
真に
意味のある
DE&I 指標
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DE&I metrics 2

どの組織にも適用できる

最良のDE&Iスコアカード

を知りたいですか？

残念ながら、そのような
ものは存在しません。

しかし、あなたの組織にとって
最適なスコアカードを
作ることはできます。

ここで示す方法論によって。

2

© 2022 Korn Ferry. All Rights Reserved.



DE&I metrics

ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョン
（DE&I）に関して、掛け声だけではなく具体的な結果
をもたらす行動を起こす必要に迫られているCEOの数
は、増加の一途をたどっています。 

CEOは進捗状況を示すため、同じ厳しさで組織の健全性
を監視し、予測を立て、投資をし、人材に報いる必要が
あります。ビジョンと戦略は前進するためのロードマッ
プを提供しますが、計画がうまくいっているかどうか、
うまくいっていない場合に軌道修正を促すのは指標と診
断です。 

診断できないものは改善できないと言われます。そのた

め、CEOは必然的に最良のスコアカードを要求します。

しかし実際に出てくるのは、変革の推進という目的には

不適切なものばかりです。 

何が不足しているのか？
不足しているのは、最良のスコアカードは汎用的で最高
クラスのツールではなく、組織のバリュー、DE&Iの成
熟度、望ましい変革ペースに根ざしたものであり、個社
ごとに異なるという認識です。このことを念頭に置い
て、以下の方法論を実行することで、自社に最適なスコ
アカードを構築することができます。

DE&Iに関する指標は常に重視さ
れてきましたが、今や過去にな
いほど重要度を増しています。
その背景には、最近の ESG（環
境・社会・ガバナンス）報告の
高まり、取締役会、投資家、従
業員、顧客からのDE&Iに対する
関心と説明責任への要求の高ま
り、という状況があります。

3
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DE&I metrics

自社に最適な
最良のDE&Iスコア
カードの作り方
汎用的な指標やスコアカードなるも
のは存在しません。

しかし、様々な組織のDE&I戦略に取り組んできた
コーン・フェリーの長年の経験から、組織が適切な
指標を構築するには2つのステップからなるプロセ

スがあることが分かっています：それは「設定」
と「実行」です。

実行

設定

10ステップのプロセス

現在の組織の
DE＆I成熟度を

診断する

誰が、何につい
て、どのような
結果に対して責
任を負うかを決

定する

望ましい組織の
DE&I成熟度を確定

させる 

リーダーとマネ
ジャーを育成し、サ
ポートする仕組みを

整える

DE&I成熟度の要
素に優先順位を

つける

試行する

変革のペース
を見極める

コミュニケー
ションし、モニ
ターし、結果を

報告する,

1～4の要素に対
応する指標を決

定する

プロセスに真摯に
取り組む

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

4
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Step 1

DE&I metrics

設定

それぞれのステップを
詳しく説明します。

現在のDE&I成熟度を診断する
診断や目標達成のための指標は、常に比較すること
から始まります。以前と現在との比較。現在地と目
的地との比較。自社の着地点と競合の着地点との比
較。Xを実行した場合とYを実行した場合の比較。
ある文脈と別の文脈における結果の比較。

DE&Iに関して言えば、この比較対照作業を始める上
で最も適しているのは、今、組織がDE&I成熟度のど
こに位置しているかを診断することです。診断には
DE&I成熟度モデルを使用します。様々な診断ツール
がありますが、ここではコーン・フェリーのDE&I成
熟度モデル（右欄参照）を用いて説明します。

組織のDE&I成熟度を判断する最も効果的な方法は、
包括的なデータ駆動型のDE&I診断と原因分析です。
その結果は、成熟度モデルに対してマッピングされ
ます。診断方法としては、サーベイ、人材フロー分
析、フォーカスグループ、SNS分析、インクルーシ
ブリーダー心理アセスメント、その他のデータ収集
や分析プロセスなどが代表的です。これらの診断方
法を通じて、組織はベンチマークに対して成熟度を
診断し、何がなぜ引き起こされているのかを回帰分
析とドライバー（動機）分析でピンポイントに特定
することができます。

この成熟度モデルでは、リスクマネジメ
ント、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
ディメンションについて、それぞれの行
動的インクルージョン（人同士の関係性
の側面）と構造的インクルージョン（人
材を扱う制度の側面）を4段階（初歩的～
先進的）で診断します。
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determines to what
has the infrastructure, capabilities and behaviors necessary toidentify, quantify, mitigate, and prevent DE&I-related risks.

