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要約 
 
1. 調査目的 
本調査は、日本の経済産業省の委託事業としてあずさ監査法人が、女性役員登用がいかに企

業価値を高めるかに着目し、APEC 地域の先進企業を対象に、女性役員登用が企業の成長に好

影響をもたらしていると考えられる実例のケーススタディを実施したものである。なお、女性

役員及び女性執行役員を含めて、「女性役員」としている。 
 
2. 調査の概要 
調査期間は、2016 年 6 月から 10 月であり、女性役員の登用が企業価値を高めるメカニズム

案の策定、先進的なダイバーシティの取組を有する企業及び有識者へのインタビューの実施、

企業に関するウェブ情報及び文献調査、各企業の取組に関する具体的事例の取りまとめを実施

した。なお、インタビューを実施した国と企業数は、カナダ、日本、韓国、マレーシア、メキ

シコ、フィリピン及びベトナムの合計 21 社である。 
 
3. 調査の枠組み 
まず、検討するため、先行研究及び企業レポート等により、女性役員の登用が企業価値を高

める要素・経路を検討した。次に、その結果を元に、「女性役員の登用が企業価値を高めるメカ

ニズム」を推定し、該当する取り組みを実施している企業について、女性役員数の増加やダイ

バーシティを推進する団体等の推薦を元に選定をした。 
 
4. 女性役員の登用が企業価値を高めるメカニズム 
ダイバーシティ＆インクルージョンの一環として、女性役員の登用により、企業価値を高め

ることが可能となる。そこには、一定のメカニズムがあると想定され、本調査にて検討をした

結果、「女性役員の登用が企業価値を高めるメカニズム」を以下のように考えた。 
 
 ダイバーシティ＆インクルージョンは経営者の強い関与の下、コアとなる事業戦略と密接

に関連して促進される。その一環として、女性役員が登用され、以下の４つの要素に関連

して、D&I の取り組みを促進する。 
 
 市場開発：女性役員が主体となって、女性役員の新たな視点により市場のニーズをつかみ、

イノベーションや創造性に富んだ新たな製品・サービスの提供をする。また独自の社外ネ

ットワークを活用して事業拡大につなげる。これらにより、市場を開発し、収益を拡大す

ることができる。 
 
 効果的なリーダーシップ：女性役員の登用により、更に下位クラスの女性の上級管理職へ

の登用が促進され、また女性リーダーが幅広い提案を尊重し、かつ優れた決断力を行使し、

そして、リーダーとして女性従業員のロールモデルとなる。さらに、女性リーダーのため
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の社内ネットワークを活用し、多くの女性がリーダーとして活躍できるようになり、適切

な意思決定が行われる。 
 
 人材プーリング：機会を公平に従業員に提供することや、柔軟な労働環境作り、また人材

開発と研修を女性役員が中心となって促進することで、従業員の満足度を向上させる。こ

れにより、有能な人材が企業に集まり、企業内にアセットとして蓄積される。 
 
 ガバナンス：意思決定機関に女性役員を登用することにより、活発な議論が行われ、リス

クが低減されるよう健全なガバナンス体制が構築される。また、ダイバーシティ＆インク

ルージョン（D&I）推進体制の構築、ダイバーシティに関する KPI の設定と公表、社会的

責任の履行を行うことで、レピュテーション向上にもつながる。結果として、取締役会が

有効に機能し、ガバナンスの向上につながる。 
 
また、各要素の説明と関連する事例（抜粋）は、以下のとおりである。 
 
 

【女性役員の登用と企業価値を高めるメカニズム（概略）】 
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また、各要素の説明と関連する事例（抜粋）は、以下のとおりである。 
 

 

【カルビー】 松本晃会長が掲げた「女性の活躍なしにカルビーの成長はない」という方針のも

と、ダイバーシティを活かす組織･風土づくりを推進している。 

【Digi】 Digi2020 のビジョンにおいて、4 つのカテゴリーに重点を置いており、そのうち「成

功するチーム」では、ダイバーシティが重要な要素の 1 つとなっている。 

【Manulife】 Manulife は人種や考え方のダイバーシティを尊重し、積極的に取り入れ、イン

クルーシブな環境作りを推進することで、イノベーション、顧客満足度の改善、そしてビジネス

の成長を目指している。 

【QBE GSSC】 QBE GSSC は、ダイバーシティ&インクルージョンは会社の価値創造モデル

の基礎的な土台として位置づけている。 

 

 
【ATM】 女性 CEO のレティシア・ロドリゲスは法律家としての専門知識を活かし、メキシコ

の連邦、州、地方規制を踏まえ、ビジネスを拡大した。 

【Isobar Vietnam】 女性 CEO の Denise Thi は、クライアントの戦略と成果をつなげた総合

的なアプローチとして提供し、他社との差別化を図った。  

経営層の強い関与 【A-1】 事業戦略との密接な関連 【A-2】

ダイバーシティ＆インクルージョンの取組が企業
価値向上に着実につながっていくためには、経
営層がその重要性を理解し、強く推し進めていく
必要がある。

経営層が、ダイバーシティの活動を企業の事業
戦略や事業活動に取り入れて、また事業とダイ
バーシティの目標を密接に関連させることによっ
て効果を発揮することができる。

市場開発 【B-1】 ～ 多様な市場ニーズへの対応

新たな視点 【B-1-1】

女性役員が新たな視点を製品開発等の意思決
定過程に持ち出すことによって、今までと異なる
結果を導き出すことが可能となる。さらに、自ら
の考えにより、新たな事業展開を提案していくこ
とで、収益源を創出することができる。

市場ニーズの把握 【B-1-2】

女性役員は、自らの経験等から消費者の意思決
定プロセスについて深く理解できているため、市
場のニーズを汲みやすくなる。市場のニーズを
適切に把握することができれば、新たな製品・
サービスの提供につなげることが可能になる。

イノベーションと創造性 【B-1-3】

ダイバーシティの推進は、従来と異なった視点が
取り入れられることにより、イノベーションや創造
性の向上につながる。女性役員がイノベーション
活動を推進し、創造性の豊かなチームの創出を
促すことができる。

社外ネットワーキング 【B-1-4】

女性役員等が社外で有するネットワークを活か
すことで、事業の拡大につなげることができる。
外部者との接点をより多く持つことで、様々な情
報に触れることができ、自らの業務や組織として
の事業活動に活かせる。
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【TRAPHACO】 女性 CEO のヴァ―・ティ・トゥアン氏の戦略とリーダーシップにより、研

究と開発に注力し、近代的な技術を応用して競合他社との差別化を図ることに成功している。 

【ローソン】 女性役員が、それぞれの立場から専門的な意見を述べることもあれば、一消費者

としての意見を述べることもあり、他の取締役にとっても、新鮮でいい刺激になっている。 

 

 

 

【Sun Life Philippine】 経営陣および取締役の約半分が女性で、そのすぐ下のレベルの管理職

においても同様にほぼ半数を女性が占めている。  

【KOLON Eco One】 女性 CEO の Soo Young Lee 氏 は会社として将来の大きなリターンを

期待するのであれば、リスクをとるべきという信念に従い、統合の決断を下した。 

【Daehong】 CEO の Sunmi Park 氏は、現在、92 名の部下を抱え、16 チームを指揮し、約

120 の TVCF プロジェクトを含む約 200 超の広告プロジェクトを毎年管理している。 

【Philippines AirAsia】 CEO は女性であり、4 人の女性が上級管理職に就いており、この事実

は会社の従業員に対して女性のリーダーシップを示している。 

 
 

効果的なリーダーシップ 【B-2】 ～ より良い意思決定による事業活動の推進

女性の上級管理職への登用 【B-2-1】

女性役員が適材適所の考えのもと、女性従業員
を男性社員との機会が均等になるよう上級管理
職に登用することで、女性リーダーが増加する。
その結果、女性リーダーによる効果的な意思決
定が促進される。

幅広い提案と決断力 【B-2-2】

忍耐力と柔軟な視点、そしてコミュニケーション
能力を兼ね備えた女性がリーダーになることで、
多様な人材からの幅広い提案に対して、建設的
に対応をし、優れた決断力より適切な意思決定
を下すことができる。

ロールモデル 【B-2-3】

オープンなマインドを持つ女性役員が企業にお
いて活躍することは、他の従業員から見て、一つ
のリーダーとしてのロールモデルともなり、多様
なリーダーとしての在り方をイメージしやすくなる。

社内ネットワーキング
【B-2-4 】

企業内に女性リーダーのためのネットワークを構
築することで、リーダークラスの女性が業務のや
り方やキャリアを考える機会を得ることができる。
女性役員はこのネットワークの強力な支援者と
なりうる。
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【PETRONAS】 女性役員の DATO’ RAIHA AZNI ABD RAHMAN は、人的資源の変革にお

いて主導的役割を担っている。 

【Mexico Fresco】 Mexico Fresco では女性 CEO のアギール氏は、男女のバランスがとれた労

働環境を作り出すことで、男女それぞれの視点や意見、そして見解が補完され、企業価値の向上

につながると考えている。 

【J&J Japan】 役員や ERG（Employee Resource Group）を交えて考え、グループ全体で女

性の働き方を積極的に支援する体制を整えている。 

【DHG Pharma】 技術面でのリーダーシップに関して、従業員の継続的な能力開発に力を注い

でおり、女性役員やリーダーが効率的なリーダーになるべく成長していく土壌がある。 

 

 

人材プーリング 【B-3】 ～ 有能な人材の確保・活用

公平な人材マネジメント 【B-3-1】

ダイバーシティを人材マネジメントに取り入れるこ
とにより、従業員のスキル開発や公正なパ
フォーマンス評価等により、雇用均等を促進する
ことになる。女性役員は、この人材マネジメント
の良きサポーターとなり、また公平な評価の推進
者となる。

柔軟な労働環境 【B-3-2】

女性役員が率先して、勤務形態やキャリアプラン
など労働環境の柔軟性を増すよう働きかけるこ
とで、労働への多様な選択肢をすべての従業員
に提供することが可能となる。

人材開発と研修 【B-3-3】

従業意に個人の能力を如何なく企業内で発揮し
てもらうために、キャリアアップの人材開発プロ
グラムや、マインドセットなどの研修に男女ともに
参加機会が均等にあり、積極的に参加できる環
境が必要である。

従業員の満足度向上 【B-3-4】

企業内に女性従業員が多いのであれば、その意
見を尊重し、自らの経験を元に経営改善に取り
入れることによって、従業員の満足度を向上する
ことが可能となる。
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【Media Prima】 メディアプリマ社には女性役員が占める割合は 33%となり、これは会長と組

織全体でダイバーシティを推進した結果によるものである。 

【Purolator】 国・地域会議を設置し、達成事項のマトリックスを使って、これらの達成状況を

毎月、シニアバイスプレジデントに報告している。 

【SHELL Malaysia】 役員は、i) 経営陣レベルにおける女性のプレゼンスの増大、ii)民族性

や国籍、性別などの多様性を経営陣レベルで確保、iii)ダイバーシティ及びインクルージョンの

指標の設定からなる 3 つの施策の進捗をモニタリングしている。 

【CIBC】 CIBC は、2018 年までに女性エグゼクティブを 30 %から 35% の間に増加させる

目標を立てており、シニアレベルの女性を増やすために、銀行内外からシニアレベルの女性を採

用する戦略や取り組みも検討している。  

【KAY International】 Maria Teresa は、María Esther Zuno（メキシコの大統領夫人）と共

に、メキシコの女性の地位向上のために貢献した。 

 

ガバナンス 【B-4】 ～ ガバナンス機能の有効性向上

健全なガバナンス体制の構築 【B-4-1】

女性役員が役員会に加わることで、女性役員が
これまでの男性役員とは異なる観点からの発言
や意見を発することが期待され、議論のテーブ
ルに新しい視点や意見をもたらし、議論が活性
化し、健全なガバナンス体制が構築される。

D&I推進体制の構築 【B-4-2】

ダイバーシティ＆インクルージョンの推進体制を
構築し、定期的に取り組みを評価する。女性役
員が、このダイバーシティ推進体制の積極的な
サポーターとなり、社内にその活動を定着できる
ように働きかけることが期待できる。

ＫＰＩの目標設定と公表 【B-4-3】

ダイバーシティに関するＫＰＩ（主要業績評価指
標）を事業に関連づけて設定し、定期的に役員
レベルでモニタリング又は公表することで、継続
的な取組となり、かつ社内外からの評価につな
げることができる。

社会的責任 【B-4-4】

ダイバーシティとインクルージョンは、地域コミュ
ニティとも密接に関係している。コミュニケーショ
ン能力に長けている女性役員が、その役割とし
て社会的責任を担うことで、レピュテーション向
上にも貢献できる。
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1 調査目的 
女性の経済的なエンパワーメントは、APEC において、重要な成長戦略の一つと位置づけら

れている。様々な国において、持続的な経済成長を実現するために、女性の活躍を促進するた

めの取組が進められている。 
特に、リーダーシップのジェンダーギャップ改善はすべての国の共通課題である。多くの国

で女性役員登用を促進させる制度・仕組み等が議論・導入され、我が国もその例外ではないが、

実現に当たっては、形だけの登用ではなく、企業価値の向上に結び付けていく必要がある。 
そこで、女性役員登用がいかに企業価値を高めるかに着目し、APEC 地域の先進企業を対象

に、女性役員登用が企業の成長に好影響をもたらしていると考えられる実例のケーススタディ

を実施した。今回の調査は、APEC プロジェクトとして、日本の経済産業省のイニシアティブ

により実施した。本調査結果が APEC 加盟国に広く発信され APEC 会議における女性アジェ

ンダを主導し、アジア太平洋地域の包括的な成長に寄与することを期待する。 
 

2 調査の概要 
本調査は、経済産業省が、APEC エコノミー関連機関と連携して進めてきたものであり、各

企業に対する聞取り調査、報告書のとりまとめは有限責任あずさ監査法人が担当した。 
調査期間は、2016 年 6 月から 10 月であり、「女性役員及び女性執行役員（以下、「女性役

員」という。）の登用が企業価値を高めるメカニズム」の策定、先進的なダイバーシティの取組

を有する企業へのインタビューの実施、企業に関するウェブ情報及び文献調査、各企業の取組

に関する具体的事例の取りまとめを実施した。「女性役員の登用が企業価値を高めるメカニズ

ム」の策定においては、先行研究、インタビュー企業及びダイバーシティの推進団体へのイン

タビューを通じて、取りまとめを行っている。 
また、企業へのヒアリングは、APEC エコノミー及び APEC 事務局の協力の下、企業にダ

イバーシティに関するレポートの閲覧及び各種団体等からの推薦により、APEC 域内において

先進的なダイバーシティの取り組みを行っている企業を 21 社選定し、ダイバーシティ促進の

考え方、女性役員による貢献、具体的な施策などを調査することで、上記メカニズムとの整合

性を確認した。インタビューを実施した国は、カナダ、日本、韓国、マレーシア、メキシコ、

フィリピン、ベトナムである。選定した 21 社については、これらの企業のウェブ情報、サス

テナビリティレポート等、及びインタビューを元に好事例として取りまとめている。 
 
以下にて、まず調査の枠組みを示した後、「女性役員の登用が企業価値を高めるメカニズム」

及び各企業の好事例を紹介する。 
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3 調査の枠組み 
調査の枠組みとしては、以下のとおり行った。 
 
① 女性役員の登用が企業価値を高める要素・経路を検討するため、以下の事項を先行研

究及び企業レポート等により確認した。 
 
 企業価値向上に貢献する要素 

女性役員と企業価値との関係を探るために、まず企業価値の向上に貢献する要

素を調査すると、要素には人的・物的・財務的資源、情報資源、知的資源などが該

当した 1。また、組織の長期的な価値創造を財務資本の提供者に説明することを目

的として国際統合報告評議会（IIRC）が策定した国際統合報告フレームワークで

は、広範な資本として、財務、製造、知的、人的、社会・関係及び自然資本が挙げ

られている 2。 
 
 ESG 投資 3の評価基準 

ESG 投資を実施する機関投資家の関心としては、ガバナンスを非常に重視して

おり、意思決定機関におけるダイバーシティの効果を注視していることや、将来的

な女性活躍の観点から女性リーダーの育成や候補者拡大の仕組みにある 4。 
また、ESG 投資の評価基準では、例えば、経済面のコーポレート・ガバナンス

において取締役会の多様性（Gender Diversity）が含まれ、また社会面で労働慣行

指標と人権（Labor Practice Indicators and Human Rights）や人材誘致と保持

（Talent Attraction & Retention）でジェンダーについて評価されている 5。 
このように ESG 投資家などにおいて、女性役員登用が企業価値に影響を与え

るものとして投資評価に組み入れている。 
 
 女性役員数の推移と企業価値との関係 

女性役員数と企業価値との関係が有意であるとして、Credit Suisse の調査 6では、

全世界の企業を対象に女性役員数と企業の平均自己資本収益率（ROE)と時価総額

との関係について示している。2013 年の最低１人の女性役員がいる企業の ROE
は 12.2%であり、１人もいない企業は 10.1%よりも高い。また、グローバルベース

1 人的資源と企業価値（若杉明） 
2 The International Integrated Reporting Framework (IIRC) 
3 環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance）を投資判断に組みいれた投

資評価手法。 
4 平成 27 年度資本市場における女性活躍状況の見える化と女性活躍情報を中心とした非財務情

報の投資における活用状況に関する調査（日興リサーチセンター） 
5 RobecoSAM 社の企業持続可能性評価基準（Corporate Sustainability Assessment） 
6 The CS Gender 3000: Women in Senior Management（Credit Suisse, 2014） 
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の時価総額のデータでは、2012 年から 2014 年の間、役員会に少なくとも１人女

性役員がいる企業の時価総額は、そうでない企業を５%上回っていた。 
 
 企業戦略とジェンダーダイバーシティとの関係 
先進的な企業においては、企業の戦略と関連してジェンダーダイバーシティが実施

されていると考えられる。Mckinsey は、アジア各国の経営者に対して、企業戦略課題

におけるジェンダーダイバーシティの優先順位に関する意識調査 7を実施している。

ジェンダーダイバーシティが戦略課題の上位 10 位に入ると考えている経営者は、ヨ

ーロッパの経営者では 53％であったのに比較して、アジアの経営者は 30％であった。

しかしながら、アジアの役員の約 40％が今後 5 年間は向上させる努力を徐々にする

と考えていることも分かった。 
 
 女性役員登用の効果 

女性役員登用の効果については、ニュージーランドの Ministry of Women Affairs
による研究 8において、いくつかの利点が述べられている。 

 女性役員がいない企業を上回る業績 
 男女バランスのとれたチームによるより優れた業績 
 より幅広い視点と質の高い意思決定 
 問題の予防、より効果的な解決 
 他の女性従業員に対する優れたロールモデルの提供 
 顧客基盤の拡大や市場開拓 

 
 女性役員の登用と企業価値向上に貢献する要素との関係 
上記に記載した事項、その他の先行研究及び文献、ダイバーシティに関連する記載

のある企業レポート及び女性役員の活躍に関する記事から、女性役員の登用と関連す

る企業価値向上に貢献する要素について抽出した。 
企業価値向上に貢献する要素のうち、企業のダイバーシティ経営との関連におい

て、特に女性役員の活躍が関係すると考えられるのが、財務資源では、新たな視点

による顧客ニーズを掴む「マーケティング」力やジェンダーバランスによる「ガバ

ナンス」強化などがあり、また人的資源においては、女性役員及び女性管理職によ

る「効果的なリーダーシップ」の発揮、また「人材プーリング（人材の活用）」の観

点からダイバーシティの考え方から具体的な取組まで幅広く該当すると考えられ

た。なお、各要素に関する詳細な説明については、「4 女性役員の登用が企業価値を

高めるメカニズム」において記載している。  

7 Women Matter: An Asian Perspective（Mckinsey & Company, 2012） 
8 Women on Boards - Why women on company boards are good for business（Ministry of 
Women Affairs, Business NZ, Institute of Directors in New Zealand, 2009） 
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② ①の結果を元に、以下の要素を「女性役員の登用が企業価値を高めるメカニズム」と

して推定した。推定したメカニズムの概要は、以下のとおりである。 
 

女性役員が活躍するこ

とにより、企業業績に影響

を与える要因を以下の図

に示す。 

まず、一般的に企業は、

コアビジネスに関連した

ダイバーシティ戦略を設

定する。 

次に、その一環として、

女性役員を選任し、女性役

員が特に、女性特有の視

点、スキル、経験に基づき、

「マーケティング」、「効果

的なリーダーシップ」、「人材活用」と「ガバナンス」に関連した活動を促進する。 

具体的には、「マーケティング」とは、製品やサービスに関連したものとなり、顧客ニーズをつかみ、イ

ノベーションや創造性につながる活動を含む。 

「効果的なリーダーシップ」とはさまざまな課題感や選択肢、幅広い観点、従業員や顧客の満足を向上

することのできる女性役員の能力のことである。 

「人材プーリング」は、従業員に対する影響と関連している。女性役員は、女性の上級管理職の登用を

促進する。また、スタッフマネジメント、勤務時間、メンタリングやコーチング等の導入も含む。働く女性

にとっても、女性役員の存在は、女性リーダーシップを体現し、ロールモデルと呼べる存在となり、人事戦

略の中での女性従業員の育成・登用が促進することにつながる。 

最後の「ガバナンス」について、近年、コーポレートガバナンス・コードや法令順守など企業への社会的

要請が強まっている。こういった中で、女性役員は上級管理職のジェンダーバランスなどの KPI（キーパフ

ォーマンスインディケーター）などの非財務情報によるモニタリングシステムの改善を行う役割や女性活

躍を推進するイニシアティブ、社会的責任等の役割を担っている。また、女性役員が役員会の意思決定のバ

ランスを保つためのアンカー役としての機能を持つこともある。 

これらの要素が効率的に機能することで、企業は異なった機会の獲得、市場の拡大、売上や利益の増加

をすることが可能となると考えられる。 

また、これらのポイントが顧客や従業員、投資家等からの企業のレピュテーションを向上し、それが結

果として企業業績や価値の向上につながる。  
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（補足説明）推定されるメカニズムの要素・経路・企業価値影響 
要素 経路 企業価値影響 

ダイバーシティ戦略（トップコミットメント） 

マーケティング 

・新しい視点 

(顧客ニーズ)  

今まで気づかなかったニーズをとらえることにより、マ

ーケット創出が可能 

・売上の増加 
・さまざまな経験 

新たな経験を積むことにより、新たな視点を得ることが

できる 

・イノベーションと創

造性 
新商品の開発や新たな用途の提案等で、顧客拡大・創出 

・ネットワーキング 女性視点からのネットワークの拡大 

効果的なリーダーシップ 

・女性の上級管理職へ

の登用 

下位の職層の従業員に対するロールモデルになり、業務

へのモチベーション向上となる。 

・売上の増加 

・コストの削減 

・幅広い提案や意見 
効果的な意思決定により、効率的な組織運営が可能にな

る 

・より広い視野 
多様な背景を持つ人材が集まって協議することにより、

議論の幅が大きく広がる 

・従業員や顧客の満足 
従業員の離職率が減る。また、顧客リピート率が上がる

等の影響が表れる 

人材プーリング 

・スタッフマネジメン

ト 

適切なスタッフマネジメントにより離職率が低下し、社

員の経験値を維持できる。 

・コスト削減 

・生産性向上 

・勤務時間・キャリア

の柔軟性 
経験を積んだスタッフの離職を避ける効果がある。 

・メンター制度 
部下の成長を手助けすることが期待される 

・コーチング・訓練 

ガバナンス 

・推進体制の構築 
組織づくりをすることでダイバーシティの効果を持続で

きる体制が醸成される 

・損失発生の回避 

・レピュテーション

の向上 

・KPIによる目標設定

とモニタリング 

ダイバーシティに関する指標を KPIとして設定・公表す

ることで、社内外にアピールできる。 

・ボード・バランス 
客観的でバランスの取れた意思決定を取締役会等で促す

ことができる。 

・社会的責任 

社会的影響がある要因について、細やかに対応すること

により、損失発生要因が顕在化する前に対応することが

可能になる。 
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上記の推定された「女性役員の登用が企業価値を高めるメカニズム」を元に、該当する取り

組みを実施している企業について、女性役員数の増加やダイバーシティを推進する団体及び

KPMG グループ等による推薦をしてもらい、インタビュー企業として選定した。なお、インタ

ビューに当たり、協力をしてもらった団体は以下のとおりである。 
 

団体名称 協力者 
30% Club Malaysia9 Anne Abraham (Co-founder for the Malaysia Chapter pf the 30% 

Club, Chief Executive Officer at LeadWomne),  
Rozita Harun (Business Development Director at LeadWomne)  

LeadWomen Sdn 
Bhd10 
Canadian Centre for 
Diversity and 
Inclusion（CCDI）11 

Michael Bach（Chief Executive Officer） 

30% Club Canada12 J. Spencer Lanthier (Founding Chair), 
Jennifer Laidlaw (Senior Director, Gender Diversity & Inclusion 
at CIBC) 

Canadian Board 
Diversity Council13 

Paul-Emile McNab (Manager, Research) 

WomenCorporateDire
ctors Foundation
（WCD）14 

KPMG is a global lead sponsor. KPMG Japan, Korea and 
Philippines involved in the survey. 

 
 なお、インタビュー企業の選定に当たっての留意事項は、以下のとおりとした。 
 
 APEC エコノミーのうち、5～6 エコノミー程度において 1 エコノミー当たり 2～3 社の事

例を選定。最低 10 社以上とする。 
 企業選定においては、中小企業や様々な産業が含まれるようにする。 
 女性 CEO や複数の女性役員及び女性執行役員がいて、かつ推定したメカニズムに関連す

る取り組みをしている会社とする。 
 企業価値への影響については、明確のものを除き測定が困難で、かつ長期に発現する 15

ものであるため、定性的な要因を中心に勘案している。  

9 https://30percentclub.org/about/chapters/malaysia 
10 www.lead-women.com 
11 www.ccdi.ca 
12 https://30percentclub.org/about/chapters/canada 
13 www.boarddiversity.ca 
14 http://www.womencorporatedirectors.com/ 
15 Leveraging Diversity to Improve Business Performance (Michele E. A. Jayne and Robert L. 
Dipboye,2004) 
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 上記を踏まえて、本調査において、インタビューを実施した企業は以下のとおりである。 
 

APEC での 

主な事業エリア 

企業名 本文中の略語表記 主たる産業 

カナダ Canadian Imperial Bank of 

Commerce 

CIBC 金融 

Purolater Purolator 配送 

Manulife Financial Corporation Manulife 金融 

日本 カルビー株式会社 カルビー 食品 

ジョンソンアンドジョンソン 日本

法人グループ 
J&J Japan 医療 

株式会社ローソン ローソン 小売 

韓国 Daehong Communications Daehong 通信 

KOLON Eco One KOLON Eco One エネルギー 

マレーシア Petroliam Nasional Berhad 

(PETRONAS) 

PETRONAS 石油・ガス 

Media Prima Berhad Media Prima メディア 

Digi.com Berhad Digi 通信 

Shell Malaysia Limited Shell Malaysia 石油・ガス 

メキシコ KAY international * KAY 

international 

製造業 

ATM Espectaculares * ATM  広告 

Comercializadore Mexico Fresco  

* 

Mexico Fresco 食品 

フィリピン Philippines AirAsia Philippines 

AirAsia 

航空 

QBE Group Shared Services 

Limited 

QBE GSSC シエアードサー

ビス（金融） 

Sun Life of Canada (Philippines), 

Inc. 

Sun Life 

Philippines 

金融 

ベトナム Isobar Vietnam * Isobar Vietnam 広告 

DHG Pharmaceutical Joint-stock 

Company 

DHG Pharma 製薬 

TRAPHACO Joint-stock Company TRAPHACO 製薬 

* 中小企業 
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4 女性役員の登用が企業価値を高めるメカニズム 
インタビュー結果を踏まえて、「女性役員の登用が企業価値を高めるメカニズム」は以下の

とおりとした。 
【女性役員の登用が企業価値を高めるメカニズム】 

背景 要素 企業価値向上への経路 

 家庭の購買意思決定に

おいては、女性が大きな

影響力を有する 

 多様な消費者の意思決

定により、市場が変化し

ている 

 多様な市場ニーズへ

の対応 

【B-1 市場開発】 

 女性役員の新たな視点により、新たな

収益源の創出につながる。 

 市場ニーズを把握し、対応した製品・

サービスを開発する。 

 イノベーション活動を推進し、創造性

の豊かなチームを創出する。 

 女性役員のネットワークを活用し、事

業拡大に貢献する。 

⇒ 新たな市場を開発し、収益を拡大

することができる。 

 競争が激しく、不確実性

の高い市場環境におい

て、多様な人材によるよ

り幅広い意見を意思決

定に反映することが必

要となっている 

 より良い意思決定に

よる事業活動の推進 

【B-2 効果的なリーダ

ーシップ】 

 女性が上位管理職に登用されることで

効率的な意思決定ができる。 

 女性役員等による幅広い提案を受け入

れ、優れた決断がなされる。 

 ロールモデルとなり、女性リーダーと

しての象徴となる。 

 女性リーダーネットワークの構築を後

押し、女性リーダーを育成する。 

⇒ 女性がリーダーとして活躍し、適

切な意思決定が行われる。 

 女性の社会進出が進

み、有能な女性人材を

埋没させることなく、

活用することが企業に

とっても不可欠との認

識が広がっている。 

 有能な人材の確保・

活用 

【B-3 人材プーリン

グ】 

 公平な人材マネジメントにより、雇用

機会の均等を図る。 

 柔軟な労働環境を作り、男女ともに働

きやすい環境とする。 

 人材開発と研修を整備し、キャリアア

ップやマインドセットを図る。 

 女性役員がいることで、従業員の満足

度が向上する。 

⇒ 有能な人材が企業に集まり、アセ

ットとして蓄積される。 

 コーポレートガバナン

ス・コードやクオータ制

 ガバナンス機能の有

効性向上 

 役員会のダイバーシティにより健全な

ガバナンス体制を構築する。 
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の導入などの社会的要

請の強まっている。 

 不正防止や ESG 投資の

拡大などにより、ガバナ

ンスの強化が必要とな

っている。 

【B-4 ガバナンス】  D&I 推進体制を構築し、定期的に取り

組みを評価する。 

 KPI の目標設定をし、公表すること

で、社内外からの評価を得る。 

 地域コミュニティなどへの社会的貢献

を促進する。 

⇒ 取締役会が有効に機能し、ガバナ

ンスの向上につながる。 

 

 

ダイバーシティ＆インクルージョンの推進 
経営層の強い関与【A-1】 

事業戦略との密接な関連【A-2】 

 
 
各要素・経路について、基本となる考え方と事例に触れて以下に説明する。 
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A－1 経営層の強い関与 
（１）基本となる考え方 16 
ダイバーシティ＆インクルージョンの取組が企業価値向上に着実につながっていくために

は、経営層がその重要性を理解し、強く推し進めていく必要がある。ダイバーシティ＆インク

ルージョンの推進には困難もある。経営層が結果に対してコミットする、責任をとることがな

ければ、ダイバーシティを全社員に浸透させて社員の行動の方向性を一致させることは難しい。

効果的及び効率的に実施するためにも、経営層の強い関与は重要な要素となる。 
ダイバーシティ＆インクルージョンの取組を推進するに当たり、上位経営層が明確な方針を

打ち出し、一貫した方針と目標を発信し続けることにより、上位経営層がその取組を強い意志

で進めていくという意思表示をすることになる。そして、経営活動の一環として頻繁にトップ

からメッセージが発表される結果、全社的な意識が高まり、社員の日々の行動のベクトルが揃

うことが期待できる。 
ここで、企業がダイバーシティ＆インクルージョンを積極的に行うことを決定するのは経

営層となるが、その意思決定を円滑に為すためにも取締役会等の経営層において女性役員が存

在することが鍵となる。ダイバーシティ＆インクルージョンに関連した活動を女性役員として

支援することで、全社員が一丸となって取り組むことにつながる。 
 
 
（２）ケーススタディ 
女性役員を含め、経営層がダイバーシティ＆インクルージョンに強く関与している事例を、

以下に挙げる。 
 
【カルビー】 松本晃会長が掲げた「女性の活躍なしにカルビーの成長はない」という方針の

もと、「ダイバーシティ委員会」を中心に、多様性を活かす組織･風土づくりを推進している。 
 
【J&J Japan】 ダイバーシティの取組は、いずれも人事および各カンパニーの経営層が主導

しており、その推進によりイノベーションを生み出していく方針を J&J グループ合同年次カ

ンファレンスで発表した。 
 
【ローソン】 会長 CEO、社長 COO をトップに人事本部と連動し、ダイバーシティ推進担当

役員を配置し、必要な制度設計・運用・登用等を行っている。 
 
【Media Prima】 会長も含め、グループのトップもダイバーシティに関しては積極的に取り

組んでいく姿勢がある。 
 

16 第 21 回国際女性ビジネス会議 http://www.women.co.jp/conf/report/talkshow_01.html、
Diversity in the Corporate Setting（Ali Algahtani, 2013）, Leveraging Diversity to Improve 
Business Performance (Michele E. A. Jayne and Robert L. Dipboye,2004) を元に記載 
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【Digi】 CEO の Albern Murty は、インクルージョンとダイバーシティが経営の本質であ

り、多様な人材、視点、背景、アイデアの組み合わせが当社を強くしていると主張する。 
 
【SHELL Malaysia】 会長である Datuk Iain Lo 氏は、リーダーシップとイノベーションを

促進し、有能な女性人材が公平なキャリアを築いていける労働環境を整備していくことが、国

内の企業にとって非常に重要な課題となっていると語っている。 
 
【CIBC】 CEO の Victor Dodig は、2015 年に Catalyst Canada Advisory Board に参加し、

また 30% Club Canada の議長に任命されている。また、CIBC は、ダイバーシティ・インク

ルージョン戦略のガバナンス体制を構築しており、シニアエグゼクティブ・バイスプレジデン

トの Kevin Patterson が議長を務め、全部門の上位者がメンバーとなっている。 
 
【Manulife】 マニュライフの代表取締役兼 CEO であるドナルド・A・グロィオン氏はグロ

ーバル 30% Club のメンバーとなり、取締役会とエグゼクティブを 2020 年までに 30%を女性

で構成していくと公言している。 
 
【KAY International】 女性 CEO Maria Teresa は、オープンマインドと柔軟であること

を社員に推奨しており、また女性は職務の遂行に対する責任感が強く、信頼でき、忠実であり、

女性管理職が企業の価値を高めると考えている。 
 
【QBE GSSC】 QBE GSSC の女性 CEO  Karen Batungbacal は、2013 年に D&I の取り

組みを導入し、D&I タスクフォースのスポンサーにも就任している。 
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A－2 事業戦略との密接な関連 
（１）基本となる考え方 17  
経営層が、ダイバーシティの活動を企業の事業戦略や事業活動に取り入れて、また事業目的

