
私たち全員の力を解き放つ

インクルーシブ・リーダー 

5つのディシプリン



ダイバーシティ（多様性）とインクルージョン
（包括性）は、何年も前から世界中の企業で唱えら
れてきました。しかし、現実には、多くの国で、社
会的に受け入れられていないグループ、特に人種や
民族の観点からマイノリティの人々は、いまだに平
等に扱われておらず、自分たちが発言権を持ってい
るとは思っていません。

最近、米国で起きた黒人に対する虐待事件が世界中
に波及していることを受け、多くのリーダーたち
が、体系的な人種差別に根ざした不公平さを訴える
役割を担っているという事実にようやく気付きつつ
あります。その他の代表的なグループも、性別、性
的指向、性自認と表現、障害、年齢など、それぞれ
の理由で排除の対象となっています。排除の内容に
はそれぞれ特徴やパターン、歴史がありますが、結
局のところ、多くの人々が、自分が何者であるかと
いうことだけで、当たり前の物理的・心理的な安全
感を得られずに生活しているということです。
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あらゆる分野の企業組織が、人材が大切にされ、尊重され、安全であ
ると感じられることに純粋な関心を持っています。また、アクセス、
機会、サポート、報酬など、あらゆるレベルでの格差が存在しない公
平な組織を目指しています。彼・彼女らは、生来的・先天的なことを
理由に有利になったり不利になったりしないという平等の約束を実現
したいと考えています。
企業組織の関心は以下のようなことです：

• これまでにない人材プールから、いかにして最高の人材を引き寄
せるか？

• 女性、さまざまな人種や民族、社会経済的地位、身体的・認知的
能力、性的指向、性格の異なる人々を含むすべての人材が、その
可能性を最大限に発揮し、最高レベルのリーダーシップを発揮で
きるようにするには？

• 多様な労働力がもたらす複雑性により、非生産的な対立が生まれ
るのではなく、より優れた管理方法を生み出すにはどうすればよ
いか？

• より大きなイノベーションと組織の成長のために、多様性を最適
化するには？

• 組織の多様性を活用して、ますます多様化する、これまでリーチ
できなかった消費者や市場にリーチし、彼らにとって意味のある
方法で喜ばせるにはどうすればよいか？

このような疑問に答えようとするとき、私たちは、生活や仕事のほぼ
すべての側面を覆すパンデミックの真っ只中にいて、どのようにして
最良のリーダーシップをとるべきかという前例のない課題を積み重ね
ています。この激動の時代は、効果的なリーダーシップを発揮するた
めの伝統的な方法をも覆しています。絶え間ない混乱に直面する今、
優れたビジネスプランを立て、それをうまく管理し、仕事を任せ、先
行き不透明な中で従業員を守るだけではもはや十分ではありません。

このような状況下では、新しいタイプのリーダーが必要です。

指示命令型ではなく、協調的、促進的なアプローチをとるリーダー。
密室で働くのではなく、透明性を持って働くリーダー。自分の世界観
に縛られることなく、文化的にアジャイルなリーダー。今日の従業員
の多様性を十分に受け入れ、活用することができるリーダー。外部で
何が起こっているかに関わらず、人々が受け入れられていると感じ、
自分の才能を最大限に発揮できるような安全な空間を作り出すことが
できるリーダー。

つまり、インクルーシブなリーダーです。
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インクルーシブ・リーダーの底力
コーン・フェリーがピープル・リー
ダーを対象に行った最近の調査では、
インクルーシブ・リーダーシップのポ
ジティブな影響について、完全に、あ
るいはほぼ一致した意見が出ていま
す。ほとんどの回答者は、インクルー
シブ・リーダーはチームメンバーがリ
スクを取り、職場で自分らしくいられ
ることを可能にし、組織がイノベー
ションを起こして新たなビジネス
チャンスを生かすことにも役立つと
強く同意しています。
(Korn Ferry Institute, 2019)

