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１．外部ステークホルダーとの関わりについて 

 競争戦略に資するダイバーシティ経営の実現に向けて、社内の取組にとどまらず、外部 
ステークホルダーとの関わりが重要。特に労働市場・資本市場は下記の点から着目すべき。 

 労働市場：今いる多様な人材の活用にとどまらず、目指すべき「多様な人材ポートフォリ
オ」の実現に向け、労働市場から必要な人材を獲得・確保することが必要。 

 資本市場：ダイバーシティに関する企業の取組を投資家が評価することにより、企業の 
ガバナンス・経営が機能し、更に企業の取組が加速することが期待できる。 

（参考）多様な人材活用と多様な人材ポートフォリオの連動［イメージ］ 

多様な人材の活用 

連動 

多様な人材ポートフォリオの実現 

労働市場 
 

採用、リテンション、 
外部評価（雇い負け） 

資本市場 
 

評価、資金調達 
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２．労働市場とのコミュニケーションの必要性について（議論の目的） 
 労働市場とのコミュニケーションを通じ「多様な人材ポートフォリオ」を形成するためには、
獲得・リテンションしたい人材の量・質・属性等の見極めと、それぞれの特性に応じたきめ
細やかな採用・リテンション戦略の構築が必要ではないか。 

 なお、内部労働市場については、多様な人材を活用する取組を通じ、従業員のリテン
ションを図ることが有用。一方、外部労働市場については、ダイバーシティの経営戦略を
採用活動に落とし込む視点が不可欠だが、現状の採用活動において十分に意識されて
いないのではないか。 

 このため、これまでの均質的な採用戦略から転換を図り、必要な採用戦略を示す必要
があるのではないか。 

◆「多様な人材ポートフォリオ」を実現する採用戦略のポイント 
 
 １）多様な人材を惹きつけるために有効なコンテンツ 
 
 ２）コンテンツを労働市場に伝えるマーケティング・コミュニケーション戦略 
 
 ３）採用戦略と採用後の人材活用の一貫性 
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２．労働市場とのコミュニケーション（採用戦略）の論点 
 「多様な人材ポートフォリオ」を実現する採用戦略のポイント毎に、 
考え得る論点は以下のとおり。 

 1)多様な人材を惹きつけるために有効なコンテンツ 
  2)コンテンツを労働市場に伝えるマーケティング・コミュニケーション戦略 
   3)採用戦略と採用後の人材活用の一貫性 

論点１） 多様な人材を惹きつけるために有効なコンテンツができているか 
① ターゲットの特定：中長期的に「実現すべき人材ポートフォリオ」から逆算して、採用の質・ 

量を決めているか。 
② 多様な人材が活躍できる仕組み（視点１，２）及び実際に活躍する多様な人材を示すことが、 

より優秀な人材を多様なプールから獲得する際に役立つのではないか。 
③ 獲得する人材の属性毎に有効なコンテンツに違いが生じるか。 

論点２）コンテンツを労働市場に伝えるマーケティング・コミュニケーション戦略は何か 
① 獲得すべきターゲットと採用戦略のつながり： 

新卒・中途採用の特性を踏まえ適切なバランスがとれているか。 
② ターゲット毎のアプローチの仕方：情報発信、コミュニケーションの仕方は適切か。 

（例えば、プラットフォーム、ＳＮＳ、プッシュ型等のバランスが考えられるか） 

論点３）採用戦略と採用後の人材活用の一貫性がとれているか 
① 獲得した多様な人材を活かす為に、採用後の人材活用に工夫が必要ではないか。 
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３．資本市場とのコミュニケーションの必要性について（議論の目的） 

 企業が中長期的な企業価値向上を目指し、試行錯誤するプロセスは、中長期の企業
価値向上を評価する投資家にとって望ましいもの。そのため、企業が取組を情報発信し、
投資家がそれを評価すれば、企業の取組が加速する好循環が期待できる。 

