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1. 営業の本質とは？ ~「営業＝売る」ということではない！？~ 

 

営業≠売る？ 

皆さんが、「営業とは何ですか？」と聞かれたら、何と答えますか？ 

この問いかけに対して、大半の人が、「モノやサービスを売る行為」と答えます。 

しかし、「売れる」のは営業の“結果”であって、営業の“本質”ではありません。 

 

“営業の本質”とは何か？ 

営業の本質とは、「顧客の時間的/経済的価値の最大化」です。 

「時間的/経済的価値の最大化」って。。。なんだか難しく聞こえますが、要するに顧客の「Profit（利

益）を増加、Loss（費用/損失）を減少させること」です。モノやサービスを使用することで顧客の利

益が増加、費用が減少すれば、顧客はそのモノやサービスを買う（売れる）のです。 

 

従って、営業が考えるべきことは、「いかにして顧客の利益を最大化し、費用を最小化させるか」なの

です。 

 

顧客の時間的/経済的価値を最大化させるには？ 

では、どうしたら「顧客の利益を最大化し、費用を最小化できるのか」ということが、皆さんが一番知

りたいことだと思います。 

答えはとてもシンプルで、①聴く力（Input力）、②伝える力（Output力）を高めれば良いのです。

色々な営業手法・ノウハウ・ハウツーが巷に出回っていますが、このたった 2つの力を磨けば、間違い

なく営業力は上がります。 

 

①聴く力（Input力）を高めれば、顧客がどのような悩みや課題を抱えているか把握できるようにな

り、②伝える力（Output力）を高めれば、自社のプロダクトやサービスでどのように悩みや課題を解

決し、結果としてどれくらい利益が増加し/費用が減少するのか分かり易く伝えることが出来ます。 

 

皆さんの会社が提供しているプロダクトやサービスの「絶対的価値」は変わりません。一方で、顧客の

悩みや課題を発掘し、それに対してどのように役立てるかという“方程式“を解くことで「相対的価値」

は高められます。これからの営業は、この“方程式をいかに効率良く解くか”がカギになります。そのた

めには、①聴く力（Input力）、②伝える力（Output力）を高める必要があるのです。 
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２.  個人の営業力を上げるためには？ ～Input力 と Output力～ 

 

聴く力（Input力）、伝える力（Output力）を鍛えるためには？ 

「そんなの当たり前じゃん、知りたいのは、どうしたら“聴く力（Input力）”と“伝える力（Output

力）”を高めることができるのか、ということなんだ！」と思った方が大半だと思いますので、ご説明

します。 

 

こちらも答えはシンプルで、視座・視野・視点を変えることです。 

視野・視座・視点、ご存知の方も多いかと思いますが、簡単にご説明すると以下の通りです。 

 

⚫ 視野：物事を視る（時空間的な）範囲。 

   ➡同じ物事でも、TPOによって意味合いが変わるので、より広い視野を持つことが重要。 

⚫ 視座：物事を視る姿勢や立場。 

   ➡同じ物事でも、人によって見方は異なるので、他者の立場に立って思考することが重要。 

⚫ 視点：着目しているポイント、ピントを合わせている点。 

   ➡同じ物事でも、どこに着目するかで意味合いは変わるので、どこに視点を合わせるのか 

    見極めるのが重要。 

 

では、営業において視野・視座・視点を変えるとはどういう事なのか具体例を挙げてご説明します。 

 

～ 具体例 ～ 

前提 

（1） 商材： 

 電話営業を可視化するクラウド型 AIソフトウェア/ソフトフォン 

（2） 営業フロー： 

 以下 4ステップで電話営業する（今回は電話営業ですが、対面営業でも視野・視座・視点 

 を変えるプロセスは同じです） 

I. 【事前準備 1】 相手先情報収集   （2~3分） 

II. 【事前準備 2】 仮説立て/シミュレーション （1~2分） 

III. 【電話営業】  課題ヒアリングとご提案  （~15分） 

IV. 【事後対応】  社内報告    （~10分） 
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視野・視座・視点を変えるステップ 

⚫ 【準備 1】 

まず、視座を変えるために相手が誰なのか理解する必要があります。 

業界/個社特性（誰に何を幾らでどのように売っているのか）、規模（売上,人員数など）、社

歴、所在地などの基本情報をチェックします。 

⚫ 【準備２】 

次に、相手の立場に立って（視座を変えて）、視野/視点を変えながら顧客の課題や悩みの仮説

を立て、それに対する解決策を整理します。詳細な思考ステップは以下の通りです。 

 

※どのような思考ステップで仮説を立てているか記載しているため、かなり細かい内容となっております。ざっとお

読みいただき大まかな流れを把握いただいた上で、自社のケースに当てはめて考えて頂ければと思います。 

 

＝詳細な思考ステップ＝ 

例えば、相手が社歴 5年、社員 100名の人材紹介会社（中小企業に紹介料 25%でエンジニアを

紹介）の場合： 

営業人員は 30％程度で 30名と思われる。設立 5年目の新しい会社なので、先進的なインサイ

ドセールス（内勤営業：詳細は後述）を組織化している可能性が高い。また、同社の顧客は中小

企業なのでインサイドセールスの割合が多く、営業 30名のうちインサイドセールス 20名、フ

ィールドセールス（外勤営業）10名と想定。インサイドセールスは担当者 19名、管理者 1名

の構成。 

以上から、次の課題や悩みが想定される（“➡”は、各課題に対して自社が提供できる解決策）： 

 