Awareness — Measures to what extent anorganization’s leaders and employees are aware of and committed to the value of DE&I.
Talent Integration — Measures to what extent anorganization has integrated diversity, equity, and inclusion into their talent systems, and leaders and employees display inclusive behaviors.

Operations Integration — Measures the bottom-line impact of leveraging the organization’s diversity in an inclusive way that leads to greater efficiencies, increased safety, increased quality assurance, etc.
Market Integration — Measures the top-lineimpact of DE&I through expanding to markets of new consumers, enhanced customer service,and effective partnership with communities.

(For more details on how the model is constructed and its various elements, see our technical paper, The Korn Ferry DE&I Maturity Model.)
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コーン・フェリーDE&I成熟度モデル

リスクマネジメント - 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。

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診断します。 

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診断します。 

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、最終的な影響度合
いを診断します。 

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の業績への影響度合いを診断し
ます。

（詳細はテクニカルペーパー「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」をご覧ください）

IN  T G
E

https://www.kornferry.com/content/dam/kornferry-v2/pdf/business/korn-ferry-dei-maturity-model-a-new-understanding.pdf
https://www.kornferry.com/content/dam/kornferry-v2/pdf/business/korn-ferry-dei-maturity-model-a-new-understanding.pdf
https://www.kornferry.com/content/dam/kornferry-v2/pdf/business/korn-ferry-dei-maturity-model-a-new-understanding.pdf


DE&I metrics

望ましいDE&I成熟度を確定させる

比較対照作業の第二部は、自社が目指すDE&I成熟度
を確定させることです。これは、見た目ほど簡単で
はありません。コーン・フェリーのモデルを例に取
れば、組織の選択肢がたくさんあることが分かるで
しょう。例えば、X社の「認識」の成熟度がレベル3
で、「人材の統合」の成熟度がレベル1の場合、
「認識」の成熟度を最大にし、「人材の統合」の成
熟にあと1年待てばよいという選択をすることも、
その逆の選択をすることもできます。この決定は、
社内の他の取り組みによって左右されるかもしれま
せん。現在、人材プロセス全般、または、人材採用
やパフォーマンスマネジメントなど、1つか2つのプ
ロセスに重点を置いて改革に取り組んでいる組織で
は、新しいプロセスにインクルーシブ視点を組み込
むことで、「人材の統合」ディメンションでの進歩
に集中することが理にかなっているかもしれませ
ん。
つまり、様々なディメンションで望ましいDE&I成熟
度を決定することは、組織戦略によって決まり、そ
こに向けてすべてのDE&Iのステップを整合させるべ
きということです。「業界最高クラス」という立ち
位置は成熟度モデルのどの段階からでも成し得ま
す。 

このプロセスでは、望ましい状態をビジネス戦略や
優先順位と一致させることを推奨しています。例え
ば、新しい市場で事業を展開する計画がある場合、
「マーケットの統合」と「人材の統合」が企業の成
功に寄与するかもしれませんし、イノベーションに
は「オペレーションの統合」が重要な役割を果たす
でしょう。

DE&I成熟度の要素に優先順位をつける

様々なディメンションにおいて自社に望ましいDE&I成
熟度を確定させたら、つまり目的地が決まったら、次は
優先順位を決めます。まずどこから始めれば取り組みが
成功するのか、どの分野に優先して取り組む必要がある
のか？

組織によっては、ジャーニーがリーダーから始まる場合
があります。その場合、第一歩はリーダーを評価し、イ
ンクルーシブ・リーダーシップについて教育し、DE&I
ジャーニーを前進させることです。また、もっと草の根
的な取り組みもあります。その場合のジャーニー
は、ERGs（従業員リソースグループ）を設立し、DE&Iカ
ウンシルや委員会を結成し、その活動をリードし、意識
を高めることから始まるかもしれません。また、組織全
体として明確なラーニング・ジャーニーを通じた教育か
ら始める場合もあります。優先順位は通常、組織内で他
に何が起こっているか、リーダーや従業員が合併などの
他の取り組みに夢中になっているか、組織の一般的なカ
ルチャー（トップダウンかボトムアップか）、そしても
ちろん、現在および将来的に利用できる予算などを考慮
して設定されます。Step 2で将来のあるべき姿を決定し
たように、優先順位の設定は包括的なビジネスの方向性
と戦略に沿って行うのが最も効果的です。そして、優先
順位が決まれば、そのために必要なより細かい実行目標
を決定することができます。