この見解は、財務指標によっても裏付
けられています。

マッキンゼー・アンド・カンパニーが
12カ国の1,000社を対象に行った調査
を例にとると、人種・民族の多様性が
上位4分の1の企業は、財務的リターン
がそれぞれの国の業界の中央値を上回
る可能性が36％高く、性別の多様性が
上位4分の1の企業は、財務的リターン
が中央値を上回る可能性が21％高いこ
とがわかりました。 逆に、ジェン
ダー、民族・人種ともに下位4分の1の
企業は、比較対象となる平均的な企業
よりも平均以上のリターンを達成する
可能性が統計的に低く、単にリードし
ていないということ以上に、明らかに
劣後していることがわかりました
（McKinsey & Company 2019）。

その他の研究でも、さまざまなメリット
が指摘されています。多様性と包括性を
備えた組織は、新しい市場を獲得する可
能性が70％高く（Diversity & Inclusion 
in Corporate Social Engagement 
2018）、アイデアが製品化される可能性
が75％高く（Center for Talent 
Innovation 2013）、イノベーションの
収益が19％高く（BCG 2018）、より良
い意思決定を行う可能性が87％高い
（Korn Ferry Institute, 2018）ことで、
同業他社を凌駕しています。
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うまくマネージできれば、ダイバーシティ＆インクルージョン
は、個人、チーム、組織のパフォーマンスを最大化します。

ダイバーシティ＆インクルージョンを備えた組
織は、同業他社よりも優れた業績を上げる

ダイバーシティ＆インクルージョンを備えたチームは、
より良い意思決定を行い、複雑な問題をより良く解決する

　より高い成長率
新規市場を獲得する可
能性が 70％高い

70%

収益性の向上
民族的多様性のある

チームを持つ企業は、
収益性で上回る確率が
36％高い

36%

市場投入までの時間が短縮
される
アイデアが製品化される可能
性が75％高い

75%

より良いイノベーション 

平均以上の多様性を持つ企
業では、イノベーションに
よる収益が19％向上してい
る

19%

　より良い意思決定
多様性に富んだチームは、87％の確
率でより良い意思決定を行う

87%

　業績への影響 

最も称賛される企業の87％が、ダイ
バーシティ＆インクルージョンが企
業のパフォーマンスにポジティブな
影響を与えている

87%

データの出所（例）：Diversity and Inclusion in Corporate Social Engagement, CEO Force for Good, 2018; Sylvia Ann Hewlett, Melinda Marshall, and Laura Sherbin, 
with Tara Gonsalves, Innovation, Diversity, and Market Growth, executive summary, Center for Talent Innovation, 2013, (75% faster time to market); Erik Larson, 
Infographic: Diversity + Inclusion=Better Decision Making At Work, Cloverpop, September 19, 2017; Vivian Hunt, Sara Prince, Sundiatu Dixon-Fyle, and Kevin Doan, 
Diversity wins: How inclusion matters, May 2020; Rocío Lorenzo, Nicole Voigt, Miki Tsusaka, Matt Krentz, and Katie Abouzahr, How Diverse Leadership Teams Boost 
Innovation, January 23, 2018; and “Korn Ferry Partners with Fortune for the 21st Year on Worldʼs Most Admired Companies List,” Korn Ferry, January 30, 2019; Inclusive 
Mobility: How Mobilizing a Diverse Workforce Can Drive Business Results, Deloitte, 2018.



インクルーシブ・リーダーシップを定義
する性格特性、コンピテンシー、経験に
ついて詳しく見ていく前に、まず、効果
的なリーダーシップ全体の文脈で考えて
みましょう。

コーン・フェリーでは、月に10万人の
ペースでグローバルにリーダーの評価と
育成を行っており、リーダーが成功する
ために必要なスキルについて、継続的に
分析、研究、議論、論議を行っていま
す。最近の調査では、壮大なディスラプ
ションへの挑戦を可能にするリーダーの
鍵となる資質に注目しています。なぜ、
変化や曖昧さ、予測不可能な状況に効果
的に対処できるリーダーと、そうでない
リーダーがいるのでしょうか？

私たちは、15万人以上のリーダーのプロ
ファイルを分析し、外見上「勝ち組」の
組織に出資している795人の投資家にア
ンケート調査を実施した結果、絶え間な
い変化の中で、自分自身（思考、価値
観、行動など）を創造的に破壊し続ける
ことで生き残り、成功するタイプのリー
ダーを特定することができました。私た
ちは、このような人々を「セルフ・ディ
スラプティブ・リーダー」と呼び、今
後、組織がイノベーションを起こし、成
長し、競争力を維持していく上で、欠か
せない役割を担っていくと考えていま
す。

