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米国におけるダイバーシティ・マネジメントの
台頭と理論的展開

辺 見 佳 奈 子
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0 はじめに

企業にとって、ヒトを適切に採用、育成し、その有効性を向上させることは重要な経営課題

のひとつである。企業で働くヒトに関して、今日、日本では労働力確保の視点から多様な人々

の活用に注目が集まっている。

ゆえに、本稿では、日本における多様な人々の活用にとって有用な理論を明らかにすること

を目的とする。経営学において、多様な人々の活用を研究しているのは、ダイバーシティ・マ

ネジメントである。ダイバーシティ・マネジメントは1980年代に、米国における人種・エス

ニシティの多様化を背景に誕生した（有村,2007,3339頁）。日本では、ダイバーシティ・

マネジメント研究自体が少数であるが、とくに背景として米国の人種・エスニシティの多様化

を分析した研究は非常に少ない1）。さらに、欧米の研究においても、1980年代の米国における

人種・エスニシティの多様化は分析されているものの、1980年代以降については分析されて

いない。

したがって、まず第1節では、1980年代から2050年までの米国の人種・エスニシティの多
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様化および現在の日本との差異を分析する。それにより、米国におけるダイバーシティ・マネ

ジメントは人種・エスニシティの多様化を前提として展開しており、その傾向は今後も続くで

あろうことが明らかとなる。

次に、そのような背景から誕生したダイバーシティ・マネジメント研究のなかで、日本の課

題にも適用可能な理論を究明する。そのためには、まずはダイバーシティ・マネジメント研究

の内容を捉える必要がある。そこで、ダイバーシティ・マネジメント研究を実証研究と理論研

究に大別し、第2節では実証研究の内容を捉えるために、実証研究を整理したレビュー論文の

なかで、引用数が多く、網羅的なレビューを行っている研究を代表的な研究として取りあげ、

考察する。そして、第3節では理論研究に関して引用数が多い研究のなかで、多様性と他の要

素との相関関係を明らかにしている研究ではなく、多様性と企業の有効性の因果関係について

解明している研究を代表的な研究として取りあげ、考察する。その結果、日本企業の視点から

多様性の活用を考えるならば、ThomasandEly（1996）理論が有用であることが明らかとなる。

1 ダイバーシティ・マネジメントの背景

―米国労働力人口における人種・エスニシティの多様化―

ダイバーシティ・マネジメントの定義をみてみると、「ダイバーシティ・マネジメントは、

個々人の多様なバックグラウンドを受容し、組織内に参画させることを前提とする。その上で、

その多様性が企業にとって、戦略的成果をもたらすように、個々人の能力を最大限活用できる

組織変革を自発的にかつ長期的におこなうことである（脇,2008,33頁）」と述べられる。つま

り、ダイバーシティ・マネジメントは「多様な人材を組織内に参画させるという社会的公正（脇,

2008,33頁）」が前提であり、ここでいう多様な人材とは、具体的には「アフリカ系アメリカ

人や女性、その他マイノリティなど（脇,2008,33頁）」を指す（脇,2008,3034頁）。さら

に、ダイバーシティ・マネジメントが誕生した米国においては、人種・エスニシティの多様化

が背景となっている（有村,2007,3339頁）。したがって、ダイバーシティ・マネジメント

の背景として、まずは米国における人種・エスニシティの多様性を分析する必要があるだろう。

そのために、本節では米国においてダイバーシティ・マネジメントの誕生の契機となった

1987年に提出された労働力構成の予測、2015年の特徴、そして2050年に向けた米国労働力人

口における人種・エスニシティの多様化を分析していく。

1.1『Workforce2000』（JohnstonandPacker,1987）の衝撃

まずは1987年に米国労働力構成の多様化を予測し、米国企業に衝撃を与えた文献を取りあ

げ、それがダイバーシティ・マネジメントの誕生の背景となったことを論じていく。その文献と

は『Workforce2000:WorkandWorkersfortheTwenty-FirstCentury（以下、Workforce

2000）』（JohnstonandPacker,1987）である。ここでは米国の新規労働力構成について、表1
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のようにまとめられている。