現実的であることを常に念頭に置くべきです。多くの組
織が、現在の成熟度や組織の複雑さを考慮に入れること
なく優先順位や目標を設定しがちです。DE&I戦略の
データとリソースの詳細な分析によって、一年ごとに、
いつ、どう行動すべきかが分かるはずです。

Step 2 Step 3
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DE&I metrics

Step 4

変革のペースを見極める

目的地が決まり、優先的に取り組むべき分野と戦術
的な目標が定まったところで、いつまでに目標を達
成したいかを決める必要があります。

タイムラインは、行動を喚起させるように意欲的
で、かつ現実的であるべきです。スケジュールが現
実的かどうかは、競合する優先事項、従業員の稼働
状況、リーダーの賛同、そして業界のトレンドやそ
の他の外部要因など、多くの要因によって決まりま
す。 

多くの組織が「2年後に上級管理職の女性比率を30%
にする」というような、一見価値のある目標やスケ
ジュールを設定します。立派な目標に思えますが、
本当にそれが現実的かどうかという疑問が生じま
す。業界によってはジェンダー平等が非常に遅れて
いますが、これは入社時やそれ以前から始まってい
ることが多く、すでに高校や大学の時点でその分野
のキャリアを追求しようとする女子学生の数が男子
学生の数よりも少ないことを意味しています。 

つまり、比較的短い期間で上級職を女性で埋めよう
としても、目標を達成できず、社内の信頼を失う可
能性が高いということです。この目標を達成するた
めには、より長い時間が必要です。リーダーを目指
す女性を含む公平なパイプラインを構築すると同時
に、伝統的に男性優位な役割を担う学問やキャリア
を目指す若い女性をパイプラインの初期段階で奨励
するなど、中間ゴールを組み込むことが望まれま
す。DE&I戦略とタイムラインを構築する際には、意
欲的であることと現実的であることのバランスが成
功の鍵を握ります。
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遅行指標は、通常、組織の現状と過去の取り組み
を可視化するものです。例えば、リプレゼンテー
ション（過小評価されていた人材が公正に処遇さ
れること）のデータ、エンゲージメント、組織の
DE&I成熟度に対する従業員の認識、属性、昇進／
離職率、昇進スピードなど。これらの指標は、す
べての取り組みの最終成果を測る上で常に貴重な
ものです。 

先行指標とは、このままの状態が続けば遅行指標
が達成されるか否かを示すものです。女性や過小評
価されている人種・民族の多様性を示す人材パイプ
ラインの分析は、数年後に組織内の人材構成が変化
しているかを示す先行指標になります。最も見落と
されがちな指標ですが、努力が最終的に望ましい目
標を達成できるかどうかの早期警告システムとなり
得るため、戦略的に最も重要な指標だと言えます。

予測指標は、特定の変数が、多様な人材の昇進や
定着といったDE&Iの主要な結果に与えるであろう
影響を特定するのに役立ちます。典型的な予測変
数は、業績評価、ハイポテンシャル人材の特定、
メンターシップ／スポンサーシップ、リーダー
シップ開発の機会、重要プロジェクトへの関
与、ERGへの参加などです。予測指標を使用する利
点は、組織の人材活用パターンの背後にある原動
力をよりよく理解し、望ましい結果を得るために
適切なきっかけとなる長期的な取り組みを開発す
るのに役立つことです。

前述のDE&I成熟度モデルを参照すると、上記の5種
類の指標を組み合わせて、各ディメンションに配
置することができます。例として次の表を参照く
ださい。

DE&I metrics

1～4の要素に対応する指標を決定する

現状、望ましい姿、戦略的優先順位、戦術目標、タイ
ムラインが定まったら、次は「どうやって成功を診断
するか」を考えます。ここにきてようやく、有意義で
適切な指標を設定することができます。DE&I バランス
トスコアカードまたはダッシュボードは、DE&I施策に
関する組織のパフォーマンスに関するデータを取得
し、時間の経過とともに傾向を監視するために設計さ
れた一連の指標で構成されています。これまでの質問
に対する回答に基づき、「正しい」指標は、以下の異
なるタイプの組み合わせになるはずです:

• アクティビティ指標
• プロセス指標
• 遅行指標
• 先行指標
• 予測指標

それぞれの特徴:

アクティビティ指標は、DE&I施策に関与した人を
診断するものです。例えば、DE&Iトレーニングの
参加人数、ERGメンバーの数、他者の指導／スポン
サーシップに費やした時間、出席したイベントの
数、ボランティア活動に費やした時間など。これら
は、DE&Iジャーニーの初期に役立つ指標となるで
しょう。 

プロセス指標は、パフォーマンスマネジメント、
採用や選抜、サプライヤーの多様性など、主要なプ
ロセスに対する様々な活動の影響を評価するもので
す。例えば、DE&Iトレーニングによって、より公
平な業績評価や、より多様な人材が採用されたかど
うかをモニタリングします。

Step 5

8
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DE&I metrics

DE&I成熟度モデルの
ディメンション別指標

DE＆I成熟度の
ディメンション

診断対象と用いるべき指標 実行すべきアクション例

リスクマネジメント 長期的な傾向を把握するために、遅行指標と先行
指標を見ることが多い。インクルージョンの現状
を把握することを意図している。
リプレゼンテーション・データと法的リスク回避
に重点を置いている。.

ハラスメントや差別の報告数、リスク事象数と解決
数、アファーマティブアクションのプログラム、目
標やクオータ（割り当て）、など。

レスポンスやアクションは、受動的になりがち。

認識 アクティビティ指標、プロセス指標、遅行指標を
見ることが多い。その意図は、リーダーや従業員
がDE&Iの価値やインクルージョンをどのように認
識し、コミットしているかを見ること。
インクルージョンの組織文化を創造することに重
点を置いている。

トレーニング参加率、メンタリング／スポンサー
シップに費やした時間、イベント参加数、ボラン
ティア活動に費やした時間、DE&Iに取り組むリー
ダーの認知、リーダーのインクルーシブな言動と従
業員による評価、など。

レスポンスやアクションは、直感的で目的駆動型に
なりがち。.

人材の統合 人材パイプラインやタレント・システムの将来ト
レンドや状況変化の可能性を示す先行指標や予測
指標を見ることが多い。
動きを加速させ、ハイポテンシャル人材輩出プー
ルを構築し、人材ソーシングのプールを広げ、採
用、昇進、異動、退職、マネージャー・コンピテ
ンシーにおいて同等レベルを達成することに重点
を置いている。

属性をもとに切り出したタレントフロー分析（昇進
率、外部採用率、在籍期間と離職率、自発的退職と
非自発的な退職の比率、異動、ストレッチアサイン
メント、業績評価）、など。

予測分析には通常、容易に明らかにならない様々な
要因の関係を見出そうとするドライバー分析や、定
性的な観察に統計的な根拠を与えるものが含まれ
る。例えば、ERGと定着・昇進の関係、トレーニン
グがエンゲージメントレベルに与える影響、異動が
昇進に与える影響、選択すると過小評価された人材
に悪影響を与える可能性のあるスキルやコンピテン
シー、など。

レスポンスやアクションは、より積極的になりが
ち。

オペレーションの統合 遅行指標、先行指標、予測指標をより見ることが
多い。その意図は、インクルーシブな組織を構築
することにより多様性を最大限活用することで、
業績向上、コスト削減、安全性確保、アジャイル
なチーム構築、プロセス改善による利益向上を達
成することにある。

コストの削減、安全性の向上に相関する生産性の向
上、従業員満足度、M&Aの実効性と価値向上、サプ
ライヤーの多様性、アジャイルなチーム構築による
リーンまたは多様性の実現、など。指標としてよく
用いられるのは、Tier IおよびTier IIにおける
Minorityowned Business Enterprises 
(MBE)、Womenowned Business Enterprises 
(WBE)、Minority owned Disadvantaged Business 
Enterprises (DBE)との業務契約がある
（MBE、WBE、DBEはいずれも米国の州政府によっ
て認定された事業体）。
レスポンスやアクションは、より作戦的、戦術的に
なりがち。

