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はじめに 

SHLセールス・リポートはパーソナリティ検査(OPQ32)およびMQの結果を基に作成されており、営業職におけ

る Sample Candidate 

の潜在能力について述べられています。本リポートでは、営業成果に関連する分野において 敬称（男性 

Candidate の強みとなる点と能力開発が必要となる点の両方を特定することができます。 

SHLはさまざまな業界において、営業職数千名を対象とした調査を実施し営業に重要な要素を特定いたしました

。これらの要素は営業成果に影響することがわかっていますが、特定の状況において最も重要な要素が何である

かは本リポートの利用者であるあなたが決定しなければなりません。 

本リポートを採用・登用などの選考を目的として使用する場合は、有効な選考手法や選考対象となる仕事の詳細

について正しく把握しておく必要があります。利用者が職務や職務要件を十分に把握していることが、本リポー

トを適切にご利用いただくための前提となっております。また、受検者の適性を判断する選考プロセスにおいて

は、本リポートの情報だけではなく、面接やその他適切な評価手法など異なる視点からの判断基準をご用意いた

だく必要があります。 

本リポートを能力開発を目的として使用する場合は、能力開発手法とフィードバック手法についてあらかじめ充

分にご理解をいただいておく必要があります。 

このレポートの使用 

本リポートには「営業の基盤」、「意欲」、「営業サイクル」という3つのセクションと、全体的な見解を示す

「営業プロファイル」セクションがあります。 

「営業の基盤」セクションでは、ほとんどの営業場面において成果と重要な関連がある要素に焦点を当てていま

す。これらの要素は、仕事によってどの程度の関連があるかは異なりますが、ほとんどの営業職に当てはまる重

要な要素です。 

「意欲」セクションでは、営業成果に影響を与えるモチベーター（動機づけの要素）に焦点を当てています。意

欲とは人を行動に駆り立てる力です。意欲は人がどれほどのエネルギーを仕事に向けるか、そして、そのエネル

ギーを維持することに何が役立つかを示しています。意欲は成果や成功に大きなインパクトを与えます。 

「営業サイクル」セクションでは、典型的な営業サイクルと重要な関連がある要素に焦点を当てています。営業

サイクルの8つの主要カテゴリーにおいて予想される成果を示しています。営業サイクルにおける個人の強みを

理解することはその人が最も成果を出せる営業環境のタイプを判断することに役立ちます。また、能力開発や研

修において、成果をあげるために改善すべき分野を特定することにも役立ちます。 

最後の「営業プロファイル」セクションでは、1ページに、「営業の基盤」、「意欲」、「営業サイクル」のす

べてのデータを掲載しています。個人のプロファイルを、特定の営業状況または役割に求められる要素に結びつ

ける際に役立ちます。
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営業の基盤 

「営業の基盤」セクションは、ほとんどの営業状況において成果と重要な関連がある要素です。棒グラフは、各

要素における 敬称（男性） Candidate 

の強みの程度を示しています。各要素の定義と高得点者の特徴、低得点者の特徴を棒グラフの下に記載いたしま

した。 

これらの要素は、さまざまな営業場面において成果に影響を与えることがわかっています。一般的にはどの要素

でも高いレベルであることが好まれています。しかし、営業状況によってどの要素を最も優先すべきかという問

題に関しては、該当する状況から個別にご判断いただく必要があります。 

これらの評価点によって、営業成果を改善するために利用できる強みとなる要素を特定できます。また、ねらい

を絞った能力開発や研修を実施するために、営業成果を改善につながる重要な要素を特定することもできます。 

営業に対する自信 
低い    高い 

     
定義：他者と対応するとき自信を感じさせ、能力や才能が優れているように見せる。 

● この得点が高い人は、困難でストレスの多い状況においてさえも、非常に自信がある傾向があります。 

