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第３回検討会：本日の論点

 個々の企業はもとより、日本経済全体の競争力強化のため、各企業の経験を基に、
以下の論点に対する処方箋をガイドラインとして検討・共有することが有意義ではないか。

第３回検討会では前回に引き続き、以下の論点①～③を中心にご議論いただきたくお願いします。

時間軸

（短期） （中長期）

タイプ ３

タイプ ２

②

個別企業・日本全体の競争力強化を実現するための論点

【論点①】
ダイバーシティ2.0を実現するためには、
具体的に何を変える必要があるのか？

【論点③】
ダイバーシティ1.0、または何ら取組み
の必要性を感じていない企業に対し、
ダイバーシティ2.0の必要性を、どのように
訴求できるか？

【論点②】
論点①の変革を実現する上で、
直面する課題は何か、
どうすればそれを克服できるのか？

①

1.0の対応で
生ずる問題
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ダイバーシティ2.0実現に向けた主な課題

 検討会の議論および企業インタビューを通じて把握された、企業が直面する主な課題は
以下のとおりである。

主な課題

① 経営トップや経営幹部がダイバーシティの重要性・必要性を認識しておらず、関与やコミットメントが生まれない。

② ダイバーシティ関連の取組が、ダイバーシティ推進部局を中心とした一部の取組にとどまっている。

③
経営トップの強いコミットメントはあるが、他の取締役等の意識が低く、取組が進まない、または取組の継続性が
懸念される。

④ 特定の属性を考慮した環境・ルール整備を進めているが、効果に乏しく、全社的な成果が見えない。

⑤ 管理職の意識が、現場におけるダイバーシティの推進・定着を妨げる抵抗勢力となっている。

⑥ 特定の管理職と女性を除き、多くの従業員はダイバーシティを「他人事」として捉えており、当事者意識が無い。

⑦ ダイバーシティに関して、資本市場・労働市場等のステークホルダーと効果的なコミュニケーションができていない。



取締役会

経営トップ、経営陣

視点1. 経営陣の取組

報告
モニタリング、指示

事業戦略
（経営企画部門、各事業部門）

人事戦略
（人事部門）
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ダイバーシティ2.0実現に向けた３つの視点（仮説）

その他の
利害関係者

政府、社会

資本市場

労働市場

視点3.
外部コミュニケーション

経営企画部門事業部門

経営戦略の立案

① 経営戦略との紐付け

各事業部門の取組

視点2. 現場の取組 コミュニケーション

ステークホルダー

開示、情報発信

フィードバック

※企業単体におけるイメージ図

全社的課題に対するダイバーシティの取組
（ダイバーシティ推進部門）

ＩＲ、情報開示
（ＩＲ・広報部門）

⑦ 開示と対話

全社的な施策
の実施、助言④ 全社的な環境・ルール整備

② 推進体制の工夫

管理職

従業員

⑥ 従業員の行動・意識改革

⑤ 管理職の行動・意識改革

③ ガバナンスの改革



経営トップや経営幹部は、ダイバーシティに関する“危機意識”を共有し、経営戦略として位置づけるべき

 ダイバーシティの低さによって、人材面の競争優位がそぎ落とされてしまうことを、明確な「危機意識」として現在の経
営幹部や次世代経営者と共有すべきである。

 経営陣において、人事戦略を事業戦略における重要事項の一つとして議論し、その人事戦略の一つとしてダイ
バーシティを捉えるべきである。
（例：中期経営計画における位置づけ 等）

 ダイバーシティの目的は、生産性・創造性の向上を通じた持続的な企業価値創造であることを、経営トップの言
葉で社内外に提示・発信すべきである。
（例：経営戦略のストーリーとして中期経営計画やアニュアル・レポートに位置付ける 等）
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視点１：経営陣の取組 ① 経営戦略との紐付け