マーケットの統合 先行指標と遅行指標の両方を見ることが多い。ここ
で意図しているのは、DE&Iを顧客体験、EVP、そし
て全体的な地域社会における企業ブランドの中にど
れだけうまく組み込んでいるかを把握することであ
る。売上、収益、そして成長性に集点を置く。

多様な人たちからなるマーケットのシェア確保によ
る成長、マーケットの細分化、多様な顧客からの満
足と維持、など。

レスポンスやアクションは、戦略的、革新的になり
がち。
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DE&I metrics

実行
さて、指標が確立されたところ
で、いよいよDE&Iスコアカー
ドの最も難しい局面「実行」に
入ります。実行するためには、
リーダーが適宜修正を図ること
ができる実用的なダッシュボー
ドが必要です。ダッシュボード
は構造的で、プロセスに沿って
いて、見やすいだけでなく、指
標と傾向が示されていて即実行
に移せるものである必要があり
ます。

多くの組織は、社内外のステークホルダーとの調
整と協働を支援する構造的なシステムを設定する
ことの重要性を十分に認識していません。この後
の5つのステップは、実行を推進するための重要
なステップを総合したものです。

この先のステップを実行する上では、誰が重要な
指標を設定し、ステークホルダーが誰に対して責
任を負うのかについて、疑問の余地のない明確な
ガバナンス構造が必要であることを心に留めてお
いてください。最終的にはCEOが責任を負うもの
の、DE&Iカウンシルを設置するのか、既存のエグ
ゼクティブ・チームが管理するのかは、重要なポ
イントになります。この質問に対する答えが明確
になって初めて、次のステップを踏むことができ
ます。
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• 野心的で、ビジョンと原動力に突き動かされ
ているが、地に足がついており、非現実的な
希望的観測にとどまっていない

• 具体的で、責任を負うべきリーダーが対処可
能であること。そのため、経営幹部、管理
職、人事部、従業員の全てが、DE&I戦略の
様々な部分に適応した最も分かりやすく差異
化された指標を持つことになる。

例えば、女性や過小評価されている人たちの
採用率は、多様な候補者リストを提示する責
任を負う人事部が通常負うべき指標だとされ
ます。しかし、人事部が多様な候補者を提示
したとしても、最終的に採用を決定するのは
事業部門の長であるため、人事のみにこの指
標を割り当てても数字が低くなりがちである
ことが分かりました。この場合、採用のKPI
は、人事部（多様な候補者枠を提供する）と
事業部門長（過小評価されている人材の採用
を確実なものとする）の両方に割り当てる必
要があります。 

• 時間的軸を意識し、いつまでに目標を達成す
るのかを明確にします。

DE&I metrics

る
指標は、その達成責任を負う人にマジックテープ

Step 1

誰が、何について、どのような結
果に対して責任を負うかを決定す

のようにピッタリと貼りついている必要がありま
す。大きなDE&I目標が宣言されても、そこで示さ
れた数値目標が誰に対しても実現可能でないため
に定着することがないというケースが少なくあり
ません。

指標は、人々が行動を起こすことができるよう、
以下の特徴を備えているべきです：

Step 2

リーダーとマネジャーを育成し、
サポートする仕組みを有効にする

ここでは準備が鍵となります。様々なステークホル
ダーに目標や責任を押し付けるだけにならないよ
う、実行に必要なツールを提供するようにします。
リーダーや管理職は、DE&Iのビジネスケースを理解
し、それが組織の幅広いビジネス戦略や人材戦略と
どのように整合するかを知っておくことが重要で
す。採用やパフォーマンス・マネジメントプロセス
におけるアンコンシャス・バイアス（無意識の偏
見）の特定と管理方法、DE&Iへの認識を補強するた
めの一般的な人材システムやプロセスに関するト
レーニングを提供します。これにより、マネジャー
は与えられた目標や指標を達成するために必要な知
見やスキルを身につけ、必要かつ勇気ある行動を取
ることができるようになります。 

