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D&I経営の実現に向けたマインドセット

はじめに
　PwCが2017年に発表した「第20回世界CEO意識調査」の結果
によると、企業が注力するタレントマネジメントプログラムの中
で、社員のダイバーシティ＆インクルージョンに関する取り組み
がトップに躍り出ました（図表1）。過去を振り返ると、ダイバーシ
ティ＆インクルージョンに注力していると回答したCEOの割合は、
2011年では11％、2015年では64％であったものが、今回88％
まで高まりをみせたのです。
　これまでもダイバーシティ＆インクルージョンは注目されてきま
したが、こうしてトップランキングを得たことは、急速な技術革新
が進むなかでロボティクス・プロセス・オートメーション（RPA）や
人工知能（AI）による人が担う仕事に置き換わる自動化の領域が
広がる反面、あらためて企業の競争力の源泉となる人材が着目
されていることを裏付けています。
　実際、同世界 CEO意識調査において、今後重要度が増し、か
つ獲得が困難と見込まれるスキルとして挙げられたのは、デジタ
ルスキルや STEM（Science, Technology, Engineering and 
Mathematics）と呼ばれる理系スキルでもなく、リーダーシップス
キルや創造力、適応力、問題解決力といったヒューマンスキルで
した（図表2）。
　デジタル時代を担う優秀人材を獲得するには、組織における
ダイバーシティ推進の取り組みだけでは足りず、その多様性を付
加価値に転換するためのインクルージョンの促進へと課題がシ
フトしています。本稿では、インクルーシブな組織カルチャーを
醸成するために必要なマインドセットや行動変革にかかわる考
え方や施策の要点について紹介します。

1 環境変化とインクルージョンの重要性

そもそもなぜダイバーシティ＆インクルージョンの注目度
が上がっているのでしょうか。日本では政府が推進する施策
の影響ももちろんありますが、ビジネス環境が大きく変わろ
うとしているインパクトがそれ以上に大きく、社会通念的に
やったほうがいい施策という域を超えて、それなくしてビジ
ネス競争力を勝ち得ないと考えられるようになってきていま
す。つまり、多様性の比率を上げるための意識ではなく、多
様性がありインクルーシブな組織でいることがビジネスパ
フォーマンスに直結すると考えるマインドセットへの転換が
必要なのです。では、これまでと何が大きく変わろうとして
いるのでしょうか。

技術革新がもたらすスピード感

近年の技術革新はビジネスや生活を大きく変化させてい
ます。その結果、事業の抜本的な変革も余儀なくされ、顧客
との関係の変化、新規参入者や破壊的な技術の登場、新し
いチャネル・製品・サービスの推進、業界の壁の崩壊が見ら
れ、多くの場合、事業モデルや業務プロセスを根本的に再
考せざるを得なくなっています。このような環境において
は、経営者は技術が事業や顧客満足をどのように改善でき
るのかを理解し、現在の延長線上ではなく、将来について
予測を立てて計画しなければならない時代になっています。

しかし本当に重要なのは、企業がどのような未来にも素早
く対応できる基盤を確保しておくことです。それには、適応
力があり創造力豊かな人材をそろえること、エネルギーにあ
ふれてアイデアがひらめく職場環境や企業文化を整えるこ
とが企業に強く求められます。革新性、適応性、創造性をも
たらすのは、ただ年齢や性別、国籍が異なるだけではなく、
幅広い視野をもつ人材がお互いを尊重し合ってインクルー
シブに協働することで支えられていきます。

PwCコンサルティング合同会社
パートナー　佐々木 亮輔
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多様な価値観を持つ人材の活用

企業が多様性のある組織であるかどうかにかかわらず、
すでに人材の価値観は多様化し始めています。PwCはオッ
クスフォード大学ビジネススクールと2007年から調査を開

始し、未来の働き方に関する数々のシナリオを分析した結
果を4つの「ワールド・オブ・ワーク（働き方）」としてまとめま
した（図表2）。その分析過程では、個人主義に向かう力と集
団主義に向かう力、企業の統合化に向かう力と企業の細分

図表1：CEOが注力するタレントマネジメントに関するテーマ

図表2

外部委託・フリーランサー・
アウトソーシングへの依存度の拡大

将来必要なスキルに対するAIのインパクトの検証

人材の発掘・獲得・リテンションのための
アナリティクスの活用

人材とマシンの協働によるベネフィットの検証

HR機能のあり方を再構築

人材の働きがいを改善するためのテクノロジーの導入

開発研修プログラムにデジタルトレーニングを追加

人口分布や地域性によらないタレントの発掘

適所へのタレントの異動（モビリティ）

将来必要なスキルと雇用ポートフォリオを
反映したタレント戦略の見直し

タレントのダイバーシティ＆インクルージョンの促進

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

45% 43%

50% 28%

51% 26%

43% 31%

44% 21%

47% 16%

39% 20%

36% 16%

39% 11%

28% 11%

21% 6%

■ そう思う
■ 強くそう思う
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出典：PwC第20回世界CEO意識調査（2017）

