ス テ ー ク ホ ル ダ ー・ダ イ ア ロ グ

グローバルに
「お役立ち」
できる人財とは

マンダムグループでは、
アジアグローバル企業として成長を続けていくために、
グロー
バル人財の育成を２０１１年から本格的に開始しました。
そして、
ステークホルダーとの
双方向のコミュニケーションにより、社会の期待に応え、会社の発展へとつなげてい
くために、ダイバーシティ＆ワークライフ・コンサルタントとして活躍されているパク・
スックチャ氏をお招きし、人事部4名、海外事業部3名に環境推進室の3名を加え、
グ
ローバル人財をテーマにしたレクチャーとダイアログを2012年5月に実施しました。
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グローバル人財定義 『どの国でも成果をあげることができる人財』

Mandom Group Vision ver1.0

グローバル化が進展している世界の中で

グローバル人事ビジョン

● マンダムグループの理念・DNAや経営方針・戦略の本質を理解し、
● 自分の使命・役割を十分に認識した上で、主体的に物事を考え、

１グループコミュニケーション強化

グローバル人財定義

● 多様なバックグラウンドをもつ上司・同僚・部下、取引先、顧客等に自分の考え・

２ 多様な価値観の理解と経験

想いをわかりやすく伝え、
● 自国を含めたマンダムグループ進出国の文化的・歴史的なバックグラウンドに

由来する価値観や特性の差異を理解し乗り越え、

グローバル人事ビジョン2016

● 十分なコミュニケーションを図ることで、相手の立場に立って互いを理解し、

風土づくり･制度・施策
■「アジアでグローバルな経営を強みとする
オンリーワン・カンパニー」
を目指して
マンダムグループでは、1958年のフィリピンにおける技

重点施策

強化はもちろん、
「人財」
という資源をいかに活用し、新しい

べき状態を
「ヒト」
を中心に据えた
「グローバル人事ビジョン」

価値を次々に生み出すことができるのかが、アジアグロー

として策定しました。具体的な施策の一つとして2012年から

バル企業として成長し続けられる最大の要因となります。

若手社員を対象に1〜2年程度、海外の現地法人や青年海外
協力隊
（JICA提携）
へ派遣する
「海外トレーニー制度」
を開始

■

マンダムが考えるグローバル人財とは

「グローバル人財」
という言葉は世間でも頻繁に耳にする

術提携会社の設立を皮切りに、早い時期からアジアにおい

ようになりましたが、そのとらえ方は人によってさまざまです。

て、各国の生活者に対するお役立ちやオンリーワンを目指

マンダムでは、グローバル人財を
『どの国でも成果をあげる

して事業を展開してきました。2011年４月からの新たな中

ことができる人財』
と定義しました。

期3ヵ年経営計画（MP-10）
では、成長スピードの加速を見

これは、単に英語をはじめとする語学力に優れていること

込めるアジアでの取り組みを強化し、
「グループ事業の成長

や働く場所や人が多様化することだけを指すのではなく、世

加速に向けた売上規模の拡大」
を目指しています。

界中で特にアジアでは、誰と仕事をしようが、どこでも通用

このことを実現するためには、グローバルには一貫性を
持ちながら、ローカルには多様な価値観を理解し、きめ細

４グローバル人財リーダーへの転換
５ 多様なグローバル人財のストック

● さらには多様な人々からそれぞれの強みを引き出し活用し、相乗効果を生み出すことで、
● どの国で誰と働こうが、その国で新しい価値を生み出すことができる人財。

３ 現地化と多様性の促進

しています。今後さらにビジョンに沿った社内の風土づくり、
制度や施策を検討し、実行に移していきます。

するプロフェッショナルとしての資質やスキルを有している
人財になることを求めています。

かく対応することで、他のグローバルプレイヤーとは違う

全社員がこの
「グローバル人財」
となることへ努力し、考働

オンリーワン・カンパニーとなることこそが重要であると考え

を変えることが新たな全員参画経営のあり方となります。そ

ています。そのため、戦略や投資といった事業展開面での

こで、2016年度にアジアグローバル企業として会社の目指す

海外交流研修
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ス テ ー ク ホ ル ダ ー・ダ イ ア ロ グ

