
 

上司のフィードバックを
「1日後→数分」に変える

面倒見のよい上司になりたいのだが部下の負担は増すばかり

日報の品質がよくない。
基本的な項目抜け、言い訳に終始

毎夜メンバーと案件の確認

チーム全員の残業が増える

課題　コミュニケーションの罠
……………………………………
　チームのメンバーを育成するため

に「一人ひとりとのコミュニケー

ションが大切」と考えるリーダーは

少なくないだろう。実際に、メンバー

からの報告に応じたり、メールなど

を使って指示をしている人もいるに

違いない。だが、その成果がなかな

か出ないのが実情のようだ。

……………………………………
法人向けＩＴソリューションを

販売しているＡ社営業部の荒川マ
ネージャー（仮名）は悩んでいた。
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取ろうとしているのだが、それがな
かなか簡単ではない。

理由の一つは、メンバーが書いて
くる日報の品質がよくないことだ。

「いつ、誰に、何を」提案したといっ
た基本的な項目が抜けているだけで

自分が営業マンとして走り回ってい
たときに、日報を出しても見てくれ
ず、見てもアドバイスをくれない上
司がいた。自分がマネージャーに
なった今、そうはなるまいと、メン
バーと緊密にコミュニケーションを

ソフトブレーンの
ノウハウを公開

営業マネージャーなどチームリーダーにとって、メンバーのモチベーションアップは
チームの業績に直結するだけでなく、自身の評価を左右する重要なテーマの一つだ。
だが、多忙な中で、部下の日報やメールなどのすべてに目を通す時間がないのも事
実。最近になって、これらの課題解決を目指し、コミュニケーションを活性化し、モチ
ベーションアップにもつながる便利なツールも登場している。ここでは、Ａ社営業部の
架空のケーススタディから、成功するモチベーションアップ改革を検証してみたい。
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若手社員のモチベーションがアップ

営業チーム改革を
成功に導いた
仕組みとは

営業チーム改革を
成功に導いた
仕組みとは



無駄な
情報共有会議をなくし
他部門との連携が
スムーズに

なく、できなかった言い訳に終始し
ているものが多い。このため、毎日
のように夜になってからメンバーを
デスクに呼び、1 件 1 件、確認する
必要があり、チーム全員の残業が増
える要因になっていた。

紙や表計算ソフトの日報をやめ、
社内ＳＮＳを導入しようという声も
あったが、他社の例を聞くと、「投
稿者がいつも同じ」「何を書いてよ
いかわからない」などの理由で活用
できているところは少なく、断念し
た経緯もある。

悩んでいた荒川マネージャーはあ
る日、大学時代の友人から便利な最
新のツールについての話を聞いた。
営業課題を解決するためのサービス
を提供するソフトブレーンが、営業
の効率化を支援するサービスパッ
ケージ（SFA/CRM）「e セールスマ
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を活発に」という指示が本部長から

与えられた。そのために定例会議な

どを実施したものの、時間がかかる

わりには効果に疑問があった。とこ

ろが「タイムライン」なら、関係部

門に瞬時に情報が共有される。部門

間の垣根を越えて、過去の事例のア

ドバイスをもらったり、スケジュー

ル調整をしたりすることも容易だ。

……………………………………
　荒川マネージャーの勤めるＡ社で
は、毎週月曜日の朝に、開発部門と
の合同ミーティングを行っている。
営業部門から、受注の見込みなどに
ついて発表し、開発部門からはカス
タマイズほかの進捗について報告が
あるのだが、双方が「必要のない無
駄な情報が多い」と不満を漏らして
いた。
　開発部門からは「見込みの薄い“読
み”ではなく、確実に受注になる案
件の情報がほしい」、営業部門から
は「参考になる導入事例や成功事例
があれば教えてほしい」と要望する
ものの、実際にこれらの情報共有が
進むことはなかった。むしろ、案件
が発生するごとに「もっと早く言っ
てくれれば対応もできたのに」と言
い合うばかりだったのである。
　そこで荒川マネージャーは、営業
部門で活用して成果のあった「タイ
ムライン」を開発部門でも活用して
もらうことにした。
　「タイムライン」が一般的なＳＮ
Ｓと大きく異なるのは、前述したよ
うに、文章で投稿するのではなく、
あらかじめ設定された案件名やプロ
セスを選択し、事実情報を登録する
ことで報告ができるようになってい
ることだ。このため、入力者に左右

