セオリー40 潜在能力はマップで表す



セオリー38で述べたようにセールスパーソンの募集、採用においてもっとも大切なことは
「どんな人が当社のセールスパーソンに向いているか」ということをしっかり定義することです。
プロのセールスパーソンは入社してから育てることが多いのですが、入社前にすでに持って
いて欲しい能力、つまり潜在能力を募集する時点ではっきり提示することです。
セオリー10で述べたセールスパーソンのコンピテンシー分析では、私は次の7つの能力を
潜在能力と定義し、セールスイメージのような能力マップで表わしました。たて軸はセールス
の個人作業とチーム作業に必要な能力であり、横軸はフロントエンド（客先で顧客とコミュニ
ケーションをとる）、バックエンド（オフィスでアイデアを考えたり、資料を作る）になっています。
個人の能力を見る時はこの円の大きさでその能力の高低を表現します。



①理解力
セールスモデルの最初のヤマであるインタビューモデルにもっとも必要な能力であり、顧
客のニーズを正確にとらえる力です。これが欠けていると顧客からの信頼を失います。「こ
のセールスは言葉が通じない。もう話すのがいやだ。」
理解力は先天性が高く、トレーニングで能力はあまり向上しません。採用においてチェック
すべき潜在能力の１つといえます。測定はそれほど難しくなく、「人の話」が理解できている
かを見ればわかります。
②集中力
緊張感を保って仕事を続け、一定のパフォーマンスを出し続ける力です。セールスパーソ
ンにおいては、客先で企業というチームの代表者であることを意識して、さまざまな個人
ワークが一定のパフォーマンスを出していけるかということです。集中力が欠けていると、聞
きもれや自社への報告もれが生じ、プレゼンテーション段階やフォロー段階で、企業に大き
なダメージを与えます。この能力も先天性が高いのですが、仕事のやり方、つまりセールス
モデルで補完することが可能であり、そのモデルを使ったチェック、弱点補強のトレーニング
で向上します。



③論理性
顧客先で行ったインタビュー、プレゼンテーションの結果を自社に正確に、要領よく報告で
きるという力です。自らの感情に流されず（自分に都合の悪いことは忘れたい、自分の都合
の良いように情報を歪める…）、論理的に要領よくまとめていくことが求められます。これら
が欠けているとソリューション段階、クロージング段階で企業にダメージを与え、顧客ニーズ
にあった提案ができず（自己中心的なものとなって）、リスク分析もうまくできず、したがって
受注できません。この能力も先天性のものですが、論理性だけに「論理的思考法」という方
法（論理性が高い人の考え方をモデルとしてまとめたもの）を学べば、トレーニングでかなり
向上します。
④創造性
ソリューションセールスにおいて、その中心は提案書です。提案書はセールスポイント（他
社との違い）を出すことで価格競争を避けることが基本であり、そのバックボーンはセールス
パーソンのアイデアです。これは他の能力にも増して極めて先天性が高く、トレーニングで
はなかなか向上しません。採用時にもっともチェックすべきポイントといえます。
⑤問題解決力
ソリューションモデルで創造性とともにもう１つ必要な能力です。顧客ニーズにあったアイ
デアを選択できるかというものです。この能力は先天性もありますが、むしろ方法とチーム
ミーティングでのルールの徹底で、かなりカバーできます。これらの方法・ルールは「問題解
決技法」とよばれています。



⑥協調性
個人の業績よりもチームの業績を大切にできるかというもので、他の能力とは異なり、ど

ちらかというとマインドに近いものといえます。無論先天性もありますが、仕組（チームの業績
が上がれば自らも幸せになれる）とチームのムードであり、セールスマネジャーの腕で上げ
ることが可能なものといえます。
⑦コミュニケーション力
セールス活動のあらゆる局面で求められるもので、人と人とのコミュニケーションがとれる

かというものです。これは能力というよりも、性格、気質などに依存していることが多いといえ
ます。つまり「人の話を聞く」、「人と話す」といったことが「好き」か「嫌い」かというものです。こ
れは採用時点で「見る」というよりも、カウンセリングすべき点といえます。
これら７つの能力を募集時点で企業側が提示し、その上で応募者の能力を測定します。応
募者の測定は簡単な例でセールスをロールプレイング（実際にやらせてみる）させてみるとよ
くわかります。1グループ3～5人位で仮想の顧客の所へ行き、インタビューして、グループ
ディスカッションしながら提案書を作る（インタビュー、ソリューション、プレゼンテーションの各
モデル）ということを基本とします。人数が少ない時は個人でも構わないし、多い時はグルー
プで競合するスタイルにすると良いと思います。理解力、創造力といったチェックポイントは、
グループディスカッションでこの内容を聞いていればよくわかります。理解力は顧客の言った
ことが伝わっているか、創造力はキレのあるアイデアが出ているかを見ることになりますが、
意外にはっきりと個人の潜在能力が表れます。



また企業によってはセールスモデルが固まっている場合は、すでにセールスを行ったケース
（結果が出ているもの）についてターゲット、アプローチ、クロージング、フォローの各モデルも
ロールプレイングさせてみます。
これらロールプレイングの終了後、講師を中心として採用側がセールスイメージの下図のよ
うなマップを作り、能力の大きさを円の大きさで表わします。このマップをベースに採用の可否
を話し合うようにします。採用者にはこのマップを入社時に渡し、円の大きさのバランスがとれ
るようにトレーニングしていくことを伝えます。



セオリー41

セールスイメージ

ワンポイントアドバイス：新入社員教育

新入社員教育では能力アップを検証する

（教育項目） （教育方法） （検証方法）

コンプライアンス

マーケティング理論

セールスモデル

セールス知識

ペーパーテスト書籍指定

自習

書籍指定

自習

当社のマーケティングシステム・事例

セミナー

A社へのマーケティングアプローチ

当社のセールスモデル

セミナー・ﾏﾆｭｱﾙ

A社へのセールス

ｹｰｽﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ

A社へのセールス

レポート

当社のマーケティングシステム
とA社へのアプローチ法

レポート

顧客の組織・意思決定

セミナー
ペーパーテスト

・一般論の講義をやれば必ず眠る
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フォローモデル ＯＪＴ 当社商品の基本的使い方

レポート

インタビュー
～プレゼンテーションモデル
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セオリー41 新人社員教育では能力アップを検証する



採用されたセールスパーソンは、1年をかけていわゆる新入社員教育を行います（この期
間が1年を越えると次の新人とラップしてしまいます）。教育については教育方法とその検証
方法（確かに能力がアップしたか）を設計します。検証方法は必ず合否の基準を公開し、合
格しない限り次のステップへは進ませません。
教育について新人セールスパーソンにはっきりと言うことは、この新入社員教育が自分た
ちにとって「仕事」であり、その仕事の対価として給与をもらっているということです。仕事で
すので常に評価され、その評価によって給与も違うのが当然です。そのために先ほどの検
証方法の合否によって、給与を変えていく必要があります。
基本的な新入社員教育のフローは以下のようになります。
①コンプライアンス
セールスパーソンにとって、もっとも基本的なルールである「セールスをやるうえで守らな

