
ユニリーバ・ジャパン（東京都⽬⿊区、代表取締役プレジデント&CEO フルヴィオ・グアルネリ）は、3⽉8⽇（⽔）の
「国際⼥性デー」に先駆け、PwC Japanグループ、⽂京区、UN Women⽇本事務所（50⾳順）とともに、働き⽅改⾰
やイノベーションの観点からジェンダー平等・ダイバーシティを考えるセミナー『イノベーションが変える未来の仕事 〜マインドセッ
トが変える私たちの⽣き⽅・働き⽅〜』を、3⽉7⽇（⽕）に⽂京シビックホール（⼩ホール）にて開催いたします。

当⽇は、内閣総理⼤⾂夫⼈である安倍昭恵⽒をはじめ、産・官・学から著名なリーダー10名が集結。AIをはじめとする
技術⾰新が変える「未来の働き⽅」や、先進的な企業の取り組み、実際に変⾰に取り組んできたリーダーの経験からの
学びや気づきを、対談やパネルディスカッションを通して共有します*。また、⼀般からのセミナー聴講者も募集しております。
特設サイト（http://www.pwc.com/jp/ja/japan-event/heforshe-event.html）から2⽉28⽇（⽕）までお申し込み
いただけます。

ジェンダー平等・ダイバーシティは、⽇本や世界の課題であると同時に、ユニリーバが成⻑戦略「ユニリーバ・サステナブル・リ
ビング・プラン」の中で掲げている⽬標でもあります。そのため、ユニリーバは、社内で公平な⼈事評価制度や多様な働き⽅、
ダイバーシティを尊重する組織⽂化を推進するだけではなく、社外にも積極的に働きかけてまいりました。UN Womenによる
ジェンダー平等のための連帯キャンペーン「HeForShe」も、中⼼的パートナーの1社として世界中で⽀援しております。今回⽇
本で初めて「HeForShe」のセミナーを共催することで、⽇本においても、ジェンダーに関係なく誰もがいきいきと活躍できる社
会への変⾰に貢献してまいります。
*プログラム内容、登壇者は変更の可能性がございます。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

■HeForShe（ヒーフォーシー）とは
HeForShe（ヒーフォーシー）は、UN Women（ジェンダー平等と⼥性のエンパワーメントのための国連機関）による、ジェン
ダー平等のための連帯キャンペーンです* * 。男性を含む世界中のすべての⼈がジェンダー平等の実現のために参加し、変⾰
の主体となれるための活動を⾏っています。2014年9⽉20⽇に潘基⽂国連事務総⻑（当時）とエマ・ワトソン UN
Women 親善⼤使により発表されて以来、各国⾸脳やCEO、世界的な有名⼈、そしてあらゆる階層の⼈々を含む世界
中のたくさんの賛同者がジェンダー平等に貢献しました。2016年1⽉に「HeForShe」キャンペーンはリニューアルされ、全ての
⼈の参加とジェンダー平等に向けた多様な取り組みを求める声に応じ、全ての⼈々がありのままの⾃分を⾃分の表現した
い⽅法で署名できるようになりました。2017年 2⽉現在、世界中で120万⼈以上が「HeForShe」キャンペーンに署名して
います（そのうち⽇本では 3,700 ⼈以上）。さらに、各国⾸脳10名・世界的企業のCEO10名・⼤学学⻑10名が
「IMPACT10x10x10（インパクトテンバイテンバイテン）」として、トップからジェンダー平等に向けて変⾰を起こすことをコミッ
トしています。ユニリーバはそのうちの1社です。（「HeForShe」への署名⽅法はこちらからご確認いただけます：
http://japan.unwomen.org/ja/news-and-events/in-focus/heforshe/commitment）
**ジェンダーとは、ある時代のある社会が、そこに所属する男性・⼥性にとって「ふさわしい」とする役割、⾏動、性質など、⽣物学的な性差に付加された社会的・⽂化的
な性差のことです。