（1） コスト削減に関する課題 

A) 【視点：管理者】管理工数/教育コストを削減したい 

担当者のスキルレベルがバラバラで、教育に多くの時間と工数が掛かり効率的に教

育できず、離職率も高いので非効率。 

➡担当者が、“何を”、“どのように”話しているか AIが解析し、定量的に可視化す

ることで、管理工数/教育コストを下げる。結果が点数化されゲーミフィケーショ

ン要素もあるため、担当者も明確な目標ができ、やりがいを持って営業できる。 

B) 【視点：管理者、経営者】設備/機器コストを削減したい 

電話機/PBX（交換機）などの購入/リース、メンテ費用に年間数百万円かかる。 
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➡PC/スマホ/タブレットに、たった 5分でソフトフォン（インターネット電話）を

導入可能。電話機など機器は一切不要で、購入費/リース費/メンテ費など全てゼ

ロ。電話番号も 03/050/0120など全番号自由に取得可能で、音質は通常の電話と

変わらず、インターネット電話の課題であった番号制限/音質問題も解決。地方拠

点や海外拠点から掛けたとしても 03番号を使用可能。 

C) 【視点：管理者、経営者視点】電話代を削減したい 

50件/日/人電話かけており、電話代がかさむ。少しでも安くなればコスト削減効果

は大きい。 

➡インターネット電話であるため、通話料は安く、電話代大幅節約。内線やインタ

ーネット電話同士の通話であれば無料。また、海外から日本に掛けたとしても国内

通話と同料金。 

D) 【視点：担当者、管理者】業務工数を削減したい 

フィールドセールスに潤沢な案件を供給する一方、案件の質も担保する必要があ

り、営業工数や他部門とのコミュニケーションコストを下げて生産性を高めなけれ

ばならない。 

➡ CRM/SFAと連携し、顧客名をクリックするだけで発信したり、着信時に顧客情

報を自動ポップアップしたり出来るので、工数を削減できる。また、CRM/SFA紐

付きで全て録音されており、音声の一部抜粋共有もできるため、ニュアンスも含め

て関係者に簡単に共有可能。 

 

(2) 利益増大に関する課題 

A) 【視点：管理者、担当者】生産性の高い営業にシフトしたい 

なぜ、成約したのか/失注したのか、担当者のパフォーマンスが高いのか/低いのか

を可視化・解析して営業トークの質を向上させて成約率を上げたい。 

➡ AIが、“何を”、“どのように”話しているかリアルタイムで解析して、ダッシュ

ボードでグラフ化。解析データが集まると AIがリアルタイムで担当者にアドバイ

スしてくれるため、定量的な解析結果に基づいたきめ細かな改善活動が実現し成約

率が向上する。 

B) 【視点：管理者、担当者】成約率を上げたい 

営業トークの質が上がらず、成約率も上がらない。 

➡電話結果を、すぐ簡単に振り返れるため、担当者が営業トークを自ら振り返るよ

うになり、セルフインプルーブメント（自己改善）効果により成約率が上がる。 
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(3) その他 

A) 【視点：経営者、管理者。視野：3~5年先。】きたる AI時代に備えて、ビックデ

ータを持っておきたい 

➡全架電、CRM/SFA情報と紐付いて録音されており、ビックデータとしてクラウ

ド上のセキュアな環境に保存。ビックデータは質が重要だが、電話営業は無駄話が

少なくエッセンスが凝縮されているため、データの質も担保されており、活用可能

性が高い。 

B) 【視点：経営者、管理者。視野：向こう数カ月】有事の際に対応できるように、応

対履歴と電話内容を顧客/担当者情報紐付きで残したい。 

➡顧客情報/担当者情報/日時全て含めて CRM/SFA情報と紐付いて録音データが残

っており、いつでもどこでも簡単に引き出せるため、有事の際も迅速に対応可能。 

 

※今回は思考ステップを分かり易くするため詳細に書きましたが、実際はここまで詳細に全て書き出す必要

はありません。一方で、一度書き出せばずっと使えますし、書き出すことで思考が整理されるので、箇条書

きでも簡単に書くことをお勧めします。 

＝以上、詳細な思考ステップ＝ 

 

⚫ このように顧客の課題の仮説を立て、それに対する解決策を整理すれば、あとはもう簡単です。

電話を掛けて、仮説で想定した課題の有無を確かめる質問をして、課題を抱えていれば解決策を

伝えるだけです。 

⚫ 実際に話す相手がどんな立場なのか（担当者、管理者）で視野・視点は異なるので、質問すべき

項目と、それぞれの質問の重要度は変わります。例えば、担当者だと業務工数を削減する/成約

率を上げることしかあまり興味を持ちません。一方、管理者は P/Lに影響する人件費/設備費/教

育費等の経費に加え、きたる AI時代に備えてどのようにビックデータを集積するか、有事の際

のリスクヘッジはどうするか等、抱える課題は多くなります。時間軸を考えて全体を俯瞰した上

で（視野を広く持った上で）、相手の立場に応じてどこにフォーカスするのか考えながら（視点

を変えて）質問するようにしましょう。 

～ 具体例 おわり～ 

 

視座・視野・視点を変えるだけで、聴く力（Input力）と伝える力（Output力）が劇的に向上しま

す。巷に溢れる How to論に走るのではなく、わずかな意識の持ち方で営業力が大きく向上するので、

是非、皆さんも試してみて下さい。 
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視座・視野・視点を変えるのは分かったけど、どうやって質問したら良いの？ 

