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上から一方的に与える
「教育」は、もういらない。

必要なのは「アンドラゴジー」

鈴木郷史氏
ポーラ・オルビスホールディングス
代表取締役社長

2029 年に創業 100周年を迎えるポーラ・オルビスホールディングス。

国内での安定成長とさらなるブランド展開、海外進出の加速を狙う。

ドラスティックに変わる化粧品業界において

次代を担うリーダーをどう生み出すのか。

鈴木郷史社長は、「必要なのは、

組織に迎合せず独自のスタイルを貫く“美意識”」 

と語るが、その真意とは。

前職で本田宗一郎氏から受けた薫陶、

自身の歩みから編み出した独自の育成術も熱く説く。
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いますが、全員にこうあってほしいという人材像
はありません。むしろ重要なのは、多様な人材を
率いる30～ 40人のリーダーです。リーダーが優
れていれば、3800人をいい形で導けますから。
　では、求めているのはどのようなリーダーか。
我が社のコーポレートレポートに、リーダーが
持っておくべき役員コンピテンシーを定めました
（図）。全部で13の項目がありますが、なかでも
私が重視しているのは「美意識」です。
　ここでいう美意識とは、ファッションにこだわ
れ、というだけの意味ではありません。美意識
とは、考え方にスタイルを持つこと。生活信条
や仕事観、人生観に自分のスタイルを持ち、組
織に安易に迎合しない。そうしたリーダーが必
要です。

―一般的には組織をまとめるリーダーが求め
られますが、逆に、迎合しない人なのですね。
鈴木　世間でいわれるリーダー像は、マネジャー
に近いのではないでしょうか。マネジャーは組
織を取りまとめようとしますが、私が求めるリー
ダーには、組織にカオスを起こして、その中で秀
でる人やアイデアを引き上げていってほしい。
　そういったリーダーを育てるために、毎月1泊
2日で行っているのが「経営幹部養成講座」で
す。これはスキル教育ではなく、情操教育。ま
ず自分がめざす経営者を、妄想のようなレベル
でもいいので出してもらい、今、何が足りないの
かを見つめてもらいます。
　この研修では私との１対１で、私は「あなたの
存在意義は何なの？」「それが本当にあなたのや
りたいことなの？」と個人の価値観まで詰め寄り
ます。そうして、その人が身につけてきた秩序を
いったん破壊し、心の中でカオスを経験させま
す。これを半年間続けると、めざす経営者像が

―前期（2016年12月期）は7期連続の増収
増益でした。好調の理由は何でしょうか。
鈴木　2008年のリーマンショック以降の戦略
が、今も効いているからでしょう。リーマンショッ
クの際、化粧品市場は出荷ベースで10%シュリ

ンクし、我が社も2009年は5％の減収でした。
ただ数字を細かく見ると、スキンケアの数字は落
ちていなかった。これは、お客様の、ポーラへの
期待を表していると感じました。そこでスキン
ケア中心のマーケティングに舵を切ったところ、
2010年にはグループ全体で増収増益になり、
その年11月の上場に、何とか間に合いました。
　現在、スキンケアの売り上げはグループ全体
の60%に達しています。7期連続で増収増益
となったのも、スキンケアの貢献が大きい。スキ
ンケアビジネスの醍醐味は3～ 4カ月に一度、
お客様に販売する機会があり、PDCAが早く回
せることです。販売機会が5～ 10年に一度し
かない車や家と比べると、非常にショートターム
です。幸い、PDCAをうまく回すことができて、

