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エム・アイ・アソシエイツでは、2014年に大手企業 20社のダイバーシティ推進責任者に対するインタ

ビュー調査を実施しました。調査の目的はダイバーシティ推進に関する企業の本質的な課題を明らかにす

ることです。その結果に基づいて 2014年 8月から 2015年 2月にかけて、日経ヒューマンキャピタルオン

ライン上で 6回のコラムの連載を行いました。その後、2016年 4月の女性活躍推進法の施行に向けて、

2015年 11月から 2016年 4月にかけて 6回のコラム連載を行いました。本冊子は全 12回のコラムのう

ち、後半の 6回分を 1冊にまとめたものです。 

コラムの性格上、各回のタイトルに応じて完結した内容になっています。しかし、全体を通じて基本的なメッ

セージは一貫しています。それらを要約すると、以下のようになります。 

 

1. 阻害要因 
日本企業においてダイバーシティ推進を阻害し

ている主要因は、「インクルージョンの欠如」にあ

る。インクルージョンとは多様性を受け容れて活

かそうとする組織風土やマネジメントスタイルを指

す。多様性を活かすのではなく同化しようとする

働きが、ほとんどの大企業に見られる。この阻害

要因が生み出す問題構造は、業種を問わず日

本企業共通の課題である。 

個々の男性管理職のマインドに浸透している固

定観念が、無意識のうちにダイバーシティ推進を

阻害している。女性には仕事上も配慮することが

望ましいという家父長主義的な固定観念が、女

性のキャリア意識やキャリア形成を阻害している。

職場に個人的な価値観を持ち込むべきではない

という体育会系の固定観念が、個々の潜在力の

発揮を妨げている。 

2. 目指す姿 
多様な管理職が活躍するからこそ、多様な個人

の活躍が可能になる。過去からの経緯によって女

性管理職比率の低さが当面の問題となっている

が、女性管理職比率の向上はゴールではなく、む

しろスタートと言える。現時点ではキャリア意識に

は欠けるかもしれないが、多様な価値観を持った

女性の活躍を促すことが求められる。また、女性

活躍だけを目的とするのではなく、男性管理職に

対しても個々の多様性の発揮を促すことが重要

である。 

性別にかかわらず、職場における上司と部下の

対話を通じて、1人ひとりのキャリア意識が高めら

れ、成長が促進されている状態を作り出すことが

必要である。そのためには、部下が変わるだけで

なく上司にも変わることが求められる。管理職のピ

ープルマネジメント力を高めることによって、個人

の成長を通じたビジネスパフォーマンスの向上を

目指す取り組みが重要である。 
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女性活躍推進法を組織変革の 