「仮説を立てた上で質問をすれば良いと言うけれど、質問すること自体が難しいんだよ！質問力を上げ

るにはどうしたら良いんだよ。。。」と思った方も少なからずいらっしゃると思いますので、ご説明し

ます。 

 

SPIN（詳細後述。P13一言メモご参照）などの How to論もありますが、どれも大口商談に適した

How to論ばかりで、小口商談にも適しているものが無いのも事実です。そこで今回は、大口/小口に関

係なく通用する質問力を身に付けるためのマインドセットとスキルセットをご紹介します。 

筆者が、学生時代に経験したポスター販売から、社会人時代に総合商社で経験した数十億円規模の案件

クロージングまで、実践して結果を残してきた質問法ですので、どんな商材/業界でも活用でます。 

是非、皆さんも活用してみて下さい！ 

 

まず、なぜ質問する必要があるのか、その目的を明確に意識することから始めましょう。 

 

質問する一番の目的は、 

「相手を良く知ること」 

 ではなく、 

「課題（顧客のニーズ）を顧客自身に自覚して貰うこと」です。 

 

従って、どうしたら上手く質問できるか＝どうしたら課題を顧客自身に自覚して貰うことが出来るか、

を考えることなのです。 

 

そして、大前提として皆さんが営業活動をする時に認識しなければいけないのは、相手は皆さんのこと

を“警戒“しているということです。 

視座を変えれば容易に想像できると思いますが、例えば営業電話を受けた時、ほとんどの人が「余計な

ものを売りつけられたくない」と身構えます。これは、行動経済学/消費者心理学的な防衛本能が働く

からです。一方、人間は本能的に他者に厳しく自己に甘い生き物なので、他者には防衛本能を働かせま

すが、自分の言動に対しては自己正当化する傾向にあります。 

従って、売込み営業から「弊社は▲▲というサービスを提供しています。御社は○○という課題をお持

ちかと思いますので、御社のお力になれるかと思います！」と言われても、顧客は「そんなことは無

い。まぁ、あったとしても小さな問題だ。」と突き返してしまいます。 
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一方で、「弊社は ～中略～ 提供しています。もしかしたら、御社にも貢献できるかと思ったのです

が、まずは御社の課題についてお伺いしたいと思います。例えば同業他社様の例で申し上げると、

××、○○、□□といったような課題が生じていますが、御社の場合どのような課題をお持ちか簡単に

教えて戴けませんか？」と聞くと、多くの方は「ウチは相当 IT投資してるので××とか、□□は無いね

ー。まぁ、ただ○○はあるかもしれませんねー。」というような答え方をしてくれます。なぜならば、

こちらが顧客に対して“寄り添う姿勢”を見せているからです。 

ちなみに、前頁の例では、ほぼ間違いなくアポは取れます。なぜならば「○○という悩みがある」と顧

客みずから言っているから（顧客自身に課題を自覚して貰ったから）です。既述の通り人間は自己正当

化するので、この顧客の考え/意見は変わることは無く、更に質問の仕方次第では悩み・課題の存在が

顧客の中で大きくなっていきます。 

 

もう少し具体的に、マインドセット/スキルセット両面で、どうしたら良い質問が出来るか＝顧客自身

に課題を自覚して貰えるかについてご説明します。 

 

マインドセット 

⚫ まず心構えとして、「営業の本質≠売る」でもお話した通り、「どのように売るか」ではなく、

「どうしたら顧客の利益を最大化し、費用を最小化できるのか」を念頭に置いてください。 

⚫ また「顧客の利益を最大化し、費用を最小化」するためには、顧客の課題（ニーズ）を詳細に把握

し、その課題を顧客に自覚して貰わなければなりません。従って、顧客と電話などで話す目的は

「アポを取る」ためでなく「顧客の課題（ニーズ）を把握し、顧客自身に自覚して貰うこと」なの

です。 

上記 2点を強く意識すれば、自然と「相手に寄り添う姿勢」が生まれ質問の仕方も変わります。まず

は、マインドセットを変えることを徹底してください。この 2点を意識するだけで、営業力は自分でも

実感できるほど劇的に向上します。営業力は、マインドセットで 8割方決まるといっても過言ではあり

ません。 

 

スキルセット 

営業力は 8割方マインドセットで決まると聞いた後にあまり読む気がしないかもしれませんが（笑）、

続いて、スキルセット（具体的にどのように質問したら良いのか）についてご説明します。 

⚫ 顧客に質問をする目的は、「顧客の課題（ニーズ）を把握し、顧客自身に自覚して貰うこと」と申

し上げましたが、そもそも課題（ニーズ）には、1.顕在と 2.潜在の 2種類あります。 
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1. 顕在ニーズを確認するのは比較的容易で、以下のステップを踏んで質問すれば、ほぼ間違いなく

確認できます。 

A) 自社がどんなサービスを提供しているか端的に述べる。 

B) 顧客が抱える課題を解決できるかもしれないので課題を教えて欲しいと頼む。 

C) 例えば、こんな課題があるのではないかと例示する（事前に仮説を立てておく）。 

2. 問題は、潜在ニーズを見つけ出し、それを顧客に認識させるための質問ですが、実はそのプロ

セスはとてもシンプルで、以下 2つのステップしかありません。 

A) 見込み客から潜在ニーズを聞き出す「発見の為の質問」 

B) 潜在ニーズの大きさを顧客に認識させる「発展の為の質問」（必ず定量情報を含める） 

と言われても抽象的過ぎて良く分からないと思いますので、具体的に対話形式でご説明します。 

 