企業の成長と個人の幸せを
つなげるダイバーシティ戦略
アジア市場は、世界経済において今後も間違いなく重

られているのです。大切なのは、個々人の
「違い」
をまずは

重要視されます。アジアの人材は、短期的に3年後、5年後

認め合うこと。その上で、
「違い」
の中に価値を見つけて、そ

に自分のキャリアがどうなっているかを求めてきます。会社

の人が持っている能力をフルに発揮し、組織に貢献できる

よりも自分のキャリアに忠誠心があるからです。また、これ

ような環境をつくることにあります。

まではマネジャー層になっていくことが昇進のステップでし

ただし、組織はすぐに変われるほど簡単ではありません。

たが、これからはプロフェッショナルになるための選択肢を

要な役割を果たすと予測されます。33億人というアジア

先入観や固定概念というのは根深い問題ですから。そのた

の人口規模の中でも、中国とインドだけで世界の人口の約

め、制度や仕組みを整え、風土そのものを変えていく必要

マンダムの経営理念の中には
「全員参画経営」
というすば

4割を占めるとともに、中間層と言われる人々の潜在的な

があります。少数派の意見が通りにくい場合には、コミッ

らしい言葉があります。自分の意見や課題を率直に言え、

ニーズ、未開のマーケットが膨大に残っていると見られて

ティ
（委員会）
をつくるなどして建設的な意見を提案できる

その解決策までを社員全員が提示していくようなチーム、

いるからです。一方で、アジアの国々は発展の度合いも違

仕組みにするのも一つの方法です。また、実践において重

会社になっていかれることを期待しています。

えば、民族、言語、宗教、文化、生活習慣なども多種多様

要な役割を担うのがマネジャー層です。マネジャーは、これ

に存在しています。

までに経験してこなかったような多様な意見や要望、また、

つまり、
「違いがあって当たり前」
というのが前提になる

そこに生じる対立を調整し応えていく能力、つまり
「人間関

のです。従来の企業内や社会におけるスタンダードにとら

係力」
が求められます。私たちはこういうところを目指して

われずに、多様な属性（性別、年齢、国籍など）
や価値・発想

いるんだ、という軸となるビジョンを示した上で、何が課題

を取り入れることで、ビジネス環境の変化に迅速かつ柔軟

で、どこからチャレンジしていくのか、解決すべき課題の優

に対応していくことが必須です。企業の成長と個人の幸せ

先順位をつけて示すことが大事です。

をつなげようとする
「戦略」
としてのダイバーシティが今求め

同時にキャリアプランの設計というのもこれまで以上に

複数用意しておくことが求められるようになるでしょう。

ダイアログを終えて
人事部

人事企画課 課長

山田 秀徳

私にとって、今回の場で一番の収穫は、論理的かつ現場
事例をふまえていたパクさんの話が大変理解しやすかった
こと、併せて、過去にさまざまな方とグローバル化やダイバー

ダイバーシティ＆
ワークライフ・コンサルタント

パク・スックチャ 氏
日本生まれ、韓国籍。米国ペン
シルバニア大学経済学部卒業。
シカゴ大学MBA(経営学修士)
取得。米国系企業に5年間勤務
後、韓国延世大学へ語学留学。
日本に戻り米国系運輸企業に
入社。同社にて日本、香港、シン
ガポール、中国など、太平洋地
区での人事、スペシャリストおよび管理職研修企画・実施を手が
ける。2000年12月に日本で最初のダイバーシティ＆ワークライ
フ・コンサルタントとして独立し、アパショナータ Inc.設立。
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シティの話をした中でしっくりこなかった部分やイメージし
づらくて、なんとなくひっかかっていたものが、とてもクリア
になりました。自分たちが進めていく上での本質と軸が
ぶれていなかったという自信が持てました。主導していく者
としては、
「勇気」
も必要であり、それが得られたことは精神的
にも大きなプラスになりました。
ダイアログの中でも話をさせていただきましたが、
「勇
気」
を持つと同時に実行への「不安」
も感じました。将来像
を持つことは大事ですが、ダイアログでもお話いただいた
ように
「まずはできることから、取り組む」
ことを心がけた
いと思います。