重要なのは、セルフ・ディスラプティ
ブ・リーダーシップとインクルーシブ・
リーダーシップには多くの共通点が存在
することです。調査の結果、セルフ・
ディスラプティブ・リーダーが持つ5つの
主要な資質は、Anticipate（先見
性）、Drive（活性化）、Accelerate（ス
ピード）、Partner（パートナーシッ
プ）、Trust（信頼）であることがわかり
ました。「パートナー」と「信頼」に関
連する資質の多くは、インクルーシブ・
リーダーにも共通しています。

つまり、インクルーシブ・リーダーであ
ることは、単にインクルージョンやダイ
バーシティの分野で優れたリーダーにな
るというだけではなく、総合的に優れた
リーダーになるということです。実際、
インクルーシブ・リーダーを定義するコ
ンピテンシーや性格特性の40％は、セル
フ・ディスラプティブ・リーダーを定義
するものと同じです。

これは意外と知られていないことかもし
れません。これからの時代に成功する
リーダーは、社内外のエコシステムを超
えて多様な人々とパートナーを組むこ

と、そして組織内のすべての人々の力を
最大限に引き出すために必要な、信頼感
のあるインクルーシブな環境を作り出す
ことに卓越した能力を持つ人です。 包括
性は、パワー、影響力、効果性を測る新
しい通貨です。これをうまく活用するこ
とで、リーダーは企業が世界のチャンス
を手中に収めることができるようになり
ます。
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インクルーシブ・リーダーシップは、
ダイバーシティ＆インクルージョン
だけの問題ではない

インクルーシブ・リー
ダーは、21世紀の組織の
成長を促進します。

最大の課題：
成長を生み出す。

成長のためには、
差別化が必要です。

差別化のためには、イノ
ベーションが必要です。

イノベーションのためには、
ダイバーシティが必要です。

ダイバーシティを発揮するためには、
インクルージョンが必要です。

これらすべてを管理するには、インク
ルーシブ・リーダーシップが必要です。

図1：インクルーシブ・リーダー
シップのビジネスケース
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私たちは、
絶え間ない
変化の中で
 
生き残り、
成功する

リーダーのタイプを
特定することが
できました。
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ダイバーシティの拡大が自ずと
良い結果をもたらさない理由

カナダの研究者、N.J.アドラーによ
ると、多様性のあるチームは確かに
同質的なチームを凌駕し、革新的で
ある一方で、効果が著しく低い場合
があることが明らかになりました。
(図2参照）。

なぜなら、多様性は包括的な方法で
巧みに管理された場合にのみ、より
良い結果をもたらすからです。イン
クルージョンがなければ、混沌とし
た状態になり、生産性やエンゲージ
メントの低下、離職率の上昇、訴訟
に発展する可能性が高くなります。

結局のところ、同じような経歴や経
験を持つ人々のグループを管理する
ことは、多様な個人からなるチーム
に、彼らの多様な思考パターンや行
動を理解し、深く個人的なレベルで
価値を認めさせることよりもはるか
に簡単なことなのです。

熟練したインクルーシブ・リーダー
が多様性のあるチームを管理したと
しても、初期の段階では同質的な
チームに劣ることがあります（図2
参照）。これは異なる視点、経験、
背景、考え方、コミュニケーション
スタイルがチームに持ち込まれる
と、混乱や衝突が生じるためです。

しかし、時間が経つにつれ、う
まく管理された多様なチーム
は、うまく管理された同質的な
チームを大幅に上回ることがで
きます。重要なのは、ダイバー
シティの提唱者としての自覚を
持ち、チーム内の違いを活用し
てより良いパフォーマンスを実
現するための包括的なスキルを
備えたリーダーが組織にいるこ
とです。