～ ケース ～ 

前提 

（1） 商材  ：電話営業を可視化するクラウド型 AIソフトウェア/ソフトフォン 

（2） 営業方式 ：新規顧客に営業電話 

 

質問の流れ 

※対話にカッコ書きで数字/アルファベットを記載していますが、これは前項の 1.顕在ニーズ確認ステップ

A）B）C）、2.潜在ニーズ確認ステップ A）B）のどれに対応するか記載したものです。例えば、 2.潜在ニー

ズを顧客に認識させる B）発展の為の質問の場合、（2B）となります。 

 

営業「~挨拶略~ 弊社は、電話営業を可視化するクラウド型 AIソフトウェア/ソフトフォンを提

供（1A）しているのですが、もしかしたら、●●拡販のためインサイドセールスに注力して

いる御社のお役にも立てるかと思い、ご連絡させて戴きました。まず御社のお役に立てるか

だけでも簡単にご確認させて戴きたいので、2,3分で御社の課題についてお伺い出来ればと

思いますが、今少々お時間よろしいでしょうか（1B）？」 

 

顧客「直ぐに次の打ち合わせが始まっちゃうんですけど、まぁ 2,3分なら。」 

 

営業「ありがとうございます。では早速ですが、電話営業やインサイドセールスに注力している同

業他社様の例で申しますと、担当者が電話口でどんな営業をしているか可視化したいですと

か、教育コストや管理工数を削減したいですとか、あるいは電話機等の機器コストや電話代
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を削減したい、といった課題をお持ちなのですが、御社の場合、電話営業周りでどのような

課題をお持ちか少し教えて戴けますか（1C）？」 

 

顧客「んー、担当者が電話口でどんな営業しているか視える化できるんだったら、そりゃしたいで

すけど、そんなこと出来るんですか？」 

 

営業「はい。弊社は、最新の AI技術を使ってクラウド型のソフトフォンとソフトウェアを開発し

ております。弊社のサービスで担当者の方が「何を」「どのよう」に話しているか可視化す

ることが出来ます。あとは、セールスフォース等の SFAや CRMと連携したソフトフォンで

すので、お客さんの名前をクリックするだけで発信したり着信時にお客さん情報をポップア

ップしたり出来るため、架電工数を削減したり（2A）、インターネット電話ですので通話料

金をお安く提供できます。」 

 

顧客「ほぉ。それは面白いですね。まぁ電話周りで言うと、うちは結構進んでいて、IP電話を入れ

ているんで通話料は既に安いんですよ。あと、まぁ架電工数と言ってもそんな大したことな

いですしねぇ。営業電話の可視化以外はあんまり興味ないかなぁ。」 

 

営業「承知いたしました。電話営業の可視化についてご興味をお持ち戴き、ありがとうございま

す。因みに御社の電話営業担当者は何人いらっしゃって、一日一人当たり平均何回架電なさ

ってますか？（2A）」 

 

顧客「えー、派遣さんとか含めて 10人いて、一人当たりだいたい 1日 50件ですねー。」 

 

営業「ありがとうございます。実は、03から始まる 10桁の電話番号を確認しながらダイアルする

のに皆さん平均 9.7秒掛かっています。1日 50架電したとすると 1日 1人当たり 485秒に

なり、これを 10人の担当者で年間に積み上げると、なんと合計約 40営業日相当になりま

す。掛け間違いも 1週間に 1度程度はあると伺いますので、実際はもっと工数が割かれてい

ることになります。つまり、御社は 1年間に電話のボタンを押す作業だけで約 40~50営業

日割いているんです。これは結構な工数で、ここを改善するだけでも生産性向上につながる

かと思います。（2B）」 
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顧客「うーー。。そういわれると、そうだなぁーー。。そんな工数割いているのか。。積み上げて

考えたこと無かったけど、それは確かに大きいですね。。」 

 

ここまでくれば、確実にアポは取れます。また、顕在ニーズ/潜在ニーズともに顧客に自覚しても

らったので、あとは価格情報をお伝えして、いかに自社サービスが顧客の Profitを上げ、Lossを

下げるか（利益を最大化し、費用を最小化できるか）を説明してクロージングすれば良いだけで

す。 

※これでクロージングできない場合は、①価格設定が間違っている（＝ 価格 ＞ P↑/L↓）

か、②クロージングが相当下手か、③顧客側に何かしらの事情が生じたかのいずれかですので、質

問力ではどうにもできません 

～ ケース おわり ～ 

 

少し長くなりましたが、質問力を上げるために必要なことをまとめると、以下の通りです。 

 

マインドセット： 

⚫ 「より多く売ってやる」ではなく、「いかにより多くの顧客の利益を最大化し、費用を最小化する

か」というマインドに切り替えること。 

⚫ 質問する目的は、「顧客を知るため」ではなく、「顧客自身に課題を自覚して貰うため」というマ

インドに切り替えること。 

 

スキルセット： 

⚫ 顕在ニーズと潜在ニーズをしっかり分けて認識し、潜在ニーズを探り出す為の「発見の為の質問」

と、ニーズの大きさを顧客に認識させる「発展の為の質問（定量情報を含む）」をすること。 

 

上記マインドセット/スキルセットを強く意識すれば、「自分が顧客に寄り添う姿勢」と「顧客が自ら

のニーズを自覚する状態」が生まれて、自分から売り込まなくても顧客が勝手に買ってくれる状況を作

ることができるのです。 

 