や事業の目標とダイバーシティの目標を密接に関連させることによって効果を発揮すること

ができる。 
企業がダイバーシティとインクルージョンの取組を行うのは、企業の持続可能性に影響を及

ぼすと考えており、その背景は各国・地域により異なっている。根底としてはその国・地域の

経済・文化活動において、多様性がそもそも存在することがある。企業活動の持続可能性を考

慮した場合に、事業活動の背景と齟齬が生じていれば、成長を期待することはできない。 
 
 
（２）ケーススタディ 
【J&J Japan】 1943 年に起草された「我が信条(Our Credo)」の考え方のもと、ダイバーシ

ティ＆インクルージョンを重要経営課題と位置づけ、多様な人材がそれぞれの発想を活かし、

対等に関わり合いながら一体化することで、革新的な医療やサービスを生み、医療の未来へと

貢献することを目指している。 
 
【ローソン】 企業理念「私たちは、”みんなと暮らすマチ”を幸せにします」のもと、社会の

公器としてのミッションを達成するために、多様な顧客からの信頼を得る必要があり、社会と

最適な関係を築くことが大事であるとし、ダイバーシティの推進を多様な考え方を活用してい

く一つの手段と考えている。 
 
【DHG Pharma】 ダイバーシティ＆インクルージョンに関するポリシーを導入したことで、

自社の業績向上や市場プレゼンスの増大につながっただけではなく、地域社会に貢献すること

にもなった。また、これらのポリシーによって企業風土が保たれ、より強固になっていった。 
 
【PETRONAS】 今後さらに厳しい環境にさらされるエネルギー産業において、PETRONAS
は、性別にとらわれない、能力の高い労働力を育てることを重視している。ダイバーシティを

促進するために、PETRONAS は 2016 年に独自のダイバーシティ方針を打ち出した。 
 
【Digi】 Digi2020 のビジョンにおいて、「顧客の愛着度」、「デジタル製品へのエンゲージメ

ント」、「最も効率の良いオペレーター」「成功するチーム」の 4 つのカテゴリーに重点を置い

ており、「成功するチーム」を作るために、ダイバーシティは重要な要素の 1 つとなっている。 
 

17 Michael Bach、J. Spencer Lanthier、Jennifer Laidlaw へのインタビュー、Diversity in the 
Corporate Setting（Ali Algahtani, 2013）、Examining The Relationship Between Diversity And 

Firm Performance(Byron J. Hollowell, 2007) を元に記載 
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【SHELL Malaysia】 ジェンダーダイバーシティの達成はビジネス戦略に欠かせない要素で

ある。なぜなら、組織とチームのパフォーマンスを上げること、有能な女性人材を獲得して組

織内に保持すること、そして優秀な人材にとってのブランド評価を確立するためである。 
 
【CIBC】 ダイバーシティ・インクルージョン戦略において、人、職場、クライアントとコミ

ュニティという 3 つの各カテゴリーで目標を達成すると謳っている。また、個々人の能力を活

用することは、ダイバーシティ・インクルージョン戦略の根本理念となっている。 
 
【Purolator】 雇用平等プラン（EEP)の下で、国・地域会議での代表、トレーニングと能力

開発、コミュニケーション、人材、人材管理（レビューを含む）、そしてパートナーシップとコ

ミュニティという 6 つの柱からなる実施フレームワークを策定した。これらは、会社の戦略計

画の本質となっている。 
 
【Manulife】 Manulife は人種や考え方のダイバーシティを尊重し、積極的に取り入れ、称

賛する包括的（インクルーシブ）な環境創りを推進することで、イノベーションと顧客満足度

の改善とビジネスの成長を目指している。 
 
【QBE GSSC】 QBE GSSC は、ダイバーシティ&インクルージョンは会社の価値創造モデ

ルの基礎的な土台として位置づけており、「世界クラスの人材とリーダーシップ」を促進する

ために、ジェンダーや性的指向、年代、民族、身体能力にかかわらず、報酬や文化、機会を越

えて前向きな環境づくりを促進するプログラムを構築すると謳っている。 
 
【Daehong】 Daehong Communications のダイバーシティ戦略は、ロッテグループのビジ

ョンである「アジア Top10 グループ」 と連携している。ロッテグループは、「ダイバーシティ

尊重プロセス」を作成し、2013 年以降グループ全体で遂行している。グループとしてもダイバ

ーシティを浸透させるために、企業文化の変革に焦点を当てている。 
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（参考）ダイバーシティの範囲 

今回インタビューをした企業においては、ダイバーシティとインクルージョンを男女の

性別による雇用や昇給の差に注目をしてその改善を行う企業がある一方、ダイバーシティを

性別以外のより広い概念（例えば、人種、年齢、出身、障害者、ＬＧＢＴ等）まで含めて取

り組みを行っている企業もあった。よりダイバーシティが進んだ企業においては、多様な人

材をいかにインクルージョンして、企業の戦略や事業活動につなげていくかを考えていた。 
例えばフィリピンのように女性の社会進出が進んでいる国においては、女性が働くことが

日常となっており、Sun Life of Canada (Philippines)、QBE Group Shared Services Limited
及び Philippines AirAsia ではジェンダーダイバーシティは当然のこととして、更に LBGT
や障害者などのダイバーシティを含めて実施していた。また、カナダやマレーシアにおいて

も同様で、その地域に多様な人種がいるため、ダイバーシティもジェンダーのみならず、地

域特性を反映した形でのダイバーシティが自然なものとして組み入れられていた。 
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B-1 市場開発 ～ 多様な市場ニーズへの対応 
ダイバーシティ＆インクルージョンにより、女性役員の新たな視点により市場のニーズを

つかみ、イノベーションや創造性に富んだ新たな製品・サービスの提供をする。また独自の社

外ネットワークを活用して事業拡大につなげる。これらにより、市場を開発し、収益を拡大す

ることができる。「市場開発」の要素としては、以下のことが挙げられる。 
 
B-1-1 新たな視点 
（１）基本となる考え方 18 

女性役員が新たな視点を製品開発等の意思決定過程に持ち出すことによって、今までと異

なる結果を導き出すことが可能となる。また、自らの考えにより、新たな事業展開を提案して

いくことで、収益拡大に貢献することができる。さらに、多様性のある職場において、新たな

視点を引き出す役割を女性役員が果たすこともできる。 
職場がダイバーシティ（多様）になることにより、様々なバックグラウンドを持つ人が集ま

り、色々なアイデアや新たな視点をもたらすため、企業のマーケティング戦略を向上させるこ

とができる。実際、先行研究において、個性の多様化が進んだグループにおいては、課題の解

決や分析が、同質のグループよりも効果的になったとの結果もある。 
さらに、新たな視点によるアイデアを作り出すために、顧客の多様性と対になって職場の多

様性も図られることが望ましい。類似のバックグランドをもった集団に、異なる情報、異なる

意見、また異なる知見をもった人物を加えることで、従来にはない解決策を生み出すことが可

能となる。 
 
 

（２）ケーススタディ 
【カルビー】 松本会長兼 CEO は、女性を役員クラスとして、カルビーに招き入れている。

上級執行役員の鎌田由美子氏もその一人である。何か新しいことを生み出すために、鎌田氏は

その実力を買われて 2015 年 2 月に招き入れられた。鎌田氏は、事業開発本部において、男女

や国籍に関係なく、多彩な人材を率いている。 
 
【ローソン】 女性役員が、例えば、ローソンの本業であるコンシューマービジネスに対して、

その他の分野の専門家がそれぞれの立場から専門的な意見を述べることもあれば、一消費者と

しての意見を述べることもあり、他の取締役にとっても、新鮮でいい刺激になっている。また、

営業戦略本部では、女性のアイデアからのマーケティングを行い、新たな事業の価値創造に取

り組んでいる。 
 

18 Best Practices in Diversity Management in Customer Service Organizations: An 
Investigation of Top Companies Cited by Diversity Inc. (Juan M. Madera, 2013), 
Leveraging Diversity to Improve Business Performance (Michele E. A. Jayne and Robert L. 
Dipboye,2004), How Diversity Makes Us Smarter (Katherine W. Phillips, 2014)を元に記載 
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【Media Prima】 シャリーン・オオイ氏が女性執行役員として最高マーケティング責任者を

務めており、メディアプリマ社のグループマーケティング業務を牽引している。彼女はメディ

アプリマ社が提供するサービス・ポートフォリオのマーケティングを統括しており、テレビ、

ラジオ、出版、デジタル、屋外広告など、様々なプラットフォームに多様なクライアントを抱

えるこの会社の成長に貢献している。 
 
【ATM】 レティシア・ロドリゲスは法律家としての専門知識を活かし、1995 年にビルボー

ド産業に起こった技術革新を受けて、販売を向上させるため、メキシコの連邦、州、地方規制

を踏まえたビジネス展開について考え、事業を拡大した。 
 
【Mexico Fresco】 女性のスーパーバイザーは、市場において消費者から最も支持される製

品を作るために、製品の品質向上につながる新たな手法を常に模索している。また、同社では、

消費者の満足度を向上させるために、男女の両方がリーダーシップに関連する業務を担ってい

る。 
 
【Philippines AirAsia】 旧 CEO の Marianne Hontiveros 氏は事業を開始するにあたって運

航者証明書（AOC）の取得をリードした。また、彼女の CEO 就任期間において、AirAsia は

フィリピンにおける LCC 業界の強力なプレーヤーに成長した。 
 
 
B-1-2 市場ニーズの把握 
（１）基本となる考え方 19  

日用用品等、日々の生活に直結する製品やサービス等は、女性が意思決定し購入する場合が

多い。このようなセグメントに属する企業の役員会に女性を迎えることは、消費者の意思決定

プロセスについて深く理解できているため、市場のニーズを汲みやすくなる。市場のニーズを

適切に把握することができれば、新たな製品・サービスの提供につなげることが可能になる。

また、今まで自社で扱っていた商品・サービスについて、改良や新たな使用方法を提案するこ

とで新たな市場を開拓することができるなどの効果が考えられる。 
また、サプライヤーのダイバーシティを進めることで、サプライヤーにおける女性オーナー

比率を高め、女性オーナーを通じて市場のニーズ等を吸い上げることも可能となる。 
 
 
 

19 Women on boards February 2011、Women on Boards - Why women on company boards are 
good for business（Ministry of Women Affairs, Business NZ, Institute of Directors in New 
Zealand, 2009）, Best Practices in Diversity Management in Customer Service 
Organizations: An Investigation of Top Companies Cited by Diversity Inc. (Juan M. 
Madera, 2013)を元に記載 
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（２）ケーススタディ 
【J&J Japan】 市場環境や顧客ニーズ・サービスの内容が大きく変化しており、従来の専門

性に特化したトップダウン型のやり方では対応が困難な場合も多い。男女に関係なく複数の専

門性をもつ人材が集まり、多様な意見を出し合うことにより新しい解決方法を提案していくこ

とが大切だと考えている。 
 
【ローソン】 ローソンは、フランチャイズチェーンを展開しているが、フランチャイジーで

ある、各店舗のオーナーは総勢 6,000 人くらいおり、そのうち約 1 割が女性であり、この部分

のダイバーシティの適用についても日々活動している。 
 
【Isobar Vietnam】 女性 CEO の Denise Thi は、デジタルツールを別個に顧客に提供するの

ではなく、クライアントの戦略と成果をつなげた総合的なアプローチとして提供し、他社との

差別化を図った。  
 
【CIBC】 クライアントやコミュニティの意向を反映できるチームを作ることで、CIBC は、

クライアントが期待する商品やサービスを提供し、クライアントとの長期的な関係を築くこと

ができると考えている。 また、CIBC は、公平でインクルーシブな職場環境を目指す取り組み

を、サプライヤー（仕入れ業者）にも広げている。 
 
【ATM】 女性 CEO のレティシア・ロドリゲスは、クライアントのニーズを把握し、人々が

利用する道路に関する統計データに基づき、個々のビルボードの効果を算定し、クライアント

の広告を設置する最適な場所を選ぶことができるようにした。 
 
【Daehong】 女性クリエイティブ・ディレクターの Sunmi Park 氏は、積極性と創造性を活

かして主要ライバル企業に勝利し、数多くの広告プロジェクトの契約を獲得した。 
 
 

B-1-3 イノベーションと創造性 
（１）基本となる考え方 20 

ダイバーシティの推進は、従来と異なった視点が取り入れられることにより、イノベーショ

ンや創造性の向上につながる。例えば、既存の製品・サービスの取り扱い方法を高齢者や身障

者を対象にしてより使いやすくできるためのイノベーションを模索することは、顧客の全階層

においてもその製品・サービスの利便性を増すことができる。 

20 What is the Impact of Gender Diversity on Technology Business Performance: Research 
Summary (NCWIT, 2014) , How Diversity Makes Us Smarter (Katherine W. Phillips, 2014)、
第 21 回国際女性ビジネス会議 http://www.women.co.jp/conf/report/entaku_103.html 、Matt 
Peterson へのインタビューを元に記載 
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このようなイノベーションや創造性の向上は、世界各国で事業を展開する多国籍企業にお

ける研究開発でもあてはまる。世界各国から集まってくる情報や知恵を商品開発に活かすこと

ができるとともに、地域ごとに異なる顧客の文化に応じた製品・サービスを開発することにも

つながる。 
なお、KPMG が 2015 年に実施した調査 21においては、ダイバーシティを推進した企業の

大部分から、従来と異なった視点が取り入れられることにより、イノベーションと創造性が加

速したとの回答が得られた。また、その他のコメントとして、イノベーションと創造性が、異

なる視点を取り込まれることによって向上したとの回答が寄せられた。 
 

（２）ケーススタディ 
【カルビー】 女性管理職が開発に関与した商品として、販売戦略を変えることで多くの女性

を中心とする顧客に受け入れられ売り上げを伸ばしたドライフルーツをグラノーラに混ぜた

シリアルである「フルグラ」が挙げられる。 
 
【ローソン】 ローソンでは、固定概念を捨て、女性や外国籍の社員を含めた全社員が持って

いる能力と可能性を最大限に活かして、新たなるイノベーションを起こし、企業価値の向上に

努めている。また、商品開発に関しては、女性の割合が 30%程度と相対的に女性が多い部署と

なっている。 
 
【Isobar Vietnam】 Isobar Vietnam は、女性 CEO の Denise Thi 氏の運営のもと、非常に急

速なペースで成長しており、社員の成長への努力とこの業界に対する興味が、同社の成長をも

たらしている。偏見にとらわれず、市場のニーズに合ったメディアを使用する必要があり、そ

れができる多様な人材を雇用することが会社にとって有益となると、彼女は考えている。 
 
【DHG Pharma】 DHG Pharmaceutical では、女性 CEO の Pham Thi Viet Nga 氏が中心

となり、自社製品やサービス、そして業績を改善していくために、従業員自らがアイデアやフ

ィードバックを提案することを奨励している。 
 
【TRAPHACO】 女性 CEO のヴァ―・ティ・トゥアン氏の戦略とリーダーシップにより、

TRAPHACO は、医薬品市場で研究と開発に注力し、近代的な技術を応用して競合他社との差

別化を図ることに成功している。 
 
【CIBC】 小売流通とチャネル戦略のエグゼクティブ・バイスプレジデントの Christina 
Kramer は、CIBC の幅広い流通ネットワークで、 21,000 人以上の販売及びサービス部門の

従業員を指揮し、支店、ATM、モバイル営業、電話コンタクトセンター、モバイル及びオンラ

インバンキング、そして社長直轄の金融事業を統括している。 

21 ASX Corporate Governance Council Principles and Recommendation on Diversity
（KPMG） 
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【ATM】 女性 CEO のレティシア・ロドリゲスは、すべての従業員に模範的な方針を示すこ

とにより、強力なリーダーシップを発揮している。彼女は、すべての従業員が、各自の個性や

能力を仕事に反映することにより、サービスや製品を向上させるよう促している。 
 
【Sun Life Philippine】 女性 CEO の Rizalina Gervasio Mantaring の運営のもと、男女が

共に働き議論することにより、出産といった女性特有の事情や乳ガンなどの女性の特有の疾患

のための商品を開発し、前立腺ガンのような男性の特有の疾患のための商品も提供している。 
 
【Daehong】 女性クリエイティブ・ディレクターの Sunmi Park 氏は、イノベーションは多

様な発想と経験に基づくべきと考え、広告事業の経験が全くない人もスカウトした。 2015 年

までに、当該チームは国内外の広告イベントで数多くの賞を受賞し、テホン企画の対外的なイ

メージを、保守的な広告会社という認識から業界のイノベーターへと変革することに成功した。 
 
 

B-1-4 社外ネットワーキング 
（１）基本となる考え方 22 

女性役員等が社外で有するネットワークを活かすことで、事業の拡大につなげることがで

きる。また、女性役員によるコミュニケーションを活用することによって、新たな顧客獲得に

つなげたり、ビジネス的な関係のみならず、多種多様な情報の交換を行う場の構築にもつなが

る。外部者との接点をより多く持つことで、様々な情報に触れることができ、自らの業務や組

織としての事業活動に活かせる。 
 
 
（２）ケーススタディ 
【ローソン】 ローソンの女性役員は、コミュニケーション能力に非常に優れており、女性役

員同士のネットワーキング作りも活発に行われている。4 人の女性役員がそれぞれの異なる専

門家の見地で意見が活発に発せられ、取締役全体の議論が活発になっている。 
 
【KAY International】 女性 CEO の Maria Teresa 氏は、日本やメキシコの政治家、政府関

係者、多国籍玩具企業の CEO、女性企業家などと強力なネットワークがあり、例えば、メキシ

コの規制機関に対しロビーイングを行い、補正関税に関する規制・輸入の枠組みや玩具の品質

基準に関する措置を講じるよう求め、玩具産業の窮地を救った。 
 

22 What Drives the Implementation of Diversity Management Programs? （David W. 
Pitts, Alisa IC Hicklin, Daniel P. Hawes, Erin Melton, 2010）、WomenCorporateDirectors 
HP http://www.womencorporatedirectors.com/を元に記載。 
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【KOLON Eco One】 女性 CEO の Soo Young Lee 氏は、外部専門家から刺激を得るために

可能な限り外部専門家と接触する機会を設けているとのことである。これまでに築いてきた外

部のネットワークは、Lee 氏の成功にとって重要な情報源であり、資産である。 
 
【ATM】 女性 CEO のレティシア・ロドリゲス・モンデズマには外部との強いネットワーク

があり、2001 年には AMPE（メキシコ屋外広告協会)の会長であり、2013 年に、CANACINTRA
（製造業会議所）の財政部門副総裁であった。そして、今は ANP（全国広告協会)の副会長で

ある。 
 
【Mexico Fresco】 ネットワーク形成に関しては女性が担うべきであると女性 CEO のアギラ

ール氏は考えている。女性は男性とは異なる視点を提供することができ、また、男性と比べて

あまり偏見を持っていないからだという。 
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B-2 効果的なリーダーシップ ～ より良い意思決定による事業活動の推進 
「効果的なリーダーシップ」とは、女性の上級管理職への登用の促進、幅広い提案を尊重し

た決断、女性従業員のロールモデル、女性リーダーの社内ネットワーク構築などにより、女性

が持つリーダーとして能力及び効果である。これにより、女性がリーダーとして活躍できるよ

うになり、適切な意思決定が行われる。「効果的なリーダーシップ」の要素としては、以下のこ

とが挙げられる。 
 
B-2-1 女性の上級管理職への登用 
（１）基本となる考え方 23 
女性役員が適材適所の考えのもと、女性従業員を男性社員との機会が均等になるよう上級管

理職に登用することで、女性リーダーが増加する。マッキンゼーの研究 24によると、女性はリ

ーダーとして、従業員に関して、教育、メンタリング、そして個人のニーズや懸念に耳を傾け

ることに時間を割くことで、チームワークや戦略を推進し、競争優位を作り出す能力開発が得

意である。また、女性は、業績への期待と責任を明確に定義し、目標に向けての行動を起こさ

せることについても向いているとしている。 
また、上位のリーダーとなる女性は、金銭的価値や損益だけではなく、組織に異なる視点を

もたらす。女性は、異なる視点や文脈を持ち、トップの意思決定を確実でかつ包括的なものと

することができると考えられている。また、意思決定の場に女性が加わり、多様な手段を取る

ことで、それまでと違う視点や方法論が反映されることが増え、結果として、ロジカルな部分

と感情的な部分がバランスよく反映されると共に、意思決定の軸が明確になり、より公平で公

正な意思決定がなされるようにもなる。 
会社として事業の継承計画（サクセッションプランニング）にて、男女に拘わらず有能な人

材をリーダーとして選定していく必要があり、それが企業の持続可能な価値を高める要因とな

り得る。そのためには、女性役員を含めた経営層が、リーダーにおけるジェンダーダイバーシ

ティを考慮し、アンバランスが生じないよう、偏見を持つことなく選定を行っていくことが肝

要となる。 
 
 
  

23 日経ビジネスオンライン「最高益生むカルビーの女性活躍」（2016）、Women on boards February 

2011、Women on Board - Why women on company boards are good for business （Ministry of 

Women Affairs, Business NZ, Institute of Directors in New Zealand, 2009）、Lily Rozita Mohd 
Khairi, Asako Toma 等へのインタビューを参考に記載 
24 Woman matter 2 - Female Leade rship, a competitive edge for the future （Mckinsey & 
Company） 
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（２）ケーススタディ 
【Isobar Vietnam】 同社では、例えば、戦略計画部門ではチームを二つに分けて、戦略策定

の第一フェーズでは、一つのチームは男性のリーダー、もう一つは女性のリーダーによって作

業を進めるなど、女性が含まれている。 
 
【DHG Pharma】 DHG Pharma では、組織の長期的成長を目標とした事業の継承計画を進

めている。継承計画では、従業員の性別や年齢、民族性を問わず、管理職にふさわしい従業員

を管理職の候補として選定しており、現在、重要な役職に就いている従業員の大部分が女性で

ある。 
 
【TRAPHACO】 彼女自身の経験から、トゥアン氏はビジネスにおける女性と男性の強みを

理解し、人事部長や労働組合員の大半が女性であるなど、主要な役職の多くに女性を就任させ

ている。 
 
【CIBC】 CIBC は、2018 年までに女性エグゼクティブを 30 %から 35% の間に増加させ

る目標を立てており、シニアレベルの女性を増やすために、CIBC は内部の昇進に頼るだけで

なく、外部からシニアレベルの女性を採用する戦略や取り組みも検討している。 
 
【KAY International】 女性 CEO の Maria Teresa は、会社のあらゆる問題に関わっており、

女性マネージャーは会社の意思決定に常に参加して、社内のバランスを保っている。 
 
【Mexico Fresco】 会社にとって重要な 2 つの地位を、女性が担っている。女性 CEO のアギ

ラール氏は、女性は自分の業務により強い責任感を持ち、献身的に取り組む傾向にあると考え

ている。 
 
【Philippines AirAsia】 フィリピン・エアアジアでは、マーケティング・ルートおよびルー

ト・マネジメント部門とデジタルマーケティング部門、パブリックリレーション部門において、

3 人の女性管理職が就いている。 
 
【Sun Life Philippine】 ダイバーシティとインクルージョンが、同社のビジネス慣行におけ

る中核的な価値になっていると考えており、経営陣および取締役の約半分が女性で、そのすぐ

下のレベルの管理職においても同様にほぼ半数を女性が占めている。  
 
【KOLON Eco One】 2002 年以降に、「30％の女性雇用指針」によって採用された女性従業

員は、現在グループのマネージャーやチームリーダーとして活躍しており、将来、取締役やCEO
となる事が期待されている。 
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B-2-2 幅広い提案と決断力 
（１）基本となる考え方 25 

忍耐力と柔軟な視点、そしてコミュニケーション能力を兼ね備えた女性がリーダーになるこ

とで、多様な人材から挙げられる幅広い提案に対して、建設的に対応をすることが可能となる。

女性役員が現状を打破する強い意志と注意深さを兼ね備え、決断力を持ち、重大な決断が迫ら

れた際も適切に対応することで、企業の成長に関してより適切な意思決定を下すことができる。 
グループにおける生産性や多様性のあるチームのパファーマンスに影響を与えるためには、

組織のマネージャーがリーダーシップを発揮することが求められる。その際、グループを仕切

るために、建設的なコンフリクトと効果的なコミュニケーションを促進することを必要とする。

グループでの意見を交換する際において、女性役員が中心となり、多様な意見や視点が生み出

す相違点を、より建設的に解決することで、グループの結果を良いものとすることができる。 
 
 
（２）ケーススタディ 
【Isobar Vietnam】 女性 CEO のデニス・ティは、女性は自らマインドセットをして、非常

に合理的な方法で、自分自身を成長させていけるから、男性に比べて女性ははるかに多くの利

点を持っていると考えている。  
 
【DHG Pharma】 HR ディレクターを務めるヌー（Nhu）氏によれば、この会社の女性は、

現状を打破する強い意志と注意深さを兼ね備え、意思決定を行うことに長けているという。彼

女たちが有能なリーダーであるのは、女性全般が、物事を柔軟に捉え、プレッシャーを乗り越

えていく素質を備えているからでもある。 
 
【TRAPHACO】 女性 CEO のトゥアン氏は、女性はビジネスの場において効果的なリーダ

ーであるための、男性とは異なる特質があると考えている。トゥアン氏は、女性は一般的に高

い義務感を持ち、長期的且つ持続可能な成長のための視点を持ち、プレッシャーの下でも力を

発揮できると確信している。また、母性本能のある女性は、多くの場合により安全な方法を選

択すると考えている。これらは、トゥアン氏と他の経営層が掲げる企業価値となっている。 
 
【Media Prima】 女性役員の中には HR や法務、IT といった部門で重要な役割を担ってい

る者がおり、このような高い職位においても女性の存在感を高めることに強い意識を持ってい

る。 
 

25 Leveraging Diversity To Improve Business Performance(Michele E. A. Jayne and Robert L. 
Dipboye),Women on Boards - Why women on company boards are good for business（Ministry 
of Women Affairs, Business NZ, Institute of Directors in New Zealand, 2009）、Tran Thi Anh 
Nhu 等へのインタビューを元に記載 

29



【KAY International】 女性 CEO の Maria Teresa は、女性マネージャーは、高いモチベー

ションを維持することにより会社を支えるという役割も担っており、女性は、顧客と従業員の

満足を高めるための方策づくりに長けていると考えている。また、Maria Teresa は、女性は厳

格であるため、その意見は常に正確な意思決定につながると考えている。 
 
【ATM】 女性 CEO のレティシア・ロドリゲスは、異なる性別の従業員を雇用すること自体

は問題ではなく、新しい変化に適応する能力を持つことが難問だ、と考えている。「女性は男性

よりも感情的で、男性はそういった感受性に欠ける。両方の見方があれば、会社が成功するの

に必要なバランスが取れる。」と彼女は述べている。 
 
【KOLON Eco One】 2005 年、女性 CEO の Soo Young Lee 氏 は会社として将来の大きな

リターンを期待するのであれば、リスクをとるべきという信念に従い、最終的に統合の決断を

下した。合併後の組織は、 KOLON Life Science Inc. と名付けられ、2006 年の合併当時の企

業価値 300 万ドル (資本金) は、10 年で 1 億ドル (上場株式総額) にまで成長した。 
 
 
B-2-3 ロールモデル 
（１）基本となる考え方 26 
オープンなマインドを持つ女性役員が企業において活躍することは、他の従業員から見て、

一つのリーダーとしてのロールモデルともなり、多様なリーダーとしての在り方をイメージし

やすくなる。それは将来像の多様化となり、その結果、労働意欲が高まるほか、目的を達成す

るためのスキルアップをするなど向上意識も高まると期待される。企業の上層部に優れた女性

役員がいることは、職場に入ってくる他の女性に参考になるロールモデルを提供し、目指すべ

き姿を提供することになるからである。 
マッキンゼーの調査によると、女性はリーダーシップの一つとして、従業員にとってのロー

ルモデルとなることに長けている。働く女性にとっても、女性役員の存在は、女性リーダーシ

ップを体現し、ロールモデルと呼べる存在となり、人事戦略の中での女性従業員の育成・登用

が促進する効果が期待される。また、役員会に女性がいる企業には、シニアマネジメント層に

より多くの女性がいることが多い傾向にある。 
女性の上級管理職が増え、若手女性従業員のロールモデルとなるケースが増えてくると、女

性の労働意欲が高まり、企業全体の雰囲気改善、退職率の改善、生産性の向上等にもつながる。

その結果、女性リーダーとしてキャリアアップすることの意欲や違和感が排除され、意思決定

過程におけるジェンダー・バランスが取られやすくなる。 
 

26 Women on Boards - Why women on company boards are good for business（Ministry of 
Women Affairs, Business NZ, Institute of Directors in New Zealand, 2009）、Woman matter 2 - 
Female Leadership, a competitive edge for the future （Mckinsey & Company）、Yumiko 
Kamada、Kyoko Yamaguchi 等へのインタビューを元に記載 
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（２）ケーススタディ 
【カルビー】 女性役員が、女性優遇の結果ではなく、彼女らの実力であることを全従業員が

知っているからこそ、女性役員の存在が、女性の従業員のロールモデルとして機能している。 
 
【J&J Japan】 女性役員が増えてきたことで、女性の従業員に対してロールモデルとなる女

性リーダー像自体が多様化してきており、その結果、女性従業員の働く意欲が向上したり、マ

ネジメント層の意思決定の幅が広がったりと、ポジティブな効果が見られている。 
 
【CIBC】 エグゼクティブ・バイスプレジデントの Christina Kramer とシニアエグゼクティ

ブ・バイスプレジデントの Laura Dottori－Attanasio は、ウィーメンズ・エグゼクティブ・ネ

ットワーク（WXN）によって「カナダの 100 モスト・パワフル・ウーメン」に選ばれている。 
 
【Philippines AirAsia】 CEO は女性であり、4 人の女性が上級管理職に就いており、この事

実は会社の従業員に対して女性のリーダーシップを示している。 
 
【Daehong】 女性役員の Sunmi Park 氏は、2000 年からテホン企画に勤務し、2012 年にロ

ッテグループ初の女性役員に昇進した。現在、92 名の部下を抱え、16 チームを指揮し、約 120
の TVCF プロジェクトを含む約 200 超の広告プロジェクトを毎年管理している。 
 
【KOLON Eco One】 CEO の Lee 氏は、類まれな新規ビジネスチャンスの獲得能力が評価

され、2005 年には直接管理職へ昇進した。管理職昇進以降、Lee 氏は、新しい挑戦を求める

行動志向型の女性の象徴となっている。 
 
 
B-2-4 社内ネットワーキング 
（１）基本となる考え方 27 
企業内で女性リーダーのネットワークを構築することで、リーダークラスの女性が業務のや

り方やキャリアを考える機会を得ることができる。社内ネットワークは、女性リーダーが自ら

成長し、また影響を与えることを可能にするプラットフォームとして有効で、リーダーとして

の可能性を最大限に開発し、さらに活用すること等を目的とする。 
女性リーダーが、経営陣の女性役員と関わりながら啓発され、リーダーとしてキャリア開発

していくことを支援していくことができる。 
 

 
 

27 坂口繁子, 藤間朝子, Mariam Hassan, Animesh Mukherjee 等へのインタビュー 
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（２）ケーススタディ 
【J&J Japan】 女性のキャリアを考える機会として、J&J 米国本社や海外からの女性エグゼ

クティブの来日に合わせ、朝食会や座談会を開催している。 
 
【PETRONAS】 人事担当の女性役員の DATO’ RAIHA AZNI ABD RAHMAN は、

PETRONAS・リーディング・ウィミン・ネットワーク（PLWN）を創設した。 
 
【Digi】 女性取締役のヤスミン氏は、女性のインスピレーションネットワーク（WIN）のス

ポンサーをしており、このプログラムの基盤固めに貢献している。 
 
【SHELL Malaysia】 当時の HR ディレクターとシェル・マレーシアの会長のリーダーシッ

プの下、Shell Women’s Action Network (SWAN)は設立され、最もアクティブなネットワー

クの１つとなっている。 
 
【CIBC】 ウーマン・イン・キャピタルマーケット (WCM)は従業員の自主的な取り組みであ

り、資本市場における女性の参入、成長、進出を促進している。 
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B-3 人材プーリング ～ 有能な人材の確保・活用 
「人材プーリング（Talent pooling）」は、機会を公平に従業員に提供することや、柔軟な労

働環境作り、人材開発と研修を通じて、従業員の満足度を向上させ、現在および将来の従業員

にとって魅力ある企業とすることである。女性役員は、人事戦略や人材開発プログラム等に女

性の視点を導入し、公平な労働環境を整備することに貢献できる。これにより、有能な人材が

企業に集まり、アセットとして蓄積される。「人材プーリング（Talent pooling）」の要素とし

ては、以下のことが挙げられる。 
 
 
B-3-1 公平な人材マネジメント 
（１）基本となる考え方 28 

ダイバーシティを人材マネジメントに取り入れることにより、従業員のスキル開発や公正

なパフォーマンス評価等により、雇用均等を促進することになる。その結果、従業員の働くモ

チベーションの維持につながり、離職率が減少すると考えられ、社員の経験値を社内に維持す

ることができたり、高い技能をもった従業員を呼び集めるのに役に立つことが考えられる。 
雇用機会を均等にすることは、ダイバーシティを成功に導くためにもっとも重要となる。企

業はダイバーシティと雇用機会均等を促すために、人事に関する目標を設定し、定期的に組織

や職位別の人口構成などの人事情報を収集・分析することで、どの組織等でダイバーシティが

進んでいないかを把握することができる。 
女性役員は、この人材マネジメントの良きサポーターとなり、また公平な評価の推進者とな

る。 
 
 

（２）ケーススタディ 
【カルビー】 カルビーでは人と組織についての基本思想としてコミットメント＆アカウンタ

ビリティ（C&A、約束と結果責任）を掲げている。管理職については、C&A が公開されてお

り、すべての従業員が管理職の仕事ぶり、その成果を確認できるようになっている。 
 
【ローソン】 ローソンでは、女性や外国人など多様な人財を積極的に採用し、活躍できる環

境を整え、育成することが会社の価値を高めることとし、女性活躍推進に取り組んでいる。 
 
【Isobar Vietnam】 デニス・ティは性別に拘わらず、個々人の性格、能力、可能性を重視す

る。彼女は、男女間の公平性とは関係なく、それぞれの人材を特性のある個人として扱う。 
 

28 Best Practices in Diversity Management in Customer Service Organizations (Juan M. 
Madera, 2013), Women on boards – why women on company boards are good for business 
（Ministry of Women Affairs, Business NZ, Institute of Directors in New Zealand, 2009）、第

21 回国際女性ビジネス会議 http://www.women.co.jp/conf/report/entaku_205.html を元に記載 
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【DHG Pharma】 DHG Pharma では、性別や年齢、そして人種に関わらず、有能な人材を

