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はじめに
女性リーダーの数が足りない－今、世界中の企業や組織がこうした問題に直面していて、そ

のことが競争力を脅かし、コスト負担にもつながりかねないという懸念が急速に広がっていま
す。他方で、ミレニアル世代と呼ばれる層が社会人となり労働市場を変貌させる動きも見せて
います。

現在、研究機関やマスコミがこぞって注目するのは、指導的地位や企業の役員クラスの立場
にいる女性ですが、持続可能な変革を実現するためには、官民両業界とも視点を変えなけれ
ばなりません。つまり、将来、リーダーとなり得る才能のある若い女性の育成に目を向けること
が必要となります。多くの女性が企業の経営幹部として活躍するような社会を作り続けるため
には、各企業や組織は幹部人材の多様化を促す努力と並行して、入社初日から全社員を対象
に、体系的な改革に取り組む必要があります。そして、この実現のために社会は、ミレニアル世
代の女性たちを惹き付け、育成し、定着させる方法を十分に理解することが求められます。

2008年、PwC 1は、若手社員の考え方の変化について深く掘り下げた調査を開始し、
「Millennials at work: Perspectives of a new generation」にまとめました。その後、2011
年には、「Millennials at work: Reshaping the workforce：（職場での新世紀時代　職場を
再構築する）」を刊行し、世界75カ国4,364名のミレニアル世代の考え方を考察しました。直近
では2013年に報告書「PwC’s NextGen: A global generational study」を発行しています。こ
の世代間にまたがる研究では、18の国と地域におけるPwCのネットワークに所属する40,000
名以上の意見を集めています。University of Southern California、London Business 
Schoolと共同で実施したこの調査は、ミレニアル世代の社員の考え方について行われた過去
最大かつ最も包括的な世界的研究です。

ミレニアル世代についての知識が深まり、PwCの人材プールの検証が進むにつれ、この世
代の女性に注目すべき時が来たと考えています。PwCの全社員の半数は女性で、2016年には
全体の80%近くがミレニアル世代となります。PwCのメンバーファームは毎年世界中で
20,000名のミレニアル世代を採用しており、その半数を女性が占めています。ミレニアル世代
の女性がPwCの人材プールに占める割合は増加する一方であり、これは私たちに限った現象
ではありません。本報告書では、ミレニアル世代の女性の考え方について探究し、この重要な
人材プールを惹き付け、定着させ、育成していくために企業・組織とその人材戦略はどうあるべ
きかについて考察します。

本報告書では、ミレニアル世代を、1980年から1995年の間に生まれた新しい世代の人
材と定義しています。常にインターネットに接続した環境で育った最初のデジタル世代であ
る点に特徴があります。

1　		PwCとは、PwCネットワークおよびそのメンバーファームまたはそのいずれか一方を指します。各メンバーファームは、
独立した法人組織です。詳細については、www.pwc.com/structureをご参照ください。
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ミレニアル世代の女性 
―新しい時代

ミレニアル世代の女性は、これまでのどの
世代よりも高学歴で、就労人口も多いという
点で重要である。また、どの世代の女性よりも
自信に満ちあふれ、昇進へのチャンスを与え
てくれる企業（官公庁も含む）に最も魅力を
感じている。企業がミレニアル世代の女性の
こうした特質を十分に活用するためには、そ
の自信と意欲を生かしたインクルーシブ（受
容的）な組織文化と人材戦略に取り組まなけ
ればならない。

ダイバーシティに対する考え
ミレニアル世代の女性が育ってきた環境

にもかかわらず、この世代が女性の起用を
推進するジェンダーダイバーシティを当たり
前の考え方として捉えていると想定するのは
誤りである。ミレニアル世代の女性は男女平
等と多様化推進に対して確かな実績のある
企業を求めるものの、必ずしもその期待が実
際に満たされているとは限らない。企業はた
だ口で言うだけではなく、目に見える成果を
もたらすインクルーシブな人材・キャリア開
発戦略を促進しなければならない。