くてはならない法律」についてまず教育します。対象法律は商法、証券取引法、契約に関す
る民法、特許など知的財産権法、独占禁止法、製造物責任法、消費者保護法に関する法律
などの中から、当社にとって必要なものを選びます。そのうえでこれらに関する書籍の該当
ページを指定します。検証方法は知識ですので、ペーパーテストです。



②マーケティング理論
どんな仕事もそうですが、「やり方」を学ぶ前に、その仕事の原理・原則を学び、「その仕
事をなぜやるのか」「その仕事と他の仕事の関係はどうなっているのか」を理解する必要が
あります。これを怠ると仕事はできるようになりますが、いつか必ず壁にぶつかり、悩みます。
セールスパーソンがまず学ぶべき原理・原則は、セールスを包含したマーケティング理論
です。ここは多少難しくても（学生時代から難しい本を読むこと「だけ」は慣れています）コト
ラーのマーケティング原理あたりの名著を指定し、読ませます。そのうえで自社のマーケ
ティングシステム（マーケティングのやり方）および事例について、自社のマーケターを講師
として、1～2日くらいのセミナーを行います。セミナーが済んだら、当社にとって典型的な企
業をケーススタディとして提示し、グループディスカッションでどうやってマーケティング（特に
アプローチ）していくかを考えさせ、グループごとに発表させます（新入社員が1人でも、1人
で考えさせ、講師にプレゼンさせます）。
検証方法は個人ごとにマーケティング理論、セミナーで学んだ当社のマーケティングシス
テム、およびその理論・システムを使ったケース企業へのアプローチ方法をレポートにまと
めさせます。



③セールスモデル
マーケティング理論同様に自社のセールスモデルについてセミナーまたはマニュアルを作
成して理解させます。そのうえで先ほどのケース企業への具体的なセールス方法をグルー
プディスカッションし、プレゼンテーションさせます。そのうえで同一テーマについて個人でレ
ポートにまとめさせます。
④セールス知識
第3章で述べたような全セールスパーソンに共通する顧客の知識について、セミナーを行
い、ペーパーテストで検証します。
①～④を合格したセールスパーソンは、配属グループや担当顧客（先輩とともに担当す
る）を決定します。
⑤業界知識
担当する顧客について、第4章で述べたような業界知識に関するセミナーを行い、ペー
パーテストで検証します。
⑥マナー
セールスパーソンとして、顧客と接する時の最低限のマナー（あいさつ、名刺の受渡し、電
話、メールの基本…）をロールプレイング（やらせてみる）を通して身につけさせます。マナー
は顧客へ訪問する直前に緊張感を持って教えるようにします。
⑦フォローモデル
ここからがいよいよセールスの実践であり、OJTを基本とします。まずは自社商品購入済
みの顧客への、フォローを担当させます。この段階の検証は、フォローモデルを実践するこ
とでとらえた「当社商品の基本的使い方」などのテーマでレポートを書かせます。



⑧インタビュー～プレゼンテーションモデル
インタビュー、ソリューション、プレゼンテーションというソリューションセールスのもっとも中
核となる部分を、先輩同行（いろいろな先輩につけさせる）にて、その実体を「見せる」ことで
指導します。ここでの検証は「顧客ニーズと当社商品の関係」といったテーマとし、先輩の提
案書を分類・分析させ、レポートにまとめさせます。
⑨クロージングモデル
セールスの決め手となるクロージングモデルは同行（それが難しい場合はクロージングを
行った先輩からのヒアリング）し、そのケースについてリスク分析の結果をレポートにまとめさ
せます。
⑩ターゲット・アプローチモデル
この部分のモデルは、先輩営業から自らの担当顧客について、どのような絞り込み・アプ
ローチをとったかをインタビューし、将来のアプローチ法も含めてレポートにまとめさせます。
⑪経営者へのプレゼンテーション
最後に「これまでの1年間」と称し、新入セールスパーソンが経営者へプレゼンテーションし
ます。ここで経営者が合格と判断すれば「一人前のセールスパーソン」と認められ、「見習い
中」のバッチがとれることになります。不合格となれば①～⑩のどの部分を再受講させるかを、
経営者またはゼネラルマネジャーが判断します。
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成熟期を長くする

ワンポイントアドバイス： 成熟期の短いタイプ
・成長スピードの早い人
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セオリー42 成熟期を長くする



新入社員教育の終了とともにセールスパーソンはセオリー39で述べた成熟期を迎えます。
成熟期はその成長はゆっくりですが、企業への貢献度がもっとも高い時期といえます。成熟
期に入ったセールスパーソンに対して考えるべきことは「成熟期の成長度合をいかに大きく
するか」「成熟期をいかに長くするか」「衰退期を迎えた時、どう対処するか」の3つです。前
の2つについては本セオリーで、3つ目については次セオリーのキャリアアップで述べます。
成熟期の終わりは「業績の低下」（つまり企業への貢献度の低下）という形で数字に表れ
ますが、それ以前に次のような兆候を示すのが一般的です。
最も典型的なものが「前はあんなに元気があったのに、最近口数が少なくなった」という現
象です。これは多くの場合、毎日毎日同じ仕事の繰り返しで、本人にマンネリ感が出て、実
力が伸びていないことを自覚し、「壁にぶつかった」ような感じになっている時です。
次に見られるのは環境変化についていけないというものです。人間は年とともに新しいこ
とにチャレンジしていく意欲がどうしても落ち、かつ新しい技術などへの柔軟な対応ができな
くなっていきます。そのためセールス活動が技術革新、制度変更などによって求められる知
識、能力が変化するとこれについていけず、一気にパフォーマンスを落とします。最近では
モバイルコンピュータ、eメール、インターネットといったセールスパーソンに必須となった
ツールが使いこなせず、「今までこんなものがなくてもセールスができたのだから」と思って、
何とか昔の知識・やり方でやり切ろうとして、次第にその業績を低下させていきます。



そしてもっとも急激な貢献度低下が、成熟期のうち（脂の乗り切った時期）に他社へ転職す
るというものです。腕に自身のあるセールスパーソンに多く見られる現象です。企業において
はもっとも痛手といえます。しかしこれも転職前は、セールスマネジャーがその行動を見てい
ればわかります。どんなに優秀なセールスパーソンでも転職を考えれば未来に対する興味
が失せ、短期的な業績を追いかけ、チームワークを意識しなくなります。そして決まって不満
（能力や業績に見合った評価がされていないというケースが多い）をもらしています。逆に言
えば、セールスマネジャーは「不満を言いやすい職場環境」を作っておいた方が、このリスク
は低いといえます。「不満を言わないヒトが評価の高いヒト」というチームはリスクが高いとい
えます。
これらの現象に対しては配置、教育およびキャリアアップ（セオリー43参照）で対応します。