生
産
性

時間

多様性のあるチームが
うまく管理されている

同質なチームがうまく
管理されている

FORMING
（形成期）

NORMING
（安定期）

STORMING
（混乱期）

PERFORMING
（遂行期）

ジョセフ・ディステファノ、マーサ・マズネフスキー、キャサリン・フィ
リップス、ブルース・タックマンの3つの研究結果をもとに、アラン・リ

チャーがデザインしたグラフィックです。

図2：多様性がチームのパフォーマンスに与える影響

平均
パフォーマンス

創造的なタスクでの有効性

多文化チーム

多い少ない

多文化チーム

多文化チーム

Joseph DiStefano & Martha Maznevski, “Creating value with diverse teams
in global management,” Organizational Dynamics, 29 (2000)
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インクルーシブ・リーダーとは
どのようなものか？

未来の公平な組織を設計・構築するに
は、組織のあらゆるレベル、あらゆる場
所にインクルーシブ・リーダーが必要と
なります。そのようなインクルーシブ・
リーダーとはどのような存在なのでしょ
うか？

私たちはまずサイエンスから始めたいと
考え、コーン・フェリー・インスティ
テュートの統計学者と産業組織心理学者
の協力を得て、インクルーシブ・リー
ダーの性格特性とコンピテンシーを特定
しました。

基礎研究と確証研究では、コーン・フェ
リーが保有する300万件以上のリーダー
シップ・アセスメントのデータベースを
徹底的に分析し、そこからインクルーシ
ブ・リーダーシップを促進するコンピテ
ンシーと性格特性に着目して、明確なイ
ンクルーシブ・リーダーのプロファイル
を作成しました。  その後、ピープル・
リーダーを対象とした調査、インクルー
シブ・リーダーへの詳細なインタ
ビュー、世界各地でのフォーカス・グ
ループなど、さまざまな定性試験を行い
ました。

私たちが経験的・体感的に定義した
インクルーシブ・リーダーシップの
要素は、個人、チーム、組織のパ
フォーマンスを統合的に見る、コー
ン・フェリーの広範なリーダーシッ
プのホリスティック・モデルと一致
しています。
これは、個人、チーム、組織のパ
フォーマンスを、性格特性（その人
がどのような人であるか）、コンピ
テンシー（その人が何をするか）、
バイオグラフィー（その人の形成過
程や大人になってからの経験）の3つ
の要素を統合的に捉えるものです。

次のページでは、インクルーシブ・
リーダーシップを定義するこれらの
重要な要素を検証します。インク
ルーシブ・リーダーシップを実現す
るためには、インクルーシブな性格
特性だけでは十分ではないことがわ
かります。
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性格特性とは、一般的に生まれつきのものです。性格特性
には、個人の性格、動機、価値観などが含まれます。 ま
た、好みを示すものでもあります。インクルーシブ・リー
ダーの場合、性格特性はインクルーシブ・リーダーシップ
を可能にする内なる体現者であり、全体として見れば、
リーダーの違いに対する気質を示しています。インクルー
シブ・リーダーの中核となる性格特性群は以下の通りで
す。

性格特性  –
インクルーシブ・リーダーシップ
の内なる体現者

オーセンティシティ（真正性）
（Authenticity）
謙虚さを持ち、自我を捨て、対立する信念、
価値観、視点に直面しても信頼を確立する

エモーショナル・レジリエンス
（感情的回復力）
（Emotional Resilience）
逆境や困難に直面しても平静を保つ

探求心（Inquisitiveness）
違いを受け入れる寛容さ、好奇心、共感

自己肯定感（Self-Assurance）
自信を持って楽観的に行動する

柔軟性（Flexibility）
曖昧さを許容し、多様なニーズに対応する

インクルーシブ・リーダーシップによるペ
プシコの少数民族・人種の女性の活躍

ペプシコは、少数民族・人種の女性の仕事
への満足度が低く、退職意向率が高いこ
と、また昇進までの期間が長く、信頼度が
低いことを問題視しました。これには、マ
ネージャーと従業員の間に断絶があるチー
ムが関係していました。従業員の士気を高
め、少数民族の損失を減らすために、包括
的な人材ソリューションが導入されまし
た。重要なのは、白人男性が多い管理職
が、より包括的な聞き方をすることで、従
業員からより深い信頼を得られるようにな
ることでした。