活用していくことが、企業価値の向上につながるだけではなく、社会全般の発展に貢献する主

たる要因になると理解している。 
 
【TRAPHACO】 CEO のトゥアン氏は、「女性従業員が求められる職務の基準と質を満たし

た場合、同等の立場にある男性従業員と同じように報酬を受ける」、と説明している。 
 
【Media Prima】 メディアプリマ社では、年齢や性別、そしてその他の属性に関わらず、公

平な報酬制度を採用している。報酬制度が公平であることで、社員の健全な労働意欲が促進さ

れている。 
 
【PETRONAS】 女性役員の DATO’ RAIHA AZNI ABD RAHMAN は、人的資源の変革に

おいて主導的役割を担っている。彼女の専門分野は、人材獲得戦略と計画、組織開発と変容管

理、指導力と能力開発、人材管理、教育と学習などである。 
 
【Digi】 マレーシアは多民族国家であるという事実は、職場がインクルージョンを有するこ

とに役立っており、差別をなくすポリシーによって、個人的にも組織の一員としても成長でき

る公正かつ柔軟な職場環境づくりを目指している。 
 
【CIBC】 女性役員の Sandy Sharman は人事部のチーフとして、 CIBC が強く、創造的で、

かつリレーションを重んじる銀行であることを目指し、ダイバーシティ・インクルージョン・

チームを作ることに注力している。 
 
【Purolator】 Purolator はカナダとアメリカ全域に 12,000 人の従業員を持ち、各々が安全

かつ健全な職場で成功できるように、従業員と関わり、発展させることを宣言している。これ

は単なる声明ではなく、従業員への約束であり、また企業文化、そして企業責任の重要な柱で

あるとしている。 
 
【Mexico Fresco】 Mexico Fresco では女性 CEO のアギール氏は、男女のバランスがとれた

労働環境を作り出すことで、男女それぞれの視点や意見、そして見解が補完され、企業価値の

向上につながると考えている。 
 
【Sun Life Philippine】 CEO のマンタリング氏は明確なポリシーがなくても、性別や性的

嗜好、年齢等に基づいた差別は行わないということが社内文化に根付いており、基本的に、採

用の際の差別はなく、その後の昇進や任命における差別もないと主張する。 
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B-3-2 柔軟な労働環境 
（１）基本となる考え方 29 

複数年の業務経験を積んだ社員を退職させることは、経験値が社内から失われることであ

る。そのため、女性役員が率先して、勤務形態やキャリアプランなど労働環境の柔軟性を増す

よう働きかけることで、労働への多様な選択肢を従業員に提供することが可能となる。 
また、女性のキャリアは、結婚、出産、育児、親の介護等で状況が大きく変わることが多く、

常にフルタイムで勤務することが難しいことがある。このような状況に直面した時に、無理の

ない範囲で勤務を継続できると、これらのライフイベントを理由とした退職を選択せず、働き

続けることができる。 
女性役員が人事部やダイバーシティの推進役とる場合には、自らの経験を労働環境に反映

させることで、女性にとってもより働きやすい職場とすることができる。KPMG が実施した調

査 30によると、51%の会社が、ダイバーシティポリシーの採用により、従業員の定着を促し、

48%がダイバーシティポリシーにより、高い技能をもった従業員を呼び集めるのに役に立った

と回答した。 
さらに、役員レベルで人材構成がより多様となれば、市場と従業員双方に対して、業績と人

材両方を重要視しており、変化やイノベーションに対して対応可能な体制であるという重要な

メッセージを送ることができる。 
 
 

（２）ケーススタディ 
【カルビー】 オフィスのフリーアドレス化の導入によって、ペーパーレス化などオンライン

上で業務が完結するようになり、従来の物理的に同じ場所に集まって仕事をすることを前提に

せずに、従業員が最も効率的な場所で仕事をすることができるようになった。 
 
【J&J Japan】 J&J では、働き方については、上司と部下が相談しやすい環境を整えること

が重要であるため人事部が中心になって活動している。役員や ERG を交えて考え、グループ

全体で積極的に支援する体制を整えている。 
 
【ローソン】 ローソンは、幅広い価値を持つ従業員が自分の可能性を最大限に発揮すること

ができる組織を作るために、多様性を促進している。「LAWSON Woman’s Work Style 
Handbook」を作成し、全社員にダイバーシティの方針を理解してもらうような機会を作って

いる。 
 

29 Women on Board - Why women on company boards are good for business（Ministry of 
Women Affairs, Business NZ, Institute of Directors in New Zealand, 2009）を元に記載 
30 ASX Corporate Governance Council Principles and Recommendation on Diversity
（KPMG） 
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【Isobar Vietnam】 CEO のデニス・ティは、出産後に仕事に戻る人たちを支援し、彼女たち

にとって良好な環境を作るために最善を尽す。また、彼女は、取締役や管理職のレベル対して

も、妊娠中、出産後のスタッフに対して、より共感を持ち、適切な配慮をするよう促している。 
 
【Media Prima】 メディアプリマでは、女性社員がキャリアと私生活を両立させ、充実した

毎日を送ることができるための労働条件の提供に努めており、そのような女性社員の年齢やキ

ャリアレベルに基づき、彼女たちが労働市場でより活躍できるようなキャリアプランを提供し

ている。 
 
【KAY International】 CEO の Maria Teresa が個々の従業員についてよく認識しており、

従業員の誕生日、家族、職場や家庭内での悩み事などを把握している。従業員が助けを必要と

している場合には、親身になって解決策やアドバイスを与えている。 
 
 

B-3-3 人材開発と研修 
（１）基本となる考え方 31 

従業意に個人の能力を如何なく企業内で発揮してもらうために、企業は多くの人材開発プ

ログラムや研修を行っている。これらのプログラムに男女ともに参加機会が均等にあり、積極

的に参加できる環境が必要である。 
また、ダイバーシティの考え方を浸透させたり、偏見がなく公平な接し方を他者に行うため

にはマインドセットが有効となる。ダイバーシティとインクルージョンのコンセプトを上層部

から従業員全体まで同様に理解をしており、また自らと異なる考えや行動パターンを持つ他者

を尊重しかつ協調できる開かれたマインドが重要となる。 
そのために、ダイバーシティの概念や効果、アンコンシャス・バイアスなどの研修を行うこ

とが効果的であり、女性役員など経営層がその推進役となることで、研修の効果を高めること

ができる。 
 
 
（２）ケーススタディ 
【J&J Japan】 J&J では、ダイバーシティ＆インクルージョンを促進する上で、「アンコン

シャス・バイアス（無意識の偏見）」を一つの重要なテーマとして位置付けており、特に管理職

には理解を求めている。 
 

31 Best Practices in Diversity Management in Customer Service Organizations (Juan M. 
Madera, 2013), A field survey of factors affecting the adoption and perceived success of 
diversity training. Personnel Psychology (Rynes, S., & Rosen, B., 1995), Leveraging Diversity 
to Improve Business Performance (Michele E. A. Jayne and Robert L. Dipboye,2004)、Lydia 
Anne Abraham 等へのインタビューを元に記載  
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【ローソン】 社員の様々な働き方があることを理解してもらい、好事例を共有し、個人のナ

レッジ・ノウハウを組織で共有するために、「自立型挑戦大賞」として年に一度表彰する機会を

設けている。 
 
【DHG Pharma】 DHGPharma では、女性従業員のスキルやリーダーシップに関する能力

の継続的な発展に力を注いでいる。このように、女性が成長できる土壌があるからこそ、有能

な女性従業員がリーダーシップを持つことにつながっているのである。 
 
【TRAPHACO】 TRAPHACO は、有能で適任な従業員に対し、年齢、性別、民族性を問わ

ず、将来の CEO を育てるトレーニング、リーダーシップスキル、プレゼンテーションスキル、

チームワークスキルなどの、教育開発プログラムの機会を提供している。 
 
【Media Prima】 メディアプリマ社には、グループ内の多様なプラットフォームに適材適所

の人事を行い有能な人材を活用していくための強固な人材管理フレームワークがある。2015年
に、リーダーシップ育成プログラムの見直しを図り、あらゆる階層の人材を育成プログラムの

対象にした。 
 
【PETRONAS】 人材開発委員会は、従業員の勤務状況を継続的に観察し、その進歩状況を

記録している。PETRONAS は、もし従業員が 3 年間同じ業務を実施している場合は、その従

業員は PETRONAS・グループ内の別の業務に異動することができる。 
 
【Digi】 テレノールディベロップメント＆パフォーマンス（TDP）のプロセスにより、すべ

ての従業員が直属の上司とキャリアについて話し合うことができ、従業員の希望とキャリア開

発の要件を認識することができる。  
 
【CIBC】 D&I 部門は、プログラム開始前にメンバーのリストを確認し、このリストのメン

バー構成がダイバーシティの観点から問題がある場合には、女性リーダーを含めるように提言

することでダイバーシティを促進している。  
 
【Purolator】 Purolator はリーダーに対し、アンコンシャス・バイアス（無意識の偏見）の

トレーニングをいくつか実施している。役員らもこれを支持している。 
 
【Manulife】 Manulife はアジア地域にて、参加者の過半数を女性が占めるリーダーシップ

会発プログラムを開始した。また、既存のシニアリーダーシップ開発プログラムでも、女性の

割合が 27％となり、2015 年の 11％から大幅に向上した。 
 
【Sun Life Philippine】 リーダーシップ開発プログラムやスーパーバイザー研修、マネジメ

ント研修を行っており、これらのプログラムは社員が平等に利用できる。 
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B-3-4 従業員の満足度向上 
（１）基本となる考え方 32 

女性役員の登用が従業員の満足度向上につながることも考えられる。企業内に女性従業員

が多いのであれば、その意見を尊重し、自らの経験を元に経営改善に取り入れることによって、

従業員の満足度を向上することが可能となる。 
例えば、工場等の作業現場に女性が加わることによって、女性も働きやすいように作業手順

が変更されたり、それほど大変な力仕事を行わなくても作業ができるように機械化が進んだり

するケースがある。結果、高齢者にも働きやすい現場となり、作業員の確保につながる。 
さらに、従業員の抱える精神的な事柄やキャリアプランの相談などを含め、経験や知識のあ

る者がメンターとなり、定期的に話をして解決策を導くのがメンター制度である。メンター制

度もまた、従業員の満足度向上に貢献する。特に、女性は時として、勤務の事項や家事が気が

かりとなり、感情的になったり、女性が上級管理職や役員に推薦されても、就任を躊躇する場

合もある。このような場合に、女性役員がメンターとなることで、メンティーが長期的な視点

でキャリアを思い描くことができるようになる。 
 
 

（２）ケーススタディ 
【ローソン】 ローソンでは、様々な社員が働きやすい環境づくりのために、従業員満足度（ES） 
調査を行っている。また、全従業員がダイバーシティをよく理解し、賞賛し、それらを活用す

ることを奨励するために、全国でダイバーシティ対話大会の開催や社員意識調査を行っている。 
 
【DHG Pharma】 製造業務に従事する女性社員に関しても、彼女たちは効率的に業務にあた

るだけではなく、性差別根絶を目標とするこの会社の戦略やポリシーに沿って働いている。 
 
【Digi】 従業員との対話と満足度向上に戦略的投資を続けており、複数のプラットフォーム

を通じて、従業員の意見を聞き、対話を奨励し、積極的にフィードバックを求めている。 
 
【SHELL Malaysia】 ダイバーシティ及びインクルージョンの指標は 5 つの質問から構成さ

れており、これらの質問は社員の労働環境に関する年次調査 (People Survey) 内に含まれてい

る。 
 
【Manulife】 各ダイバーシティ従業員リソースグループ（ERG）にはそれぞれ会社幹部が 1
名付き、草の根的に活動する従業員グループに対し助言とフィードバックを行っている。 
  

32 Best Practices in Diversity Management in Customer Service Organizations (Juan M. 
Madera, 2013)、日経 BP セミナー 日産プレゼンを元に記載 
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B-4 ガバナンス ～ ガバナンス機能の有効性向上 
意思決定機関に女性役員を登用することにより、活発な議論が行われ、リスクが低減される

よう健全な「ガバナンス（Governance）」体制が構築される。また、D&I 推進体制の構築、ダ

イバーシティに関する KPI の設定と公表、社会的責任の履行を行うことで、レピュテーション

向上にもつながる。結果として、取締役会が有効に機能し、ガバナンスの向上につながる。「ガ

バナンス（Governance）」の要素としては、以下のことが挙げられる。 
 
 
B-4-1 健全なガバナンス体制の構築 
（１）基本となる考え方 33 
女性役員が役員会に加わることで、女性役員がこれまでの男性役員とは異なる観点からの発

言や意見を発することが期待され、議論のテーブルに新しい視点や意見をもたらし、議論が活

性化し、これまでにない意思決定に至ると考えられる。その結果、企業にとって適切な意思決

定を取締役会が行うことが可能になる。 
近年、コーポレートガバナンス・コードや法令順守など企業への社会的要請が強まっている。

こういった中で、企業はガバナンス体制を強化する必要性に迫られているが、女性役員の存在

は、予測できないリスクの出現を抑制したり、不正を回避することに貢献すると考えられる。

実際、女性役員がリスクマネジメントの役割を担っているケースも多々見受けられるが、これ

は企業としての意思決定に至るまでに、多くのリスクを想定した議論を役員間で繰り返すこと

を女性役員が率先して行うことによる。 
一方、似通ったバックグラウンドや学歴、ネットワークを持ったメンバーなど、単一的なバ

ックグランドを有するメンバーのみで構成された役員会は、「Group think 集団思考」34に陥

る可能性が高い。解決策として、性別のバランスのとれた取締役会を組織することで、新しい

視点や経験が反映されることにより、「Group think 集団思考」が回避される可能性がある。 
取締役会では、「Brain power 思考力」が必要とされるが、考え方の多様性は、企業が直面

している複雑な問題を取扱い、解決する可能性を高める。役員は、適切な人材を確保する必要

があるが、女性役員など多様な人材を役員として迎えるで、従来にない新しい視点により解決

する選択肢を広げることができると考えられる。 
 

33 Women on boards February 2011、Women on Board: insider secrets to getting on a board 
and succeeding as a director（Nancy Calderon, Susan Stautberg, 2014）, Women on Board: 
insider secrets to getting on a board and succeeding as a director（Nancy Calderon, Susan 
Stautberg, 2014、J. Spencer Lanthier、Jennifer Laidlaw、Paul-Emile McNab、Yumiko 
Kamada 等へのインタビューを元に記載 
34 Group think とは、社会心理学者である Irving Janis が「Victims of Groupthink」において

1972 年に発表した考え方である。Group think に陥った集団は、代替案の検討を無視し、他のグ

ループを害するような意思決定を行うような傾向があるとされる。Group think は、メンバーが

よく似通った学歴、経験等のバックグランドをもっており、且つ、意思決定に関する明確なルー

ルがなく、その集団が外部の意見から疎外されている場合に起こりうる。 
http://www.psysr.org/about/pubs_resources/groupthink%20overview.htm 
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（２）ケーススタディ 
【ローソン】 ローソンでは、2016 年 10 月時点で社外監査役を含め、合計で 4 名の女性役員

が役員会に参加している。学術や製造業、アパレル、会計といった異なるバックグラウンドを

もつ複数の女性が取締役会に参加していることが、ローソンの役員会を特徴づけている。 
 
【Media Prima】 メディアプリマ社には彼女の他に２名の社外取締役がいる。同社の取締役

会において女性が占める割合は 33% (全体 9 人中女性 3 人) となっている。この数字はメディ

アプリマ社の会長と組織全体でダイバーシティを推進した結果によるものである。 
 
【PETRONAS】 役員会の取締役を指名するためのスキル・マトリックスがあり、性別にか

かわらず、役員会がマーケティングや技術、財政、法律など様々な分野のスキルを持つ人材か

ら構成されるよう、ダイバーシティ（多様性）の確保に注意を払っている。 
 
【Digi】 取締役会には女性取締役が 3 名おり、取締役会の 43％を占めている。デジの持続可

能性に関する管理体制とパフォーマンスは、継続的に監視され、報告され、上級経営陣と取締

役会で議論され、さらにテレノール社グループ (Telenor Group) でも議論されている。 
 
【CIBC】 取締役会レベルでは、 CIBC の 17 人の全取締役のうち 6 人が女性で、その割合

は 35%である。6 人の女性取締役は、異なる視点、様々な技術、幅広いネットワークを持ち、

それらを元に取締役会の議論を主導している。 
 
【Purolator】 Purolator の取締役会は Purolator スチュワードシップ責任の考えに基づき、

幅広い経験、能力、観点などを持つ人材を取締役として任命することを明記している。 
 
【Manulife】 2016 年には、Pamela Kimmet が取締役に任命されたことにより、取締役会に

おける女性の割合が 36％に達した。2016 年度のエグゼクティブコミッティーは、女性が構成

員の 25％を占める。 
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B-4-2 D&I 推進体制の構築 
（１）基本となる考え方 35 
 特に複雑な取組や関係者が多い場合には、ダイバーシティとインクルージョンの推進体制の

役割が重要となるが、女性役員がダイバーシティの積極的な推進者やサポーターとなり、社内

にその活動を定着できるように働きかけることが期待できる。 
ダイバーシティとインクルージョンの推進部門が、定期的にダイバーシティの取組に関する

情報を収集・分析し、人材、業務、組織レベルで評価をすることで着実に D&I を進めていき、

持続的な効果を企業にもたらすことが可能となる。その際に、評価メトリクスを用いることが

有効である。 
 
 
（２）ケーススタディ 
【カルビー】 工場、支店、関連会社といった事業所ごとに、「ダイバーシティ委員会」を設置

することで、現場が主体となったダイバーシティ推進体制をとっている。 
 
【Digi】 ダイバーシティとインクルージョンの枠組みを安定化させるために、ベスト・オン・

ピープル・カウンシル (BOPC) が定期的に経営陣とデジ市民 (Digizen) と呼ばれる従業員と

の間の相談役を務め、魅力的で協力的な職場環境をつくることに貢献している。 
 
【Purolator】 国・地域会議（National and regional council）を設置し、達成事項のマトリ

ックスを使って、これらの達成状況を毎月、シニアバイスプレジデントに報告している。 
 
【Manulife】 2016 年に世界各地のリーダーからなるダイバーシティ＆インクルージョン評

議会を立ち上げた。会長兼 CEO が議長を務める当委員会において、「ダイバーシティ＆インク

ルージョン戦略」を実施するため、上位レベルのリーダーシップをもって活動を主導している。 
 
【QBE GSSC】 D&I タスクフォースでは、女性役員などの役員クラスがテーマの目標ごと

に「スポンサー」として選定され、社内のコミュニティおよび推進グループとともにイベント

を率いている。 
 
【Daehong】 女性役員は、会社のダイバーシティ委員会のメンバーとして活躍している。ダ

イバーシティ委員会は、2015 年に 9 社で立ち上げ、ロッテグループは 2016 年時点で 37 の委

員会を有しており、「ロッテダイバーシティー憲章」に基づいて運営されている。  
  

35 Leveraging Diversity to Improve Business Performance (Michele E. A. Jayne and Robert L. 
Dipboye,2004)、Vidoll Regisford 等へのインタビューを元に記載。  
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B-4-3 KPI の目標設定と公表 
（１）基本となる考え方 36 

ダイバーシティに関する KPI(Key Performance Indicator)を事業に関連づけて設定し、定

期的に役員レベルでモニタリングすることで継続的な取り組みとすることが可能となる。リク

ルートや職場復帰、人種構成などに関するモニタリングは、経営層の重要な役割となっている。 
また、ガバナンスの観点からは、企業の情報開示に女性役員比率や女性管理職比率などの

KPI(Key Performance Indicator)を含めることも有効である。女性役員や上級管理職への女性

登用などのダイバーシティの目標を公表することで、コンプラアンドエクスプレインの考え方

により、企業は説明責任を負う。そのため、企業はダイバーシティを重要な経営課題として認

識していることを、株主や従業員、顧客などのステークホルダーに強調することができる。 
また、ESG（Environment Social Governance）に関心を持つ投資家に対してアピールする

ことが可能となり、長期・安定的な投資にもなると期待される。 
 
 
（２）ケーススタディ 
【カルビー】 ダイバーシティやライフワークバランスの実施を、経営層が自身のコミットメ

ントに掲げ次項に示す活動を推進した結果、「2020 年までに 30%」を目標とする女性管理職比

率は、2010 年 5.9%から 2016 年４月には 22.1%まで上昇した。 
 
【ローソン】 その上で、「女性が子育てをしながら活躍し続けられる会社であること」を定性

目標に、「2020 年度には管理職における女性比率を 30%にすること」を数値目標としている。 
 
【Digi】 主要業績評価指標 (KPI) が常に監視され、四半期ごとに取締役会に報告されている

他、異なる数値指標による監視体制もあり、監視対象となる数値指標には、様々なレベルの女

性リーダーの数、若手の能力、年齢分布などが含まれる。  
 
【SHELL Malaysia】 この目標を達成するため、i) 経営陣レベルにおける女性のプレゼンス

の増大、ii)民族性や国籍、性別などの多様性を経営陣レベルで確保、iii)ダイバーシティ及びイ

ンクルージョンの指標の設定からなる 3 つの施策の進捗をモニタリングしている。 
 
【CIBC】 CIBC は、2018 年までに女性エグゼクティブを 30 %から 35% の間に増加させ

る目標を立てており、シニアレベルの女性を増やすために、CIBC は内部の昇進に頼るだけで

なく、外部からシニアレベルの女性を採用する戦略や取り組みも検討している。  

36 Best Practices in Diversity Management in Customer Service Organizations (Juan M. 
Madera, 2013), RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment, 平成 27 年度資本市場にお

ける女性活躍状況の見える化と女性活躍情報を中心とした非財務情報の投資における活用状況に

関する調査（日興リサーチセンター）を元に記載。 
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【QBE GSSC】 QBE グループでは、2016 年のマネージャーの採用に関する D&I KPI を設

定している。この KPI では、レベル 1～4（マネージャーからディレクター）に占める女性の

割合が 30％に達することを目標としているが、GSSC は 2016 年時点ですでにこの KPI を達

成している。 
 
 
B-4-4 社会的責任 
（１）基本となる考え方 37 

ダイバーシティとインクルージョンは、地域コミュニティとも密接に関係しており、企業と

しての社会的責任の履行としての側面も持つ。女性の雇用のみならず、身障者やマイノリティ

ーの雇用など、地域社会からの要請に基づき、企業活動を営む責任がある。コミュニケーショ

ン能力に長けている女性役員が、その役割として社会的責任を担うことで、レピュテーション

向上にも貢献できる。 
 
（２）ケーススタディ 
【Digi】 ワニタエラデジタル (Wanita Era Digital) は、「すべて人のためのインターネット」

という考え方によって始まったプログラムであり、農村部や郊外に住む女性をターゲットにし

て、経済的なインクルージョンを作り出すことを目的としている。 
 
【KAY International】 Maria Teresa は、María Esther Zuno（メキシコの大統領夫人）と

共に、メキシコの女性の地位向上のために貢献した。 
 
 
 
 
  

37 Paul-Emile McNab, Animesh Mukherjee 及び Maria Teresa 等へのインタビュー 
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5 ケーススタディ 
4 章にて説明をした「女性役員の活躍と企業価値向上のメカニズム」に関連して、参考とし

て各企業の取り組みを次に紹介する。 
 
企業一覧 

企業名 主たる産業 APEC での主な事業エリア 

Canadian Imperial Bank of Commerce 

(CIBC) 

金融 カナダ 

Purolater 配送 カナダ 

Manulife Financial Corporation 金融 カナダ、米国、アジア 

カルビー株式会社 食品 日本 

ジョンソンアンドジョンソン 日本法人グ

ループ 

医療 日本 

ローソン 小売 日本 

Daehong Communications 通信 韓国 

KOLON Eco One エネルギー 韓国 

Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) 石油・ガス マレーシア 

Media Prima Berhad メディア マレーシア 

Digi.com Berhad 通信 マレーシア 

Shell Malaysia Limited 石油・ガス マレーシア 

KAY international * 製造業 メキシコ 

ATM Espectaculares * 広告 メキシコ 

Comercializadore Mexico Fresco  * 食品 メキシコ 

Philippines AirAsia 航空 フィリピン 

QBE Group Shared Services Limited シエアードサービス 

（金融） 

フィリピン 

Sun Life of Canada (Philippines), Inc. 金融 フィリピン 

Isobar Viet Nam * 広告 ベトナム 

DHG Pharmaceutical Joint-stock 

Company 

製薬 ベトナム 

TRAPHACO Joint-stock Company 製薬 ベトナム 

* 中小企業 
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カナダ帝国商業銀行 (Canadian Imperial Bank of Commerce) 
APEC の主要な事業エリア： カナダ 

 
1. 会社概要 

カナダ帝国商業銀行 (CIBC) は、1961 年にカナダ商業銀行 (Canadian Bank of Commerce) とカナ

ダ帝国銀行 (Imperial Bank of Canada) という 2 つの商業銀行が合併したことにより設立された。現

在、CBIC は、400 億ドルの市場価値を持つカナダを拠点とする金融機関となっている。 
CBIC は、「リテール・ビジネス・バンキング」、「資産管理」、「資本市場」という３つの主要なビジネ

ス単位を通じて、あらゆる種類の金融商品とサービスを、カナダ国内や全世界の 1100 万にのぼる個人、

スモールビジネス、商業、企業及び諸機関に対して提供している。 
「リテール・ビジネス・バンキング」は、カナダ各地で個人や企業顧客に金融に関するアドバイス、

商品、およびサービスを提供している。また、「資産管理」は、法人、小口、富裕層の顧客のニーズを満

たすよう、総合的なアドバイスと投資ソリューションを提供している。さらに、「資本市場」は、総合的

な信用取引と世界市場の商品、投資銀行業務の助言サービス、および一流の研究調査を、世界中の企業、

政府、法人顧客に対して提供している。 
 
 
2. ダイバーシティとインクルージョンの位置づけ 

CIBC は、ダイバーシティ・インクルージョンの戦略を持ち、その戦略を監督するための体制も構築

している。そのダイバーシティ・インクルージョン戦略において、CIBC は、人、職場、クライアント

とコミュニティという 3 つの各カテゴリーで目標を達成すると謳っている。また、個々人の能力を活用

することは、ダイバーシティ・インクルージョン戦略の根本理念となっている。  
CIBC はダイバーシティ・ステートメントを持ち、その中で、人種、国籍、民族、肌の色、宗教、性

別、性的指向、性同一性、障害、連邦・地方・地域の法律で保護されるその他のいかなる状況や状態に

ついても差別しないことを誓っている。  
ダイバーシティ・インクルージョンは、CIBC が強く、創造的で、かつリレーションを重んじる銀行

であるために、大きな役割を果たしている。そのために、CIBC が事業活動を実施し、また 1100 万の顧

客が生活するカナダの人口構成を移す様々な差異（ニュアンス）を理解することが中心となる。クライ

アントやコミュニティーの意向を反映できるチームを作ることで、CIBC は、クライアントが期待する

商品やサービスを提供し、クライアントとの長期的な関係を築くことができると考えている。  
取締役会は、性別に関するダイバーシティの障害を取り除くことに最大限の努力をしている。 CEO

の Victor Dodig は、2015 年に Catalyst Canada Advisory Board に参加し、また 30% Club Canada の

議長にも任命されている。また、CIBC は、ダイバーシティ・インクルージョン戦略のガバナンス体制

を構築しており、テクノロジー及びオペレーション部門を統括するシニアエグゼクティブ・バイスプレ

ジデントである Kevin Patterson が議長を務め、全部門の上位者がメンバーとなっている。  
さらに、 CIBC は、 Mediacorp Canada Inc. によって、6 年連続で「ダイバーシティに最も力を入

れているカナダの雇用者」の一つに選ばれている。この称号は、女性、 有色人種、障害者、先住民、そ

してレズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー/トランスセクシャル(LGBT) を対象とし
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て、優れたダイバーシティ・インクルージョン・プログラムを職場で実践している雇用者に贈られるも

のである。 
 
 

3. 女性取締役の役割と貢献  
CIBC には 44,000 人の従業員が従事しており、そのうち約 60% が女性である。取締役会レベルで

は、 CIBC の 17 人の全取締役のうち 6 人が女性で、その割合は 35%である。最近 2 人の女性が取締

役に就任したが、2 人とも技術分野で優れた技能を持っている。また、 6 人の女性取締役は、異なる視

点、様々な技術、幅広いネットワークを持ち、それらを元に取締役会の議論を主導している。  
その以下の階層においては、現在、シニアエグゼクティブの 28% のみが女性である。シニアエグゼ

クティブは、 CIBC の戦略方向を定め、従業員がクライアントをサポートできるように全ての従業員

に対してリーダーシップを発揮している。また、CIBC は、2018 年までに女性エグゼクティブを 30 %
から 35% の間に増加させる目標を立てており、シニアレベルの女性を増やすために、CIBC は内部の

昇進に頼るだけでなく、外部からシニアレベルの女性を採用する戦略や取り組みも検討している。  
エグゼクティブ・コミティーでは、11 人のディレクターのうち 3 人が女性であり、以下のとおりで

ある。 
シニアエグゼクティブ・バイスプレジデントでリスク部門のチーフを務める Laura Dottori-

Attanasio は、 リスクマネジメント機能を統括しているが、この部門は、戦略、マーケット、クレジッ

ト、オペレーション、流動性、評判リスクの全ての分野及び、コンプライアンスとアンチマネーロンダ

リングを対象としている。 彼女はまた、 CIBC のダイバーシティ・インクルージョンのエグゼクティ

ブ・チャンピオンであり、ウーメンズ・エグゼクティブ・ネットワーク (WXN) の「カナダの 100 モス

ト・パワフル・ウーメン」に殿堂入りしている。 
Christina Kramer は、小売流通とチャネル戦略のエグゼクティブ・バイスプレジデントを務めてお

り、CIBC の幅広い流通ネットワークで、 21,000 人以上の販売及びサービス部門の従業員を指揮し、

支店、ATM、モバイル営業、電話コンタクトセンター、モバイル及びオンラインバンキング、そして社

長直轄の金融事業を統括する。彼女は、WXN によって「カナダの 100 モスト・パワフル・ウーメン」

に 4 回選ばれ、殿堂入りしている。 
Sandy Sharman は人事部のチーフとして、 CIBC が強く、創造的で、かつリレーションを重んじ

る銀行であることを目指し、ダイバーシティ・インクルージョン・チームを作ることに注力している。

彼女の職域としては、報酬及び給与、従業員との関係、ポリシーとガバナンス、人材管理、そして CIBC
の全ての業務及びインフラ部門に人事部としてサポートを行うことなどが含まれる。また、 Sandy と

彼女のグループは、銀行全体の全ての人材戦略に責任を持っている。 
 
 

4. ダイバーシティとインクルージョンの取り組み 
4.1. マーケティングとイノベーション 

ダイバーシティ・インクルージョン部門のシニアディレクターである Matt Petersen によると、ダ

イバーシティとインクルージョンは、銀行をより創造的にするという。例えば、 CIBC は、グローバル

送金のためにアプリを開設した最初の銀行であり、そのアプリを作成する際に、仕様やアクセスの利便

性について、多様なネットワークを通じて議論をしたことが挙げられる。新しいサービスや商品を検討
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する際は、障害を持つ人も含めた多くの人に相談し、新しいサービスや商品が、特定の人だけでなく、

それを使う全ての人にとって便利になるよう心がけている。 
 
4.2. サプライヤー・ダイバーシティ・プログラム 

CIBC は、公平でインクルーシブな職場環境を目指す取り組みを、サプライヤー（仕入れ業者）にも

広げている。 CIBC は、サプライヤーのダイバーシティが、ビジネス価値を推進することにつながると

の信念を持ち、女性、原住民、障害者、有色人種に平等な機会が提供されるように努め、社員構成にお

いてダイバーシティを反映している事業を促進している。 
2015 年に、 CIBC は女性がオーナーシップとなる企業を認定する組織である Women’s Business 

Enterprises Canada と提携し、サプライヤー・ダイバーシティ・プログラムを開始した。この提携に

よって、CIBC がサプライチェーンの中でダイバーシティの状況を判断し、それを基にダイバーシティ

を推進している。また、CIBC が、The Canadian Aboriginal and Minority Supplier Council（カナダ

原住民及びマイノリティサプライヤー議会）に参加していることも、多様性のあるサプライヤーを利用

し、かつ育成するという CIBC の意図に沿っている。  
 

4.3. リーダーシップ開発プログラム 
CIBC は、特定のリーダーのためのキャリア向上を目的とした開発プログラムを有する。ダイバーシ

ティ・インクルージョン部門は、プログラム開始前にメンバーのリストを確認し、このリストのメンバ

ー構成がダイバーシティの観点から問題がある場合には、女性リーダーを含めるように提言することで

ダイバーシティを促進している。  
 

4.4. ウーマン・イン・キャピタルマーケット (WCM) 
WCM は従業員の自主的な取り組みであり、資本市場における女性の参入、成長、進出を促進してい

る。WCM はネットワークを形成するためにフォーラムを提供し、女性のための情報と教育プログラム

を開発している。CIBC は、WCM を支援するために今後 3 年間で毎年 50,000 ドルを拠出して、女性に

対する雇用の公平性を確約している。 
 

4.5. ReConnect (リコネクト): 社会復帰するプロフェショナルな女性たちのキャリア更新 
2008 年に、CIBC と Richard Ivey School of Business (リチャード・アイヴィー・スクール・オブ・

ビジネス) が提携し、専門的な技能を持つ女性が他の活動を行うため職場からしばらく離れた後、キャ

リアを再構築するのに役立つように特別に考えられたカナダ初のエグゼクティブ開発プログラムとし

て、「ReConnect (リコネクト)」を発足した。「ReConnect」は 7 日間にわたる集中訓練プログラムで、

需要なビジネス知識を新たに入手し、指導力を発揮できるよう、復帰を望むプロフェッショナルな女性

の足がかりとなる目的で行われている。 
 

4.6. 従業員アフィニティ・ネットワーク 
CIBC には、従業員主導のアフィニティ・ネットワークが９つあり、 その中には、女性リーダーシ

ップの動機付けやサポートを行うウーメン・ネットワーク、障害者のためのWorkAbilityネットワーク、

カナダに新しく来た人のためのネットワークであるインターナショナル・プロフェッショナルズ・ネッ

トワークなどがある。いずれも、CIBC 内を創造的にし、意識改革する一助となっている。従業員アフ
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ィニティ・ネットワークは、様々なバックグラウンドを持つ 3,000 人以上の従業員のネットワークであ

り、アドバイスを提供するほか、全ての従業員に公平性と機会を提供するために役立っている。これら

のネットワークによって、従業員は個々が持つ違いが認識され、認められていると感じることができる。  
 

4.7. CIBC キャリア・アクセス・プログラム (CCAP) 
CCAP は、先住民の血筋を持つ人々と障害者たちへの機会を促進することを目的とし、就職を希望す

る者へのコミュニティーへの奉仕活動と就職活動全般にわたる支援という、２つの活動を行っている。

CCAP は、就職支援、スキルトレーニング、学生支援という３つの内容から成り立っている。 
CIBC は北アメリカ先住民、イヌイット、メティス (カナダの特定の混血民族) に対し、アボリジナ

ル・バンキング・チーム(Aboriginal Banking Team) を通じて金融サービスを提供しており、CCAP を

通じてそのチームに加入することで、従業員はそのコミュニティーの人々が求める変わりゆく多様なニ

ーズを支援している。また障害を持つ人々は、CCAP を通じて有意義な訓練に参加することができる。 
 

4.8. パフォーマンス・マネジメントとメジャメント (PMM) 
CIBC は、従業員のパフォーマンスと進歩を効果的に管理するために、パフォーマンス・マネジメン