①配置
企業における配置は「能力に従う」ということが原則です。能力の高い人が「難しく、かつ
業績貢献度の高い仕事」を担当するということであり、このためには2つのことが必要となり
ます。1つはセールスパーソン能力をどうやって測るかで、第7章で述べます。もう1つが仕事
のランキングです。どの仕事が難しく、貢献度が高いかということです。顧客別組織でいえ
ばセオリー33で述べたように、「ロイヤルカスタマーへの転換」⇒「ロイヤルカスタマーの維
持」⇒「ゲストのフォロー」といった順序を考えるものです。そしてすべてのセールスパーソン
に対して、能力定義、測定方法および仕事のランキングが公開され、すべてのセールス
パーソンが能力測定結果、それにもとづく仕事の配置、その結果としての業績から、自らの
給与が適正に支払われていることを納得できた時、セールス組織はもっと効果的に働くとい
えます。
②中堅セールスパーソン教育（他の職種との合同開催も可）
成熟期から衰退期に入るというリスクは、実はそのセールスパーソン自身がもっとも早く
発見できます。そのリスクに対して発見だけでなく、発生の予防、発生時の対処などをあわ
せて行うことができるのが、教育という手段です。
これは1年に1回くらい、1泊2日くらいの集合セミナーとして実施します。このセミナーの一
般的なカリキュラムは次のようなものです。ここでの講師は「教える」というよりも第3者として
「コーディネートする」ということが求められますので、セールスマネジャーよりも人事部など
が適任といえます。



・オリエンテーション
セールスパーソンとして能力を維持向上するために、自分の課題・問題点を知り、自らが
その対策をとることが目的であることをはっきりといいます。そして企業が能力に合った仕事
に配置し、その業績にあわせた形で給与が支払われているのであれば、この教育は自らの
給与を上げるものであることを理解してもらいます。そういう意味でも人事部が講師として適
任と言えます。
・セールス状況の報告
各セールスパーソンが1年間、自らがどのようなセールス活動をして、どのような業績と
なったかを相互に発表します。これは自らの能力ダウン、マンネリ感のチェックに役立つとと
もに、他人の発表を聞いて刺激を受けるとともに、自社の商品の新しい使い方、提案法など
を学びます。
・セールスモデルのチェック
当社の持っているセールスモデルについてグループごとにディスカッションします。「使って
みて問題点はないか、改善策はないか」「環境変化に対応しているか」「他社はどうしている
か」「顧客の反応はどうか」…この結果はパワーポイントなどのプレゼンテーションツールを
使って発表させ、その資料をセールスモデルを考える責任者であるゼネラルマネジャーおよ
び経営者に渡します。



・ケースワーク
セールスパーソンの能力、メンタル面などに関するケースについてどう対応すべきかを話
し合います。結論を自己啓発による学習、マネジャーへのキャリアアップというストーリー立
てにすることが多いといえます。
・レポート
「自らの能力が不足している点、これからの1年間で向上させるべき能力」といったテーマ
で、事後レポートを提出させます。これはすべてマネジャーへ渡し、目標管理に役立たせま
す。
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知識 ノウハウ

セールスマネジャー⇒ゼネラルマネジャー、経営者

セオリー43 トップセールスの時にセールスマネジャーの準備をする



どんなセールスパーソンでも、いつか成熟期が終わり、衰退期を迎え、そして退職していき
ます。しかしセールスパーソンの成熟期が終わっても、それまでに培った能力を生かして、
別の仕事につくことが可能な場合が多いといえます。これがセオリー39で述べたキャリアプ
ランのトップセールス（成熟期の頂点にいるセールスパーソン）以降のものです。
このうちスペシャルセールスについてはセールスパーソンの能力、仕事（ターゲットモデル
～フォローモデル）のうち、特に得意な部分に特化していくというもので、比較的自然な道を
たどります。
一方セールスマネジャー、ゼネラルマネジャー、経営者という仕事はこれまでのセールス
活動とは異なるマネジメント、経営という機能を担当します。そのためマネジャー、経営者に
なってから勉強するのではリードタイム（成長期）のロスが大きすぎます。つまりマネジャー
の成長期はセールスパーソンの成熟期と重ね、経営者への成長期はマネジャーの成熟期
と重ねるべきです。セールス活動をやりながらマネジメントの勉強をし、マネジメントをやりな
がら経営の勉強をするというスタイルを取るべきです。これによってセールスパーソンは
セールスイメージ上図のようなライフステージをとることとなり、キャリアアップというステップ
が生まれることとなります。この2つのキャリアアップには教育が必要であり、以下のような
ものが効果的です。



（１）マネジャーへのキャリアアップ
①能力定義
セールスマネジャーに必要な知識は何かを整理し、その知識を持っているかどうかのテ
スト方法（ペーパーテスト、レポート、面接…）を決めます。
②自己啓発
上記の知識項目、テスト方法を告示します。そのうえでこの項目を自己啓発するように伝
えます。学習方法については推薦図書の紹介くらいとします。
③知識テスト
セールスマネジャーへのキャリアアップ希望者にはテストを実施し、合格しない限りキャ
リアアップさせません。
④マネジャー塾
テスト合格者については1年程度の期間、「塾」というスタイルで教育します。塾では主に
次の3つのことを組み合わせます。
・集合セミナー：マネジメントの基本について、他企業、自企業のケースワークなどによって
学びます。
・グループワーク：塾生を3～4人のグループにして、自社の典型的な顧客の経営戦略につ
いて調査させます。そのうえで当該顧客に対してどのようなマーケティングアプローチをと
るべきか、グループディスカッションで考えさせ、その結果を経営者にプレゼンテーションし
ます。
・レポート：塾の最後に上記の2つのことを通して、個人で卒業レポートを提出させます。
テーマは「自らがセールスマネジャーとしてやっていくための長期計画」です。自らがマネ
ジャーになったらどうやってマネジメントしていくのか、何を変えていくのかを書かせます。



⑤マネジメント実践
セールスパーソンのまま（マネジャーになる前に）、特定のテーマについてマネジャー見習
いとしてマネジメントを実践させます。テーマとしては特定業界に対するターゲットモデル、
アプローチモデルの実践くらいが良いと思います。この時当人のマネジャーはこのテーマに
ついて権限委譲します。
⑥マネジャー認定
塾の卒業レポート、マネジメント実践の業績によってセールスマネジャーとしての能力があ
ることを認定します。すぐにマネジャーになるとはかぎらないのですが（対象チームがないの
に無理して作っても意味がありません）、セールスパーソンのままマネジャー待遇として能
力給を加味します。



（２）経営者へのキャリアアップ
経営者へのキャリアアップもマネジャーの時と同様に進めます。無論セールスマネジャー
以外のマネジャーからも広く募集します。ただセールス指向の企業があればセールスマネ
ジャーからのキャリアアップがその中心となります。
①能力定義
経営者に必要な知識およびそのテスト方法を定義します。これらの知識は経営学として
ある程度体系化されています。
②自己啓発
マネジャーのときと同様に自己啓発で学習させます。
③知識テスト
中小企業診断士試験の1次試験などを使ってもOKです。
④経営塾
やはり１～２年程度の経営塾を作ります。
・集合セミナー：いわゆるMBA（経営学修士）方式の戦略に関するケースワークを行います。
セールスマネジャーが塾生に多いときには、会計、組織、ITなどの戦略をその重点テーマと
して設定します。
・ベンチマーキング：エクセレントカンパニー（戦略で成功した企業）についての経営理念、
経営戦略、そしてその結果について調べ、主要な成功要因を考え、それらを現経営者にプ
レゼンテーションさせます。グループワークでも、人数が少ないときは一人一社を担当して
もかまいません。
・レポート：「当社の長期戦略」というテーマでレポートを書かせます。