同時に、法務、コンプライアンス、HRBP（HRビジネ
スパートナー）、コミュニケーションといった部門
からのサポートシステムも有効にし、連携させる必
要があります。これらの部門のマネジャーに対する
サポートの役割は極めて重要ですが、適切な支援を
提供するためのコンピテンシーやリソースを持ち合
わせていないことがよくあります。例えば、コーポ
レートコミュニケーションは、コミュニケーション
戦略の展開において重要な役割を果たします。その
際、リーダーがこのチームに連絡して、特定のイベ
ントや施策の支援を要請することができるようにす
べきです。コミュニケーション部門は適切なDE&I視
点でガイダンスとサポートを提供し、すべてのコ
ミュニケーションを組織全体の戦略と整合させる必
要があります。
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DE&I metrics

コミュニケーションし、モニター
し、報告する
金銭を伴う目標をリーダーに与えながら、その達成
状況を定期的かつ正確に報告しないことほど不公平
なことはありません。進捗状況を簡単に確認でき、
必要に応じて修正できるよう、ダッシュボードを
リーダーに提供することが必要です。どの程度の頻
度で最新の報告があるのか（毎月なのか、四半期ご
となのか）の期待値を設定し、人事部門が方向性の
解釈をサポートし、目標を達成するための協力的な
ゲームプランについて、パートナーになっているこ
とを確認してください。すべてのステークホルダー
が、目標に沿った変革をもたらすために役割を果た
せるよう、常に最新の情報を入手できるようにする
ことが大事です。CEOや同僚からのプレッシャー
は、全員の集中力を維持するための効果的な手段で
す。

試行する
DE&I目標の達成と報酬面（リーダーや管理職のボー
ナスや給与）を気軽に結びつけるようなことはすべ
きではありません。各個人の経済的価値観や感情的
なウェルビーイングと関わってくる問題ですから。
そこで、「本番」の前に十分な試行期間を設けるの
がよいでしょう。新しいカードゲームを覚えるとき
と同じように、新参者にはすべてのルールが適用さ
れる練習ラウンドが与えられますが、そこで最低点
を取っても実利的な影響はありません。 

つまり、各リーダーの行動に関する目標、結果報
告、フィードバックなど、すべての指標が完全に運
用されるものの、懐を痛めることのない試行期間と
いうわけです。これによりリーダーは、全体感を把
握し、実際のプロセスを体験し、その過程で自分の
パフォーマンスを実際のスコアで確認することがで
きます。もしすべての責任を達成していたら、その
年の給与にどのようなインパクトがあったかを知る
ことができます。また、従業員にとっては、こうし
たルールや指標について話し合い、成功するための
公平な手段を講じることができるようなツールや仕
組みが整っているかどうかを確認する機会にもなり
ます。

その練習ラウンドの1年後には、誰もが報酬に影響
があることを知るだけでなく、そのプロセスがどの
ように行われるのか、自分の強みと弱みの理解、目
標達成のために必要なステップを踏む準備が整って
いるはずです。

プロセスに真摯に取り組む
ここでは信憑性と透明性が重要です。進歩があった
ときには成功を強調し祝福しますが、ギャップや課
題が出てきたときにそれを隠したり、ごまかしたり
してはいけません。それは、組織内のリーダーや管
理職に、プロセスがきちんと運用されていないと感
じさせ、フラストレーションにつながるだけです。

また、策定したプロセスには忠実であるべきです。
アップデートは期限内に行い、進捗が見られない部
分については、戦略や問題解決のためのセッション
を計画し、全員がそれぞれのステップを踏んでいる
ことを確認します。

Step 3 Step 4

Step 5
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では、問題にすべきこ
とは何でしょうか？
ここまでプロセスを明確にしました。しかし、本当
に問題にすべきことは何でしょうか？　すべての人
材を包括する行動と公平な成果に対して、 リーダー
はどのように責任を負うべきなのでしょうか？　正
しい指標がないのと同様に、説明責任の種類も上昇
傾向や結果など一つではありません。DE&Iの目標を
達成するしないに関わらず、意味のある報酬や示唆
は、組織の育成・昇進プロセスや、給与・報酬の理
念と一致したものであるべきです。そうすれば、そ
れが何か異質で異なるもののように感じられること
はないでしょう（次のページに例をあげています）。

最も重要なのは、ここで紹介した方法論を用いて決
定された自社にとって最適な指標は、ダイバーシ
ティ、エクイティ＆インクルージョンのレベルをさ
らに高め、長期的なビジネスの持続可能な成功に向
けて、組織を駆り立てるのに役立つということです。