● この得点が低い人は、恥ずかしがりやで控えめです。状況によっては怖気づいたり不安を感じます。 

営業ドライブ 
低い    高い 

     
定義：原動力と情熱を持ち、成功を渇望している。困難な目標を達成するよう自分を駆り立てる。 

● この得点が高い人は、エネルギーにあふれ、いかなる目標やライバルに対しても挑戦する意思を固めています。 

● この得点が低い人は、エネルギーや意思があまりありません。 

営業における回復力 
低い    高い 

     
定義：楽観的で非常に回復力がある。最も困難な状況でも耐え、新しいチャンスを待つ。 

● この得点が高い人は、仕事の状況が厳しくなっても楽観的でリラックスしています。 

● この得点が低い人は、物事があまりうまくいかないと弱気になります。 

適応力 
低い    高い 

     
定義：営業状況で成功する可能性を最大限にするために最も適切なスタイルを見分け、採り入れる。クライアントや見込み客とうまくや
っていくことができる。 

● この得点が高い人は、他者に対して敏感であり、顧客の前で非常に臨機応変かつ慎重に行動できます。 

● この得点が低い人は、特定の状況または人々に合わせて自分のスタイルやアプローチをあまり速やかに調整できません。 

傾聴 
低い    高い 

     
定義：他者に共感して耳を傾ける。人々の行動を注意深く観察し、解釈する。 

● この得点が高い人は、他者の言うことに熱心に耳を傾け、うまく接します。 

● この得点が低い人は、聞き下手な印象を持たれる傾向があります。 

変化を受け入れる 
低い    高い 

     
定義：職場や環境における劇的変化や継続的変化、また、物事のやり方の変化に速やかに適応できる。 

● この得点が高い人は、方針や仕事の流れの変更に苦もなく対応し、仕事状況の変化に速やかに合わせることができます。 

● この得点が低い人は、状況や組織の変化に効率よく前向きに対応しません。 
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意欲 

個人の意欲を駆り立てる職場状況は「モチベーター」と呼ばれます。モチベーターは、個人の成功への原動力と

意思に何が影響するかを説明します。下の棒グラフは、各モチベーターが 敬称（男性）  Candidate 

の行動を後押しするのにどの程度有効かを示しています。各モチベーターの定義も表示されています。 

本セクションは、どのモチベーターがどれくらい 敬称（男性） Candidate 

のやる気を引き出す可能性があるかを示しています。全体的な意欲の測定値を表すものではありません。（「営

業の基盤」セクションの「営業ドライブ」のレベルが、全体的な営業意欲の指標としてより適切です。） 

その人の有効なモチベーターを見分けることができれば、何がその人の営業行動を推進する可能性があるかを理

解するチャンスが生まれます。たとえば、ある人が「金銭」によって非常にやる気を出すことがわかっていると

、高収入を得る可能性がある仕事や営業状況に集中するよう勧めることができます。「成長」によって非常に意

欲づけられる人は、継続的な能力開発や研修の機会を提供するポジションによく適しています。 

金銭 
金銭的・物質的報酬 

意欲づけられない    
非常に意欲づけら

れる 

     

競争 
同僚やライバルに勝つチャンス 

意欲づけられない    
非常に意欲づけら

れる 

     

達成 
明確な目標や、個人の業績が鍵となる状況が

あること 

意欲づけられない    
非常に意欲づけら

れる 

     

ペース 
活動が盛況であり、スケジュールが多忙であ
る環境 

意欲づけられない    
非常に意欲づけら

れる 

     

人との接触 
勤務日は終日、他の人々と対応しなければな
らないこと 

意欲づけられない    
非常に意欲づけら

れる 

     

承認 
数多くの賞賛を受け、よい仕事をしたと認め
られる環境 

意欲づけられない    
非常に意欲づけら

れる 

     

成長 
能力開発や新しいスキルの学習のチャンス
があること 

意欲づけられない    
非常に意欲づけら

れる 

     

