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近年、コミュニケーションに問題を抱えている組織が多く見られる。A社の法人向
け営業の現場では、チームにおける各メンバーのシナジーが十分に発揮されていな
いという課題認識を持たれていた。しかし、チーム構成の見直しとなると、業務上
の役割分担と、メンバー個人のタイプを踏まえた検討が必要となる。
富士通総研（FRI）では、こうした課題に対応するため、個人のタイプに焦点をあ
てたコンサルティングを提供している。本論文では、営業の現場におけるチーム改
善の事例を通じ、個人のタイプまで踏込んだチーム分析の有効性を示す。
なお、本論文で紹介している手法は、営業現場のみならず、チームで成果をあげ
ようとしている現場全般に適用できると考える。
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ま　え　が　き

近年、コミュニケーションに問題を抱えている
組織が多く見られる。
バブル期の大量採用とバブル崩壊後の採用抑制
により、指導経験も指導された経験も少ないマネー
ジャーと、同僚が少なく自身の特徴への認識が乏
しい若手の増加が、この一因と考えられる。

FRIでは、このような問題に対応するため、個
人のタイプを踏まえた人材育成手法を提供してい
る。その中核は、
①担当者やマネージャーが、自分自身を認識する
ための「気づき」の提供
②マネージャーが、各担当者のタイプを把握し、
適切なコーチングを行うとともに、自分のノウハ
ウを伝承するための仕組み作り
③チームとして、各担当者が互いのタイプを活か
して役割分担を行う仕組み作り
となっているが、加えて、お客様を理解し、能動
的なコミュニケーションを円滑に行うための支援
を行っている。
本論文では、法人向けの営業現場で、チームと
しての営業力強化と、お客様の満足度の向上を企
図したA社での適用事例の紹介を通じ、個人のタイ
プ診断まで踏込んで、こうした対応を検討するこ
との有用性を論じる。
本論文で紹介する手法は、営業現場のみならず、
チームで成果を上げようとしている現場全般に適
用できるとともに、人材採用や配属、メンタルヘ
ルスケアなどの分野へも応用可能性があると考え
ている。

営業人材の開発における問題

A社の法人向け営業の現場においては、以下に示
す3点が課題となっていた。
・マネージャーの知見を担当者に伝承すること。
・個人プレイから、チームセリングに転換すること。
・伸びがちな商談の足を短くすること。

FRIでは、これらの課題に応えるためには、コー
チング、役割分担まで含めたチームマネジメント
を検討する必要があると考えた。そのためには、
各個人のタイプを踏まえたアドバイスが必要にな

るため、以下に述べる手法に基づいて個人タイプ
診断を活用することが有効であると考えた。

個人タイプ診断の手法

ここで、A社での取り組みを紹介する前に、個人
のタイプ診断に採用した手法について概述する。

FRIでは、今回、個人のタイプを知るために、
Dominance（支配）、Influence（影響）、Stability
（安定）、Compliance（基準）の観点から分析する
DISC理論というタイプ診断手法を採用している
（図-1）。この手法は、欧米で開発され、営業/コン
サルタイプ診断に多く取り入れられているもので
ある。（注1）

この診断手法を選択した理由としては、簡単な
テスト（注2）を行うことで、図-1に示した4つの性質
から、700パターンほどに個人のタイプを分類でき
るほか、営業人材育成に有効な、以下のような点
が判別できるからである。
・時間基準（スピード感覚）
・モチベーション
・強み/弱み
・マネージメントのポイント
・権威への態度
・ストレス
一方、DISC理論のタイプ診断は、個人を中心と
した手法であるため、チーム・組織という観点で
は不十分さを否めない。そのため、FRIでは、さ
らに、営業教育の実践の中で、チームセリングの
ために独自の手法を追加し、その弱点を補ってい
る。
その内容を以下に示す。

・タイプ別の役割分担
 タイプにより、営業チームで向いている業務は異
なる。DISC理論のタイプと、新規開拓か、フォ
ロー中心かなどの営業チームにおける役割分担
を、理論および実践経験から紐付けて適用を図っ
ている。

