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【第 1部】 

P&G の紹介 

P&G は１８３７年にアメリカ、オハイオ州で、ろうそくをつくっていたウィリアム・

プロクターと、石鹸をつくっていたジェームズ・ギャンブルの二人が事業を起こしたのが

始まりで、１７５年の歴史がある。現在もそのシンシナティに全世界のヘッドクォーター

がある。現在、世界約８０カ国に拠点があり、１８０カ国の市場で製品を販売している。 

２０１０／２０１１年度の全世界の売上は８２６億ドル（約６兆６千億円）、営業利益

は１５８億ドル（約 1 兆２千億円）、営業利益率は約２０％。主要製品は、洗剤、紙おむ

つ、シャンプー、化粧品、ペットフードなど。男性向けとしては、ジレットのかみそりや

ブラウンのシェーバーがある。 

日本では約４０年前、１９７３年に事業を開始し、現在、グループ全体で４０００人強

の社員がいる。製造拠点は高崎、滋賀、明石の 3 拠点。神戸の本社で働く社員の国籍は２

４カ国に及ぶ。女性の比率も６０％以上で、多様性すなわちダイバーシティに富んだ組織

となっている。 

 

アジアで勝てる組織は多様性を活用できる組織  

アジアで勝てる組織とは、一言でいうと、「多様性を活用できる組織」だ。どこにもな

い特殊な技術をもっていてそれだけでビジネスができる、といった企業なら多様性などと

いうことは考えなくてもよいかもしれないが、そういう企業は稀であり、成長を続けアジ

アで、グローバルで成功していこうと思うと多様性を尊重し、活用することが必要にな

る。 

多様性、ダイバーシティという言葉は、最近日本でよく使われるようになってきたと思

うが、２０年前ぐらいからその重要性がずいぶん議論されており、P&G では経営戦略の

一環として推進している。 

 多様性と一言で言っても様々な観点からとらえることができる。国籍の多様性もあれば、

男性と女性、ジュニアとシニア、経験の違い、文化の違いなど、いろいろなパターンがあ

り、これらすべての違いを尊重し、ビジネスに活用できる組織を目指すべきである。 

 

多様性がなぜ必要か － ダイバーシティの効用 

 なぜ多様性が大切なのだろうか。答えは大きく分けて三つある。 
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 ひとつは、様々な文化や背景や特技を持った男女がのびのびと活躍できる組織のほうが、

イノベーションを生み出しやすいということ。イノベーションは、技術的なものだけでは

なく、マーケティングのアイデアなども含む。いわゆるホモジニアスなグループだけから

の発想ではなくて、複数の違う人たちの考え方や思いが入れば、ブレイクスルーなイノベ

ーションが出やすくなる。男女、シニア、ジュニアも混ざったいろいろな人の考えが入る

ことによって、今までになかったようなイノベーションが生まれやすいというのが一つだ。 

二つめは、ダイバーシティを活かすと社員のモチベーションが上がるということ。外国

人や女性を含む多様な人材を登用するにあたっては、それぞれのモチベーションをあげて、

しっかりと貢献してもらわなくてはならない。ダイバーシティの根本的な考え方は一人ひ

とりの個性を尊重して活かすということであり、人は尊重され、信頼されるとモチベーシ

ョンが上がる。モチベーションは給料だけで上がるものではなく、自分が貢献していると

自他ともに認める状況があるときにモチベーションが上がるのだ。 

３つめは、多様な社員を受け入れる組織にはより優秀な人を採用できるチャンスがある

ということ。男性しか活躍できない、日本人しか活躍できないといった組織には、当然の

ことながら優秀な女性や外国人は来ない。グローバルで、またはアジアで活躍できる才能

のある人材を広く採用するには、まずダイバーシティを大切にする組織になり、多様な層

から優秀な人材を引き付けることが大切だ。 

P&G では、この 3つの理由から、ダイバーシティは、あればよいもの、Nice to have で

はなく、ビジネスにとって必要なもの、Need to have であると考え、経営戦略の一環とし

てダイバーシティを推進している。 

 

