
「マネジメント（management）」を直

訳すると「管理」であり、「マネジャー

（manager）」は「管理者」である。だが、

長田氏は「成果を出せていない企業や組

織には、結果だけを管理する『管理人』の

リーダーが多くなりがちです」と指摘する。

“結果を管理する”とは、訪問件数などの

数字だけをチェックすることです。「もっと

お客様を回れ」と指示して、件数が少な

い部下に、件数を増やせとハッパをかけ

るリーダーは珍しくありません。表計算ソ

フトなどで案件管理表をつくって、毎朝メ

ンバーにメールで一斉同報しているような

人もいます。

　ただ、ここで問題なのは、いくらきれい

な表やグラフでも、結果しか記入されてい

なければ、その中身がわからないことです。

　リーダーが重視すべきなのは、結果で

はなくプロセスです。

　皆さんの部署の営業活動を、プロセス

ごとに分解してみてください。どのような

企業でも、営業活動には、初回訪問から、

ヒアリング、提案・見積、受注までのプ

ロセスがあります。

　新人のころからトップ営業マンだったよ

うな「無意識・有能型」の人は、このプ

ロセスに応じて、次にやるべきことが自然

と実行できたのです。このため、自分が

マネジャーになると、売れていない営業マ

ンの気持ちや行動がわかりません。「机に

座っていないで、とにかく外を回れ」とい

うように、目に見えやすい結果だけを追っ

てしまうのです。

　注意すべきは、そのような「オレのやり

方」が、時代の変化に応じて通用しなくなっ

ていることです。たとえば、今、営業部

長や役員を務めている人が新入社員のこ

ろには、スマートフォンはもちろんのこと、

携帯電話も世の中に登場していなかった

のではないでしょうか。現在、BtoC向け

だけではなくBtoBの法人向け商品・サー

ビスの提供においてもスマホを抜きにして

考えられなくなっています。環境の変化に

対応しながら、自社の商品が売れるとす

ればどのような理由なのか。失注があると

すれば原因はどこにあるのかを営業プロ

セスごとに分析し、対策を施さなければな

りません。そこがわからないのに「とにか

く頑張れ」といっても成果につながるわけ

がありません。

かつてトップ営業マンだった営業部長や

役員の中には、自分たちが若いころと比

較し、「最近の若手はぎらぎらしていない。

向上心がないように思える」と語る人も

いる。それに対して長田氏は「若い人た

ちに元気がないのはモノが売れないから

です。その原因は、売れない組織にして

しまっているリーダーにあります」と語る。

　かつての成長期は、モノをつくるだけで

勝手に売れる時代でした。営業目標はあっ

ても、訪問件数さえ増やせば容易に達成

できたのです。しかし、低成長の時代に

なると、それも過去の話になりました。競

争は年々激しくなり、営業活動が難しくなっ

てきています。

　昔、どの企業でも営業チームは花形で

あり、社内でも胸を張って歩いていたもの

ですが、最近では、「営業部門に配属され

たくない」という人も増えているようです。

ただし、これにより、「最近の若い人はや

る気がない」と評価するのは早計です。

　たとえば、ボランティアや民間非営利団

体（ＮＰＯ）で活動したいという若者が増え

ています。大学を卒業し、いきなりベン

チャー企業を立ち上げる人もいます。つま

り、手応えがある仕事については積極的に

行動するのです。

　実際、多くの若手社員は上司に対して

自分を成長させてほしいと期待しているよ

うです。見方を変えれば、「若手社員がや

る気を出せるかどうかは上司次第、組織

次第」と言えます。

　黙っていてもモノが売れる時代には、

極論すれば、どんな組織でもどんな上司

でも売れたのです。モノが売れない時代

には、どのようなリーダーがいるどのよう

な組織なのかにより、成果は分かれます。

　同じ企業でも、「第1営業部はいつも目

標を達成し、若手社員も元気なのに、第2

営業部は目標が未達ばかりで退職者も多

い」といったことが、今後どんどん起こっ

てくることになります。会社としてどちら