・マネージャーの知見のナレッジ化と担当者への伝達
 マネージャーの考えが担当者に伝わらない場合、
伝え方（コーチング）に基づくものと、伝える内容
（ナレッジ）に基づくものがある。どちらの問題で
あるのかを判別し、コーチングについては、タイ
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プ診断を適用し、ナレッジについては商談シナリ
オとして共有する手法をとっている。

・商談時におけるお客様のタイプの分析
 商談時に、お客様のタイプ（スピード重視、分析
重視など）を知ることが、提案の際、重要な要因
となる。しかし、お客様に対し、直接タイプ診断
を行うことはできないため、営業の際に、簡易に
相手のタイプを判別できるように、お客様の発言
や対応に着目した仮説方式を採用している。

事　例　紹　介

A社での実例に基づき、個人のタイプ診断を活用
した事例について概述する。
タイプ診断を有効活用するためには、4つの観点
でコンサルティングを計画、実施することが必要
である。
（1）各人へ「気づき」を与える
（2）マネージャーと担当者の関係を把握する
（3）各担当者の役割をチームに「最適化」する
（4）顧客のタイプを仮定する

（1）各人へ「気づき」を与える
各人が、自分自身を認識するためには、自分と
他人の違いについて「気づき」を得ることが必要で
ある。このために、タイプ診断を活用し、自分と
他人の特性を認識してもらう。

また、ストレスを抱えた可能性のある担当者に
は、FRIのコンサルタントが直接会話し、問題点
の把握を行う。
【活用事例】

A社の担当者全員にタイプ診断を実施し、お互い
のタイプ診断結果を普段の印象と比較し、チーム
で共有、把握してもらった。
この分析に対し、各担当者から、以下の感想を
頂いた。
・以前から、自分と同僚との動きや思考の違いにつ
いて何となく気づいてはいたが、それが何に起因
するものかはわからなかった。

・この調査の中で、自分が重視している価値観と、
同僚が重視している価値観が異なることが、互い
に理解できた。

・上司のタイプを理解することで、上司が何を評価
し、何を軸に担当に対してコメントを行っている
かを理解することができた。
このように、自分自身のタイプを知ることが、
後に、マネージャーと担当者の関係や、チームと
しての活動を考える上でもベースとなる。
（2）マネージャーと担当者の関係を把握する
次に、マネージャーと担当者の関係を把握する
必要がある。タイプ診断のほか、マネージャーと
チームの抱えている問題点、担当者に行っている
指導、コーチングのやり方、成果についてヒアリ
ングも行う。
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図-1 DISC理論に基づく個人のタイプ
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一般に、マネージャーの考えが担当者に伝わら
ない場合、伝え方（コーチング）に基づくものと、
伝える内容（ナレッジ）に基づくものがある。どち
らの問題であるのかを判別し、コーチングについ
ては、タイプ診断を適用し、ナレッジについては
商談シナリオとして共有する手法をとっている。
①伝え方の問題（コーチング）
担当者との意思疎通、コーチングの問題について
は、タイプ診断に基づくアドバイスが有効である。
②伝える内容の問題（ナレッジ）
マネージャーの思考方法が暗黙知となっている
ケースが多い。その場合、暗黙知を表出させて共
有する仕組み作りが必要である。
とくに、営業においては、商談においてどのよ
うに顧客を攻略するかという考え方が暗黙知にな
りやすい。FRIでは、商談シナリオとしてマネー
ジャーの知見を担当者と共有するようにしている。
【活用事例】
あるマネージャーからは以下のように相談を受
けた。
「部下が何を考えているか分からない。言って聞
かせれば、その場では涙を流して納得するのに、
決して行動はしない。正直に言って、嘘つきに思
える。」
双方にヒアリングした結果、以下の問題が判明
した。
・マネージャーと担当者との意思疎通に問題がある
ケースが発生していること。