経営トップや経営幹部がダイバーシティの重要性・必要性を認識しておらず、関与やコミットメントが生まれない。

【具体的な取組事例】

 経営トップがコミットし、経営目標とダイバーシティを結び付け、社内外に双方向でコミュニケーションする。

 ダイバーシティを向上しなければ、中長期的に競争優位がそがれること(=危機意識)を社内外で認識・共有する。

 経営トップと経営幹部が作成した経営戦略や中長期計画に対して、ダイバーシティに関連する施策を実施計画を入れ込む。

課題

ダイバーシティ2.0に向けたポイント（課題解決の仮説）



経営戦略としてのダイバーシティが「自分事」として全社的に受け入れられるように、ダイバーシティ関連の取組が、
事業戦略や人事戦略と一体となって全社的に推進される体制を整備すべき

 ダイバーシティ推進部門が、全社的課題に対応できるよう、経営会議等の社内の意思決定プロセスで検討・
進捗確認できる体制を構築すべきである。

 各事業部門の戦略・計画と目標にダイバーシティを結びつけ、ダイバーシティ推進部門と連携しつつ、事業部門
自らが具体的なアクションを検討・実践するよう、社内コミュニケーション体制を整備すべきである。
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視点１：経営陣の取組 ② 推進体制の工夫

ダイバーシティ関連の取組が、ダイバーシティ推進部局を中心とした一部の取組にとどまっている。

【具体的な取組事例】

 社長直轄の組織において、主要部門・主要関係会社の人事担当者が人事・ダイバーシティの方向性を議論・確認する体制を
敷いている。

 制度の継続性や公平性・透明性を重視する人事部門の価値観が一番の抵抗勢力になりかねないため、既存の人事部門と
は一線を画した推進体制としている。

 ダイバーシティ推進部門は、ダイバーシティに関する現場の意識改革や制度運用を担当しながら、労務・雇用制度を担当する
人事部と一体となって全社的な環境整備を進めている。

課題

ダイバーシティ2.0に向けたポイント（課題解決の仮説）



取締役会において、ダイバーシティ・人事戦略と一体となった経営戦略をモニタリングすべき

 経営をモニタリングする取締役のダイバーシティを確保すべきである。
（例：社内取締役が多数派を占める中、効果的なガバナンス発揮のために社外取締役を機能させる 等）

 取締役会においてダイバーシティの取組を進捗管理し、取締役会の本気度やコミットメントを高めるべきである。

 指名報酬委員会等において、次世代経営者の選抜や経営幹部の評価の際に、ダイバーシティへの取組み度
合や経験について優先的に斟酌すべきである。
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視点１：経営陣の取組 ③ ガバナンスの改革

経営トップの強いコミットメントはあるが、他の取締役等の意識が低く、取組が進まない、または取組の継続性が
懸念される。

課題

【具体的な取組事例】

 ダイバーシティに関する取組に関して、社外取締役によって評価を受ける仕組みを構築する。

 取締役会に社内事情に関する理解を進め、社外取締役からも様々な指摘とアドバイスをもらう。

 オーナー企業の場合、トップの交代や取締役会の多様化そのものがダイバーシティの取組の始まりとなる。

 ダイバーシティを重要な経営課題と捉え、ダイバーシティの推進の優先順位を高めるために、ダイバーシティの推進を
経営幹部の業績評価指標の1つとしている。

 次世代経営者層の選抜・育成にあたり、職場におけるダイバーシティの向上経験やダイバーシティの高い職場での
リーダーシップ経験等を、評価項目の１つとしている。

 ダイバーシティに関する計画・実績を社内外に公表し、ステークホルダーに対する公約と位置付けている。

ダイバーシティ2.0に向けたポイント（課題解決の仮説）



ダイバーシティ推進部門は、個人が属性に関わらず活躍出来るフェアな環境・ルールを全社的に整備すべき

 ダイバーシティ推進部門が人事部門と連携し、全社的な人事制度設計に関与する体制を整備すべきである。

 人事の年次管理を超え、属性に関わらず成果に基づく評価を明確にする等、フェアな人事制度を整備すべき
である。また、多様性の視点から人材のパイプライン計画を策定・実行すべきである。