トとメジャメント（PMM）を設定している。PMM を通じて、マネージャーとチームが協力して、その

年の業務上の優先事項を達成するためのパフォーマンスの期待値を設定し、従業員のキャリア目標に沿

った開発プランを作成している。 
CIBC は報酬システムの公平性が重要であると考えているので、報酬チームにより、男女ともに公平

に報酬が支払われていることをガバナンスの一環として毎年レビューし、給料のみならず、インセンテ

ィブも確認し、平等かつ公平であることを従業員に伝えている。  
 

4.9. ダイア―シティに関するイベント 
CIBC は 20 年以上にわたり、毎年 6 月一か月を通じてダイバーシティを祝うことにしている。これ

により、意識づけになるばかりでなく、ダイバーシティ・インクルージョンについて広く話す機会にな

っている。 
社内でのダイバーシティが豊かであると示すため、従業員により、パネルディスカッション、ワーク

ショップ、オープンハウス及び文化フェスティバルなど、多くの様々なイベントが開催される。例えば、

CIBC はウェブサイトや従業員のネットワークを通じて Lunar New Year and Diwali という特別な休

日を設けるようにしている。 
 

4.10. アンコンシャス・バイアス・トレーニング 
CBIC 幹部は全員、アンコンシャス・バイアス（無意識のうちに生じる偏見）を取り除くトレーニン

グを受けている。このトレーニングは、偏見がどのように起こり、どのように妨げるかということにつ

いて、リーダーが意図的に考えられるようにするものである。 
 

4.11. ダイバーシティ・インクルージョン・アワード 
CIBC は従業員へのダイバーシティ・インクルージョン・エンプロイー・アワードを設け、職場内外

でダイバーシティとインクルージョンの推進に多大な貢献をした従業員を表彰している。例えば、Mr. 
Suleiman は CIBC 内の障害を持つ従業員のための“WorkAbility ネットワーク”のメンバーであるが、
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会社が TORONTO 2015 Pan Am/Parapan Am Games のスポンサーをしているときに、60 人以上の

ネットワークメンバーと共にブランドアンバサダーとして社会での障害者の概念を変えるために貢献

したことで表彰された。  
 

4.12. ガバナンス 
取締役会は、毎年、全体的に人材管理の一環として、ダイバーシティの状況についても報告を受ける

ことになっている。また、CIBC は年に一度、連邦政府に、女性、ヴィジブル・マイノリティ、障害者、

および先住民族の４つのグループについて状況を報告する必要がある。これは、1986 年に制定された

Employment Equity Act（雇用平等法）により定められている。 
 

 
インタビュー応対者  

 

Matt Petersen 
Senior Director 
Diversity Strategies & Workplace Inclusion 
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Purolator 
APEC 域内での主な事業エリア: カナダ 

 
1. 企業概要 

Purolator はカナダの主要な貨物輸送・小包及び物流ソリューションの統合的なサービ

スプロバイダーである。50 年以上も顧客に約束を届けてきた歴史を誇る Purolator は、ま

すます活動範囲を広げ、高く評価されるサービスレベルと信頼性をカナダ国内、そして世

界中のさらに多くの人びと、事業、場所へと届け続けている。Purolator はカナダの伝統

を誇りとし、未来においても成長し、成功し続けることに重きを置いている。さらに

Purolator は、同社がサービスを提供する、またその 11,000 人を超える同社の雇用者が暮

らし、働き、遊ぶ場である地域社会に貢献することを約束している。 
カナダ全国に約 1,200 の出荷場所を持ち、850,000 を超える郵便番号地域に配達を行っ

ており、顧客の小包を世界およそ 200 カ国で受け付けている。Purolator はカナダを率い

る貨物輸送・小包及び物流の統合的なソリューションプロバイダーとして、さらに繋がり

が強く、情報を持ち、電子取引に熟知した顧客基盤の変化する需要と期待に応えていくた

めに、自らが B2B（Business to Business）の顧客との過去の経験を常に認識し直すこと

が重要であると考えている。 
 
 
2. ダイバーシティとインクルージョンの位置づけ 

Purolator は Employment Equity Act（雇用平等法）により制定されている義務的

LEEP1 の下、雇用の公正性を遵守することとした。この法律により規制を受ける企業は、

新規採用、選抜、雇用、昇進、契約終了、態度、行動及び文化という９つの指標とこれら

数々の目標の達成状況についての報告書を提出する必要がある。 
この法律の遵守を始めてから数年後、Purolatorは 2014年に雇用システムの見直しを行

い、2015 年に雇用平等プラン（Employment Equity Plan：EEP）を作成している。また

人材、市場の活用、ハイパフォーマンスな文化、成長、そしてコミュニティと社会的責任

のために、ダイバーシティとインクルージョンの活動をビジネス目的との合致という観点

から継続的に発展させている。 
「カナダのように非常に多様性のある国では、私たちにはこのダイバーシティとインク

ルージョンに携わる意味がある。Prolator では自らをダイバーシティとインクルージョン

というレンズの上に置く。なぜなら私たちは、事業が生き残るため、また組織の繁栄と健

全性のために重要だと考えるからである。」と、Vidoll Regisford (Manager, Diversity & 
Inclusion)は言う。 
 

1  Legislated Employment Equity Program 
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3 年（2015〜2018 年）間の目標を記載して EEP が認可され、雇用平等にある 9 つの指

標の下で、同社は改善を重ね、また 6 つの柱からなる実施フレームワークを策定した。こ

れら柱は、国・地域会議での代表、トレーニングと能力開発、コミュニケーション、人材、

人材管理（レビューを含む）、そしてパートナーシップとコミュニティであり、これらに

関する数値目標となる。これらの形は会社の戦略計画の本質である。6 つの柱からなる目

標は、融合と浸透という２つの原則をもって実行される。「計画を効果的に実施するには、

ダイバーシティとインクルージョン戦略の結果として取り組むいかなる事柄についても、

戦略が全組織の中に融合していなければならないと私たちは考える。持続可能にするため

には日々の業務の一部として浸透させなければならず、そしてそれら全てが持続可能性に

繋がる。」と、Vidoll 氏は語った。 
 
 
3. 女性役員の役割と貢献 

Purolator には、女性エグゼクティブと女性役員が一人ずつおり、それぞれ多様な経験

を持っている。Deb Craven は Purolator の上席副社長兼最高財務責任者であり、エグゼク

ティブチームのメンバーのひとりである（全５人）。Craven は、会社の事業計画から IT
とカスタマーケアを含む Purolator の財務に関するあらゆる方面で責任者となっている。

また、Mary Traversy は最高執行責任者、カナダ郵便組合の郵便処理責任者、カナダ郵便

の手紙郵便、そしてマルチチャンネル及びエンタープライズ製品とサービスの責任者とな

る。 
 
 
4. ダイバーシティとインクルージョンの取り組み 
4.1. マーケティング 

Purolator は、カナダという社会を非常に多様性に富んでいると見ている。バンクーバ

ー、カルガリー、エドモントン、マニトバ、オンタリオ、トロント、モントリオールのよ

うな大都市エリアの中には大きな市場があり、とても多様な人びとがいる。そして、これ

ら市場やビジネスにより深く行き渡るために、会社はコミュ二ティを反映して変化してい

く必要がある。 
ダイバーシティとインクルージョンは高い成果を生み出しており、異なった人々が違っ

た観点から課題に取り組み、違ったやり方で考え、世界を見て、異なった経験が集まり、

より良い結果をもたらしている。これは意思決定の場において、会社にベネフィットと価

値をもたらす。それらはすべて、市場における新しい機会を創出する会社の資産なってい

る。 
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4.2. 国・地域会議（National and regional council） 
国・地域会議は、国や地域レベルでダイバーシティとインクルージョンの議会または委

員会に従業員が参加するための会議体であり、６つの地域会議と１つの国全体会議で構成

される。ブリティッシュ・コロンビアのカナダ西海岸から、アルベルタ、マニトバ、サス

カチュワンからニュー・フィンランドにいたるまで、職員が働いている場所にはどこにで

も会議体は設けられている。 
国全体会議は、雇用平等プランを監視する責任を担い、達成事項のマトリックスを使っ

て、当会議はこれらの達成状況を記録する。また、毎月、労働組合と立会いを使命された

指導者が出席する中でマトリックスを見直し、これをダッシュボードとして使っている。 
加えて、毎月、ダイバーシティとインクルージョン部門は前述の６つの柱を含めた

EEP について報告書を作成し、その月に何が行われたかをシニアバイスプレジデントに報

告している。 
 
4.3. 人材プーリング 

Purolator はカナダとアメリカ全域に 12,000 人の従業員を持ち、各々が安全かつ健全な

職場で成功できるように、従業員と関わり、発展させることを宣言している。これは単な

る声明ではなく、従業員への約束であり、また企業文化、そして企業責任の重要な柱であ

る。以下は、人を第一に置くという彼らの決意を表す宣誓文の一部抜粋である。 
 
 健康と安全 
・Purolator は従業員それぞれの安全と安心について責任を負い、またあらゆる事業活動

において健康と安全の問題を継続的に向上させることについて責任を負う。 
・Purolator は健康及び安全の方針を含め、従業員の安心を確証するために企業方針を策

定している。 
・各 Purolator 事業所はカナダの労働規定の要求に従い、職場における健康と安全委員会

を設立している。 
 
 能力開発と関与 
・最近の従業員調査において、非常に多くの従業員が参加し、会社が従業員からのフィー

ドバックを聞き、アクションプランをレビューしただけではなく、アクションプランが従

業員の能力を最大限に発揮するよう実行されていることを確認した。 
・従業員によるソーシャル委員会は各地で行われ、チームメイトの達成を祝い、コミュニ

ティに貢献するためのさまざまな活動を主催している。 
 
 雇用平等 
・Purolator は人材及びスキル開発のカナダ規制雇用平等プログラム（LEEP）の雇用者で
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ある。 
・Purolator はカナダ人権委員会によって 2011 年に発表された雇用平等状況報告において、

原住民の代表者として業界よりも高い結果を打ち出した。 
 
4.4. 学習管理システム 

リーダーのための成果評価システムとして、同社は学習管理システム（Learning 
Management System）を設置している。このシステムでは、全てのリーダーはダイバー

シティとインクルージョンに関する何らかの事項を自身の成果目標に含めなければならな

い。目標としては企業レベルに一致するが、各リーダーは企業目標を達成するために自身

の活動を設定する必要がある。ダイバーシティとインクルージョンの活動は毎年の約束事

項の一つであり、リーダーは収益、顧客サービスなどの尺度の他に、ダイバーシティとイ

ンクルージョンの尺度でも評価される。 
 
4.5. ダイバーシティとインクルージョンを促進するイベント 

同社は「Purolator ダイバーシティ週間」と呼ばれるイベントをカナダ全域で開催して

いる。ダイバーシティ週間にいくつかの地域において、ダイバーシティとインクルージョ

ン部門が色々な活動、トレーニング、クラス活動を開催することで、参加者にダイバーシ

ティとインクルージョンを奨励し、また学ぶ機会を与えている。 
国全体会議と地域議会は数多くの活動を行っており、例えばヘルスケアの専門家を会社

に呼びメンタルヘルスについて講義をしてもらったり、各人が自身の能力を試す機会を設

けたり、国際女性デー、ヒスパニック月間などのイベントも開催している。 
 
4.6. トレーニングと能力開発 

Purolator はリーダーに対し、アンコンシャス・バイアス（無意識の偏見）のトレーニ

ングをいくつか実施している。HR のリーダー、シニアバイスプレジデント、バイスプレ

ジデント、そして取締役もトレーニングを受け、またエグゼクティブらこれを支持し、１

時間のトレーニングを経験した。 
トレーニングと能力開発とは、ダイバーシティとインクルージョンがある組織文化とは

一体何かという点について、職員全員を根本的に教えることを意味し、同社は 2,000 人の

従業員ができるダイバーシティとインクルージョンについてのイーラーニング講義を用意

している。 
 
4.7. ガバナンス声明 

Purolator の取締役会は Purolator スチュワードシップの責任を負う。スチュワードシ

ップは第一に、Purolator のビジネスと業務全般をマネジメントする管理又は監督責任で

あり、Purolator のビジネスと業務全般の管理監督において、各取締役は Purolatorの利益
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最大化という点に誠実に、また誠意を持って行動することを求められ、また善管注意義務、

勤勉、そして能力遂行を要求される。 
上記の考えに基づき、Purolator は幅広い経験、能力、観点などを持つ人材を取締役と

して任命することを明記している。 
 
 

インタビュー対応者  

 

Vidoll Regisford 
Manager, Diversity & Inclusion  
Purolator Inc. 
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Manulife 
APEC の主な事業エリア：カナダ、アジア、米

国 

 
1. 会社の概要 

Manulife Financial Corporation (Manulife)は、強く、堅実で、信頼性があり、かつ先進

的なソリューションを通じて、顧客の金融面での目標達成に向けて支援をしている国際金

融機関である。 
Manulife は個人、グループ、団体の顧客を対象に、金融関連の助言、保険、資産管理ソ

リューション等を提供しており、約 3 万 4000 人の従業員、6 万 3000 人の代理店、数千人

の販売パートナーを擁し、2000 万人を超える顧客を持っている。 
米国内では John Hancock として、米国外では Manulife という名称で活動する当会社

の歴史は 125 年以上に及ぶ。グローバル本部をカナダのトロントに置き、トロント、ニュ

ーヨーク、フィリピンの証券取引所では「MFC」として、また香港証券取引所では「945」
として登録されている。 
 
2. ダイバーシティ＆インクルージョンの状況 

Manulife は、世界中で事業を展開する地域や市場を反映するために、多様な背景を持つ

従業員を募集・採用している。事業のグローバル化に合わせ、異なった就労形態を反映した

職場環境作りや、リモートワーキングやグローバルでの共同作業を支援するツールや資源

に対して投資してきた。Manulife は人種や考え方のダイバーシティを尊重し、積極的に取

り入れ、称賛する包括的（インクルーシブ）な環境創りを推進することで、イノベーション

と顧客満足度の改善とビジネスの成長を目指している。 
2016 年、Manulife は世界各地のリーダーからなるダイバーシティ＆インクルージョン評

議会を立ち上げた。会長兼 CEO が議長を務める当委員会において、Manulife の「ダイバ

ーシティ＆インクルージョン戦略」を実施するため、上位レベルのリーダーシップをもって

活動を主導している。委員会のメンバーはまた、自らもダイバーシティ＆インクルージョン

の支持者として Manulife のコミットメントを実践している。 
 
3. 女性取締役の役割と貢献 

2015 年、会長兼 CEO である Donald A. Guloien はグローバル 30％クラブのメンバーと

なり、取締役会とエグゼクティブを 2020 年までに 30%を女性で構成していくと公言して

いる。2016 年には、Pamela Kimmet が Manulife の取締役会役員に任命されたことによ

り、同社の取締役会における女性の割合が 36％に達した。2016 年度の Manulife 執行委員

会は、女性が構成員の 25％を占める。 
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ダイバーシティ＆インクルージョン推進部門のグローバル部門長である Sandeep Tatla
によると、「長年にわたり、Manulife は組織内における女性の地位向上を重視してきたが、

近年、組織全般における女性の活躍をはじめとするダイバーシティ＆インクルージョンの

取り組みを一層重点的に推進する必要性を感じ始めた。」 
このため、Manulife はアジア地域にて、参加者の過半数を女性が占めるリーダーシップ

開発プログラムを開始した。また、既存のシニアリーダーシップ開発プログラムでも、女性

の割合が 27％となり、2015 年の 11％から大幅に向上した。Manulife はまた、管理職部門

における後継者選任において男女のバランスを確保するための工夫を行っている。 
 
4. ダイバーシティ＆インクルージョン活動及びプログラム 

Manulife のダイバーシティ＆インクルージョン推進プログラムは、従業員の満足度と貢

献度の向上だけでなく、ビジネスそのものにダイバーシティ＆インクルージョンの実践を

根付かせることを目指して、企業文化を創り出すことにも取り組んでいる。Employee 
Resource Group (ERG)主催のイベントや活動において、各グループに特に関連性の深い課

題について情報と教育機会を提供することで、社内の意識を高めている。アンコンシャス・

バイアス（無意識の偏見）研修において、リーダー（将来的には全従業員）に対し、イノベ

ーションと創造性の形成を促し、組織としての成功を後押しするインクルーシブな職場環

境を形成するためのスキル、知識、意識を伝えている。また、能力＆リーダーシップ開発プ

ログラムにおいてもダイバーシティの推進を目指しており、思考とスキルの多様化の推進

を通じて、よりインクルーシブな環境を推進するリーダーを育成している。さらに Diversity 
& Inclusion in Asia Network (DIAN)などの組織との連携を通じ、ダイバーシティ＆インク

ルージョン推進活動の最前線を行く企業として最良の実践（ベストプラクティス）の活用を

目指している。 
 
4.1. マーケティングとイノベーション 

職場のダイバーシティとインクルージョンは、顧客中心としての経験、市場の成長、そ

してイノベーションをもたらす。こうしたアプローチを取ることにより、Manulife は顧客

のニーズと嗜好をより良く理解できることを確保している。「たとえば、家庭においては女

性が財政的な決定の 80％に関わっていることが知られている。だから、これらの決定を下

すにあたり女性が何を重視しているのかを知り、私たちの商品やサービスがこれらのニー

ズに応えるようにすることは当然だ」と Sandeep Tatla は言う。多様なアイデアを共有す

ることによりイノベーション力が刺激され、商品力も向上し、新規市場への参入も成功する。 
また、Sandeep は「先行研究が示す通り、より多様なグループの構成員はより良い結果

を生むことができる。なぜなら異なる見解を持ち寄り、お互いの意見をぶつかり合わせる結

果、考え方が似通った人々からなるグループよりも革新的（イノベーティブ）な答えが出や

すくなるから。」と主張する。 
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4.2. 革新的なイニシアティブ 

「イノベーション」と「異なる思考」も Manulife の取り組みである。ボストン、トロ

ント、シンガポールに拠点を置く Lab of Forward Thinking (LOFT)は、ビジネス上の課題

に対して、イノベーション、破壊、そして先導することを取り入れることで、新たなソリュ

ーションを探索するために設立された。また、カナダのウォータールーに拠点を置く RED 
Lab（Research, Exploration and Development Laboratory）は、自由なイノベーションと

創造性の発揮を通じて問題解決を導き、失敗を恐れない姿勢を通じて常に現状に対し挑戦

する場として設けられた。これら 2 つの拠点で蓄積された画期的な研究と洞察は、グルー

プ全体で共有され、更によくするためにどうすべきかを皆で考えるよう、従業員を鼓舞し、

挑戦を続けるように促している。 
 
4.3. 上級管理職 

ダイバーシティ＆インクルージョン活動は、CEO の Donald Guloien、取締役、ダイバ

ーシティ＆インクルージョン評議会が率いており、また上級管理職陣により全面的に支え

られている。経営陣は、従業員の積極性を向上させ、最も優秀な才能を引き留め、最終的に

は会社の成長と成功につなげるためにダイバーシティ＆インクルージョンの推進がビジネ

ス上必須の課題であることを理解している。 
各ダイバーシティ Employee Resource Group（ERG）にはそれぞれ会社幹部が 1 名付き、

草の根的に活動する従業員グループに対し助言とフィードバックを行っている。この幹部

がグループの意見を支持し、幹部レベルでその意見を唱道し、また助言と支援を通じてその

ERG の活動と Manulife との重点戦略とを合致させている。男性幹部が女性の従業員グル

ープを指導する場合も、または異性愛者の幹部が LGBT＋グループを支援する場合でも、

これらのリーダーは自分がかかわる ERG が組織にもたらす価値観と関連性を理解し、推進

する。 
 
4.4. 従業員リソースグループ (ERG) 
世界中の何千人もの従業員が、6 つのダイバーシティ ERG（女性のためのネットワーク、

多文化のプロフェッショナル、軍隊、LGBT+、家族を含む）のいずれかに属している。参

加の機会は多岐にわたる。例えば、国際女性デーには、従業員に対し「Pledge for Parity（平

等の誓い）」を立てて男女平等を最優先事項とするよう支援を呼びかける。ERG は、障壁を

取り除き、職場における完全かつ平等な参加が実現するよう、従業員らを力づけ、各自が支

持者となるよう、自らが直面する問題を提起し続ける。 
 
4.5. リーダーシップ活動 

ERG が主催する活動の中には、Manulife の CEO、取締役会議長をはじめとするビジネ
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スリーダーを招いての講演会があり、男性も女性も等しく招待され、これらの会への出席を

促される。女性の活躍についての対話に男性を取り込むことで、特に男性のリーダーたちが

新たな視点を得て思考を変えることができる。 
 
4.6. 研修 

Manulife では、幹部陣による強力な支援のもと、全職員が受けるアンコンシャス・バイ

アス（無意識の偏見）研修が導入された。本研修の目標は、リーダーや従業員が等しく思考

を変え、自分自身のもつ偏見に気づき、これらの偏見がもたらす影響を知ることでインクル

ージョン（受け入れること）に注目し、違いに対してよりオープンになれる方法を考えるこ

とである。 
Manulife はまた、「Influencing Skills for Women Leaders」と題されたリーダーシップ

プログラムを実施している。このプログラムは特に女性が効果的に人に影響を及ぼすこと

で優れた結果を打ち出せるよう、その能力を開発するために作られた。 
インクルーシブなリーダーシップを創造する男性リーダーには、Catalyst が先導する

「Men Advocating Real Change (MARC)」シリーズに参加している者もある。これらの体

験を通じて、男性は女性が職場で直面する問題を理解できる。 
 
4.7. フレキシブルな就労形態 

Manulife は「WorkSmart（スマートな就労）」プログラムを通じて、従業員が男女を問

わず在宅勤務のできる環境を整備している。協力、機動性、生産性を促進する WorkSmart
プログラムは、Manulife の顧客中心としての戦略を強化している。また「Workplace 
Flexibility（フレキシブルな職場）」は、従業員のニーズ（例えば子供の世話をする親）とビ

ジネスの目標とが見合うよう、従業員と管理職がフレキシブルな就労形態を検討し実践に

移せるプログラムとなっている。 
 
4.8. ガバナンス 

Manulife は、取締役会役員の選出に当たって、候補者を長所、適性、専門知識、能力に

基づき考慮している。また、委員会が、取締役会のダイバーシティに貢献するよう、性別、

年齢、民族性、障害、性的志向、地理的バランスを考慮することとしており、毎年レビュー

している。 
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インタビュー対応者  

 

Sandeep Tatla 
ダイバーシティ＆インクルージョン・グロ

ーバル推進部門長 
バイスプレジデント補佐 
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カルビー株式会社 
APEC での主な事業エリア: 日本 

 

1. 会社概要 
カルビー株式会社は 1949 年 4 月設立で、菓子・食品の製造販売を行う。社名は、カル

シウムの「カル」とビタミン B1 の「ビー」からの造語に由来する。 

1955 年に小麦粉からあられの製造技術開発に成功し、「かっぱあられ」と名付けて販売

した。その後、「かっぱえびせん」、「サッポロポテト」、「ポテトチップス」「グラノーラ」、

「コーンフレーク」など、顧客ニーズに即した商品を開発し、安定的な業績を確保している。 

また、Calbee のスナックを世界中の人々に届けるために、 海外への展開を拡大している。

具体的にはじゃがいもをはじめとする野菜や果物など自然の恵みを大切に活かした商品を

香港・韓国・シンガポール・タイなどのアジア諸国および欧米で販売している。生産も現地

および近隣国で行い、現地雇用にも貢献している。 

今後は、欧州・オーストラリア・アジア広域などへの市場拡大を目標とし、これからも

益々世界各地のお客様に愛される「Calbee」スナックを展開行くことを目標としている。 

 

2. ダイバーシティの位置づけ 
2009 年の松本晃氏の会長就任をきっかけに、カルビーではダイバーシティの推進を開始

した。「女性の活躍なしにカルビーの成長はない」という方針のもと、2010 年に結成された

「ダイバーシティ委員会」を中心に、多様性を活かす組織･風土づくりを推進している。女

性だけでなく、外国人・障がい者・シニア世代などの活躍支援も積極的に行い、あらゆる面

からダイバーシティを成長力とする企業を目指している。 
「いろんな人がイキイキと働いている企業」、そんなカルビーの姿を目指して、ライフ（個

人の生活）とワーク（仕事）の両立支援策を積極的に実施している。ダイバーシティやライ

フワークバランスの実施を、経営層が自身のコミットメントに掲げ次項に示す活動を推進

した結果、「2020 年までに 30%」を目標とする女性管理職比率は、2010 年 5.9%から 2016
年４月には 22.1%まで上昇した。 

 

3. 女性役員の役割と貢献 
松本会長兼 CEO は、女性を役員クラスとして、カルビーに招き入れている。上級執行役

員の鎌田由美子氏もその一人である。何か新しいことを生み出すために、鎌田氏はその実力

を買われて 2015 年 2 月に招き入れられ、事業開発本部において、男女や国籍に関係なく、

多彩な人材を率いている。 

カルビーには、2016 年 4 月時点で、社外取締役 2 人、上級執行役員 1 人、執行役員 5 人

の女性役員が在籍している。ダイバーシティの中で、女性役員がいることによって、女性の
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従業員に対してロールモデルができたことにより、女性従業員の働く意欲が向上したこと

と、意思決定の幅が広がったことがあげられる。女性役員が、女性優遇の結果ではなく、彼

女らの実力であることを全従業員が知っているからこそ、女性役員の存在が、女性の従業員

のロールモデルとして機能している。 

一方、均等な雇用機会の提供を志すカルビーにとって、人事制度は非常に重要である。

カルビーの人事制度では、本部をまたがるユニークな異動の仕組みがある。本部長が部長を、

部長が課長を指名（オファー）したり、部下が自ら手を挙げて異動することもあり得るため、

男女に関係なく、役員も含めて上司が魅力的な職場環境を維持し続けることも必要とされ

ている。 

カルビーでは、このように役員自らが率先してダイバーシティを強く推し進めている。 

 

4. ダイバーシティとインクルージョンの取組 
4.1. 市場開拓 

マーケティングの点では、「フルグラ」の成功事例がある。「フルグラ」とは、グラノー

ラにドライフルーツを混ぜたシリアルで、1991 年に販売開始をしたが、2011 年までは売上

は横ばいだった。しかし、松本会長の後押しのもと女性管理職がシリアルではなく、“朝食”
として売るよう販売戦略を変えた。丁度、朝食の効果が見直されたこともあり、ごはん・パ

ンに続く「第三の朝食」としてフルグラは多くの女性を中心とする顧客に受け入れられた。 
その結果、「フルグラ」の売上は毎年約 1.5 倍で拡大し、2014 年は 143 億円、2015 年度

には 223 億円と右肩上がりだ。 
 
4.2. ダイバーシティに関する活動 

カルビーは、ダイバーシティを推進するために、従業員個人の「理解→納得→行動」の

ステップを重視している。 

 
 
2010 年のダイバーシティ推進開始以降、経営陣による強いリーダーシップのもと、会社

の仕組みを変えてきた。主な施策は、1.ダイバーシティ委員会の体制、2.両立支援制度の導

入、3.人事制度の改正である。 
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4.2.1. ダイバーシティ委員会 
工場、支店、関連会社といった事業所ごとに、「ダイバーシティ委員会」を設置すること

で、現場が主体となったダイバーシティ推進体制をとっている。各職場の課題を各事業所ト

ップのリーダーシップのもと、ダイバーシティ委員が中心となり、解決していく。本社の「ダ

イバーシティ委員会」は、キャリア支援や制度づくりなど女性が活躍できる環境整備を中心

に支援する体制をとっている。 

各事業所ではダイバーシティ委員会が、さまざまな活動を行っている。メンバー全員が

活躍できる組織を目指して、出産・育児・介護・職場のコミュニケーションなどをテーマと

したセミナーや交流会などを開催している。 

 

4.2.2. 両立支援制度 
カルビーではすべての従業員が、ライフとワークのバランスをとりながら、イキイキと働

けるよう、支援制度の充実に取り組んでいる。 

2015 年度は、出産や育児、介護に関する費用補助制度をより幅広く、きめ細かくした。

また、育児勤務時間に関するルールを柔軟にしたり、家庭のやむをえない事情で退職した

「人財」の再雇用エントリーを開始したりするなど、多様な「人財」が力を発揮できる組織

づくりを進めている。 

そのために、主に本社や各事業本部の従業員を対象に、各自の事情に応じて柔軟に働ける

ように、勤務制度を柔軟にした。半日休暇制度やフレックスタイム制度、在宅勤務制度等を

従業員が利用できるように制度を整えた。利用しやすい環境も会社で積極的に整備してい

る。その一つが、オフィスのフリーアドレス化である。 

本社の執務スペースには、原則として固定席は設置されておらず、従業員が出勤し、シス

テムに仕事の予定時間を入力すると、自動的に席を割り当てる仕組みになっている。役員を

含めて原則固定席がなく、座席をシステムでランダムに決定するため、同じ部署が一か所に

固まって仕事をするということが必ず求められているわけではない。 

このシステムの導入によって、ペーパーレス化などオンライン上で業務が完結するよう

になり、従来の物理的に同じ場所に集まって仕事をすることを前提にせずに、従業員が最も

効率的な場所で仕事をすることができるようになった。また、勤務時間で評価することがで

きなくなり、純粋に仕事の成果で評価をする企業文化が醸成された。さらに、会長・社長を

含めた役員が、フロアー内にいるため、役員を含めた議論が活発に行われるようになった。 

 

4.2.3. 人事制度 
カルビーでは人と組織についての基本思想としてコミットメント＆アカウンタビリティ

（C&A、約束と結果責任）を掲げている。2015 年度は、C&A をより具体的な行動へと落と

しこみ、さらなる成果の獲得を目指すために「C&A ガイドライン」を策定した。その中で、

カルビーの役職者は、「業績」に加え「部下の育成」を、必ずコミットメントすべき課題と
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位置づけ、人と会社がともに成長していく組織づくりを強化している。 

また、管理職については、C&A が公開されており、すべての従業員が管理職の仕事ぶり、

その成果を確認できるようになっている。 

 

 

4.3. ガバナンス 
鎌田氏が言うには、女性が執行役員以上のマネジメントに入ることによって、女性が考え

た提案が意思決定過程で十分に検討されることで、女性の労働意欲が向上するとともに、男

女それぞれの思考の特性を持ち寄ることにより選択の幅が広がる可能性がある。 
 

Interviewee  

 

鎌田 由美子（右） 

上級執行役員 

事業開発本部 本部長 

 

新谷 英子（左） 

人事総務本部 

ダイバーシティ委員会 委員長 
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ジョンソン・エンド・ジョンソン 日本法人グループ 
APEC での主な事業エリア: 日本 

 

1. 企業概要 
ジョンソン・エンド・ジョンソン 日本法人グループ(以下、J&J)は、ヘルスケア及び医

療の業界リーダーとして高い評価を得ている。日本では、1958 年にイギリス部門の代理店

として事業を開始し、ベビーオイル、救急絆創膏「バンドエイド」などを販売、1961 年に法

人を設立し、本格的な国内生産の開始を経て、1978 年に日本法人「ジョンソン・エンド・ジ

ョンソン株式会社」を設立、現在に至るまで国内で事業を拡大させてきた。 

現在は、ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社、ヤンセンファーマ株式会社の 2 社

で構成されている。さらにジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社は、コンシューマー カ

ンパニー、メディカル カンパニー、ビジョンケア カンパニーの社内 3 カンパニーが、それ

ぞれの専門性に特化したヘルスケア製品を取り扱っている。 

コンシューマー カンパニーでは、健やかな暮らしを支える家庭用製品の製造販売を行う。

代表的な商品は、「BAND-AID」（救急絆創膏）、「Johnson’s Baby」（ベビーケア用品）、

「LISTERINE」（マウスウォッシュ）、「TYLENOL」（頭痛薬）、「ニコレット」（禁煙補助剤）

等である。メディカル カンパニーでは、外科、内科をはじめ幅広い診療領域をカバーする

医療機器、医療関連製品の輸入・製造販売を行う。医師や看護師、技師といった医療従事者

のパートナーとして、人々のクオリティ・オブ・ライフの向上に貢献することをめざしてい

る。ビジョンケア カンパニーは、コンタクトレンズの輸入販売を行う。取り扱っている「ア

キュビュー」ブランドは、日本をはじめ世界各国で確固たる地位を築いている。ヤンセンフ

ァーマ株式会社は、がん、免疫疾患、慢性疼痛、感染症、中枢神経疾患を中心に医療用医薬

品による医療ニーズへの対応と解決に力を注いでいる。 

 

 

2. ダイバーシティ＆インクルージョンの位置づけ 
1943 年に起草された「我が信条(Our Credo)」は、時代の変化に合わせながら受け継がれ、

その理念は J&J の社員一人ひとりに浸透している。Our Credo は、企業としての社会的責任

を示すものであり、全社員が業務を遂行する上で事業を成功させるための指針となってい

る。 

この考え方のもと、ダイバーシティ＆インクルージョンを重要経営課題と位置づけ、性

別・年齢・民族性・出身・障がいの有無にかかわらず、異なる経験を持つ人材がそれぞれの

発想を活かし、対等に関わり合いながら一体化することで、革新的な医療やサービスを生み、

医療の未来へと貢献することを目指している。 

以上のように、企業の社会的責任として、また事業を取り巻く環境の変化から、ダイバー
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シティ＆インクルージョンは経営上の重要な課題であると認識し、積極的に取り組んでい

る。 

 

 

3. 女性役員の役割と貢献 
J&J では、ダイバーシティ＆インクルージョンを促進する上で、「アンコンシャス・バイ

アス（無意識の偏見）」を一つの重要なテーマとして位置付けており、特に管理職には理解

を求めている。人が知らず知らずの思い込みによって物事を判断していることは医学的に

も証明されているが、企業の意思決定においてもこの「アンコンシャス・バイアス」が作用

していることも多い。 

例えば、女性社員を積極的に採用したとしても、周囲の男性や女性社員自身が持つ「ア

ンコンシャス・バイアス（無意識の偏見）」により、女性社員が職場で働きづらさを感じた

り、それを上手く上司や周囲に相談できずに退職してしまうケースも散見された。しかし、

「人には誰にでも無意識のうちに生じるバイアス（偏見）があり、それが組織の意思決定や

カルチャー醸成に影響がある」という事を管理職レベルが理解し、それを前提としたコミュ

ニケーションを行う事で、このような事態が生じることを回避するといった効果も期待さ

れている。 

このテーマに関する具体的な取組の事例としては、アンコンシャス・バイアスを取り除

くための研修をはじめ、画一的な働き方から脱却し効率的でスマートなワーク・スタイルを

促進する「switch!」という取り組み、多様性を受け入れる職場環境づくりなど多岐にわたる

が、いずれも人事および各カンパニーの経営層が主導している。 

また女性役員が増えてきたことで、女性の従業員に対してロールモデルとなる女性リー

ダー像自体が多様化してきた。その結果、女性従業員の働く意欲が向上したり、マネジメン

ト層の意思決定の幅が広がったりと、ポジティブな効果が見られている。 
 

4. ダイバーシティ＆インクルージョンの取り組み 
4.1. 市場開拓 

再生医療の発達や予防医学の進展、医療機器そのものの発達等、市場環境やそれに伴う

顧客ニーズ・サービスの内容が従来から大きく変化している。医療用医薬品についても、新

薬を開発する際にアンメットニーズへの対応が期待されている。 

このような事業環境では、従来の専門性に特化したトップダウン型のやり方では対応が

困難な場合も多く、男女に関係なく複数の専門性をもつ人材が集まり、多様な意見を出し合

うことにより新しい解決方法を提案していくことが大切だと考えている。実際に各カンパ

ニーの経営層では、そうした環境を促進し顧客ニーズに対応していくことが、ダイバーシテ

ィ＆インクルージョンを推進する上での一つのゴールだと理解されている。 
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4.2. 女性リーダーによる交流会 

