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ビジネスターンアラウンドへ向けて
チャレンジを促すマネジメントオフサイト
ビジネスターンアラウンド(業績回復)に向け、営業マネジメントチームの結束力を強化し、各メンバーに対して
強いリーダーシップの発揮が求められていた。オフサイトに始まる一連の仕掛けが営業組織全体にどのような効
果をもたらしたのか、企画を手掛けた事業本部の事業本部長 日本代表の後藤氏にお話を伺った。
ヘンケルジャパン株式会社

後藤 秀夫 (ごとう ひでお） 氏

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。サロン向
けヘアコスメティックスを扱う「シュワルツコフ プロ
フェッショナル」「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 TOKYO」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。

MBA, アリゾナ州立大学 サンダーバード国際経営大学
院卒業後、ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
を経て、日本ロレアル株式会社入社。2011年にアク
ティブコスメティクス事業部 事業部長就任。赤字続き
の業績を3年連続毎年+30%伸ばし業績を回復。
2013年に台湾ロレアル コンシューマープロダクツ
事業部 事業部長として台湾消費財ビジネスを統括。
台湾ビジネスを2年でターンアラウンドさせた後 、
2016年にセレクティブ事業部 事業部長に就任。2017
年より現職に至る。
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プログラム由来のキーワード

仕事の手をとめてでも、
お互いに信頼関係を構築し
議論する場が必要

現場でのメンバーも含めた、現状

生まれていなかった。そうした部

把握のための社内のヒアリングを

長たちの状況が下部組織に対して

「それ、ビールケースをあと1つ重

実施。情報を収集した結果、

影響を与えていると、後藤氏は強

ねるの、ためらってない？」

1．新しいことにチャレンジせず、

く感じていたのだ。

2017年8月に実施したオフサイトか

波風を立てずに現状維持を望む考

後藤氏には、今までの経験から、

ら数カ月。ミニチュアのビールケー

えが広まっていた

これらの問題は「座学で教えるだ

スを片手に、活発な議論が社内の営

2．階層化された組織の中で、コ

けではわからないし、体験したほ

業部長ミーティングでなされている。

ミュニケーション不全が進行して

うがいい結果を生み出す」という

「ビールケース」とは、オフサイト

いるのに気づいていなかった

強い確信があった。そこで、前職

のプログラムの中で、参加者がチー

3．部長を含め、誰も自分で考えて、

の時代に、企画・実施を任せたイ

ムで取り組んだ課題解決の活動を踏

自ら行動を起こすことをしていな

ンパクトジャパンに声をかけた。

が促される仕立てだ。営業マネジメ

の中に、日ごろの自分たちの姿がそ
のまま現れていた。気づけば、内省

• 各自がどこまでの「高さ」を目指

まえた「チャレンジ」という言葉の

かった

後藤氏へのヒアリングなど、打ち

ントチームとして集まり、一度仕事

ニュアンスや、目指すべき水準を確

という3つの問題に行き当たった。

合わせを重ねたインパクトから、

の手をとめ、お互いに信頼関係を構

も、議論も、自然と深まっていた。

認し合う、キーワードだ。

新製品の市場投入を控えたタイミ

提案が来た。従来の取り組み方や

築しながら議論する場が必要だと感

そんな仕掛けとしての活動の1つに、

そんな会話を交わしている今でこそ、

ングで、営業戦略に沿った新たな

考え方を貴重なリソースとしつつ

じていた後藤氏は、実施を決めた。

今回、『クレイツクライミング』が

• (暗黙のうちにあった)限界を設け
ずにチャレンジできたのかどうか

したのかどうか
• チームとしての目標は明確だった
かどうか

営業本部の部長たちの間には、目標

キャンペーンも迫っていた。

も、売上回復へ向けた舵取りには、

盛り込まれていた。メンバーの一人

への強いコミットが感じられる。少

後藤氏は、オフサイトの参加者を

“従来通り”という居心地の良さか

が、高い木にかけられてある命綱を

• 求められてる「チャレンジ」がど

しずつ、しかし確かな変化の兆しに

絞った。まさにターンアラウンド

らあえて距離をおく必要もある、

つけ、ビールケースを5段、10段、