 多様な働き方を受容し、属性に関わらず成果を発揮できるよう、 “働き方”の改革を推進すべきである。
その際、対象を一部の属性に限定せず、より広範な層を対象とすべきである。
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視点２：現場の取組 ④ 全社的な環境・ルールの整備

特定の属性を考慮した環境・ルール整備を進めているが、効果に乏しく、全社的な成果が見えない。

【具体的な取組事例】

 評価と報酬の制度をダイバーシティの重要な課題として捉え、経営者自身の目標や評価も全社員に公表し、公正・透明な評
価制度を運用している。

 管理職研修で知識を与えるだけではなく、成果主義強化の人事制度（年功序列の廃止等）を通じて、ダイバーシティの重要
性・有効性を納得・理解できていない既存の管理職の交代速度を高める。

 リモートワークや在宅勤務、残業時間規制等の働き方改革を、社員同士がお互いの家族構成や日常生活を類推し、多様な
価値観やアイデア、ダイバーシティの意義や有効性を「自分事」として受け入れる契機としている。

 リモートワーク制度を実施する際、一度に全員を対象にせず、段階的に導入している。各段階でアンケートで従業員の声を拾
い、施策の成果をアピールし、施策の拡大導入に賛同を得やすい（反対しにくい）雰囲気を醸成している。

課題

ダイバーシティ2.0に向けたポイント（課題解決の仮説）



人事部門、ダイバーシティ推進部門、および各事業部門は、現場レベルで多様性を活かすマネ－ジャーを
育成すべき

 研修や経営陣の働きかけ等を通じ、現場の管理職に経営戦略上のダイバーシティの意義を納得・理解を
促すとともに、多様性を活かすマネジメントに必要なスキルを教育すべきである。

 具体的には、人事部門が、管理職の無意識のバイアスに留意し、フェアに人事評価や育成機会が行われる
よう教育するとともに、制度やルールとして公平性が担保される仕組みを整備すべきである。

 管理職の評価指標や次世代幹部候補の選定要件として、ダイバーシティの要素を盛り込むべきである。
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視点２：現場の取組 ⑤ 管理職の行動・意識改革

管理職の意識が、現場におけるダイバーシティの推進・定着を妨げる抵抗勢力となっている。

【具体的な取組事例】

 全ての管理職を一律に研修することにとどまらず、次世代経営幹部を選抜したうえで、リーダー育成研修とリンクさせて
ダイバーシティへの取組を推進している。

 新卒採用や中途採用の面接を行う管理職に対して、無意識の偏見がいかに優秀な人材採用を阻害するかに関する
教育・研修を義務付け、性差を問わず能力本位で採用ができるよう努めている。

 多様性が低い環境で育った日本人が、高い多様性を有する海外現地拠点の人員・組織を適切に管理できなくなっており、
海外現地を担う管理職に対する研修の要望が挙がっている 。

 ジェンダーによる無意識バイアスを払拭するため、管理職の女性に対する評価を女性部長が確認するようにしている。

課題

ダイバーシティ2.0に向けたポイント（課題解決の仮説）



【具体的な取組事例】

 女性が出産・育児・介護等と仕事との両立をできるように、「仕事を休むため」の両立支援だけでなく、「働き続けるため」の両立
支援へと社内の施策を変更・拡充している。

 男女を問わず、一人一人が自分のキャリアに「オーナーシップ」を持ち、一生学び続けていくことが有意義かつ必要であることを、
職種に限らず入社以前から組織内で浸透・共有・徹底している。

