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おり、それをうまく活用できるか否かで、事業

の成長速度に影響を与える時代になりました。
しかし、闇雲に外注を活用してしまうと社員の

経験や知識習得への弊害になり、またコストが

高くついてしまうことがあります。そこで目的
から整理した外注活用方法を紹介します。

あり、国家資格がなければできな

の「士業」と呼ばれる専門領域で

た。それは、税理士や弁護士など

り、例外なく、社内の人ではない

り出し、および発注という形にな

はありません。あくまで業務の切

アウトソーシングは人材採用で

しておく必要があります。

い仕事は、今も昔も多くの企業が

外部の協力者・協力会社というス

の分野においては当たり前でし

外注として活用しています。

つまり、アウトソーシングを正

タンスになります。
働き方の多様化が大きく進んだた

しく活用するためには、図 の３

そして現在は、業務の多様化と
め、アウトソーシングの活用幅が

上で最適な手段が採用ではないとき、アウトソーシン

この「理想」
「現実」
「ギャップ」の 3 点を押さえた

つのポイントを適切に捉える必要

ップを生んでいる要因

広がってきました。そこで、アウ

③ ①で掲げた理想と、②で整理した現実の差分・ギャ

があります。

は、 社 内 だ け で は「 量 」
「質」と

② 現在の組織の状況及び目標達成の進捗

トソーシングを成功させるための

まず社内のメンバーが率先して取

もに課題があることを意味してお

① 会社として今目指している方向性・目標・ビジョン

ポイントを、本稿で整理していき
ます。
●活用のための つのポイント
「アウトソーシング」と「外注」
は読んで字のごとく、自社の外に
業務を依頼する方法です。
基本的に、社内の目標達成やビ

り組むことが最優先です。

ジョン実現のための活動・行動は、
を活用する会社が増えました。弊

一方、わざわざ〝外部のリソー
今、アウトソーシングの普及に

ス・資源を活用する〟ということ
スポットが当たっていますが、実

り、今さらですがそれを強く理解

頼、活用しています。

集作業など多岐に渡る業務で依

社でもマーケティングや制作、編

近年、アウトソーシング（外注）

●昔からあるアウトソーシング

成功の鍵は
目標とリソース整理

昨今、アウトソーシングの活用が一般化して
は、元々アウトソーシングは一部

図 1 アウトソーシングを正しく活用するための 3 つのポイント

笹田 裕嗣
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グをするか否かを判断することになる。
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株式会社営業ハック
代表取締役社長
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アウトソーシングの成功に
必要な４つの目的と視点！

4

特集企画／アウトソーシングのメリット・デメリット

なぜ、採用ではなく
アウトソーシングなのか

目標優先型

リソース確保型

低い

ナレッジ確保型

効率重視型

にあります。

きましょう。繰り返しになります

りているがアウトソーシングを活

高い

正しいアウトソーシング
４つの目的と視点
「アウトソーシングは企業目標・

が、アウトソーシングとはリソー

「アウトソーシングを依頼する

用するケースは、ベンチャーやス

アップのように急成長を目指すモ

不足

専門性の高い人材を採用・雇用
くなります。ましてや優秀な人材

ビジョン達成の手段である」この

することは当然ながら難易度が高
であればあるほど、大企業なども

●適正金額で業務遂行
冒頭で、弊社でもアウトソーシ

前提を理解した上で、あらためて

また、専門性ではなく、組織や

スの確保になります。これを「質」

４つの目的と視点について見てい

含めた採用合戦となるため、その

風土へのマッチングを優先し、ス

と「量」の視点で分類すると図

相手は、基本的に適正な金額の支

タートアップなどに多いです。

社内リソースの量・質ともに足

①「目標優先型」

のようになります。

キル・能力レベルを下げた採用を

そこで活用できる手段がアウト

や教育コストが掛かります。

行えば、当然ながら入社後の育成

難易度は増します。

ングを活用していることをお伝え
しましたが、なぜ採用ではなくア
ウトソーシングなのかは、次の
つの視点で説明できます。
①採用ハードルが高い
②アウ
 トソーシングの方が、業務
習熟度の高い人材が確保できる
可能性が高い

