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コーン・フェリー
ダイバーシティ、エクイティ
＆インクルージョン
成熟度モデル
 
新たな理解のために

ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョン（DE&I）成
熟度モデルは、組織がダイバーシティ、エクイティ＆インク
ルージョンにおいてどの程度成熟しているか、シンプルかつ
包括的に現状を客観視する素材を提供します。また、研究に
基づいて設計された成熟度モデルは、組織がどこに向かって
どのくらいのペースで進んでいきたいのかというロードマッ
プを作成するための、効果的な戦略策定ツールとしても機能
します。

ほとんどの成熟度モデルは、過去数年間の コーン・フェリー
のモデルのように連続性をもって表示されます。組織が DE&I 
に取り組み、それを活用する方法の成熟度を高めることで、
実際に組織が前進する可能性 があることを示す証拠があり、
このアプローチにはある程度の論理性があります。

しかし、変革の経験を深めていくと、現状と望ましい状態の
スナップショットとしては有効なアプローチが、前進するた
めの多面的な戦略をサポートする上で破綻をきたすことがわ
かってきました。このような状況では、連続的な戦略はもは
や意味をなしません。組織は、様々なディメンションで成熟
していく必要があり、順番にではなく、同時に成熟していく
必要があります。

このモデルでは、コンプライアンス、認識、人材の統合、オ
ペレーションの統合、マーケットの統合という5つのディメ
ンションを、特定の順序で並べるのではなく、円錐形のくさ
びのように構成しています。

DE&I成熟度モデルでは、各ディメンションの中で、行動的
インクルージョンと構造的インクルージョンを区別してい
ます。

行動的インクルージョンとは、個人が自己発見の旅に出
て、意思決定を妨げているバイアスに注意を払うように
なるまでの行動のことです。

構造的インクルージョンとは、アンコンシャスバイアス
（無意識のバイアス）を未然に防ぐためのシステムやプ
ロセスがいかに公平で透明性があり、偏見が発生した場
合には修正されるかということです。

それでは、この2つのインクルージョンの概念を組み合わ
せて、DE&I 成熟度の各ディメンションを詳しく説明してい
きましょう。

コーン・フェリーのDE&I成熟度モデル
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DE&Iの成熟度のディメンション
「コンプライアンス」「意識」「人材の統合」の3つのディ
メンションは直感的に理解できるように思えるかもしれま
せんが、それ以上に重要なニュアンスを含んでいます。他
の2つのディメンション、「オペレーションの統合」と
「マーケットの統合」には、見た目以上の意味がありま
す。

コンプライアンス  リスク管理の有効性を測定します。
基本的には、組織が、DE&I関連のリスクを特定、定量
化、緩和、防止するために必要なインフラ、能力、行動
をどの程度備えているかを判断します。コンプライアン
スに関する行動的インクルージョンの面で完全に成熟し
た組織は、職場でのハラスメント、いじめ、差別に関連
するリスクと影響について、すべての利害関係者が完全
に認識していることを示します。コンプライアンスにお
ける構造的インクルージョンは、DE&Iが、誰かが勇気を
出して発言したときに悪い行動に対処するだけではな
く、より広範なリスク管理の観点からアプローチされた
ときに達成されます。人事部、リーダーシップ、および
取締役会は、より広範な組織的リスク（優れた報告制度
や内部告発制度の必要性など）を積極的に監視し、会社
の方針や価値観に従わない者に対しては、そのレベルや
地位に関わらず、十分に納得のいく結果やプロセスを適
用します。

認識  組織のリーダーと従業員がどの程度、DE&Iの価値
を認識し、コミットしているかを測定します。行動的イ
ンクルージョンの効果の範囲は、DE&Iに関する認識の構
築、支持、知識、ビジネス価値の伝達、従業員のエン
ゲージメントの促進などです。リーダーたちは、「DE&I
への情熱」から「DE&Iの能力」へ、「アンコンシャス・
バイアス（無意識の偏見）」から「意識的なインクルー
ジョン」へと移行していきます。CEOとビジネスリー
ダーは、DE&Iを強く主張し、真の意味でインクルージョ
ンの模範となり、「話をしている」と見なされます。意
識における構造的インクルージョンは、強固で統合され
たDE&Iのガバナンスとアカウンタビリティ（例：委員
会、ERGs／従業員リソースグループ、測定基準）、ま
た、これらDE&Iの取り組みに関して、認定を取得した
り、外部組織のアワードを受賞したりすることで、組織
のDE&Iの取り組みが外部に認識されることで示されま
す。

人材の統合  組織がダイバーシティ、エクイティ＆イン
クルージョンをタレント・システムにどの程度統合して
いるか、リーダーと従業員がインクルーシブな行動を
とっているかを測定します。人材の統合で行動的インク
ルージョンが完全に実現されると、インクルーシブな行
動がタレントマネジメントのライフサイクル全体の一部
となり、人材に関する重要な意思決定に現れます。リー
ダーと従業員はインクルージョンのスキルを発揮し、人
材の多様性を活用してより良い意思決定とチームのパ
フォーマンスを実現します。構造的インクルージョンが
完全に実現されると、組織のDE&I戦略がタレント戦略に
統合され、タレントプロセスが見直され、アンコンシャ
ス・バイアス（無意識の偏見）が排除され、リーダーと
従業員はタレントマネジメントにDE&Iを統合することに
責任を持ち、人材に関する意思決定に強固なタレントア
ナリティクスが適用されるようになります。