表1には、1985年の労働力と1985から2000年の間の正味新規労働力が示されている。こ

こで、両者が同値であれば労働力構成に変化はないわけであるが、大きな差がみられるのは肌

が白い男性－32％、肌が白くない女性＋8％、移民男性＋9％である。すなわち、2000年に向

けて構成比を大きく上昇させるのは肌が白くない女性と移民男性であり、他方、構成比を大き

く減少させるのは肌が白い男性である。さらに、表1の割合の差を男女別に集計すると、男性

－21％に対し、女性＋20％である。

すなわち、『Workforce2000』では、人種・エスニシティとジェンダーにおいて労働力人口

の多様化が進むと予測されたのであるが、そのなかでも新規労働力のうち肌が白い男性が15％

にすぎないという結果は米国企業に大きな衝撃を与えた（有村,2007,3234頁;谷口,2005,

3540頁）。労働力のうち男性の構成比の減少ではなく、肌が白い男性の構成比の減少が衝撃

的であったという意味で、ジェンダーの多様化より、人種・エスニシティの多様化が米国企業

にとって衝撃的であったと捉えることができる。

つづいて、『Workforce2000』の10年後に発表されたFullerton（1995）「The2005Labor

Force:Growing,butSlowly」は、2005年までの新規労働力を予測した。『Workforce2000』

は肌が白い男性/女性および移民男性/女性という区分を用いたのに対し、Fullerton（1995）は

肌が白い非ヒスパニック系（White,non-Hispanic）およびヒスパニック系（Hispanicorigin）

という区分を用いている。さらに、『Workforce2000』では、肌が白い人とそれ以外に区分し

たのに対し、Fullerton（1995）では肌が白い人、肌が黒い人、アジア人 2）の3つに区分され

ている。

前者の変化は、米国人口におけるヒスパニック系の影響の大きさが社会一般にも認知された

結果であると考察できる。後者の変化は、アジア人や肌が黒い人という個別の存在を尊重した

米国におけるダイバーシティ・マネジメントの台頭と理論的展開（辺見） 75

表1 1985年の労働力および19852000年の間の新規労働力

出所）JohnstonandPacker,1987,p21



結果であるとみることができる。

上記のように区分したFullerton（1995）では1994年から2005年までの新規労働力のうち、

肌が白い非ヒスパニック系の男性は32.9％であることが示された（Fullerton,1995,p41）。

『Workfore2000』における肌が白い男性の新規労働力比率が15％であったことを考えると、

この差異が何に起因するのかは明確ではない。ただし、肌が白い非ヒスパニック系という分類

を用いた場合も、『Workforce2000』と同様に、米国の労働力が多様化していくという予測が

なされたといえよう。

これらの予測をきっかけに、米国企業は多様な人種・エスニシティの人々をどのように活用

するのかという課題に直面することとなる。つまり、ダイバーシティ・マネジメントは米国労

働力における人種・エスニシティの多様化を背景に誕生したのである（有村,2007,3239頁;

谷口,2005,3540頁）。したがって、米国におけるダイバーシティ・マネジメントの背景は、

日本におけるダイバーシティ・マネジメントの着目の背景とは異なるものであるといえよう。

ここまで、1980年代の米国労働力人口の多様化を背景にダイバーシティ・マネジメントが

誕生したことをみてきた。次は米国の労働力構成の多様化についてさらに詳しくみていこう。

1.2 2015年の労働市場の特徴

前項で述べたように、米国のダイバーシティ・マネジメントにおいて第1に注目されている

のが、人種・エスニシティの多様性である。ゆえに、ここではその近年の特徴について詳しく

みていくことにする。そのために、本項では次の4点を分析する。その4点とは、人種・エス

ニシティ別の1）労働力率、2）失業率、3）賃金、4）職種である。

なぜこの4点かというと、まず1）労働力率は日本では15歳以上人口に占める労働力人口

の割合を指す。労働力人口とは就業者と完全失業者に区分される。前者は収入を獲得できる仕

事をした人であり、後者は「収入になる仕事を少しもしなかった人のうち，仕事に就くことが

可能であって，かつ，職業安定所に申し込むなどして積極的に仕事を探していた人（総務省統

計局,1996）」を指す（総務省統計局,1996）。すなわち、労働力人口とは仕事をしている人お

よび仕事をする意欲のある人を指すといえよう。

上記の労働力率の定義は米国で用いられているLaborforceparticipationrateと同様の定

義である（U.S.BUREAU OFLABOR STATISTICS,2014）。しかし、OECDでは、対象

を15歳以上全員ではなく15歳から64歳に限定している（OECDData,2016a）。ゆえに本稿

では、Laborforceparticipationrateを労働力率と邦訳し、15歳から64歳に限定される場

合はその旨を記載することとする。労働力人口および労働力率は、労働力を分析するための基

礎となる数値であるから、不可欠な視点といえる。

つづいて、2）失業率である。失業率は日本では労働力人口における完全失業率の割合を指し、

これは米国のUnemploymentrateと同様である（総務省統計局,2013;U.S.BureauofLabor
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StatisticsCurrentPopulationSurvey（CPS）,2014,p10）。ただし、OECDでは自営業者な

ども被雇用者でないという意味でUnemploymentrateに含まれる（OECDData,2016b）。

本稿では、労働の能力と意欲があるにもかかわらず仕事に就けていない人の割合を捉えるた

めに、日本および米国の失業率の定義を採用する。定義から、労働力率から失業率を引いた差

が就業率となるわけであるが、本稿では、社会経済および労働者個人への損失となる失業の側

面から分析することとする。

上記の2つの視点、すなわち労働力全体を表す労働力率とそのうちの失業者を表す失業率は

雇用の平等性に関わるものである。しかし雇用だけではなく、就業者の状況を分析する必要が

ある。そこで、まず3）賃金を分析することに異論はないだろう。

ただし、賃金だけでは就業者の仕事の内容について分析できないため、4）職種の視点を導

入しなくてはならない。多くの場合は社会的地位の高い職種に就くと賃金が上昇するため、職

種と賃金は相関関係にある。しかし、この視点がないならば、賃金さえ改善されれば仕事の内

容については考慮せず、職種を通した社会的および企業内格差を議論することができない。就

業者の状況に関しては、勤務形態や個人の生産性といった他の指数も存在するが、本項では現

在の米国労働力市場を俯瞰するための基本的な視点として、就業者の生活に直結する3）賃金

と、社会的および企業内格差を反映する4）職種を取りあげる。

以上の理由から、現在の米国の雇用に関する特徴を上記の4点から分析していく。まずは1）

労働力率からみていこう。

表2では、前項で分析したFullerton（1995）よりも人種・エスニシティの区分が詳細になっ

ている。表2の基となった、アメリカ合衆国労働統計局（BureauofLaborStatistics）によ

る人口動態調査（CurrentPopulationSurvey:CPS）では、2000年からアジア人の調査が開

始され、さらに2003年には3つの新たな区分での調査が開始されている。それにより、2003

年からは、次の5区分から人種を選択するようになった。その5区分とは、肌が白い人、肌が
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表2 米国における2015年の人種・エスニシティ別労働力率

出所）U.S.BUREAUOFLABORSTATISTICS,2016a,Table4;Table4Aを基に筆者作成



黒い人もしくはアフリカン・アメリカン、アメリカン・インディアンとアラスカ・ネイティブ、

アジア人、ネイティブ・ハワイアンと他の太平洋諸島の住人である。このなかで、ふたつ以上

の人種にチェックをした場合は2つ以上の人種に区分される。また、ヒスパニックもしくはラ

テン系は独立した項目であり、例えば肌が白いヒスパニック系という場合がありうる（U.S.