人事部門、ダイバーシティ推進部門、および各事業部門は、企業活動を支える従業員の行動・意識の変革に
よって、全社的なダイバーシティの推進・定着を実現すべき

 従業員自身がダイバーシティや多様な働き方について考える機会を提供し、ダイバーシティに関する従業員の
当事者意識や主体性・自発性を育むべきである。

 特定の働き方を強いる画一的なキャリアパスのみならず、ライフスタイルや価値観が異なる人材が企業内部で
活躍できる「多様なキャリアパス」を構築・提示すべきである。

 従業員自身のキャリア開発のため、アサインメントやキャリアサポートを通じ、従業員が学び続け、働き続けていく
ことができる環境や組織文化を醸成すべきである。
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視点２：現場の取組 ⑥ 従業員の行動・意識改革

特定の管理職と女性を除き、多くの従業員はダイバーシティを「他人事」として捉えており、当事者意識が無い。

ダイバーシティ2.0に向けたポイント（課題解決の仮説）

課題



企業トップやIR・広報部門は、企業価値に繋がる情報について、投資家などステークホルダーに対して発信し、
さらに対話を通じたフィードバックを改善に活かすべき

 中長期的な視点のもと、どのようにダイバーシティを通じて企業価値の向上を目指すか（企業価値創造
ストーリー）を社内外に説明すべきである。

 ダイバーシティを絡めた企業価値評価を投資家に促すよう、１.ダイバーシティによって目指す企業価値創造、
２.取締役会の多様性、３.現場の取組等の企業価値に繋がる情報について開示・対話を行うべきである。

 上記の取組を通じ、投資家に対して、中長期的な企業価値の観点からダイバーシティや人材戦略を捉える意
識付けを推進すべきである。
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視点３：外部コミュニケーション ⑦ 開示と対話

ダイバーシティに関して、資本市場・労働市場等のステークホルダーと効果的なコミュニケーションができていない。

【具体的な取組事例】

 定量的な情報の開示のみならず、企業価値創造ストーリーとダイバーシティのかかわり等をわかりやすく説明した定性的な情報
開示等、開示と対話の工夫を行っている。

 法制度や経済団体の取組の一環である取締役会の女性比率や女性の管理職比率のみならず、企業の取組の段階や重点
施策に応じて、様々な自主的な開示指標を工夫・選定している（例：総残業時間、男性の育休取得率、従業員意識調
査の結果、社長と従業員とのダイバーシティに関する対話回数等）。

課題

ダイバーシティ2.0に向けたポイント（課題解決の仮説）
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１．議論の原点～すべての企業において「雇い負け」が重要な課題となる日がやってくる～

 我が国の将来的な生産年齢人口は、1990年代以降減少を続け、2060年には生産
年齢人口割合が約50%となると推定されている。急速な人口減少・少子高齢化が進む
中で、労働力の量的確保と質的向上が早晩、重要な課題となることが予想される。

（出所） 総務省「国勢調査」及び「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）:出生中位・死亡中位推計」（各年10月1日現在人口）、
厚生労働省「人口動態統計」、公益社団法人経済同友会「生産性革新に向けたダイバーシティの進化－グローバル、デジタル時代を勝ち抜くための KPI－」2016年7月6日

マイノリティの人材育成・登用（＝量的確保）と、
働き方改革による生産性の向上（＝質的向上）
の必要性
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２．日本企業が直面する人材獲得競争 [1/2]

 多くの日本企業が人材不足に直面しており、人材の獲得が急務となっている。

 その最大の原因の１つは、「人材獲得競争の激化」である。

（出所）独立行政法人労働政策研究・研修機構 人材（人手）不足の現状等に関する調査（企業調査）及び働き方のあり方等に関する調査（労働者調査）結果

43%

39%

5%
13%

不足

適当

過剰

無回答

問. 人材不足の原因（人材が「不足」している企業）

人材が不足している
企業が多数を占める

67%

41%
34%

24%
17%

15% 14%
10% 8% 7% 6% 7%

0%

25%

50%

人材が不足している原因として、
「人材獲得競争の激化」が最も多い

企業に対する調査
問. 人材の過不足状況

n=2,406社 n=1,253社
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２．日本企業が直面する人材獲得競争 [2/2]