絶好の機会にするための 3つの視点

 女性活躍推進法が成立し、来年の 4月 1日までに、①女性活躍状況の把握・課題分析、②行動計画

の策定・届出、③情報公表を行うことが義務付けられています。形式的に計画を作ることは簡単ですが、実

効性のある計画にまで落とし込むことは、けっして容易ではありません。変革の根本が、組織の風土や社員

の意識という変わりにくいものに根差しているからです。 

 どのような行動計画を立てるかは、それ以前の課題分析の結果に依存します。そもそも「何を課題として

捉えるか」が異なれば、打ち手は当然、違ってきます。したがって、課題分析の如何によって、実効性の乏し

い計画にもなれば、風土変革や業績向上に繋がる組織変革プランにもなり得ます。 

 以下では、行動計画の策定を単なるペーパーワークとして済ませるのではなく、組織変革の絶好の機会

として位置づける方のために、効果的な課題分析を行うための 3つの視点について解説します。 

視点①：根本的な原因まで掘り下げる

 女性活躍推進法では、企業における女性活躍の

状況を定量的に把握したうえで、その改善のための

課題を分析するように定められています。たとえば、

女性管理職比率という指標の数値が低い場合、そ

の改善策を明らかにするために、女性管理職比率

が低いのはなぜかという原因が分析されることにな

ります。 

 その分析によって、女性社員は管理職になるた

めに必要な経験が不足している。そのような状態を

招いている原因は、上司が女性社員に対して実績

に繋がるようなタフな仕事を任せていないからだ。

したがって、上司による職務付与のあり方が課題だ、

という結果に至ったとしましょう。 

 上司による職務付与を課題として捉えると、それ

を解決するための打ち手としては、上司に対して部

下の性別に関わらず仕事を任せるように指導する。

さらに上の上司によって、職務付与が公平に行わ

れているかを監督する仕組みを作る、といった取り

組み内容が検討されるでしょう。 

 このような施策に意味がないとは言いませんが、

これらは問題の裏返しです。そもそも、なぜ上司は

職務付与に男女差を付けているのか、といった根

本的な原因が解決されないまま、公平に職務付与

せよとだけ指導しても実効性は限られます。 

 女性管理職比率の低い原因が職場の長時間労

働にあるといったケースも同様です。長時間労働が

問題だから止めようという掛け声だけで長時間労働

がなくなるのであれば、とっくに問題は解決している

でしょう。なぜ、長時間労働が蔓延しているかという

根本的な原因の分析が必要です。

視点②：目指す組織の姿を共有する

 根本的な原因を掘り下げていくと、組織の風土

や社員の意識の中に根差す固定観念に行き着き

ます。つまり、男性優先の職務付与や長時間労働

は、これまでそれが当然と考えられてきたから、組

織の中で固定化しているのです。昔は、女性を慮っ

たり、持てる時間をすべて仕事に投入したりすること

は、当たり前のことだったわけです。 

 女性活躍の阻害要因の分析から固定観点の存

在が浮かび上がりましたが、そもそもそれらの固定

観念は、過去に組織内で共有されていた価値観に

起因しています。したがって、固定観念が解消され

るためには、企業を取り巻く環境が変わったために、

価値観自体を変えていかなければならないと認識

されることが必要です。 

 課題とは「ありたい姿と現状」のギャップです。し

たがって、ありたい姿自体が明確でなければ、何が

課題であるかを定義することはできないのです。そ

のため、組織の価値観が見直されるべきであるか

第 1 回 
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どうかを判断するための基準は、今後の組織の「あ

りたい姿」にあります。 

 少子高齢化・人口減少、経済のグローバル化、

市場ニーズの多様化といった環境変化の中で、自

分たちはどのような価値観を持つ会社を目指すの

かが議論される必要があります。 

「私たちは、1人ひとりが持つ能力を最大限に活

かせる会社になりたい。だから、今はキャリア意識

が乏しい女性社員であっても、少しずつ困難な仕

事に挑戦させることで成長を続けてもらいたいと思

う」 

「私たちは、さまざまなワーク・ライフスタイルを持

った社員が活躍できる会社を目指したい。だから、

より短い時間で成果を高めることに向けた取り組み

を続けていきたい」 

 このような意味づけが社内で共有されることによ

って、固定観念は変化していきます。女性活躍を

阻害するから意識を変えろとだけ言われても、簡単

には変わらないのです。

視点③：事業ビジョンとの関係を明確にする

 組織における価値観の見直しは、マネジメントス

タイルやワークスタイルの大きな変革をもたらします。

そのため、その取り組みは経営トップレベルの変革

プログラムとして位置づけられなければ、けっして実

現することはありません。 

 より具体的に言えば、ダイバーシティ＆インクル

ージョンと、将来の事業ビジョンや今後の事業戦略

との関係が明確に示されることが必要です。会社

全体の事業経営にとって重要だからこそ、大きな

変革が求められるという関連性の整理が求められ

ます。 

 実際に企業のワークショップで、事業ビジョンと女

性活躍の関係について尋ねると、たくさんの意見が

挙げられます。 

「新規事業を推進していくためには、新しい視点が

必要だ」 

「優秀な人材を採用し、組織が成長していくために

は、女性が活躍する会社にならなければならない」 

「グローバル化を進めるには、多様な人材を活か

すマネジメントができる必要がある」 

 このような議論を社内で積極的に行うことによっ

て、1人ひとりの社員が考えると同時に、多くの声を

集めることが重要です。 

 課題分析と聞くと、「何が問題か」というWhatに

ばかり目が行きがちですが、「なぜ問題か」という

Whyが同じくらいか、それ以上に重要になります。

なぜ、変わることが必要なのかという「変革の必要

性」が共有されないまま問題点ばかりが指摘されて

も、納得感が乏しいため、行動計画の実効性は薄

れてしまいます。 

 会社全体の大きな方向性との関連が明確にさ

れることによって、女性活躍を阻害する個々の問

題点を解決することの必要性が、経営層だけでは

なく現場の人々にとっても、より理解されやすいもの

となるのです。 

(2015年 11月 10日掲載) 
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女性活躍推進法における 