出典：PwC第20回世界CEO意識調査（2017）
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化に向かう力を重要な価値観軸として捉えています。
つまり、これまでのように大企業に就職して求められる業

績を発揮してキャリア形成を図りたいと考える人材もいれ
ば、シリコンバレーで見られるようなスタートアップなど小規
模の組織で市場に秀でる高い専門性を身に付けたいと考え
る人材もいます。他方、財務的な利益を優先するのではなく
CSR活動に代表されるような社会益に資する仕事をしたいと
志向する人材もいれば、必ずしも大企業ではなくNPOなど
特定の社会貢献に秀でる小規模団体で働きたいと考える人
材もいます。

また世代によって価値観も大きく異なります。将来の労働
人口の半分以上を占めることになるミレニアル世代の価値
観についても研究が進んでおり、なかでも高学歴となる傾
向が見られるミレニアル世代の女性の活用に先進企業は着
目し始めています。そもそもミレニアル世代は仕事を「場所」
ではなく「もの」と見るようになっています。生産性はオフィ
スで働いている「時間」ではなく、生産性の「アウトプット」で
測られるべきだと考えています。そして、ほとんどの世代と
同様に、仕事の柔軟性やテクノロジーの効果的な活用を求
めるようになっています。

こうした異なる価値観を持った人材が組織内で化学反応
を起こして大きな成果やイノベーションを今後生み出すなら
ば、そうした人材が働きがいを感じられるインクルーシブな
組織カルチャーが必要になります。そのためには、人材の募
集方法から組織と社員とのかかわり方、リテンション方法や
インセンティブについて、企業は大きな見直しを迫られ始め
ているのです。

さまざまな関係者とのコラボレーションとアライアンス

これまではピラミッド型組織の管理構造やトップダウンに
よる上意下達が、社員とのインタラクションの中心にありま
したが、社員はさまざまなテクノロジーを活用した人と人と
のネットワークを介してビジネスとつながることができるよう
になっています。縦割りの組織を打破し、社内でさまざまな
関係者を巻き込んで新たな施策を推進できるタスクフォー
ス型の仕事の重要性が増しつつあり、その中心にあるのが
インクルーシブにコラボレーションを実現できるマインド
セットやスキルセットを持つ人材です。

またシェアリングエコノミーの傾向にも垣間見られるとお
り、将来必要なリソースを全て自社化して抱えておく発想か
ら、アライアンスを組むことによって必要なリソースを外部
から確保する認識も広がりつつあります。企業の中でもとり
わけ革新的なハイテク企業は、領域を超えてパートナーと
協働する意思があります。ここでもさまざまな価値観や商習
慣を持つ業界や国を超えた外部のアライアンス関係者を巻
き込むためには、インクルーシブな仕事の進め方が効いて

きます。先進企業は、事業分野や地域横断的に、重要なス
キルセットや新しい思考方法、そしてより優れたコラボレー
ションを実現する人材の獲得を模索し始めているのです。

2 インクルージョンを推進する施策

こうした環境変化や新しい要件を視野に入れれば、企業
がいかに人材へ投資するかという点においても再考が必要
です。先進企業は、革新が奨励される組織風土を創出し、新
しいアイデアを生み出す上でのダイバーシティの価値を理
解しています。企業が必要としているのは、単なるデジタル
戦略ではなく、テクノロジーと人的資源とを、また人と人とを
結び付けることができる次世代のインクルーシブな人材活
用なのです。

新たな時代のリーダーシップ

技術革新が進む世の中では、さまざまに異なるリーダー
シップと経営が求められます。将来成功するリーダーシップ
能力には、ビジョン、勇気、謙虚さといった従来のリーダーと
しての資質も含まれますが、社員の目的意識を育み、内外
のステークホルダーと信頼関係を構築し、瞬時に変化に順
応する能力がその重要性を増しています。まさに、変革期に
求められるチェンジリーダーシップであると言い換えることも
できます。こうした経営者を育成するために、幅広い経験の
重要性に加えて、経営者がテクノロジーの可能性を理解す
ることの重要性が高まりつつあります。

また、リーダーが適切な責任のフレームワーク（KPI）とと
もに自らのコミットメントを社内に示さなければ、ダイバーシ
ティに対する社員からの注目を集めて継続的に向上させる
行動変革を起こすのは難しくなります。特に、ダイバーシ
ティ＆インクルージョンがうまく実践されれば、ビジネスパ
フォーマンス上のメリットを多数もたらす機会になると組織
に信じさせることが重要です。明確なリーダーシップのメッ
セージを発信するとともに、体系的なKPIを提示してコミット
メントすることが、各種施策を推進する上で欠かせません。