余談ですが、事前に立てた課題の仮説と顧客が抱えている実際の課題が異なる（自社で解決できないよ

うな課題を抱えている）場合、それを敢えて深掘る必要はありません。そこは、ビジネスなので、「承

知いたしました。現時点では弊社にてお役に立つことは出来なそうですので、また機会があればご提案

させて戴ければと思います。」などと言って、早々に切り上げましょう。 
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～ 一言メモ ～ 

本文にも出てきましたが、最近 SPIN（スピン）という質問法が注目されています。これは、主に大口

商談に適した質問法ですが、営業が顧客の話を聞く際に質問すべき 4つの質問の頭文字をとったもので

す（以下ご参照）。 

⚫ 状況質問（Situation） →顧客の現状を理解する 

⚫ 問題質問（Problem） →顧客が抱える問題を明確にし、顧客自身に問題の存在を気付かせる 

⚫ 示唆質問（Implication） →問題の重要性を顧客自身に認識させる 

⚫ 解決質問（Need payoff） →問題が解決した理想の状態を、顧客にイメージさせる 

 

これら 4つの質問の主語に着目すると以下の通りとなり、実は状況質問だけが【自分】で、あとの問

題・示唆・解決は【顧客】となります。ここからも、質問の目的は「自分が、相手を良く知ること」で

はなく、「顧客が、課題（顧客のニーズ）を自覚すること」がお分かり戴けるかと思います。 

⚫ 状況質問（Situation） →【自分が】理解するための質問 

⚫ 問題質問（Problem） →【顧客が】気付くための質問 

⚫ 示唆質問（Implication） →【顧客が】認識するための質問 

⚫ 解決質問（Need payoff） →【顧客が】イメージするための質問 

 

～ 一言メモ ～ 

  



 

p. 14 

営業の本質とは？個人/組織の営業力を上げるためには？ 

Copyright © 2018 Sales Hacker 

3.  組織の営業力を上げるためには？～セールスとマーケの融合体“インサイドセールス”の導入～ 

 

個の力は分かったけど、組織の力は？ 

個々の営業力を上げるためには、下記のマインドセット/スキルセットが重要であることはお伝えしま

したが、組織力を高めるにはどうしたら良いのでしょうか。 

 

マインドセット ：顧客の時間的/経済的価値を最大化させるにはどうしたら良いか考える 

スキルセット ：視野・視座・視点を変えて Input力/Output力を高めて、潜在ニーズを探り出 

「発見の為の質問」と「発展の為の質問（定量情報を含む）」をする 

 

繰り返しになりますが、顧客の時間的/経済的価値を最大化させるためには、まず顧客がどんな悩み・

課題を抱えているか把握しなければなりません。一方で、テクノロジーの普及や顧客自身の工夫の積み

重ねによって多くの課題は既に解決され、課題が細分化・多様化しており発見するのが難しくなってい

ます。その証拠に、マーケティングはテクノロジーを活かして急速に細分化しており、詳細なペルソナ

に基づいた One to Oneマーケティング（ABM、データドリブンマーケティングなど）が主流になって

います。他方で、営業に目を向けてみると、数多く打てば当たる根性論・気合論だったり、ハイパフォ

ーマーに頼る属人的な営業スタイルが主流となっており、日本ではテクノロジーを活かしきれていない

のが現状です。 

 

海外に目を向けると、例えば米国ではセールスに最先端のテクノロジーを積極的に取り込んでいます。

具体的には Salesforce、HubSpot、Zoho、Pipedriveなど、皆さんもどれか一つは耳にしたことがあ

るか、既に導入している企業の方もいらっしゃるかと思います。 

 

米国では、営業関連サービスだけでも営業担当者一人当たり年間約 50万円投資1しています。一方、日

本では営業関連サービスに対する投資の統計データすら存在ないので単純比較はできませんが、営業に

対する IT投資のみならず全社の IT投資を合算しても従業員一人当たり年間約 55万円2にしかなりませ

ん。すなわち、従業員一人当たりの IT投資でみると、米国企業が営業のみに投下している資本≒日本企

業が全社に投下している資本ということになります。「日本企業は、守りに対する IT投資は積極的だ

が、攻めに対する IT投資は消極的。」と良く言われますが、そのことが良く分かります。 

                                                      

1 Sales technology solutions に関する投資は、2017 年には$4,581（110 円/ドル換算で約 50 万円）となり、2014

年の$2,546 から約+80%増。（米国インサイドセールス協会調べ） 

2 従業者一人当たり情報処理関係諸経費（平成 26 年度、経済産業省調べ） 
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因みに、米国企業が営業に多くの資本を投下する目的は、主に以下 2点です。 

1) 【コスト削減】営業活動を可視化させ、管理工数を削減する 

2) 【利益増大】マーケティング、セールス、カスタマーサクセスの部門間連携を図り生産性を高める 

 

1) 営業活動の可視化は、顧客情報や営業進捗の管理に主眼を置いており、人手を使い膨大な工数をか

けていた管理業務の効率化を図ることが主目的で、コスト削減要素が強いです。 

2) 部門連携は、部門間の連携を密に図ることで適切なリード（見込み客）に適切なタイミングでアプ

ローチすることに主眼を置いており、成約率を上げることが主目的で、利益増大要素が強いです。 

 

