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人と組織の可能性を引き出し、
事業の成長を加速させていく
組織を変えるレシピ
2017年からのビジネスターンアラウンド（事業再生）を短期間で
実現し、ビジネスアクセラレーション（事業成長の加速）へと突き
進んでいるヘンケル・ビューティーケア・ジャパン。代表である
後藤秀夫氏に、いかに組織と人の可能性を引き出しつつ、変革
へと導いてきたか、そのレシピを伺った。
ヘンケルジャパン株式会社
ヘンケルのアジア太平洋地域における重要拠点として、グローバルな事業活動の一翼を
担っている。「ヘアコスメティックスを中心に扱う化粧品（ビューティーケア）」「接着技術(ア
ドヒーシブ テクノロジーズ)」の2つの部門で事業を展開している。美容師向け美容教育施
設「ASK academy」や接着剤の研究開発施設「ヘンケル技術センター」も設立し、社会へ
の貢献を図るとともに、新たな事業やテクノロジーの可能性を追求している。

後藤 秀夫 (ごとう ひでお) 氏
MBA, 米国サンダーバード国際経営大学院卒業
1996年にジョンソン・エンド・ジョンソンでキャリアをスタート。営業・マーケティングを経験。
2005年より、日本ロレアルでは11年の在職中に日本と台湾において事業部長の要職を
歴任。リーダーとして長年にわたって手腕を発揮してターンアラウンドや事業拡大に貢献。
2017年より、ヘンケル ビューティーケアの日本兼韓国の代表として、コンシューマー及びプロ
フェッショナルの両事業を統括。同社のビジネスを短期間でターンアラウンドさせて事業を急
成長に乗せ現在に至る。
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事業再生を経て、事業成長へ
感染症の拡大による生活様式およびマーケットの変化に

より、すべての企業が世界規模でのビジネス環境の激変に
直面している。この環境下で、2017年からのビジネスターンア
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ラウンド（事業再生）を短期間で実現し、ビジネスアクセラ