例えば、PwCが確立したグローバル・インクルージョン・
インデックスは包括的なフレームワークです。ダイバーシ
ティの現状や過去 1年間の進捗、これから重点的に取り組む
べき領域について、意思決定に明確な情報を提供する指標
を設定しています。複合的に、ジェンダー・ダイバーシティ・
スコアとインクルージョン・スコアと呼ばれる2つの要素から
構成され、定量的なデータ（人材データ分析、スタッフエン
ゲージメント調査の結果）と定性的なデータ（Matur i ty 
Model と呼ぶ定性項目）の両方を用いて到達目標を設定し
ています。これにより、リーダーシップの責任が明確になると
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ともに、データ重視の意思決定と測定可能な進捗をモニタリ
ングして、ダイバーシティ＆インクルージョン戦略が実践で
きるようになります。

データ分析に基づいた施策の推進

他社の実践している代表的なダイバーシティ＆インク
ルージョン推進の方法論をベースとしたアプローチは、ダイ
バーシティの短期的な成果を挙げられるかもしれませんが、
持続的で意味のある推進には結び付かない可能性もありま
す。代表的な方法論をベースとするアプローチから、社内
のデータ分析重視で実際的なアプローチへとシフトすること
は、ダイバーシティの課題として「想定される」ものではなく、

「現実」の自社の課題に対応するプログラムを策定する上で
欠かせません。現実の課題を理解し、それに向き合ってこ
そ、その後の活動で成功を収める下地が作られます。

特に、一般的かつ代表的なダイバーシティの課題に引っ
張られると盲点が生まれやすくなります。社内の状況を厳密
にデータで分析してみたら、代表的なアプローチとは全く違
うところに課題が存在していたということがよくあります。つ
まり、社員のニーズ、期待、フィードバックに耳を傾け、イン
クルージョン・インデックスのような測定可能な KPIを用い
てデータ分析を活用することにより、どこでつまずいている
可能性があるか、またどうすれば最大の効果を生み出せる
かをファクトベースで理解することができるのです。

組織で実践するダイバーシティ＆インクルージョンの施策
について、その有効性を測る上で施策の関連性と信頼性の
高い自社なりの KPI を特定し、それらを測定し続けること
は、目に見える確かな進歩を遂げるため、重要な測定値か
ら目をそらさず、実効性のあるアクションを取っているのだ
と自信を持つ意味で重要です。

またKPI を測定した結果として進歩が見られない場合は、
当該取り組みを再評価するか廃止するか意思決定が必要で
す。それというのも、ダイバーシティ＆インクルージョンの
施策の多くは主業務と並行して進められるため、限られたリ
ソースを有効活用するために的を絞ったリソース配分をす
ることが成功要因となるからです。一方、KPI の測定で進歩
が見られた場合は、そのアクションは「ベストプラクティス」と
して幅広く共有します。これにより、他の拠点で何が奏功し
価値を生んでいるかをリーダーや社員が知り、アクションを
ゼロから各自で構築するのではなく、自社の成功例を利用し
て応用できるのです。

インクルーシブな採用

多様性のある組織を維持するためには、同時並行で、ダ
イバーシティ＆インクルージョンを採用戦略に反映すること
が先決であり、採用方法を大きく見直さないといけません。

多様性のある人材は、就職先を決める時点からその企業の
ダイバーシティ＆インクルージョン政策の成熟度などを気に
して情報収集をしていますし、採用面接官がダイバーシティ
に対する配慮に欠くような言動を採用面接時に見せてしまえ
ば、それだけでその企業に対するイメージが大きく損なわれ
ます。

事実、PwCが2017年に行ったインクルーシブな採用に関
する調査結果では、全体の 80％の企業がダイバーシティ＆
インクルージョン戦略と採用戦略とのアラインメントを図る
ようになったと回答しています。中でも従業員数が 1万名を
超える企業の傾向は顕著で、人材の多様性を採用において
配慮している企業は 91％、女性採用に注力している企業は
78％との結果が見られました。

具体的な多様性のある採用の施策としては、52％の企業
が採用インタビューを多様性のある人材で対応すること、
49％は採用にかかわる知識を強化する研修を導入、46％
はアンコンシャスバイアスにかかわる研修を採用面接担当
者に導入、48％はジョブディスクリプションを見直し、45％
はこれまでよりも広い母集団の大学から採用を検討、といっ
た結果が得られました。また欧米においては、これまでの採
用においてジェンダー間の報酬格差があったのではないか
とする課題認識のもと、報酬の平等性について社内で検証
すること、また平等な報酬をポリシーとして対外的に打ち出
すことによって、より多くの多様性のある採用候補者を集め
ようとする動きも見られます。