多様性を活用できる組織をつくるためには： 

 

１．共通言語をもつ（英語） 

ひとつは多様な人材がコミュニケーションをとるための共通言語をもつことである。

アジアという舞台でのコミュニケーションということになると、今の段階では英語が

共通言語として一番ふさわしい。英語といっても、流ちょうな英語、正しい英語が求

められているのではなくて、英語を使ったコミュニケーションの力をもつということ

だ。 

 日本人は、英語の勉強はしているが、英語でコミュニケーションをする場面が非常
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に少ないので必要性を感じずにまだ本腰を入れていない企業や個人が多い。しかしそ

れでは、アジアで勝とうという覚悟がはまだないということだ。日本に来て働こうと

する外国人は日本語の習得が死活問題だから覚悟を決めて必死でやる。だから飲み込

みも早いし成果も出せる。多くの日本人・日本企業は海外に出て行ってもそこまでの

覚悟がない。 

 世の中はものすごい勢いで変わっている。おそらく１０年、１５年の間に大きな変

化がアジアのマーケットで起こるであろうし、そこでしっかりと勝っていこう、ある

いは成果を出そうと思うと、今から準備をしておかないと間に合わない。今でも遅い

くらいだ。コミュニケーションなくしてアジアの市場での成功はないと考えたほうが

よい。 

 英語は、２０～３０年前は特別な能力だったかもしれないが、今は特別ではなく当

たり前の時代になりつつある。その当たり前のことを当たり前のようにできないと企

業が勝てるはずがない。考え方を変えていくことが必要だ。 

 

２．人事制度の一元化 

次は人事制度の一元化である。人事システムを統一して、本社、現地法人にかかわ

らず一元化するということが非常に重要な意味をもつ。本社採用、現地採用で給料が

違ったり、人事の仕組みが違ったりするケースが非常に多いが、これには透明性がな

く効率もよくない。 

 P＆G は１０数年前に全世界統一の人事制度を導入した。これは給与体系のほか評価

基準、採用基準、昇進基準などを含む。これで人事異動も透明性をもってスピーディ

ーにできるようになり、採用地や勤務地にかかわらず、評価の公平性も保てるように

なった。公平性を保てるということは組織の多様性にも非常にプラスになる。優秀な

人が公平に評価をされるということでモチベーションが上がる。どこで採用されたか

によって評価システムが違うようでは、働くのがいやになる。冒頭のダイバーシティ

にもつながるが、公正、公平な評価をするためにも、こういった人事制度の統一は非

常に重要になってくる。 

 

３．簡素化・Simplification 

三つめは簡素化、シンプリフィケーションである。多様な人材を有効活用するには
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組織のプロセスそのものを簡素化しなくてはいけない。 

 また組織構造もシンプルなほうがよい。組織の階層があればあるほど、情報伝達の

スピードも遅くなる。ビジネスが大きくなる過程で、気がつけば組織が肥大化して階

層も増え、新入社員からトップまでのレイヤーの数がどんどん増えてしまっていると

いうことがある。これでは意思決定も遅くなる。 

 P＆G でもグローバル化や M＆A による吸収などによりどんどん組織が大きくなって

いくので、常に見直しをかけて自分たちの組織やプロセスを簡素化し、スピーディー

でクオリティの高いものにしていこうという努力を続けている。 

 日本の P＆G の場合は、新入社員と社長の間に入るレイヤーの数は平均して 2 か 3

であり、かなりフラットな組織にしている。そのほうが意思決定のスピードは格段に

速いし、無駄なことをせず、選択と集中が可能になる。 

また私の場合、社長になってから、それまで行われていた会議の３～４割は削った。

会議も必要性を吟味して削ることで簡素化ができる。またプロジェクトの数も、３年

間で約４０％カットした。プロジェクトが減ると売上が減るのではないかと心配する

人がいるが、思い切って減らし、資源を集中することによってより成果が出る。おか

げさまで１２四半期連続でシェアを上げることができた。 

  