の営業部を束ねているリーダーのほうが

価値が高いかは言うまでもありません。

　そして、その鍵になるのが、結果を管

理するのではなくそのプロセスをコント

ロールする「プロセスマネジメント」とい

う考え方です。

5年先、10年先を見据え、強い営業組織

にするにはどのような取り組みが求めら

れているのか。長田氏は「環境の変化に

も柔軟に対応できる、営業の『型』をつ

くり、維持することが大切です」と話す。

そのことにより、場当たり的かつ“気合

いと根性”から脱却し、チーム全員が共

通認識の下で考え、行動できるような組

織づくりができるという。

　売れる営業マンには、実は本人も意識

していないような「型」があります。

　たとえば、当社がコンサルティングでご

紹介している「ＢＡＮＴ（バント）」ルール

があります。「ＢＡＮＴ」とは、それぞれ

「Budget（予算）」、「Authority（決裁権）」、

「Needs（必 要 性）」、「Timeflame（導

入時期）」の頭文字を表しています。売れ

る営業マンは、これらのお客様の要望を

聞き出したり、クロージングに進めたりす

るスキルを、誰に言われるまでもなく身に

付けているのです。

　また、営業活動には、引合から提案・見

積、稟議、受注、継続などの一連のプロセ

スがあります。営業の「型」をつくる、とは、「Ｂ

ＡＮＴルール」およびこれらのプロセスを把

握した上で、標準化することです。

　具体的にはゴール（受注）から逆算し、

それ以前のプロセスで何をすべきかを定

めていきます。その内容はさまざまですが、

企業によっては、「このタイミングでデモ

機を操作してもらう」といったことから、

一つひとつのセールストークや持参資料、

さらには、自社プレゼンルームでお客様の

座る位置まで決めているところもありま

す。文字どおり「売れる営業マンの『型』」

を共有しているわけです。

　「型」をつくる際には、一つひとつの営

業プロセスを分解し、それぞれの効果を

科学的な数値に基づき分析します。そのこ

とにより、自社や自部署において「見積か

ら稟議のプロセスで失注が多い」といった

ボトルネックも見えてきます。

　営業組織のリーダーの役割は、このボ

トルネックを発見するとともに、必要な対

策を施すことです。もちろん「型」は一

度つくっておしまいというものではありま

せん。市場環境の変化などに応じて、ＰＤ

ＣＡサイクルを回し、つねに最適な「型」

が実行できるようにします。

　商品やサービスが異なっても、「プロセ

スマネジメント」によって必ず営業活動は

分解できます。私がコンサルティングした

企業では「あのリーダーのいるチームは、

どんな商品でも売れる」と言われるような

仕組みづくりに成功した人が何人もいます。

「営業会議が単に、訪問件数を報告したり、

気合いを入れたりするものになっている企

業が多い」と長田氏は話す。会議は本来「ネ

クストアクションを指示する場」であるべ

きだというのだ。「プロセスマネジメント」

ができるリーダーがいれば、会議の回数

や時間も、大幅に削減できるという。

　企業を訪問したとき、私はよく営業会議

を見学させてもらうようにしています。営

業成績が芳しくないという部門の会議を見

ると、だいたい共通する点があります。

それは、会議の場で、「○○社はＡランク

です」、「××社はＢランクです」といった

受注のヨミの報告会に終わっていることで

す。来週、もう一度この会議に出たら、

これらのヨミは「○○社はＢランクになり

ました」、「××社は受注できませんでした」

とランク外にどんどん消えてしまっている

のではないでしょうか。

　結果報告会議を改めない限り、いくら

会議の回数や時間を増やしても、それが

繰り返されるだけです。会議で大切なの

は、それぞれの案件が現在、どのプロセ

スにあるのか、さらにプロセスを進めるた

めに課題があるとすればどのような点で、

その課題解決のために、「いつまでに、何

をするか」という「ネクストアクション」

を指示することです。