2017年2⽉吉⽇
ユニリーバ・ジャパン

〒153-8578 東京都⽬⿊区上⽬⿊2-1-1

報道関係の皆さまからのお問い合わせ先：
「HeForShe」広報事務局（ブルーカレント・ジャパン株式会社内）緒⽅・⼩武海

Tel：03-6731-4084 Fax：03-6204-4142 E-mail：heforshe-pr@bluecurrentgroup.com

News Release
報道⽤資料

UN Womenによるジェンダー平等のための連帯キャンペーン「HeForShe」のセミナーを初共催
イノベーションが変える未来の仕事

〜マインドセットが変える私たちの⽣き⽅・働き⽅〜
2017年3⽉7⽇ (⽕) 13:00-17:00 ⽂京シビックホール（⼩ホール)にて
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13：00  イントロダクション  「HeForShe でなぜ未来を語るのか」   

唐木  明子      PwC コンサルティング合同会社ストラテジーコンサルティング（Strategy&） 

パートナー 

成澤  廣修      文京区長 

島田  由香      ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社  取締役  人事総務本部長
 

13：05  「HeForShe～ビジョンとコミットメント～」 

福嶌  香代子 UN Women 日本事務所長 
 

13：15 He+She 対談 「日本の未来、He の役割」 

安倍  昭恵氏  内閣総理大臣夫人 

ゲスト 
 

13：45 対談①「ミライの仕事・AI と生きて行く～ワクワクが人間の強み」 

青砥  瑞人氏 株式会社 DAncing Einstein 代表  

松尾      豊氏 東京大学大学院  工学系研究科  技術経営戦略学専攻  特任准教授 

唐木  明子      （モデレーター）  PwC Strategy&  パートナー 
 

14：30  ティーブレイク、HeForShe への署名 

14:45  対談②「これからの He たちへのメッセージ」 

有沢  正人氏 カゴメ株式会社  執行役員  経営企画本部  人事部長 

松本      晃氏 カルビー株式会社  代表取締役会長  兼 CEO 

八木  洋介氏 株式会社 people first 代表取締役 

島田  由香      （モデレーター） 

ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社  取締役  人事総務本部長 
 
 

15：45  パネルディスカッション「マインドセットが変える私たちの生き方・働き方」

高津  尚志氏 IMD  北東アジア代表 

平山  景子氏  （モデレーター兼パネリスト） 

グーグル合同会社  サーチ&ブランドマーケティング統括部長 Women Will プロジェクト統括

井上  一鷹氏 株式会社ジェイアイエヌ  JINS MEME 開発統括 

安藤  哲也氏 NPO 法人ファザーリング・ジャパン  ファウンダー／代表理事 

 

16：45  閉会挨拶、HeForShe への署名 

木村  浩一郎 
PwC Japan グループ代表 PwC あらた有限責任監査法人代表執行役 
 
フルヴィオ・グアルネリ 
ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング株式会社  代表取締役  プレジデント& CEO 

 

総合司会 
梅木  典子   PwC Japan グループ ダイバーシティ推進リーダー、 

PwC あらた有限責任監査法人  パートナー 
*プログラム内容、登壇者は変更の可能性がございます。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。   

PwC Japan グループ ⽂京区 ユニリーバ・ジャパン UN Women ⽇本事務所 HeForShe セミナー 

イノベーションが変える未来の仕事 
～マインドセットが変える私たちの生き方・働き方～ 

2017.03.07 (火) 13:00‐17:00

文京シビックホール （小ホール) 
入場無料

主催（五十音順） 

PwC Japan グループ 

文京区 

ユニリーバ・ジャパン 

UN Women 日本事務所 

受付後、受講確認のご連絡を E メールにていたします。
お申し込み多数の場合は抽選とさせていただきます。 
抽選結果は2⽉28⽇（⽕）にメールにて連絡いたします。

お申込み・お問合わせ 

http://www.pwc.com/jp/ja/japan‐event/ 
heforshe‐event.html 

お申込みウェブサイト 

申込締切日：2月28日（火） 

使用言語：日本語（英語同時通訳付き）

 

In the event of 

国際女性デー2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HeForShe は、UN Women （ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連機関）による、ジェンダー平等のための