４．企業理念の徹底 

四つめは企業理念・企業目的というものの徹底だ。どこの会社にも企業理念あるい

は社是といったものはあり、それを徹底することは当たり前だと思われるかも知れな

いが、壁に飾ってあるだけのことも多く、日々の行動にまで徹底できているところは

少ないのではないか。自社の企業理念というものを徹底的に末端まで浸透させること

が必要だ。特に多くの国籍の多様な社員を抱えている当社のような企業では、言葉・

生活習慣・宗教・育ちも違う集団が会社の中で一つの方向に向いて仕事をしようと思

うと、そういう一つのシンボリックな理念というものが必要になる。そうでないと、

全世界の中で、あるいはアジアの中ではまとまった行動はとれない。 

 P&G の場合は企業理念として、企業目的・共有する価値観・社員の行動原則を掲げ

ている。それぞれ英語で、Purpose、Values、Principles というが、それぞれの頭文

字を取って、社内的には PVP と呼んでいる。 
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私たちは、現在そして未来の、世界の消費者の生活を向上させる、優れた
品質と価値をもつＰ＆Ｇブランドの製品とサービスを提供します。

その結果、消費者は私たちにトップクラスの売上と利益、
価値の創造をもたらし、ひいては社員、株主、そして私たちがそこに

住み働いている地域社会も繁栄することを可能にします。

共有する価値観
(Values)

• 誠実さ

• リーダーシップ

• オーナーシップ

• 勝利への情熱

• 信頼

• 私たちはすべての個人を尊重します

• 会社と個人の利害は分かち難いものです

• 私たちは戦略的に重要な仕事を重点的に行います

• 革新（イノベーション）は、私たちの成功の礎です

• 私たちは、社外の状況を重視します

• 私たちは、個人の専門的能力に価値をおきます

• 私たちは、最高を目指します

• 相互協力を信条とします

行動原則 (Principles)

企業目的 (Purpose)

P&Gの企業理念 PVP

 

これは、当社の目的は何で、会社が大切にする価値観はどのようなものか、そして

社員が行動するときには、こういう原則に基づいて行動しようということをあらわし

たものである。徹底するためには、一度伝えたら終わりではなく、社員に対する様々

なコミュニケーションの際に社員に伝えている。 

 これはルールや規則ではない。日本には規則がたくさんあるが、ルールや規則を多

くつくりすぎると、組織の力を最大限に活かせないことが多い。それより、原則を共

有して、その原則の中で社員が自分で考え行動することを推進したほうが、社員のも

つ能力を最大限に活用できるチャンスが大きく膨らんでくる。 

 昨年の東日本大震災のときも、災害対応のマニュアルはあっても、それよりももっ

と役に立ったのがこの PVP だった。震災当時さまざまな場所にいた多くの社員が、そ

れぞれ PVP に基づき、行動原則に基づいて何をしなければいけないのかを考え、細か

い指示をしなくても迅速な対応につながった。 

 価値観のひとつであるオーナーシップを一人ひとりがもって、何を優先しなければ

いけないのかを考え、まずは社員の安否確認が徹底してなされ、事業継続のための手

順をしっかりと踏んでいくというプロセスが自然にできていた。 

 私は災害対策本部長だったが、役員からなる特別チームと 1日に 1回か 2回ミーテ
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ィングをするだけで、あとはそれぞれのチームや社員に信頼をもってデリゲーション

できたのも、皆が PVP に基づいて行動してくれるという確信があったからだ。その結

果、社員の安全も早い段階で確認でき、工場の点検・再稼働も迅速に進んだ。 

 紙おむつや生理用品などの支援物資の発送も、現場の社員が兵庫県や神戸市などの

自治体と連携をとり、被災地にいち早く届けることができたのも、PVP に基づく行動

がとれた成果ではないかと思っている。 

 