課題分析の留意点

女性活躍推進法において、女性活躍の状況把握と課題分析が義務付けられています。また、数値目標の

届出や行動計画の社内周知・公表のためには、社内での承認プロセスが必要になるため、社内議論の基と

なる課題分析が不可欠となります。前回のコラムでも簡単に触れましたが、今回は課題分析の留意点につ

いて、より詳しく述べたいと思います。 

 政府から行動計画策定指針とともに参考手法が提示されていますが、ここで行われることは組織課題の

分析ですので、基本的な問題分析の原則を踏まえて検討することが効果的です。また、女性活躍推進法に

おいて求められているのは分析のための分析ではなく、結果を出すことにあるため、網羅的な分析よりも結

果指向で考えることが重要です。

留意点①：ゴールを明確にする

 課題とはゴールと現状とのギャップ（乖離）です。

したがって、課題を明らかにするためには、変革の

ゴールが明確に示されていることが不可欠です。 

 女性活躍推進法の策定指針においては、女性

採用比率、継続勤務年数の男女差、平均残業時

間等の労働時間、女性管理職比率の 4つの指標

が状況把握の必須項目として設定されています。

一見すると、これら 4指標の達成がゴールと考えら

れがちですが、策定指針にも示されているように、

各企業が最重視するゴールを数値目標として設定

することが求められています。 

 また、策定指針では複数の数値目標を設定す

ることも推奨されていますが、その際に重要なこと

は指標間の関連性に留意することです。たとえば、

女性管理職比率を高めるためには、十分な人数の

女性が採用されていて、かつ就業継続が実現して

いることが不可欠です。つまり、女性採用比率と継

続勤務年数は、女性管理職比率の向上の前提条

件となります。 

 山登りに例えるなら、女性管理職比率の向上を

頂上のゴールとするなら、女性採用比率と継続勤

務年数は中間地点のゴールと言えます。もし、これ

らの指標を同列で横並びに見てしまうと、山の高さ

がよくわからなくなってしまいます。中間地点の高さ

がどれくらいで、その先の最終地点の高さがどれくら

いか、ということが理解できることによって、変革に

要する時間や筋道が判断できるようになるのです。 

 このような最終ゴールを示す指標を KGI（Key 

Goal Indicator）、中間ゴールを示す指標を KPI

（Key Performance Indicator）と呼びます。KGIだけ

でなく、KPI も含めて数値目標を設定することが必

要ですが、どの指標が KGIでどの指標が KPIなの

かを明確に意識することが重要です。 

 企業における女性活躍の状況はまちまちなので、

中には、これまでほとんど女性を採用してこなかっ

たため、女性管理職比率の向上などはるか先の話

だという会社もあるでしょう。その場合は、女性採用

比率や継続勤務年数を KGI とした方が現実的な

場合もあります。逆に、女性活躍がずっと進んでい

る会社の場合は、女性役員比率や女性部長比率

など、より難度の高い指標を KGI とした方がよい場

合もあるでしょう。 

留意点②：仮説を検証する

 ゴールが設定されることによって、ゴールと現状

とのギャップを生んでいる課題に的を絞った分析が

可能になります。ここで重要なポイントは、組織の課

題には因果関係があるという点です。つまり、ある

課題の原因には、それを生み出している別の原因

があり、さらにその原因がある、という関係が存在す

るのです。 

 課題分析で陥りがちなのは、①まず指標の数字

をすべて集め、②それらの指標に対する課題を定

第 2 回 
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義し、③課題に対する取り組み施策を定義する、と

いったように、エクセル表を左から右に埋めていくよ

うな網羅的なアプローチを取ってしまうことです。こ

の方法では時間がかかるばかりでなく、課題を並列

的に羅列しても、そこから因果関係を読み解くのが

難しいため、どの課題が根本的に重要なのかといっ

た判断や、結果に直結する取り組み施策の定義が

困難になってしまいます。 

 論理思考や問題解決の研修では、仮説を立て、

それを検証するプロセスを繰り返すことの重要性を

教えられますが、ここでも同じことが当てはまります。

最初に、ゴールと現状のギャップを生んでいる因果

関係の仮説を立て、その仮説を指標によって検証

していくアプローチを取ることによって、結果指向で

効率的な課題分析が可能になるのです。 

 たとえば、女性管理職比率の向上をゴールに置

いたとすると、現状における女性管理職比率の低さ

がギャップです。その状況を生んでいる原因をブレ

ークダウンすると、そもそも女性のプール人材の人

数が少ないか、昇格比率が低いといった原因の仮

説に分解されるでしょう。さらに、女性のプール人材

が少ないことの原因を分解すると、採用の問題、継

続就業の問題などが挙げられるはずです。 

 ブレーンストーミングなどによって、まず、そのよう

な因果関係の仮説のロジックツリーを作成した上で、

それぞれの原因を検証するための指標を設定する

ことによって、課題の全体構造が明らかになります。

それらの指標を実際に検証すると、課題の全体構

造の中で、現状では、このあたりの原因にはある程

度、手が打てているが、このあたりの原因は手つか

ずになっているといった状況が、視覚的に理解され

るようになるでしょう。 

 因果関係の仮説の作成は、担当者一人で行う

のではなく、性別や職種などの異なる社内のメンバ

ーが集まって検討するのが効果的です。一人で複

雑な要素を分析するのは骨の折れる作業です。異

なる視点を持ったメンバーが意見を出し合うことに

よって、発想の広がりが得られるはずです。 

 次回は取り組み施策検討のポイントについて、

解説したいと思います。 

(2015年 12月 1日掲載) 
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女性活躍推進法への取り組みで 