連帯キャンペーンです**。男性を含む世界中のすべての人がジェンダー平等の実現のために参加し、変革の主体となれるよ

う、体系的なアプローチとそのためのプラットフォームを提供しています。 

2014 年 9 月 20 日に潘基文国連事務総長（当時）とエマ・ワトソン UN Women 親善大使により発表されて以来、各国首脳や

CEO、世界的な有名人、そしてあらゆる階層の人々を含む世界中のたくさんの賛同者が HeForShe に署名しました。2016

年 1 月には、すべての人々の参加とジェンダー平等に向けた多様な取り組みを求める声に応じて HeForShe キャンペーンの

リニューアルが発表され、すべての人々がありのままの自分で、自分の表現したい方法で署名できるようになりました。2017

年 2 月現在、世界中で 120 万人以上（日本でも 3,700 人以上）が HeForShe キャンペーンに署名しています。HeForShe

への署名方法はこちらから： 

http://japan.unwomen.org/ja/news-and-events/in-focus/heforshe/commitment 

です。これら 10 の政府、企業、大学の指導者は、高い倫理感、公共サービスの卓

越性、世界規模の活動、変革推進のために自らの影響力を行使する意志などが

評価されて選出されています。IMPACT Championは、国政、企業、大学、レベル

において、ジェンダー平等を各組織の優先課題とし、大胆かつ革新的な 3 つのコ

ミットメントを策定し、組織の内外で真の変革に取り組んでいます。PwC とユニリ

ーバは、IMPACT10×10×10 の 10 企業のうちの 2 社です。 

 

** ジェンダーとは、ある時代のある社会が、そこに所属する男性・女性にとって「ふさわしい」とする役割、 

行動、性質など、生物学的な性差に付加された社会的・文化的な性差のことです。 

ジェンダー平等への取り組みは、かつては女性だけによる女性のための取り組みとして認識されていました。しかし、近年、

ジェンダー平等は女性の問題というだけでなく、人権の問題として捉えられ始めています。私たちの力強い声が届けば、世界

を変えることができます。変革の時は今です。ジェンダー平等な世界をつくるために団結し、共に行動しましょう。HeForShe

はジェンダー平等についてただ議論するだけではありません。支持者が団結し、言葉を広め、実践的な行動によって世界を

変えるよう動員することで、ジェンダー平等を実現するのです。 

HeForShe 

Message 

IMPACT10×10×10 
●⽂京シビックホール 
●東京メトロ丸の内線・南北線 

後楽園駅 【5 番出⼝より直結】 
●都営地下鉄三⽥線・⼤江⼾線 

春⽇駅 【連絡通路にて直結】 
●JR 中央・総武線 ⽔道橋駅 

【徒歩 10 分】 

アクセス

Stand Together 
 
What we share is more powerful than what divides us.   
Take action now to create a gender equal world. 

 
Paul Polman 
Unilever   
CEO 

IMPACT10x10x10 は、各国首脳 10

名、世界的企業の CEO10 名および

大学学長 10 名を IMPACT Champion

として選び、トップからジェンダー平等

に向けて変革を促すことを目指して

2015 年に立ち上げられたプログラム
Bob Moritz 
PwC International Ltd. 
会長 
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PwC Japanグループ ⽂京区 ユニリーバ・ジャパン UN Women⽇本事務所 HeForSheセミナー

イノベーションが変える未来の仕事
～マインドセットが変える私たちの生き方・働き方～

Speakers & Panelists

HeForShe ビジョンとコミットメント He+She対談「日本の未来、Heの役割」

イントロダクション「HeForSheでなぜ未来を語るのか」

福嶌香代子
UN Women日本事務所長

上智大学外国語学部卒。外務省に入省後、米国
での研修を経て国連、広報文化、開発、環境、科
学技術等の分野での外交に携わる。外務省で
UNESCO、国連貿易開発会議（UNCTAD）、国連宇
宙空間平和利用委員（UNCOPUOS）などを担当。
2003～06年、国連大学でプログラム・オフィサーを
務める。2015年4月から現職。

唐木明子
PwCコンサルティング合同会社ストラテジー
コンサルティング（Strategy&） パートナー
Strategy&にて、消費財、小売、金融機関などの顧

客に対して、成長戦略、カスタマーストラテジー、デ
ジタル化、グローバリゼーション支援などの戦略テ
ーマについて、多様なコンサルティングプロジェクト
を手掛ける。Strategy&参画以前は、外資証券会
社にて、社内弁護士として東京・NYで勤務、国内