　「何をするか」は、前述したような営業

の「型」により明確になっていることが望

ましいのですが、若手社員が「何をすべ

きかわからない」ということであれば、そ

れを具体的に示してやるのがリーダーの

役割です。時にはそれが仮説になる場合

もあるでしょうが、その仮説の立て方を本

人や会議に同席したメンバーが聞くことに

より、知識を身に付けることができます。

　依然として日本の企業は、若手の営業

マンに上司や先輩を同行させ「オレのや

り方を見て盗め」といった教育研修を行っ

ているところが少なくありません。ＯＪＴと

言えば聞こえはいいですが、同行した上

司や先輩によってやり方や品質が異なる

ようでは、その成果も疑わしくなります。

　「プロセスマネジメント」ができるリー

ダーがいる部署なら、短期間で人を育て

ることができます。さらに「次に何をすべ

きか」という意志決定も迅速なため、お

客様からの評価も高くなるでしょう。

「営業改革」や「業務改革」というと、大

がかりなシステム開発などを伴うビッグプ

ロジェクトという印象を受けるかもしれな

い。だが、「プロセスマネジメント」に基

づく改革なら、少人数からでも、比較的

簡単に始めることができる。大手企業の

部署ごとに導入されるケースも増えてい

るという。

　将来を見据えたとき、自社の営業組織に

課題があると感じても、全社的に改革策を

講じるには大きなコストと時間がかかると、

ためらう人も多いでしょう。その点、「プロ

セスマネジメント」なら、少人数でも導入可

能でコストを低く抑えることができます。

　実際に、中堅中小企業のほか、大手企業

の特定の営業部門に導入されるというケー

スも増えています。テスト的に導入し、複数

の部門に導入を広げられた例もあります。

　当社では、プロセスマネジメントを可能に

するSFA/CRMツール「ｅセールスマネー

ジャー」を提供し、多くの企業にご利用い

ただいています。導入はもとより、プロセ

スマネジメントに関するコンサルティングま

で一貫してサポートしています。

　業種業態や企業規模の違いにかかわら

ず、活用いただける豊富な事例もそろって

います。営業組織を強く変えたいと考える、

意欲あるリーダーやリーダー候補の方に、

まずはお気軽に相談いただきたいと願って

います。

リーダーは、結果の
「管理人」ではなく、
プロセスの
「管理者」たるべき
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売れない
営業部にして
しまうのも、やはり
リーダーである

POINT2

営業の「型」を
共有することで、
チーム全員を
「売れる営業マン」
に育てる

POINT3

少子高齢化傾向の問題が叫ばれて久しい。「これから本格的な人口減
少、人手不足時代を迎えることになる。企業も、最小限のリソースで
最大限の成果を出せなければ、生き残りは難しくなる」と話すのは、延
べ3万人以上に講演、営業コンサルティング実績500社以上の営業改
革に携わってきた、ソフトブレーンの長田順三氏だ。さらに、その鍵を
握るのが“プロセスマネジメント”ができるリーダーだという。そのポイ
ントについて、長田氏に解説してもらった。

営業組織改革の進め方

制作：東洋経済企画広告制作チーム

最小限のリソースで
最大限の成果につなげる、

ソフトブレーンのノウハウを公開

BANTの定型化＝「質」の定量化

B　Budget ＝ 予算 A　Authority ＝ 決裁権
N　Needs ＝ 必要性 T　Timeflame ＝ 導入時期

B
a 見積≒予算
b 見積＞予算
c 予算化活動中
d 聞いたが不明
e 聞きもしてない

A
a 導入前向き
b 接触済み
c 把握済み・未接触
d 聞いたが不明
e 聞きもしてない

N
a ニーズと提案がマッチ
b 検討・PJ体制あり
c 組織ニーズの確認
d 関心レベル

T
a 半年以内
b 1年以内
c 聞いたが未定
d 聞きもしてない
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　営業組織のリーダーの役割は、このボ