検討すべき 2 つのポイント

 前回は女性活躍推進法における課題分析の留意点について述べましたが、今回は取り組み内容（施策）

検討のポイントについて解説したいと思います。 

 何年も前から女性活躍推進に取り組んできた企業では、法律が施行されるからといって、新たに何かを考

える必要はないかもしれませんが、これから検討を開始するという企業では、何を行うべきかと頭を悩ませて

いるダイバーシティ推進担当の方も少なくないと思われます。女性活躍推進に関連する取り組み施策は多

岐にわたり、これをやればよいという唯一の解が存在するわけではないため、どういう基準で施策を決めれば

よいかが難しいからです。

ポイント①：結果志向で考える

 もっともよくない方法は、洗い出された課題に対

して、他社事例等で効果があったとされる施策を羅

列することです。それぞれの施策にそれなりの効果

はあるかもしれませんが、それらの効果を積み上げ

ても計画期間内に目標を達成できる保証はありま

せん。また、多くの施策を同時に推進しようとすると、

リソースが分散してしまって、1つひとつの施策の効

果も得られない恐れがあります。 

 行動計画策定において重要なことは、立派な計

画を立てることではなく、実効性のある計画を立て

ることにあります。そのため、目標達成という結果に

焦点を当て、その結果に「直接的」に効果のある施

策を検討することが重要です。 

 例えば計画期間を 3年として、その間に女性管

理職比率を向上させることを目標にするとしましょう。

3年というのは短期なので、これから新人の女性採

用比率を増やしても、3年以内の女性管理職増加

には影響がありません。だから女性採用比率を高

めることに意味がないというのではなく、短期的に効

果を生む施策と中長期的に効果を生む施策を整

理して考えることが必要ということです。 

 短期的に女性管理職を増やすのであれば、現

在の社員の中から候補者の人材プールを作らなけ

ればなりません。女性管理職を増やす際に、「下駄」

をはかせるかという議論がしばしば起こりますが、能

力や経験が足りないのに強引に管理職にならせる

のは本人にとっても周囲にとっても望ましいことでは

ないので、あまり得策とはいえません。したがって、

短期間での能力開発や実績作りが可能なだけのポ

テンシャルを持った人材を候補者とすることが必要

です。

女性管理職候補の昇格意欲を高める

 その際、現実的に問題となるのは、それなりのポ

テンシャルを持った女性社員の多くが管理職昇格

に対してあまり意欲的でないということです。したが

って、短期間で女性管理職を増やすためには、能

力開発や実績作りと同時に、女性管理職候補者の

昇格意欲（キャリア意識）を高める施策が必要です。 

 女性社員のキャリア意識を高めようとしても、社

内にロールモデルがいないので難しいという声をし

ばしば耳にします。確かに様々なロールモデルがい

る環境ならば、自然とキャリア意識が高まるかもし

れませんが、最初に管理職を作らなければロール

モデルも増えないので、ロールモデルを作るという

のは施策にはなりません。まずは本人の意識変革

に直接的に訴えかける施策が必要です。 

 また、女性管理職候補者の能力開発や実績作

りにもっとも影響を及ぼすのは直属の上司です。直

属の上司が本人に対して、チャレンジできる仕事を

任せ、実績作りを支援しない限り、キャリア形成は

できません。管理職全体のマネジメントスタイルを

変えていく施策は、中長期的な効果をねらううえで

重要ですが、短期的にはまず直属の上司に働きか

ける施策が効果的です。 

第 3 回 
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ポイント②：プロジェクト志向で考える

 私の知る限り企業のダイバーシティ推進担当に

は、まじめで責任感の強い方々が多いようです。そ

のせいか、行動計画を策定する際に施策を厳密に

定義しようとしたり、立案した施策をすべて自分たち

で推進しなければならないと考えたりする傾向も見

受けられます。もともと、短期間で細部までの検討

は困難であるうえに、施策の中にはダイバーシティ

推進や人事の範疇を超えるものも含まれるため、

行動計画の策定は来年度以降のプロジェクトを定

義するという発想で行うことが重要です。 

 今回の女性活躍推進法のように、政府が企業

内部の問題にまで「外圧」をかけてくる機会は滅多

にありません。この外圧を有効活用し、これまで問

題として認識されていながらも、なかなか解決され

てこなかった諸課題を経営議論の俎上に載せ、検

討を前進させる好機と位置付けることが得策です。 

 ほとんどの企業においては、女性活躍推進法の

目標値を届け出る前に経営承認を得るプロセスが

取られることでしょう。経営メンバーが目標値を承

認するためには、目標値だけではなく、どのような施

策によってそれを達成するのかというアプローチも

同時に求められます。そのアプローチには、何を行

うかという取り組み施策だけではなく、誰が行うかと

いう推進体制も含めることが重要です。それによっ

て、来年度以降の推進責任が明確になります。 

 もちろん、実行段階ではダイバーシティ推進担

当が実際に手を動かして実施する施策も多くを占

めると思われますが、行動計画を策定する段階で

は、起案者としての立場で会社にとって重要なプロ

ジェクトを提案するという姿勢で臨むことが重要です。 

(2016年 1月 12日掲載) 
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女性活躍推進には 