お客様のリピート率が高まり、営業利益率も高
くなりました。

―今年は新・中期経営計画の1年目です。現
状の課題は何でしょうか。
鈴木　我が社は2010年に、2020年に向けて
の長期経営計画を発表しました。2017年～
2020年の新・中期経営計画は、長期計画の最
終ステージ。新商品がヒットしたり、昨年、新社
長が就任し、ポーラの経営陣がうまく機能する
など、今のところ非常にいいスタートを切れたと
考えています。
　課題を挙げるなら、海外事業でしょうか。海
外事業は収益性・成長性とも期待したほどの成
果を上げていません。海外で仕事ができる人材
をどのように採用、育成するか。多くの企業が
同じ悩みを抱えていると思いますが、我が社も
そこが課題だと認識しています。
　長期的な視点での課題もあります。先ほど、
好調の要因といったスキンケア中心のビジネスモ
デルも、そろそろ見直すべき時期に来ています。
　というのも、今から5年後10年後、消費者の
意識が今と同じだとは限りませんし、30年、40
年後、技術がさらに進歩して、化粧品なしでも
肌が一生綺麗なままでいられる時代が来るかも
しれない。もともと、ビジネスモデルは目的を達
成するための手段です。将来、化粧品以外のビ
ジネスモデルにドラスティックに変えていくこと
も視野に入れています。

―ドラスティックに変化する企業において求
められるのは、どのような人材でしょうか。
鈴木　今、グループには約3800人の従業員が

図　ポーラ・オルビスグループ 役員コンピテンシー

①市場・環境洞察力
②仮説検証力
③長期的ビジョン
④対人影響力
⑤外部ネットワーキング力
⑥多様性ある個人の尊重　　　　
⑦美意識
⑧権限委譲
⑨後継の育成
⑩風土改革力
⑪成果への情熱
⑫英断力
⑬誠実性

変わってきて、自分なりのスタイルが出てきます。

―鈴木社長ご自身が教育にあたるのですか。
鈴木　教える側と教わる側という関係ではあり
ません。私のほうが人生の先輩で、経験者とし
てモノが言えるという面はありますが、基本的
には人間同士としてのぶつかり合いです。
　哲学者であり思想家の鶴見俊輔さんが著書
の中で、教育とは同化、つまりこの人のようにな
りたいと思うこと、あるいは異化、この人に反発
することのどちらかだという趣旨のことを言って
おられます。私はいくら嫌われ、反発されてもい
い。とにかく自分の意見をぶつけます。パワー
を相当に使うので、何人も相手にはできないで
すね。
　また当初、経営幹部養成講座は15人で始め
ましたが、集合教育だけでは十分な変化が起
きません。そこで今は毎年、アセスメントをして

30年後、化粧品がなくなる!?

リーダーは組織にカオスを引き起こせ
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主な経歴
1979年4月	 本田技術研究所	入社
1986年5月	 ポーラ化粧品本舗（現ポーラ）	入社
	 	 総合調整室長
1989年7月	 新規事業開発室長
1994年3月	 IS事業部長
1996年6月	 ポーラ化成工業	代表取締役社長
2000年1月	 ポーラ化粧品本舗	代表取締役社長
2006年9月	 ポーラ・オルビスホールディングス
	 	 代表取締役社長（現任）
2010年4月	 ポーラ	代表取締役会長
2016年1月	 ポーラ	会長（現任）

現在に至る

Satoshi Suzuki
生年月日　1954年３月18日　
出身校　　早稲田大学大学院理工学研究科

40歳前後の次期役員候補5人ほどに絞り、一
人ひとりに入り込んでやっています。

―深い対話ですね。手応えのほどは。
鈴木　ポーラ社長の横手喜一以外の、ここ数年
の間に就任した役員のほとんどが経営幹部養
成講座の修了者です。経営者とナンバー2では

普通、当事者意識が全く異なるものですが、こ
の講座を経て皆、非常に当事者意識を持つよう
になったと思います。ちなみに横手はその時期、
中国の事業で地獄を見ていました。だから否が
応でも当事者意識が身についたのですね。

―若手はどう育成しているのでしょうか。
鈴木　毎月、15人前後で「未来研究会」を開い
ています。参加するのは30歳前後の若手社員
です。会社全体が見えてきて、何かもの申した
いけれど、声に出しづらく、もやもやを抱えてい
る時期ですね。そんな彼らに、4人ほどのグルー
プに分かれ、業務改革か新規事業を立案しても
らいます。
　なお、経営幹部養成講座のアウトプットは業
務改革テーマに絞っています。私自身、過去に
いろいろな研修を受けましたが、受講時に盛り
上がっても、日常に戻るとどこかに飛んでしま
う。これでは意味がないので、実際にグループ
内にある実在の課題で改革テーマを出してもら
います。
　未来研究会は若手対象なので、現場に戻っ
て実際に業務改革を行った事例はまだ出てき
ていません。ただ、修了生がそれなりのポジショ
ンになった時には、積極的にものを言ってくれる
のではないでしょうか。実際、昨年の社内ベン
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チャー制度で手を挙げた人には、未来研究会の
修了生が多くいました。今年からはFA制度も
始まったので、若手の動きには注目しています。