・コーチングの問題とナレッジ共有の問題の双方が
あること。
・マネージャーは、コーチングの理屈は分かっている
が、具体的に誰にどう言えばいいかわからず、実際
の行動には落とし込めていないということ。
さらに、何がコミュニケーションの阻害要因と
なっているのかを探るため、マネージャーと、こ
の担当者のタイプ診断の結果を比較した。
その結果、マネージャーのタイプとして、動きの
早さ、外向性、能動性に特徴があることが分かった。
＜マネージャーのタイプ診断の概略＞
・タイプ ：D（支配）とI（影響）
・時間基準 ：非常に早い
・モチベーションが上がる要因 ：仲間と仕事をすること
  人前で評価をされること

一方、問題の担当者のタイプは、安定性や一貫
性に特徴があることが分かった。
＜担当者のタイプ診断の概略＞
・タイプ ：S（安定）
・時間基準 ：マイペース
・モチベーションが上がる要因 ：現状維持
・モチベーションが下がる要因 ：ペースが速いこと
   頻繁に変更があること
・マネジメントのポイント ：十分に納得しない場合、
   曖昧に拒絶する
   反対も実行もしない
分析結果から、この担当者が、マネージャーの
言葉に納得していないにも関わらず、それを明言
せず、曖昧に拒絶している可能性が高いことがわ
かった。
そこで、マネージャーと担当者がお互いの考え
を理解できるように、FRIでは以下のような対策
を導き出した。
・タイプ診断を踏まえ、各担当者別の具体的なコー
チング手法を提供

・マネージャーの考え方を担当者が理解できるよう
にするため、顧客情報と商談シナリオを整理する
ためのフォーマットを提供し、指導の仕方を説明

・グループで意思共有するための運用提案（商談の
際に、担当者がまず顧客情報を調査して商談シナ
リオ案を書き、マネージャーはそれに基づいて添
削する。また、月1回、マネージャーが担当者全
員を集め、お互いが商談シナリオのチェックをし
あう。）
これらの結果、マネージャー以外の各担当者も
疑問や感想を言い合うようになり、互いの考え方
のロジックを明確にし、共有するようになったとの
言葉をいただいた。今では、問題となっていた担
当者も、曖昧な態度で何もしないといったことも
なくなり、次第にマネージャーが何を言いたいの
かを理解するようになったとの評価を頂いている。
（3）各担当者の役割をチームに「最適化」する
各担当者が、単なる個の集合ではなく、チーム
として成果をあげるには、それぞれのタイプを有
効に組み合わせて活用する必要がある。
タイプにより、営業チームで向いている業務は
異なる。FRIでは、DISC理論のタイプと、新規開
拓か、フォロー中心かなど営業チームにおける役
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割分担を、理論および実践経験から紐付けて適用
を図っている。（図-2）
ヒアリングとタイプ診断の結果に基づき、各担
当者のタイプが、現在のチームのミッションにあっ
ているか、チーム内の役割分担が適切であるかを
分析し、担当者が苦手と感じる部分については、
マネージャーや他の担当者が補完可能かどうかも
検討する。
【活用事例】

A社では、「商談の足が伸びている」という問題
意識を持っていた。また、ヒアリング結果からは、
チーム全体としてのシナジーを発揮する仕組みが
できていないケースが多く見受けられた。
・商談において、各担当者が互いに得意なスキルを
組みあわせることが少ないこと。

・マネージャーのスキルやノウハウを積極的に活用
する担当者が少ないこと。

・チーム内での情報共有が必要なはずの中長期の商
談においても、シナリオの共有がされていない。
また、そもそも中長期での顧客アプローチ自体が
設計されていないケースがあること。
そこで、FRIでは、タイプ診断を活用したチー
ム分析を行った。結果、コミュニケーションや分
析が得意な担当者が多く、一見、問題ないように
思われたが、反面、クロージングが得意なメンバー
がマネージャー 1名だけであり、時間の関係から、
マネージャーとのコミュニケーション不足（担当が
個人で判断してしまう）が、商談の足を長くしてい
る原因になっている可能性があることが判明した。
そのため、商談が長くなりそうになった場合に
は、自己解決しようとせず、商談シナリオをマネー