企業勤務など多様な職場を経験。東京大学法学
部卒業、コロンビア大学ロースクール修了（LL.M）。

成澤廣修
文京区長
1966年生まれ、文京区本郷出身。明治大学公共
政策大学院修了。1991年、当時全国最年少の25

歳で文京区議会議員に初当選。区議を４期務め
た後、2007年4月に区長に初当選（現在3期目）。
2010年4月、地方自治体首長初の育児休暇を2週

間取得し、話題となった。現在、東京都の男女平
等参画審議会や子供・子育て会議などの委員、
WAW! 2016アドバイザーを務める。

島田由香
ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社
取締役人事総務本部長

慶応義塾大学卒業後、株式会社パソナに入社。
米国コロンビア大学大学院修了。日本GE株式会
社を経て2008年ユニリーバに入社。HRパートナー、
リーダーシップ開発マネジャー等を経験。2014年よ
り現職。米国NLP協会マスタープラクティショナー、
マインドフルネスNLP®トレーナー。日本の人事部
HRアワード2016個人の部最優秀賞受賞。

安倍昭恵氏
内閣総理大臣夫人
東京都出身。1987年6月9日、安倍晋三氏と結婚。

ミャンマーで学校（寺子屋）づくりの手伝いを始め、
11回ミャンマーに通う。山口県下関市で無農薬の
お米「昭恵米」を作っている。趣味は農作業、ラン
ニング、ゴルフ、薙刀、フラダンスなど。

対談①「ミライの仕事・AIと生きて行く～ワクワクが人間の強み」

青砥瑞人氏
株式会社DAncing Einstein代表

日本の高校を中退後、カリフォルニア大学ロサン
ゼルス校にて神経科学学部を飛び級卒業。脳ヲ
タクである一方で、学びの楽しさと教えの尊さを伝
えることが生き甲斐。脳ｘ教育ｘITの掛け合わせで
世界初のNeuroEdTechという分野を立ち上げた。
ドーパミン（DA）が溢れてワクワクが止まらない新し
い教育を創造すべくDAncing Einsteinを創設。

教育者、学生、企業と垣根を越えてヒトの成長に
関わることを楽しんでいる。

松尾 豊氏
東京大学大学院工学系研究科
技術経営戦略学専攻特任准教授
東京大学工学部卒。同大学院博士課程修了。
同年より産業技術総合研究所研究員。2005年より
スタンフォード大学客員研究員。2007年より現職。

専門分野は人工知能、ウェブマイニング、ビッグデー
タ分析。人工知能学会から論文賞（2002年）、創立
20周年記念事業賞（2006年）、現場イノベーション
賞（2011年）、功労賞（2013年）の各賞を受賞。
日本トップクラスの人工知能研究者の一人。

唐木明子（モデレーター）
PwCコンサルティング合同会社ストラテジー
コンサルティング（Strategy&） パートナー

*プログラム内容、登壇者は変更の可能性がございます。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。



対談②「これからのHeたちへのメッセージ」

島田由香（モデレーター）
ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社
取締役人事総務本部長

有沢正人氏
カゴメ株式会社
執行役員経営企画本部人事部長
1984年に都市銀行入行後、2004年HOYA株式会

社に入社。人事担当ディレクターとして全世界の
グループ人事を統括。2009年AIU保険に人事担
当執行役員として入社。さらに2012年、カゴメに
特別顧問として入社し、人事面でのグローバル

化の統括責任者として全世界共通の人事制度を
構築。2012年10月より現職。全世界のカゴメの
人事最高責任者を務める。

松本 晃氏
カルビー株式会社
代表取締役会長兼CEO

京都市出身。京都大学大学院農学部修士課程
修了。1972年、伊藤忠商事に入社。その後、伊藤

忠商事出資会社のセンチュリーメディカル取締役
営業本部長を経て、1993年ジョンソン・エンド・ジョ

ンソン日本法人に入社。同社の代表取締役社長、
最高顧問を歴任。2008年、カルビー社外取締役に
就任。2009年6月より現職。

八木洋介氏
株式会社people first代表取締役
日本鋼管株式会社（現JFEスチール株式会社）を
経て1999年、GE横河メディカルシステム株式会社
に入社。2002年より日本GE株式会社取締役。
2012年株式会社住生活グループ（現株式会社
LIXILグループ）執行役副社長人事・総務担当。
2017年、株式会社people firstを設立し現職。
株式会社ICMG取締役。経済同友会幹事雇用・
労働市場委員会副委員長。