上司のレベルアップが不可欠 

 最近では「女性活用」という表現が減り、そのかわりに「女性活躍」という言葉を頻繁に見かけます。「女性

活用」というと上から目線の印象があるため、女性本人が活躍するという側面が強調されているのでしょう。

けれども企業の中においては、上司が女性社員を「活用」しない限り、本人が「活躍」することは困難です。つ

まり、女性活躍は上司のマネジメントの問題であるということができます。 

上司が成長機会を提供していない 

 「新卒採用の面接では女性の学生の方が優

秀だ」とか、「若手の社員の中では女性の方が男

性よりもしっかりしている」といった声をよく耳にしま

す。それが単なる主観的な印象にすぎないのか、

それとも本当に事実なのかを検証するためにデー

タ分析を実施しました。その結果、多くの人の印

象どおり、社員の平均的な問題分析力や判断力

は、20代では女性が男性をかなり上回っている

ことが分かりました。しかし、30代になるとそれが

逆転し、男性の方が女性よりも高い値を示すよう

になります。女性社員の能力値が下がったわけで

はなく、男性が大きく点数を上げているのです

（「『若いころは男性社員よりも女性社員の方が優

秀』は本当か？」 松丘啓司⇒関連コラムに掲載）。 

 この事実は、20代から 30代にかけて、成長

機会に男女差が存在することを物語っています。

若手社員に対して仕事を与えるのは上司である

ことから、職場における社員の成長機会のかなり

の部分は上司に依存しています。つまり、上司が

男性と同等に女性を活用していないのです。した

がって、女性活躍のためには、上司のマネジメント

のあり方の見直しが不可欠となります。 

変革のステップ①：固定観念からの脱却

 上司の大半は男性管理職であることから、マネ

ジメントのあり方を見直すためには、まず、男性管

理職の意識変革が必要です。それは、過去にお

いては当然と考えられていた常識を見直すことを

意味します。世の中の環境変化によって、過去の

常識は今日ではかならずしも常識ではありません

が、男性管理職の意識の中に固定観念として染

みついています。その固定観念を払しょくしなけれ

ば、行動を変えることはできません。 

 男性管理職から女性社員に対する固定観念と

して代表的なものに、役割分担意識とパターナリ

ズムがあります。「育児は女性が担うものだ。した

がって、出産するかもしれない女性に重要な仕事

は任せられない」と、実績につながるような重要な

仕事を女性に付与しないのは、役割分担に関す

る固定観念があるからです。しかし、育児は夫婦

で担うことが常識となる時代は、すぐそこまで来て

います。 

 また、「女性には十分に配慮すべきだ」「女性に

は女性らしい仕事を任せるのが理想だ」と一見、

良心的に重要な仕事を付与しないのは、パター

ナリズムが存在するからです。パターナリズムとは、

父親を意味するラテン語の「パテル」に由来する

言葉で、日本語では家父長主義と訳されます。

立場の弱い女性をいたわらなければならないとい

う親心が、女性の成長機会を狭めてしまっている

のです。 

 女性活躍推進というのは女性を甘やかすことだ、

という誤解もまだ存在しています。しかし、本当は

まったく逆で、女性に対してさらなる能力発揮を

求めるのが女性活躍推進です。良かれと思って

行った配慮が、会社にとっても、本人にとっても実

は逆効果になっていることへの男性管理職の理

解が必要です。 

第 4 回 
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変革のステップ②：ピープルマネジメント力の向上 

 これらの固定観念を取り払うことが第一歩です

が、それができたとして、これまで男性社員に仕

事を付与していたのと同じやり方で、女性に仕事

を任せればよいというわけではありません。そこに

はワークスタイルの見直しが求められます。 

 「残業や休日出勤をしてでもとにかくやり遂げる」

といったように、持てる時間をフルに仕事に投入

することによって成果を出すというワークスタイル

では、時間に制約のある女性は活躍できません。

また、時間に制約がなかったとしても、男性サラリ

ーマン的な価値観の押し付けは女性のキャリア意

識を減退させてしまいます。 

 そこで、インプット（時間）の量を増やして、アウト

プット（成果）を増やすという、これまでの勝ちパタ

ーンからの脱却が求められます。これからは、イン

プットの量は増やさずに、生産性を高めてアウトプ

ットを増やす方法への転換が必須なのです。その

ためには、部下一人ひとりの意欲を高め、強みを

引き出すマネジメントが必要とされます。 

 上司の過去の成功体験に基づいて、同じ方法

を一律的に適用するマネジメントではなく、一人ひ

とりによって異なる能力を最大限に引き出すとい

う、多様性を前提としたピープルマネジメントを行

うことがこれからの管理職には求められています。

それは、女性活躍のためだけに必要とされるので

はなく、価値観がより多様化するこれからの企業

組織のマネジメントにとって不可欠な能力なので

す。 

 多様性を活かすマネジメントは、従来の日本人

男性中心の同質的なマネジメントよりもはるかに

高度です。そのため、女性活躍推進における最

大の要求は、マネジメントのレベルアップにあると

いえます。 

(2016年 2月 2日掲載) 
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部下の価値観を理解して 