BUREAU OFLABOR STATISTICS,2016a,Table4Aの注記を参照）。本稿では、上記以

外の区分もしくは集計方法を用いる調査の場合は、その旨を記述することとする。

表2の内容をみると、2015年の労働力率は人種・エスニシティを問わず65％前後であり、

人種・エスニシティ間の差は小さいといえる。この傾向は経時的に見ても同様であり（U.S.

BUREAU OFLABORSTATISTICS,2016a,Table4;Table4A）、1970年代から現在まで、

労働力率において人種・エスニシティ間の差異は極めて小さいと結論できる。

つづいて、2）失業率については図1および図2に示される。図1および図2は、失業率の

差として、各人種・エスニシティの失業率から肌が白い人の失業率を引いた数値を表したも

のである。

まず大きな特徴は、アジア人の失業率が肌が白い人より低い点であろう。他方、肌が白い人

と比較して失業率が高いのは、肌が黒い人もしくはアメリカン・アフリカン、アメリカン・イ

ンディアンとアラスカ・ネイティブ、2つ以上の人種である。とくに、グラフが上昇している

部分は、肌が白い人の失業率も高い時期であり、米国経済全体の停滞期であると考えられる。

しかし、そのような時期において失業率の差が上昇することから、不景気時においては肌が白

い人およびアジア人以外の人種・エスニシティから失業していることが読み取れる。すなわち、

経時的にみて人種・エスニシティによる失業率の差は維持されているといえる。
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図1 米国における肌が白い人の失業率と他の人種・エスニシティ失業率の差の推移①

出所）U.S.BUREAU OFLABOR STATISTICS,2016a,Table12を基に筆者
作成



つづいて3）賃金については以下の図3に示される。図3は、各人種・エスニシティの1週

間当たりの賃金から肌が白い人の賃金を引いた差を表したものである。ここでは本来、表2の

人種・エスニシティの区分を用いる必要があるが、データの制約のため、3）賃金と4）職種

に関しては4区分となっている。

図3から明らかなように、1979年以降の賃金の人種・エスニシティ間の差は拡大している。

しかし、その拡大の方向は人種・エスニシティにより異なっている。すなわち、アジア人と肌
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図2 米国における肌が白い人の失業率と他の人種・エスニシティ失業率の差の推移②

出所）U.S.BUREAU OFLABORSTATISTICS,2016a,Table12Aを基に筆者
作成

図3 米国における肌が白い人と他の人種・エスニシティの1週間当たり賃金の差の推移

出所）U.S.BUREAU OFLABOR STATISTICS,2016a,Table16を基に筆者
作成



が白い人の賃金差はアジア人の賃金が年々高くなる方向に拡大している。他方、ヒスパニック

もしくはラテン系および肌が黒い人もしくはアフリカン・アメリカンと肌が白い人の賃金差は、

前者の賃金が年々低くなる方向に拡大している。

ここでは、物価変動などの他の要因を分析していないため、賃金の差がどのような意味をも

つのかは議論できない。しかし、他の要因があったとしても、米国労働市場では賃金格差が解

消されていないどころか、拡大傾向にあることが明らかとなった。

最後に4）職種について示したのが図4である。ここでは、人種・エスニシティ別の各職種

に占める割合が示されている。

図4において顕著なのは、管理職、専門職などの項目における差である。肌が白い人40％、

アジア人51％であるのに対し、ヒスパニックもしくはラテン系22％、肌が黒い人もしくはア

フリカン・アメリカン30％である。さらに、いわゆるブルーワーカーとなる資源関係、建設

業、整備業および製造業、輸送業、資源輸送業の項目をみてみると、その割合はヒスパニック

もしくはラテン系がもっとも多く、アジア人がもっとも少ない。すなわち、アジア人は社会的

地位が高いとされる職に従事する比率が最も高い。

ここでは2011年に職種の項目について大幅な変更があったため、経時的な変化は確認でき

ない（U.S.BUREAU OFLABOR STATISTICS,2016b）。しかし、2015年段階において

も、職種において人種・エスニシティ間で差が存在することが確認された。
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図4 2015年における人種・エスニシティ別職種割合