 他方、十分な対話が行われているとは言い切れないのではないか。そこで、資本市場と 
どのようなコミュニケーションをとるべきか示す必要があるのではないか。 

（参考）ダイバーシティに関する対話の状況【ダイバーシティ経営企業100選の選定企業の追跡調査】 

＜出典＞ダイバーシティ経営企業100選選定企業への追跡調査（暫定版） 
調査対象：172社、 調査時期：平成28年9月 
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３．資本市場とのコミュニケーションの論点① 

 資本市場とのコミュニケーションにおいて考えられる論点は以下のとおり。 
 １）投資家の意思決定において、ダイバーシティはどのように位置づけられているか  
 ２）投資家はダイバーシティについてどのような情報を評価するか 
 ３）そういった情報を届けるために、企業は情報発信・対話をどのように工夫すべきか 

論点１）投資家の意思決定において、ダイバーシティはどのように位置づけられているか 
• 投資家やアナリストは、企業評価や投資判断において、企業のダイバーシティや人材に関する取組
や関連する情報をどのように位置づけているか。 

（資料）青山学院大学大学院 北川哲雄教授（2016年12月5日講演資料）より作成 

現在 

短期投資家は、将来 
よりも「現在」に注目 

長期投資家は現在価値と長期業績に基づく 
ファンダメンタルズ価値との“角度”に注目 

タイムホライズンの捉え方（イメージ） 主な投資家のタイプ（例） 
長期アクティブ投資家 

ＥＳＧ投資家/ＳＲＩ投資家 

アクティビスト 

短期投資家 

パッシブ運用 

ヘッジファンド 

主な情報提供者のタイプ（例） 

アナリスト 

情報ベンダー、格付・評価機関 
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３．資本市場とのコミュニケーションの論点② 

SASB 
 
 

•人材投資等、無形資産投資が企業の持続可能性に与える重要性（マテリアリティ）を業種毎に提示。 
•多様性が企業の競争力に直結する業種（知的・労働集約型産業）、人材獲得競争が熾烈な業種に 
ついて、投資家が投資先企業に対して確認すべき“ダイバーシティ”に関するエンゲージメント項目を提唱。 

  視点１）経営陣の取組･･･経営陣の多様化、経営層への働きかけ 等 
  視点２）現場の取組  ･･･昇進・待遇面の差別の是正、技術者層における多様性の確保 等 

ICGN 
 
 

•多様な視点を経営判断に取り入れ、より良い経営判断や多様性・受容性のある組織環境の実現に向けた、 
取締役会の機能・役割、求められる構成のあり方等を提示。 

  視点１）経営陣の取組･･･経営陣の多様化、指名等委員会の役割、サクセッションプランニング 等 
  視点２）現場の取組  ･･･スキル開発・メンタリング、働き方改革（柔軟な働き方、テレワーク）等 

IIRC 
 
 

•人的資本を「人々の能力、経験、イノベーションへの意欲等」と定義し、以下の評価項目を提示。 
  視点１）経営陣の取組･･･組織のガバナンス・リスク管理の仕組み 等 
  視点２）現場の取組  ･･･従業員の能力・意欲向上の仕組み 等 

企業に対する開示 
基準、投資家に向けた 
エンゲージメントガイド 

国際統合報告 
フレームワーク 
 

取締役会の多様性
に関するガイダンス 

論点２）投資家はダイバーシティについてどのような情報を評価するか 
• 投資家が評価するにあたり、ダイバーシティや人材に関する取組が、中長期的に企業
価値にどのように繋がるかが重要ではないか。 

• そのため、①企業における経営課題の現状認識、②中長期的に目指す目標、③取組が
目標に向けた変化にどのように寄与するか、がポイントではないか。 

• これらを判断する上では、経営陣においてどのような戦略を立て、さらに、ダイバー
シティの取組が実際にどのような効果をもたらしているかが必要ではないか。 

（参考）主な国際的なガイドライン 
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論点３）そういった情報を届けるために、企業は情報発信・対話はどのように工夫すべきか 
• 事業戦略上のダイバーシティの位置づけ、企業価値向上とのリンケージが重要ではないか。 
• 具体的なコンテンツとしては、以下が考えられるのではないか。 