自律性 
管理が厳しくなく、自分の業務を自由に組
み立てられること  

意欲づけられない    
非常に意欲づけら

れる 
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営業サイクル 

本セクションでは、典型的な営業サイクルにおける主要な要素を用いて個人の嗜好を示しています。レーダーチ

ャートは営業サイクルの8つの重要段階における個人の予想される成果を示しており、典型的な営業サイクルの

どこでその人が最も成果を出すかを判断するのに役に立ちます。営業サイクルの図中の太い線が、営業サイクル

・プロファイルです。円の外周に近いほど高い得点で、中心部に近いほど低い得点です。一般的に、特定の営業

職での成功に欠かせない各分野において円の外周に近い得点が、好まれます。円の中心に近い得点は、能力開発

や研修が必要な分野です。 

営業サイクルの各要素の定義は、棒グラフの下に記載いたしました。 

 
ゲームプランの開発 低い    高い 

      
市場を深く分析し、製品と効果的な営業活動の位置決めに努力する。 

接触する 低い    高い 

      
見込み客と接触し、「打ち解け」、人々を快適な気分にし、新しい関係を構築するためにイニシアチブを取る。 

欲求を構築する 低い    高い 

      
顧客の気持ちに関わり、買いたい気持ちを作り出し、製品やサービスを好きにさせる。 

選択肢を創造する 低い    高い 

      
顧客のニーズを理解し、創造的な解決策を作り出す。 

プレゼンテーション 低い    高い 

      
製品や解決策を熱心に、自信を持って、個人や顧客グループに提示する。ストレスや懸念を抱かない。 

営業のクロージング 低い    高い 

      
商売を自分の陣地に持ち込み、顧客にタイムリーに決断させ、反対意見を処理し、最終価格と販売条件を交渉する。 

顧客を満足させる 低い    高い 

      
販売後も続けて面倒を見る。顧客に接し、顧客を満足させるために必要なあらゆる手段を講じる。 

管理と成長 低い    高い 

      
営業終了後も顧客との関係を保ち、新しいニーズとビジネスチャンスを見つけるべく継続的に気を配る。 
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営業プロファイル 

本セクションは、Sample Candidate の結果の概要をまとめています。 

この結果が特定の営業職や状況に理想的なプロファイルとの照合に使用される場合、どの要素がその特定の役割

における成功に不可欠なのか、を判断することが重要です。通常、個人のプロファイルと理想的な営業職プロフ

ァイルとを比較する前に、職務分析などを利用して、必要不可欠な要素、重要な要素、あればよい要素を区別し

ておきます。(その結果を、下のチャートの「成功するために重要」の欄に書き入れるとよいでしょう) 

モチベーターは個人ベースでの成功を後押しすることに有用ですから、ある仕事や状況に固有な理想プロファイ

ルと比べてはいけません。その人が利用できるモチベーターとできないモチベーターに照らして判断する必要が

あります。 

このリポートの情報は個人の営業要素と意欲を正確に評価していますが、ここに提示されている情報はすべて、

自己報告の質問紙に基づくものである点に留意する必要があります。営業成果に影響を持つ要素は他にも数多く

あります。したがって、このリポートを利用して個人を理想的な職務プロファイルに照らし合わせる場合、その

適合度を吟味するためには、経験や知識、能力に関する追加情報を検討することが重要です。 

  成功するために重要

？*  

 （ランクまたはチ

ェック） 

1 2 3 4 5 

  

営業の基盤 

       営業に対する自信       
              営業ドライブ       
              営業における回復力       
              適応力       
              傾聴       
              変化を受け入れる       
       意欲 

       金銭      n/a 

              競争      n/a 

              達成      n/a 

              ペース      n/a 

              人との接触      n/a 

              承認      n/a 

              成長      n/a 

              自律性      n/a 

       営業サイクル 

       ゲームプランの開発       
              接触する       
              欲求を構築する       
              選択肢を創造する       
              プレゼンテーション       
              営業のクロージング       
              顧客を満足させる       
              管理と成長       
       * 対象職務にこれらの要素が関連するかどうかは、このリポートのユーザーが判断してください。 
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評価方法 

このプロファイルは、CandidateSample様の以下のデータを基に作成されました。 

質問紙/能力テスト 比較グループ 

OPQ32r Russian v1 (Std Inst) OPQ32r RUSSIAN 一般集団 2012 (INT) 

MQ UK English v1 (Std Inst) MQM5 UKE UK General Population 2000 

個人の詳細結果 

氏名 CandidateSample様 

対象者のデータ 

RP1=5,RP2=4, RP3=4, RP4=8, RP5=5, RP6=5, RP7=5, RP8=4, 
RP9=4,RP10=3, TS1=5,TS2=3, TS3=5,TS4=3, TS5=5,TS6=5, TS7=6,TS8=8, 
TS9=4,TS10=4, TS11=2, TS12=4, FE1=7, FE2=7, FE3=7,FE4=3, 
FE5=4,FE6=4, FE7=5,FE8=6, FE9=3,FE10=4, CNS=1. X1=1, E3=6, E2=2, 
E1=6, S1=4, S2=3, S5=1, I3=3 

リポート セールス・リポート v2.0 RE 

リポートについて 

本リポートは、SHLオンラインアセスメントシステムを使用して出力され、Occupational Personality Questionnaire TM 

(OPQ32) の情報を基に作成されています。この質問紙の利用は、質問紙の利用方法や解釈の 

トレーニングを受講した方のみに限られます。 

本リポートは、受検者によって回答された質問紙の結果から出力されています。データの解釈においては、自己認識である

ということを考慮する必要があります。 

本リポートはシステムによって出力されていますが、ユーザーの希望などにより、出力後、リポートの内容を修正、追加な

ど、カスタマイズすることができます。 

したがって、SHL Global Management Limited とその関連会社は、 このリポートの内容が、 カス 

タマイズされたものか否かを保証しかねます。 また、リポート を使用 した結果についての 一切の責任を負いかねます。 
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