５．人を育てる 

五つめに重要なのが、人を育てるということだ。多様性を尊重して、アジアで勝て

る人材、ビジネスに役立つ人材を育てていかなければならない。 

 まず、アジアという舞台を想定した採用をしっかり行なっていかなくてはならない。

アジアで活躍できる可能性のある人を採用していく必要がある。 

 次に採用した人材をどう育てるかということだが、まず、もうそろそろ年功序列は

やめたほうがよいのではないかと思う。年功序列という最初から決められた制度によ

って人を育てていてはビジネスのスピードに追い付かない。多様な人材を採用しても、

せっかくもっているポテンシャルを年功序列のために活かせないままキャリアのピ

ークを過ぎてしまい、振り返って自分の過去を嘆くといったことにならないよう、会

社がそういう仕組みを排除しなくてはならない。 

 その際に重要なのが、組織の中で固定観念にとらわれないということだ。固定観念

にとらわれた人事をしていては多様性を尊重する組織はつくれない。例えば結婚した

ばかりの女性社員に、転勤を伴うけれどキャリアアップに最適なポジションのチャン

スがあった場合、本人に打診するかどうか。おそらく、結婚したばかりなのに転勤な

どという話をもちかけるのは気の毒だから別の人にしよう、と本人の知らないところ

でチャンスを消してしまうことがあるのではないか。男性であれば結婚したばかりで

あってもそのような気は使わない。これは結婚したばかりの女性は転勤などできるは

ずはないという固定観念のせいである。上司の固定観念で、結婚したばかりだから転

勤は気の毒だと思ってチャンスを与えないということは実際にあるだろう。しかし聞

いてもいないのに勝手に固定観念で判断してはいけない。固定観念が常に真実とは限

らないからだ。「今は結婚したばかりなので転勤は望まない。」という答えがあってか

ら、考えるべきだ。 
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 日本人と外国人に対する固定観念、シニアとジュニアに対する固定観念などいろい

ろあるが、固定観念によって可能性を妨げてしまう危険性があるということを理解し

てほしい。人を、特に多様な人材を育てていこうと思うと、まずはその固定観念を取

り去ること。しかも、それはトップがやらないと下にまでは落ちていかないので、リ

ーダーの信念と実行が非常に重要だ。 

 また、社員も自分のキャリアにオーナーシップをもたなくてはならない。しっかり

とオーナーシップをもたせて、自分のキャリアを選択させるというような風土、カル

チャーとその仕組みを確立し、教育する必要がある。自分の行き先は会社が決めるも

のという考えも社員の側からの固定観念だ。自分の人生、自分のキャリアなのに人任

せ、会社まかせではいけない。 

 アジアの人たち、特に優秀な人たちはオーナーシップをもち、自分のキャリアをど

う描きたいかということを要求すると同時に、結果も出していく。結果を出すから、

さらに新しいチャンスが与えられるという好循環が生まれ、すばらしいリーダーにな

っていく。そういったことが環境としてサポートできるような仕組みづくり、風土づ

くりが会社には求められる。 

 またトレーニングも大切だ。P&G はトレーニングの優れた会社だという評価をいた

だいているが、確かに社内にはいろいろなトレーニングのプログラムがある。ただ、

一番重要なのは、OJT（On the Job Training）だと思っている。OJT を本当に徹底し

てできる環境があるかどうかによって、社員の成長は大きく左右されると思う。 

 ある程度の知識はセミナーなどでも得ることはできるが、それはすぐにはスキルに

つながらない。人間というのは実際にやってみて、成功したり失敗したりしながら経

験を重ねて成長していく。経験者から実際の仕事の指導を受け、結果をだしていくこ

とが成長への近道でもあり、有効な手段だ。OJT とそれをサポートするプログラムを

バランスよくやっていく必要がある。 

 当社では OJT 以外のトレーニングプログラムも基本的にすべて社員が講師になり、

私もふくめすべての役員がなんらかのトレーニングの講師を受け持っている。一般の

社員もトレーナーとなることを奨励されている。これは二つのメリットがある。社員

を社内で教育できるというメリットと、社員自身が講師となることによってスキルが

向上することだ。教育を受けるということと教育をするという両面をやっていけば、

さらに組織は強くなると思う。 
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 そして人を育てるということにおいてもトップのコミットメントの重要性は非常