トルネックを発見するとともに、必要な対

策を施すことです。もちろん「型」は一

度つくっておしまいというものではありま

せん。市場環境の変化などに応じて、ＰＤ

ＣＡサイクルを回し、つねに最適な「型」

が実行できるようにします。

　商品やサービスが異なっても、「プロセ

スマネジメント」によって必ず営業活動は

分解できます。私がコンサルティングした

企業では「あのリーダーのいるチームは、

どんな商品でも売れる」と言われるような

仕組みづくりに成功した人が何人もいます。

「営業会議が単に、訪問件数を報告したり、

気合いを入れたりするものになっている企

業が多い」と長田氏は話す。会議は本来「ネ

クストアクションを指示する場」であるべ

きだというのだ。「プロセスマネジメント」

ができるリーダーがいれば、会議の回数

や時間も、大幅に削減できるという。

　企業を訪問したとき、私はよく営業会議

を見学させてもらうようにしています。営

業成績が芳しくないという部門の会議を見

ると、だいたい共通する点があります。

それは、会議の場で、「○○社はＡランク

です」、「××社はＢランクです」といった

受注のヨミの報告会に終わっていることで

す。来週、もう一度この会議に出たら、

これらのヨミは「○○社はＢランクになり

ました」、「××社は受注できませんでした」

とランク外にどんどん消えてしまっている

のではないでしょうか。

　結果報告会議を改めない限り、いくら

会議の回数や時間を増やしても、それが

繰り返されるだけです。会議で大切なの

は、それぞれの案件が現在、どのプロセ

スにあるのか、さらにプロセスを進めるた

めに課題があるとすればどのような点で、

その課題解決のために、「いつまでに、何

をするか」という「ネクストアクション」

を指示することです。

　「何をするか」は、前述したような営業

の「型」により明確になっていることが望

ましいのですが、若手社員が「何をすべ

きかわからない」ということであれば、そ

れを具体的に示してやるのがリーダーの

役割です。時にはそれが仮説になる場合

もあるでしょうが、その仮説の立て方を本

人や会議に同席したメンバーが聞くことに

より、知識を身に付けることができます。

　依然として日本の企業は、若手の営業

マンに上司や先輩を同行させ「オレのや

り方を見て盗め」といった教育研修を行っ

ているところが少なくありません。ＯＪＴと

言えば聞こえはいいですが、同行した上

司や先輩によってやり方や品質が異なる

ようでは、その成果も疑わしくなります。

　「プロセスマネジメント」ができるリー

ダーがいる部署なら、短期間で人を育て

ることができます。さらに「次に何をすべ

きか」という意志決定も迅速なため、お

客様からの評価も高くなるでしょう。

「営業改革」や「業務改革」というと、大

がかりなシステム開発などを伴うビッグプ

ロジェクトという印象を受けるかもしれな

い。だが、「プロセスマネジメント」に基

づく改革なら、少人数からでも、比較的

簡単に始めることができる。大手企業の

部署ごとに導入されるケースも増えてい

るという。

　将来を見据えたとき、自社の営業組織に

課題があると感じても、全社的に改革策を

講じるには大きなコストと時間がかかると、

ためらう人も多いでしょう。その点、「プロ

セスマネジメント」なら、少人数でも導入可

能でコストを低く抑えることができます。

　実際に、中堅中小企業のほか、大手企業

の特定の営業部門に導入されるというケー

スも増えています。テスト的に導入し、複数

の部門に導入を広げられた例もあります。

　当社では、プロセスマネジメントを可能に

するSFA/CRMツール「ｅセールスマネー

ジャー」を提供し、多くの企業にご利用い

ただいています。導入はもとより、プロセ

スマネジメントに関するコンサルティングま

で一貫してサポートしています。

　業種業態や企業規模の違いにかかわら

ず、活用いただける豊富な事例もそろって

います。営業組織を強く変えたいと考える、

意欲あるリーダーやリーダー候補の方に、

まずはお気軽に相談いただきたいと願って

います。

「プロセス
マネジメント」で、
会議が報告会から
ネクストアクションの
場に変わる

POINT4

「プロセス
マネジメント」は、
大企業の一部門から
でも始めることができ、
成果につながりやすい
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