 「人材の獲得」がビジネス上の脅威の１つであると認識している企業の経営者は多い。

 グローバルで見ても、日本企業の経営者の人材の獲得に対する懸念は強い。

（注記）回答者：世界各国の主要企業の最高経営責任者（CEO）1,322人、うち日本企業のCEOは162人
（出所）PwC 第18回世界CEO意識調査 2015年 境界なき市場 競争への挑戦

58%
63%

73%

48% 45%

93%

0%

25%

50%

75%

2013 2014 2015

経営者に対する調査
問. 企業の成長を追求する上でのビジネス上の脅威は何か？

73%
61% 60% 59% 58%

54% 53% 51% 47%

93%

67%
63%

80% 79%

51% 50%

37%

48%

0%

25%

50%

75%

「人材の獲得」の面でビジネス
上の脅威が存在する、と回答
する企業が年々増加している

年次推移
「人材の獲得」の回答者比率

グローバル 日本 グローバル 日本n=1,322人
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３．人材獲得における課題 ”雇い負け” [1/3]

 大卒以上の20~30代の外国人男女の就業意欲について見ると、米国系企業および
欧州系企業と比して、日系企業で「進んで働きたい」と考えている人材が少ない。

（注記）回答者：12か国の大学卒以上で現在働いている20～39歳の男女（短大卒除く）
（出所）リクルートワークス研究所 Global Career Survey（2012年）

海外における日系企業の人材獲得力
外資系企業勤務意向（自国企業を除く）

31%

58% 59%

16%
20%

40%

30% 31%
36%

42%

29%

11% 10%

48%

38%

0%

25%

50%

日系企業 米国系企業 欧州系企業 中国系企業 韓国系企業

グローバル働いてもよい 働きたくない進んで働きたいn=7,285人

米国型企業および欧州系企業は「外国企業として
進んで働きたい」と考えている外国人人材が多い
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３．人材獲得における課題 ”雇い負け” [2/3]

 「日系企業で働きたくない」と回答者の男女比に目を向けると、各国とも共通して、
男性よりも、女性の方が日系企業を敬遠している傾向が見られる。

（注記）回答者：12か国の大学卒以上で現在働いている20～39歳の男女（短大卒除く）
（出所）リクルートワークス研究所 Global Career Survey（2012年）

海外における日系企業の人材獲得力
「日系企業で働きたくない」と回答した外国人人材

グローバル 日本

60%

25%
21%

13%
16%

14%

8%

30%

21%

41%

23%

29%

62%

39%

26%

17%
21%

16% 15%

38%
36%

48%

32%

40%

0%

25%

50%

中国 韓国 インド タイ マレーシア インドネシア ベトナム 米国 ブラジル ドイツ ロシア 豪州

男性 女性n=7,285人（各国600人程度）

どの国においても、「日系企業で働きたくない」と
答えた回答者は女性が男性よりも多い
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３．人材獲得における課題 ”雇い負け” [3/3]

（出所）マーサー ジャパン、東京商工リサーチ

役員報酬ランキング（2015年3月期）

# 企業 氏名 国籍 報酬総額

1. オリックス 宮内義彦 日本 54.7億円

2. 三共 毒島秀行（創業家） 日本 21.8億円

3. ソフトバンク ロナルド・フィッシャー 米国 17.9億円

4. 岡三証券グループ 加藤精一（創業家） 日本 12.0億円

5. 日産自動車 カルロス・ゴーン 多重国籍 10.4億円

6.
ユニバーサル
エンターテイメント 岡田和生（創業者） 日本 9.5億円

7. 武田薬品工業 山田忠孝 日本、米国 9.1億円

8. 武田薬品工業 フランク・モリッヒ ドイツ 8.1億円

9. 日本調剤 三津原博（創業家） 日本 7.2億円

10. コメリ 捧賢一（創業家） 日本 6.7億円

外国人人材と創業家・創業者が多数を占めている

経営人材の獲得力
時価総額上位企業のCEOの報酬

1.4

3.5

16.5

7.4 7.5

0

5

10

15

（億円）

 経営者層の人材獲得力を「役員報酬」を指標に見てみると、外国企業と比べ、日本企
業の報酬水準は低い。日本企業の役員報酬ランキングを見ても、高額の報酬を得てい
るのは、一部の外国人人材と創業家・創業者が中心となっている。
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４．人材不足によって引き起こされる問題