パネルディスカッション「マインドセットが変える私たちの生き方・働き方」

安藤哲也氏
NPO法人ファザーリング・ジャパン
ファウンダー／代表理事
9回の転職を経て2006年に父親支援のNPO法人
ファザーリング・ジャパンを設立。講演、企業向けセ

ミナー、管理職育成事業「イクボス」研修、絵本読み
聞かせ等で全国を歩く。厚生労働省「イクメンプロジ
ェクト推進チーム」顧問、にっぽん子育て応援団

共同代表。『パパの極意～仕事も育児も楽しむ生き
方』（NHK出版）等著書多数。３児の父親。

高津尚志氏
IMD 北東アジア代表

日本興業銀行、ボストンコンサルティング、リクル
ートを経て現職。金融、戦略、人材活用等の面
から、一貫して日本企業の国際展開に関与。ス
イスのビジネススクールIMD参画後は、日本企業

のグローバル幹部育成の計画構築や遂行に貢
献。女性活躍推進、デジタルビジネス変革等に
関するIMD の優れた知見を書籍・講演ほか、さ
まざまな形で紹介している。

平山景子氏 （モデレーター兼パネリスト）
グーグル合同会社
サーチ&ブランドマーケティング統括部長
Women Willプロジェクト統括
慶慶應義塾大学卒業。NTTドコモ勤務後、カーネギ
ーメロン大学にて経営学修士号を取得。Amazon 
Japanを経て、2007年グーグルに入社。モバイル、
YouTubeなどのコンシューマー向けマーケティング
やWomen Will等のソーシャル活動に従事。15年
1月より現職。

井上一鷹氏
株式会社ジェイアイエヌ JINS MEME開発統括

慶應義塾大学理工学部卒業後、戦略コンサルテ
ィングファームであるアーサー・D・リトルに入社し、

大手製造業を中心とした事業戦略、技術経営戦
略、人事組織戦略の立案に従事。2012年にジェイ

アイエヌに入社。社長室、商品企画グループマネ
ジャー、R&D室マネジャーを経て現職。学生時代
に算数オリンピックアジア4位、数学オリンピック日
本最終選考に進んだ経験がある。

閉会挨拶
木村浩一郎
PwC Japanグループ代表
PwCあらた有限責任監査法人代表執行役
1986年青山監査法人入所。2006年設立のあらた
監査法人（現 PwCあらた有限責任監査法人）で、
2009年に執行役（アシュアランス担当）に就任し、
PwC Global Assurance Leadership Teamに参加。
2012年からあらた監査法人の代表執行役、2016
年7月からはPwC Japanグループ代表。内閣府「輝

く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」行動
宣言にPwC Japanリーダーとして参画。

フルヴィオ・グアルネリ
ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング
株式会社代表取締役プレジデント& CEO
1997年ユニリーバ・イタリア入社。2005年マーケテ

ィングダイレクター－オーラル＆ハウスホールドケ
アに就任。その後、ユニリーバ・サウスセントラル・

ヨーロッパ（在ルーマニア）にてマーケティングダイ
レクター、ユニリーバRUB（在ロシア）にて、ヴァイス
プレジデントマーケティング－ホーム＆パーソナル
ケアに就任。2014年8月より現職。

総合司会

梅木典子
PwC Japanグループ ダイバーシティ推進リーダー、 PwCあらた有限責任監査法人パートナー。
1995 年公認会計士登録。SEC 登録企業の連結財務諸表監査（米国基準）、金融機関の財務諸表監査に数多く従事。
2009 年から財務報告アドバイザリー部にて金融機関向けにアドバイザリー業務を提供。日本公認会計士協会の広報委
員会の委員長、監査業務審査会の委員を務める。 2011 年よりダイバーシティ推進リーダーを務める。