ソーシングです。誤解を恐れずに

払ができれば業務を遂行してもら

言えば、

フリーランスを活用する際、ア

える確率が上がります」

③業務
 が明確に分解でき、切り出
せる業務になっている

ウトソーシングでも社員のように

これが採用・雇用であれば、お

デルの場合「それなりの予算を投

活用の背景としては、スタート

働かせている会社も実は増えてい
ます。その理由としては、賃金を

金だけの問題ではないケースも多

つまり、コスト削減などよりも

給与ではなく外注費にすること

「活用できるものは活用する」と

じてでも成長を実現する」という
た際に、アウトソーシングを一つ

いうスタンスがあるため「目標優

考え方があります。
の選択肢として持っておくこと

先型」と言えます。

くなり、こういった諸問題や納期

は、企業にとっての強みになり得

から逆算したスピード感を考慮し

ます。

で、社会保険料や税金的なメリッ
トが得られるからです。
しかし、本質的なアウトソーシ
ングのメリットは、
「  
採用難易度の高さの解決」
「  
教育コストの縮小」
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充足

社内
リソース
の質

社内リソースの量

 ウトソーシングを
ア
質と量で分類する

図2

2
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The serialization title

営業に生かせる心理学
相手が何を求めているのか
心理学を活用して知る
社会的
アイデンティティ理論
●自己高揚動機

に、諦めムードになってはいませんか。 この停滞した雰
囲気は顧客も同じで「価値あるモノを購入したいが、限

られた資金をどこに使えばいいのか」を迷っています。
そこで、セールスパーソンは魅力的なコミュニケーショ

ン能力を使って〝相手の求め〟を知ることが重要となり

ます。第 2 回では、商品やサービスに加えて、自分を売
り込む施策を、心理学用語を用いて解説します。

っている時間と気持ちの余裕に合

わせて、自分を「ウチの人」の一

員として考えてもらう「単純接触

効果」で対応することで、得られ

繰り返しますが、営業方法とし

ます。

て〝相手の持っている価値観をぐ

らつかせようとして〟売るために

ネガティブなことを言うのは、相

りかねません。無理な説得は、相

手の購買行動を阻害することにな
分は自分」という自己感とは異な

入って来たら歓迎する」というこ

ウチ、外は外」ではなく「ウチに

「ウチの良いところをわかって

●内集団バイアス

しいと思っています。

に自信を持っており購買行動が正

一感情を相手に持ってもらうこと

〇さんは、ウチの人だ」という同

したがって「□□社・営業の〇

を多くしながら相手の自尊感情に

感触を得やすいので、接触の回数

寄り添ってくれている人」は、好

これは、
相手を否定する「社長！

いのですが…。そこで、野球がわ

もそのチームのファンであればい

チームのファンだとします。自分

例えば、相手がプロ野球のある

訴えかけます。
信念を、他のそれよりも高く評価

そうおっしゃいますが…」という

からなくとも、相手の話を一生懸

要になります。
して自分の自己同一感情やアイデ

営業方法ではなく、前回解説した

命ニコニコしながら聞きます。そ

何度も相手に会い、その度にネガ

があります。
日本人は欧米型の独立的な「自

ティブなことを言わず、相手の持

ンティティを高めようとする傾向

れる、自分の所属している集団や

人には「自己高揚動機」と呼ば

が、まずは営業のつかみとして重

くれる人」であり「いつもウチに

済権者に対して営業をすることが

が知られており、それは「ウチは

手の存在そのものを脅威にさらす

現在、心理職として働いているが、一時期、
通信系企業の営業マンの経験もあり。短期
間でアルバイトから部長待遇まで昇進し、
部下 40 人を率いたこともある。

り、
「皆と一緒」という相互に依

（ひなたあきらのおけまる公認心理師たん）

ことになってしまいます。

ひなた あきら

存的な自己感情が優位になること

URL http://hinata.website/

とです。

Ｂ Ｂ・Ｂ Ｃ共に、購買の決

臨床心理士・公認心理師

最も効果的です。決済権者は自分

to

の所属している組織や、その信念

to

第2回
コロナ禍でモノやサービスが売れなくなっている現状
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営業に生かせる心理学