ワーク・ライフ・バランスと 
柔軟性

ミレニアル世代は、ワーク・ライフ（仕事と
生活）をめぐる組織文化を根底から変えてい
くであろう。組織にとって、ワーク・ライフ・バ
ランスと柔軟性を人材獲得の命題として認
識すべき時が来ている。

フィードバック文化
ミレニアル世代の最も顕著な特徴の一つ

は、定期的なフィードバックを歓迎かつ期待
しているという点である。しかもデジタル世
界に馴染んでいるにも関わらず、重要なフィ
ードバックは対面で行われることを好む。成
功を収める企業とは、先端技術やコミュニケ
ーション・パターンとキャリアに関する頻繁
かつ前向きな対面でのフィードバック文化を
うまく融合できる組織となることが必要であ
る。

国際的キャリア
女性が海外に活躍の場を求める傾向はか

つてなく強まっている。ミレニアル世代の女性
人材の獲得、定着、育成を目指す国際的な企
業は、海外赴任に関するさまざまなソリューシ
ョンを提供する最新のインクルーシブなモビ
リティアプローチを採用する必要がある。

評判重視
ミレニアル世代は仕事に意義を求め、世

の中に貢献し、誇らしく思える企業の下で働
きたいと考えている。ミレニアル世代の女性
の場合にはイメージを重視する。組織や業
種によっては、そのプラス面を理解してもら
うために、より一層の努力が求められる。現
在と将来の人材プールを明確に把握するこ
とも重要であり、業種によっては成功に必要
な人材を惹き付けるために、他に先駆けて
一層の努力が求められることになる。
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1980年から1995年の間に生まれたミレニ
アル世代の女性は、現在および将来の人材プ
ールで大きな割合を占める。ミレニアル世代
の優秀な労働力を確保することは、事業の将
来にとって、極めて重要である。ミレニアル世
代は、これまでの世代と異なるというだけでな
く、退職を控えたベビーブーマー世代以降で
最も数が多いという点でも重要である。

ミレニアル世代の女性は、新しい時代の中
で成長してきた。成長の過程で就労する女性
の数が増え、女性労働者数が世界的に増加する
一方、男性労働者数は減少している2。1980年
から2008年の間に、世界中で5億5,200万人の
女性が就労し3、今後10年間にさらに10億人の
女性の就労が見込まれている4。

変化したのは労働力の構成だけではない。
高等教育（大学）への進学率も急上昇してい
る。2009年には大学進学者数が1億6,500
万人に達し、1970年から約500%増加した。
その増加に寄与しているのは、全ての地域に
おいて女性であり、女性の進学率は男性の倍
近い勢いで増加している5 。世界的に見ると、
女性は今や93カ国で学生の過半数を占め、
男性が多いのはわずか46カ国、学士号取得
者数は男性より多い。修士号も男性44%に対
して56%となっている6 。大卒者に占める女性
の割合は、ハンガリー68%、南アフリカ61%、
米国60%である。一方、サウジアラビアと中国
ではそれぞれ44%、48%となっている7。

2	 世界銀行「2012	World	Development	Report,	
Gender	Equality	and	Development」

3	 同上。
4	 	Booz	and	Co.「Empowering	 the	Third	Billion	

Women	and	the	World	of	Work	in	2012」
5　		UNESCO　2012 年「World	Atlas	of	Gender	

Equality	in	Education」
6　		同上。
7　		OECD	Indicators「Education	at	a	Glance	2012」

ミレニアル世代の女性 
―新しい時代

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

女性の学士号取得率（%）（2010年）

オーストラリア 55%	
ブラジル 55%	
カナダ 59%	
中国 48%	
ドイツ 57%	
ハンガリー 68%	
アイルランド 54%	
韓国 51%	
サウジアラビア 44%	
南アフリカ 61%	
英国 58%	
米国 60%	
OECD諸国平均 57%	
EU21カ国平均 59%	
G20諸国平均 54%	