―経営幹部養成講座や未来研究会で、特に
意識して受講者に伝えていることはありますか。
鈴木　重要なのは、狭いところに入り込む専門
性より、「概念的思考力」、一見バラバラなもの
を結びつけて考えたり、具体的な事象を抽象化
したりする力だと思います。ちなみに専門性も、
本当に突き詰めれば、「人間とは何か」という根
源的なところに行き着く。そこまで突き詰めら
れた専門性ならいいのですが、中途半端だと足
かせになる。
　そこで経営幹部養成講座や未来研究会で
は、概念的思考力を磨くためにレトリックを重視
しています。「比喩で言ってみて」「一言でいうと
何？」と問いかけて、言葉で表現させるのです。
言葉で表現することはイマジネーションそのも
の。小中学校や高校では修辞学を教えません
が、本当は学校でも、もっとやるべきです。

―アート研修というユニークな研修もあると
聞きました。どのような内容でしょうか。
鈴木　これからのビジネスには多様性が求めら
れますが、世の中のいろいろなものの見方を知
るのに最適なのがアートシーンです。アート研
修ではアートを鑑賞し、自分が感じたことを言
葉にしてもらいます。すると、いかにも楽しげな
色彩の絵なのに「恐怖を感じた」と意外なこと
を言う人もいます。そう感じた理由をさらに掘り
下げると、その人の感性があらわになります。
　これをチームでやると、仕事では目立たない
と思っていた部下が鋭い感性を持っていると気
づいたりして面白い。それぞれの感性の違いが

分かれば役割分担もできます。チームの力を高
めるのにとてもいい研修なので、外部の方も受
け入れ始めています。

―販売員の育成戦略も聞かせてください。
鈴木　昨年、ポーラレディを「ビューティーディ
レクター」へと改称して、人数も15.5万人から4.2

万人に減らしました。目的はプロ化です。かつ
ては人数を増やす戦略でやっていましたが、そ
の結果、アマチュアが増えてしまった。世の中
の高級品は、みんなプロが売っています。ポー
ラも例外であってはいけません。そこで横手体
制でプロ化を進め、人数を3分の1にしました。
　まず見直したのは歩合の体系です。これまで
は売り上げに応じた歩合でしたが、エステなど
の資格にも連携させて、売り上げと資格のダブ
ルラダーにしました。その結果、お友達や身内
だけに売っていたアマチュアの人たちは自然に
辞めていきました。
　もう１つ、育成部門を「販売教育部」から「人
材開発部」に変更したことも大きい。販売教育っ
て名前、イケてないですよね（笑）。
　もちろん中身も変えています。皆で、私たち
の育成方針を表す一言を探してもらったとこ
ろ、教育学者マルコム・ノウルズの「ペダゴジー

「概念的思考力」を
磨くために
レトリックを重視

アマチュアのセールスレディはいらない
言葉で「概念的思考力」を磨く
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からアンドラゴジー」という言葉が見つかりまし
た。つまり上から押しつける教育ではなく、自
律的に学べる環境を整える方向へシフトすると
いうことです。一人ひとりに、どのようなセール
スレディになりたいかを問いかけて、それをめざ
してもらいます。

―めざすセールスレディ像が一人ひとり違う
と、現場や顧客は混乱しませんか。
鈴木　それぞれが個性を発揮してほしいし、な
かには会社の方向と逆を向いている人がいても
いいと考えています。私が社長になった時、エス
テを行っている店は7%ほどしかありませんで

した。当時、彼女たちは会社と逆の方向を向い
ていたわけですが、今は会社の方向が変わり、
エステを行う店舗が80%以上になっています。
　最初にお話ししたように、これからビジネスモ
デルがドラスティックに変わるかもしれません。
そのことを考えると、全員が同じ方向を向いた
組織より、中にいる人たちの向きがそれぞれ違
う組織のほうが強いはずです。