強みと意欲を引き出すピープルマネジメント

 前回のコラムでは、女性の活躍を促進し、多様性を活かすためには、インプット（時間）の量を増やしてア

ウトプット（成果）の量を増やそうとするスタイルではなく、部下一人ひとりの意欲を高め、強みを引き出すピー

プルマネジメントが肝心だと述べました。では、ピープルマネジメントとこれまでのマネジメントのどこが異なるの

か、上司は具体的に何をする必要があるのか、という点について、今回から 2回に分けて書きたいと思いま

す。 

プロセス管理だけで生産性は向上しない

 ピープルマネジメントであれ何であれ、マネジメン

トはビジネスの成果を高めるものでなければなりま

せん。その際、成果を高めるための一つの方法とし

て、成果に至るプロセスを管理するやり方がありま

す。それは、「プロセスの遂行→成果」という関係に

着目したマネジメントと言えます。 

 たとえば、営業の成果を出すためには、「訪問す

る→情報収集する→提案する」といったプロセスが

一般的に必要です。プロセスを管理するマネジャー

は、部下が「お客様を訪問したか？」「必要な情報

を聞いてきたか？」「提案書は作成したか？」といっ

た各ステップの実施状況や内容をチェックします。 

 プロセスも見ないで、「どれだけ売れたか」という

成果だけをチェックするマネジャーよりも、プロセス

を管理する方がはるかにましです。しかし、プロセス

にばかり目が行くと、成果を出すためには件数を増

やしたり、標準化や効率化などの一律的な方策が

取られたりすることになりがちです。 

 その結果として、投入時間を増やして成果をあ

げるという発想からなかなか脱却できず、長時間労

働が恒常化してしまいます。また、多様性を活かす

のとは逆に、組織の同質性を強化することにもつな

がってしまいます。そのような状態では生産性の向

上に限界があるため、別のマネジメント方法を取り

入れることが求められているのです。それが、「人の

能力発揮→成果」という関係に着目したピープルマ

ネジメントです。 

能力発揮の最大化によって成果を最大化

 先ほどの営業の例をとると、「訪問する→情報収

集する→提案する」というプロセスは誰にでも共通し

ています。しかし、成績優秀な営業担当者はただこ

れらのプロセスを遂行するだけではなく、そこに自分

ならではの強みを活かしています。 

 たとえば、ねらいを定めた相手へのアプローチを

諦めない「粘り強さ」によって、大口受注を獲得する

人もいます。誰からも好感をもたれる「人当たりの良

さ」によって、幅広いネットワークから有益な情報を

集められる人もいます。また、物事を深く考える「論

理的思考力」によって、お客様に感心される提案

書を作る人もいるでしょう。つまり、大きな成果はた

だプロセスを遂行することではなく、一人ひとりの強

みが発揮されることによって得られているのです。 

 多様なワークスタイルを実現しながら業績を向

上させるために、長時間労働に依存しない成果の

創出、つまり生産性の向上が強く求められています。

そのためには、一律的に全体の底上げを図るような

方策だけではなく、「一人ひとりの能力発揮を最大

化することによって全体の成果を最大化する」とい

う発想を持つことが重要です。 

 上に述べたような一人ひとりの強みは、各人の

思考・行動特性によって異なります。そのため、部

下の能力を業務上の知識やスキルのレベルといっ

た画一的な尺度で測るのではなく、能力＝強みは

人それぞれ異なるという考え方に立つことがピープ

ルマネジメントの前提となります。 

 また、部下マネジメントを行っていると、ついつい

改善点（弱み）に目が行きがちになります。もちろん、

第 5 回 
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不得手なことを改善する努力も必要ですが、ピータ

ー・ドラッカーも述べているように、大きな成果は強

みからしか生まれません。そのためピープルマネジ

メントの主眼は、個々人の思考・行動上の強みを活

かすことによって、これまで以上に大きな成果をあ

げることにあると言えます。

部下の価値観を上司が理解することが出発点

 では、ピープルマネジメントを行うために上司は

何をすべきでしょうか。今回はもっとも基本となる価

値観の理解について述べたいと思います。 

 部下の強みを活かすためには、当然のことなが

ら、本人の強みが何であるかを上司と部下の双方

が理解していることが必要です。しかし、「○○さん

は□□が得意だね」と観察される強みだけを理解

するのでは不十分です。それと同時に、その強みが

どのような時にもっとも発揮されるかという前提条件

を理解することが必要です。その前提条件とは本

人の価値観を指しています。 

 価値観とは、その人が何を大切に感じるかの基

準です。たとえば、他者とのつながりが何よりも大切

だと感じる人もいれば、本質を追究することがもっと

も大事だと感じる人もいます。価値観に優劣はなく、

人による違いがあるだけです。 

 価値観と強みは連動しています。自分の価値観

に合った行動は自然と現れるため、出現頻度が高

くなるからです。たとえば、他者とのつながりを大切

にする価値観を持った人は、無意識のうちに「周囲

への配慮」ができるというのが一例です。 

 しかし逆に、自分の価値観が満たされない状況

に置かれると、本来の強みが十分に発揮できなくな

ってしまいます。たとえば、他人のことなど構わずに

個人プレーを行うことが重視される組織風土の下

では、周囲に配慮しても評価されることはありませ

ん。そのような環境では、強みが抑圧されてしまい

ます。強みを発揮する意欲が湧かないからです。

つまり、価値観は意欲とも連動しているのです。 

 部下が意欲を高め、強みの発揮を促すためには、

部下の価値観を理解することが必要ですが、部下

の価値観の理解は短期的な能力発揮だけではなく、

中長期的なキャリア開発にも大きく関わってきます。

何を大切にしているかという価値観は、「将来、どう

なりたいか」「どのように活躍したいか」というキャリア

ビジョンの決定要因になるからです。 

 ピープルマネジメントは部下の短期的な能力発

揮だけではなく、中長期的な成長をも促進するもの

です。そのため上司には、部下がキャリアビジョンを

描き、そこに向けて成長していくことを支援する役

割を担うことが求められています。部下のキャリア

開発支援は、部下の価値観を理解することから始

まるのです。 

(2016年 3月 1日掲載) 
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チームのコラボレーションを促進する 