最近では特に、２）部門連携を図る IT投資に注力する企業が増えています。なぜなら、顧客の課題の

細分化/多様化と共に各部門の役割も細分化/多様化しており、密に連携を図らないと成果が上がらなか

ったり、各部門の業務が被って無駄が生じたりするからです。逆に、上手く連携すると狙ったターゲッ

ト層に適切なタイミングでアプローチできるため成約率が高まり、気合いと根性の営業から生産性の高

い営業にシフトすることが出来ます。 

つまり、顧客の課題が多様化するなかで、プロダクト/サービス自体で差別化することが困難になり、

オペレーションの最適化で差別化を図るようになったと言えます。 

 

さらに米国では、IT投資に加え、営業組織の見直しも加速しており、営業組織を①インサイドセールス

（内勤営業）と、②フィールドセールス（外勤営業）の 2つに分けるようになりました。そして近年、

インサイドセールスの重要性が増しています。米 Forbes紙に掲載された「2017 Sales Trend 

Research: Inside Sales vs. Outside Sales」によると、大企業（売上高 5,000万ドル以上）では、営

業リソースの 30.2%をインサイドセールスが担っており、2018年にはこの割合が 40.3%まで増加す

るとの予測を示しています。また、中堅以下の企業（売上高 5,000万ドル未満）では営業リソースの

47%をインサイドセールスが担っており、大企業を大幅に上回っていることが分かりました。 

 

営業時間配分を調べた別の調査によると、フィールドセールスの配分が大幅に減少し、インサイドセー

ルスの配分が大幅に増加しているという結果も出ています（次項図ご参照）。米国ではインサイドセー

ルスを導入する企業が過去 10年間漸増しており、特にここ数年は急増しているのです。 

 

次項以降では、そもそもインサイドセールスとは何なのか、何故これほどまでに多くの企業が導入して

いるのかについてご説明します。 
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イノーバ社 ブログより抜粋 

 

 

インサイドセールスとは？ 

近年、日本でもインサイドセールスが広く提唱されるようになり、どこかで見聞きした方や既に会社で

導入している方も少なくないと思いますが、まずは「インサイドセールスとは何か」についてご説明し

ます。 

 

最初に、インサイドセールスの目的からご説明すると「商談数と成約率の増加による利益の最大化」で

す。 

どういうことか分解してご説明します。 

 

まず、①利益を最大化（増加）させるためには、③追加投下資本以上に②売上を増やす必要がありま

す。 

 

①利益増加 ＝ ②売上増加 － ③追加投下資本 

 

次に、②売上を増加させるためには、④商談数と⑤成約率を上げる必要があります。 

 

②売上増加 ＝ ④商談数増加 × ⑤成約率向上 

https://innova-jp.com/201509-understanding-inside-sales/
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1 利益↑ 2 売上↑ 3 追加投下資本

5 成約率↑2 売上↑ 4 商談数↑

4 商談数↑ 6 リードの数↑ 7 リードの質↑ 8 アプローチの数↑

5 成約率↑ 9 営業の質↑ 10 プロダクト/サービスの質↑

そして、④商談数を増加させるためには、⑥リードの数と、⑦リードの質と、⑧アプローチの数を上げ

る必要があります。 

 

④商談数増加 ＝ ⑥リードの数 × ⑦リードの質 × ⑧アプローチの数 

 

さらに、⑤成約率を向上させるためには、⑨営業の質と⑩プロダクト/サービスの質を上げる必要があ

ります。 

 

⑤成約率向上 ＝ ⑨営業の質 × ⑩プロダクト/サービスの質 

 

インサイドセールスを導入すると、⑦リードの質、⑧アプローチの数、⑨営業の質が向上します。 

その結果として④商談数（⑦⑧に比例）と⑤成約率（⑨に比例）を増加させることが出来るのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インサイドセールス導入後に効果が表れる時系列順で言うと、下記の通りです。 

⑧アプローチの数↑ 

⇓ 

⑨営業の質↑ 

⇓ 

⑦リードの質↑ 

 

次のページからは、それぞれについて詳しくご説明いたします。 

 



 

p. 18 

営業の本質とは？個人/組織の営業力を上げるためには？ 

Copyright © 2018 Sales Hacker 

⑧アプローチの数↑ 

従来の営業では、アポ➡移動➡商談➡報告を全て一人でこなす必要があるため、アプローチできる顧

客数は、多くても 4件/日ほどです。しかし、内勤型のインサイドセールスは移動時間が無いため、

少なくとも 40件/日以上アプローチ可能となります。 

 

営業担当のアプローチ数について、これまでに多くの調査機関や研究者が定量的な調査を実施してき

ました。例えば、Insidesales.com, Laura Ramos（Forrester Research, Principal Analyst）, 

Jacques Werth （President, High Probability Selling）, Michael Bolduc（Author）などが挙げ

られます。 

どの調査も定量的に実施された為、結果はどれも近似しています（次項、調査例１,２ご参照）。 

 

アポイント取得経験のある方は実際に経験していると思いますが、見込み顧客に電話をかけても、打

ち合わせ/外出/席外しで不在のことが大半です。従来型の訪問営業の場合、アポを取らなきゃいけな

いし、アポ済の顧客を訪問しなければいけないし、結果報告しなければいけないし、、、やることが

次から次へと降ってきます。 

また、新しいリード（見込み客リスト）は増える一方なので、よほどのマルチタスカーでない限り、

電話が通じなかった顧客をリスト化して 1顧客当たり 5回以上アプローチするのは難しいのが現実

です（気合と根性でヤレと言われても、無理なものは無理）。 

 

そこで、アプローチ部隊と、商談/クロージング部隊を分けて分業すると、担当者 1人当たりのアプ

ローチできる顧客数と、顧客当たりのアプローチ数が共に増えるため、商談数が劇的に増加します。 

 