出典: OECD	Indicators「Education	at	a	Glance	2012」
注: 一部の数値は端数切り捨て

1999～2009年高等教育*進学の男女構成比の変化（%）

出典:	UNESCO		2012年「World	Atlas	of	Gender	Equality	in	Education」
*大学教育

100

120

140

160

80

60

40

20

0

男性 女性

アラブ諸国 中欧・東欧中央
アジア

東アジア・
太平洋諸国

中南米・
カリブ海
諸国

北米・
西欧

南アジア・
西アジア

サハラ以南
アフリカ

増
加
率
 （
%
）



6           次世代のダイバーシティ：未来の女性リーダーの育成

ミレニアル世代の女性は、これまでのどの
世代よりも高学歴で、就労人口も多い点で重
要である。現在、世界の労働力の40%を女性
が担い8、これほど高い女性就労率が労働人
口を占めた世代はかつてない。それにもかか
わらず、フォーチュン500社のCEOに占める女
性の割合は今でもわずか4.6%にすぎない9。
しかし、ミレニアル世代の女性は学校や大学
で男性よりも成績が優れていたと思われ、これ
までのどの世代の女性よりも自信に満ちあふ
れている。51%の女性が、現在の勤務先で経
営幹部まで昇進できると思うと回答した。ま
た、ミレニアル世代の女性は昇進のチャンス
を与えてくれることに最も魅力を感じている

（53%）10。

企業がミレニアル世代の女性のこうした特
質を十分に活用するためには、ミレニアル世
代の女性の自信と意欲を生かしたインクルー
シブ（受容的）な組織文化、人材戦略、人事制
度に取り組まなければならない。自社の成長
に必要なスキルの確保に懸念を強めている
CEO（63%）が増加している11。その一方、ミレ
ニアル世代の女性は2020年までに世界の労
働力の約25%を占める見通しである。この人
材セグメントに対応した人材戦略を策定する
ことは、各組織の長期的な目標や理想を実現
するための重要なステップとなると思われる。

8	 世界銀行
9	 Mercury	News	(http://www.mercurynews.

com/business/ci_24696574/23-female-ceos-
runningfortune-500-companies)

10	 PwC		2011年「Millennials	at	work,	Reshaping	
the	workplace」

11	 PwC		2014年「Fit	for	the	future－世界的な潮流を
つかむ」、「第17回世界CEO意識調査」

現在の勤務先で経営幹部まで昇進できると思いますか？
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はい わからないいいえ
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61%

26% 28%
24%

18%
15%
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出典: PwC「Millennials at work」

全体 女性 男性

調査ベース：全回答者（2014年＝1,344名、2013年＝1,330名、2012年＝1,258名、
　　　　　　　　　　　2011年＝1,201名、2010年＝1,198名、2009年＝1,124名）
出典：PwC「第17回世界CEO意識調査」

 

CEOは必要なスキルを備えた人材確保に懸念を強めている。
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質問: あなたの組織の成長見通しにとって経済・政策・ビジネスの面で脅威となる
 可能性がある要因について、どの程度の懸念を抱いていますか？

（CEOが挙げた脅威の一つが必要なスキルを備えた人材の確保）

新しい時代の人材に関する論点：

現在の人材問題に対応すると同時に、将来の労働力を惹き付け、定着させるためにどのよう
な対策をしていますか？ 

ミレニアル世代の女性に対応するため、どのように人材戦略を変えていますか？

これらの人材セグメントが成功するように、適切な人材構成を備えていますか？

自分の世代とは異なるニーズ、抱負、経験を持つ従業員をどのように管理していきますか？
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ダイバーシティに対する考え

ミレニアル世代は、グローバル化し、デジタ
ル化した世界に親しみながら成長してきた。
人種や民族も、これまでのどの世代よりも多
様化しているうえ、女性の役割についても、は
るかに平等な意見を持っている12。世界的に
ミレニアル世代の女性は、男性よりも大学を
卒業している割合が高く、これまでのどの世
代よりも就労人口が多い。しかし、この世代が
女性の起用を推進するジェンダーダイバーシ
ティを当たり前の考えとして捉えていると想
定するのは誤りである。