その結果、プログラム参加者の離職率は
100％減少し、3年間で42％あった離職率
は2％以下にまで低下しました。ペプシコ
では、エスニック・マイノリティや人種的
マイノリティの女性の昇進が75％増加
し、シニアマネージャー、ディレクター、
副社長レベルでの代表率が2年前の4％か
ら6.8％に上昇しました（Korn Ferry
2014）。このソリューションの成功によ
り会社のブランドも高まり、ペプシコはイ
ンクルーシブな職場を育むリーダーシップ
について評価され、Advancing Women
AwardやOpportunity Now Excellence in
Practice Award 2015といった企業栄誉賞
を受賞しています（PepsiCo, 2015）。
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コンピテンシー –
インクルーシブ・リーダー
の5つのディシプリン

上記で紹介した性格特性は、インクルーシブ・リーダーシップの基礎となるもの
ですが、それだけでは十分ではありません。インクルーシブ・リーダーは、イン
クルーシブに導くためのスキルも持ち合わせていなければなりません。コーン・
フェリーの調査では、インクルーシブ・リーダーシップに不可欠なコンピテン
シーを特定しました。また、経験的分析を用いて、これらのコンピテンシーをク
ラスターに整理しました。これらを「インクルーシブ・リーダーの5つのディシプ
リン」と呼んでいます。それは以下の通りです。

対人関係の信頼構築
（BUILDS INTERPERSONAL TRUST）
自分とは異なる視点を大切にすると同時に、共通の話
題を見つけることで信頼関係を築く

多様な視点の統合
（INTEGRATES DIVERSE PERSPECTIVES）
他者のあらゆる視点やニーズを考慮し、対立する状況
を巧みに切り抜ける

適応性のあるマインドセットの適用
（APPLIES AN ADAPTIVE MINDSET ）
広い世界観を持ち、状況に応じてアプローチを変え、違
いを利用してイノベーションを起こす

人材の活用（OPTIMIZES TALENT）
他者のやる気を引き出し、成長をサポートする。また、
個々の違いを超えて組織の成功のために力を合わせる

変革の実現
（ACHIEVES TRANSFORMATION）
難しいテーマにも積極的に取り組み、様々なバックグ
ラウンドを持つ人々を巻き込んで結果を出す
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　適応性のあるマイン
　ドセットの適用
（APPLIES AN ADAPTIVE 　
　MINDSET ）

•  多様な状況への適
応（Situational 
Adaptability）

•

•

グローバルな視点
（Global Perspective）
•  イノベーションの推進
（Cultivates Innovation）

人材の活用（OPTIMIZES TALENT）

対人関係の信頼構築（BUILDS
INTERPERSONAL TRUST）

•多様性の尊重（Values Differences）
•信頼の獲得（Instills Trust）

変革の実現（ACHIEVES 
TRANSFORMATION）

• 勇気ある対応（Courage）
•  説得力の発揮

（Persuades）
• 成果の創出

（Drives Results）

コ

•  意欲の喚起（Drives 
Engagement）

• 人材の育成（Develops Talent）
• コラボレーション（協働）

（Collaborates）

（Collaborates）

ぺ

テンシー

性格特性

多様な視点の統合
（INTEGRATES 
DIVERSE 
PERSPECTIVES）• 

•  関係者間の調整
（Balances 
Stakeholders
• コンフリクトへの対
処（Manages 
Conflict）

インクルーシブ・
リーダー

柔軟性（Flexibility）
• あいまいさの許容

（Tolerance of Ambiguity）
• 適応性（Adaptability）

探求心（Inquisitiveness）
• 多様性へのオープンさ

（Openness to Differences）
• 好奇心（Curiosity）
• 共感（Empathy）

エモーショナル・レジリエンス
（感情的回復力）
（Emotional Resilience）

• 落ち着き（Composure）
• 状況認識

（Situational Self Awareness）

オーセンティシティ
（真正性）（Authenticity）

•  人への信頼（Trust）

• 謙虚さ
（Humility）

自己肯定感
（Self-Assurance）

•
 自信 （Confidence）

• 未来志向（Optimism）

性格特性とコンピテンシーはどちらも伸ばすことができますが、性格特性はア
イデンティティの一部であるため、自分らしさに固有のものであることを考え
ると、性格特性の方が伸ばすのが難しいかもしれません。