ピープルマネジメント 

 本連載では、ダイバーシティ&インクルージョンの実現のために、上司のピープルマネジメント力の向上が

不可欠であることを述べてきました。また、ピープルマネジメントを行う際には、「一人ひとりの能力発揮を最

大化することによって、全体の成果を最大化する」という発想に立ち、「部下の価値観を理解して強みと意欲

を引き出す」ことを重視する必要があると述べました。 

 ピープルマネジメントには、そのように個人のパフォーマンスを高めるねらいがありますが、同時にチームの

パフォーマンスを飛躍的に向上させる効果も期待されます。多様な人材の相乗効果によって企業にイノベ

ーションを起こしていくことも、ピープルマネジメントの大きなねらいなのです。 

年次評価を廃止するグローバル企業 

 昨今、アメリカのグローバル企業を中心に年次

評価を廃止する会社が増えています。早くはアド

ビシステムズ、メドトロニック、さらにマイクロソフト、

ギャップ、最近では GEやアクセンチュアといった

大企業が次々と年次評価の廃止に踏み切ってい

ます。その理由は、年次評価には膨大な労力が

かかる割に、個人や組織のパフォーマンス向上に

あまりつながらないという考察にあります。 

 社員を相対的にランクづけするという従来の評

価の根底にあるのは、画一的な評価基準です。

画一的な基準があるから相対評価が可能になる

わけですが、ビジネス自体が大きく変化する中で、

画一的な基準では多様な人材を評価できなくな

っているという実態があります。その結果、従来の

評価制度では評価エラーが多発して、社員の意

欲を削ぐばかりではなく、人材の離職を招く大きな

要因にもなっていると認識されています。 

 また、これらの企業ではチームにおけるコラボ

レーション（協同作業）が重視されています。多様

な人材が積極的に協調し合う組織風土をつくるこ

とが、企業の発展にとってきわめて重要と考えら

れている半面、社員をランクづけする評価は、競

争意識を高め、コラボレーションを阻害する弊害

になっていると見られています。 

 年次評価を廃止した企業では、そのかわりに

頻繁な対話が実施されています。そこでは、目標

設定とフィードバックが短サイクルで繰り返されま

す。刻々と変化する状況の中で、上司は適切な

チャレンジ機会を提供し、部下は自分が何によっ

て貢献したいかを自発的に考え、互いに話し合い

ながら上司が部下の成長を支援します。 

 リアルタイムの対話が効果的に機能するかどう

かは、上司のピープルマネジメント力にかかってい

ます。したがって、これらの企業における取り組み

は、ピープルマネジメントを職場の日常の中に定

着させることを目指すものであると捉えることがで

きます。 

 このようなグローバル企業の動きは、早晩、日

本企業にも訪れるでしょう。もちろん、年次評価が

そう簡単に廃止されるとは思えませんが、評価制

度が変わらなくともピープルマネジメントが重要で

あることに違いはありません。そこで以下では、ピ

ープルマネジメントを行ううえで、上司が注意すべ

きポイントを 3つ挙げたいと思います。

①評価尺度を脇に置く 

 上司が部下のことを見る際、通常、何らかの評

価尺度を用いています。人事制度で定義されて

いる人材要件に従って客観的に評価することもあ

りますが、自分がこだわりを持っている何かの基

準と比べたり、管理職層が共有しているあるべき

像に照らし合わせて「できる」「できない」と判定し

たりもしています。客観的であれ主観的であれ、

部下からすると評価尺度はすべて外的基準です。 

第 6 回 



14 

 © M.I. Associates, All Rights Reserved. 