⑤ゼネラルマネジャー認定
経営者がベンチマークのプレゼン、塾でのレポートから経営者としての適性を見ます。こ
の時の評価基準は「一緒に経営をやる気持ちがおきるか」です。適性を認めた人について
はゼネラルマネジャーへ昇格させ、特定部門について（セールスマネジャーならセールス部
門）の経営戦略の一部を担当するようにします。そのうえで、徐々にその戦略立案範囲を広
げていくようにします。



・セールスパーソンは利益貢献は今期と未来に分ける。
・今期の貢献度は予算がそのベース
・未来への貢献度はプロセスと能力がベース

トータルセオリー

第7章 セールス評価第７章 セールス評価



セオリー44

セールスイメージ

ワンポイントアドバイス： アンフェアな企業

評価は給与分配のため
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給
与

・利益が出なくなると時間的貢献のウェイトを下げ、利益貢献のウェイトを上げる
⇒給与はもちろん下がる
・給与分配の基準が経営者の一存で決まる
⇒お手盛り給与
・チームへの貢献度が考慮されない
⇒個人プレイに走る

セオリー44 評価は給与配分のため



本章ではセールスパーソン（セオリー43～48）およびセールススタッフ（セオリー49）、セー
ルスマネジャー（セオリー50）の評価について考えます。
セールスパーソンを評価する最大の目的は給与分配です。本セオリーではこの理論的
バックボーンについて整理していきます。
現代の多くの企業は給与分配をラッカープランにもとづいて行っています。ラッカープラン
とは従業員の給与総額を、付加価値（売上などの収益から給与以外の費用を引いたもの。
すなわち給与総額＋利益）の一定比率にしておくというものです。

給与総額
付加価値 ＝

給与総額
給与総額＋利益 ＝ｋ（一定）

この式を給与総額について整理すると次のようになります。

給与総額＝利益×
１－ｋ

ｋ
（一定）



つまりラッカープランを用いるということは、利益の一定割合を給与総額とすることと同じで
あり、利益が上がれば皆の給与が増えるというものです。そして利益が上がることで株主、
企業自身、社会（税金は利益の一定割合）がすべて幸せになれることになり、そのベクトル
が一致します。
この給与総額は各職種（セールスパーソン、経理担当、仕入担当、マネジャー…）に分配さ
れ、セールスパーソン全体の給与総額が決定します。セールスパーソンの給与総額はさらに
各セールスパーソンに分配されます。これはもうけ（付加価値）の分配ですので公平さがす
べてです。つまりこの分配を議論するときは「どちらが公平か」ということを話し合うべきです。
公平のもっとも簡単な方法は人数で割ってしまうことですが（これを職務給という。ついてい
る仕事で決める）、それでは企業というチームに貢献しても、しなくても同じで、「不公平」です。
そこで企業への各人の貢献度について加味することが必要になります。企業への各人の貢
献度は次の２つに分けることができます。



(1)時間的貢献
「働いたか、働いていないか」という「時間」を、評価の「ものさし」とするもので、企業の付
加価値はこの時間の積み重ねとして生まれると考えるものです。さらに今期の付加価値は
今期働いた結果だけでなく、企業で働いた過去の先人たちが作ったシステム、ノウハウ、ブ
ランドなどの貢献の積み重ねと考えます。今期の時間的貢献のベースは当然「労働時間」
であり、時間給といわれます。一方、過去の時間的貢献が年功給とよばれるものです。こ
れらの給与について評価は不要です（時間を測るだけです）。
(2)利益貢献
給与総額が利益の一定比率で決まるとすれば、時間以外の面で、利益に貢献した人ほ
ど給与が高い（同じ時間働いても給与が高い）というのは納得できる所です。しかし今期の
利益貢献ばかりに着目すると、セールスパーソンは短期的利益に走り、場合によっては顧
客に迷惑をかけ、将来的には自社に不利益をもたらすこともあるといえます。そのため次
の２つに分けて考えます。
①今期の利益貢献
今期の利益に対する貢献度を次の３つに分けて考えます。
・個人業績
セールスパーソン個人の業績によって、その貢献度を測るものです。個人業績は次のよ
うな形で生まれると考えられます。

個人業績＝
仕事の難易度

セールスパワー



セオリー42で述べたようにセールスの仕事には難易度があり、もっとも難しい仕事がマ
ジョリティからロイヤルカスタマーのGETです。しかしここから生まれる売上・利益は、もとも
とロイヤルカスタマーである顧客から生まれた売上・利益よりも小さく出ることが多く、この
顧客の売上・利益が拡大した頃にはその顧客をそのセールスパーソンが担当していない
ことも多いといえます。つまり業績という結果だけでの判断では不公平であり、仕事の難易
度を加味して評価すべきです。いい方を変えれば上記の式のセールスパワーを今期の利
益貢献度としなければ不公平です。そのためには難易度を「評価」しなくてはなりません。
これについてはセオリー45で述べます。
この難易度を加味して考えられたのが予算という制度であり、難易度を加味した「達成す
べき業績」、つまり目標への達成度で今期の利益貢献を見ようというものです。予算につ
いてはセオリー46で述べます。
・チーム業績
セールスパーソンがチームとして活動している限り、チーム業績も個人の給与に考慮す
る必要があります。これも難易度を考慮したチーム予算の達成度で見ます。プロ野球でい
えば個人が同じ成績でも、チームの順位で給与が変わるというものです。
・チームへの貢献
チーム業績はチーム全体の「結果」ですが、これに個人が「個人業績以外」で、どれ位貢
献したかを見ないとチームワークは保てませんし、不公平です。この評価はチームリー
ダーであるマネジャーの仕事であり、これについてはセオリー47で述べます。



②未来への利益貢献
未来への利益貢献の評価にはさまざまな議論がありました。しかしセールスパーソンにつ
いて、これらのことをまじめに考えた多くの企業が出した結論は同じでした。それは「セール
スプロセスを評価すること」と「セールスパーソンの能力を評価して、それを加味する」という
ものです。これについては前者はセオリー47で、後者はセオリー48で述べます。



セオリー45

セールスイメージ

ワンポイントアドバイス： 難易度・期待度の分類基準
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セオリー45 時間・顧客・商品で難易度・期待度をつける