出所）U.S.BUREAUOFLABORSTATISTICS,2016a,Chart.3



ここまで米国の雇用に関するデータを分析してきた結果、労働における人種・エスニシティ

間の格差は現在も存在することが明らかとなった。ただし、アジア人は失業率、賃金、職種の

いずれにおいても肌が白い人よりも優位であったことから、肌が白い人が優位でありそれ以外

の人種・エスニシティは劣位であるという状況にはないことが示された。他方、失業率、賃金、

職種のいずれにおいても劣位であったのは肌が黒い人もしくはアフリカン・アメリカンおよび

ヒスパニックもしくはラテン系であるという結果を得た3）。

ここで、日本の現在の状況について分析してみると、他の先進諸国 4）と比較し、人種・エ

スニシティの多様性の小さい日本 5）では上記の4点に関して課題となっているのは男女格差

である。この4点の中で、日本の失業率の男女差は2015年で0.4％であり、他の先進諸国と

同様に男女差は小さい（OECD,2016,pp.222223）。

しかし、他の3点では顕著な差がみられた。まず、15歳から64歳の労働力率の男女差をみ

ると、他の先進諸国が 10％前後であるのに対し、イタリア 20.3％、日本 18.2％であった

（OECD.Stat）。

職種に関しても、「国会議員、上級職員（seniorofficials）、マネジャー」における男女差は

先進諸国の中では最低である（WorldEconomicForum,2016,pp.210211）。賃金における

男女差に関しても、他の先進諸国が20％以下であるのに対し、日本は2014年の段階で26％と

もっとも格差が大きいことが示された（OECD.Stat）。

本項の分析から、米国においては人種・エスニシティ間格差が、日本においては男女間格差

が課題であることが明らかとなった。これらの差異が何に起因するかを特定することは困難で

ある。さらに、労働におけるデータ上の格差の解消が、多様な人々を有効に活用することを意

味するのかも、考えるべき課題といえよう。しかし、1980年代からダイバーシティ・マネジ

メントに取り組んできた米国において、現在も職種、賃金、失業率に関して人種・エスニシティ

間の差が維持されていることは明らかである。

ここまで、米国における1980年代から現在までの状況を分析してきた。つづいて、将来の

米国人口および労働人口をみていく。

1.3 2050年に向けた予測

米国では全人口において、2044年には多数派であった肌が白い非ヒスパニック系が50％を

下回り、米国はマジョリティ－マイノリティの国（・majority-minority・nation）になると予

測されている（ColbyandOrtman,2014,p9）。上記で分析してきたように、米国ではすで

に人種・エスニシティの多様な人々が働いている。しかし、今後は50％以上を占める人種・

エスニシティが不在になるという意味で、新しい次元の多様化が進んでいくのである。

この多様化を分析するためには、2044年ごろの米国人口および労働力人口について分析す

る必要がある。ただし、データの制約から、米国人口については2060年の予測、労働力人口
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については2050年の予測を取りあげている。それでは、まず、米国人口について、表3をみ

ていこう。

表3はColbyandOrthan（2014）を用いて作成したものである。ColbyandOrtman（2014）

は2010年度の米国国勢調査を基に人口の変化を予測している。国勢調査では、前項で取り上

げた人口動態調査とは異なり、実際の質問票の人種・エスニシティにはさらに多くの区分があ

る（ColbyandOrtman,2014,p1）。ただし、ここでは本項の分析目的を満たすため、肌が

白い非ヒスパニック系を含めた上記の8区分を取りあげることとする。

さて、表3の内容をみてみると、2014年の米国の人口は、3億1874万8千人である。そし

て、2014年から2060年までの間に9804万7千人増加し、2060年には4億1679万5千人にな

ると予測されている（ColbyandOrtman,2014,p2）。

人口増加の要因をみていくと、特に増加が顕著な項目はアジア人＋128.1％、2つ以上の人

種＋225.5％、ヒスパニックもしくはラテン系＋114.8％の3つである。他方、減少するのは肌

が白い非ヒスパニック系－8.2％で、2014年では全人口の62.2％を占めているのに対し、2060

年には43.6％にまで減少する（ColbyandOrtman,2014,p9）。

それでは、労働力人口に関してはどうだろうか。米国における1990年から2050年の労働力

人口は以下の表4に示される。表4においても、表3と同様の理由で上記の8区分を採用して

いるが、表4の注釈にあるように、2つ以上の人種、アメリカン・インディアンとアラスカ・

ネイティブ、ネイティブ・ハワイアンと他の太平洋諸島の住人の項目はその他に含まれている。

それでは内容をみてみると、労働力人口は2005年の1億4932万人から2050年の1億9475

万7千人まで増加する。その変化率は約30％であり、これは米国人口の増加率と同様である。
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表3 米国における2014年から2060年の全人口の変化

出所）ColbyandOrtman,2014,p9を筆者修正



労働力人口の構成は、その他、アジア人、ヒスパニック系の増加が顕著であり、その構成も米

国人口と同様である（Toossi,2006,p20,p34）。

他方、減少傾向にあるのは肌が白い非ヒスパニック系で、構成比についても、肌が白い非ヒ

スパニック系は1990年には77.7％であったのが、2050年には51.4％にまで減少すると予測さ

れる。この点も米国人口と同様である（Toossi,2006,p20,p34）。

まとめると、米国では、人口および労働力人口は2050年までに約30％増加する傾向にあり、

人種・エスニシティの多様化は、マジョリティが不在になるという意味で新たな次元の多様性

へ進むことが明らかとなった。

他方、日本では、人口は2008年以降減少傾向にある（厚生労働省,2015,4頁）。2050年に

は1億741万人まで減少すると予測されており、先進諸国のなかで日本の人口減少率は突出し

ている（UnitedNationsDepartmentofEconomicandSocialAffairs,PopulationDivision,

2015,pp.1822）6）。さらに、日本の労働力人口に関しても1997年の6312万人が最大であり、

それ以降減少している（厚生労働省,2015,4頁）。また、日本では人種・エスニシティ間では

なく、男女間の格差が課題となっていることは前項で述べたとおりである。

したがって、米国の人種・エスニシティの多様化を背景としたダイバーシティ・マネジメン

ト研究は、そのすべてが現在の日本の課題に適用できるわけではない。そこで、ダイバーシティ・

マネジメント分野の研究のなかで、日本の直面している課題にも対応できる研究を特定してい

く必要がある。そのために、まずは次節で米国のダイバーシティ・マネジメントのなかで代表

的な研究をみていこう。

2 ダイバーシティ・マネジメント研究の内容

2.1 実証研究について―MillikenandMartins（1996）のフレームワーク―

ダイバーシティ・マネジメント研究には、大別して実証研究と理論研究がある。まずは、ダ

イバーシティ・マネジメントにおける実証研究の大枠を捉えるために、MillikenandMartins
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表4 米国における1990年から2050年までの労働力人口（Civilianlaborforce）の変化