大島洋『管理職の心得 ― リーダーシップを立体的に鍛える』ダイヤモンド社，2010年をもとに作図

レーション（事業成長の加速）へと突き進んでいるヘンケ

らを機能させるべく営業部長層を対象としたマネジメントオフ

2020年、HBCJは次なる事業成長フェーズにおけるテーマ

ル・ビューティーケア・ジャパン（以下、HBCJ）。代表として、

サイトの企画をインパクトと協創することとなった（このフェー

を「GAME CHANGER」と定めた。プロフェッショナル事業本

このプロセスを主導してきたのが後藤氏だ。

ズのケースはこちら）。

部では、2017年に世界初のイノベーティブな技術である「毛
髪ダメージを軽減するボンディングテクノロジー」を搭載したブ

HBCJは、ドイツの化学・消費財メーカーであるヘンケルの

このように、戦略→組織構造→組織文化の順列で変革

ビューティーケア事業を日本において展開している。特に、プロ

をしていくというセオリー（上図）を後藤氏は自身の経験則

美容市場に破壊を起こし、現在のヘアカラートレンドであるブ

フェッショナル向けブランドであるシュワルツコフ プロフェッショナ

から導き出した。後藤氏は、「いきなり長期のビジョンを掲げ

リーチオンカラーの新規市場を創造することに成功した 。

ルは、100年以上の歴史を持ち、その質の高さからヘアサロ

ても、自信を喪失してしまっているメンバーにとってはピンとこな

2021年より、その破壊的イノベーションを一般市場向けブラ

ン向け製品の世界三大サプライヤーの1つに数えられ、世界

いでしょう。ターンアラウンドケースでは、目に見える、肌で感じ

ンドgot2b（ゴットゥービー）にも広げることで、両市場にお

の美容界をリードしてきた。しかし、後藤氏が就任した2017

ることができる小さな変化を起こしていくことが重要です。戦

いてゲームチェンジを起こし続けている。HBCJは、お客様が毛

年時点、日本市場においては数年にわたって売上が低迷す

略的にやることを絞り、絞り込んだ目標に対して注力するこ

髪ダメージを気にせず、ヘアカラーをヘアコスメとして毎日自由

る厳しい状況であった。そこで事業再生のため、まずテコ入れ

とで生まれる一つひとつの成功例。これをすかさず、認めて

に楽しみ、新たな自分を発見する世界を目指している。「ボ

したのは営業組織の変革。全メンバーとの面談を経て、戦

（Recognition）、皆で称賛する（Celebration）。そう

ンディングを日本のあたりまえに」というミッションを本気で実

略商品の絞り込みや組織構造と人員配置の再構成、評

して、少しずつ成功の規模を大きくしていくんです」と組織変

現するため、全社を挙げての挑戦が始まった。

価制度の見直しなどの打ち手を矢継ぎ早に打ち出し、それ

革におけるソフト面のTIPSを語る。

ランドFIBREPLEX（ファイバープレックス）をローンチして以来、

このオフサイトでも、職場において営業部長に求められる
具体的な思考・行動様式が明確になっていたため、それを
面白がりながら感覚的に理解することができ、取り組みの焦
点を絞る・自ら高い目標を掲げてやり切る（やり切らせ
る）・前向きな行動に対して称讃するなどの行動が目に見
えて増えた。この前向きな変化は、チーム全体に波及し、事
2019年9月の発売以来、全国の限定コンセプトサロンから熱い支持を受けている、ヨーロッパで
生まれたサステナブルビューティーケアブランド”AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT”が百貨店チャ
ネルで本格始動
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業再生の大きな推進力となった。

ブリーチ・カラー施術時におけるダメージから髪の毛 ミレニアル世代・Z世代に向けて、メイクの
を守るという発想から生まれた毛髪強化システム ようにヘアカラーを楽しめるさまざまなアイテ
の“FIBREPLEX”
ムを展開している“got2b”

組織を変えるレシピ :

一瞬で感覚が思い出される共有体験化: おもしろさ

共通言語化・共有体験化・内面化

「最初は論理だけれど、行動に移すには、心が動くことが必

ビジネスアクセラレーション（事業成長の加速）で後藤氏

要」。後藤氏がインタビュー中に何度も口にした言葉だ。組

が重視したのは、「自走する組織」をつくり上げることだ。事

織カルチャーの変革において、この点を重視する後藤氏は、

業再生フェーズを脱した後、市場規模とシェアを最大化（ス

言語的理解に留まらず、感覚的理解を促進することができ

ケール）していく。この時に重要なドライビングファクターの一

るオフサイトでのインパクトの体験学習（Project Based

つが、自走する組織づくりだ。これは組織カルチャーの変革に

Learning）を重用してきた。誰も経験したことがなく、正解

他ならない。後藤氏は、 「望ましいカルチャーを浸透させるに

がわからない課題解決シミュレーション（以下、プロジェク

あたり、私が重要だと考えるポイントが3つあります。それは、

ト）を通じて、効果的なチームやリーダーシップの在り方、そし

全員が同じ共通言語を持つこと、感覚として共有できる印

て仲間との対話を通じて3Csカルチャーの意味解釈について

象的な体験、それらを日常の仕事に関連付ける工夫です」

理解を深めていく。

と組織を変えるためのレシピとして整理している。
インパクトの体験学習の特徴は、大人が感じる「おもしろ

組織カルチャーの共通言語化 : わかりやすさ

さ」にある。独自のゲーミフィケーションメソッドが用いられたプ

浸透させたい組織カルチャーはシンプルでわかりやすい共

ロジェクトは、アタマはもちろん、カラダも駆使しながら取り組

通言語をつくることから始まる。「例えば、最初はメンバーが

むよう設定され、結果としてココロ揺さぶる経験となるように

伸ばすべきコンピテンシーを10個近く設定していました。でも

デザインされている。これが単なる「遊び」とならないのは、実

多すぎると、日常で意識し続けることが難しい。そこで大切に

際の組織でも起こり得る状況がエッセンスとして組み込まれ

したい思考・行動様式を絞り込み、皆の腑に落ちる形とな

ているためで、一見仕事とは関係のないプロジェクト体験を

るまでシンプルにしました。それをさらにキャッチーに3Csと名付

振り返ることで、実務においても重要な学び（今回は3Csカ

けて浸透させていこうと考えました」。

ルチャー）が抽出できる。印象深く、おもしろい、意味のある
共有体験は、参加者にとっての資産となる。

HBCJの3Csカルチャーとは、Challenger / Creativity /
Collaborationの3つのCとStart-upのsを加えたものである。