セールスパーソンがその評価に不公平さを感じるのは、結果として良い業績、良い評価の
出たセールスパーソンに対して「ついてるなぁ、良い客を引き継いでいるなぁ。私だってその
客を担当すれば良い成績が出たのに…」と思う時です。そうなると皆が「良い客」をとり合い、
弱肉強食の世界となり、声の小さいまじめなセールスパーソンはいつも「悪い客」を担当させ
られてしまいます。そして「悪い客」が「良い客」に変わりそうになると、「声の大きい人」に、あ
るいは「ついている人」に顧客担当の変更という形で、その「良い客」をとられてしまいます。
セオリー44で述べたようにセールスパーソンの業績評価に仕事の難易度を考慮しないと不
公平です。
またセールスパーソンに業績主義を徹底しすぎると、どうしても「今すぐ成績の出る難易度
の低い顧客」を狙い、場合によってはそこから売上・利益を取りすぎてしまいます（これをや
りすぎると「ボッタクリ」とよばれます）。そしていつの日かこの顧客がこの「ボッタクリ」に気づ
き、その関係は破たんしてしまいます。だからといって難易度ばかりを評価しすぎると、今度
はセールスパーソンが難しい仕事ばかりやって、業績への意識が薄れ、結果として業績が
出なくてもそれを難易度のせいにし、言い訳をするようになり、結果的には難易度のついて
の不公平感を持ってしまいます。



そう考えると難易度は企業が判定し、そのうえで特定の仕事に対する期待度として提示す
べきといえます。つまり同じ業績でも自社としての期待度の高い業績については、良い業
績と評価するというものです。業績は売上・利益などで「いくつ」という数字ではっきり出ます
が、難易度（期待度）はこれに「いつ売ったか」「どこに売ったか」「何を売ったか」などの定
性的な要素を加えることといえます。
「いつ売ったか」は企業として業績が欲しい時期（受注製造業であれば工場の手の空いて
いる時）を明示し、この時期の業績には成績が上乗せされる（つまりプレミアムをつける）仕
組にすればOKです。残りの「どこへ売ったか」（顧客）、「何を売ったか」（商品）について考
えてみましょう。
①顧客の難易度
顧客によって難易度・期待度を変えるには２つの要素で考えます。
(ⅰ)競合度・伸びによる分け方
その顧客の競合度（売っている商品によって測り方が違うが、「ライバルと競っているか」
という意味）と伸び率（対前期、対前年同月などで、前期などと比較して伸びたか、減った
か）によってセールスイメージのような４つの客に分けます。ここから先はその企業によって
やや異なりますが、一般には同じ業績を出しても、競合客（競争が激しいのに売上を伸ばし
た）、成長客（来期以降成長が期待できる）、他社客、安定客の順にその業績評価を上げる
ものです。



(ⅱ)顧客のランク
(ⅰ)の要素にマーケティング戦略からロイヤルカスタマー、マジョリティ、ゲストの要素を加
味するものです。何度も述べたように、マジョリティからロイヤルカスタマーへのランキング
アップという難易度・貢献度が高い業績には、プレミアムをつけるといったものです。
②商品の期待度
商品については難易度というよりも期待度といった方が適切かもしれません。例えば戦略
商品を売ったり、在庫過多で困っている商品を売ってくれたセールスパーソンには、その成
績にプレミアムをつけるというものです。
多くの企業ではこの戦略商品の期待度に、有名な商品ポートフォリオ分析であるPPM
（Product Portfolio Management）を用いています。PPMでは市場成長率と自社シェアで自
社の商品をスター、金のなる木、問題児、負け犬の４つに分け、それぞれセールスイメージ
のような戦略を進めていくというものです。ここから先は企業によって異なりますが、当期の
マーケティング戦略の中心が問題児のシェアアップであれば、この商品を売るとプレミアが
つくというような形です。



セオリー46

セールスイメージ

ワンポイントアドバイス： 予算の見方

予算調整はセールスマネジャーのメイン業務

セールスサイド経営サイドその他部門

プロモーション予算決定・配賦

価格戦略決定

ｾｰﾙｽﾊﾟｰｿﾝ個人の
売上目標設定

チーム別目標設定

チーム予算決定

ｾｰﾙｽﾊﾟｰｿﾝ個人予算決定

目標利益設定

経費予測

限界利益率設定

全社目標売上

チーム別売上目標配賦

経費予算決定・配賦

仕入・製造など
原価予算作成

入金予算作成

予算調整

・経営サイドから見ると目標を経営資源（ヒトなど）の量によって、チームに配賦すること。
・セールスサイドから見ると期初に経営者に自分の立てた目標を約束すること。
・スタッフから見るとセールスサイドを支援するためにかかるコストの上限となる。
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仕入・製造など
原価予算作成

入金予算作成
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セオリー46 予算調整はセールスマネジャーのメイン業務



予算（budget）とは予め計算するという意味です。予算はノルマや単純な希望的目標、努力
目標とは異なり、経営システムの根幹をなすものといえます。これをノルマと考えた企業で
は「上からの押しつけ」という意識がセールスパーソンに働き、ストレスを与えるだけでなく、
無理なプッシュセールスに走り、結果的に顧客に迷惑をかけることが多いといえます。経営
者だけでなく、セールスパーソン、セールスマネジャーはこの仕組を理解しておく必要があり
ます。
予算にはセールスから見ると次のようなねらいがあります。
・経営目標とセールス現場の目標を一致させる
⇒各セールスパーソンが自分で予測して、自分の立てた目標を達成すれば、企業として

の目標も達成される。
・各セールスパーソン、セールスマネジャーに「公平」な目標を作る
⇒セオリー44で述べたように、各人、各チームの業績に、難易度をシステマチックに、そ

して全員が納得のうえ加味する。
この2つのねらいを実現する時、１つ大きな問題があります。それは経営目標は利益であ
り、この利益を各セールスパーソンに公平に分配することが非常に困難なことです。そこで
一般に経営目標は利益とし、現場目標を売上として、それをシステマチックに関連づけるこ
とが必要となります。これを実現するために考えられた概念が次に述べる限界利益というも
のです。



①限界利益の考え方
限界利益の「限界」（marginal）とは、「1単位増える」という意味です。ある企業で80円で商

品を買って、100円で売っている時、「1個売上が増えると20円」もうかります。この20円が限
界利益です。この企業で100万円の経費（固定費という表現をする。売上が変化しても変わ
らない費用という意味）が発生しているなら、100万円÷20円＝５万個売れば、収支はトント
ンとなります。そして101個売ると20円、102個売ると40円の利益が生まれます。したがって20
万円の目標利益を出すには、5万個に加えて、20万円÷20円＝1万個売れば良く、目標売上
個数は6万個となります。
この企業では1個売ると0.2円の利益（これを限界利益率といいます）が出ます。収支トント

ンの売上は100万円÷0.2円＝500万円、目標利益20万円ではさらに20万円÷0.2円＝100万
円、トータル600万円の売上が必要です。
つまり目標売上は次のような式で計算されます。
「目標利益に達する売上」（目標売上）＝（経費＋目標利益）÷限界利益率
詳しくは拙著「計数分析のセオリー」を参照して下さい。