 もちろん外的基準が良くないというわけではあり

ません。外的基準があるからこそ課題が明確にな

ることもあります。基準が示されることによって、そ

れに向けて切磋琢磨しようという意欲がわくという

面もあるでしょう。しかし、外的基準はかならずしも

本人ならではの強みを映し出す尺度にはなりませ

ん。 

 上司が自分の評価尺度にばかり縛られている

と、部下の強みが見えなくなる恐れがあります。ピ

ープルマネジメントにおいて重要なことは、部下の

強みを最大限に引き出すことによって、より大き

な成果を実現することにあるため、上司は自分の

評価尺度を意識的に脇に置いて部下の強みを注

視することが必要です。 

 成長するのも、より大きな貢献をするのも本人

であるため、本人がそうしたいと強く思えることが

何より重要であり、上司はそれを支援する役割を

担うという認識を持つ必要があります。 

②議論ではなく対話する 

 「議論を戦わせる」とか「議論に勝つ」とかいう

ように、議論には勝ち負けの概念がもともと含まれ

ています。議論に勝つというのは、相手がどう思っ

ているかにかかわらず、自分の主張を相手に納

得させることです。つまり、出発的はあくまでも自

分にあります。 

 他方で「対話」の出発点は相手側にあります。

相手の考えや気持ちを理解することが最初にあり、

それを踏まえて自分の考えを伝えるという順番に

なります。特にピープルマネジメントにおいては、前

回のコラムで述べたように部下の価値観を理解

することが重要です。部下がなぜそうしたいのか、

どのようになりたいのかを上司が理解して、承認し

ていなければ、部下の自主性や主体性は閉ざさ

れてしまいます。 

 多くの管理職は議論することに慣れています。

論理的に説明して相手を説得できなければ管理

職としては心もとないので、議論のスキルは管理

職にとって大事です。けれども、ピープルマネジメ

ントの場面では自分の主張を押し通す議論では

なく、相手の理解に基づく対話を用いることが必

要です。 

③管理ではなく開発する 

 上司には人事管理よりも人材開発が求められ

るという認識は、かなり浸透してきていますが、さ

らに目的語を「組織」にして、上司には組織管理

以上に組織開発が求められているという認識を

持つことも必要です。前述したように、多様な人

材のコラボレーションによるイノベーションが強く求

められているからです。 

 一人ひとりが別々の価値観で行動しても、チー

ムがバラバラになったり、対立が激化したりしない

ようにするためには、チーム内で互いの価値観が

共有され、承認されている状態をつくり出すことが

必要です。上司と部下との対話によって、上司が

部下の価値観を理解するとともに、部下も自分の

価値観をより認識できるようになることで、相互理

解が広がっていきます。また、1対 1の対話だけ

ではなく、チームメンバー同士で思いを共有する

場をつくることも効果的でしょう。 

 異なる価値観を持つ人がいるから、意思決定

が近視眼的になるのを防ぐことができます。また、

異なる価値観（たとえば安全重視と利便性重視）

のどちらを取るかという二項対立に陥るのではなく、

双方を活かせる方策が見いだされた時、そこにイ

ノベーションが起こります。 

 チームをリードする管理職が組織を統制し管

理しようとする姿勢では、メンバーが主体的にコラ

ボレーションする状態をつくり出すことは困難です。

そのため、ピープルマネジメントを志す上司は、組

織開発を推進する役割を担うという認識を持つこ

とが重要です。 

(2016年 4月 5日掲載) 
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「若い頃は男性社員よりも 

女性社員の方が優秀」は本当か？ 

 「採用面接の際には女性の方が男性よりも優秀な人が多い」「若手社員の中では女性の方が男性よりも

しっかりしている」といった声をいろいろな企業で耳にします。その一方で、30代以降で管理職に登用される

人数は男性の方が多い、というのも現実です。20代の頃は女性の方が優秀という声がもし正しいとすると、

20代から 30代にかけて男女の逆転現象が起こっていることになります。このことが事実かどうかを、思考・

行動特性の観点から検証してみました。 

思考・行動特性診断とは 

弊社ではキャリア研修などの研修受講者に、思考・行動特性診断というウェブ診断を事前受検してもらって

います。この診断では、ビジネスの成果に影響を及ぼす思考・行動特性（コンピテンシー）を 3つの領域で測

定しています。各領域の概要は次のとおりです。 

◆行動領域◆ 

自分を取り巻く環境がどのような状況であっても、行動を持続するために必要な思考・行動特性。自己へ

の信頼、前進力、明朗性、矛盾や曖昧さへの適応力、困難に立ち向かう力の 5項目が含まれます。 

◆選択領域◆ 

自分の置かれた状況や他者との関係の中で、適切な選択を行うために必要な思考・行動特性。自己学習

力、課題解決力、機敏・機転、状況判断力、相互理解力の 5項目が含まれます。 

◆関係領域◆ 

他者に信用される人間関係を築くために必要な思考・行動特性。開放性、関わろうとする姿勢、協調性、

誠実・責任、柔軟性の 5項目が含まれます。 

 思考・行動特性は、各人の経験などによって変化します。そのため、適切な環境を提供することによって、

高めていくことが可能です。

仕事から学ぶ機会に男女差がある可能性 

 誰にでも思考・行動上の強みと弱みがあります。

つまり、ある 1人をピックアップしたとき、高い点数

の項目と低い点数の項目が入り混じっている状態

が通常ですが、ここでは最近の受検者を対象に、

年代別・男女別の平均点を集計して比較しました

（母集団は男性 1,563人、女性 680人）。 

 

関連コラム 
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20代のグラフを見ると、特に選択領域において

女性が男性を大きく上回っています（グラフの点

線で囲った領域を参照）。女性の点数が高いとい

うよりも、むしろ男性の点数が低いと言った方がよ

いでしょう（その理由は不明です）。ところが 30代

になると形勢が逆転しています。女性もわずかに

平均点を上げていますが、男性の伸びが顕著で

す。 

 このデータは 1人ひとりを 20代から 40代まで

追いかけたものではないため、世代による違いが

含まれている可能性もあります。しかし、わずか

10年の世代の差で、そこまで大きな違いがあると

は考えづらいため、20代から 30代にかけて男

性が平均的に成長していると見るのが自然でしょ

う。 

 選択領域の項目は、適切な環境が与えられる

と向上することがわかっています。たとえば、上司

の指導力や与えられた仕事の内容によって、伸

び方が異なってきます。 

企業でダイバーシティ推進をされている方々から、

「男性は女性に比べて若い頃からチャレンジング

な仕事を与えられることが多い」と聞かされること

がよくあります。また、「30代で育児を抱えた女性

に対して、上司がタフな仕事を与えようとしない」

といった声もしばしば耳にします。20代から 30代

にかけての選択領域の逆転現象は、仕事を通じ

て学ぶ機会の男女差に起因している可能性が大

きいのではないかと考えられます。 

グラフを見ると、他にも気づく点が幾つかあります。

具体的な原因までは特定できませんが、以下に

列記しておきます。 

 女性の前進力は各年代であまり変わらない

が、男性は年代を重ねるごとに上昇している。 

 男性の明朗性（楽天的な姿勢）は年代であ

まり変わらないが、女性は年代を重ねるごと

に上昇している。 

 女性の困難に立ち向かう力は、どの年代に

おいても男性を下回っている。 

 女性の開放性は、どの年代においても男性

を上回っている。 

 女性の関わろうとする姿勢と協調性は、20

代から 30代にかけて大きく低下している。 

 20代の男女ともに柔軟性は高い点数を示し

ているが、年代を重ねるごとに低下している。 

上記以外に 40代の女性の選択領域の上昇が

見られますが、これは 40代になって高まったとい

うよりも、もともと得点の高い女性の研修受講者が

多く含まれている可能性が考えられます。 

（2015 年 10 月 28 日弊社ホームページに掲載） 
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