ミレニアル世代は男女平等と多様化推進
に対して確かな実績のある企業を求める。ミ
レニアル世代の女性はこれを特に重視してお
り、82%が就職先の決定に際し、企業の多様
性、平等性、労働者の受容を重視すると回答
している。しかし、必ずしもこの世代の期待が
実際に満たされているとは限らない。ミレニ
アル世代の55%は組織がダイバーシティに
ついて語るものの、現実には全員に平等に機
会が与えられていないと感じている。

12	 Boston	College	Center	for	Work	&	Family	
「Creating	Tomorrow’s	Leaders;The	expanding	
Roles	of	Millennials	in	the	Workplace」
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就職先の決定に際し、企業の多様性、平等性、労働者の受容に
関する方針は、どの程度重要ですか？

出典: PwC「Millennials at work」

組織はダイバーシティについて語るが、現実には全員に平等に
機会が与えられていないと感じていますか？

出典: PwC「Millennials at work」

そう思う
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そう思わない

55% 
25% 

20% 



8           次世代のダイバーシティ：未来の女性リーダーの育成

特に、ミレニアル世代の女性は依然として
職場における男女間の差別を懸念している。
この世代の女性は男性よりも、組織が人材の
獲得、育成、定着について男性を重用してい
ると考える傾向が強い。社内での昇進につい
ては、ミレニアル世代の女性の実に29%が企
業は男性を重用していると感じている。男性
偏重の傾向が最も強いと見られているのはス
ペインとドイツの企業で、中国とブラジルはそ
の傾向が弱いと見られている。

成功を収める企業は、口で言うだけではな
く、目に見える成果をもたらすインクルーシブ
な人材・キャリア開発戦略に取り組んでいく
必要があるだろう。

企業は、社内での昇進で男性を重用している。
（そう思うと回答した割合）

出典: PwC「Millennials at work」

合計

ブラジル

中国

フランス

オランダ

インド

イタリア

日本

ロシア

ドイツ

スペイン

0% 10% 20% 30% 50%40%

24%

5%

6%

10%

14%

14%

33%

31%

35%

39%

40%

企業は、以下の点で男性を重用している。

人材の獲得 社内での昇進
　　　　　　8%            16%

     

　　　　　 17%          29%

     

従業員の育成 従業員の定着
　　　　　 10%           19%

     

　　　　　 10%           18%

     

出典:	PwC「Millennials	at	work」
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今後12カ月間に、次に挙げた優先事項について、
どの程度力を入れようとしていますか？

幹部社員育成のために、どのような方策を実施していますか？

取締役会レベル 
のダイバーシティ

33% 労働力のダイバー
シティと受容

50%

ビジネスリーダーの
ダイバーシティを促進する
プログラム 58%

ダイバーシティに関する論点：

労働力のダイバーシティを促進するために、どのような方策を実施していますか？ダイバー
シティの利点をどのように活用しますか？

ミレニアル世代の女性を惹き付け、定着させるうえで、適切なロールモデルがいますか？

客観的な人材・評価管理、昇進体系・プロセスを実現するために、どのようなことを行ってい
ますか？

出典:	PwC「第16回世界CEO意識調査」
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ワーク・ライフ・バランスと柔軟性

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の両
立）は、ほぼ全てのミレニアル世代が重要視
しているが、女性の97%が重要、その内74%
が非常に重要と回答するなど、男性より女性
の方がその傾向が強い。また、企業から受け
る福利厚生のうち何を最も重視するかという
問いに対して、ミレニアル世代は勤務時間の
柔軟性を金銭的利益よりも優先している。こ
れらの調査結果は、ミレニアル世代はワーク・
ライフ・バランスと柔軟性を重視しているとい
う一般的な印象を裏付けている。