この、アプローチ専任部隊がインサイドセールスという新しい営業組織なのです。 

因みに、商談/クロージング専任部隊は、一般的にフィールドセールスと呼ばれます。 
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～ 定量調査結果 ～ 

調査例 1 

セールスパーソンのアプローチ数： 

約 48%は見込み顧客に 1回だけアプローチして、そこでやめてしまう（2度とアプローチしない） 

約 25％は２回接触したら、そこでやめてしまう  

約 12％が３回接触して、そこでやめてしまう 

わずか 10％が４回以上見込み客にアプローチする  

アプローチ回数と、商談化率（パイプライン率）の割合： 

1回目のアプローチ：約２％  

2回目のアプローチ：約３％  

3回目のアプローチ：約５％  

4回目のアプローチ：約１０％  

残り約 80%が、５～１２回目のアプローチで初めて成立！ 

※マイケル・ボルダック『売れる技術』 

 

調査例 2 

30%以上のリードは、一度もアプローチされないで葬られる。1 顧客当たりのアプローチを数回増

やすだけで、希望していたコンタクトパーソンに繋がる率が最大+70%増加する。1 顧客当たり、少

なくとも 6回はアプローチすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※Insidesales.com調べ 

～ 定量調査結果 ～ 
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⑨営業の質↑ 

ここまで読んで「インサイドセールスって、単なるテレアポ部隊じゃん」と思う方も少なからずいらっ

しゃると思いますが、「テレアポ」と「インサイドセールス」は似て非なるものです。実は、インサイ

ドセールスはマーケティングの要素を多く含んでおり、マーケティング部門にインサイドセールスチー

ムを置く企業も多くあります。 

インサイドセールスの役割は、単なるアポイント取得だけでなく、以下の通り多岐に亘ります。仮説➡

ヒアリング➡提案➡アポイント取得➡情報共有（to マーケ、to フィールドセールス、to カスタマーサ

クセス）という一連の役割を担っており、いわば司令塔のような存在なのです。 

 

インサイドセールスの業務プロセス 

（1） マーケと策定したペルソナ（ターゲット顧客）に応じて、顧客が抱えているであろう課題の

仮説を立てる（課題の仮説の立て方は”視野・視座・視点を変えるステップ”で記載した通り） 

（2） 各ペルソナの課題感に応じてリード（見込み顧客）を点数化して優先順位を付ける 

（3） 優先順位に応じて顧客情報（規模、社歴、誰に何を幾らでどの様に売っているのか）を取集 

（4） 電話を掛けて、以下の流れでアプローチ（顧客への質問の仕方は、前述の”どうやって質問し

たら良いの？”ご参照） 

A) 顧客の顕在/潜在課題をヒアリング 

B) 自社のサービスやプロダクトが、どのように課題解決に寄与するかについて説明 

C) アポイント取得 

D) ラップアップ（課題を再度整理/確認） 

（5） ヒアリング内容と、顧客への説明内容を商談/クロージング担当（フィールドセールス）に共

有する。 

（6） 必要に応じて、ペルソナの見直しをマーケティングに提案。クロスセル/アップセル（他商品

/同商品の追加購入）の可能性をカスタマーサクセス担当に報告。 

 

アポ取得～クロージングまで全て 1 人で行う従来型の訪問営業は常に時間に追われていたため、単なる

アポイント取得しかできませんでした。一方、インサイドセールスが司令塔的な役割を果たすことによ

って、フィールドセールスは顧客が抱えている課題を深く理解した上で商談/クロージングに集中でき

るため、圧倒的に営業の質が上がり、成約に至るまでの商談回数が減り、リードタイムが短くなります。 

また、インサイドセールスが司令塔のような役割を果たすことにより、マーケティング、セールス、カ

スタマーサクセスが密に連携を図れるようになり、結果として営業の質が劇的に向上するのです。 
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IS導入前 導入後

商談 26% 65%
移動時間 31% 0%
アポ取り 29% 0%

クロージング 7% 25%
社内作業、会議他 7% 10%

プロダクト/サービス自体で差別化する事が困難になり、多くの企業がオペレーションの最適化で差別

化を図るようになったとご説明しましたが、インサイドセールスの導入が部門間連携を促進しオペレー

ションの最適化を実現するのです。 

 

因みにセールスファネルにおけるマーケティング、インサイドセールス、フィールドセールス、カスタ

マーサクセスのそれぞれの役割は下図 1の通りです。 

 

図 1．セールスファネル別のマーケ、インサイドセールス、フィールドセールス、カスタマーサクセスの役割 

 

 

 

図 2.フィールドセールスの営業活動時間割合 

インサイドセールス導入後に商談/クロージングに集中できるようになった 

 

 

 

 

 

 

 

イノベーション調べ（2016 年） 

  

http://marketing.itmedia.co.jp/mm/articles/1612/14/news053.html
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⑦リードの質↑ 

近年、市場環境は急速に変わるため、ターゲット顧客も頻繁に見直す必要があります。ターゲット顧客

を見直すプロセスは、従来型の営業組織とインサイドセールスを持つ営業組織では以下のような違いが

生まれます。 

 

従来型の営業組織 

 

 

 

インサイドセールス型 

 

 