女性のキャリアを考える機会として、J&J 米国本社や海外からの女性エグゼクティブの

来日に合わせ、朝食会や座談会を開催している。2014 年は 3 月 14 日に朝食会を開催し、日

本の女性リーダー18 名が参加した。今回は、グローバルに活躍する女性リーダーからのリ

ーダーシップ開発に関する経験談のシェアと、日本における女性リーダーの育成について

示唆を得ることを目的に実施した。朝食会では、日本における長時間勤務に対する考え方や、

父親・母親の役割の変化について参加者から活発な意見が出され、次世代の女性リーダー育

成のためのマインドセットを確認・共有する有意義な時間となった。 

 

4.3. 人材プーリング 

4.3.1. キャリア支援 

社員のダイバーシティ＆インクルージョンへの理解を深めるため、J&J グループ合同年

次コンファレンスを定期的に開催している。そこでは、J&J グループ合同で女性のキャリア

について考えたり具体的な事例を紹介し、社員の学びを促進している。直近では、2014 年

10 月に「アンコンシャス・バイアス ～無意識を意識する」をテーマに開催した。当日は 270 

人の社員が参加し、男性社員の参加率も 43％と前年度を大きく上回る中で、活発な議論が

交わされた。外部講師による講演や参加型ワークショップに加え、各カンパニーが実践して

いるダイバーシティ＆インクルージョン取り組みが紹介されたり、全グループのプレジデ

ントからは、J&J グループ全体としてダイバーシティ＆インクルージョンを推進し、イノベ

ーションを生み出していく方針が発表された。 

 

4.3.2. 従業員による取組 

人事部や経営層がトップダウンで推進する取組以外にも、社員が自主的に行っている活

動として、ERG(Employee resource group)がある。現場の社員が、現場をより良いものにして

いくために行っている活動であり、リーダーシップや LGBT に対する対応方法等を従業員

自ら考えている。その結果出てきた解決策などを実行に移すにあたり、人事部や経営層がバ

ックアップしていく体制になっている。 

 

4.3.3. 働き方の柔軟性 

社員のワークライフバランスを重視し、多様な働き方を支援する制度を多数設けている。

社会貢献活動を支援するボランティア休暇や骨髄移植のためのドナー休暇、子育て支援と

してのチャイルドケア支援金や業務軽減措置、男性社員の育児参加を奨励する育児休暇制

度を採用するなど、様々な制度を整えている。 

働き方については、上司と部下が相談しやすい環境を整えることが重要であるため人事

部が中心になって活動している。J&J では、積極的に女性の活用を進めてきたが、カンパニ

ー間の特色から、そこでの女性の働き方にも差異が生じている。例えば、メディカル カン
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パニーやヤンセンファーマ（株）等、医療現場に直接出向く機会の多い職場では、医療現場

の都合に合わせて動かなくてはならない場合もあり、勤務時間が不規則になることも多い。

一方で、コンシューマー カンパニーやビジョンケア カンパニーには、営業職にも多数の女

性が在籍している。各カンパニーにおいて、女性が働きやすいと感じるのは、どのような環

境なのか、それを実現していくにはどうしたらいいかを、役員や ERG を交えて考え、グル

ープ全体で積極的に支援する体制を整えている。 

 

4.4. ガバナンス 

意思決定の場に女性が入ることにより、従来とは異なる意思決定が可能になる効果があ

る。例えば従来の男性が多い場であれば、業務上の連絡なども業務後の私的な会合で行われ、

それで十分とされてきた。しかしそこに女性が参加し、家庭の事情等で業務後の会合に参加

できない場合、情報交換方法や手段を変える必要がでてきた。メールや電話、業務時間内の

会合等、これまでとは異なるよりオープンな方法で情報交換を行うことで、意思決定そのも

のにポジティブな変化を与えることも増えた。 

 例えば、従来の同質のバックグラウンドを持つ人による意思決定では、前例や習慣に基づ

いた不明確な軸（阿吽の呼吸）で物事が決定されることも少なからずあったが、女性が加わ

り、上記のような多様な手段を取ることで、意思決定の場においてもそれまでと違う視点や

方法論が反映されることが増えた。結果として、ロジカルな部分と感情的な部分がバランス

よく反映されると共に、意思決定の軸が明確になり、より公平で公正な意思決定がなされる

ようになった。 

このように意思決定レベルでも、ダイバーシティ＆インクルージョンが会社にとって有

効である、という認識が経営層に定着してきている。 
 

インタビュー応対者  

 

坂口繁子 

 

人事統括 

責任者 

 

 
藤間朝子 人事部 

Business Unit HR マネジャー 
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株式会社ローソン 
APEC での主な事業エリア: 日本 

 

1. 会社概要 
株式会社ローソン（以下、ローソン）は、1975 年に設立され、2016 年 9 月末時点で、国

内に 12,648 店舗を有するコンビニエンスストアチェーンである。ローソンでは、コンビニ

エンスストア事業を中心に、株式会社成城石井が運営するスーパーマーケット「成城石井」

事業、チケットや CD、DVD 等の販売を行う株式会社ローソン HMV エンタテイメントや、

映画館を運営するユナイテッド・シネマ株式会社が中心となるエンタテイメント関連事業

等を行っている。 

また、中華人民共和国、タイ、インドネシア、フィリピン、米国ハワイ州において各地

域の運営会社が「ローソン」店舗を展開する海外事業と、ローソン店舗内に設置する ATM

の運営を実施する金融サービス関連事業等がある。 

 

2. ダイバーシティの位置づけ 
ローソンは、企業理念を「私たちは、”みんなと暮らすマチ”を幸せにします」としてい

る。この企業理念は、2005 年の創業 30 周年を機に、企業のあり方・理念を整理し、定めた

ものである。社会の公器としてのミッションを達成するためには、多様なお客様からの信頼

を得る必要があり、社会と最適な関係を築くことが大事である。そのため、会社も多様な考

え方を活用していく必要があると考えており、ダイバーシティの推進がその手段の一つと

なる。 

社会に存在している多様性を認め合い、環境の変化に対応した新しいモノやサービスを

生みだすことで、マチに貢献し、マチと一緒に幸せになることを意味している。そのため、

ローソンでは、固定概念を捨て、女性や外国籍の社員を含めた全社員が持っている能力と可

能性を最大限に活かして、新たなるイノベーションを起こし、企業価値の向上に努めている。 

このような方針の元、会長 CEO、社長 COO をトップに人事本部と連動し、ダイバーシ

ティ推進担当役員を配置し、必要な制度設計・運用・登用等を行っている。また、営業戦略

本部では、女性のアイデアからのマーケティングを行い、新たな事業の価値創造に取り組ん

でいる。 

また、ローソンでは、「自ら考え、自ら行動する」人財の育成に注力しており、人財面で

のイノベーションに多様性は不可欠な要素であると認識している。よって、女性や外国人な

ど多様な人財を積極的に採用し、活躍できる環境を整え、育成することが会社の価値を高め

ることとし、女性活躍推進に取り組んでいる。その上で、「女性が子育てをしながら活躍し

続けられる会社であること」を定性目標に、「2020 年度には管理職における女性比率を 30%

にすること」を数値目標としている。 
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3. 女性役員の役割と貢献 
ローソンでは、2016 年 10 月時点で取締役総数 8 人に対して社外取締役 5 人の内、女性

が 3 人、監査役総数 4 人に対して社外監査役 3 人の内女性が 1 人、合計で 4 名の女性役員

が役員会に参加している。学術や製造業、アパレル、会計といった異なるバックグラウンド

をもつ複数の女性が取締役会に参加していることが、ローソンの役員会を特徴づけている。 
取締役常務執行役員の郷内正勝氏によると、ローソンの女性役員は、コミュニケーション

能力に非常に優れており、女性役員同士のネットワーキング作りも活発に行われている。取

締役会に監査役も併せて 4 人の女性役員が、それぞれの異なる専門家の見地で、大所高所

から意見が活発に発せられ、結果、取締役全体の議論が活発になっている。 
例えば、ローソンの本業であるコンシューマービジネスに対して、その他の分野の専門

家がそれぞれの立場から専門的な意見を述べることもあれば、一消費者としての意見を述

べることもあり、他の取締役にとっても、新鮮でいい刺激になっている。 
 

4. ダイバーシティとインクルージョンの取組 
4.1. 市場開発 

人事本部人事企画部長の山口恭子氏によると、現在、ローソン社員の女性の割合は、15%

程度であるが、商品開発に関しては、女性の割合が 30%程度と相対的に女性が多い部署と

なっている。コンビニエンスストアの店頭で淹れたてのコーヒーを販売する「MACHI café」

も多くの女性社員が携わった商品の一つだ。また、2015 年 5 月に発売された「グリーンス

ムージー」は、流行しているスムージーを、働く女性ももっと気楽に飲めたら、という発想

から、育休明けの女性社員が企画・開発しチルド飲料として異例の大ヒット商品となった。 

また、ローソンは、フランチャイズチェーンを展開しているが、フランチャイジーであ

る、各店舗のオーナーは総勢 6,000 人くらいおり、そのうち約 1 割が女性であり、この部分

のダイバーシティの適用についても日々活動している。 

 

4.1.1. 社員に対しての取組 
ローソンでは、様々な社員が働きやすい環境づくりのために、従業員満足度（ES） 調査

を行っている。ES 調査の結果を個々の組織ごとにパフォーマンス・チャートに要約し、個々

の組織の結果に基づいて、例えば勤務時間を減らすためのフィードバックなどを提供して

いる。また、全従業員がダイバーシティをよく理解し、賞賛し、それらを活用することを奨

励するために、全国でダイバーシティ対話大会の開催や社員意識調査を行っている。 

また、社員の様々な働き方があることを理解してもらい、好事例を共有し、個人のナレ

ッジ・ノウハウを組織で共有するために、「自立型挑戦大賞」として年に一度表彰する機会

を設けている。2015 年度は、店舗クルーの教育ツールにおいて、手書きイラスト等を多用

してアレンジしわかりやすくした事例や、保険契約を見直し店舗業務負荷軽減に貢献した

事例、前述のグリーンスムージー開発の事例の３つが選ばれ、受賞者全員が女性であった。 
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4.1.2. 両立支援制度 
ローソンは、幅広い価値を持つ従業員が自分の可能性を最大限に発揮することができる

組織を作るために、多様性を促進している。取り組みとしては、例えば、新卒の女性若手社

員に対するキャリア開発研修を開催して、制度・取組を理解してもらう機会を作っている。

また、「LAWSON Woman’s Work Style Handbook」を作成し、全社員にダイバーシティの

方針を理解してもらうような機会を作っている。その他、育児休職中の社員に対する会社の

情報提供、復職後にキャリア研修を実施し、復帰しやすい環境を整えている。また、2014
年には、事業所内保育施設「ハッピーローソン保育園」を開園した。 

なお、2000 年度以降の累計で、育児休職から復帰した社員の比率は非常に高く、97.1%
となっており、また、女性社員に占めるワーキングマザーの比率は、2001 年度には 4.6%で

あったが、2015 年度には、21.2%となっている。 
 

4.1.3. 男性社員に対する意識改革 
女性だけに変化を求めるのではなく、男性側の意識改革にも力を入

れて取り組んでいる。その一つとして男性社員の育児休職取得につい

ての取組を進めており、2015 年度は取得率が約 70%に達した。更なる

目標として取得率 80%を掲げている。育児休職利用者数は、2011 年度

は、男性 4 人、女性 33 人であったが、2014 年度は、男性 23 人、女性

50 人、2015 年度においては、男性 93 人、女性 46 人になっている。

2014 年度にまず「短期間育児休職制度」を新設し、職場にポスターを

掲出するなど、取得しやすい職場作りを進めた結果である。 
 

4.2. ガバナンス 
前述のとおり、ローソンでは、取締役会に複数の女性が参加していることが特徴である。

取締役の経歴としては、ローソンからの 3 人、社外取締役として男性 2 人、女性 3 人であ

る。1 人ではなく、複数人の女性取締役が在籍し、それぞれの専門性の見地から様々な意見

が活発に発せられるので、議論が活発に行われ、ガバナンスに良い効果を与えている。 
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郷内 正勝（左） 

取締役 常務執行役員 

CR 管掌 

 

山口 恭子（右） 

人事本部 人事企画 

部長 
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テホン企画（Daehong Communications） 
APEC 域内での主な事業エリア: 韓国 
 

 
1. 会社概要 
テホン企画（Daehong Communications）は 1982 年にロッテグループの一社として設立

以来、過去 35 年間にわたり韓国のマーケティングコミュニケーション業界を牽引してきた

会社である。テホン企画は、ブランドマーケティング戦略、IMC メディア企画、広報、ス

ポーツマーケティングやデジタルソリューション等、幅広いサービスを提供している。 
テホン企画は、海外での様々な活動を通じて世界的な評価を受け、L&P Cosmetics、

Claires、 Cuckoo Electronics、 KOTRA(大韓貿易投資振興公社)、韓国観光公社、KDB 大
宇、大宇建設、NAVER、エア・アジア、アリペイ、Grand Korea Leisure(セブンラック)、
ロッテ免税店、ロッテショッピング、ロッテリア、ロッテマート、ロッテ製菓、ロッテ七星

飲料、ロッテ資産開発、ロッテ建設などの大手企業にサービスを提供してきた。 
 
2. ダイバーシティーとインクルージョンの位置づけ 
2.1 ダイバーシティー戦略 

ロッテグループは、2013 年、ダイバーシティー及びインクルージョンに関する戦略を記

載したダイバーシティー憲章を公表した。ダイバーシティー憲章では、ロッテグループは、

性別、国籍、障害及びその他のあらゆる差別を一切許さないと記載している。ロッテグルー

プの CEO Shin Dong-Bin 氏は、女性社員が可能性を最大限に発揮するための育成に深く関

与し、注力してきた。Shin 氏は、主要関連会社の取締役会において、「今後は、女性の能力

を最も活用できる企業が成功するだろう。我々も、多くの女性役員を有するべきである。当

社は現在、数名の女性役員を有しているが、当社の規模を考えると、その人数は少なすぎる。」

と発言している。  
ダイバーシティー戦略は、グループのビジョンである「アジア Top10 グループ」 と連携

している。グループは、アジア及び世界において飛躍的に成長してきたが、一方で差別が成

長の阻害要因となる可能性があるとも考えている。ロッテグループは、「ダイバーシティー

尊重プロセス」を作成し、2013 年以降グループ全体で遂行している。グループとしてもダ

イバーシティーを浸透させるために、企業文化の変革に焦点を当てている。 
ダイバーシティー戦略は、2015 年以降、ロッテグループの主要関連会社 9 社が先導して

いる。毎年年末に、ロッテ/アジアグループでは、ダイバーシティー活動におけるベストパ

フォーマンスをした「リーディングダイバーシティー企業」を表彰し、他の関連企業での導

入を推奨している。2016 年、ロッテグループは女性リーダーの育成についてのハンドブッ

クを発行した。このハンドブックでは、ロッテグループがどのようにして女性リーダーを体

系的に育成するかが記載されている。  
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2.2 女性リーダーのためのフレームワーク 
ロッテグループは、以下の表で示されている 3 つのステップで女性リーダーを育成する

フレームワークを確立した。 
 
ステップ 採用 育成 強化 
アクショ

ンプラン 
 新入社員の女性

枠を増やす 
 女性管理職を募

集し、女性管理

職の昇進の比率

を上げる 

 女性の昇進比率を

上げる 
 女性役員を奨励す

る 
 女性向けの特別な

研修プログラム 
 女性役員による指

導プログラム 
 Wow(Way of 

Women: 女性の

道)フォーラム 

 女性 CEO を育

成する(最大

30%) 
 女性リーダーを

増大する 
 組織文化を変革

する 
 

 
2.3 グループ内の女性リーダーの割合 
ロッテグループの全役員に対する女性役員の目標割合は 30％である。いまだ目標達成に

は至らないが、グループでは、才能のある女性の募集及び研修を通じて目標達成を目指して

いる。2011 年までは、ロッテグループ外からスカウトした女性役員はたった一名であった。 
2012 年、ロッテグループは、内部昇進を通じて初めて女性役員を登用した（その他、社

外からスカウトした女性役員も数名いた）。2016 年には、20 年前にロッテの公募を通じて

採用した人をグループは、最初の女性役員と指名した。グループは、中途採用、新規採用等、

会社への採用方法による差別はしていない。2005 年、女性管理職の割合はわずか 1％であ

ったが、10 年後の 2015 年には、10％超となった。グループでは、2020 年までに女性役員

の割合を 30％にするために継続的な努力を続けている。昇進に関して、グループにおける

全体の昇進割合に比して女性の昇進割合は、少なくとも 10％は高いものの、少数派のグル

ープへの均等な機会を提供するためのアクションプランには、より多くの女性を雇用する

必要がある。 
 
 
3. 女性取締役の役割と貢献 
3.1. ロッテグループ初の女性役員 

Sunmi Park 氏は、2000 年からテホン企画に勤務し、2012 年にロッテグループ初の女性
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役員に昇進した。現在 Sunmi 氏は、92 名の部下を抱え、16 チームを指揮し、約 120 の

TVCF プロジェクトを含む約 200 超の広告プロジェクトを毎年管理している。 
Sunmi 氏は、テホン企画に入社後、素晴らしい業績を達成した。 積極性と創造性を活か

して主要ライバル企業に勝利し、数多くの広告プロジェクトの契約を獲得した。Sunmi 氏

は、組織を指揮し、これまで HSBC の「Garden Five」プロジェクト(約 2000 万ドル)、食

品/飲料会社のプロジェクト、ロッテカード、IBK 中小企業銀行、KTFT といった広告プロ

ジェクト契約を獲得した。 
 
3.2. マーケティング 

Sunmi 氏は、「hyvaa xylitol gum」や「beauties love pomegranate」のデザイン及び企

画をするなど、広告ヒット商品を企画する類まれな才能を有している。Sunmi 氏の企画し

たこれらの広告は、ヒット商品を生み出すとともに、広告業界において彼女自身と会社を一

躍有名にした。「beauties love pomegranate」広告の企画過程では、1 つの文章で消費者に

メッセージを届けるという Sunmi 氏のアイデアに対し、リスクを感じたほとんどの上級役

員が反対した。これまで飲料物の名前は、1 つの単語や 2 つ、3 つの単語で名付けられ、1
つの文章を飲料物の名前とするアイデアは初めてであったこともあり、なかなか Sunmi 氏
のアイデアは受け入れられなかったが、最終的には意思決定者を説得し、当該広告商品は、

韓国のマーケティングの歴史において最も有名な広告となった。結果として、商品のネーミ

ングのトレンドまでも変化することとなった。 
現在、上述のような女性役員の活躍は目覚ましく、マーケティング、商品マーケティング

（MD）、広告、セールス、品質管理活動など多岐に渡る分野で活躍している。 
 
3.3. 国際広告祭に初めて参加した、会社の先駆者 

2008 年、Sunmi 氏はモスクワ国際広告祭に審査員として参加した。これは、テホン企画

にとって初の国際広告祭への参加であり、以降も、Sunmi 氏はニューヨークの広告祭に受

賞候補者と審査員の両方として数回参加した。 
 
 
4. ダイバーシティーとインクルージョンの活動とプログラム 
4.1. オープンクリエイティブソリューション 

Sunmi 氏は、企業はデジタルマーケティング及びイノベーションに投資すべきだと考え

ており、2012 年に、イノベーションを担うオープンクリエイティブソリューション(OCS)
と呼ばれるチームを組織した。 Sunmi 氏は、イノベーションは多様な発想と経験に基づく

べきと考え、広告事業の経験が全くない人もスカウトした。 2015 年までに、当該チームは

国内外の広告イベントで数多くの賞を受賞し、テホン企画の対外的なイメージを、保守的な

広告会社という認識から業界のイノベーターへと変革することに成功した。 
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2013 年、OCS が制作したユニセフの「Hold a Life」が「韓国広告賞」で特別賞を受賞し、

2014 年には、ユニセフの「RolyPoly Collection box」が屋外部門の第 1 位を獲得した。ま

た、OCS の「Pink Light」プロジェクトは、ニューヨーク広告祭のファイナリストとして

ノミネートされた。 
OCS は、2015 年の「INNOVATIVE & CREATIVE SHOW (ICS)」の主催するにあたり

主体的に貢献した。ICS の目的は、デジタルスタートアップ企業とその他の企業をつなぎ、

デジタルマーケティングの理解を深めることである。OSC は、公共サービスの広告のため

のプロボノコンサルティング活動も数多く行っている。 
 
4.2. ダイバーシティー委員会 
女性役員は、彼女たちの主な職務に加えて、会社のダイバーシティー委員会のメンバーと

して活躍している。ダイバーシティー委員会は、2015 年に 9 社で立ち上げ、ロッテグルー

プは 2016 年時点で 37 の委員会を有しており、「ロッテダイバーシティー憲章」に基づいて

運営されている。 ロッテは、多様な文化を組織内で促進するためにこれらの委員会を運営

している。委員会では、組織のダイバーシティーに関連した政策と実践の議論や、企業内の

多様なメンバーの意思疎通の調整において、女性チームリーダーとともに女性役員が重要

な役割を果たしている。 
 
4.3. 公募 

グループの公募では、新たな女性従業員の割合を増やすために、女性の枠を現在の水準か

ら最大 40%にまで増加することを提案している。女性従業員の人材が潤沢でないことを考

えると、価値ある提案となっている。多くの関連会社は、社外から女性管理職を採用するこ

とを余儀なくされている。女性人材の内部での育成と外部からの採用の両方を通じて、グル

ープは役員ポストに対する女性候補者の数を継続的に増加しようとしている。全ビジネス

分野において、女性人材が活躍できる場の拡大を進めている。 
 
4.4. フレンドリーな職場 

Sunmi 氏は、コミュニケーション業界の企業は、全従業員が才気ある創造的なアイデア

を発想可能なように、柔軟な環境を整備すべきであると考えている。一方的ではなく、オー

プンなコミュニケーションを行うことで、保守的な環境から柔軟性のある環境への変革を

試み、さらにはチームの創造性の向上のために、革新的なスピリッツを発揮することで、従

業員を鼓舞した。 
 
4.5. プロボノ学習セッション 

プロボノ学習セッションは、広告/マーケティング業界で働いている又は働きたい大学生

向けに、マーケティングの概念的フレームワークを提供している。Sunmi 氏は、広告ビジ
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ネスに関連した「考え方の変化」という題目で頻繁に講演をしており、コンテンツ、ストー

リー、共感、ユニット化及び大きなアイデアの 5 つの主要テーマを通して、洞察を加える講

義内容となっている。 
 
 
インタビュー対象者  

 

Sun-mi Park 
テホン企画 クリエイティブ・ディレ

クター  
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KOLON Eco One  
APEC 域内での主な事業エリア : 韓国 
 

 
 
1.企業概要 

KOLON Eco One は、環境 EPC (訳注：設計、調達、建設) 及びエネルギー事業を行う

KOLON Group の持株会社であり、5 つの子会社を保有している。KOLON Eco One は、 
2016 年に KOLON Water & Energy より分離独立したグループの主要な系列組織であ

る。KOLON Eco One は、環境施設の運営管理及び水処理事業全般に携わるとともに、建

設、設備工事、資材等に関連する幅広い活動を行っている。 
 
KOLON Eco One の水関連事業では、下水、汚水処理事業、資材及びシステム関連設

備および水処理施設の運営を行っている。同社は、韓国の下水及び汚水処理量の 30％超の

処理能力を有し、国家産業団地(National Industrial Complex)の公共下水及び汚水処理を

行い、O&M 市場のシェア第一位である。現在は、事業拡大に向けて、子会社の KOKON 
En-Solution と KOLON Fjords Processing を設立し、プラント、設備、そしてエネルギ

ー部門における新規事業を開拓している。 
 
2.ダイバーシティとインクルージョンの状況 

KOLON Group では、組織的に女性労働力の活用に取り組んでいる。女性管理職の割

合を高めるために、2010 年の定期人事評価以来、女性幹部の昇進を奨励してきた。また、

人事部門ではグループ内の女性指導者を主戦力として位置づけ、2012 年には女性に関する

複合的戦略のために「女性 TFT」を組織した。 
 
2002 年以降に、「30％の女性雇用指針」によって採用された女性従業員は、現在グル

ープのマネージャーやチームリーダーとして活躍しており、将来、取締役や CEO となる

事が期待されている。 
 
 

3.女性管理職の役割と貢献 
KOLON Group は、2012 年に子会社 KOLON Water and Energy の CEO に Soo 

Young Lee 氏を任命した。Lee 氏は、KOLON Group における最初の女性 CEO である。 
 

3.1. KOLON Group 初の女性幹部そして CEO 
Lee 氏は、2003 年、KOLON Group にマネージャーとして 入社し、類まれな新規ビジ

ネスチャンスの獲得能力が評価され、2005 年には直接管理職へ昇進した。当時は、韓国の

多くの企業においても女性が管理職へ昇進することは珍しい時代であり、ましてグループ

内における女性管理職の誕生は初めてであった。管理職昇進以降、Lee 氏は、新しい挑戦

を求める行動志向型の女性の象徴となった。 
 

3.2.革新的な行動で組織の効率化を進める 
Lee 氏は、これまで同社の成長の原動力となるような M&A 及びＪＶ事業を複数成功さ

せた実績を有している。 
 
2005 年、Lee 氏 は類似のバイオテクノロジー事業の子会社を抱える事はグループにと

って非効率であると考え、二つの組織を統合し、シナジー効果を生み出そうと試みたが、

リスクを懸念した幹部約 20 人からの反対を受けた。それでも Lee 氏は会社として将来の

大きなリターンを期待するのであれば、リスクをとるべきという信念に従い、最終的に統
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合の決断を下した。合併後の組織は、 KOLON Life Science Inc. と名付けられ、2006 年

の合併当時の企業価値 300 万ドル (資本金) は、10 年で 1 億ドル (上場株式総額) にまで成

長した。 
 
3.3.積極性と意思決定の自信に基づいた M&A 取引の遂行 

2000 年代、KOLON Group は、他の主要な韓国企業と比して M&A に関して消極的な

姿勢を示していた。 2000 年代の韓国大手 30 社の企業価値増加の要因の 40.7％が M&A 
や株式取得であるのに対して、KOLON Group の増加割合はわずか 26.1％であった。この

ような状況下で、Lee 氏が水処理事業への新規参入のために M&A を指揮する試みは、当

時グループの革新的な動きと捉えられた。それ以降も Lee 氏は複数の M&A 及びＪＶ事業

で成功を収め、同社成長の一助となっている。 
 
KOLON Group が新規事業のために獲得した企業は、全て水処理関連企業であり、 ほ

とんどの M&A 取引 は Lee 氏が実行したものである。2007 年、Lee 氏は水処理事業に新

たなビジネスチャンスを発掘し、「環境管理施設建設」と呼ばれる公共施設の M&A 取引 
を提案した。同時期に、世界的大手水処理企業の Veolia (フランス) は、当該施設の獲得を

検討し、当該 M&A 取引に高い関心を示し、KOLON Group と環境管理施設建設の M&A
取引を妨害しようとした。加えて、グループ幹部等も 、水処理事業がグループのビジネス

ポートフォリオにそぐわず、グループの主たる成長要因にはならないとの考えから、当該

M&A 取引に反対した。グループ内外の反対にも関わらず、Lee 氏は当該 M&A 取引を実

行した。当該組織の約 10 年後の見積売却価格は、およそ 2 億ドルと見積もられた。 
 
2014 年、Lee 氏はノルウェーの石油処理企業の Aler Solution とのＪＶ事業の責任者と

なった。共同出資総額はわずか 200 万ドルであったが、最終利益は 250 万ドル、昨年の売

り上げは 4000 万ドルにもなった。 
 
M&A 取引に当時反対した男性幹部等は、自らの地位の保身と新規事業の責任者になる

ことを避けたかった為に反対していたと考えられる。一方で、Lee 氏は企業の発展のため

に多くの幹部が反対した M&A プロジェクトを献身的に推し進め、結果として KOLON 
Group 及び自身の両方にとっての素晴らしい成果をもたらしたと言える。 

 
3.4.新しいビジネストレンドに鋭い洞察をもつ指導者 

Lee 氏は、ビジネストレンドを読む能力に優れ、豊富な新規ビジネスのアイデアを有し

ていると評価されている。Lee 氏によれば、外部専門家から刺激を得るために可能な限り

外部専門家と接触する機会を設けているとのことである。これまでに築いてきた外部のネ

ットワークは、Lee 氏の成功にとって重要な情報源であり、資産である。 
 

4.ダイバーシティとインクルージョン活動そしてプログラム 
4.1.人事評価 

2010 年の定期人事評価以来、毎年少なくとも 1 人の女性管理職が誕生している。女性

の管理職への昇進事例は、グループ内の女性従業員にやる気を与え、自らも CEO になる

目標を叶えるという意識を生んでいる。現在、これら女性管理職は戦略面など多くの分野

で大きな成果を生んでいる。 
 
4.2.採用 

KOLON Group では、2002 年以降「新卒社員の 30％は女性を採用する」という方針を

打ち出している。2015 年には、女性のみの労働力を開発し、就業機会を提供することでス

キルを有している女性を採用するという「W インターン」という名前のインターンシップ
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プログラムを開始した。このプログラムは、韓国初の女性に注力したインターンシッププ

ログラムである。 
 

4.3.女性労働力養成制度 
性別配属方針に従って、グループでは 2007 年から「女性労働力養成制度」を採用して

いる。この制度の目標は、女性従業員に有益な助言や情報を提供し、より効率的に業務を

行ってもらうことであり、これまで約 600 人の女性従業員がこの制度を利用している。 
新規に入社した女性従業員がスムーズに業務を遂行し、能力を最大限発揮できるように

マネージャーや管理職には女性従業員の優秀さと重要性に関する研修の受講が義務付けら

れている。 
 

4.4. KOLON 幼稚園 
KOLON Group では女性従業員の離職率を下げる目的で、子供を育てる女性従業員の

ために、「KOLON  幼稚園」を運営している。 
 
 
インタビュー応対者  

 

Soo Young Lee 
 
CEO 
KOLON Eco-one 
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Petroliam Nasional Berhad(ペトロナス) 
APEC での主な事業エリア: マレーシア 

 
1． 企業概要 

Petroliam Nasional Berhad(ペトロナス)は、マレーシアの国営石油会社である。1974 年

に創設されたペトロナスは、今では世界最大の石油・ガスメジャーとして知られている。 
マレーシア国内にある石油とガスの資源管理をしつつ、ペトロナスは社会からの高まる

ニーズに対応するため、エネルギーを開発、生産し、供給している。ペトロナスの事業活動

は、エネルギー供給の上流から下流の多岐にわたっており、原油・天然ガスの探鉱・開発・

生産、LNG（液化天然ガス）、天然ガス、石油製品の販売・精錬・輸送、石油化学製品の製

造・販売等である。 
ペトロナスには、91 の共同経営事業会社があり、世界中に 280 以上のプラットフォーム

を所有し、78 の上流開発プロジェクト、そして 5 つの主要 LNG 施設を持っている。ペト

ロナスは、ペトロナス・ケミカル・グループ Berhad、ペトロナス Dagangan Berhad、ペ

トロナス・ガス Berhad など上場企業、三社を子会社に持つ。 
 
2． ダイバーシティとインクルージョンについての位置づけ 

ペトロナスは、変化の激しい事業環境において、優秀な人材を確保するためには、魅力

的な働き方の提案が不可欠であると考えている。ペトロナスの雇用価値を生む基本原理は

信頼、成長及び報酬であり、その共有価値としての誠実さや完全性、プロ意識及び一貫性を

補完している。 
ペトロナスは、会社の支柱となる独自の豊富な人材をつくり、発展させることも大切だ

と考える。産業や、ペトロナスの統合的事業の重要かつ戦略的側面としてのグローバル人材

実践と調和をとりながら、一貫して持続的に人的資本を増やし発展させる。 
ペトロナスの従業員の内、女性の比率は 28%である。今後さらに厳しい環境にさらされ

るエネルギー産業において、ペトロナスは、性別にとらわれない、能力の高い労働力を育て

ることを重視している。ダイバーシティを促進するために、ペトロナスは 2016 年に独自の

ダイバーシティ方針を打ち出した。 
ペトロナスの総労働力 

Categorles 2012 年 2015 年 
女性 27% 28% 
非マレー人 20% 20% 
35 才以下 52% 53% 

（資料：ペトロナス年間報告 2015） 

80



ペトロナスは、石油・ガス産業の変化に応じて必要な対策を取り続けるだろう。ペトロ

ナスは、国家の発展のため企業としての責務を全うするとともに、ビジネスチャンスを活か

すために、従業員の雇用戦略を定期的に見直している。 
 
3． 女性役員の役割と貢献 

ペトロナスでは、女性は全従業員の 30%近くを占め、うち 32%は技術職についている。

ペトロナスの上層部の 30%は女性であり、グループ全体の役員の 17%を女性が占める。こ

の数字は、1974 年のペトロナス設立以降、同社がいかに進歩的になったかを示している。 
ペトロナスでは、グループ組織構成に女性が 3 人、役員会に女性の取締役が 3 人、経営