松村 紘美

日本人以外の社員がいる環境でなければ、根本は理解で

ダイバ ーシティとは、性 別 や 国 籍 のみならず、“個”に

パクさんのお話を聞くことによってダイバーシティを推進

きないと私は考えています。つまり海外で仕事をしなけ

フォーカスを当てているもので、今後のグローバル化に向

することは単に個々の働き方を尊重するだけでなく、多様

れば、当事者意識もないですし、難しいかと思います。日

けて必須だと再認識させられました。人事部としては、まず

な属性、価値や発想を取り入れることによって企業の成長

本で実施するならば、相当な覚悟で組織を変革していか

は社員に自分自身の“個”について考えてもらう機会をつく

にもつながるということをわかりやすく説明していただき、

なければ結果は出ないでしょう。それを再認識できたの

らないといけないと感じました。それが
『キャリア支援』
であ

ダイバーシティの本来の意味を理解することができ、企業

が自分自身の収穫です。

ると思います。自分自身の個性を認識できないと、他者との

にとってのダイバーシティの必要性をとても感じました。

人事部

人事企画課 主任

酒井 美絵子

人事部

労務管理課 主任

違いを受け入れることは難しいと感じます。私の担当であ

普段の自分を振り返ってみると自分自身の中で
「多様性」

る若手社員教育においては、仕事を通じて自分自身の“弱

ということを頭で理解しつつも、気づかないところで
「違い」

み”や“強み”を認識し、それを現在の環境や業務で、今後自

を受け入れることができていなかったと思います。

海外事業部

業務管理課 課長

本郷 良和

担当業務の上で、以前よりダイバーシティ・マネジメントには
興味を持っていましたが、今回のダイアログを通じ、企業はビ

分自身が成長していくにはどうすればいいかを“自分で考

気づいていない行動を変えるということは難しいことです

ジネスの成果をあげるという明確な目的を持ってダイバーシ

え、実行する”ということを意識させる働きかけをしていか

が、
「違い」
を認識し、受け入れることの大事さに気づくこと

ティに取り組まなければ、途中で息切れしてしまい、永続的な

なければいけないと感じました。

ができましたのでこれからは日頃から
「違い」
を尊重すること

企業の仕組みとなっていかないということを再認識しました。

を意識し、自分の業務でも活かしていきたいと思います。
人事部

労務管理課 主幹

髙井 正幸

社員へのダイバーシティ意識の醸成と言われても、どう

広範囲に多様性を取り入れるのではなく、目的を持って
選択と集中を行い、戦略の一部としてダイバーシティ・マネジ

海外事業部

事業推進課 主事

浦 珠美

メントを活用し、事業の成長につなげたいと考えます。

いったことを認識させるべきなのかが曖昧でしたが、今回

今回、講師をしてくださいましたパクさんは、日本・韓国・

特にこれからの海外事業展開においては、国境を越えた人財

のレクチャーを通じ、無知による無意識な行動によるパ

香港・シンガポール・中国などのアジア地域に加えて、アメ

マネジメントが事業成長の大きな役割を果たすことから、多様

フォーマンスの低下を招かないためにも、ダイバーシティに

リカなどでの幅広いご経験・ご見識をお持ちでしたので、お

性をうまくシンクロさせていくことが課題となります。また、現場

関する正しい知識と意識の醸成が必要であることが、改め

話をうかがうことによって、今まで私自身が漠然ととらえて

ではこれらの人々を効果的にマネジメントできるグローバル

て理解できました。

いた、
「ダイバーシティ」
そのものの解釈を大きく見直す良

リーダーの人財開発にも早急に取り組んでいきたいと考えます。

また、
ダイバーシティの本質は、
あくまでも
「責任＝成果」
の達成を軸に、
「( 状況が個々異なる社員に対し) 最高の

い機会となりました。
ダイバーシティの真の目的＝
「組織のパフォーマンスを

パフォーマンスを出すにはどうしたらいいのか？」
であり、

向 上させる」を実 行すべく、さまざまな価 値 観やバック

楽をさせることや甘えさせることではないことが理解でき

グラウンドを持った国内外のマンダムグループの皆さんと

ました。また、単に育児勤務者といった括りで対応を考える

協働して、日々考働していきたいと考えています。

のではなく、
「1日の就業で勤務できない時間帯の存在
する社員」
などといった見方で制度や対応を考えることで、
パフォーマンスを出し切れない社員を総合的にカバー
できると感じました。

海外事業部

事業推進課 主事

四戸 孝

レクチャーではダイバーシティ・マネジメントで重要な
3点を教えていただきました。１、コミュニケーション
２、コンフリクトマネジメント ３、人間関係力。けれども、
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