ジャーと事前に相談し、そのまま続けるべき商談
かをチェックするように提言した。
また、必要に応じマネージャーが同行し、クロー
ジングの支援をすることが重要であることも提言
した。
その結果として、難しい商談については早く見
切ることができるようになったこと、無期限に伸
びる商談がなくなり、受注力が向上したと評価を
頂いた。
今後、中長期的には、チーム内に、マネージャー
以外にも、クロージングに強いタイプを育てるこ
とが重要であることを提言していることは、言う
までもない。
（4）顧客のタイプを仮定する
若手担当者へのヒアリングからは、顧客とのコ
ミュニケーションに難しさを感じるとの声が上
がっていた。
・お客様の要望に従って提案を行ったはずなのに上
手くいかないケースがあること。

・お客様が意思決定してくれずに、商談が止まって
しまうケースが発生していること。
このようなケースでは、お客様の主要な傾向（言
動の特徴）からタイプの仮説を立て、そのタイプに
沿ったアプローチを行うことが有効である。また
その仮説があわず、適合しないようであれば、他
のタイプと考え、別なタイプ向けのトークに切り
替えるようにする。
【活用事例】
あるお客様相談室の商談において、お客様相談
室長の温和な態度と論理性の高さから、以下のタ
イプを想定して進めることが試行された。
・タイプ  ：S（安定）とC（分析）
・時間基準（スピード感覚）： 正確性を重視するため、 

スピードは遅い
・モチベーション ：業務の正確性
・権威への態度  ： 何かの基準や権威には  

積極的に従う
この仮説に基づき、室長が業務の正確性や基準
を重視されている点を踏まえ、コールセンター業
務における一般的な運用基準や、他社事例と、問
題事例（顧客の声の録音が不十分だと、クレーム時
や訴訟時に大きな問題が発生する可能性がある）を
訪問時に紹介することを行った。また、権威を重
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図-2 営業チームのタイプ別役割分担例

2009コンサル集_10.indd   76 2009/11/06   13:58:09



FRIコンサルティング最前線. Vol.2, （2010） 77

タイプ診断を活用した営業人材育成　～チームセリングへの転換～

視する点も踏まえ、その分野における専門家を同
行させた対応を行った。
その結果、提案は室長に納得感を与え、その次
の訪問時に、CRMシステム商談を獲得することが
できたとの成果を報告頂いた。

効　　　果

今回紹介した事例は、A社の営業部門の一支店に
対して行った教育であったが、これまで述べてき
たように、お客様から高い評価を受けることがで
きた。
本年は、同内容の教育を全国の支店まで含めて
展開することとなっている。

A社の社長同席の上、全社営業幹部に向けて方針
発表がなされたが、最も評価されたのは以下の点
であった。
①単なる営業テクニック教育ではなく、人材育成
という観点と結びついていること
②受身の営業から、能動型営業への変革であること
③個人プレーではなく、チームセリングを目指し
ていること

む　　す　　び

本論文では、主に営業教育を事例としてあげた
が、タイプ診断という手法としては業種・業務に
関わらず有効であると考える。
また、採用時や、配置転換時における適性の調
査や、ストレスチェック機能を活用した社内メン
タルヘルスとしての利用など、様々な分野に活用
できると考えている。

IT導入においても、業務改革においても、最後
は「人」に帰着する。タイプ適性診断を活用するこ
とで、お客様の成果が高まるよう、価値を提供し
続けていきたい。

（注1）DISC理論の詳細および理論的背景については、
ウィリアム・モールトン・マーストン教授「Emotion 
of Normal People」を参照。

 また、DISC理論を活用したパーソナルサーベイツー
ルは複数社から提供されているが、以下の事例では英

国サクセスダイナミックス社（日本代理店　株式会社

ブリングアウト）のものを活用した。

（注2）自己認識に関する4択の問い（「あなたは自分がどの
ようなタイプだと思いますか」）に約20個ほど回答して
いく。全体で5分程度のテストとなる。
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