 人材が獲得できず、適切な人材が不足する事態となった場合、企業経営に対して様々
な影響が及ぼされる。

（出所）独立行政法人労働政策研究・研修機構 人材（人手）不足の現状等に関する調査（企業調査）及び働き方のあり方等に関する調査（労働者調査）結果

14%

52%

26%

3%
深刻な影響を
及ぼしている

一定の影響を
及ぼしている

影響が今後
生じる恐れが
ある

無回答
45% 42%

37% 37%

22%

10%
8%

2%

0%

10%

20%

30%

40%

企業に対する調査
問.人材不足が企業経営に及ぼしている影響（人材が「不足」している企業）

n=1,253社 n=1,156社

4%
影響が今後も
生じない

人材不足の企業の
過半数が企業経営
上の影響を感じている

人材不足により、企業経営に対して
様々な悪影響が及ぼされる
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５．ダイバーシティ経営を通じた人材獲得 [1/2]

 ミレニアル世代の人材は、就職先を選定する際に、企業の「多様性や受容性の方針」を
重要視しており、特に女性はこの傾向が顕著である。

男性
74%

10%

5%

女性
86%

9%
5%

ミレニアル世代に対する調査
問. 多様性・受容性の方針は就職先を決める上で重要か？

（注記）回答者：ミレニアル世代（1980年～1995年生まれ）の男性 1,349人、女性8,756人
（出所）PwC ミレニアル世代の女性：新たな時代の人材（2015年）

ミレニアル世代の人材を獲
得するため、多様性・受容性
の方針が注目されている

男性に比べて、女性は多様
性・受容性の方針をより重
視している傾向がある

重要である どちらでもない 重要でない

n=8,756人 n=1,349人
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５．ダイバーシティ経営を通じた人材獲得 [2/2]

 ダイバーシティ経営を通じた多様性の受容によって得られた恩恵として、日本企業を含
め、多くのグローバル企業が「人材の獲得」や「業績の向上」と回答した。

経営者に対する調査
ダイバーシティ経営戦略の有無

（注記）回答者：世界各国の主要企業の最高経営責任者（CEO）1,322人、うち日本企業のCEOは162人
（出所）PwC 第18回世界CEO意識調査 2015年 境界なき市場 競争への挑戦（2016年）

64%
13%

17%

6%

既に戦略がある

戦略はないが、
採用する計画はある

戦略はなく、
採用する計画
もない

その他

経営者に対する調査（ダイバーシティ経営戦略を有する企業）

多様性の受容によって得られた恩恵は何か？

91% 85% 83%
78% 78% 77% 76%

63%
56%

86%
76%

67% 65%

79%
73% 80%

33%

58%

0%

25%

50%

75%

グローバル 日本 n=846社n=1,322社
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６．多様な人材の獲得・定着に向けた課題

 「多様性を唱えてはいるが、本質的な機会平等に繋がっているとは思わない」と考えて
いる若手世代が多く、多様性に対する「疑念」が拡大している傾向が見られる。

2015 71%

16%

13%

2011 54%

26%

20%

ミレニアル世代に対する調査
問. 多様性を謳うが、本質的な機会均等に繋がっていると思わない

（注記）回答者：ミレニアル世代（1980年～1995年生まれ）の男性 1,349人、女性8,756人
（出所）PwC ミレニアル世代の女性：新たな時代の人材

多様性の取組みが機会均
等に繋がっている、と認識さ
れていない

多様性の取組みに対する
「疑念」が強まっている

そう思う どちらでもない 思わない n=10,105人