後藤氏もこう話す。「社内で『ビールケース』『ドラム缶』『綱

皆が感じるわかりやすさには、一方で抽象度が高くなり、受

渡り』と言えば、参加者全員が、あのことだ、とピンときます

け取る個々人の解釈に幅が生まれ、認識のズレが生じやす

ね。それぞれ組織が陥りがちな盲点や構造、リーダーシップの

いという課題もある。そこで、共通言語を全員がアタマで理

特徴をテーマにしているので、そのワードを聞いただけで、プロ

解した後には、それをカラダとココロに沁み込ませる共有体

ジェクトでの感覚を一瞬で思い出し、3Csの学びに立ち返る

験が効果を発揮する。

ことができます。それを誰か一人だけが気づくのではなく、全
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員が思い出せること。ここに共有体験の場を作ることの意義

「私、年間で数百回は『ビールケース』って言ってると思いま

アル的な規模から始めることもできますし、そちらの方がもち

を感じます」。

す」。後藤氏は、笑いながらそう教えてくれた。「カルチャー浸

ろんリスクは少ない。でも『全店でやってみたいんです』って」。

透って、一人ひとりのマインドが変わること、そして行動が変

それまでは、やや保守的に見えていたその社員のマインドが

「皆が実務で忙しいことは当然わかっている。それでも、あえ

わることだと思うんです。だからそのために、何千回でも言い

成長していると感じられた出来事であった。

て時間をとってオフサイトを行う。その目的は、皆の感情を動

続けます」。

かすことです。こうしてつくり出した共有体験は間違いなく

「結局、戦略を動かすのは人なんです。共通の価値観が浸
HBCJの日常の取り組みは、3Csを想起させる工夫にあふ

透して、望ましい行動が組織内のそこかしこで見られるように

れている。例えば、ミーティングの冒頭で必ずプロジェクトの写

なる。それが、私が目指している自走する組織なんです。そ

真を映し出したり、オンライン会議のバーチャル背景を自分た

うなったら、リーダーは今ではなく先を見て、近場ではなく広い

ちがつくった3Csビジュアルにしたり、仕事での成功を3Csと紐

視野で絵を描くことに注力できます。現場が一番大切です

資産は活用しなければ価値を生まない。わかりやすい共

づけて称讃したりなど。資産を活用すべく数多くの工夫をし

から、その彼らが細かい指示命令を受けることなく、自分た

通言語をおもしろい共有体験化した後に必要なのは、日常

ているのだ。HBCJの取り組みからは、伝えて終わり、つくって

ちの存在意義や価値基準をしっかり自問自答しながら走れ

の仕事に関連付ける工夫である。後藤氏は、この部分の巧

終わり、やって終わりではなく、それを使い倒すしつこさが組

る。そうなったら最高だと思いませんか」と後藤氏は楽しそう

緻さが抜きん出ている。

織カルチャーの変革には必須であると再認識させられる。

に語りかける。

着実な組織カルチャーの変化

組織を変えるシークエンス : 順列を間違えない

HBCJの資産です。だから、使い倒さないと、と思っています
ね」。このように後藤氏は言い切る。

日常の仕事を通じた内面化: しつこさ

事業成長の加速に向けた変化は、すでに表れ始めている
という。古参の営業社員の様子を後藤氏が教えてくれた。

ここまで組織カルチャーを変えるレシピを語ってくれた後藤
氏に、変革を進める上での勘所について尋ねた。

彼らから「この2年で会社がすごい変わりましたよね！新しい
会社に転職したような気分です！」と話しかけてくれたんです。 「いきなり組織が『これがうちの目指すべきカルチャーだ！』と
その話し方や顔色から、マインドが変化していっていることを

キャッチコピー的にメッセージを打ちだしても、メンバーはピンとこ

感じます。キャリアの長いメンバーほど、会社に対して思うとこ

ないと思いますね。まずは、成功しそうと感じられる蓋然性の

ろも多かったかもしれない。そんな彼らが今、イキイキしている

高い戦略を構築し、それを支える組織構造やキーポジション

のはとても嬉しいことです」。

を担う人が適所適材となっていることが大切。その体制下で
小さな成功体験を積んでいくと、徐々にボトムアップで様々
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他にも、殻を破ってビジネスで大きなチャレンジをしたいと