オペレーションの統合  組織の多様性をインクルーシブな
方法で活用することにより、効率性の向上、安全性の向
上、品質保証の向上など、最終的な影響を測定します。
行動的インクルージョンにおける取り組みの範囲は、機
能的リーダーや中間管理職がインクルージョンのロール
モデルとなり、業務上のタスクやプロジェクトにおいて
パフォーマンスの高い多様なチームを意図的に編成する
ことで、インクルーシブなリーダーシップスキルを発揮
することを含みます。構造的インクルージョンでは、
チームメンバー全員の意見を必要とするシックスシグマ
やリーンプロセス、M&Aワークストリームの管理、安全
性向上のための新しいプロセスの革新など、業務エコシ
ステム内でDE&Iが十分に活用されていることが取り組み
の範囲に含まれます。

マーケットの統合  新しい消費者の市場への拡大、顧客
サービスの向上、地域社会との効果的なパートナーシッ
プを通じて、DE&Iの業績への影響を測定します。行動的
インクルージョンの観点から見ると、マーケットの統合
が成熟している組織は、インクルージョンと異文化対応
能力が重要な意思決定と市場での取り組みに適用されて
おり、リーダーと従業員が異文化対応能力の必要性を自
ら認識し、さらなる教育を求めています。構造的インク
ルージョンの観点からは、イノベーション、製品テス
ト、マーケティング・フォーカス・グループ、キャン
ペーンなどのプロセスは、DE&Iの拡大によって強化され
ます。また、DE&Iの評価基準は、すべての市場のすべて
のマネジメントラインに組み込まれており、期待される
ビジネス成果は、持続可能性を確保するために定期的に
評価されます。組織はまた、多様なコミュニティや専門
組織と積極的なコミュニケーションを維持し、その従業
員リソースグループは、多様な市場や顧客のための革新
的なソリューションを生み出すのに役立つかもしれませ
ん。このためには、リーダーやその他の人々がこれらの
イベントに参加することを選択するという行動的な取り
込みと、十分に構造化された戦略的パートナーシップの
確立という構造的な取り込みが必要です。
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DE&I成熟度モデルを円環状に構成することの利点は、これら
のディメンションのそれぞれに明確な責任者と明確なビジネ
スケースがあることを宣言できることです。これにより、組
織は、それぞれのディメンションにおいて、異なる目的を
持った異なるステークホルダーに率いられているため、DE&I
の成熟度が様々な段階にあることが強調されます。
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各ステージの位置づけ
DE&Iの診断スコアは、組織が各ディメンションの中で、初
歩的、発展途上、進歩的、先進的のいずれのレベルにあるか
を示すものです。

初歩的  一般的に、ディメンションを問わず、組織がより
基本的な成熟度レベルにあるときは、DE&Iへのアプロー
チはより受動的なものになる傾向があります。

発展途上  リーダーがDE&Iに対してある程度の責任を負う
ことで、目的に応じて焦点が絞られる傾向があります。多
様性の定義が拡大し、目に見える多様性と目に見えない多
様性の両方が含まれるようになります。この段階では、組
織はDE&Iのための専門スタッフと予算を持ち始めるかも
しれません。

進歩的  この段階の組織は、ダイバーシティについて考え
る際、ディメンションが多岐に渡っているかどうかに注意
を払います。リーダーはインクルーシブ・リーダーシップ
のスキルを身につけ、多様でインクルーシブな環境を構築
する責任を負います。DE&I のリソースと予算を他の機能
領域や地域に分散させていることが多くあります。

先進的  これらの組織は、持続可能なアプローチをDE&Iに
採用しており、リーダーはつながりを重視しインクルーシ
ブな関わりを持ち、DE&Iの主要な変革者となり、組織に
説明責任を果たすことが期待されます。社内のリソースに
加えて、外部のDE&I諮問委員会が最先端の実践を指導す
ることも多くあります。

DE&I成熟度モデル

ディメンション 誰が責任を負うのか？ ビジネス
ケース

コンプライアンス  リスクマネジメント／
法務部門

リスクの軽減

認識 DE&I部門
従業員に選
ばれる企業

人材の統合 HR部門
タレントパイ
プラインの
強化

オペレーション
の統合

財務、調達、品質保証な
ど、内部効率に重点を置
いたビジネス部門

ボトムライン
の強化

マーケットの
統合

マーケティング、営業、
研究開発、CSRなど、顧
客やコミュニティに焦点
を当てたビジネス部門

トップライン
の強化.
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各ステージの主要指標
成熟度の各ステージには、DE&Iの成熟度のディメンションに関係なく同じアンカーが明確に定義されています。これにより、
診断の指標や結果を非常に細かく設定することができ、ピンポイントでの提言が可能になります。

すべてをひとつに
なぜなら、人が年齢に関わらず肉体的、感情的、知的、精神的に異なるレベルで成熟しているように、組織も、組織の健康状
態や、自らの多様性、公平性、インクルージョンを最適化する能力の異なる側面において、行動的、構造的なインクルーシブ
化のレベルが異なる可能性があるからです。

それぞれのディメンションにおいて、私たちは定量的・定性
的で包括的なDE&I診断を用いて、行動的インクルージョンと
構造的インクルージョンの両方において組織がどの程度成熟
しているかを測定します。これにより、組織はターゲットを
絞った具体的な介入を行うことができます。

多種多様なDE&I問題に直面している組織環境では、現状をピ
ンポイントで把握し、望ましい状態を描き、そこに到達する
ためのロードマップを作成する能力が重要です。

コーン・フェリーについて

コーン・フェリーは、グローバルな組織コンサルティ
ングファームです。クライアントの組織構造やポジ
ションとその責任を設計・最適化し、適切な人材を採
用できるよう支援し、社員の処遇・育成・動機付けと
いった課題についてもコンサルテーションを提供しま
す。さらに、専門性を高めることによる人材のキャリ
アアップを支援します。
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