出所）Toossi,2006,Table1;Table4を基に筆者作成



（1996）のフレームワークを取りあげる。

なぜMillikenandMartins（1996）を取りあげるかというと、まず、ダイバーシティ・マネ

ジメントにおいて実証研究の内容を整理した代表的なレビュー論文にはMillikenandMartins

（1996）とWilliamsandO・Reilly（1998）がある。しかし、WilliamsandO・Reilly（1998）で

は、後に詳述する観察可能な多様性に関する実証研究のみをレビュー対象としており、内在的

な多様性に関する実証研究は排除している。ゆえに、本稿では観察可能および内在的な多様性

の両方を対象に含めた、MillikenandMartins（1996）を取りあげる。

MillikenandMartins（1996）では、1989年から1994年までの6年間、13の主要雑誌に掲

載された実証研究を収集した（MillikenandMartins,1996,p405）。それらの実証研究は図

5のフレームワークにまとめられる。

まず、多様性に関して実証研究を行う場合、多様性の属性を特定する必要がある。つまり、

人種・エスニシティの多様性や年齢の多様性など、どの属性に着目するのかを決定しなければ

ならない。

ここでは多様性に関する属性について、観察可能な属性（DiversityinObservableAttri-

butes）と内在的な属性（DiversityinUnderlyingAttributes）に分類している。前者は、

人種・エスニシティ、年齢など観察可能な属性を指す。他方、後者は個人の価値観や性格、そ

してスキルや知識など、外見からは観察できない内在的な属性を指す。ここでは組織内もしく

はグループ内で前者の属性において多様であることを観察可能な多様性、後者の属性において

多様であることを内在的な多様性として分類している（MillikenandMartins,1996,pp.403
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図5 組織における多様性の効果

出所）MillikenandMartins,1996,p418,FIGURE1を筆者修正



404）。

これらの多様性が組織においてどのような結果をもたらすかは、個別の属性に関する実証研

究によって解明されていくわけであるが、実証研究のレビューからMillikenandMartins

（1996）は、多様性の結果を短期的結果と長期的結果に分類した。図5にみるように、多様性

は短期的結果、長期的結果に直接影響を及ぼすほか、同質性パラダイムを通して短期的結果に

影響を及ぼす場合と、短期的結果を通して長期的結果に影響を及ぼす場合が示されている。

まず、同質性パラダイムとは成員が類似したスキーマや因果関係に関する信念や前提を共有

している状態を指す。すなわち、価値観や視点において類似部分を多く持っている状態である。

ここで成員の属性が多様化すると、同質性パラダイムが崩れ、短期的結果につながる場合があ

る（MillikenandMartins,1996,p404）。例えば、男性だけのグループに女性が参加し、

お互いの価値観を認め合うことができない場合、男性は男性と、女性は女性としか意見交換を

せず、グループ全体としてはコミュニケーション不全という短期的結果に陥るといった例であ

る7）。

次に、短期的効果の4項目についてみていく。1）感情的な結果、2）認知的な結果、3）象徴的

な結果、4）コミュニケーションに関する結果である（MillikenandMartins,1996,pp.415

417）。

第1の感情的な結果とは、組織もしくはグループ内のヒトの満足度やコミットメントに関す

る結果を指す。一般的に観察可能な多様性が増大すると、満足度やコミットメントは低下する

ことが明らかとなっている。すなわち、多様性は組織もしくはグループ内のヒトの感情に影響

を与えるといえよう。

第2の認知的な結果は、「情報を処理し、刺激を認知および解釈し、意思決定をするという

グループの能力に対する多様性の効果の事を指す（MillikenandMartins,1996,p416）」と

述べられる。実証研究から、観察可能な多様性および一部の内在的な多様性は認知的結果に良

い影響を与えることが明らかとなっている。具体的には、多様性が新しいアイデアの創出や意

思決定の質の向上をもたらすことがある。

上記2点は組織もしくはグループ内の活動に焦点を当てていたが、第3の象徴的な結果は、

組織の外側を含む。象徴的な結果とは、組織が多様性であるということが組織内外にもたらす

象徴的な影響を指す。象徴的な結果の例として、管理職において女性の割合が高い企業は、女

性が働きやすく昇進の機会がある職場であることが企業外の潜在労働者に伝わり、人材獲得が

容易になりうるといった例がある。MillikenandMartins（1996）では、象徴的効果について

検証されたデータは少ないと述べられている。しかし、多様性が組織内だけでなく、組織外に

対しても効果を発揮する事例は数多くみることができる。

最後に第4のコミュニケーションに関する結果に関して、多様なグループのメンバーはグルー

プ外の人々とコミュニケーションを活発に行う。これにより、グループに参加していないヒト
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の知見を取り入れ、グループの創造性を高める可能性がある。一方で、グループ内コミュニケー