②予算化のステップ
(ⅰ)経営サイド
限界利益の考え方を採用して、セールスイメージのようなステップで、予算は作成されてい
きます。まず経営サイドで、当期に必要な目標利益を設定します。次に当期の経費（従業員
給与、販売経費…）および、限界利益率を予測します。限界利益率は商品の販売価格と原
価（仕入原価、製造原価）によって決まります。原価を予測して価格を決定すれば限界利益
率は決まります。
ここで（経費＋目標利益）を限界利益率で割ると目標売上が出ます。こうして目標利益が
目標売上に変わります。次にこの会社の目標売上を何らかの基準でセールスチーム（課、
部、支店など）に配賦（つまり分配）します。配賦基準として一般に考えられるのが、各チー
ムのセールスパーソンの人数です。
(ⅱ)セールス以外の部門
予測した経費をベースとして各部門の経費予算が、限界利益率をベースとして仕入または
製造の原価予算が、目標売上から入金予算が決定します。
(ⅲ)セールスサイド
セールスサイドではまず経営サイドの経費予測から、プロモーション予算（広告、販売促進
など）の総額が決まり、これを顧客別、商品別などに配賦します。この時セオリー45の難易
度・期待度が考慮されます。



次に経営サイドの限界利益率をベースに価格戦略を立てます。経営サイドの示した限界利
益率になるように商品ごとの価格などをシミュレーションします。
このプロモーション予算、価格戦略をベースとしてセールスパーソン個人が、顧客別（顧客
別組織の場合。商品別組織なら商品別に）、月別くらい（場合によっては注文別など）に売上
目標を作ります。そのうえでこれを積み上げて、チームの売上目標を作ります。
(ⅳ)予算調整
このチームの売上目標と、経営サイドから出たチーム別の売上目標配賦額が一致するよう
調整します。具体的にはセールスパーソンのチーム異動、プロモーション予算の配賦変更、
場合によってはプロモーション予算（つまり経費予測）、価格戦略（つまり限界利益率）の見直
しなどを行い、この2つを一致させていきます。この際セールスマネジャーは個別セールス
パーソンの売上目標の調整も担当します。
この全社予算、チーム予算、個人予算のすりあわせを行う仕事を予算調整といい、経営者
とチームのセールスマネジャーが行うことになります。セールスマネジャーにとっては予算調
整はセオリー４で述べたPDSのPLANの部分にあたり、そのメイン業務ともいえます。



この形で行った場合にはチーム予算も売上となり、限界利益率を予算期間中に変動させる
ことはできなくなります。つまりセールスマネジャーから見ると価格は固定となり、価格を変更
するにはゼネラルマネジャーまたは経営者の決裁が必要となります。これでは柔軟な価格戦
略がとれないため、チームを階層化して、上位チーム（支店など）の予算は限界利益をその
まま使うという企業も増えています。この時この上位チームはSBU（Strategic Business Unit）
などとよばれます。この場合、価格決裁はSBUのゼネラルマネジャーが行います。さらにゼ
ネラルマネジャーに目標利益自体を持たせるとミニカンパニーなどとよばれ、経費自体の責
任もここで負うことになります。
これらを整理するとセオリー34で述べた意思決定ルールとなります。



セオリー47

セールスイメージ

ワンポイントアドバイス： セールスプロセスを評価する意味

セールスプロセスを評価する

（セールスモデル） （評価対象） （評価基準）

ターゲットモデル

アプローチモデル

インタビューモデル

ソリューション＆プレ
ゼンテーションモデル

クロージングモデル

フォローモデル

顧客データベース

プロモーション結果

インタビュー結果

提案書

リスク分析結果

ロイヤルカスタマー KEEP度

CHANGE度

妥当性

わかりやすさ

ニーズ適合度

競合力

品質＆生産性

有用度／コスト

入力したデータ

分析方法

データベース項目

・業績評価だけでは不公平
⇒業績はプロセスの積み重ね
⇒業績は外部要因が大きすぎる
・業績は改善できない
⇒プロセスを評価すればプロセスを改善できる
・セールスプロセスを分担することも多い
⇒クロージング担当だけが脚光あびてしまうことを避ける
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セオリー44で述べたチームへの貢献度は2つのことを見る必要があります。１つは直接的
な貢献であり、他のセールスパーソンが担当している仕事についてサポートしたものです。
例えば自分の担当している顧客が商品をどのように使用しているかを、担当外の顧客にプ
レゼンテーションするといったことです。これについては目標管理の一貫として評価を行いま
す。期初にサポート計画を立て、セールスマネジャー（他のセールスパーソンではなく）に約
束します。このサポートした業務が生んだ業績について、サポートした人の業績としても認め、
業績給に反映します。期初にセールスマネジャーと約束しておかないと、チームとしては協
力して仕事をやった方が良いのに、サポートするセールスパーソンはボランティア（自分の
評価に無関係）となり、自ずと自業務優先となってしまいます。チームとして業績を生むよう
に考えるのがセールスマネジャーであり、マネジメントという仕事の意味です。



2つ目は間接的な貢献であり、今期に特定のセールスパーソンのやった仕事が、当該企業
の未来の利益に貢献するというものです。これはセールスモデルの各プロセスについて生
まれる成果物を、個人の所有から企業としての所有に変換し（これによって企業全体の未来
の利益に貢献する）、その仕事を行ったセールスパーソンを評価するということです。
このプロセス評価においては各セールスモデルで生まれ、企業所有となって皆が使えるよ
うになった成果物をセールスマネジャーが評価し、セールスパーソンの業績給（成果物を入
れた業績）、および能力給（貢献する成果物を作る能力）に反映させます。
各セールスモデルにおける成果物としての評価方法を考えてみます。



①ターゲットモデル
ここでもっとも大切な評価対象となる成果物は顧客データベースです。これには2つの意味
があります。1つは「設計」です。つまりどんな顧客データベース項目にすべきか、どんな分
析をすべきか（分析した結果ではなく）ということを検討し、試行錯誤した結果としてのナレッ
ジの貢献度を評価します。2つ目は他の業務の一貫としてはコンピュータに入力されない項
目（顧客ID、自社商品購買データなどは他の業務で必要であり、入力される）を、セールス
パーソン自身が別途入力したデータについてです。例えばセールス訪問時における顧客の
反応、目で見た耳で聞いた他社商品購買の状況といったことです。このデータ入力という
「仕事」はそのセールスパーソン自身の業績よりも他のメンバーの、そして未来の企業業績
に役立つといえます。この貢献度はセールスマネジャーが「仕事の出来具合」、つまり｢デー
タの役立ち度」で評価します。決して「きちんと入力した」（入力したデータは役立たないゴミ
かもしれません）「一生懸命やった」ではなく、データの役立ち度、つまり企業貢献度を見ま
す。
②アプローチモデル
アプローチにおける評価基準はセオリー9で述べたとおり、認知度・発見度という「有用度」
と「コスト」の比（有用度／コスト）です。アプローチために行ったプロモーションというセール
スパーソンの仕事を、この基準にもとづいて評価します。プロモーションの有用度／コストの
評価結果は、次のプロモーションを打つ時に役立ちます。