幹部指導チームに女性一人がいる。例えば、DATO’ RAIHA AZNI ABD RAHMAN は、人

的資源の変革において主導的役割を担っている。彼女の専門分野は、人材獲得戦略と計画、

組織開発と変容管理、指導力と能力開発、人材管理、教育と学習などである。労働力として

の女性の役割を重視する者として、彼女はペトロナス・リーディング・ウィミン・ネットワ

ーク（PLWN）を創設した。 
マリアム・ハッサン役員事務局長によると、ペトロナスには、役員会の取締役を指名す

るためのスキル・マトリックスがあり、性別にかかわらず、マトリックスに基づいて、役員

会がマーケティングや技術、財政、法律など様々な分野のスキルを持つ人材から構成される

よう、ダイバーシティ（多様性）の確保に注意を払っている。 
マリアム・ハッサム氏はまた次のように述べた。「役員が多様性を重視すればリスクを減

らすことができる。独立心の強い役員、とくに女性の役員がいれば、会社にとってあらゆる

リスクを事前に防ぐことができる。なぜなら、女性の取締役は、多様性の実現を自身の責任

として考えるためである。」 
 
4. ダイバーシティとインクルージョンに関わる取組 
4.1. 指導部の女性 

ペトロナス・リーディング・ウィミン・ネットワーク（PLWN）は、2015 年 6 月 15 日

に立ち上げられた。PLWN は指導的立場の女性たちを鼓舞し、その情熱やプロ意識を維持、

増進させ、高い能力を引き出すことを目指している。また PLWN は、指導的立場の女性た

ちが、協調的な労働環境においてさまざまな機会に接することができるようにすることを

目指し、女性同士のつながりを促す手段を後押ししている。 
PLWN は、組織の事業戦略を運用可能にする触媒の役割を果たしている。その戦略をつ

ないでいる三つの柱とは、リーダーの育成、組織を実効的にすること、そしてペトロナスの

会社としての計画やグローバルな人材戦略を支えるピア・エンゲージメントである。 
 
4.2．リーダーシップ能力の開発 

ペトロナス、企業が大きくなり、拠点やオペレーション、人材構成が多様化するにしたが
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って、人材をまとめる適切なリーダーをもつことが、さらに重要になると認識している。以

下に、2015 年に実施された主要な指導者能力開発の取組を示す。 
 

✓ 改訂された、昇進・異動のガイドラインを適用して、技術専門職員に対するキャリ

アマネジメントを強化する。 

✓ 組織の戦略目標や、長期的な産業動向と合致するような、キャリアマネジメントを

強化する。 

✓ 事業横断的な従業員の昇進・異動を行うため、また、組織効率性の向上・維持のた

めのリーダーシップ育成のために、EXCO 人材開発委員会を設置する。 

 
ペトロナスは、能力主義を引き続き促進する一方、人材への投資は十分に行う。性別に

かかわらず、優秀な人材を早期に選別して訓練し、次世代の指導者のためのパイプラインを

整備する。 

 

4.3. 従業員の業績評価 

既存の業績評価基準の見直しが行われ、従業員業績評価（EPM）システムに更新された。

EPM の目的は、ペトロナス内にハイ・パフォーマンス・カルチャー（社風）の構築・維持す

ることであり、従業員を含めた企業が継続的に卓越した事業業績をもたらすことができる

ようにするためである。高収益を上げる企業にいち早くなるために、EPM システムを使用

し、コーチングやレビュー、フィードバックは半年ごとに行われる。 

マリアム・ハッサン氏によれば、「ペトロナスは女性に対する偏見をもっていない。好業

績を上げることができる限り、性別によらず、ふさわしい業務・ポジションが提供されるこ

とになる。たとえそれが企業のトップマネジメントの地位であったとしてもである。」 

 

4.4. 人事異動 
人材開発委員会は、従業員の勤務状況を継続的に観察し、その進歩状況を記録している。

ペトロナスは、もし従業員が 3 年間同じ業務を実施している場合は、その従業員はペトロ

ナス・グループ内の別の業務に異動することができる。すべての従業員が社内ネットワーク

でグループ内の業務公募状況を知ることができ、人事部に応募用紙を送り、応募先部署の担

当者と面接を受けることができる。そして人事部は、基本的に当該従業員の上長と、希望部

門の異動できるよう調整する。このプロセスを通じて、誰もが異動可能であり、異動プロセ

スに、男女の性差は存在しない。 
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Interviewee  

 

Mariam Hassan 

Head, Corporate Secretariat 

Legal Downstream 

Group Legal 
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メディアプリマ社 
APEC での主な事業エリア: マレーシア  
 

 
1. 企業概要 

メディアプリマ社はマレーシア国内の総合メディア企業であり、テレビ、出版、ラジオ、屋外広

告、コンテンツ制作、デジタルメディアを一手に担っている。同社はマレーシア証券取引所のメイン

ボードに上場しており、マレーシア国内上場企業トップ 100 社に選出されている。この会社はマレー

シア国内の主要テレビ局である TV3、8TV、ntv7、そして TV9 を運営している。また、メディアプ

リマ・グループは、The New Straits Times や Berita Harian、Harian Metro といったマレーシア主

要新聞三紙の他、人気のあるデジタル出版物の出版社であるニュー・ストレーツ・タイムズ・プレス

社の 98%以上の株式を取得している。また、同グループは、Media Prima Radio Networks の下に 
Hot FM や Kool FM、One FM、Fly FM といった 4 つのポピュラーなラジオ局を運営している。な

お、Media Prima Radio Networks の OOH (Out-of-home)広告子会社である Big Tree Outdoor は、マ

レーシア中に 8 千を超える広告資産を持つドミナントプレーヤーである。 
他の子会社では、受賞歴もあるコンテンツ制作会社の Prime Studios やデジタルコンサルタントサ

ービス会社の Media Prima Digital、メディアコマース会社である MP CJO Shopping がある。 
 
2. ダイバーシティとインクルージョンの現状 

170 年続くマレーシア最古の新聞、ニュー・ストレーツ・タイムズ紙の発行を通じて、メディアプリ

マ社はメディア企業としての社会貢献を果たしている。この会社は、自社の成長がマレーシア経済の発

展とは切り離せないものであると考えている。また、メディアプリマ社では、様々な経歴を持つ者が集

まり、組織に豊かな多様性がもたらされることによって、企業風土から排他性が消え、社員の一体感が

高まり、多民族国家マレーシアの古くからの念願であった平等な社会の実現に貢献できると考えている。 
インタビューを受けていただいたメディアプリマ社の独立社外取締役を務める Lydia Anne Abraham
は、「ダイバーシティは非常に強力なイニシアチブとなっている。実際、有能な女性社員の 60 パーセン

トが中間管理職の地位に就いている。当社はジェンダー・ダイバーシティだけでなく、人種や民族、そ

して年齢に関わる多様性と向き合っている。」と話した。 
Lydia Anne はこのようにも説明した。「取締役会とこの組織は、多様なニーズに見合うニュースを提

供していくために、サプライヤーやベンダー、そして顧客の多様性を業務に反映させていかなければな

らない。私たちは人々が何を欲しているかを正確に理解しなければならない。今はニュースだけでなく、

広告や映画製作に関わっている女性がたくさんいる。労働市場に参入する女性は日々増加しており、ビ

ジネスウーマンとして活躍される女性が増えている。また、女性は当社の製品やサービスの主な利用者

になりつつある。そのような状況の中で、私たちは自社の目標や方針を理解できる人材を集めていく必

要がある。また、2015 年に The Media of the Year Award Commonwealth Businesswomen’s Network
を受賞したことは、メディアプリマ・グループがダイバーシティ＆インクルージョンの取組みの一つの

成果と言える。」 
 
 
 

84



3. 女性役員の役割と貢献 
「メディアプリマ社の取締役会は、民族やスキル、年齢といった非常に重要かつ高いパフォーマンス

がある企業文化としてのダイバーシティから成り立っている。ジェンダー・ダイバーシティが取締役会

に価値を与えているのは確かである。メディアプリマ社は取締役会の 30%が女性で構成されている企業

である。」Lydia Anne はそう話す。同氏が社外取締役としてメディアプリマ社の取締役会に加わったの

は 2013 年のことだった。メディアプリマ社には彼女の他に２名の社外取締役がいる。同社の取締役会

において女性が占める割合は 33% (全体 9 人中女性 3 人) となっている。この数字はメディアプリマ社

の会長と組織全体でダイバーシティを推進した結果によるものである。現在、メディアプリマ社では子

会社の取締役会におけるダイバーシティの実現に向けて積極的に取り組んでいる。 
経営陣レベルの人事においては、Shareen Ooi 氏が最高マーケティング責任者を務めており、メディ

アプリマ社のグループマーケティング業務を牽引している。彼女はメディアプリマ社が提供するサービ

ス・ポートフォリオのマーケティングを統括しており、テレビ、ラジオ、出版、デジタル、屋外広告な

ど、様々なプラットフォームに多様なクライアントを抱えるこの会社の成長に貢献している。また、

Airin Zainul と Sherina Mohamad Nordin は、マレーシアで最も人気のある４つのテレビ局を率いて

いる。ラジオでは、Anida Tahrin がメディアプラマラジオネットワーク傘下の４つのラジオ局を運営し

ている。他の女性エグゼクティブは HR や法務、販売、研究、IR 及び IT といった部門で重要な役割を

担っており、このような高い職位においても女性の存在感を高めることに強い意識を持っている。 
Lydia Anne は、意思決定のプロセスでダイバーシティが有効になることについても説明した。「ダイ

バーシティとは何かというと、様々な考えや意見を発言し、そのような違いについて議論していくこと

ができるということである。そのような議論の過程で、意見の相違が生じることもあるかも知れない。

しかし、そのような対立が全て悪いというわけではない。意見や見解に相違がみられるのはむしろ良い

ことである。これがダイバーシティの豊饒さだと思う。そしてこの豊饒さこそが、ダイバーシティ推進

の原動力となってきたのだと思う。」 
Lydia Anne によれば、女性と男性は非常に異なる考えを持っており、リスクを精査するような場合

にその違いが顕著になるという。ガバナンスの観点から言えば、そのような違いが取締役会で建設的な

議論を生じさせ、より有効な意思決定を行うことにつながるだろう。 
 
 
4. ダイバーシティとインクルージョンに関わる取組 

メディアプリマ社は、ダイバーシティを推進していくことで、様々なメディアプラットフォームに携

わる社員が充実した労働環境の中でより生産的に業務を行うことができると考えている。元来多民族国

家であるマレーシアでは、多様性を受け入れていくために人々の拠り所となるような原則が必要とされ

ていた。2015 年時点でのメディアプリマ社の総従業員数は、男性 2,645 人に対し、女性が 1,591 人と

なっている。 
 
4.1. 市場開発 
メディアプリマ社では、メディアプラットフォームを通して影響を持つという自社の役割や能力を十

分に意識しており、グループの事業において責任を持って行動することを約束している。グループは、

視聴者対し質の高いコンテンツを届けることと同時に女性が敬意を持って描写されることとの適切な

バランスを取ろうと努力している。この企業努力は、コンテンツ開発と同様にテレビやラジオ番組、ニ
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ュース、編集業務に関係した重要なポジションにいる女性リーダーの存在に大きく影響されている。取

締役会は、広告や映画、ドラマといった事業に取り組む同社グループに対する監視を継続的により強め

ていく責任を有している。 
 

4.2. リーダーシップ 
4.2.1. サクセッション・プランニング 

メディアプリマ社には、グループ内の多様なプラットフォームに適材適所の人事を行い有能な人材を

活用していくための強固な人材管理フレームワークがある。これらのマルチメディア・プラットフォー

ムでは、各組織階層に最適化された育成プログラムを促進している。2015 年に、この会社はそれまでに

組織内で実施していたリーダーシップ育成プログラム（下記左図）の見直しを図り、あらゆる階層の人

材を育成プログラムの対象にした。この育成プログラムは社員の知識や自信、そしてスキルを育むもの

であり、多様な経験や対人関係、そして組織的な学習を通じて、職業的及び個人的成長を促進している。

プログラムの参加者は非常勤執行役員や幹部補佐から学ぶだけでなく、最高幹部や取締役とも交流する

機会がある。 
 

このリーダーシップ育成プログラムは、以下の左図にある通り 3 つの領域に分割されている。 
 
育成プログラム 1: フォーマル・デベロップメント・プログラムは、ノン・エグゼクティブ研修プログ

ラム (NEDP)、大卒研修生プログラム、エグゼクティブ研修プログラム (EDP)、マネジャー研修プログ

ラム (MDP)、シニアマネジメント研修プログラム (SMDP) から構成される。 
 
育成プログラム 2: 体験学習は、グループ全体のプロジェクトへの参加と、各業界及び海外における実

地体験プログラムによって構成されている。 
 
育成プログラム 3: 対人関係に基づく育成プログラムは、エグゼクティブ・コーチング、グループコー

チング、マネジェリアル・コーチング・ワークショップ、ランチ勉強会、上層部経営者との会話セッシ

ョン、産業に対する上層部経営者の貢献から構成される。 
 

  
(出典: Media Prima Sustainability Report 2015) 
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4.2.2. 業績評価 
メディアプリマ社では各年度末に社員の業績を評価している。業績評価を定期的に実施することで、

社員の育成及び指導が促進され、日々の業務の質が向上するのだ。上記右図で示された業績評価プロセ

スは「2015 年サステナビリティ報告書」内で要約されている。 
 
4.3. 人的資源 
4.3.1. HR 戦略 

メディアプリマ社では、社員が全力で業務に取り組めるような労働環境の形成に取り組んでいる。ダ

イバーシティとインクルージョンは、この会社の人材管理戦略の基盤となっている。この会社では、社

内で優れた業績を残した優秀な人材に昇進機会を与えるという慣習がある。メディアプリマ社は、同社

は、GTI Media から、Human Resource Excellence Awards 2015 と Asia Recruitment Awards 2015
を受賞、また、2014 年のマレーシアの大学院生を雇用している先進的な企業（放送・メディア部門）と

して表彰されていることからも HR の活動が業界で認知されていることが分かる。 
 
4.3.2. 競争力のある報酬及び手当 

メディアプリマ社では、年齢や性別、そしてその他の属性に関わらず、公平な報酬制度を採用してい

る。報酬制度が公平であることで、社員の健全な労働意欲が促進されている。この会社では、社員の業

績に見合った報酬を支払うために、各従業員の報酬に関する見直しを 3 年に 1 度行っており、優れた業

績を残した社員にはそのような業績に応じた昇給が見込まれている。公平な報酬制度を設けることで、

社員の動機付けが誘発され、人材育成の促進や市場での競争力の増加に貢献している。 
 
4.3.3. 女性のエンパワーメント 

メディアプリマ社では、女性社員がキャリアと私生活を両立させ、充実した毎日を送ることができる

ための労働条件の提供に努めており、そのような女性社員の年齢やキャリアレベルに基づき、彼女たち

が労働市場でより活躍できるようなキャリアプランを提供している。幹部候補となった女性社員に対し

ては、管理職に必要とされる理念や能力を教育するためのキャリアサポート・プログラムを提供してい

る。このプログラムはこれまでに数多くの女性マネジャーの職業的成長に貢献しており、期待された通

りの結果を生んでいることが予想されている。 
 
4.3.4. サバティカル休暇 

メディアプリマ社は、サバティカル休暇を提供しており、組織にとって最も価値のある社員の保持に

努めている。この休暇を取得した社員は、会社を退職することなく長期的な休暇を取ることできる。サ

バティカル休暇は社員に健康的な生活を送る機会を提供する休暇制度であり、社員が仕事とプライベー

トの間に適切なバランスを取れるようにしていることから、社員に対するこの会社の献身的な姿勢を実

証する制度となっている。 
 
4.4. 社員の研修及び育成 

メディアプリマ社は、社員の個人的成長と同様に、業務で必要とされるスキルや技能の向上にも取り

組んでいる。社員に対して世界レベルの研修制度や育成プログラムに参加できる豊富な機会を提供して
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おり、職能上の枠を超えた活動への参加を奨励することで社員が有意義な経験や体験を得られようにし

ている。業績管理は会社にとって非常に重要である。社員全員のキャリアを共に計画していくことで、

社員である彼らの目標と組織内の大きな目標を同じ方向に向かわせいる。社員の目標と組織の大きな目

標が一致することで、毎日の業務における説明責任と当事者意識が促進されるようになるのである。 
 

4.5. ガバナンス 
メディアプリマ社は、組織全体に良いコーポレートガバナンスと倫理慣行があるようにグループとし

て毅然とした取組みを続けている会社である。2015 年、グループは、the Ethical Boardroom UK より

メディア企業部門の the Best Corporate Governance を受賞した。また、the Asiamoney Corporate 
Governance polls を通して各アナリストより最高のガバナンス企業としてランクインし続けている。 
この会社の取締役会では、取締役会や取締役会委員会、そして各役員の取り組みが有効に機能してい

るかを評価するために、人事及び報酬委員会を通して有効なアセスメントを実施している。取締役会で

は、各役員のスキルや経験、取締役会におけるジェンダー・ダイバーシティの状況だけではなく、社外

取締役によってもたらされることが望ましいとされるコア・コンピテンシーなどのその他の要素も精査

される。また、取締役会では取締役会の運営に最も効果的となるような役員数の検証も行われている。 
取締役会の有効性評価 (BEE) のための業績評価指標には、取締役会の責任能力、構成員、運営体制

及び運営プロセス、管理体制、経営陣及びステークホルダーとの交流及びコミュニケーションなどが含

まれており、このグループの会長及び常務取締役会の評価も含まれている。個々の役員の業績評価指標

には、当該役員の人格面での評価だけではなく、経営に対する積極性や品位、客観性、専門性、評判、

独立性など、品質面での評価も含まれる。 
Lydia Anne は「人事及び報酬委員会では、取締役会を客観的に評価している。取締役会の役員の間で

も継続的な議論が交わされている。評価がうまく機能しているということである。また、私たちのグル

ープのトップもダイバーシティに対して積極的である。会長はとてもオープンな人柄で、とりわけダイ

バーシティに関しては積極的に取り組んでいく姿勢がある。CEO や彼のチームも非常にオープンであ

る。」と語った。 
 
 
インタビュー対応者  

 

Lydia Anne Abraham 
独立社外取締役 
リスク管理委員会 委員 
メディアプリマ監査委員会 委員 
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デジ・ドット・コム (Digi.com Berhad) 
アジア太平洋経済協力 (APEC) における主要な商業区域：マレーシア 
 

 
1. 会社概要 

デジ・ドット・コム (Digi.com)はグローバル通信プロバイダであるテレノール (Telenor) グループに

属しており、 マレーシアにおける初のデジタルセルラーネットワークとして、2015 年の時点で、携帯

電話、インターネット、デジタルサービスを 1,210 万人に提供している。 さらに、マレーシアで最も

急成長している通信ネットワークであり、最も収益性の高い企業の一つでもある。「すべての人のた

めのインターネット」というミッションを通じて、モバイルインターネット環境を構築しており、社

会経済や企業活動の発展を通じてマレーシア全体の成長に貢献している。  
 マレーシア国民すべてがインターネットを活用することによって、仕事のやり方、学び方、遊び方、

生活様式を変えていくことを目指しており、 この目的を達成するために、デバイス、デジタルサービ

ス、アプリケーションの適切な組み合わせを手頃な価格で提供し、最高のモバイルインターネット体

験ができることを約束している。  
 
2. ダイバーシティとインクルージョンの位置づけ 

Digi.com は、ダイバーシティが企業にもたらす価値を認識しており、協調的な職場文化を育む多様

なスキル、経験、背景を歓迎している。 
 

「インクルージョンとダイバーシティが当社の本質であり、多様な人材、視点、背景、アイデアの組

み合わせが当社を強くしている」最高経営責任者（CEO）、アルバーン・モーティ (Albern Murty) 
 
純粋なダイバーシティとは対照的に、インクルージョンの考え方を職場で促進していこうとしてお

り、 多様性のある人材が働くダイバーシティの中で、同社に属している貴重なメンバーであるという

意識をインクルージョンの考え方でもたらしたいと考えている。ここでいうインクルージョンとは、

性別、年齢、民族性、嗜好等を含むすべての違いにわたっている。  

 
上記のデジ 2020 の目標においては、「顧客の愛着度」、「デジタル製品へのエンゲージメント」、

「最も効率の良いオペレーター」「成功するチーム」の 4 つのカテゴリーに重点を置いており、「成

功するチーム」を作るためには、ダイバーシティは重要な要素の 1 つである。 
デジテレコミュニケーションズの人事担当であるアニメシュ・ムカジー氏は、組織の内部は、その

国の状況を反映し、同じような状態を作る必要があると考えている。 マレーシアは多民族国家である

という事実は、職場がインクルージョンを有することに役立っており、差別をなくすポリシーによっ
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て、個人的にも組織の一員としても成長できる公正かつ柔軟な職場環境づくりを目指している。 
 
 
3. 女性役員の役割と貢献 

取締役会には女性取締役が 3 名おり、取締役会の 43％を占めている。この割合は、マレーシア政府

が目標としている女性役員登用率 (30％) をすでに上回っており、アニメシュ・ムカジー氏は、よりバ

ランスのとれた取締役会が、より良い意思決定を導き、組織内におけるより良い成果をもたらしてい

ると説明している。  
女性取締役は、ダイバーシティとインクルージョンに積極的に関わっている。 例えば、ヤスミン氏

は、2015 年に始まった女性のインスピレーションネットワーク（WIN）のスポンサーをしており、こ

のプログラムの基盤固めに貢献している。 彼女は、このプログラムの立ち上げに参加し、女性リーダ

ーとしての彼女自身の経験を語っている。 アニメシュ・ムカジー氏は「女性取締役は、このプログラ

ムの主旨に実質的に関わることができ、我々の組織内の女性リーダーにとっても良いロールモデルに

なることができる」と述べた。 
さらに、ダイバーシティとインクルージョンの枠組みを安定化させるために、ベスト・オン・ピー

プル・カウンシル (BOPC) が定期的に経営陣とデジ市民 (Digizen) と呼ばれる従業員との間の相談役を

務め、魅力的で協力的な職場環境をつくることに貢献している。現場でのポリシー説明会で受け取っ

たフィードバックをもとにして、カウンシルのメンバーが経営陣に課題を指摘し、例えば、従業員給

付、開発、報酬、職場の設備、従業員の福利厚生に関連する事項が対処された。 
 
 
4. ダイバーシティとインクルージョンに関わる取組 
女性を含むすべての従業員が「デジ市民 (Digizen) 」と呼ばれ、「デジ市民 (Digizen) 」をサポート

する様々なポリシーや施設がある。  
 
4.1. 市場開発 
4.1.1. ベータラボ (Beta labs) 

ベータラボ (Beta labs) はオープンなイノベーションのプラットフォームであり、「デジ市民 
(Digizen) 」と呼ばれる従業員は、「アイデアがある」と言ってベータカウンシルに話に行くことがで

きる。ベータがアイデアを気に入れば、最大約 1万マレーシア・リンギットの予算が与えられ、アイデ

アを市場で試しそれが有効であれば、さらにスケールアップしてくれる。  
 
4.1.2. ワニタエラデジタル (Wanita Era Digital) 

ワニタエラデジタル (Wanita Era Digital) は、「すべて人のためのインターネット」という考え方

によって始まったプログラムであり、農村部や郊外に住む女性をターゲットにして、経済的なインク

ルージョンを作り出すことを目的としている。より多くの女性がデジタルでつながることにより、そ

の家族、そして地域、さらには社会全体に、より多くの経済的利益をもたらすことを想定し、具体的

には、デジの女性リーダーとボランティアのグループが、マレーシアの様々な地域を訪問し、地域の

女性たちに基本的なインターネットの利用方法を教える講座を開いている。 その他にも、女性起業家

のための簡単なデジタルトレーニングを提供しており、彼女たちがソーシャルメディアに接続し、情

報にアクセスしながら、実際に事業を開始するための支援を行っている。  

 
 
4.2. リーダーのための原則としてのテレノールウェイ (Telenor Way) 

焦点を変えたテレノールウェイ (Telenor Way) を開始して、強い団結力を持つ企業文化に支えられ

た、継続的な成長を促進しており、この新しいテレノールウェイ (Telenor Way) により、全従業員の

業務遂行に関する目標と基準を明らかにし、経営陣のための「リーダーシップの態度」や「４つのE」

といった一連の指針を導入した。4 つの E は、探求 (Explore)、関与 (Engage)、活力 (Empower)、実
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行 (Execute) といった企業を前進させるために必要なリーダーの考え方を定義しており、リーダーを対

象に一連のワークショップを行い、この新しい行動についての理解と実践を促している。 
 
4.3. 人材プーリング 
4.3.1. デジの人事戦略 

人事戦略には、3 つの柱があり、第一の柱に掲げられている「才能」では、インクルージョンを有す

る労働力という考えに焦点が当てられている。自然な意思決定がインクルージョンを持つ環境を醸成

ことができると考え、男女比 55:45 というバランスのとれた、12 の民族にわたる 2,000 人の従業員の

ダイバーシティと、「自由が次世代を啓発する」という強い企業精神により、熱心で責任意識の高い

従業員を育成し続けている。 
また、デジは優秀な人材を優先する企業文化をはぐくむ努力として、やりがいのある協力的な職場

環境を作り、すべてのレベルで画期的な成長の機会を与え、パフォーマンスベースの十分な報酬を提

供している。 
 
4.3.2. 魅力的で協力的な職場環境 

意欲的な従業員が、継続的かつ持続的な成長の鍵であると考え、そういった従業員が、オープンな

職場文化を通じて、同社に価値をもたらす職場環境を育み、同社の業績を維持し、関係者すべてを尊

重し、今後の発展を可能にしていくと信じている。 
アニメシュ・ムカジー氏は、「我々は、機会均等な能力主義の組織であることに誇りを持っており、

これが、創業理念である。統計によれば、我々の従業員採用は非常にバランスがとれており、男女ほ

ぼ同数の採用を行っている他、昇進においても、男女ほぼ同数を昇進させている」と説明している。 
 
4.3.3. 従業員との対話の強化 

従業員との対話と満足度向上に戦略的投資を続けており、複数のプラットフォームを通じて、従業

員の意見を聞き、対話を奨励し、積極的にフィードバックを求めている。 
 
4.3.4. 魅力的なキャリア開発の機会 

すべての従業員が絶えず自己の限界を超えて、現状に挑戦するための継続的に学習することを提唱

しており、従業員が常に社内およびテレノール (Telenor) グループでの機会に関する情報を手に入れら

れるプラットフォームを設けて、それぞれのキャリア開発をサポートしている。 
 
4.3.5. テレノールディベロップメント＆パフォーマンス (Telenor Development & Performance) 
テレノールディベロップメント＆パフォーマンス（TDP）のプロセスにより、すべての従業員が直

属の上司とキャリアについて話し合うことができ、従業員の希望とキャリア開発の要件を認識するこ

とができる。  
 
4.4. 研修と教育 
4.4.1. 最高経験責任者 (CXO) 実習 

最高経験責任者 (CXO) 実習は、マレーシアで最も優秀な若い 8 名を見つけ出す管理職研修プログラ

ムで、選ばれた 8 名は、それぞれの最高経験責任者 (CXO) と 12 ヶ月間ペアになり、組織のさまざまな

部署に配属され、様々な方法で多様な活動を実施する。 
 
4.4.2. デジタル学習 

Iynda.com、Udacity、コーセラ (Coursera)と呼ばれる 3 つのプラットフォームをデジタル学習に活

用している。 Iynda. com は、YouTube スタイルのビデオによるプレイリストを使った学習のための、

世界最高のプラットフォームの一つであり、Udacity は、Google、Facebook、AT＆T と共同構築され

ている極小学位 (Nanodegree)のプログラムであり、コーセラ (Coursera) は専門分野に関するするもの

で、3 つのデジタルプラットフォーム全てが、全従業員に開放されている。 
 
4.5. ネットワーク 
4.5.1. 女性啓発ネットワーク（WIN） 

女性啓発ネットワーク (WIN) は、女性リーダーが成長し、影響を与えることを可能にするプラット

フォームで、リーダーとしての可能性を最大限に開発し、さらに活用することを目的としており、女
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性リーダーが、経営陣の女性と関わりながら啓発され、リーダーとしてキャリア開発していくことを

支援している。  
 
4.5.2. 国際女性デー (International Women’s Day) 

社員が、女性の成功と企業のダイバーシティを共に祝う日である。 
 
4.6. ガバナンス 

デジの持続可能性に関するガバナンスとパフォーマンスは、継続的にモニタリングされ、Digi.com
の上級経営陣と取締役会、さらにテレノール社グループ (Telenor Group) でも議論されている。一連

の主要業績評価指標 (KPI) が常に監視され、四半期ごとに取締役会に報告されている他、異なる数値

指標による監視体制もあり、監視対象となる数値指標には、様々なレベルの女性リーダーの数、若手

の能力、年齢分布などが含まれる。 また、デジタル学習、プラットフォーム上の使用状況や普及率に

関する指標も監視している。 
 
 
インタビュー対象  

 

アニメシュ・ムカジー 
専門人事センター代表 
デジテレコミュニケーション (Digi 
Telecommunications Sdn Bhd) 
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シェル・マレーシア・リミテッド 
（Shell Malaysia Limited） 
APEC での主な事業エリア: マレーシア 

 
1. 企業概要 
電力、エネルギー、そしてガス事業を担う世界最大手のエネルギー企業である。日々深刻

化するエネルギー問題に対処すべく、同グループは新たなエネルギー源を開発すると同時

に、よりスマートでクリーンなエネルギー製品を提供している。また、環境に配慮した地球

に優しいインフラ開発を進めつつ、クリーンな天然ガスの販売と先進的な燃料及び潤滑油

の開発を推進している。シェル・グループは 70 以上の国と地域に 9 万 4 千人の社員を抱え

ている。 
シェルの礎を築いたマーカス・サミュエル・カンパニーが、1891 年にマレーシアで石油

事業を創業して以来、シェルはマレーシアの石油とガス産業の黎明期を支えてきた。シェル

はマレーシア国内の石油事業に密接に関わっており、上流及び下流セクターにおいて強力

なプレゼンスを保持している。またシェルは、マレーシアのサラワク州で同国初となる油田

を発見した企業でもある。日々増加するエネルギー需要に対応するため、シェル・グループ

は環境に配慮した事業を展開している。 
シェル・マレーシアには 6000 人の社員がおり、サラワク州とサバ州の海洋から石油及び

ガスを抽出し、それらを液状炭化水素へと加工した上で、全世界に向けて販売している。加

えて、燃料、潤滑油、瀝青など、様々な形態の石油製品の製造及び販売を行っている。 
 
 
2. ダイバーシティとインクルージョンの位置づけ 
シェル・マレーシアは、ダイバーシティ及びインクルージョンに関する施策をマレーシア

国内で初めて打ち出した企業の一つである。シェル・マレーシアでは、シェル・グループの

ポリシーを採用しており、それらのポリシーをマレーシアの伝統や文化と照らし合わせな

がら実施している。また、社員間のコミュニケーションや教育プログラム、あるいは社員の

新規採用や能力開発、そしてメンタリングを通じて、ダイバーシティ及びインクルージョン

を促進し、協力的で排他性のない労働環境の構築を目指している。 
また、シェル・マレーシアはダイバーシティやインクルージョンが促進される環境整備に

努めている。この会社の目標は、社員がお互いを尊重し合うことができ、積極的な意思疎通

を行いながら、能動的な組織参加が可能になる環境を作りだすことであり、また、様々な考

えやアイディア、そして経歴を持った社員が組織に集まり、お互いをサポートし合うことで、

組織全体が一丸となって事業価値の創出に取り組むことができる環境を作り出すことであ

る。インクルージョンが組み込まれた企業風土とは、社員が互いの違いを尊重し、創造性と

イノベーションの促進が奨励されるような労働環境を意味する。 
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この目標を達成するため、i) 経営陣レベルにおける女性のプレゼンスの増大、ii)民族性や

国籍、性別などの多様性を経営陣レベルで確保、iii)ダイバーシティ及びインクルージョン

の指標の設定からなる 3 つの施策の進捗をモニタリングしている。ダイバーシティ及びイ

ンクルージョンの指標は 5 つの質問から構成されており、これらの質問は社員の労働環境

に関する年次調査 (People Survey) 内に含まれている。これら５つの質問では、尊重し合

える労働環境であるかどうか、あるいは消極的な結果を恐れず自由に意見を述べることが

できる環境であるか、属性の違いが尊重されているか、差別やハラスメントがないか、そし

てフェアなリーダーシップがとられているか等の質問によって、労働環境におけるインク

ルージョンの進捗をモニタリングしている。 
Lily Rozita Mohd Khairi 氏と Farm Mooi-Fung 氏によれば、シェル・マレーシアは、ジ

ェンダー・ダイバーシティの目標値として、取締役会における女性役員比率を 30％にする

という政府の提言を支援している。ジェンダー・ダイバーシティの達成がビジネス戦略に欠

かせない要素であるのには様々な理由があり、組織とチームのパフォーマンスを上げるこ

と、有能な女性人材を獲得して組織内に保持すること、そして優秀な人材にとって第一の選

択肢か、それとの同等であるというブランド評価を確立するためである。 
 
 
3. 女性役員の役割と貢献 
シェル・マレーシアの会長である Datuk Iain Lo 氏は、ウーマンサミットに出席した際、

女性の役割に関して「シェル・マレーシアはマレーシア国内最大の企業の一つにまで成長し

た。この成功の要因は、継続的な企業努力と、常に革新さを求め、古い手法に挑戦していく

姿勢を保ってきたことにあると同時に、社員が最大限に活躍できるような機会を提供して

きたことにある。マレーシアの経済が次の段階へと発展を遂げようとしている中、リーダー

シップとイノベーションを促進し、有能な女性人材が公平なキャリアを築いていける労働

環境を整備していくことが、国内の企業にとって非常に重要な課題となっている」と述べ

た 1。 
シェル・マレーシアは、女性を組織のトップレベルで活用していくことで、組織に新たな

視点がもたらされると考えている。また、経営を担う女性は、組織のあらゆる面でダイバー

シティを促進する重要な役割を果たしているという。Lily Rozita Mohd Khairi 氏は「上位

のリーダーとなる女性は、金銭的価値や損益だけではなく、組織に異なる視点をもたらす。

私たち女性は、異なる視点や文脈を持ち、トップの意思決定を確実でかつ包括的なものとす

ることができる」と述べた。また、Farm Mooi- Fung 氏は、とりわけエネルギー産業や銀

行業のような男性が支配的な業界においては、取締役会への女性の参加が組織体制の向上

につながり、有益な視点をもたらす重要な役割を果たしていると述べた。 

1http://www.shell.com.my/media/2013-press-releases/shell-pwc-pfizer-collaborate-to-
foster-thought-leadershi-on-women-self-empowerment.html  
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4. ダイバーシティとインクルージョンに関わる取組 
4.1. 社員の教育 

シェル・マレーシアでは、シェル・グループが採用する教育プランを実施しているが、こ

れはダイバーシティに対する理解を社員が深め、職場で発生する様々な問題を円滑に解決

できるようにするためである。 
ダイバーシティやインクルージョンをテーマにしたワークショップやランチミーティン

グ、あるいは学習会を開催することで、ダイバーシティやインクルージョンに対する社員の

関心が高まるようにしている。 
社員が所属する各グループまたは組織が一体となってインクルージョンの理解を深めて

いくことができる機会を数多く提供している。全社員はダイバーシティ及びインクルージ

ョンのラーニング・ツールキットを利用できたり、チームにインクルージョンを組み込むた

めに、ラーニングカルチャーの一部としてシェル・オープン大学に通えるようになっている。 
 
4.2. 女性に特化したプログラム 
女性を対象にしたプログラムである Senior Women Connect (SWC)や、Women’s Career 

Development Programme (WCDP)、そして Shell Women’s Action Network (SWAN) を実

施している。SWC と WCDP は、シェル・グループがグローバルに実施しているプログラ

ムであるが、SWAN はシェル・マレーシアが独自に推進しているプログラムである。 
SWC は、女性のリーダーがジェンダーに端を発する課題に対処できるように、管理職の