DE&I metrics 13
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DE&I metrics

手を打てるうちに
起こりうる結果を
予測する

リーダーがしばしば大きな失望
を抱き、最もフラストレーショ
ンのたまる指標の1つが、リー
ダーシップや影響力のあるポジ
ションにおける女性や人種的・
民族的マイノリティなど過小評
価されていた人材を公正に処遇
することです。低い数値にガッ
カリするだけでなく、一連のサ
イクルの最終結果となるため、
誰にもどうすることもできない
遅行指標でもあるからです。

この最終スコアは、実は迅速な是正措置を取る余地のない状
態で時間切れとなり、組織の成績がいかに悪かったかを示す
ことになりかねません。実際、この指標は多様性を推進する
ために行っていたつもりが、結局うまくいかなかったという
動かぬ証拠となりえます。さらに、この指標は何が悪かった
のか、また次のタレントサイクルで同じ運命をたどらないた
めに何をすべきなのかについての示唆を与えてくれないとい
う点で、受動的な数値です。

パイプラインの強さといった先行指標は、タレントサイクル
の中盤で修正または強化を講じるための時間がまだ残ってい
る場合、より実行可能で、より多くの成果をもたらすことが
できます。また、過小評価されている人材の後継者やポテン
シャルの高い人材グループの割合が高いか低いかは、まだタ
レントサイクルの途中であることを考えると、物事の行く末
を示す指標になります。負けているチームやリードを維持・
拡大しようとするチームの監督と同様に、戦略や戦術はスコ
アボードが示すものに対応してタイミングよく修正を講じる
ことができます。 

より良いのは予測指標、つまり何が起こるかわからないだけ
でなく、起こりうる可能性を示す指標です。そして、予測で
きるようにしたいのは起こりうる結果です。なぜなら、イン
クルージョン、帰属意識、エクイティを高める努力をすべて
行ったにもかかわらず、リーダーや影響力のあるポジション
に、能力のある従業員の多様性がまだ反映されていないとし
たら、最終的に重要な変化が起こっているとは言えないから
です。

次ページではある企業のケーススタディを紹介しています。

14

© 2022 Korn Ferry. All Rights Reserved.



ケーススタディ

DE&I metrics

大手グローバル
金融サービス企業
ここでは従業員2万人のグローバル金融サービス企業におい
て、なかなか明らかにならなかったある予測指標が、本稿で
説明する方法論を用いて発見された話を紹介します。徹底的
な根本原因の分析が終わると、それは「ひらめき」となり、
今までの流れを変えるような予測指標を導き出しました。 

同社には正式な能力開発プロセスはありませんでしたが、形
式張らない育成方法は素晴らしいものでした。ダイバーシ
ティ、エクイティ＆インクルージョン診断の結果、短期赴任
という形での異動、海外駐在や知名度の高いプロジェクトが
多いなどの、文化的な風土が組織全体に浸透していることが
明らかになりました。

実際、深く定量的に診断してみると、4回の異動でVice 
Presidentレベル、6回の異動でSenior Vice Presidentレベルへ
の昇格という強い予測パターンが存在することがわかりまし
た。しかし、構造的インクルージョンのエクイティ分析を
行ったところ、機会格差があることが分かりました。非公式
の異動を詳細に見てみると、一貫して白人男性がより多く、
過度に配置されていたのです。実際、女性は2倍、ラテン系は
6倍、黒人やアフリカ系アメリカ人は14倍も配置移動が少ない
確率でした。

このことから、同社は管理職の重要な結果責任指標基準を、
本質的なインクルージョンや昇進（いずれも遅行指標）か
ら、過小評価さている人材の異動（同社の予測指標）という
短期的な重要指標に変えました。

同社は、組織の最も重要な指標を発見するために必要な作業
を行い、その後、DE&I戦略を形作る診断基準と結果責任のア
プローチを採用したのです。
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お客様のDE＆Iジャーニー
に、私たちがどのように
お役に立てるか、
お問い合わせください。

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、
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。7000人以上のスタッフが、50ヶ国
以上において、主に５つの領域でサービスを提供し
ます。５つの領域：組織戦略、アセスメントとサク
セション、タレントアクイジション（人材採用）、
リーダーシップと専門能力開発、およびトータルリ
ワード。
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