ミレニアル世代は一般的に未婚（75%）で
子供がおらず（92%）13、男女問わずワーク・ラ
イフ・バランスと柔軟性を強く求めているた
め、ワーク・ライフをめぐる組織文化を根底か
ら変えていくであろう。こうした点を女性や子
育て世代に限った要望と見なす時代遅れな
組織のワーク・ライフ戦略は、男女を問わずミ
レニアル世代の人材の獲得や定着の失敗に
つながることになる。

13	 PwC　2013年「NextGen:	A	global	generational	
study」

ワーク・ライフ・バランスが整っていることはどの程度重要ですか？

出典:	PwC「Millennials	at	work」
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出典: PwC「Millennials at work」

企業から受ける福利厚生のうち、重視するものを上位三つまで
挙げてください。各選択肢を1位に選んだ割合（%）
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ワーク・ライフ・バランス戦略と柔軟性に関する論点：

ただ出勤するだけではなく成果を出すことを重視する文化を創出するために、どのような方策を実
施していますか？

どのようにしてワーク・ライフ・バランスを方針とする文化から実際にワーク・ライフ・バランスの取
れた文化に移行していきますか？

人材プール全体にとって魅力的なものとするために、ワーク・ライフ・バランスと柔軟性につ
いての戦略をどのように変容させていきますか？

一方で、柔軟性を望むのはこの世代だけで
はないため、ミレニアル世代だけを重視した
ワーク・ライフ・バランスと柔軟性に対する戦
略は、組織に課題を残す恐れもある。というの
も、あらゆる世代の従業員の多くが、柔軟な勤
務体制を強く希望しており、そのためには給
与カットや昇進の遅れもいとわないと考えて
いるためである。

適切なワーク・ライフ・バランス戦略を実施
するために企業は、あらゆる世代や性別に対
して柔軟な労働文化を創出することが重要で
あることを理解する必要がある。組織がワー
ク・ライフ・バランスと柔軟性を人材全体の命
題として認識すべき時期が来ている。 

勤務時間の短縮と引き換えに、給与の一部カット／昇進の遅れを受け入れられますか？

ミレニアル世代
女性

ミレニアル世代
男性

ミレニアル世代以外	
女性

ミレニアル世代以外	
男性

19.9% 14.3% 17% 13.1%

出典: PwC「NextGen:	A	global	generational	study」
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フィードバック文化
ミレニアル世代の最も顕著な特徴の一つ

は、自らの評価について定期的なフィードバ
ックを歓迎かつ期待しているという点である。
ミレニアル世代の女性の51%が、仕事につい
てのフィードバックは非常に頻繁、または継
続的に行われるべきであると回答したのに対
して、フィードバックは重要でないという回答
はわずか1%であった。明確な目標を定め、定
期的かつ体系的なフィードバックが与えられ
ることは、ミレニアル世代の女性にとって非常
に重要である。同様に重要なのが、フィードバ
ックについてのより発展的なアプローチであ
る。受け身で過去の実績に基づいた内容では
なく、究極的には将来に向けたフィードバック
を重視し14、この人材プールの照準を将来的
なキャリア形成に合わせることが求められる。

ミレニアル世代は、どの世代よりもデジタ
ルやハイテクに明るく、59%が就職に際して
企業が最先端テクノロジーを備えていること
を重 視している。ただし、この 割 合 は 女 性

（54%）よりも男性（64%）の方が高い15。ミレ
ニアル世代の女性の40%は、職場での対話に
ついて、電話や対面よりも電子的通信手段の
利用を好む。しかし、企業は人事考課やキャリ
ア設計、報酬についてのコミュニケーション
手段としてテクノロジーを過度に重視しない
ことが重要である。ミレニアル世代は、それ以
前の世代同様、こうしたキャリアに関する重要
な話題については、対面でのやり取りを重要
視している。 