地位にある女性たちが協力し合い、お互いをサポートできるような仕組みづくりを目的と

している。WCDP は全ての女性社員を対象としており、女性社員が仕事や生活で目標を見

出だす手助けとなるように企図されたものであり、女性社員が最大限に活躍してキャリア

を築いていけるようにサポートしている。SWAN は、上記のポリシーを土台として構築さ

れたプログラムであり、多様性に富み、互いの違いを尊重できる労働環境を促進している。 
 
4.2.1. Shell Women’s Action Network (SWA) 

当時の HR ディレクターとシェル・マレーシアの会長のリーダーシップの下、SWAN は
2000 年に設立された。熱意ある女性社員が集まったことで、SWAN はシェル・マレーシア

の最もアクティブなネットワークの１つとなっている。SWAN が目指す目標は、シェル・

マレーシアを女性にとって働きやすい企業にすることである。有能な女性社員専用のネッ

トワークとして機能したことで、SWAN の目標は達成され、女性社員が最大限に活躍でき

る労働環境の実現に貢献している。 
Lily Rozita Mohd Khairi 氏によれば、SWAN は有能な女性人材を集め、彼女たちを組織

内で維持し、育てていくことを念頭に置いて始動した。特に女性たちが働き続け、プロフェ

ッショナルとしても個人としても成長したいと思えるような環境づくりを、男性リーダー
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と協力して取り組んだ。また SWAN は、包括的かつ多様性に富んだ環境に貢献するプログ

ラムを開始するための既存の政策や開発機会を利用して構築した。初期の段階において重

要だったのは、男性の同僚やリーダーにジェンダーが課題であることを認識・共感してもら

うことや、フレキシブルワーキングのための環境作りにサポートを得ることであった。 
 
4.3. フレキシブルな労働環境 
リーダーたちは、社員のためのフレキシブルな労働環境の整備に努めている。フレキシブ

ルな労働環境を整備することで、仕事とプライベートの間に建設的でメリハリのある線引

きを行うことができ、社員が余裕を持って業務を遂行できるようにする。具体例として、シ

ェル・マレーシアの施設には滅菌器や洗面台、あるいは冷蔵庫を完備した女性専用の空間が

ある。また、託児所や息抜き用のジム施設も完備している。このように、フレキシブルな環

境や労働条件を推進することで、ダイバーシティとインクルージョンの達成を目指すシェ

ル・マレーシアの労働環境は日々向上している。 
 
インタビュー対応者  

 

Lily Rozaita Mohd Khairi 氏 (右) 

法務部長 マレーシア 

下流部門マネジングカウンセル 

 

Farm Mooi-Fung 氏 (左) 
HR ディレクター – マレーシア 
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Kay International S.A. de C.V. 
APEC での主な事業エリア: メキシコ 

 
1. 企業概要 

Kay International S.A. de C.V.は、玩具業界において 50 年を超える経験を持つ日系

人家族によって設立されたメキシコの企業である。業界最高レベルの品質基準を満たす

製品のデザイン、製造、販売に注力している。創業当時は、わずか 3 名の従業員でセル

ロイドの膨張式玩具の製造を行っていた。1968 年までに Kay International は、メキシ

コ最大手の玩具メーカーとして知られるようになったが、その理由としてオリンピック

に向けメキシコシティのインフラ施設の装飾を請け負ったことが挙げられる。 
Kay International を率いる CEO の Maria Teresa Kasuga は、一家の娘として精力

的に事業の維持と改善に努め、成功を収めてきた。Kay International の企業としての使

命は、「顧客のニーズに応え、従業員との持続的な関係を構築することにより、中南米を

代表する膨張玩具メーカーになる」ことである。Kay International の 3 つの主要製造ラ

インは、（1）プロモーション製品、（2）玩具およびプール・ビーチ用品、（3）商標ライ

センスである。Kay International の競争上の強みは、次の 4 点である。 
• 視覚的インパクトの強さ 
• 耐久性 
• 取り付けやすさ 
• 持ち運びやすさ 

2016 年 9 月時点で 60 名の正社員が働いており、メキシコシティに販売部 1 ヵ所、メ

ヒコ州に製造工場 1 ヵ所を擁する。 
 

 
 

2. ダイバーシティとインクルージョンの位置づけ 
Kay International は経営層に女性を参画させるとの戦略を取っている。会社には明

確化された方針はないが、ジェンダー・ダイバーシティが経営として浸透していると全

97



社員が分かっていると、Maria Teresa は考えている。 
Kay International は、オープンマインドと柔軟であることを社員に推奨しており、

その点で家族的な雰囲気を持つ企業である。経営層は、女性が、職務の遂行に対する責

任感が強く、信頼でき、忠実であり、女性管理職が企業の価値を高めると考えている。 
 
3. 女性役員の役割と貢献 

Maria Teresa は、日本やメキシコの政治家、政府関係者、多国籍玩具企業の CEO、

女性企業家などと強力なネットワークがある。例えば、安価な中国製の玩具がメキシコ

に輸入されるようになった際、メキシコの玩具は市場での競争力・魅力を失ったが、メ

キシコ製玩具の売上を守るためにメキシコの規制機関に対しロビイングを行い、補正関

税に関する規制・輸入の枠組みや玩具の品質基準に関する措置を講じるよう求め、玩具

産業の窮地を救った。輸入関税の引き上げと規制措置の徹底により、現在ではメキシコ

の玩具産業は、中国、ブラジルに次いで世界 3 位の製造国となっている。 
また Maria Teresa は、María Esther Zuno（メキシコの大統領夫人）と共に、メキ

シコの女性の地位向上を達成した。二人の取組により、政治的なリーダーシップを必要

とする場面への女性の参画を高めたのである。その結果、女性は、家族やコミュニティ

において支えられる存在ではなく、問題を解決できる立場になった。Maria Teresa は、

日常的な問題、食の健康や教育などの解決に直結した家族のカウンセリングプログラム

を推進している。 
1998 年、Maria Teresa は、「Industrial Women」賞を受賞し、アジア太平洋フォー

ラムにメキシコ代表として参加した。現在、Maria Teresa は INTEX（膨張式玩具メー

カー）の営業代表を務める他、CANACINTRA Tlaxcala（全国化成工業協会）の会長及

びメキシコ玩具協会会長も務めている。彼女は、主婦であるとともに女性企業家であり、

女性に寄り添う取り組みを積極的に行う人物としてメキシコの社会に精力的に関わりを

持っていることをよく知られている。このような取り組みを行っているのは、女性は正

直かつ誠実で、信頼できる存在であり、献身的であると考えているためである。 
Maria Teresa はキャリア人生において、「女性が企業のパフォーマンスと価値を、新

たなアイデアや視点、経験によって高めることができる」という考え方に乏しい、メキ

シコと日本の文化と闘い続けてきた。この文化との闘いを経て、Maria Teresa は女性が

果たすことのできる新たな役割についてメキシコ国内で講義を行っている。 
Maria Teresa は、女性がその能力を示し、女性が企業の一員として活躍し、また優れ

た主婦となることができるような新たな女性の役割づくりを通じて、公の中での女性の

役割を高める手助けをしている。 
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4. ダイバーシティとインクルージョンに関わる取組 
4.1. 市場開発 

Maria Teresa が言うには、女性が自ら決定を下すことのできる能力自信を高めたこ

とにより、その知見・経験等を通じて人との強固なネットワークを築くようになってい

るとのことである。会社でも、玩具業界に必要な世代間の変化を会社にもたらしてくれ

るのは若い世代であり、彼らが会社の戦略を築き、売上の増加とイノベーションに貢献

している。 
 
4.2. 女性のリーダーシップ 

Maria Teresa は、女性が全社員のロールモデルとなり、世界で生まれつつある新た

な挑戦に参加するよう奨励している。営業部の男女比率は 1 対 4 であり、マネジメント

の 3 名中 2 名が女性である。 
女性マネージャーは、高いモチベーションを維持することにより会社を支えるという

役割も担っている。女性は、顧客と従業員の満足を高めるための方策づくりに長けてい

るからである。Maria Teresa は、女性は厳格であるため、その意見は常に正確な意思決

定につながると考えている。 
 
4.3. 働きやすい職場環境 

Kay International のマネジメントは、子供を持つ女性従業員が、彼らの休日や緊急

時に応じて会社を休むことができるようフレキシブルなスケジュールを設定し、女性従

業員も働きやすい環境を提供している。指導や研修プログラムに関しては、性別による

差は設けていない。Kay International では、従業員のスキルと業務のパフォーマンスを

高めるため、研修プログラム、授業プログラム、社会保障に関するカンファレンス、医

療や精神面でのサポート、イベントなどを提供している。 
研修プログラムの一環として、Maria Teresa は、海外出張する際には必ず従業員を

同行させて異文化を学び、理解し合う機会を与えている。会社にとってすべての従業員

が欠かせない存在であり、会社の一員として良い結果を生むために必要な存在であると

いう実感を持たせなければならないと考えているためである。 
新入社員を採用する際、初めは仮契約とし、その新入社員が職場環境に適合し、会社

の価値、倫理規定を遵守している場合には、その新入社員と正式に雇用契約を結ぶこと

としている。 
Maria Teresa は、従業員が新たな就業機会を得た場合には、新たな機会に挑戦し、自

身の責任でスキルを伸ばし、能力・技能を示すよう勧めている。また、Maria Teresa が

個々の従業員についてよく認識しており、従業員の誕生日、家族、職場や家庭内での悩

み事などを把握している。従業員が助けを必要としている場合には、親身になって解決

策やアドバイスを与えている。 
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4.4. ガバナンス 

Maria Teresa は、会社のあらゆる問題に関わっており、女性マネージャーは会社の

意思決定に常に参加して、社内のバランスを保っている。 
 
 

インタビュー対応者  

 

マリア・テレサ・カスガ 
CEO 
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ATM Espectaculares 
APEC での主な事業エリア: メキシコ 

 
1. 企業概要 

ATM Espectaculares は 1975 年にロドリゲス・モンデズマ一家によって設立されした。

彼らは一般大衆向けに広告掲示版（ビルボード)のサービスの提供を始めた。1986 年にはサ

ッカーのワールド・カップ開催地であるメキシコシティにおける広報活動を委託されたこ

ともあり、広告掲示板メーカーのリーダーとして知られるようになった。 
今では、ATM Espectaculares は、メキシコ中に 2000 以上の広告掲示板を持ち、200 人

以上の常勤の従業員や下請けを抱えるまでになった。CEO であるレティシア・ロドリゲス

がいうように、ATM Espectaculares はビルボード業界での経験により、顧客のニーズに合

うように品質や顧客に気を配り、高品質なサービスを提供する、メキシコで初めての会社と

なった。 
この会社の使命は、「ATM Espectaculares が顧客と製品/サービスをつなぐ最良の会社であ

ることにより、顧客のためにより効果的で力強い屋外宣伝広告を作り上げること」だ。 
ATM Espectaculares は業界のリーダーだと考えられている。レティシア・ロドリゲスは、

ATM Espectaculares が最先端技術やプロ意識、顧客に対する最高の配慮等により、屋外広

告業務を適切に担ってきた、メキシコで唯一の会社だと説明する。現在では、ロドリゲス・

モンデズマの家族全員が会社の一員である（5 人の姉妹と男兄弟が一人、そして父親）。レ

ティシア・ロドリゲスは、1982 年に会社が本式に設立されて以降、社の最高経営責任者で

ある。 
会社の主要な生産ラインは、ⅰ）ビルボード/バナー広告、ⅱ）モーション・バナー広告、

ⅲ）電子ディスプレイ、ⅳ）印刷広告だ。ATM Espectaculares の強みは、次の通り。 
     質の高いサービス 
     高品質の基礎構造 
     最先端技術 
 
2. ダイバーシティとインクルージョンの位置づけ取組状況 

ATM Espectaculares は、従業員に対し同僚を平等に扱い、尊重することを推進している。

会社の経営陣は、さまざまな見方や意見が会社のビジョンを豊かにし、また、平等性を生み

出し、争いを回避することから、平等な労働環境が会社の価値を向上させると信じている。 
会社は、200 人以上の常勤の従業員を抱え、そのうち半数は女性である。 

レティシア・ロドリゲスは、争いごとを避け、労働環境を乱さないために、会社のすべての

従業員と、彼女の家族が同じ価値観を共有すべきだと考えている。 
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3．女性役員の役割と貢献 

ATM Espectaculares の最高経営責任者、レティシア・ロドリゲス・モンデズマは、1985
年以来 25 年間、様々なビジネス、ビルボード業界で地位を築いてきた。彼女は弁護士資格

を持ち、メキシコの屋外広告において大きな影響力を持つ人物として知られている。 
1995 年、ビルボード産業に起こった技術革新を受け、また、販売を向上させるため、レ

ティシア・ロドリゲスとその家族は、メキシコの連邦、州、地方規制を踏まえたビジネス展

開について考え始めた。当時、ビルボードの幅、大きさ、高さは適用される規制によって決

定されたので、すべてのレベル（連邦、州、地方）の規制を熟知する必要があった。 
また、クライアントからの信頼を得るために、レティシア・ロドリゲスは、クライアント

のニーズや、ATM Espectaculares が提供する広告に彼らが何を求めているかを心得ている。

会社は、人々が利用する道路に関する統計データに基づき、個々のビルボードの効果を算定

し、クライアントの広告を設置するの最適な場所を選ぶことができる。彼女はクライアント

の期待と彼女のチームの意思決定の間に入り、的確な判断を行う。 
彼女には外部との強いネットワークがある。2001 年には、彼女は AMPE（メキシコ屋外

広告協会)の会長であり、2013 年には、CANACINTRA（製造業会議所）の財政部門副総裁

であった。そして、今は ANP（全国広告協会)の副会長である。 
彼女は男女ともに同等に扱われるべきであり、その成果により評価されるべきだと考えて

いる。彼女のキャリアは、この考えを基本として形成され、彼女は教育が成功の基礎になる

と信じている。 
レティシア・ロドリゲスによれば、弁護士資格を持っていることが、ビルボード産業であ

らゆる職務を遂行するにあたり必要な能力や、会社を運営するスキルに役立っている。彼女

の言葉を引用すると、「弁護士であることが、メキシコの法律とうまく付き合うことを可能

にさせ、この会社を他社との競争で優位に導いた。」 
 
4. ダイバーシティとインクルージョンに関わる取組 
４.1. 市場展開 
レティシア・ロドリゲスは、すべての従業員に模範的な方針を示すことにより、強力なリ

ーダシップを発揮している。社における他社とのネットワークは、女性従業員の働きにより

拡大してきた。彼女は、すべての従業員が、各自の個性や能力を仕事に反映することにより、

社のサービスや製品を向上させるよう促している。 
 
4.2. 有効な統率力 
レティシア・ロドリゲスによれば、屋外広告は女性たちの影響により頻繁に目にするよう

になったが、顧客の満足度を上げるためには、男女が協働し、より柔軟性をもって取り組む

ことが必要である。女性管理者たちは、このような質の高いサービス提供に貢献している。 
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4.3. 人材の蓄え 
レティシア・ロドリゲスは、“achievement results philosphy”との考えに基づき従業員

の雇用を確保している。従業員の性別を問わず、緊急事態への対処や休日出勤に対し、柔軟

な対応を取ってきた。彼女は、女性は自由な時間をより必要とする一方で、会社への忠誠心

や献身をもって応えてくれる人たちでもある、と信じている。 
会社は、従業員の成長を助けるため、ストレス対処法としてトレーニング・プログラム、

販売プログラム、諸々の会議、医療サポート、薬物に反対するイベント等のを提供している。

また、優秀な人材確保のため、女性従業員については、さらに、栄養やがん予防に関するコ

ースも提供している。 
レティシア・ロドリゲスは、異なる性別の従業員を雇用すること自体は問題ではなく、新

しい変化に適応する能力を持つことが難問だ、と考えている。また、異なる性別の従業員を

抱えることによる利点は、異なる意見を受け入れる土壌が生まれ、問題を回避し、平等性が

生み出されることである。「女性は男性よりも感情的で、男性はそういった感受性に欠ける。

両方の見方があれば、会社が成功するのに必要なバランスが取れる。」と彼女は述べている。 
 
4.4. 企業統治 

ATM Espectaculares では、業績評価は男女の区別なく適用される。これらの評価は、技

術的知識、各分野に必要なスキルを踏まえて実施される。会社では多様性について明記され

た方針はないため、多様性に関連した KPI（重要業績評価指標)は、評価基準となっていな

い。しかし、レティシア・ロドリゲスは、女性従業員が忠誠心のある、献身的で信頼に満ち

た職場環境を築くことによって、企業統治の強化につながっていと信じている。 
 
インタビュー対応者  

 

Leticia Rodriguez Moctezuma 
Chief Executive  
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Comercializadora Mexico Fresco 
APEC での主な事業エリア: メキシコ 

 
1. 企業概要 

Comercializadora Mexico Fresco 社（Mexico Fresco）はメキシコのアクサプスコに

製造工場を置いている。この会社は、 “La Nopalera” という食品ブランドを製造してい

ることでよく知られている。Mexico Fresco 社は、ノパール (メキシコ原産の食用サボ

テン) の食用缶詰の製造を専門としており、品質規格への適合と継続的な品質改良を徹

底している。 
会社の設立当初の計画は、新鮮なノパールをアメリカに向けて輸出し販売することだ

った。しかし、生鮮食品の輸出に関する品質規格に適合していなかったため、この事業

で利益を生み出すことが当時は困難であった。 
それから数年が経ち、会社の経営者であるアドラシオン・エルナンデス・アギラール

氏と彼女の夫は、メキシコ国内の中小企業が集まるイベントに参加した。その際に、メ

キシコのミルパ・アルタに本社を置く企業のオーナーと知り合った。Mexico Fresco 社
は、自社ブランドや栄養成分表、梱包やラベル部門の開発を進めていくためのパートナ

ー企業を探していたため、ミルパ・アルタの企業のアメリカ、フランス、カナダに対す

る販売店を 1 年間務めた。しかし、ミルパ・アルタの企業は、自社製品を輸出するため

の基準を満たしていなかったため、クライアントとの間に問題を抱えていた。そして

2008 年になると、アギラール夫妻は Mexico Fresco 社の工場を設立した。 
現在 Mexico Fresco 社は、メキシコ国内の地方自治体に向けて製品の製造及び販売を

行う企業となっている。また、より多くのクライアントを獲得し、事業を民間セクター

にまで拡大していくため、競争入札にも参加するようになった。この会社のミッション

は「新鮮で栄養価の高いノパールを安心安全な環境で調理し、クライアントと消費者に

革新的で高品質なノパール製品を提供する」ことである。この企業が製造する主な製品

は、調理済みノパールの缶詰であり、缶詰を 500 グラム、5 キロ、10 キロ、そして 20 
キロ に分けて販売している。 

アギラール氏は 2008年からこの会社の社長を務めている。彼女はエンジニアとして、

また、夫を支える献身的な妻として、そして母として、家業に貢献してきた。彼女は地

域活動に積極的に参加する人物としても知られており、Mexico Fresco 社の所在するア

クサプスコを担う次世代の模範となっている。 
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2. ダイバーシティとインクルージョンの位置づけ 

アギラール氏によれば、Mexico Fresco社は男女差別がない企業として知られている。

この会社ではダイバーシティ推進に関するポリシーを実施しているわけではない。しか

し、女性と男性を平等に扱うことがこの会社の戦略になっている。現在、この会社では

フルタイムの従業員を 40 人雇用しているが、その半分が女性で構成されている。この会

社では 2 種類のシフトを設けており、夜勤に従事する大半は男性従業員である。自社の

女性従業員が社会生活を送り、仕事とプライベートの間の両立を奨励しているためだ。

「私が心配しているのは、女性従業員たちが家に家族を残して働きに出るということ。

私たちは彼女たちに仕事をしてもらうだけではなく、充実した私生活を送ってもらいた

い。」アギラール氏は言った。 
 
3. 女性役員の役割と貢献 

Mexico Fresco 社は、アギラール氏と彼女の夫が経営している。夫婦が会社の経営に

平等に参加し、経営方針は二人が同意した上で決定される。近い将来、仕事とプライベ

ートの衝突を避けるために、二人のどちらかが経営から退くことに夫婦の両方が同意し

ている。 
この会社の目標は、ノパール缶詰の製造及び販売において国内有数の企業になること

である。そのために、この会社はあらゆる変化に柔軟に対応し、優れたサービスと顧客

サポートの提供に努めている。 
アギラール氏は地域活動に積極的に取り組む市民である。彼女のキャリアはそのよう

な地域の取り組みに積極的に参加することによって形成されてきた。彼女はオピニオン

リーダーとして知られており、男女同権の達成がメキシコの社会と企業を強固にする基

盤になるのだと確信している。 
この会社では、品質部門、販売部門、製造部門、保守部門に管理職を設けており、男

女がこの地位を平等に担っている。この会社の経営者は、男女のバランスがとれた労働

環境を作り出すことで、男女それぞれの視点や意見、そして見解が補完され、企業価値

の向上につながると考えている。 
その一方で、この会社にとって重要な 2 つの地位に関しては、女性が担っている。ア
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ギラール氏は、女性は自分の業務により強い責任感を持ち、献身的に取り組む傾向にあ

ると考えている。また、アギラール氏は、女性は勤勉であまり欠勤しない傾向があり、

そのような傾向を持つ女性の方が優れた意思決定を行うことができると考えている。 
 
4. ダイバーシティとインクルージョンに関わる取組 
4.1. 市場開発 

Mexico Fresco 社では、男性が販売部門の業務を管理している。しかし、ネットワー

ク形成に関しては女性が担うべきであるとアギラール氏は考えている。女性は男性とは

異なる視点を提供することができ、また、男性と比べてあまり偏見を持っていないから

だという。女性のスーパーバイザーは、市場において消費者から最も支持される製品を

作るために、製品の品質向上につながる新たな手法を常に模索している。 
 
4.2. 効果的なリーダーシップ 
この会社では、消費者の満足度を向上させるために、男女の両方がリーダーシップに

関連する業務を担っている。従業員の業績を評価するため、この会社ではリーダーシッ

プ、チームワーク、目標達成、積極的コミュニケーションという 4 つの評価軸を設けて

いる。このスキル評価のマトリクスを実施するのは、全従業員が対象となる年間給与の

昇給対象に当てはまるかどうかを査定するためである。 
 
4.3. 人材の保持 

アギラール氏と彼女の夫は、従業員を新規で雇用するよりも、現状の人材の保持や育

成に重点的に取り組んだ方が良いと考えている。この会社では、緊急時や祝祭日のため

の柔軟なスケジュールを設けており、職場環境を良好に保つためのファミリーイベント

も開催している。メンター制度や研修プログラムに関して言えば、Mexico Fresco 社は

キャリアプラン制度を設けているわけではない。しかし、この会社では技術習得プログ

ラムや人材育成プログラムが提供されている。アギラール氏は、女性従業員が子供をも

うけることができ、健全な社会生活を送ることができる労働条件を用意しており、彼女

の夫もそのような方針に賛成している。 
 
4.4. ガバナンス 

業績評価は男女両方の従業員に適用されている。この企業は多様性に関するポリシー

を実施していないので、性別多様性に関する KPI（重要業績評価指標）を用いていない。

アギラール氏は、女性従業員が革新的な姿勢で業務にあたり、より効率的に業務を進め

ていくための方法を常に検討していることで、自社のコーポレート・ガバナンスが強化

されていると考えている。またアギラール氏は、女性が対応力に優れ、豊かな感受性を

備えていることから、問題の処理が迅速に済み、会社の損失を防ぐことができると考え
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ている。 
 

インタビュー対応者  

 

Adoración Hernandez Aguilar 
General Administrator 
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フィリピン・エアアジア 

APEC 域内の主な事業エリア: フィリピン 

 

 

 

1. 企業概要 

フィリピン・エアアジアは、マレーシアのエアアジアの完全子会社であり、フィリピン

の投資家である Antonio O. Cojuango 氏、Alfredo M. Yao 元大使、Michael L. Romero 氏、

Marianne B. Hontiveros 氏、そしてエアアジアらによるジョイントベンチャー企業である。フ

ィリピン・エアアジアは、マニラやセブ、カリボ（ボラカイ島へのゲートウェイ）から、国

内および国際線を運航している。中国および韓国からカリボ国際空港への国際線運航の大

半を請け負う国内唯一の存在であり、クアラルンプールを経由するフライ・スルー・サービ

スでは、マニラからアジアやオーストラリアを始めとする様々な目的地に向けて運航して

いる。フィリピン・エアアジアはエアアジア・グループに属しており、同グループは Skytrax

が選ぶ世界一の LCC（格安航空会社）に、2009 年から 2016 年まで 8 年連続で選出されてい

る。 

エアアジアは、LCC（格安航空会社）であり、マレーシアのクアラルンプール近郊に本

社がある。運航数と目的地数ではマレーシア最大の航空会社である。提携航空会社は、フィ

リピン・エアアジアの他、タイ・エアアジア、インドネシア・エアアジア、エアアジア・イ

ンディア、エアアジア・ジャパン、エアアジア・X がある。 

 

2. ダイバーシティとインクルージョンの位置づけ 

エアアジア・グループは、ジェンダーの平等を強く訴えており、平等なキャリア機会を

女性に提供するための積極的なポリシーを掲げている。グループ全体における雇用者の男

女比率は２対１となっている。 

一方で、フィリピン・エアアジアの統計レポートでは、企業としては男女比率に対する

KPI を設定していないものの、57 対 43 というより良い結果が示されており、その比率はほ

ぼ 1 対 1 である。なお、管理職レベルでは 9 対 1 である。しかしながら、女性管理職は全員

が上級管理職に就いており、さらに、CEO と理事長（チェアマン）は女性である。実質的な

ジェンダーバランスの状況は名目上の数値より遥かに良好と言える。 

フィリピン・エアアジアは平等な雇用機会を提供する企業である。それは会社の従業員

向けのハンドブックにもはっきりと示されている。よって、女性の割合を増やすための格差

是正処置は実施していない。 

新たに雇用を行う場合、候補者は年齢や宗教、民族、ジェンダーではなく、コンピテンシ

ーと役割に応じたパラメーターに基づいて評価される。採用後は、年初に各ラインの管理者

と共に目的および達成目標を設定し、半年後に評価とサポートが行われる。そして、年末に

108



KPI に基づいた業績の年次評価を行う。雇用や昇進等の企業活動にジェンダー差別はない。 

加えて、フィリピン・エアアジアはトランスジェンダーの雇用も実施していることを公表

している。既に述べられている通り、同社が採用するのは、役割に応じた能力と才能を持つ

人材である。 

 

3. 女性役員の役割と貢献 

女性役員の役割と貢献についてはっきりと明文化されたポリシーは存在しないが、フィ

リピン・エアアジアは雇用や役職、昇進、人材の維持等に関わるジェンダーの懸念について、

政府と同様の意見を持っている。フィリピン・エアアジアは政府と共に職場におけるジェン

ダーの平等を促進している。 

すでにフィリピン・エアアジアは、2011 年以来 2 人の女性を CEO に迎えて来た。特に、

最初の CEO である Marianne Hontiveros 氏は事業を開始するにあたって運航者証明書（AOC）

の取得をリードした。また、彼女の CEO 就任期間において、同社はフィリピンにおける LCC

業界の強力なプレーヤーに成長し、セブ・パシフィック航空を始めとする他企業と競争を繰

り広げた。 

彼女の後任として CEO に就任した Joy Caneba 氏も女性である。彼女は、マレーシア・エ

アアジアのリーダーシップの下、2013 年のゼスト・エアウェイズとの統合に尽力した。そ

の結果、フィリピン・エアアジアとゼストは統合し、現在のフィリピン・エアアジアとして

運航している。2016 年、フィリピン・エアアジアはフィリピンの市場シェアの 11-12％を占

めている。 

また、2012 年以来エアアジアの CEO を務める Aireen Omar 氏も女性である。この事例が

示すように、フィリピン・エアアジアを始めとするエアアジア・グループは、ジェンダーに

よる差別は存在せず、基準を満たし、求められる役割に必要な能力を持つ人材であれば、誰

でも登用することを雇用制度の大原則としている。 

 

4. ダイバーシティとインクルージョンの取組 

4.1. 市場開拓 

フィリピン・エアアジアでは、マーケティング・ルートおよびルート・マネジメント部門

とデジタル・マーケティング部門、パブリックリレーション部門において、3 人の女性管理

職が就いている。 

 

4.2. 女性によるリーダーシップ 

同社の CEO は女性であり、4 人の女性が上級管理職に就いており、この事実は女性のリ

ーダーシップを示すのに十分な証拠と言える。 

また、フィリピン・エアアジアでは空港のエプロンにも女性のリーダーたちがおり、フィ

リピン・エアアジアの運航の大半を占める空港のマニラ・ステーションでも同様である。 
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フィリピン・エアアジアは女性の整備士および操縦士の雇用も行っている。2016 年 3 月

には国際女性月間を記念して、操縦士や客室乗務員、整備士を含めた女性のみによる「オン

リー・ウィメンズ・フライト」を実施した。 

現在は 2 人の客室乗務員が飛行訓練を受けており、将来操縦士になることが期待されて

いる。 

 

4.3. フレンドリーな職場環境 

授乳室を始めとする女性従業員用の施設もあり、働きながら子供を育てられる環境を提

供している。 

客室乗務員および操縦士が妊娠した場合、母子の健康と安全に配慮してフライトは制限

されるが、彼女たちが雇用と収入を維持できるようオフィスワークの仕事を用意している。

また、育児および本人の体力回復のための長期休暇も認められている。 

同社では、客室乗務員や操縦士等の従業員グループごとにコミュニケーション・ツールで

あるバイバー（Viber）を使用している。バイバーを通じてジェンダー問わず仕事のアイデ

アを交換したり、楽しくコミュニケーションを取ったり、時には冗談も飛び交っている。 

同社は Google Platform を使用している。従業員は Google Plus のアカウントを持ち、従業

員の誰とでもコミュニケーションを取ることが可能である。人事部には独自のコミュニテ

ィ・ページもある。 

フィリピン・エアアジアでは毎年、夏に特別イベントを開催している。これは職場の仲間

意識の醸成やチーム・ビルディング、レクリエーションを目指したもので、家族も一緒に参

加できる。また、年末にはクリスマスパーティーが行われ、全員が一同に会して気楽に会話

を交わし、バンド活動等の隠れた才能を披露している。 

さらに、クアラルンプールで行われるエアアジア・グループの年次会合には、各エアアジ

ア代表が参加する。フィリピン・エアアジアからは CEO である Marianne 氏が参加し、他企

業からの参加者と共にギターを披露した。これは仕事ではなく、楽しみのために行われるも

のであり、良い関係とコミュニケーションが目的とされている。 

 

4.4. トレーニング・プログラム 

同社はダイバーシティ理解のためのトレーニング・プログラムを実施し、従業員がジェン

ダーに基づく差別意識を持たないよう注意しいている。 
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インタビュー回答者  

 

Barbara S. Sanchez 

Head 

People Department 
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QBE Group Shared Services Limited 
APEC 域内の主な事業エリア:  フィリピン 

 
 

 
1. 企業概要 

QBE インシュアランス・グループの子会社である QBE Group Shared Services Limited
（QBE グループ内での呼称は、Group Shared Services Center：GSSC。以下 GSSC）は、

2013 年よりグローバルな BPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）サービスを QBE
インシュアランス・グループに提供している。現在、2,000 名を超える従業員がフィリピン

のマニラとセブにある 3 ヵ所の事業所で業務サポートを行っている。 
QBE インシュアランス・グループ は、損害保険・再保険の世界主要 20 社のひとつであ

り、すべての保険市場に参入している。1973 年、QBE は 3 社の企業合併によりオーストラ

リア証券取引所（ASX）に上場した。現在では、オーストラリア、北米、ヨーロッパに加え、

ラテンアメリカや南米、アジア太平洋地域において、保険サービスを提供し、37 ヵ国 14,500
名超の従業員を擁する。 

現時点で GSSC は、オーストラリア、北米、ヨーロッパにおいて 72 件の業務プロセス

を受託している。GSSC は、クレーム処理やオペレーション、ファイナンス、人事といった

業務を請け負っている。 
 
2. ダイバーシティ＆インクルージョン（D&I）の位置づけ 

下記の図に示すとおり、GSSC は、会社の価値創造モデル（Value Creation Model：VCM）

を支えている。GSSC の価値創造モデルにおいて中心となる目的は、「事業上の計画と目標

の一貫した達成」であり、「コア・ビジネスにおけるリーダーシップ」、「優れたオペレーシ

ョン、グローバル・リーチおよびスケール」、「財務的健全性と柔軟性」、「収益性を伴う成長

と多様化」という 4 つのテーマを基礎としている。D&I は、「世界クラスの人材とリーダー

シップ」と名付けられたテーマを支えており、「ジェンダーや性的指向、年代、民族、身体

能力にかかわらず、報酬や文化、機会を越えて前向きな環境づくりを促進するプログラムの

創成」を謳っている。従って、D&I は、GSSC における価値創造の基礎的な土台となって

いる。 
GSSC における D&I の意味合いはより洗練されつつある。例えば、ダイバーシティに

ついて言えば、GSSC は、従業員を男性や女性、LGBT、PWD（Persons With 
Disabilities）といったカテゴリーに分類することなく、能力の高い女性や LGBT、PWD
を採用しようとしている。 
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3. 女性役員の役割と貢献 
QBE GSSC の CEO、Karen Batungbacal は、2013 年に D&I の取り組みを導入した。

Karen 氏は、QBE GSSC 入社前には、現地の電気通信企業であるバヤン・テレコミュニケ

ーション社.やフィリピン JP モルガン・チェースなどの BPO 業界における経験がある。ま

た、Karen 氏は、D&I タスクフォースのスポンサーにも就任している。 
なお、2014 年 1 月、QBE グループの CEO である John Neal が議長となり「ダイバー

シティ＆インクルージョン会議」を発足させた。この会議では、QBE グループ全体におけ

るダイバーシティ＆インクルージョン（以下 D&I）を高める機会についての基本的な理解、

そして、改善の記録に使用できる主要指標についての理解を徹底することを目指している。 
2014 年、QBE GSSC も、D&I に関して初のグループレベルでのプログラムと取り組

みを行った。さらに、2015 年には企業内で D&I 会議を発足させた。この会議には、役員

も含め、さまざまな地域や役割、職位の従業員が集まり、D&I に関する課題や重点項目の

明確化と理解を目指している。 
この他、下記で示す D&I タスクフォースにおいて、各役員が Focus Themes のスポン

サーとなり、積極的にダイバーシティとインクルージョンの取組を支援している。 
 
4. ダイバーシティとインクルージョンの取組 
4.1. D&I タスクフォース 

QBE グループには、ダイバーシティに関する問題を扱う「D&I タスクフォース」があ

る。このタスクフォースは、北米、オーストラリア、ヨーロッパ、ラテンアメリカなどの地

域と GSSC の代表者で構成される。代表者は、毎月ミーティングを行い、ベストプラクテ

ィスの共有や計画立案、提案、それぞれの地域での D&I の拡大の状況に関する検討を実施
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している。なお、QBE グループには、上記のとおり D&I に関する基本方針があるが、各