③インタビューモデル
インタビューという仕事の評価基準はセオリー10で述べたとおり、品質と生産性であり、こ
れを評価します。この評価はチーム・企業の明日のインタビューの品質、生産性を上げるこ
とに役立ちます。
④ソリューションモデル＆プレゼンテーションモデル
ソリューションモデルおよびプレゼンテーションモデルでは、最終的成果物となる提案書を
評価します。提案書の評価基準は次の3点です。
・わかりやすさ（提案書の内容が顧客に伝わったか）
・商品のニーズ適合度（ニーズをソリューションする商品であったか）
・競合度（提案した商品のライバルの商品に対する競合力）
これらの評価はセールスマネジャー自身では難しいので、顧客にも協力してもらいます。
受注できた場合は顧客も協力してくれますが、失注した場合は難しいといえます。しかし多
くの場合無料で提案書を作ったのですから、これくらいは顧客に協力してもらいましょう。顧
客にとっても意思決定理由を残せるというメリットがあることをセールスマネジャーは主張し
ましょう。
この提案書を評価するということは明日の提案書の競合力を高めるだけでなく、「提案書
が評価される」ということが企業内に浸透することで、公平感（たまたま競合がいなくてとれ
た業績と、激しい競合の中でがんばった業績に評価の違いがある）を生み、良い提案書を
作るという風土が生まれ、セールスパーソンの提案能力が向上します。提案力が高いとい
われる企業は、必ずといっていいほど売上などの業績だけでなく、提案書を評価しています。



⑤クロージング
クロージングモデルも「クロージングした、しない」という結果だけでなく、リスク分析の妥

当性を評価します。この妥当性を評価するにはリスク分析の結果（実際にリスクは起きたか、
対策は効いたか）を見る必要があり、これによって企業全体のリスク分析能力が向上します。
⑥フォローモデル
セオリー17で述べたKEEPについては、ロイヤルカスタマーからはずれた顧客が対象です。

この評価を行うことでセールスマネジャーはKEEPできなかったロイヤルカスタマーを見つけ
ることができ、リカバリー策を考えることができます。CHANGEについてはロイヤルカスタ
マーに変わった顧客が対象です。これもなぜ変わったかを分析することができます。
このプロセス評価はセールスマネジャーが次のセールス計画を立てる時に、その成果物を
使うことで、ある程度の結果が予測できることになり、マネジメントの生産性を上げることにも
なります。
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能力評価は公平、公開、明確

ワンポイントアドバイス： 良い評価方法を考える

・評価のうまい評価者は作らない
⇒評価者によって評価結果がちがうことになる

・誰がやっても｢なるべく」同じになるように、ものさし、方法を考える
⇒評価者が不安なら評価者を複数にする
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セールスパーソンの能力評価は、次のように進めていきます。
①能力定義
能力評価のキーワードは公平、明確、公開の３つです。能力評価の問題点は能力という
｢目に見えないもの｣を人間が評価するということです。AさんとBさんの間に差をつければ、
評価の低い方の人は不公平感を持つかもしれません。評価者はそれを恐れて、AさんとBさ
んを同じ評価としてしまうという現象が生まれます。しかしそれではセールスマネジャーは評
価するという自分の仕事を怠っているのと同じです。そこで差をつけるにはつけるが、その
評価結果を本人に伝えず、秘密としたがります。しかしこれによって逆にAさんBさんの両者
に不公平感が起こる可能性を生みます。｢私は正当に評価されているのだろうか｣という疑
問です。
評価はものさし(評価基準)、評価方法、評価結果の３つから成り立っています。上記のよう
な状況を解決する第一歩は、ものさしを｢明確｣にして、｢公開｣することです。評価者にものさ
しを公開することには抵抗感がないでしょうし、もし評価をされる側がものさしが｢不公平｣と
いうなら、話し合えばすみます（しかしものさしが不公平だというクレームが出た企業は聞い
たことがありません）。このものさしによって｢公平｣を担保します。



能力評価のものさしは、例えばセールスイメージのような職種ごとに能力ランキングし、当
該ランクにおけるいくつかの業務の実施レベルを定義することで示します。表のA～Dは次の
ような意味です。
A：当該業務についてマネジメントができる
B：当該業務について人に教えられる。マニュアルが開発できる。
C：当該業務について一人でできる。
D：当該業務について指導のもとで実施できる。
このランクのどこに該当するかで能力を評価します。
セールスパーソンについてはセオリー39にあるキャリアプランに基づいてセールスパーソン、
トップセールス、スペシャルセールス、セールスマネジャーといったキャリアごとに2～5ランク
でするのが一般的です。業務区分についてはセールスモデルをベースとして、もう少し詳しく
しても構いません。例えばターゲットモデルの業務をデータベース設計、データベース入力、
データ分析に分けるといったことです。
②能力評価
この能力定義をものさしとして評価するのですが、評価対象は「能力」を直接見るわけには
行かないので、各業務ごとにその仕事の結果を見ることになります。各項目はセオリー47で
述べた各プロセスの結果を使うのですが、ここでは他への貢献、共有ではなく、自分自身の
業務としてみます。成果物を見て、「本来その人が持っている能力」の他に顕在度を考慮しま
す。「この人の能力からいってもう少し結果が出るはずだから顕在度が低い」というものです。
これはセールスマネジャーの「目」で見るしかありません。



③評価結果の活用
評価結果の「能力」については能力給として反映させます。能力給の考え方は「能力が発
揮できるかどうか」（顕在度）は本人だけでなく、マネジメントと企業にも責任があると考える
もので、業績給（能力の発揮できた結果）にあわせて支払われるのが普通です。その意味で
「能力」の評価結果は公開せざるを得ません。プロ野球の年俸でいう将来への期待料にあ
たります。
「能力」はキャリアアップにも使われます。次のキャリア・ランクはどんな能力が求められて
いるのか、そして自分はどの能力が欠けているのかを認識します。そしてこの能力を高める
ための教育テーマを上司とともに作ります。この意味でも評価結果は公開しないと使えませ
ん。
顕在度評価の結果はそれが低い原因を分析をします。その原因分析はセールスマネ
ジャーまたは人事部でのカウンセリングにて行います。そのうえで必要であれば担当変更、
チーム変更などのローテーションを行います。



セオリー49

セールスイメージ

セールススタッフの上司はセールスマネジャーではない

ワンポイントアドバイス： セールススタッフの評価基準のバランス

・「年功給」の比を高めると定着率は上がり、サービスの生産性は上がる
⇒セールスパーソン、セールスマネジャーへサービスするという意識が減る

・「チーム予算達成度」の比を高めると、チームワークが高まる
⇒セールススタッフ自らの能力アップの意識が減る

・「チームへの貢献」の比を高めるとセールスチームが動きやすくなる
⇒セールススタッフの雑用が多くなる

・「スタッフ能力」の比を高めると、サービスレベルが上がる。
⇒スタッフマネジャー評価の公平さが問題になる。
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本セオリーではセールススタッフの評価について考えます。
①セールススタッフの組織における位置づけ
セールススタッフはセオリー３２で述べたようにセールスマネジャー、セールスパーソンの