の時間が長ければウチの人になり
てみることが大切になります。

ってしまい相手の気持ちに入れ

果予期による自己効力感が重要に

果として満足が得られたという予

なります。つまり、自分が行った

になってしまいます。

自己効力感の形成はいくつかに

事柄は正しいことであり、その結

初対面の印象が大切なのは「初

分かれますが、ビジネスシーンで

ず、ネガティブな感情を持たせて

が多ければ多いほど正確なものに

頭効果」と言いますが、初めの印

しまうと前に進ませることが困難

否定や恐怖を相手に与えながら
近づいていきます。いわゆる「直

象が悪かったからすべてがダメと

「 こ の 人 は、 大 凡 こ の よ う な 人

「これを買わないと大変なことに
観」で相手を知ることは心理学的

だろう」という判断は、判断材料

なる」という営業方法よりも、ま
には正しい行為です。

やすいわけです。

ずは、ウチの人になることが大切

は断片的であってもバラバラの寄

断材料が「相手の性格」で、それ

していくかですが、最も有効な判

さて、その上で何を判断材料に

顧客にいい印象形成をしてもら

の印象」が大切になってきます。

だんだんと馴染んでくると「最近

初に直観で相手を判断しますが、

いうわけではありません。人は最

最もわかりやすい流れが、

メージを作ってもらうことが大切

になります。よって、一度売れた

さらに、代理的な自己効力感に

●他者への代理効力感

はなりません。

からと、次回以降、手抜きをして

顧客の自己効力感理論

になります。

「自己効力感」が高まる

◀

③それで成功をおさめた

②その営業担当者から購入した

①自分が過去に行った購買行動

せ集めではなく、相手の持ってい

うためには、常に相手にポジティ

測をしているわけです。

です。ここまでの解説内容は、心
理学用語の「内集団バイアス」と
呼ばれるものです。

印象形成

る根源的なもの、つまり、その人

ブな感情を抱いてもらうようなイ

その人物を理解することはできま

したがって、ある程度は直観で

の中核（性格）なのです。

ような価値観を持って、同一感情

す。そこで、部分的なものであっ

ただし、相手が何を好み、どの

●直感は正しい

を有しているかを知ることは難し

ります。

るのかに注目することが必要にな

ても、何が相手の性格を示してい

顧客は「自分の好きなモノ・コ

いです。
トはこれだから、ここをほめてく

他者が同じことをして成功する代

分が達成した効力感だけでなく、

訴えかけるのも大切です。人は自
誰しもが「何かをやった、成し

●購入先＝営業担当者
遂げた」という「自己効力感」を

れたら買ってみよう」というダイ
また、この印象形成は、顧客か

理的な効力感にも反応します。

●初頭効果と最近の印象

持っています。そして、ある行動

レクトな情報を与えてくれるわけ

ら営業担当者についても形作られ

をとるときに（例えば、購買行動
けです。その際に、フッと隙を作

ろう」と思って、見られているわ

ら自分が満足できるかという、結

など）どの程度その行動をとった

〇〇さんは、△△という点に満足

く「 こ の 商 品 を 購 入 し て く れ た

ではありません。短時間で顧客と
接していて得られる情報は、常に

ており「この人はどんな人なのだ

そこで間接的な、雰囲気を含む

あまり露骨ではなく、さりげな

断片的、限定的です。
情報から正しい「印象形成」をし
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アルバイトの求人· 採用から
戦力化へのロードマップ
大型スーパーマーケット現役店長の奮闘記

第2回

アルバイト面接では要点を絞り
お互いのアンマッチを解消する
第 1 回では「求人広告」を用いて、いかに入社後のアンマ

原作／山田店長
大手スーパーマーケット現役店長
Blog https://aoikirin.com
Twitter https://twitter.com/yamada_tencho
お問い合わせ https://aoikirin.com/contact/

マンガ／森元 智

ッチを解消するかを解説しましたが、ポイントは「入社後の
イメージ」でした。そして、次は「面接」です。この面接に
おいても、少しの工夫をすることで入社後のアンマッチを未
然に解消する方法があります。今号では、実際に山田店長が
山本君を面接した際に使用したテクニックを紹介します。
44

最近バイトの
面接は人任せ
だったので
今回は私も
参加するよ

お手数
おかけします
店長は
最初の面接では
履歴書不要
志望動機も
聞かないんだよ

えっ？

で︑今回の応募者の
履歴書を見たい
のですが

どこに⁝？

・優秀な人材採用への門戸が広がる

承知
しました

・自分の言葉ではっきり
話せるか

・目を見て話ができるか

私が見たい
のはこの
２点です

・履歴書不要で応募数が確実に増す
→採用決定の際に預かる

へぇ〜
珍しいな

賛否あろうけど
これが私の
スタイルなんだ！

よしこの
会社に応募して
みよう！

広告も
見やすいし

・志望動機のほとんどは自分の都合
なので、あえて尋ねる必要はない
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2022 年 4 月号 ×（
■価

格：セット販売
本誌のみ
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1 冊 2,450 円（税＋送料込）
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2022 年 4 月号 ×（
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■発
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