ションが不活発となり、その内容も公式的なもの、すなわち職務のみにとどまる傾向があるた

め、コンフリクトが起こりやすいといった側面もあることが示されている。ここまでが多様性

が影響を与える4つの短期的結果についての説明である。

図5では、これらの短期的結果が常習的欠勤、離職、パフォーマンスといった長期的結果の

要因となることが示されている。例えば、第3節で詳細に取りあげるが、多様性のポジティブ

な結果としては、短期的結果の認知的な結果にあたる新たなアイデアの創出が、商品開発にお

けるパフォーマンスの向上という長期的結果を導く可能性もあるだろう。

また、図5では観察可能および内在的な多様性から長期的結果に直接影響がある場合も示さ

れている。例えば、実証研究のなかでも代表的なTsui,etal.（1992）ではグループのなかでマ

イノリティとなった肌が白い人や男性は、肌が白くない人や女性がそうであったときよりも、

ネガティブな反応をみせること明らかにした。具体的には、マイノリティとなった肌が白い人

はそうでない人よりも、心理的コミットメントの低下、欠勤の増加、離職の意思の増加の傾向

を強く示した（Tsui,etal.,1992,pp.570574）。

このなかで欠勤の増加は長期的結果にあたり、人種の多様性、すなわち観察可能な多様性と

長期的結果の相関関係が示されたわけである。しかし、これは相関関係であり、実際には多様

であるという状態自体が欠勤の増加という結果を生むわけではない。したがって、図5の多様

性と長期的結果の間の相互の矢印は相関関係を指していると考察できるだろう8）。

MillikenandMartins（1996）は1989年から1994年までの6年間の実証研究に関して、上

記のように整理した。当然ながら、MillikenandMartins（1996）以降もダイバーシティ・マ

ネジメント研究が存在するが、その多くは図5の枠組みの内容について、より精緻に調査した

実証研究である9）。したがって、図5はダイバーシティ・マネジメント分野における実証研究

の全体像を示しているといえよう。それでは、次に近年のダイバーシティ・マネジメント研究

ではどの属性に焦点が当てられているかを明らかにすることで、ダイバーシティ・マネジメン

ト研究の具体的内容を捉えていこう。

2.2 ダイバーシティ・マネジメント研究の具体的内容

ここでは、MillikenandMartins（1996）のフレームワークを用いて、どの属性に焦点が当

てられているか探っていく。そのために、ここではデータベースに収録された論文数を分析す

る。

データベースは利用可能なもののうち、WebofScienceを使用した。なぜなら、Webof

Scienceは網羅性が高いことに加え、他分野の文献や論文以外の文献を排除できるからである。

検索語はMillikenandMartins（1996;p418）のFIGURE1に従った。ただし、検索に漏

れがないように、いくつかの語は名詞化し、元の単語と名詞化したものの両方を検索した。例
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えば、educationalbackgroundの項目では、educationとeducationalbackgroundの両方で

検索している。名詞化した項目は表5および表6ではカッコ内に表記している。

また、検索範囲は経営学（Management）分野に属する文献に限定し、文献の種類は論文

（Article）とレビュー論文（Review）に限定した。これにより、例えば生物学における生物

多様性に関する文献を排除することができる。その結果は以下の表5および表6に示される。

まず表5は検索語がヒトの属性に限定されているのに対し、表6の検索語には多様な意味を

もつものがある。表 6で突出して論文数が多いのは「diversity＋value」、「diversity＋

knowledge」、「diversity＋experience」である。この3つについて直近10本の論文のうち、

ダイバーシティ・マネジメント研究が何本含まれているかを調査した。結果は、「diversity＋

value」2本、「diversity＋knowledge」0本、「diversity＋experience」2本であった。また、

その内容は特定の多様性を扱っているのではない。例えば「diversity＋experience」で登場し

た2本は、ナースと医師のグループの社会的地位の多様性に着目したものと、高齢者、すなわ

ち年齢の多様性に着目したものであった。

ここから、価値、知識、経験といった語は一般的に使われることが多いため、特定の多様性

を議論する区分として機能していないと考察できる。したがって、本項の分析からは除外する

こととする。

米国におけるダイバーシティ・マネジメントの台頭と理論的展開（辺見） 87

表5 観察可能な多様性に関する検索結果

出所）筆者作成

表6 内在的な多様性に関する検索結果

出所）筆者作成



そうすると、次は多い順に「diversity＋gender」、「diversity＋race/ethnicity」、「diversity

＋age」とつづく。ジェンダー、人種・エスニシティ、年齢はいずれも価値、知識、経験とい

う語とは異なり、ヒトの属性に議論が限定される。また、その次に論文数が多い「diversity＋

culturalvalue」では国民間や人種・エスニシティ間の文化の相違を表す場合が多いことを考

慮すると、取りあげられるテーマの総数として、ジェンダー、人種・エスニシティ、年齢の多

様性はダイバーシティ・マネジメント分野において主要なテーマであるといえるだろう。

例えば、比較的近年の研究であるRichardetal.（2004）では、企業のイノベーティブ性の

有無、すなわち創造性や新規性を促進する企業であるかどうかが、ジェンダーおよび人種の多

様性と生産性の関係に影響を与えることを明らかにした（Richardetal.,2004）。また、Shin

etal.（2012）では、創造的自己効力感、すなわち自分自身を創造的な人間であると思っている

かどうかが、認知的な多様性と個人の創造性の関係に影響を与えることを実証した。すなわち、

創造的自己効力感が高い場合に、多様な価値観や視点のあるチームであることと個人の創造性

はより強力な正の相関にあることを明らかにした（Shinetal.,2012）。

まとめると、まずダイバーシティ・マネジメント研究の内容を捉えるために、Millikenand

Martins（1996）のフレームワークを紹介した。さらに、それを用いて論文数を調査した結果、

ダイバーシティ・マネジメント研究においては、ジェンダー、人種・エスニシティ、年齢の多

様性に関する論文が多いことが示された。

現在の日本で男女格差が課題となっていることを考えると、上記に示されたダイバーシティ・

マネジメント研究のなかでも、人種・エスニシティや年齢だけではなく、性別の多様性にも適

用可能な理論を探っていく必要があろう。そこで、次節では、個別の多様性を取り上げた実証

研究ではなく、人材の多様性が企業の有効性を導く論理に着目した理論研究を取りあげ、分析

する。

3 ダイバーシティの積極的活用に関する理論研究

―ThomasandEly（1996）理論における第3視点の重要性―

多様性が企業の有効性を高めるとすれば、それはどのような因果関係から説明されるだろう

か。それを明らかにした研究として、本節ではThomasandEly（1996）およびCoxandBlake

（1991）を取りあげる。なぜなら、ThomasandEly（1996）およびCoxandBlake（1991）は

企業の視点から多様性の活用について論じた代表的な研究である10）だけでなく、その理論は

属性を限定していないため、現在の日本における多様性の活用にも有用な知見を与えると考え

られるからである。

それでは、まずは企業の多様性の捉え方により、多様性から引き出される利点が異なること

を明らかにした研究であるThomasandEly（1996）をみていこう。ここでは企業の多様性の捉

え方について、3つの視点を明らかにした。その3つとは、1）差別－公平視点（Discrimina-
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tion-and-FairnessPerspective）、2）アクセス－正当性視点（Access-and-LegitimacyPerspec-