のようなニュアンスか共有されて

よって、人に、組織に自信が感じら

のカギを握る、主に部長からなる、

という切り口だった。初日は、6名

自分たちで解き明かした課題

15段と一段ずつ積み上げていき、独

いたか

りで登っていく。残りのメンバーは、

没頭して話し込む中で、日ごろの組

れるようになってきている。

営業本部のマネジメントメンバー

に後藤氏を加え、1つのチームとし

プログラム当日、集まった部長の6

し か し 、 オ フ サ イ ト の 企 画 を 思い

である6名だ。ヒアリング後の観察

て取り組む課題解決の活動を行う

名の表情は、心なしか硬かった。無

登るメンバーの命綱を握るパート

織の課題が浮き彫りになっていた。

立ったころ、後藤秀夫氏は悩んでいた。

も経て、新しいことにチャレンジ

チームビルディング。2日目は、後

理もない。キャンペーンが迫りくる

ナー役、ビールケースをタイミング

誰かからの指摘ではなく、自分たち

する気力がそがれていたり、現状

藤氏のリードの下にディスカッ

中、すぐには戻れない成田に連れて

よく下から渡す役、そして登ってい

で解き明かした結果としてだ。だか

に甘んじていたりするように見え

ションを実施するデザイン。後藤

こられていたのだ。それらが企画側

る当人を含め作業中のメンバーには

らと言って、反省会になるわけでも

た部長もいた。当然、部長間には、

氏が悩んでいた3つの問題点が随所

の意図によるものだとは、知る由も

見えないことについて指示を出す役

なく、営業本部のけん引役として自

密なコミュニケーションや連携は

に織り込まれており、内省と議論

なかっただろう。

となる。誰にとっても未知のチャレ

分たちはどうあるべきなのか、どう

ドイツの化学・消費財メーカーヘン

しかし、いざ始まってみると、参加

ンジ。ビールケースが積み上げられ

組織に働きかけていくべきなのか、

ケルの日本法人として、接着技術事

者たちの表情はいつの間にか笑顔に

不安定なタワーの上にしがみつきな

何ができるのかが話し合われた。

業とビューティーケア事業を展開し

変わっていた。1つのチームとして

がら上を目指して登っていかなけれ

その空気感を生かしながら、議論の

ているヘンケルジャパン。数多くの

取り組む、課題解決の活動とはいっ

ばならない。上る側も、周囲も不安

焦点は、階層をまたいだコミュニ

ブランドを有する同社の中でも、プ

ても、最初の活動は、身近なものを

になる。メンバー同士の協力は絶

ケーションへと移っていった。次の

ロフェッ ショ ナル向 けブラ ンドの

材料にできるだけ高い塔を作るとい

対不可欠だ。成否は、チームとして、

課題解決活動は、チームを3つのグ

「シュワルツコフ」は100年以上の

うものだった。純粋に楽しく取り組

どれだけ高く詰めるかで決まる。

ループに分け、とある目的を帯びた

歴史を有し、美容業界の先駆者とし

めたこともあったのだろう。

結果は、チームとして何段積み上げ

動作を、グループからグループへと

て世界の美容界をリードしてきた。

活動が終わった後は、活動の中での

るのかという目標設定もなされない

伝えていくというものだった。伝言

2017年7月、後藤氏は入社。後藤氏

一人一人の言動、チームとしての動

まま、さして積み上げることなく、

ゲームのような落とし穴があること

の着任当時、「売り上げとしては去

きを振り返っていった。ファシリ

失敗に終わってしまった。

に、何人かは気づいていた。それで

年、一昨年と低迷し、非常に厳しい

テーターの投げかける問いをガイド

振り返りの場面では、ファシリテー

も「あれこれ伝えてみたもの、ふた

状況」にあった。後藤氏は、2～3年

に、高い成果を上げるには何が必要

ターが、多彩な観点で観察した結果

を開けてみれば伝わっていない状

という短期間での立て直し、ビジネ

かということについて、ストレッチ

と、多様な切り口での問を用いて、

況」が起きていた。

スターン アラ ウンド という 重要な

目標と結果へのコミットメントを切

参加者の内省を促した 。業務上の

振り返りでは、自然と、自分たちの

ミッションが託されていた。

り口に考えていった。すると、夢中

『目標』とオーバーラップした発言

組織へと視点が向けられた。

後藤氏は、手始めに各部門の部長、

になって楽しく取り組んでいた活動

が口々に出始めた。

「上層部は考えや方針、意義、目的

ターンアラウンドのカギ
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ターンアラウンドへの
足掛かりはできた