14	 Dr.	Elizabeth	Kelan「Rising	Stars,	Developing	
Millennial	Women	as	Leaders」

15	 PwC　2011年「Millennials	at	work：Reshaping	
the	workforce」
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企業からどのぐらいの頻度で評価についてフィードバックを受けるべきだと思いま
すか？

51% 

28% 

17% 

1% 3% 

非常に頻繁／継続的に行うべき
プロジェクト終了時点で行うべき
正式な人事考課の時点で行うべき
フィードバックは重要と思わない
わからない

出典: PwC「Millennials at work」 

対面でのやり取りが望ましいと思うものは以下の何ですか？

報酬

 82%
人事考課

93%
キャリアプラン・
昇進 96%

出典: PwC「NextGen:	A	global	generational	study」

成功を収める企業とは、先端技術やコミュニケーション・パターンと、キャリアに関する頻繁
かつ前向きな対面でのフィードバック文化をうまく融合できる組織となることが求められる。

フィードバック文化に関する論点：

発展的なフィードバック文化を構築するために、どのようなことをしていますか？

拡大している最先端の通信手段の利用と対面型フィードバック文化をどのように融合させて
いきますか？
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国際的キャリア

国際化が進む世界において、ミレニアル世
代は海外での経験をキャリアの成功に不可
欠な要素と考えている。ミレニアル世代は海
外赴任を強く希望しており、71%がキャリアの
いずれかの段階で経験したいと回答してい
る。国際的な企業は、これが男性に限った傾
向でないことを認識することが重要である。モ
ビリティを求める女性の声はいまだかつてな
く高まっており、ミレニアル 世 代の女 性の
69%が外国で仕事をしてみたいと考えてい
る。

国際的な組織がリーダーシップチームや国
際感覚を備えた有能な従業員基盤の形成を
より重視していることを勘案すれば、女性の
63%が国際的な経験がキャリア形成上重要
であると考えていることは驚くことではない。
女性の海外赴任はここ10年で倍増している
にも関わらず、現時点で女性が海外赴任する
割合は全体のわずか20%にすぎない16。国際
経験は男女を問わず昇進の程度と速さを高
めることが調査からわかるが、女性の場合は、
たとえ優秀であっても、男性に比べて機会に
恵まれていない17。

16	 PwC　2012年「Talent	Mobility,	2020	and	
beyond」

17	 Good	intentions,	imperfect	execution?	Women	
get	fewer	of	the	“hot	jobs”	needed	to	advance,	
Catalyst

ミレニアル世代の女性人材の獲得、定着、
育成を目指す国際的な企業は、海外赴任に
関するさまざまなソリューションを提供し、男
性のみを海外駐在の対象としないモビリティ
文化を育む、最新のモビリティアプローチを
採用する必要がある。成功を収める国際的な
企業は、海外赴任を希望する要員についても
また明確に理解していることが求められるで
あろう。 

ミレニアル世代の女性人材の獲得、定着、育成を目指す国
際的な企業は、海外赴任に関するさまざまなソリューショ
ンを提供し、男性のみを海外駐在の対象としないモビリテ
ィ文化を育む、最新のモビリティアプローチを採用する必
要がある。

現在の海外赴任者の構成

80%             20%

     

海外勤務を希望する

69%

国際的な経験はキャリア形成上 
不可欠である

63%

現在の海外赴任者の構成

　　　　　 80%          20% 

     

海外勤務を希望する

　　　　　　　　69%

国際的な経験はキャリア形成上 
不可欠である

　　　　　　　　63%

国際的キャリアに関する論点:

グローバルな考え方のできる経営幹部を育成するために、どのような方策を実施しています
か？

多様化が進む人材プールと急激に変化する業務環境という二重の要求を満たすべく、どの
ようなモビリティ戦略を展開していきますか？

海外赴任プログラムに女性を参加させるために、どのような方策を実施していますか？それ
は、海外赴任プログラムの仕組みや海外赴任者の選定にどのように表れていますか？

モビリティに対応可能な人材パイプラインの最新状況を常に把握するために、どのようなこ
とをしていきますか？ 
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評判重視