 経営の姿勢［視点１：①～③］ 
 経営陣によるダイバーシティに関する方針・体制や具体的なコミットメントの表明 

 ロードマップや主要ＫＰＩの提示［視点１、視点２：①～⑥］ 
 長期的に目指す目標、実現に向けたダイバーシティに関する取組・効果の提示 

    ステークホルダーとの対話の量・質［視点３：⑦］ 
     投資家を含むステークホルダーとの対話姿勢の表明 
• 企業の側から、投資家に対して対話やツール（中期経営計画 等）を通じ、積極的に情報発信を 
すべきではないか。 

３．資本市場とのコミュニケーションの論点③ 

経営陣の説明責任・コミットメントの表明 
ケロッグは経営陣に対してダイバーシティの取組推進に関する説明責任を課していることを開示している。 
また、ダイバーシティに関する行動計画について、経営陣が密接に関与することを表明している。 

経営戦略上の重要事項であることの表明 
プルデンシャルは、多様なニーズを持つクライアント獲得や多様な人材の獲得において、経営陣がダイバーシティ 
を経営戦略上の重要事項と位置づけ、その追求に対する経営陣全体のコミットメントを署名とともに表明している。 

●コンテンツ例 経営の姿勢［視点１］ 

 

 ・ 
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３．資本市場とのコミュニケーションの論点③ 

ダイバーシティを通じた持続的な成長を示すエクイティ・ストーリー 
Rocheは投資家に対するエクイティ・ストーリーにおいて、企業のサステナビリティの追求、および実現に向けた 
主要ＫＰＩとして「主要リーダーシップポジションの女性比率」を投資家に対して発信している。 

●コンテンツ例 ロードマップや主要ＫＰＩの提示［視点１、視点２］ 

 
ダイバーシティを通じた財務・非財務面の価値創造に向けたサイクル 
ＳＡＰは“女性の管理職登用”を重要なＫＰＩとして設定し、財務ＫＰＩ（売上、利益）や他の非財務ＫＰＩに 
対する効果・影響を整理し、長期的な成長におけるダイバーシティを追求する目的と意義を明確化している。 

ダイバーシティを通じた“生産性の向上”と“企業価値の向上”に向けたロードマップ 
中外製薬は“生産性の向上”と“企業価値の向上”に向け、ジェンダー、世代、国籍といった属性に関するダイバー 
シティの推進に向けたロードマップをアニュアルレポート上で示している。各年、属性ごとのテーマを 
設定し、その取組内容、進捗、更なる取組方針を整理し、投資家に対して発信している。 

●コンテンツ例 ステークホルダーとの対話の量・質［視点３］ 

 

投資家に対するメッセージの表明 
ネスレは投資家との対話において、財務的な観点のみならず、社会的な観点としてダイバーシティ推進を含む企業 
活動とパフォーマンスを評価するよう、投資家に対して要請している。 

ステークホルダーとの責任ある対話 
オムロンは投資家との対話を重視する考え方、取組内容と実績を公開している。統合報告書では、対話実施述べ 
社数、株主総会の参加者数と議決権行使率、個人投資家に対するイベント実施数・参加者数等を開示している。 



経営企画部門 事業部門 各事業部門の取組 

視点2. 現場の取組 

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 
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参考：ダイバーシティ2.0実現に向けた３つの視点（仮説） 
※企業単体におけるイメージ図 

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） 

経営戦略の立案 
① 経営戦略との紐付け 

全社的課題に対するダイバーシティの取組 
全社的な施策 
の実施、助言 

② 推進体制の工夫 

③ ガバナンスの改革 

コミュニケーション ④ 全社的な環境・ルール整備 

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 

ステークホルダー 

⑦ 開示と対話 

開示、情報発信 

フィードバック 

ＩＲ、情報開示 
（ＩＲ・広報部門） 
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参考：年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）の動向 