などいろいろ伝えているはずだが、

すさが重要だ。ワールドカフェを

た。それぞれ日ごろ思っていたり

の中から後日実行に移されるアイ

そのあとにフォローをしていない。」

模した対話の構造、お酒、日中に

感じていたことが、それでいて口

ディアが生まれてくることには誰

「部下側も、何のために、何をやっ

研修室として用いた部屋をバーに

にすることができなかったことが、

も気づくことなく、セッションの

たらいいのかわかっていないまま、

どんでんした雰囲気など、趣向を

自然とあふれ出した。堰を切った

後も会場を移して語られた。

とりかかっているのではないか。」

凝らした仕掛けがどれも効果を出

ようだった。部長たちは、気が付

2日目のチームディスカッションで

赤裸々に語る内に、「わからないま

していた。

けば、ある組織文化について話し

は、数値や進捗の確認にとどまっ

まどんどん物事が進んでいってしま

最も効果があったのは、それまで

ていた。それは「ホメない文化」

ていた日常のミーティングからは

ちんとやればできなくはない」と

るまで的確にとらえており、あと

う」という組織の体質も見えてきた。

の過程で、同じ課題に共に取り組

だった。どの活動でも議論でも、

想像できないほど、活発に議論が

いう共通認識が部員たちの間で芽

はやるだけの状態になったと見て

繰り広げられた。前日に紐解いた

生えていた。「“できないと”決め

いる。
部長たちのマインドセットが変

その中で、置き去りにされる人も出

み、日常という名の過去を紐解き、

その片鱗は見せていた。しかし誰

てくる。部下からすれば、「上層部

議論を重ねてきたことによる、部

も話題に挙げることがなかった。

組織の課題、ニュアンスにいたる

つけず、オーナーシップをもって

の言うことはころころ変わるし、時

長間の関係性だ。個人としての想

グラスを傾けて、ようやく出てく

まで共有された目標が土台にあった。

限界にチャレンジする」ことに部

わった。「最終的にやるのは自分

に方向性ですら変わる」ように見え

いや、部長としての想い、組織と

る話題がそこにはあった。対話は

長たちは成功していた。

たち」と、肝が据わっている。自

尽きることがなかった。この対話

その成功体験からか、今でも部長

由な提案も、行動も起きている。

ミーティングの場で、ビールケー

部長としても、組織としても、必

スはたびたび話題にあがる。後藤

要なコミュニケーションはとられ

職場に戻ってから1か月、変化の兆

氏の机にも、ミニチュアのビール

るようになり、チームも一致団結

ない」と、組織を離れる部下たちが、

しは表れた。「キャンペーンキャ

ケースが常設されている。活発な

している。ターンアラウンドへの足

現にいる。過去をちょっと振り返っ

ラバンロードショー」と呼ぶ、新

議論はオフサイトの時のままだ。

掛かりはできた。

ても、思い当たる節があった。

商品の発売に向けた決起集会が各

変化は営業という主活動にとどま

もっとも、後藤氏の気は緩むこと

部長たちは、議論をさらに進め、強

営業拠点で開かれていた。各集会

らない。「ホメない文化」にそれ

がない。「何がなくても難しい中

いトップダウンという組織のスタイ

では、ターゲットや方向性の話を

ぞれが工夫を凝らし始めている。

間管理職。再び消極的にならない

ルに行き当たった。先ほど取り組ん

した上で、実際のアポイント件数

部内でニュースレターを創刊し、

よう、繰り返し言っていくしかな

だ活動のように、コミュニケーショ

を決める目標設定が行われていた。

成功事例を共有する動きもある。

い」と心に決めている。それは悲

ンに断絶が起きており、上層との乖

部員たちにどこまで上を目指させ

年に1回、インセンティブだけでな

観からではない。その先に結果が

るか、目標へのコミットをどこま

く、頑張って成果を上げた人を称

ついてくるという確信の表れだ。

で動いていることに気づいていた。

で強くできるか。部長たちにとっ

賛する方法も模索し始めている。

後藤氏のミッションであるターン

その状況に、横で話す機会がないこ

ては一つのチャレンジだった。

そのどれもが、後藤氏が仕掛けた

アラウンド。自ずと会社全体にも

とが、拍車をかけていた。部長たち

各拠点の部長は、オフサイトで気

ものではない。どれも、「部長た

目が向く。さらなる前進のために

は、マネジメントとして、自ら取り

づいたこと、学んだことを生かし

ちの中から生まれてきたもの」だ。

も、営業組織にとどまらず、マイ

組むべき課題を紐解いていった。

ていた。取り組んだ課題解決活動

ンドセットを切り替えていく必要

の中から、ビールケースを例えに、

性を感じている。起こせるはずな

る、「あれもやれ、これもやれと頻
繁に言っ てき ている が 、実 行には

しての考えなどが、よどみなく出

職場にも表れ始めた変化

至っていない」と感じている。そし
て、ついには「それではついていけ

離があるままそれぞれがサイロの中

続くチャレンジ

部員への働きかけを行っていた。

あふれ出た部長たちの想い

のに逃しているコラボレーション
が、マーケティングや他の部署と

ある部では、そうした話を機に、
「売れやすいように戦略を変えた

ビジネスとしての厳しい環境はす

の間にある。

課題解決活動とその振り返りに明け

とはいえ、数値目標の訪問件数は

ぐには変わらない。しかし、後藤

「来年はシンボリックな年になる」

暮れた初日が終わろうとしていた。

1000件から倍の2000件に」なった。

氏は、「お互い信頼していない。

そう力強く口にした後藤氏には、

そのタイミングで、2日目のディス

部員たちが、自身の手でこのチャ

お互いよくわかっていない」と

課題もまた、可能性のひとつのよ

カッションへのブリッジとして

レンジングな目標を設定したのだ。

いったような毒は出尽くしたし、

うに映っている。後藤氏自身の

「IMPACT BAR」というセッション

「目標こそ高いが、それなりにき

部長たちは戦略をニュアンスに至

チャレンジはまだ続いていく。

があった。
このセッションは、結論を出すこと
が目的ではなく、意見、思いつき、
感情など を発 散させ る場 。 話しや
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