ネージャー Remix Cloud」に搭載さ
れた「タイムライン機能」である。
「タイムライン」は、ユーザーが

注視したい案件、企業、個人（顧客・
部下）を設定することによって、そ
れにかかわる活動報告やスケジュー
ル登録などに変更があった場合に、
自動でその内容が画面上に投稿され
るというもの。必要な情報がリアル
タイムで得られるため、荒川マネー
ジャーのようなチームリーダーや管
理職は、メンバーが日報を提出する
のを待たずに、移動中などの隙間時
間を利用して活動進捗情報をリアル
タイムに把握することができる。

さらに特徴的なのは、「タイムラ
イン」なら、その進捗に対し、指示

（コメント）を返信するか、「みた
よ！」ボタン（既読通知）を押すこ
とにより部下とのコミュニケーショ
ンを簡易かつ迅速に行うことができ
ることだ。

実際に荒川マネージャーが導入
してみたところ、これまでは指示を
出すには、荒川マネージャーとメン
バーがともに帰社する時間まで、と
きには翌日になっていたところだ
が、それが活動報告後数分でできる
ようになった。

……………………………………
　「他部門とのコミュニケーション



 

「見たくなる」
「返信したくなる」
独自の仕組み

お互いを理解し合うはずが溝は深まるばかりで雰囲気も険悪に

開発部門との定例ミーティングを実施するも……

「必要のない無駄な情報が多い」
と双方が不満タラタラ

情報共有が進まず
「もっと早く言ってくれれば」と言い合うばかり

課題　「他部門との連携」という呪縛

されず、知りたい情報が確実に共有
できるのである。
　さらに特筆すべきは、それぞれの
項目には、顧客情報や履歴情報がリ
ンクされているほか、その情報に結
びつく担当者間で情報が自動的に共
有されるようになっている。このた
め、たとえば、投稿に「○○の資料
はありませんか」というコメントを
添えれば「その資料なら手元にあり
ます」と、開発部門から答えがすぐ
に返ってくるようになった。チーム
メンバーの自動投稿に「次回はお客
様の部長が同席されます」とコメン
ト を 添 え て く れ ば、 荒 川 マ ネ ー
ジャーから「次回同行しよう、スケ
ジュールを決めてください」と即座
に答えることができるようになっ
た。メンバー自身が顧客と連絡を取
り、わずか数分後にはアポイントの
日時を決めることが可能になったの
である。このほか、「○○部長なら、
大阪支店の時代にお世話になった」
といった社内からのメッセージも
あった。
　顧客対応のスピードアップはもと

メンバーの受注を褒めるコメントや
アドバイス、指示を出すのに格好の
時間だ。
　社内ＳＮＳなどを導入する企業に
失敗例が多い理由は、これらのツー
ルでは「当事者意識」が起こりにく
いことだ。一部の活発に発言する人
だけのものになりがちなのである。
　それに対して「タイムライン」は、
営業のプロセスの進捗などに応じ
て、関係者にシグナルを自動的に発
信するようになっている。注視した
い案件や企業を自分でウォッチして
おけば、進捗が把握できるだけでな
く、納期遅れなどにつながるリスク
を抑えることもできる。
　荒川マネージャーにとって、新た
な発見もあった。「タイムライン」
では、特定の個人をウォッチするこ
ともできることだ。たとえば、売れ
ている営業マンをウォッチすれば、
その人の活動内容をリアルタイムで
把握することができるのである。さ
らに荒川マネージャーは、仲のいい
同期でありライバルでもある石山マ
ネージャー（仮名）の行動もウォッ
チしている。彼がメンバーにどのよ
うなアドバイスをしているのかも一
字一句わかるので大いに参考にな
る。
　「タイムライン」を導入して以来、
営業メンバーが生き生きとしてきた
ように思う。最大の要因は、一人ひ
とりが「自分が見られている」「行
動すれば即座にフィードバックが
返ってくる」ことを実感できている
からだろう。「指示が迅速で具体的
なため、やるべきことが明確になっ
て迷いがない」と答えるメンバーも
いる。むろんその結果は、受注額の