ミレニアル世代についての本調査で、一つ明らかになったことがある。ミレニアル世代は仕
事に意義を求め、世の中に貢献し、誇らしく思える企業の下で働きたいと考えている。これは男
女を問わず当てはまる。この調査結果は、企業や業種によっては、そのプラス面を理解してもら
うために、今後、一層の努力が求められることを示唆している。ミレニアル世代の58%が、マイ
ナスのイメージのみを理由として特定の業種への就職を避けると回答している18。そして、イメ
ージはミレニアル世代の女性により強く影響するようである。14業種中9業種で、魅力的なイメ
ージがないと答える女性の数が男性を上回った。

単にイメージを理由として就職したくないと考える業種はありますか？
（上位となった業種のみ表示）

18	 PwC　2011年「Millennials	at	work:Reshaping	the	workplace」

0% 5% 10% 15% 20% 25% 

自動車

エネルギー・公益事業、鉱業

小売・消費財

ホスピタリティー＆レジャー

工業

輸送・物流

医療

金属

林業、製紙・包装

化学

行政サービス

防衛

石油・ガス

金融サービス

女性 男性出典: PwC「Millennials at work」
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石油・ガス業界
金融サービスに続くのが、石油・ガス業界である。女性の17%が、イ

メージだけでこの業界に就職したくないと回答している。ただ、この業
界の抱える課題は金融サービスとは異なる。世界の石油・ガス労働者
に占める女性の割合はごく限られているため21、まずは女性の人材を
惹き付けることに専念しなければならない。世界的に、現在エンジニ
ア職は確保するのが2番目に難しい職種となっている22。G20諸国の
STEM（科学、技術、工学、数学）学位取得者に占める女性の割合はわ
ずか27%であり23、15歳の時点でエンジニアリングまたはコンピュー
ター関連の職を希望している男子学生の数は女子学生の4倍近い24。
この業界は、他の業界よりも早い時点で人材獲得戦略を展開する必
要があり、その方法についても検討を要する。

21	 PwC　2013年「Building	talent	for	the	top:	A	study	of	women	on	boards	in	
the	oil	and	gas	industry」

22	 Manpower	Group　2013年「Talent	Shortage	Survey」	 Choosing	
Stem,	Wouter	Van	den	Berghe	and	Dirk	De	Martelaere,	October	

23	 Choosing	Stem,	Wouter	Van	den	Berghe	and	Dirk	De	Martelaere,	October	
2012

24	 OECD	Indicators「Education	at	a	Glance	2012」	

PwCの調査では、女性が一般的に抱いている同業界へのマイナス
イメージがいくつか明らかになった。具体的には、男性優位で、へき地
や環境の厳しい地域への頻繁な出張があること、また男性の方が適し
ている力仕事やSTEMの知識が求められる点である25。一方で、女性
はこの業界の明るい側面についての知識が乏しい。同業界の組織は、
従業員のための訴求価値（Employee Value Proposition: EVP）を再
評価し、業界のプラス面（画期的な仕事で世の中を変えられることや
高収入など）をより明確にすると良い。また、使用する画像や文言が男
性寄りの視点になっていないかなど、EVPのブランド設定も検討を要
する。

25	 PwC　2013年「Building	talent	for	the	top:	A	study	of	women	on	boards	in	
the	oil	and	gas	industry」	

金融サービス業界
単にイメージを理由に就職したくない業種として金融サービス業を

挙げた女性の数が最も多かった（22%）。これは金融サービス業界特
有の課題を表している。

世界20市場のデータによれば、同業界で働く女性の割合は60%近
くを占めていることがわかる19。過半数を女性が占める中、金融サービ
ス業に従事する組織は、とりわけこの世代の女性（および男性）に照準
を合わせた人材定着戦略に注力しなければならない。それができな
ければ、これまで以上に多くの人材をパイプラインから失うリスクを負
うことになる。それと同時に、この業界で働くことの利点を強調する人
材戦略と、組織が目指す目標の明確化を計ることも必要である。