な案が出てくる機運が高まってくる。ここまできてやっと、『もっ

後藤氏に話した営業社員の話も。「カラートリートメントの拡

とよくしていくための組織カルチャー』が語られる土壌ができ

販のために、戦略クライアントに対して全店を対象とした大

る」と後藤氏。「最初に組織カルチャーじゃないんです。まずは、

規模キャンペーンを打ちたい、と提案をしてきたんです。トライ

戦略と組織体。しかし戦略だけでは、人の心は動か

ない。だからこそ、戦略と組織カルチャーのどちらに比重を置

は、ポジティビティ（楽観）である。後藤氏のメンバーとの関

本での事業再生と事業成長の手腕を買われた後藤氏は、

くのかというグラデーションを徐々に変えていく、変え続けてい

わり方を観察していると、べき論や強制による関わりよりも、

現在ヘンケル・ビューティーケア・韓国の代表も務めている。

くことが重要だと考えています」 。

圧倒的に喜びや楽しさ、未来への期待を語りかけていること
に気づく。「こんな風になれると思うんだ」「こうなったらスゴい

「韓国もターンアラウンドのタイミングだと感じます。この約5年

組織開発コンサルタントとして有名なパトリック・レンシオー

と思わない？」「それ、いいねー。やってみよう」など、前向き

間、日本で培った勝ち筋を共有したい。日本と同様に、まず

ニは、組織について考える際、組織知性（Organizational

な表現で彩られている。日常的にも、後藤氏自ら歩き回っ

は 合理的な 戦略の下で成功体験を積んでい くフェーズ

Intelligence ） と 組 織 健 全 性 （ Organizational

て、メンバーに話しかけている。変革というと深刻なムードにな

です。組織カルチャーのステージはもう少し先かな、とも感じる

Health）の両方を踏まえなければならないとしている。後藤

りがちである。真剣でありつつも、より良い未来に向けてやっ

けれど、彼らにも然るべきタイミングで、オフサイトでの3Cs研

氏の話からも、これらを切り分けつつ、その展開のシークエン

ていることだという前向きさをリーダーが体現していることが、

修の場は必ず作りたい。また、オフサイトをきっかけとした人

ス、順列をどうしていくのかに心を砕いている様子がうかがい

組織を変えるもうひとつのレシピではないだろうか。

材交流などを通じて、互いに良い刺激も与えあえると思って

知れる。そして、後藤氏が重視している順列は1回なぞって
終わりというものではなく、状況環境の変化を踏まえて、何

いるんです。これまでの発想に囚われず、各国拠点の持つビ

日本のみならずアジアへ

度も繰り返し、またアップデートしていく性質のものであるとい

ヘンケルグローバルでも、昨今カルチャー・トランスフォーメー

うことがわかる。「このパターンを繰り返しているだけなんですけ

ションは、大きなテーマとして話題に上ることも多いという。日

ジネスのポテンシャルを最大限発揮できるようにしていきたい
ですね」。HBCの挑戦はそのスケールを拡げながら、さらなる
高みを目指して続いていく。

どね」、後藤氏は事も無げに語るが、ここまで言及されていな
い重要な要素がもうひとつあるのではないかとインタビューを
通じて考える。

変革リーダーとしてのふるまい
組織変革のリーダーとしての後藤氏から特徴的に感じられるの

わかりやすさ

共通言語化 (Common Language)

おもしろさ

共有体験化 (Shared Experience)

しつこさ

内面化 (Internalization)

ポジティビティ
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「イマ」のリーダーシップ開発投資を「ミライ」へ
組織・人材開発コンサルティングを40年展開しているインパクトだからこそできる、
社会課題への取り組み「リーダーシップ・エコシステム®」。これは、SDGs4『質の
高い教育をみんなに』をベースに、SDGs10『人や国の不平等をなくそう』、
SDGs8『働きがいも経済成長も』に統合的に取り組んでいくものです。
労働力人口の減少が喫緊の課題であるこの日本で、「自社」の「従業員」に
「イマ」行っているリーダーシップ開発投資を、「日本社会」の「若者」の「ミライ」を
拓くためのリーダーシップ開発へと還流させ、彼らが将来的に日本のマーケットを
活性化していくことを目指しています。毎年、①弊社研修事業の売上総利益
の1%を若者を支援する非営利団体(あしなが育英会様、カタリバ様、多文化
共生センター様等)へ寄付し、あわせて②意欲はあるが困難な状況にある奨学
生へのプロボノ(リーダーシップ開発)やCAL*の機会を持続的に提供していきます。
*Community Action Learning コミュニティの課題解決と人材育成を目的としたインパク
トの独自プログラム（SDGs17『パートナーシップで目標を達成しよう』）