に高い。組織をリードしていくのはやはりリーダーであり、トップのコミットメント

がなければ、掛け声をかけても何も変わらない。たとえば当社の女性管理職比率は今

は高いが最初からそうではなかった。９０年代の変革期において、ダイバーシティを

推進するというトップのコミットメントがあったからこそ、今の結果につながってい

る。やはり会社のリーダーというのは、walk the talk、言ったことを身をもって実

行していかなければいけない。 

 私が実践しているのは、コミットメントを大勢の人に向かって宣言することだ。何

か新しいことや大きなことをしたいときには、社員に宣言をする。そうすると当然自

分にプレッシャーがかかり、そのプレッシャーに基づいて自分が行動を起こすように

なる。言ってしまうと失敗したくないので、失敗しないように今まで以上に努力をす

るということにもなるし、透明性を高めることにもなる。 

 

リーダーの資質 

 最後に私が考えるリーダーの資質について話したい。どういう人材がアジアで、あるい

は世界で活躍できるのだろうという質問をよく受けるが、経験上、こういう資質のある人

は成功率が高いということをお話ししたい。 

 ひとつめは、誠実な人間であること。当たり前のことだが、リーダーが誠実ではなかっ

たら、人の気持ちはついていかない。権限だけをもっていても誠実さがなければ、社員が

能力を十分に発揮できるようなチーム、あるいは組織にはならない。 

  二つめは、情熱を注げる人であるということ。達成したい目標をはっきりと言えるか、

自社のブランドや製品に対して情熱を持っているか、勝ちたいという思いはあるかといっ

たことだ。当然と言えば当然だが、情熱がなければ人はついて来ないし、物事をやり遂げ

ることはできない。パッションは必要不可欠である。 

 三つめは、考える力をしっかりもっていること。知恵を出す力があるかどうかだ。上か

ら言われた、あるいは会社から言われたことに対して、その通りにできる人は世の中に多

くいると思うが、リーダーに育っていく人たちは、自分で受け止めて考え、自分のものに

して組織に落としていくという人が圧倒的に多い。リーダーを育てるためには、そういう

ところを気に掛けて、考えさせる。自分のものにしてから組織に落とさせるようなプロセ

スやトレーニングを提供すると、能力を開花させるチャンスが多く出てくるのではないか。 
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 以上の三つが基本的な要素だ。この三つがあれば、どこに行ってもリーダーシップを発

揮できると思う。逆にこれがなければ難しいということになる。 

 それからこの三つに付け加えるとすれば、ひとつは変化を起こせる人だ。変化に対応で

きるだけではだめで、これから先は特に変化を起こせる人、自ら変化をリードできる人で

ないと、激変するアジアの変化、スピードに対してリーダーシップを発揮できないと思う。

自ら変化を起こしていくというリーダーシップスタイルが必要になってくる。 

 もうひとつは、多様な意見・価値観を受け入れる包容力をもつ人。人の意見を理解し、

尊重し、人を信頼して任せることができる大きな人間でないと、リーダーシップはなかな

か発揮できない。特に多様な人材を擁する組織のなかで、日本人以外の社員に対しても固

定観念をもたずに対話をし、理解し、信頼で包み込むような大きさが重要な資質ではない

かと思う。 

 

まとめ 

今日は「アジアで勝てる組織をつくる」というテーマで、アジアで勝てる組織は多様性

を活用できる組織であるとお話しした。 

なぜ多様性が必要かという説明としてダイバーシティの３つの効用、１）イノベーショ

ン、２）モチベーション、３）優秀な人材の採用を挙げた。 

また、多様性を活用できる組織をつくるために必要なこととして、１）共通言語をもつ、

２）人事制度の一元化、３）簡素化・Simplification、４）.企業理念の徹底、５）人を育

てる、という５つの項目をご紹介した。 

最後に、私が考えるリーダーの資質として、誠実・情熱・考える力・変化を興す・包容

力の５つを挙げた。 

ご静聴ありがとうございました。 