従来型の営業組織では、営業担当者は忙しいので、マーケティング部隊と話す時間が無く、たとえ顧客

層が変わってきていると感じていたとしてもそのまま放置してしまうことが大半でした。 

一方、インサイドセールスは従来型に比べて何十倍もの顧客と接する機会があり、各顧客の課題を深く

ヒアリングするため、顧客ニーズの変化を素早くかつ詳細に捉えることが出来ます。また、マーケティ

ングと密に連携するため、変化に気付いたら直ぐにターゲット顧客を切り替えることが出来ます。マー

ケティングとインサイドセールスで連携しながら PDCAを高速で回すことにより、正しいターゲット顧

客にアプローチ出来ているのか常に見直すことが出来るようになるのです。 

 

例えば、「電話営業を可視化するクラウド型 AI ソフトウェア/ソフトフォンのケース」を用いてターゲ

ット顧客層の見直しプロセスをご説明すると以下の通りです。 

 

～ 具体例 ～ 

⚫ 当初、マーケティングとインサイドセールスで協議の上、メインターゲットは以下と定義した： 

「マーケットインの発想で、自社のプロダクト/サービス/データベースを顧客毎にカスタマイズ

して提案営業している企業：具体的には、(1)企業向け研修提供会社、(2)人材紹介会社、(3)シ

ステム開発会社、(4)営業代行業者」 

⚫ インサイドセールスが、各顧客の課題をヒアリングしていくうちに、実は金融機関が「自社内で

のコミュニケーションをコンプライアンス目的で可視化するニーズ」を持っていることが判明し

た為、マーケティングと再度協議の上、ペルソナを追加。 
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⚫ 現行ターゲットである「マーケットインの発想を持つ企業」と、新規ターゲットである「コンプ

ライアンス強化を図る金融機関」ではニーズが異なる（営業を科学する v.s.社内コミュニケーシ

ョンのモニタリング）。従って、マーケティングは訴求ポイントを変えてプロモーションの上、

金融関連のリード取集をしてインサイドセールスに渡す。 

⚫ インサイドセールスは、渡された金融関連のリードに電話を掛けて、仮説（コンプラ目的での社

内コミュニケーションのモニタリングというニーズ）が本当に合っているかヒアリングしながら

検証する。 

⚫ ヒアリング結果、ニーズは多くあったのでアポ取得の上、フィールドセールスに引継ぎクロージ

ング。 

⚫ 結果として新たな市場開拓につながり、アプローチできる市場規模が倍以上になった。 

～ 具体例 おわり～ 

 

このように、ターゲット顧客の見直しが、新たな市場開拓につながり事業が一気に拡大するという事例

は国内外で少なからずあり、ターゲット見直しの重要性を疑う余地はありません。 

インサイドセールスを導入すれば、迅速にターゲット顧客を見直す事ができ、リードの質を向上させる

だけでなく、新たな市場を開拓するきっかけにもなるのです。 

 

 

インサイドセールスではなく、インサイトセールス！？ 

インサイドセールスを組織に取り入れると、「顧客へのアプローチ数が 10倍以上になることで商談数

が増え、分業を明確にして部門間連携することで営業の質が上がり成約率が上がる」というメカニズム

についてお分かり頂けたと思います。インサイドセールスを導入するだけで利益が増加するのですか

ら、米国企業がこぞって導入する理由も分かります。パソコン製造・販売で後発だったものの急成長を

遂げた Dell社の執行役員 清水 博氏は「マイケル・デルによる創業から 30年以上たった今なお、イン

サイドセールスはデル独自のビジネスモデルの中核を担う存在」とその存在意義を強調しています（イ

ンサイドセールスはデル独自のビジネスモデルの中核を担う存在）。 

 

ところで、Field Sales（外勤営業）に対して Inside Sales（内勤営業）という名前になっていますが、

その役割にフォーカスすると本当は Insight3 Sales（インサイトセールス）が正しい呼び名だと思い

                                                      

3 Insight（インサイト）：消費者の行動や思惑、またその背景にある意識構造を見抜くことによって得られる

「購買意欲・心理の本質」のこと。Insight を直訳すると、「洞察」となるが、この直訳からも、消費者の気持ち

を洞察し、そこに隠された購買意欲（ニーズ）を発見することが示唆される。  

http://marketing.itmedia.co.jp/mm/articles/1704/27/news133.html
http://marketing.itmedia.co.jp/mm/articles/1704/27/news133.html
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ます。どういうことかと言うと、顧客の潜在ニーズ（外的インサイト）を発掘する役割と、司令塔とな

って部門間の連携を促すことにより組織の潜在能力・ニーズ（内的インサイト）を発掘する役割を担っ

ているので、役割にフォーカスすると Insight Salesになるのではないかということです。 

 

最初から Insight Salesを創り上げるのは難しいので、最初は単純なインサイドセールス（内勤営業）

を設置し、部門間連携を図って試行錯誤しながら、Insight Salesに昇華させていくのが現実的かと思

います。Insight Sales部隊を持つと営業組織のみならず会社組織全体の在り方が大きく変わります。

いきなり大きなことを成し遂げようとしても何も成し遂げられません。何事も小さな 1歩から始まりま

す。インサイドセールスを設置していない会社の皆さんは、まずはインサイドセールスの設置を、イン

サイドセールスを既に設置している会社の皆さんは Insight Salesの構築を目指して組織改革に取り組

むきっかけになれば幸いです。 

 

「インサイドセールスの重要性は分かったけど、具体的にどうしたら組織に取り込んで、かつ成果を上

げることが出来るの？」と思われた方は、弊社発行の E-book「インサイドセールスの検討～導入～効

果的な運用」も併せてご参照下さい。 

 

 

  

                                                      

 

https://sales-hacker.jp/ebook2/
https://sales-hacker.jp/ebook2/
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