地域または各社がそれぞれの D&I の状況に即した独自の活動も行っている。フィリピンの

社会は、北米やヨーロッパ、オーストラリアといった他の地域に比べ、（民族、宗教、政治

などの点で）同質的社会であるため、GSSC の主な活動は、ジェンダーや LGBT、ワークラ

イフバランス・家庭、PWD に関するものとなっている。 
 
4.2. ダイバーシティに関する活動 

2017 年には、D&I タスクフォースが特別イベントを実行し、各四半期に下記の 4 項目

のメインテーマを中心とする D&I についての考え方を社員に広めることを計画してい

る。テーマと目標ごとにリーダー（「スポンサー」と呼ばれる）が選定され、社内のコミ

ュニティおよび推進グループとともにイベントを率いる。 

 
 
4.3. リクルート 

採用に関しては、従業員が社外の応募者を推薦する従業員紹介プログラムが行われてい

る。また、特定の業務に関心を持つ従業員に対し、平等な就業機会を与える社内公募プロ

グラムもある。 
 
4.4. ダイバーシティに関する研修プログラム 

GSSC では、「D&I 101」という D&I の基本に関する研修コースを設けている。このプ

ログラムは、D&I の本来の意味合いと期待される事柄を学ぶ機会を与え、排他性を排し、

ダイバーシティについて明らかにするためのものである。この研修プログラムでは、教室

における授業形式だけでなく、e ラーニング形式のものも行われる。 
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4.5. 給与および手当 
GSSC では、柔軟な手当制度を設けているが、自動車、住宅、教育等に関する従来の固定

給付も行っている。従業員には、予算を割り当てられたデビットカードが支給され、従業員

は自動車の購入や教育プログラムの申し込み、食料品や赤ちゃん用のおむつなどの購入に

このデビットカードを使用できる。 
保険に関しては、病院を受診した際に家族の治療費支払いにこのカードを使用できる。ま

た、GSSC に勤務する LGBT パートナーにも保険は適用される。 
 
4.6. 特別施設 
母親が乳児に授乳を行えるように授乳室も用意されている。また、さまざまなニーズを満

たすため、ゲームルームやマッサージルーム、卓球ルーム、多目的室なども完備している。 
 
4.7. ダイバーシティ理解のためのハンドブック 

QBE グループでは、ダイバーシティの理解などリーダーシップ研修のために従業員に

ハンドブックを配布している。このハンドブックでは、グループや採用においてダイバー

シティが重要である理由が示されている。 
 
4.8. ジェンダーに関する KPI 

QBE グループでは、2016 年のマネージャーの採用に関する D&I KPI を設定している。

この KPI では、レベル 1～4（マネージャーからディレクター）に占める女性の割合が 30％
に達することを目標としているが、GSSC は 2016 年時点ですでにこの KPI を達成してい

る。GSSC では常に適正なジェンダー比を維持しており、男性と女性の割合はほぼ等しい。 
 
 
インタビュー  

 

Miguel S. Jimenez 

Cebu HR Site Lead 

Engagement & Wellness Lead 

QBE Group Shared Services Center 
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Sun Life of Canada (Philippines), Inc. 
APEC の主な事業エリア: フィリピン 

 
1. 企業概要 

Sun Life of Canada (Philippines), Inc. (Sun Life Financial Philippines) は、生命保険

会社として主に知られているカナダを拠点とした金融サービス組織、Sun Life Financial
グループのメンバーであり、Sun Life Financial は、世界最大の生命保険会社の一つであ

るとともに、1865年にカナダのケベック州モントリオールに設立されて以来 150年以上の

歴史を持ち、世界で最も古い生命保険会社の一つでもある。  
Sun Life Financial Philippines はマニラで 1895 年に設立され、現在フィリピン最大の

保険会社の一つとして、生命保険や傷害保険、年金プラン、教育プラン、ミューチュア

ル・ファンド等を含む幅広い金融商品を提供している。Sun Life Financial Philippines は、

グループの生命保険部門であり、国内で最大かつ最も信頼される保険会社の一つとして、

全国に 45 の新規ビジネス事業所、39 の支店間販売事務所、64 のカスタマーセンター、8
つの金融店舗を持っている。 

2009 年からは、リザリナ・ジェルバシオ・マンタリング  (Rizalina Gervasio 
Mantaring) 氏が、Sun Life Financial Philippines の CEO である。  
 
 
2. ダイバーシティ＆インクルージョンの位置づけ 

Sun Life Financial グループは、ダイバーシティ＆インクルージョンが、同社のビジネ

ス慣行における中核的な価値になっていると考え、性別を含むあらゆる種類のダイバーシ

ティを推進してきた。Sun Life Financial Philippines では、経営陣および取締役の約半分

が女性で、そのすぐ下のレベルの管理職においても同様にほぼ半数を女性が占めている。  
マンタリング氏によると、同社の組織文化では差別がないことが前提にあり、「能力と

才能に基づいてのみ人材を採用し、同性愛者であっても社内の重要なポジションにある人

もいる。子会社においても、資産運用会社や他の生命保険会社は女性が率いており、合弁

会社のCEOは男性だが、基本的にそれは問題ではない」とマンタリング氏は言っている。 
そのため、社内にはダイバーシティのポリシーはないが、「明確なポリシーがなくても、

性別や性的嗜好、年齢等に基づいた差別は行わないということが社内文化に根付いており、

基本的に、採用の際の差別はなく、その後の昇進や任命における差別もない。常に最適な

人材を選択するだけで、男性か女性かは問題ではない」とマンタリング氏は述べる。 
マンタリング氏は、男性と女性の能力や知性は同じであり、男性だけを採用し女性を採

用しないことは多くの優秀な人材を逃していることになるとし、差別をなくすことが重要

であると主張している。 マンタリング氏によると、Sun Life Financial Philippines では、

顧客サービスにおいて、男性スタッフよりも女性スタッフが多く、オペレーション部門に

おいても、男性より女性の応募者が多い傾向にある。 
 
 
3. 女性役員の役割と貢献 

マンタリング氏は、同社の CEO)に就任する前に、この業界において特に事業活動と情

報技術の分野で豊富な経験を積み上げ、サンライフにおいての 24年間でより責任のある上

級管理職を歴任し、2008 年 8 月から 2009 年 3 月まで Sun Life Financial Asia のアジア太
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平洋で IT&オペレーションの COO を務めた他、Sun Life Financial Philippines の COO
も務めた。 

マンタリング氏は、1992 年にアジア太平洋部門の情報システム部長として Sun Life 
Financial に入社して以来、多くの異なる役割を果たし、地域の IT 機能の構築状況を監督

し、カナダの本社からマニラの IT 共有サービス拠点へ IT 機能を移転させた。1999 年から

は、Sun Life Financial の事業部長を務め、 2003 年には、Sun Life Financial Philippines
の生命保険会社とフィリピン特有のプレニード保険会社との事業統合を指導し、顧客セン

ターやコールセンター、オンラインサイトを、様々なビジネスに対応する総合金融ワンス

トップセンターに統合した。 
その後、マンタリング氏は、2006 年からは事業部長と同時にプレニード保険ビジネスの

代表となり、移行計画の一環として、2009 年 3 月から同年 8月に会長兼 CEO になるまで、

Sun Life Financial Philippines の副社長を務めた。マンタリング氏は、Sun Life 
Financial Philippines 財団の議長であったこともあり、2014 年 4 月からは、アヤラ・ラン

ド社の非常勤独立取締役となっている他、多数の会社の取締役でもある。 
さらに、2010 年には、フィリピン大学工学部の今世紀に最も活躍した卒業生 100 人の中

に選ばれ、2011 年には、マネーセンス誌によってパーソナルファイナンスで最も影響力の

ある 12 人の 1 人に選ばれた。また、国際ビジネスコミュニケーター協会 (IABC) から 2011
年最高経営責任者エクセル (EXCEL) 賞も受けとった。 
上記のプロファイルが示すように、マンタリング氏は非常に才能ある最高経営責任者

(CEO)であるだけでなく、フィリピンの社会的かつ経済的リーダーの 1 人でもある。素晴

らしいビジネスキャリアの一方で、3 人の子供を持つ働く母親でもあり、産休以外には常

にフルタイムで仕事に臨み、夫と共に子供達を育て上げた。  
 
 
4. ダイバーシティとインクルージョンに関わる取組 
4.1. マーケティングとリーダーシップ 
マンタリング氏は、男女の両方の視点が事業開発に重要であると考えており、 同社の営

業では男性よりも女性を多く活用しており、 より技術的なポジションでは男女半々の割合

になっている。  
 同社は常に男女両方を関与させることによって、共に働き議論し、何をすべきで何をす

べきでないのかについて論理的な仕事のやり方についての活発な話し合いにつなげている。

たとえば、営業の代表が男性である場合には、そのすぐ下のポジションに女性をつけ、戦

略を考える際には、男女がともに努力し、皆が性別に関係なく貢献している。男女が共に

働き議論することにより、出産といった女性特有の事情や乳ガンなどの女性の特有の疾患

のための商品を開発し、前立腺ガンのような男性の特有の疾患のための商品も提供してい

る。 
 
4.2． リーダーシップ開発 
同社は、リーダーシップ開発プログラムやスーパーバイザー研修、マネジメント研修を

行っており、これらのプログラムは社員が平等に利用できる。 
効果的なリーダーシップという点において、同社は性別に関わらず、最も的確な人材を

登用している。ガバナンスについては、常に女性が取締役会の 20％以上を占めている。  
 
4.3. フレンドリーな職場環境 
同社のハロウィンイベントは、女性の視点で計画されており、従業員は全フロアを飾り

つけコスチュームを纏い、子供を持つ従業員達は子供を連れてトリックオアトリートに行

くことができる。これは、従業員が家族に自分の仕事を理解してもらうための良い機会に
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なっている。 
マンタリング氏は、「フレンドーな職場環境とは家族と会社の両方を尊重できるところ

であり、非常にプロフェッショナルで多民族でありながら、家族的な雰囲気があり、お互

いに強い関係で結ばれ、心からいたわりあう場所であるべきで、男性と女性のリーダーシ

ップのバランスがとれていることがそういった環境づくりに貢献して面もある。男女両方

のバランスを保つということが重要だ」と説明している。 
 
4.4. パフォーマンス管理システム 
同社のパフォーマンス管理システムは、毎年、従業員が年初めに目標を与えられ、1 年

間評価されていくというものだが、より良いパフォーマンスのための開発プランもあり、

男女の差別なく適用される。 
 
 
 
 
 
インタビュー回答者  

 

リザリナ・ジェルバシオ・マンタリング 
(Rizalina Gervasio Mantaring) 
社長兼最高経営責任者 (CEO) 
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Isobar Viet Nam 

APEC域内の主な事業エリア：ベトナム 

 

1. 会社概要 

Isobarは、グローバルにデジタルマーケティングのすべてのサービスを提供する広告代

理店（エージェンシー）であり、技術を駆使してボーダレスなアイデアで事業やブランドを

変えるサービスを提供している会社である。2015年3月に電通イージスネットワーク（Dent

su Aegis Network）によって前身のEmeraldが買収されたのに続き、2016年4月にIsobar Vi

et Namとして立ち上げた。 

Isobar Viet Namは、デジタルマーケティングのフルサービスに長けた広告代理店（エー

ジェンシー）であり、現在、トライアンフ、キンバリー・クラーク、ブリヂストンの電子商

取引・Eコマースや顧客関係管理 (CRM) の戦略に取り組み、BMW、Nam Long Group、ベトナ

ム国際銀行（VIB）、ホンリョン銀行、FE Credit、The EverRich、ベトコムバンク・ファン

ド・マネジメント（VCBF）の販売リードジェネレーションキャンペーンにも取り組んでいる。

また、Kido、Abbott、アディダス、サッポロ、THPグループ、エールフランス航空、エバー

航空、ユナイテッドファーマベトナム ビナミルクのデジタルクリエイティブキャンペーン

にも業務に持っている。 

Isobar Viet Namのマネージング・ディレクターは、デニス・ティ（Denise Thi）である。

彼女が、 前身のEmeraldの起業を行い、同事業をIsobar Viet Namに引き継いだ。 この事業

発展により、Isobar Viet Namのチームは、Isobarのグローバルなネットワークによる可能

性と共にブランドコマースの専門知識を十分に活用し、急成長するベトナムのデジタルと

イーコマース・セクターに優れたサービスを提供できるようになった。  

デニス・ティは、「Isobarは、このネットワークを介してデジタルに焦点を当てている唯

一のブランドである。当社のビジョンは、ネットワーク内の関連組織全てのデジタルパート

ナーになることであり、メディアや消費者行動の発達における新しい時代に、創造性と技術

を探求・活用することにより、ビジネス・ソリューションを提供することである。これが、

Isobarに対する我々Isobar Viet Namの役割と考えている。」とIsobar Vet Namの存在意義

を説明する。 

 

2. ダンバーシティとインクルージョンの位置づけ 

同社のダンバーシティは、性別だけでなく、多様なレベルや年齢についても当てはまる。

会社は、誰もがそれぞれの可能性と優位性を持っていると考えている。  

デニス・ティは、広告代理店にとって、人材が最も重要であると考えている。そのため

同社では、社員すべてがそれぞれの専門分野に熟練し、管理能力を学び、高いレベルの管理
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職に進むことを期待している。また、この会社のビジョンに共感できる人材が、彼らの部下

を啓発し、支援することによって、スタッフ全体を成長させることもできると考えている。 

そのため、デニス・ティは性別に拘わらず、個々人の性格、能力、可能性を重視する。 

「男女の違いは、単なる性別の違いでしかない。ゲイやレズビアン、バイセクシュアルもい

る。 皆、異なる特性、異なる個性を持っている、それだけである。そして、その様々な個

性が、特に我々の業界では、競争優位となる。例えばゲイの人々は、高いスキルと優れたコ

ミュニケーション能力を持っており、クライアントへの対処が非常に上手であたりする。」

とデニス・ティはいう。彼女は、男女間の公平性とは関係なく、それぞれの人材を特性のあ

る個人として扱う。 

 

3. 女性取締役の役割と貢献 

前述したように、デニス・ティはEmeraldの創設者であり、現在はマネージング・ディレ

クターとして電通イージスネットワークのIsobarと連携して事業を行っている。もともと、

デニス・ティはコミュニケーションの専門家として仕事を始め、ビジネスのサステイナビリ

ティに関するコンサルティング経験を通して、長期的なビジョンとコミュニケーション戦

略の策定、そして行動的影響に関するすべてのアプローチを駆使し、消費者の洞察力を的確

に見極めるスキルを習得している。 

この持ち味を生かし、彼女は前身のエメラルドやIsobarのデジタルマーケティングを他

の競争他社と差別化してきた。それは、最終的にクライアントのビジネス目標を支援できる

デジタルコミュニケーションを確立するために、デジタルツールを別個に顧客に提供する

のではなく、クライアントの戦略と成果をつなげた総合的なアプローチとして提供したこ

とである。  

 

4. ダンバーシティ・インクルージョンのための活動やプログラム 

4.1. マーケティング 

Isobar Viet Namは、非常に急速なペースで成長しており、社員の成長への努力とこの業

界に対する興味が、同社の成長をもたらしている。この業界の市場は、一般的にAbove the 

Line (ATL:一般にマス広告) 、Below the Line (BTL:一般にセールスプロモーション施策)、

デジタルの人たちが中心でしたが、今の市場は、マーケティング・ソリューション事業をよ

り必要としている。そのため、ここで仕事をする人々は、偏見にとらわれず、市場のニーズ

に合ったメディアを使用する必要があり、男女を問わず、それができる多様な人材の多様を

雇用することが会社にとって有益となる。 

 

4.2. 女性 マネージャーのリーダーシップ 

Isobar Viet Namの社員60人のうち40人が女性である。世界的にみても、メディア業界に

は女性のプロフェッショナルが多いが、女性が高いレベルの管理職になることは稀である。  
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しかし、同社では、例えば、戦略計画部門ではチームを二つに分けて、戦略策定の第一フ

ェーズでは、一つのチームは男性のリーダー、もう一つは女性のリーダーによって作業を進

めるなど、女性が含まれている。また、ソーシャルメディア部門も同様に、チームリーダー

は女性であり、会計部門ではスタッフのほとんどが女性となっている。さらに、財務と人事

チームもそれぞれ女性が主導おり、女性が上級紙管理職として活躍している。 

 

4.3. 雇用機会の均等 

デニス・ティは、女性の地位をどう向上させるかと、女性が自分の夢をどう達成させるか

について常によく考えている。彼女は、ダイバーシティを促進するために、採用、昇進の際

に、性別ではなく、仕事に対するそれぞれの資質が適合しているかと今後の可能性を考慮し

ている。同社が社員を評価し、彼らへの投資を行う際には、上層部は社員がいかにビジネス

に貢献できるか、そのネットワークがビジネス開発につながるか、ビジネスの機会を作り出

すようクライアントへの対応ができるかどうかを考慮するようにし、雇用の機会均等を図

っている。 

 

4.4. 女性の地位向上 

デニス・ティは、女性が男性に比べてはるかに多くの利点を持っていると述べた。なぜな

ら、女性は自らマインドセットをして、非常に合理的な方法で、自分自身を成長させていけ

るからである。特に、若い世代の女性は、より多くの情報や知識を見つけてそれを取り入れ、

様々なスキルを身に着けて、男性よりもより競争力のあるプロフェッショナルとなり得る。  

デニス・ティはまた、「一般的に、女性の多くはより柔軟なコミュニケーションができ、 

男性のように自尊心が高くないため、 一歩引かなければいけないような状況で、それが簡

単にできる。 また、女性には、人とつながるためのソフトパワーがあり、一人の女性が自

分自身を成長させ、自身の影響力を拡げたいと考える場合、かなり有利な立場にある。」と

も言っている。  

今それが、同社そしてこの業界でまさに起こっている。女性がお互いにつながり、より強

力な影響を作り出し、一つ一つは小さなものであるが、周りの人々に心理的な影響を与え、

好感が持てる良い雰囲気になる傾向にある。 

 

4.5. 女性のための職場環境・施設 

Isobar Viet Namには、女性社員のために様々な職場環境・施設の整備を行っている。 

 

4.5.1. 保育室 

同社には保育室が完備されており、デニス・ティは女性社員が出産後後、本人が希望する

ならば、職場に子供を連れてくることを奨励している。  

また、デニス・ティは、「女性は非常に感情的であり、時にはその感情処理が困難なこと
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もある。 それが、彼女たちのキャリアを制限し、また、彼女たちの状況を処理する能力、

すべてをも制限してしまう。 私は会社内で働いている他の母親たちとここで共有し、交流

を深めたいと思う。」と言う。 

 

4.5.2. 優しい職場環境 

デニス・ティは自らが出産後に仕事に戻ってきた時に不安な経験をしており、その経験か

ら職場では女性にとって優しい環境作りを心がけている。デニス・ティは、出産後に仕事に

戻る人たちを支援し、彼女たちにとって良好な環境を作るために最善を尽す。また、彼女は、

取締役や管理職のレベル対しても、妊娠中、出産後のスタッフに対して、より共感を持ち、

適切な配慮をするよう促している。 

 

4.6. 管理体制 

取締役会の多様性は、特定の性別に拘わらず、個々人に関するものとなる。デニス・ティ

によると、女性だけでなく皆それぞれの可能性を秘めており、それぞれが自分の可能性、長

所、短所を知り、それらをいかに活用するかを知っていれば、最良の結果が得られる。 

 

 

インタビュー対象  

 

Denise Thi 

 

マネージング・ディレクター、Isoba

r Viet Nam 
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DHG ファーマ 
APEC 域内の主な事業エリア: ベトナム 

 

1. 企業概要 
DHG ファーマはベトナム国内有数の製薬企業として名高く、2015 年の収益は 3 兆 6080

億ベトナムドンに上り、純利益は 5930 億ベトナムドンに上る。この金額はベトナム国内の

製薬企業としては最高額となる。この会社は、12 社の販売業者、15 社の子会社、そして１

社の関連会社をネットワークに持ち、医療用品及び医薬品の製造、配給、輸出、輸入を主な

業務としている。 

DHG ファーマの前身は 1974 年に設立された「2/9 製薬工場」である。この製薬工場が 1982

年と 1988 年に中小企業 3 社と合併し、DHG として統合した工場が誕生した。2004 年の株

式化を受け、DHG 統合工場の名称は DHG ファーマに変更された。従業員は 2800 人を超え

る。 

DHG ファーマは、製品の品質と性能が業界内で評価され、これまでに様々な賞や評価を

獲得している。以下は同社が 2015 年に受賞した賞の一部を列挙したものである: 

- 高品質製品に関するベトナムアワード (1985 年から 20 年間) 

- 優れた業績を残した上場企業トップ 50 社（2014 と 2015 の業績レビュー） 

- 最優秀ブランドとして Global Trade Alliance から表彰 

- 持続的に成長する企業トップ 50 社 

 

 

2. ダイバーシティとインクルージョンの位置づけ 
DHG ファーマでは、性別や年齢、そして人種に関わらず、有能な人材を活用していくこ

とが、企業価値の向上につながるだけではなく、社会全般の発展に貢献する主たる要因にな

ると理解している。有能な人材を育てるため、DHG ファーマでは様々な制度やプログラム

を用意し、生活面での従業員のサポートに努めている。とりわけ女性社員に関しては、彼女

たちが充実したキャリアを積むことができるように豊富な支援プログラムを設けている。 

ダイバーシティとインクルージョンに関するポリシーを導入したことで、自社の業績向

上や市場プレゼンスの増大につながっただけではなく、地域社会に貢献することにもなっ

た。また、これらのポリシーによって企業風土が保たれ、より強固になっていった。DHG フ

ァーマ社は、市場占有率の持続だけではなく、業務の効率化と財政の透明性の促進を目指し、

製薬業界で最も信頼されるブランドになろうと努めている。また、ボランティア活動や文化

的活動も積極的に取り組み、環境保護や省エネルギーに真摯に取り組む模範的企業として

も知られている。威信ある製薬のスペシャリストとして、DHG ファーマ社では適切なガイ

ドラインと道徳的原則の遵守に努めている。 
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3. 女性役員の役割と貢献 
2004 年から CEO を務めているのがファン・ティ・ヴィエット・ガー（Pham Thi Viet 

Nga）氏である。今日、CEO だけでなく、取締役会の役員や部門管理者、部門長、あるい

は労働組合長やホーチミン共産青年同盟の書記など、重要な地位や役職の大多数を女性が

占めている。HR ディレクターを務めるトラン・ティ・アン・ヌー（Tran Thi Anh Nhu）氏

によれば、この会社の女性は、現状を打破する強い意志と注意深さを兼ね備え、意思決定

を行うことに長けているという。彼女たちが有能なリーダーであるのは、女性全般が、物

事を柔軟に捉え、プレッシャーを乗り越えていく素質を備えているからでもある。 

このように、女性は忍耐力と柔軟な視点を兼ね備えているため、企業や社会全体の成長に

関してより適切な意思決定を下すことができる。したがって、女性全般や女性経営者は、高

度な決断力を持ち、重大な決断が迫られた際も適切に対応することができる。 

2015 年から 2020 年における企業戦略の課題の一つとして、DHG ファーマでは事業継承

にフォーカスを当てている。そのために、管理職級の地位にある有能な女性社員の中でも知

識及び技能に関する特定の要件を満たす者が、業績評価を通じて評価され、適切な役職に就

任し、次期 CEO に任命される時に備えている。この会社の女性役員に見込まれる能力には

以下のようなものが挙げられる。 

• 自己啓発活動に取り組むことができる 

• 会社の発展に貢献していくことができる 

• 女性のリーダーシップの重要性と必要性を増すことができる 

• この会社を抜本的に変革できるような影響力を持つことができる 

• 経営者に適した能力、知識、スキル、そしてビジョンを備えている 

 

 

2016 年に優れた実績を残した企業 50 社に

与えられる賞の授賞式に DHG ファーマ社

の代表として参加したファン・ティ・ヴィ

エット・ガー氏 

 

 

4. ダイバーシティとインクルージョンに関わる取組 
4.1. 市場開発 

DHC ファーマでは、マーケティングや市場機能に関わる重要な役職 (販売担当部長、ラ

ベル/製品担当部長、支店長、インベスター・リレーションズ等) に就任した従業員が女性で
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あるケースは少なくない。 

DHG ファーマでは、地位や役職、性別や年齢、あるいは人種に関わらず、全社員が会社

の業務や業績、財務や企業戦略に関して明確なコミュニケーションを取れるようにしてい

る。これは、社員全員が自分の仕事に誇りを持って業務にあたり、会社と共に成長及び発展

していくパートナーであると見なしているからである。この会社では、自社製品やサービス、

そして業績を改善していくために、社員自らがアイディアやフィードバックを提案するこ

とを奨励している。2015 年時点で、社員が提案したアイディアや企画は 655 にまで上り、

その内の 269 が実際に採用され、実施されている。 

 

4.2. リーダーシップ 

DHG ファーマで重要な役職に就いている従業員の大部分が女性である。彼女たちは製薬

に関する深い知識を持ち、この業界で十分な経験を積んでおり、確かな熱意を持って会社の

経営に携わっている。DHG ファーマでは、女性社員のスキルやリーダーシップに関する能

力の継続的な発展に力を注いでいる。このように、女性が成長できる土壌があるからこそ、

有能な女性がリーダーシップを持つことにつながっているのである。 

実際、女性は HR 部門においても重要な役職についている。(HR ディレクター、人事部長、

管理部長等。HR 部門で働く従業員の 90％が女性で構成されている。) また、製造業務に

従事する女性社員に関しても、彼女たちは効率的に業務にあたるだけではなく、性差別根絶

を目標とするこの会社の戦略やポリシーに沿って働いている。従業員の子供を考慮し、託児

所の整備や定期的な行事の開催などによって、女性の安定的な就業をサポートしている。実

際、2016 年には、ムーン・フェスティバルと呼ばれる従業員の子供たちのためのイベント

が開催されている。 

 

男女比で見る従業員数 (右は管理職) 従業員総数: 2876 人 (2015 年 12 月時点) 

 
 

4.3. 人材の確保 

4.3.1. 新規採用 

DHG ファーマに新規で採用された従業員は、自分たちに適した職務に従事できるように

Female
, 43%Male , 

57%

Gender ratio of all employees

Female, 
27%

Male , 
73%

Gender ration of Management level
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なっている。これは、個々の従業員が持つスキルや知識を会社の業務内容や要件となるべく

合致させるためである。新人研修やオリエンテーションも実施されており、これによって会

社が求めていることを本人に理解させるだけでなく、本人が会社に歓迎されているという

こと、そして性別や年齢、あるいは民族性によって差別されることのないポジティブな労働

環境であることを理解させるためでもある。 

 

4.3.2. 事業の継承計画 

DHG ファーマでは、組織の長期的成長を目標とした事業の継承計画を進めている。継承

計画では、従業員の性別や年齢、民族性を問わず、管理職にふさわしい従業員を管理職の候

補として選定する。 

 

4.3.3. 研修及び職業訓練 

DHG ファーマでは、従業員のための研修や職業訓練も実施している。これらのプログラ

ムには業務に関する技術訓練や、ソフトスキル関連のトレーニングが実施されると同時に、

従業員の技能や知識を伸ばすことを目的としたその他のトレーニングやコーチングも実施

されている。また、企業価値に関するトレーニングも定期的に実施されている。DHG ファ

ーマ社では、性差別のないポジティブな労働環境の促進に努めると同時に、今後この会社を

担い発展させていくことができる新たな女性リーダーの育成にも力を注いでいる。 

 

4.4. ガバナンス 

製薬会社であるということや、国内外に何百万人といる消費者の健康に直接影響を与え

る業種であることが、この会社に 3000 種類の業務を作り出している。 

DHG ファーマでは、組織が発展するだけでなく、社会や地域の発展や環境の良化に貢献し

ていくことができるように、責任ある事業を行っている。さらに、現在そして未来のステー

クホルダーの間で調和のとれた利益配分をもたらすことができるように真摯に取り組んで

いる。また、DHG ファーマでは、常にリーダーシップ開発に努めており、有能な女性社員

を管理職に任命することで、女性リーダーの開発に重点的に取り組んでいる。成長戦略や

KPI などで設定した目標を達成する際に女性の貢献を促進することで、この会社は短期的及

び長期的に見て効果的となるリーダーシップの形成を目指している。 
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インタビュー対応者  

 

トラン・ティ・アン・ヌー 

HR ディレクター 

 

- 1980 年に DHG ファーマ社に入社。

2000 年以降、現職。 

- 2004 年以降は DHG ファーマ社のス

ーパーバイザー委員会の委員も務め

ている。 
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チャファコ製薬 

APEC域内の主な事業エリア: ベトナム 

 

1. 企業概要 

チャファコ製薬は、ベトナムの伝統的な医薬品の開発、マーケティング、流通を専門に

扱う製薬会社であり、ベトナムの伝統的医薬品分野のリーダーとして、売上と利益でベトナ

ム製薬会社の中で第二位の業績である。同社は強いブランド力を誇り、WHO水準で2つのGMP

0F

1を取得した工場を持ち、全国的な流通網と23の流通支店を保有している。 

チャファコ製薬は、運輸省の鉄道会社の鉄道医療サービス部門として、1972年に医薬品

の製造と流通のために設立された。同社の主な業務は、処方薬の製造と、当時の鉄道産業に

医薬品や医療機器を供給することであったが、1999年、同社は株式化され、製薬と医療ツー

ル及び機器を取り扱う、通信運輸省の株式会社となった。その資本の45%は国が保有してい

る。 

チャファコ製薬の3つの主要業務は以下の通りである。 

- 医薬品や医療道具、機器、化粧品、機能食品、ワイン、ビール、ソフトドリンクの

製造、輸入と輸出 

- 漢方薬の製造 

- 医療及び医薬品の製造と技術におけるコンサルティングサービスの提供 

チャファコ製薬は、人々の生活水準向上に、付加価値の高い製品とサービスを提供する

ことにより貢献している。同社は顧客志向であり、従業員の育成に適した職場作りを行い、

さらに投資家のリターン増大を目指している。さらに、チャファコ製薬は政府や海外の団体

から多数の権威ある賞を受賞している。優れた女性科学者に敬意を表するコワレフスカヤ

賞 (2005)、ベトナム・ゴールデンスター賞 (2003-2011)、革新的な企業が受賞するWIPO賞 

(2010)、その他多数を取得している。 

 

2. ダイバーシティとインクルージョンの位置づけ 

チャファコ製薬に、年齢、性別、民族性などによって従業員待遇を区別するポリシーは

存在せず、従業員の採用・配属にあたり、評価の際の基準と職務要件を確立している。従業

員は、それらの基準と要件を満たせば、採用や任命を受けることができる。 

例えばチャファコ製薬は当初国有企業だったが、61歳のヴー・ティー・トゥアン氏が経営

を担っていることが示す通り、定年について進歩的な会社である(通常、国有企業における

女性役員の定年は55歳)。トゥアン氏によれば、このような例は、従業員が自由に成長でき

る会社の文化としての表れである。 

 

1 Good Manufacturing Practice 
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ヴー・ティー・トゥアン氏は、2016年にベト

ナムで上位50の業績トップ企業としてチャ

ファコ製薬を代表して賞を受け取った。 

 

3. 女性取締役の役割と貢献 

医薬品事業に情熱を持って取り組んできたトゥアン氏は、さまざまな困難に直面する中、

1999年に組織を株式会社化することを決意した、国内で最初の経営者の一人である。トゥア

ン氏の戦略とリーダーシップにより、チャファコ製薬は、医薬品市場で研究と開発に注力し、

近代的な技術を応用して競合他社との差別化を図ることに成功した。 

彼女自身の経験から、トゥアン氏はビジネスにおける女性と男性の強みを理解し、人事

部長や労働組合員の大半が女性であるなど、主要な役職の多くに女性を就任させている。 

また、トゥアン氏は、女性はビジネスの場において効果的なリーダーであるための、男

性とは異なる特質があると考えている。トゥアン氏は、女性は一般的に高い義務感を持ち、

長期的且つ持続可能な成長のための視点を持ち、プレッシャーの下でも力を発揮できると

確信している。また、母性本能のある女性は、多くの場合により安全な方法を選択すると考

えている。これらは、トゥアン氏と他の経営層が掲げる企業価値である。 

 

4. ダイバーシティとインクルージョンに関わる取組 

4.1. 女性従業員の育成と任命に関するポリシー 

チャファコ製薬が女性役職者の育成と就任を推進する例として、同社では性別による報

酬の差がないことが挙げられる。トゥアン氏は、「女性従業員が求められる職務の基準と質

を満たした場合、同等の立場にある男性従業員と同じように報酬を受ける」、と説明してい

る。このポシリーにより、同社の多くの女性従業員は家庭の稼ぎ頭となっており、家族から

もキャリアアップの後押しを得ている。このことは、結婚して家庭をもった女性が働いてキ

ャリアを持つことはできないという、ステレオタイプな見方への一つの解を示すものとい

える。 

女性従業員には男性従業員とは異なる社会的、身体的側面があるという認識の下、チャ

ファコ製薬は女性従業員の労働環境のために様々なプログラムを用意している。例えば、補

足的な健康診断 (例: 婦人科検診、女性特有の癌検診)、家族と過ごすための日（ファミリ

ー・デー）、女性従業員の子供や家族のためのギフト、などがそれに含まれる。 

さらに、すべての従業員は、福利厚生として加入が義務付けられていない旅行保険にも
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加入することができる。また、チャファコ製薬は、有能で適任な従業員に対し、年齢、性別、

民族性を問わず、将来のCEOを育てるトレーニング、リーダーシップスキル、プレゼンテー

ションスキル、チームワークスキルなどの、教育開発プログラムの機会を提供している。 

従業員の比率 

- 部門長レベルの60-70%、人事部は全従業員が女性である 

- 労働組合員の65%を女性が占める 

 

4.2. 人事ポリシー 

業務の割り当て、配属や昇進において、男女間の差別はない。仕事の性質や業務内容に

よって、女性の特質も考慮した上で、業務を割り当ている。一つの例に、頻繁な出張が求め

られる営業職がある。その特色から、通常は女性よりも男性の方がこの職務に興味を示すが、

一方で、繊細な注意力が求められる製薬技術職やマーケティングとPR職は女性に好まれる

傾向にある。このように、それぞれのポジションに適材を配置することは会社の最大の関心

事であり、責任となっている。 

 

4.3. モニタリングと指標 

労働組合は主に、上記のプログラムや福利厚生の導入とモニタリングに責任を持ってい

る。その他、地元の政府機関も管理に関わっている。 

チャファコ製薬では、女性役職者の人材育成や任命に関して目標や指標を定めておらず、

任命や昇進が検討される際、能力こそが鍵であり、優先される指標となっている。従業員報

酬は、以下の三つの指標から決定される。 

- 社内での役職と地位 

- 当人の能力と適正 

- 重要業績評価指標 (KPI) 

 

インタビューした人物  

 

ヴー・ティー・トゥアン 

社長 
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