リーダーシップのダイバーシティと女性のキャリア強化を目標とし
た育成戦略にしっかりと照準を合わせることも、ミレニアル世代の女
性人材の獲得、定着、活用に重要となる。そうしなければ、ミレニアル
世代の女性は「女性が金融サービス業界全体の60%を占めているに
もかかわらず、なぜ男性と同等に経営幹部まで昇進できないのか20」
と問い続けなければならない状況に納得がいかないであろう。

19	 World	Economic	Forum「The	Corporate	Gender	Gap	Report	2010;	Financial	
services	data	includes	financial	institutions	and	insurance	companies」

20	 PwC　2013年「Mending	the	gender	gap:	Advancing	tomorrow’s	women	
leaders	in	financial	services」	

世界20市場の金融サービス業界に女性が占める平均的割合：

0%

20%

40%

60%

80%

100%

60%

25%
19%

全従業員に占める
女性の割合（%）

中間管理職に占める
女性の割合（%）

経営幹部に占める
女性の割合（%）

出典: World	Economic	Forum「The	Corporate	Gender	Gap	Report	2010」
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成功を収める企業は、自らの業種と組織の
イメージや評判を明確に理解している。また、
現在と将来の人材プールについても明確に
把握している。必要な人材を惹き付けるため
に、組織によっては、他よりも努力を要する場
合や、早い時点で取り組みを開始しなければ
ならない場合もある。業種を問わず、企業は
就職希望者に何を提供するのか明確に伝え
るとともに、そのメッセージが現実に即したも
のでなければならないことも理解する必要が
ある。

大学型高等教育および高等研究プログラムで学位を取得する
女性の割合、OECD平均

教育分野 2000年 2010年

教育学 74 77

人文科学 65 67

医療福祉学 68 74

社会科学、商学、法学 52 58

サービス 43 51

工学、製造、建設 23 27

科学 40 42

農学 43 54

全分野 54 58

出典: OECD	Indicators「Education	at	a	Glance	2012」

評判に関する論点：

企業としてのプラス面について、どのように伝えていますか？　また、どのようにして現実に
即したものにしていますか？

企業としてのブランドをこの人材グループに適応させるために、どのような方策を実施して
いますか？

人材パイプラインに不備があったとしたら、どのような損失が組織に生じますか？
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まとめ

ミレニアル世代の女性は人材の新しい時
代を代表している。この人材グループは、母
親や祖母の世代が参入した（または参入しな
かった）労働市場とは異なる環境に進出する
だけではなく、キャリアに対する考え方も異な
っている。また、これまでのどの世代よりも高
学歴で自信に満ちあふれ、キャリアに対する
向上心が強い。

ミレニアル世代の女性は2020年までに世
界の労働人口の約25%を占める見通しであ
る。この人材セグメントに対応した人材戦略
の策定は、あらゆる組織の持続のためにも重
要なステップとなる。企業が、現在および将来
の人材プールに大きな割合を占めるミレニア
ル世代の女性の強みを十分に活用するには、
現状維持では対応できない。リーダーシップ
における性差を真剣に改めるには、各組織は
リーダーシップの多様化の促進と並行して、
将来のリーダーとしての役割に備えるべく若
手女性を育成することに今から取り組まなけ
ればならない。

組織に求められることは、本報告書で取り
上げた主要な調査の分析内容や論点に対応
する体制を整えることである。受容的な組織
文化や人材育成プロセス、人事制度への取り
組みは、ミレニアル世代の女性を含むあらゆ
る人材が成長を遂げるビジネスモデルを支
援することになる。優秀な人材がトップまで昇
進すれば、全員が勝者となる。

ミレニアル世代の女性に関する詳細な情
報、または本報告書で使用したPwCの英語版
の刊行物については、以下参照。
www.pwc.com/IWD
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