―鈴木社長は創業家のご出身ですが、大学
卒業後は本田技研工業でキャリアを積みまし
た。どうしてホンダだったのですか。

鈴木　10歳の頃、ホンダがF1に挑戦しました。
当時は二輪がメインで、自動車は軽自動車しか
出していなかったメーカーが、フェラーリやロー
タスなどの世界の一流メーカーに挑む姿を見
て、「大人になったら本田宗一郎と車をつくって
世界を転戦したい」と夢を抱いた。それがきっ
かけです。
　宗一郎さんは私が入社した時に最高顧問で、
1～ 2週に一度は和光の研究所に来て新開発
の車のチェックをしていました。私は新車開発
のチームにいたので、直接薫陶を受けることが
できました。
　印象に残っているのは、失敗したプレゼンで
す。宗一郎さんは樹脂が嫌いでしたが、私は「宗
一郎さんの後を追ってもダメ。先に行かないと
面白くない」と思って、鉄を樹脂に替えた試作車
をプレゼンしました。ただ、試作なので金型に
樹脂を流すのではなく、樹脂の塊を削って部品
をつくったところ、宗一郎さんが触った時に壊
れて落ちてしまった。当然、却下です。
　ただこの時、宗一郎さんがおっしゃった「4メー
トルの鉄の塊に樹脂の部品はバランスが悪い」
という言葉がヒントになりました。確かに鉄と
樹脂を一体化させているとバランスが悪く壊れ
やすい。それなら鉄と樹脂を離したらどうか。
そう考えて試作車をつくり直したところ、最終
的にOKが出ました。宗一郎さんは、おそらく
正解が分かっていた。でも、あえて「バランス
が悪い」という曖昧な言い方をして、こちらに考
えさせた。これが人に教えるということなのだ
と思いました。

―他に印象に残っていることは。
鈴木　ホンダシティという小さなオープンカーを
つくった時、営業からの「トランクの容積を一定

企業プロフィール

ポーラ・オルビス
ホールディングス
1929年、ポーラ創業。2006年、ポーラ・オルビスホールディ
ングス設立。「POLA」「ORBIS」「THREE」「DECENCIA」の
他、海外向けの「Jurlique」「H2O＋」など多彩なブランドを
展開。
資本金：100億円（2017年10月現在）、連結売上高：2184
億円（2016年12月期）、連結従業員数：3847名（2016年
12月31日現在）

以上、確保してほしい」という要望を受けて、幌
をトランクに納めずに外に出す設計にしました。
後ろから見るとアヒルのお尻みたいでかっこ悪
いと思いましたが、営業の理屈も分かるので、
そのままの設計でプレゼンしました。
　試作車を見た宗一郎さんは、やはり満足しま
せん。「かっこ悪いから下げろ」の一言で、設計
変更です。もちろん開発チームとしては大歓
迎。この段階で設計を変更するのはスケジュー
ル上、かなり無謀でしたが、みんなで何日も徹夜
して何とか間に合わせました。
　おそらく宗一郎さんはプレゼンを聞いて、開
発チームが本当にやりたかったことを察したの
でしょう。もちろんそれに迎合するのではなく、
トップはトップの美意識で判断を下した。トッ
プダウンは社員のやる気を奪うといいますが、時
には社員のやりがいにつながることもあります。
私は基本的に社員の自主性に任せるタイプです
が、この時の経験から、時 ト々ップダウンを働か
せたほうがいいことを学びました。

―最後に、人材教育に携わる読者にメッセー
ジをお願いいたします。
鈴木　既にお話しした内容と重複しますが、上
から一方的に与える「教育」は、もういらないの
ではないでしょうか。みんな十把一絡げにスキ
ル教育をして均質化すれば、サラリーマン根性
を持った人間が育つだけです。スキル教育より
も、感情教育。一人ひとりの個性に合わせて「開
発」することを重視したいですね。

個性を発揮してほしいし
会社の方向と逆を向いている
人がいてもいい

思い出に残る本田宗一郎の言葉
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