ピン

インクルーシブ・リーダーの影響力の範囲の拡大：自己、チーム、組織

リーダーは、自己、チーム、組織の3つの領域で影響力を発揮します。対人信頼関係の構築は、主に自己と
チームの領域に関わります。多様な視点を統合する チームへの影響の領域を拡大します。「才能の最適化」
は、チームと組織の両方に大きな影響を与えますが、やはり主に才能に焦点を当てています。最後の2つの
ディシプリンである「環境適応しようとするマインドセット」と「変革の遂行」では、組織への影響が大き
くなり、人材戦略と経験だけでなく、イノベーション、グローバル化、ブランドと評判、成長市場など、他
のビジネス上の必須事項にも影響を与えるようになります。



もう一つ、「5つのディシプリン」モデ
ルを包含する重要な要素があります。そ
れは、各リーダーの経験です。

組織の多様性が高まるにつれ、チーム内
でのワークスタイルの好みも多様化して
いきます。そのため、インクルーシブ・
リーダーシップを発揮するためには、自
分の好みだけでなく、他者の文化的な好
みを見極め、異なる文化を持つチームメ
ンバーと自分の好き嫌いを比較し、自分
の好みのスタイルがどれだけ役に立ち、
生産的であるかを判断する能力が必要と
なります。

リーダーは、さまざまな地域、人々、状
況に触れる経験をすることで、自分の思
い込みややり方に挑戦し、文化的な嗜好
に対する理解を深めることができます。
また、多様な経験は、顧客や従業員の
ニーズがすべて同じではなく、同じ方法
では効果的に対処できないという事実に
目を向けさせることになります。

インクルーシブ・リーダーシップの能力
を高める可能性のある個人的および職業
的な経験には、以下のようなものがあり
ます。

• 現在住んでいる場所とは異なる国
や地域で育った

• 両親がビジネス、非営利団体、政
府、軍隊、宣教団体などで海外勤務
を経験している

• 少数派や多数派、あるいは人種や
民族が混在する環境に身を置いた経
験がある

• 在学中に留学したり、奉仕活動に
参加した経験がある

• 母国の内外を問わず、異文化の中
で長期滞在を経験したことがある

• 海外での仕事や、機能横断的、部
門横断的、市場横断的な仕事を引き
受け、自分の居心地の良さを追求し
ている

リーダーがこのような経験をしていれ
ば、インクルーシブ・リーダーとしての
ジャーニーで優位に立つことができます
が、これらの経験を最大限に活用してい
るかというと、必ずしもそうではありま
せん。 インクルーシブ・リーダーは、
他の人をインクルーシブに導くために、
自分の経歴をより賢く、より深く活用す
ることを学びます。また、幼少期に多様
な経験をしてこなかった人も、短期・長
期の経験やライフスタイルを変えること
で、そのような経験を積むことは遅くあ
りません。

経験の重要性
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「インクルーシブ・
  リーダーは、

　周囲の多様性との
関わりの中で、

　対人関係の信頼を築き、
　他者の意見を考慮し、
　適応力を発揮します。

これらの能力は、
リーダーの
有効性を高め、
個人、チーム、
クライアント、
顧客、コミュニティ、
ひいては
組織全体に与える
影響を大きくします。」



The 5 Disciplines of Inclusive Leaders 14

まとめ

組織をダイバーシティの指標からインクルージョンに移
行させるには、21世紀型のインクルーシブ・リーダー
シップが必要です。異種混合のインクルーシブ・チーム
を率いることに内在する課題に挑戦することで、これら
のリーダーは、競争が激しく、多様性が増すグローバル
市場において、組織を次のレベルに引き上げます。しか
し、これまでの議論で明らかになったように、インク
ルーシブ・リーダーシップにはコミットメントと戦略が
必要です。組織のトップがインクルーシブ・リーダー
シップを育むためには、主要なリーダーシップ特性やコ
ンピテンシーの評価と育成に基づいた包括的な計画が必
要です。そして、それが組織全体のインクルーシブなマ
インドセットへのシフトと能力開発を促し、より多様な
人材を獲得し、そのポテンシャルを最大限に発揮させる
ことができるのです。
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