エンプロイーエクスペリエンス

中途や新卒の採用候補者は、企業の製品やサービスを評
価するだけでなく、その企業が社会を変えているかどうか、
時代の変化にどう向き合っているか、その企業がマーケット
でどのように評価されているかの情報をさまざまなソースか
ら入手できるようになり、企業がマーケットに発信するメッ
セージを、就職先を判断するなかでしっかり検討していま
す。

ただし、革新的な製品やサービスを企業が提供している
か、企業が最先端のテクノロジーを活用しているか、社内に
機能的なカフェテリアを持っているか、といった要素だけで
は優秀な人材を引き付けられません。社員が自社で働く価
値や意味と自社のビジネス戦略とを結び付けて、他社では
達成し得ないエンプロイーエクスペリエンスを提供すること
によって、社員の使命感やモチベーションにポジティブな効
果をもたらし、社員が職場においてオーナーシップを取れる
ように働きかける具体的な手段が必要になっているのです。
つまり、物理的な職場環境や報酬といったこれまでのモチ
ベーションファクターよりも、自社で働くことによって社員が
どのような経験をすることができるのかをはっきりさせること
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で、社員の私生活やキャリア開発がどれだけリッチになるの
か、それぞれの価値観に働きかける必要があるのです。

エンプロイーエクスペリエンスは、自社のビジネス戦略お
よび人財戦略と社員がこの会社で働く意義との整合性に基
づいて形成されます。社員のエンゲージメントを高める要素
というものはそれぞれの組織に固有です。エンプロイーエク
スペリエンスは、自社のブランドや事業戦略、存在意義に特
有のもので、他社のプラクティスを単純にまねることはでき
ません。

PwCでは、さまざまな企業と協力してきた経験から、エン
プロイーエクスペリエンスの構成要素として、①リーダー
シップ、②開発育成、③認知度、④組織カルチャー、の主要
4項目を挙げています。リーダーシップとは、社員を鼓舞し
て同じ方向性へと誘導する思考とエネルギーで、組織を通
じて情報がカスケードされて行き渡っている状態です。開発
育成については、社員が個人的にも専門的にも継続的に学
び成長することを可能にするコーチングとトレーニングの機
会の提供が重要です。認知度とは、仕事や意識、気持ちが
会社から認識され、社員に最高の仕事をさせるために報い
られている環境を指します。最後の組織カルチャーでは、
人々がどのように交流し、仕事を完了するかという組織の共
通の価値観や行動規範を推進する仕組みが重要になりま
す。

3 おわりに

デジタル技術が加速するなかで、人が担う仕事は業界を
超えて再定義され始めています。新たな要件をいち早く再
定義するには、過去の積み上げの延長線上で答えを探すの
ではなく、未来志向で予測的なデザインをする発想の転換
が必要です。デジタル時代のスピード感で言えば、一度定
義された職務やスキルの有効期間は今後ますます短くなる
恐れがあり、そんな状況に備えるためには、仮説と検証のサ
イクルを素早く回して再定義を繰り返せるテクノロジーと
データ分析（アナリティクス）によるインサイトが必要になり
ます。また中央集権的な進め方ではスピード感に乗り遅れま
す。現場がさまざまな関係者を巻き込んでインクルーシブに
計画と実行を推進するために、人材活用や意識改革のノウ
ハウの再教育が必要になります。

ダイバーシティ＆インクルージョンへのコミットメントは、
人材確保にとってますます重要になりつつあります。新たな
価値観をもった人材は、ダイバーシティへのコミットメントと
目に見える成果の両方を求めます。リーダーシップのコミッ
トメントと現場のリーダークラスの前向きな行動はもちろん
のこと、ダイバーシティ＆インクルージョン戦略は、その名

のとおり、あらゆる人を巻き込むインクルーシブなものとし
て、将来ビジョンや達成した成果を透明性をもって全てのス
タッフと共有して推進することが望まれています。

佐々木 亮輔 （ささき りょうすけ）

PwCコンサルティング合同会社
パートナー　
組織人事・チェンジマネジメントプラクティスのリーダー。20年以上にわた
り、多国籍企業のグローバル化をテーマに、組織変革を専門領域として、
国内外の様々な変革プロジェクトを経験。
本社機能の設計、地域統括／持株会社の設立、営業組織の活性化、組織
人事面のM&A、経営幹部の選抜育成、バックオフィスの業務改革、チェン
ジマネジメントなど、シンガポールとアメリカでの駐在歴があり、日本だけ
でなく海外のベストプラクティスに精通。
メールアドレス：ryosuke.sasaki@pwc.com
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