tive）11）、3）統合－学習視点（Integration-and-LearningPerspective）である（Elyand

Thomas,2001,pp.243247;ThomasandEly,1996,pp.8186）。

第1は差別－公平視点である。この視点では、採用や昇進において、多様な従業員を平等に

処遇することが課題となる。ここでは、多様性は、人種・エスニシティおよびその他の属性に

よる差別がおこなわれていないことを証明するために用いられる。

この第1視点では、企業は法律順守の観点から多様な人々を雇用するだけであり、多様性を

企業の有効性に結び付けようという視点はない。具体的には、米国では1964年に制定され、

人種や性別などによる雇用差別を禁止した公民権法第7編の遵守であり、日本では男女雇用機

会均等法の遵守が考えられる（脇,2008,818頁）。

つづく第2と第3の視点は第1視点とは異なり、多様性を有効性に結びつけようとする視点

である。しかし、第2と第3ではその方法が異なっている。

第2はアクセス－正当性視点である。ここでは、多様性を新たな市場の開拓や拡大へと導く

という形で、多様性を有効性につなげる。

例えば、女性客を獲得するために女性社員を雇用するのは第2視点である。このとき、多様

化すなわちマイノリティの参加はあくまで新しい市場の開拓のために起こる。ゆえに、組織全

体においてはマジョリティの価値観、視点が採用される。

女性社員の例でいうならば、子供を育てる女性社員がテレワークなどの多様な働き方を求め

たとする。ここで多様な働き方を導入するならば、女性社員の生産性は高まるだろう。しかし、

第2視点の場合は、既存の画一的な働き方が採用される。すなわち、女性社員が働きやすいよ

うに企業が変化するのではなく、女性社員の方が既存の画一的な働き方に合わせることとなる。

つまり、第2視点では企業は多様性を既存の働き方や仕事内容を変化させる契機と捉えること

はない。このとき、女性社員は自分が女性であるという属性のみが組織に利用されており、そ

れ以外の部分では機会均等ではないと感じることがある。

まとめると、第2視点ではマイノリティに属する従業員の属性を活用することのみに着目し

ている。ゆえに、この視点では、多様な従業員がもちこむ価値観を企業を変化させる契機と捉

えることはない。

さらに、個人のマイノリティ属性の活用のみに着目しており、職場が多様化することで起こ

る従業員同士の相互作用から利点を引き出そうとする視点はない。したがって、第2視点では、

職場が多様化することのメリットを完全に引き出しているとはいえない。

それに対して、第3の統合－学習視点では、従業員の多様な文化的背景を、組織の創造性の

源泉として捉える。なぜなら、文化的背景とは世界をどのように経験し、みて、そして知るか

に影響を与えるものであり、それゆえ、異なる文化的背景をもつ従業員は異なる洞察やスキル

を持ち込むからである。
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例えば、カルビー社のフルグラという商品をみてみる。ここでは、女性事業部長がリーダー

となり、発売以来伸び悩んでいたフルグラが大ヒットした。その結果、女性客という枠を超え

て、グラノーラ市場の創出にいたった。女性が働きやすい環境を整備し、女性の価値観や視点

をうまく取り入れることで商品が大ヒットしたという意味で、これは第3視点にあるといえよ

う（日経MJ（流通新聞）,2016;日本経済新聞,2016;Calbee,2017）。

カルビーの例では、多様性を女性視点の商品や女性が働きやすい環境を実現するための機会

としている。すなわち、第3視点の特徴は、多様性を新しい商品や制度を創出するための創造

性の要因として捉えている点にある。ゆえに、多様性を組織の有効性につなげていくためには、

第2視点だけでなく第3視点を導入する必要があるといえるだろう。

それでは、次に、第2および第3の視点に立ち、多様性の可能性についてより詳細に論じた

CoxandBlake（1991）についてみていこう。

CoxandBlake（1991）では、次の6つの分野において、多様性が企業の競争優位に結びつ

く可能性を提唱した。その6つとは、①離職・転職コストの削減、②人的資源の獲得、③マイ

ノリティへのマーケティング、④創造性の向上、⑤問題解決の質の向上、⑥組織のシステムの

柔軟性の維持である（CoxandBlake,1991,pp.4652）。

まず、第1の離職・転職コストの削減は、ダイバーシティ・マネジメントを成功させること

で女性や人種・エスニシティにおいて社内でマイノリティとなっている人の離職・転職を防ぎ、

採用コストや教育コストを削減するという意味である。すなわち、多様な従業員を適切にマネ

ジメントすることで、コスト削減がもたらされる可能性がある。

第2の人的資源の獲得は、多様性が人的資源の獲得を容易にする可能性に目を向ける。従業

員の多様化を進め、適切にマネジメントが行われると、それが労働市場でのアピールポイント

となる。ゆえに、他社と比較して、人的資源の獲得が容易になるだろう。

上記の2つは本稿の第1節で議論した米国労働力の多様化を背景に、いかにして女性や人種・

エスニシティの多様な人々を雇用し、定着させるかという観点から生じた課題である。したがっ

て、労働力人口における人種・エスニシティの多様化に対応しなくてはならない米国企業にとっ

ては必然的な課題となる。また、日本においても労働力確保の観点から、必須課題となるだろ

う。

しかし、上記の2点は人材の獲得と定着のみに着眼しており、雇用した多様な人材の活用に

は着目していない。したがって、ThomasandEly（1996）が多様性の活用を捉えた、第2・

第3の視点とは符合しない。

逆に、第3以降の分野では多様性がもたらす新たな価値に焦点を当てている。すなわち、企

業内で多様な人々を活用することでもたらされるメリットに着目している。

第3はマーケティングへの活用である。これはマイノリティを雇用することで新たな市場を

獲得するという観点であるから、ThomasandEly（1996）のアクセス－正当性視点と符合す
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る。