（出所）年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF） 

PRIの署名 
投資先企業における ESG（環境・社会・ガバナンス）を適切に考慮することは、
「被保険者のために中長期的な投資リターンの拡大を図る」ための基礎となる「企
業価値の向上や持続的成長」に資するという考え方を明確にするため、2015年 
9月、国連責任投資原則（PRI）に署名したことを発表  
合わせて、国内株式や外国株式の運用受託機関に対しては PRI の署名状況に
ついて報告を求め、署名していない場合には、その理由を説明するよう求める姿勢
を表明 

PRIの署名 

ESG指数作成に向けた公募 
2016年7月、ESG 要素を考慮した国内株式のパッシブ運用の実現可能性を探
るため、ESG の効果により、中長期的なリスク低減や超過収益に繋がることが期
待される指数の公募を開始、現在選定中 

ESG指数の作成 

企業・アセットオーナーフォーラムの設立 
オムロン株式会社、エーザイ株式会社および日産自動車株式会社を含む複数の
企業から「アセットオーナーであるGPIFと企業との間の継続的且つ建設的な意見
交換の場」設立が提案され、被保険者のために中長期的な投資収益の拡大を図
ることを目的として、インベストメントチェーンを一層活性化させるべく、「企業・アセッ
トオーナーフォーラム」を設立  

対話の促進に向け
たフォーラムの設立 
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参考：国連責任投資原則（ＰＲＩ）の動向 

 PRIの署名数は欧米の投資家や企業を中心に年々増加を続けている。2016年2月末
時点で署名数は1,500近くまで達しており、今後も署名数も増加を続ける見込み。 

（出所）UNPRI, Signatories to the Principles for Responsible Investment 

100  

263  
362  

531  

719  
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1,260  
1,380  

1,476  

0

500

1,000

（社） # 国・地域 署名数 比率 
1. 米国 254 社 17% 
2. 英国 215 社 15% 
3. フランス 142 社 10% 
4. 豪州 118 社 8% 
5. オランダ 88 社 6% 
6. カナダ 75 社 5% 
7. スイス 66 社 4% 
8. ドイツ 59 社 4% 
9. ブラジル 57 社 4% 

10. 南アフリカ 53 社 4% 
11. スウェーデン 50 社 3% 
12. 日本 40 社 3% 

PRI署名数の国・地域別の構成 

2016年2月末時点 

PRI署名数 
（グローバル） 

PRI署名数の動向 
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参考：国連責任投資原則（ＰＲＩ）の動向 

 2016年9月、PRIは株式投資、セルサイド・リサーチおよび運用委託先選定における
ESGの組込み手法について、実践的な手法を示したガイド（A Practical Guide To 
ESG Integration For Equity Investing）を公表した。 

株式投資におけるESGの組込み 
PRIはESGを考慮した投資を行う機関投資家による投資分析手法を調査し、各投資手法（ファン
ダメンタルズ運用、クオンツ運用、スマート・ベータ運用、パッシブ運用））におけるESGの組込み手法
について、ケーススタディーを用いつつ、実践手法をまとめている。 
 ESGのマテリアリティが公正価値に与える影響を評価 
労働基準が売上や割引率に与える影響を評価 
 ファンダメンタルズ評価におけるダイバーシティの考慮 
 ESG格付けとリターンやボラティリティを紐付ける 等 

 
セルサイドや運用委託先の選定における活用 
セルサイド・リサーチにおける業績予測およびバリュエーション 
についても、ESGを組込む実践方法と具体的事例が 
同ガイドにおいてまとめられている。 
 
また、外部の運用委託先を選定におけるESGに関する 
インタビュー事項、選定基準、モニタンリング手法等につ 
いても、同様に実践方法と具体的事例をまとめている。 A Practical Guide To ESG Integration For Equity Investing 

クオンツ運用に関する取組事例の紹介 
（資料）UN-PRI, A Practical Guide To ESG Integration For Equity Investing 
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