サポートがミッションであり、所属するセールスチームの特定機能を支援する人といえます。
そういう意味でセオリー39のキャリアプランで述べたスペシャルセールスもセールススタッフ
としての機能を持っています。セールススタッフはセールスチームに「サポート」というサービ
スを提供する「サービス業」と考えられます。
セールススタッフも企業の一員ですので、この人をマネジメントする人が必要となります。こ
れがスタッフマネジャーです。スタッフマネジャーはセールススタッフが機能別（例えば事務
処理担当、情報システム担当、…）と分かれていて、セールスチームが複数あるなら（つまり
同一機能を持ったスタッフが複数いるなら）機能別に必要となります。機能分化されていな
いのであれば、スタッフマネジャーは１人（ゼネラルマネジャーが兼務することもある）となり
ます。セールススタッフにとって上司（あまり好きな言葉ではありませんが、その人に仕事を
指示し、マネジメントする人）はスタッフマネジャーであり、セールスマネジャーはサービスす
る顧客の１人といえます。この組織における関係がセールススタッフ評価を考えるうえでの
原点です。



②セールススタッフ評価
セオリー44のセールスイメージを見てください。セールススタッフ評価においても、時間的
貢献はこのセールスパーソンと同じく時間給、年功給に反映されます。セールスパーソンと
違うのは、セールススタッフは能力に対する経験の依存度が高いので、評価を「公平」に行
う意味で、年功給の比率を高めているのが一般的です。
一方利益貢献はやはり今期と未来に分けて考えます。さらに今期の利益貢献は2つに分
けます。1つはチーム業績であり、セールスパーソン同様にチーム予算の達成度で評価され
ます。「チームの業績が上がるために」セールスパーソン、セールスマネジャーをサポートし
たのですから、チーム業績に対して評価を受けるのは当然ですし、これによってセールスス
タッフにセールスチームの一員としての意識が生まれます。これを評価しないとセールスス
タッフはアルバイトのように「言われたことだけをやる」ようになり、またその仕事をやる順番
も言われた順となり、チームにとってはプライオリティが高いものでも後回しになってしまいま
す。これをセールスマネジャーがチェックすると、その負荷が大きく、マネジメントの生産性を
低下させてしまいます。



2つ目は本人のチームへの貢献度です。つまりチーム業績にセールススタッフがどれくらい
寄与したかというものです。これは顧客としているセールスパーソン、セールスマネジャーに
評価してもらうのが妥当でしょう。しかし手間がかかりすぎるので、一般的にはサービスを受
ける顧客側を代表として、セールスマネジャーに評価してもらうことが多いといえます。
セールススタッフも未来への利益貢献として能力評価を受けるべきといえます。したがって
セールスパーソン同様に能力定義が必要となります。そして能力と顕在度を評価され、その
結果はセールスパーソン同様に能力給、キャリアアップ（スタッフマネジャーへ、スペシャル
セールスへ…）、教育テーマ、カウンセリング、ローテーションなどに使われます。能力評価
の実施者は当然のことながら、その上司であるスタッフマネジャーです。
セールススタッフというのは「誰のために」「何のために」「誰の指示のもとに」働いているの
かわからないという声をよく聞きます。それはセールススタッフの意識が低いからではなく、
システムの問題です。こうした能力定義、評価方法、評価者というシステムを徹底することで、
スタッフマネジャーのマネジメントのもとに、各セールスチームの業績アップのために、セー
ルスパーソン、セールスマネジャーをサポートするということがはっきりし、仕事への意識も
高まります。



セオリー50

セールスイメージ

ワンポイントアドバイス： 評価とは「価値を算定する」という意味
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ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ能力

計画 実行 評価

・人事考課ではない
⇒考課とは「成績を考えて優劣を決める」こと。順位をつけるものではない
・査定ではない
⇒査定とは「調べて決める」こと。上司が部下の仕事を調べて、その成績を決めることではない
・ヒトの評価ではない
⇒ヒトを評価するのではなく業績、能力の「価値を算定する」こと

セールスマネジャー評価は業績、企業貢献度、マネジメント能力
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最後にセールスマネジャーの評価について考えてみましょう。
セールスマネジャーの評価も時間的貢献、利益貢献の2つに分けて考えます。セールスパー
ソンに比べ時間的貢献の比は小さくなるのが普通です。これを完全になくしてしまうと「成果
主義」などといわれます。多くの企業では時間給をなくし、年功給は残しています。いづれに
しても時間的貢献は補充的要素であり、主役は利益貢献です。利益貢献は次の2つに分か
れます。



(1)今期の利益貢献
これは3つに分かれます。
①チーム業績
セールスマネジャーの成績はチーム業績であり、これは予算達成度で評価されます。
セールスマネジャーにとって、この予算を用いた評価は次のような意味があります。
・能力の高いセールスパーソンをチームメンバーにすれば、業績が上がるのは当然であり、
業績を直接評価しては不公平。評価は「チームのセールスパーソン能力に合った業績」とい
う予算の達成度で見るべき。
・予算額を決める工程にもセールスマネジャーは参加しており、現代のマネジャーに必要な
予測する力を測ることができる。そう考えると予算に対し100％達成が満点で、105％の達成
は５％分マイナス評価といえる（詳細は拙著「計数分析のセオリー」を参照して下さい）。
②全社業績
セールスパーソンがセールスチームの一員であるのと同様に、セールスマネジャーはいっ
てみれば経営チームの一員であり、全社業績に対する評価も受けます。これは全社予算の
達成度で評価されます。
③他チームへの貢献
セールスパーソンがチームへの貢献度を評価されるのと同様に、他チームへの貢献度も
評価されます。この評価はゼネラルマネジャー、経営者が行います。この②、③によって
セールスチーム同士のコンフリクトを解消し、皆で全社業績を上げようという「ムード」が高ま
ります。



(2)未来への利益貢献
未来の利益貢献はマネジャーですので、そのマネジメント能力で評価します。マネジメント
は計画（PLAN）、実行（DO）、評価（SEE）のサイクルであり各フェーズごとに評価します。
①計画
経営者の戦略にもとづいて、チーム計画を立てることがセールスマネジャーの第一の仕事
です。セオリー35で述べたようにこの計画が承認されることで、マネジャーとしての権限が生
まれます。この計画という仕事に対する能力は、戦略をどれ位理解して、戦略に則った計画
を作る力があるかを、その計画を承認するゼネラルマネジャーが評価します。
②実行
実行段階ではセールスマネジャーはセールススタッフ同様にセールスパーソンに対して
サービスを行うと考えられます。サービスの柱は2つあり、1つはセオリー35で述べた情報提
供であり、もう１つはセオリー6で述べたチームのムードです。この2つのサービスによって
セールスパーソンが合理的、効果的にセールス活動を行う環境を作ります。この仕事の評価
対象はサービスレベルであり、サービスを受けるセールスパーソンが評価します。「部下が
上司を評価する」と考えず、「サービスを受ける人」が「サービスする人」でなく、「サービス自
身」を評価すると考えれば、受け入れられると思います。



③評価
セールスマネジャーにとってセールスパーソンの評価というのは大切な仕事です。この仕
事の評価はゼネラルマネジャーが「各評価の妥当性」を評価するという形をとります。これを
担保するためにゼネラルマネジャー、場合によっては経営者もセールスパーソンの評価（特
に能力評価）を行う必要があります。
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