より、親しい関係づくりにも「タイ
ムライン」が大きく貢献していると
荒川マネージャーは感じている。

……………………………………
　「どのようなツールを導入しても、

使われなければ意味がない」とも言

われる。「タイムライン」なら、情

報を自然と「見たくなる」「返信し

たくなる」工夫が凝らされている。

どんなメンバーでも「達成感」や「承

認」が得られる理由がここにある。

……………………………………
　荒川マネージャーが「タイムライ
ン」を導入して 1 カ月が経った。い
まではメールをチェックするよりも
先に「タイムライン」を開くことが
多い。電車で移動している途中は、
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ソフトブレーンの
ノウハウを公開



営業二郎
　　2013-10-07（10：00 ー12：00）の活動報告
（ソフトブレーン株式会社 /ライセンス50L 案件）を
登録しました。
[ 活動内容 ]（TEL・メール）推進者・現場 60 分
[ 進捗状況 ]取組あり
[ 当日面談者 ]名刺太郎
[ 詳細内容 ]■田中さんより電話
・11/1-2ライセンス追加手配お願いします。

…続きを読む

みたよ！　3名コメント　9 件

2013/08/28 12:30

フィルタ 投稿更新順

すべてのタイムライン

タイムライン

営業太郎

次回は同行させてください。

2013/08/28 12:30

営業太郎

再提案後のシナリオを見直しをお願いします。

2013/08/28 12:30

営業二郎

一度打ち合わせさせてください。

2013/08/28 12:30
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営業二郎
　　2013-10-07（10：00 ー12：00）の
（ソフトブレーン株式会社 /ライセンス50L 案件）を
登録

2013/08/28 12:40

見られているという意識がモチベーションを向上させ結果につながる
情報共有のための無駄な会議を省くとともに迅速な意思決定が可能に

企業情報
商談履歴

案件情報

名刺情報

スケジュールメールより先に「タイムライン」をチェック！

移動時間の隙間に、メンバーへ返信
（報告後わずか数分で完了）

注視する案件は関連情報へ瞬時にアクセス

案件の進捗をリアルタイムで把握。
納期遅れなどにつながるリスクも回避

他部門とも自動的に情報共有

メンバー全員が「見られている」ことを実感

メンバー全員のモチベーションアップ

受注額の増加

解決　「タイムライン」で営業部改革

増加という形に如実に表れている。
　営業部が確実に生まれ変わりつつ
あることを、荒川マネージャーは力
強く感じている。
……………………………………
　「タイムライン」は、ソフトブレー

ンが提供する営業支援システム「ｅ

セ ー ル ス マ ネ ー ジ ャ ー Remix 

Cloud」の新たな機能として 2014

年 6 月にリリースされたものだ。

　同社では、ツールの導入のみなら

ず、営業の課題解決に関するコンサ

ルティングなどまで一貫してサポー

トしている。まずは気軽に相談した

いところだ。

……………………………………
制作・東洋経済企画広告制作チーム

ソフトブレーン株式会社
東京都中央区日本橋1-4-1 日本橋一丁目三井ビルディング19階
TEL：03-6880-9500　http://www.e-sales.jp/

■お問い合わせ先
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