第4の創造性の向上は、多様性のあるチームでは創造性が向上するという意味である。すな

わち、多様な人々が持ち込む多様な視点を活用することで、組織全体の創造性を高めることを

意味する。これはThomasandEly（1996）の統合－学習視点と符合する。

第5の問題解決の質の向上は、問題解決において多様性の高いチームのほうが良い結果を出

すということである。これは創造性を高める結果と捉えることも可能である。ゆえに、これも

ThomasandEly（1996）の統合－学習視点と符合しているといえる。

最後の第6の組織のシステムの柔軟性の維持は、マイノリティを組織に取り込むことで組織

の柔軟性が維持されることを指す。それは具体的には以下の2つを意味する。

ひとつ目は女性や人種・エスニシティにおけるマイノリティは男性よりも認知構造が柔軟で

あるため、彼/彼女らを組織に取り込むことで、柔軟なものの見方を取り込むことを意味する。

例えば、曖昧さ（ambiguity）に対する許容範囲は認知的な柔軟性と正の相関関係を持つが、

女性は男性よりも曖昧さに対する許容範囲が広いことが明らかとなっている。すなわち、多様

な人々が所属する組織は、男性による画一的な視点しか持たない組織よりも柔軟であるという

意味である。

ふたつ目は、多様な人々に対応していくなかで、組織の制度や働き方の柔軟性が維持される

という意味である。例えば、障がい者を雇用するとする。このとき、既存の作業工程や仕事の

進め方を見直し、画一的なやり方ではなく、より柔軟に業務を遂行できるようにする必要が生

じる。それは、結果として障がい者だけではなく、全員にとって働きやすい環境を生み出すこ

ととなる。

すなわち、この第6の分野での活用ではマイノリティを採用し、その価値観を取り込むこと

で組織を変化させる。ゆえにこれはThomasandEly（1996）の統合－学習視点と符合するも

のである。

本節の議論をまとめると、まずはThomasandEly（1996）から、多様性を企業の有効性に

つなげるためには、第2のアクセス－正当性視点および第3の統合－学習視点に立つ必要があ

ることを述べた。その上で、前者は多様性の活用を市場の開拓や拡大に制限するものであり、

後者の第3視点が多様性をもっとも活用できる視点であることを述べてきた。

その後、CoxandBlake（1991）が多様性の可能性として提示した6点のうち、③のマイノ

リティへのマーケティングは第2視点に符合し、④創造性の向上、⑤問題解決の質の向上、⑥

組織のシステムの柔軟性の維持は第3視点に符合することを明らかにした。

すなわち、本項の議論から、日本が現在直面している女性の活用を考えたときに、企業が多

様性を活用し、有効性につなげるためにはThomasandEly（1996）の第3視点を導入する必

要があり、その内容はCoxandBlake（1991）の第4から第6分野にあることを明らかにした。
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4 おわりに

本稿は、日本における多様な人々の活用にとって有用な理論を明らかにするために、まず、

ダイバーシティ・マネジメント研究の背景について分析した。それにより、ダイバーシティ・

マネジメントは1980年代の米国で人種・エスニシティの多様性を扱うものとして誕生し、現

在の米国ではマジョリティが不在になるという意味で新たな次元の多様化へ対応していく必要

があることが明らかとなった。すなわち、米国でのダイバーシティ・マネジメントの背景は、

日本で課題となっている労働力不足および男女格差の観点からの多様な人々の活用とは異なっ

ていることが示された。

ここから、ダイバーシティ・マネジメント研究のなかでも、日本の課題にとって有用な理論

を特定する必要がある。そこで、まずはMillikenandMartins（1996）のフレームワークから

実証研究を捉え、論文数の分析からダイバーシティ・マネジメント研究でジェンダー、人種・

エスニシティ、年齢が中心的であることを明らかにした。

つづいて、理論研究を分析した。その結果、企業が多様性を最大限活用するためには、

ThomasandEly（1996）の第3視点、すなわち多様な人材が持ち込む価値観や考え方の違い

を活かすことで創造性を向上させる統合－学習視点を導入する必要性が明らかとなった。

それではThomasandEly（1996）の第3視点に立ちながら、日本のダイバーシティ・マネ

ジメントは具体的にはどのように展開していくべきだろうか。本稿の冒頭で述べたように日本

ではダイバーシティ・マネジメント研究自体が少数である。さらに、第1節で明らかにしたよ

うに、ダイバーシティ・マネジメントに関して、米国と日本は異なる課題を抱えている。した

がって、今後、米国のダイバーシティ・マネジメント研究に追従するのではなく、実際の日本

企業のダイバーシティ・マネジメントを詳細に分析し、日本型のダイバーシティ・マネジメン

トについて解明していく必要があろう。

注

1）実際に、CiNiiArticles（http://ci.nii.ac.jp/）にて「ダイバーシティ マネジメント」と検索すると

333件の文献が示される（検索日は2017年5月7日）。しかし、そのなかで被引用件数が高い順に20件

の収録雑誌および筆者を調査したところ、学術研究といえるものは5件であった。その5件のうち、

3件は本稿で取りあげた谷口（2005）、有村（2007）、脇（2008）と同様の筆者である。したがって、日

本のダイバーシティ・マネジメント研究においては、上記3名が中心的な存在であり、それ以外の研究

は少数であるといえる。

2）原語はWhite、Black、Asianである。

3）本稿ではデータの制約から、実質的には、肌が白い人、アジア人、肌が黒い人もしくはアフリカン・

アメリカン、ヒスパニックもしくはラテン系という4区分の分析となっていることに留意されたい。た

だし、他の人種・エスニシティのデータが追加され、それらの人種・エスニシティで格差の有無が明ら

かとなったとしても、本項の結果に変化はない。
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4）本稿では、先進諸国とは、カナダ、ドイツ、フランス、イタリア、日本、イギリス、米国を指す。な

ぜなら、これらは2015年度の世界GDPの上位10ヶ国に入っており（Theworldbank,2017）、そのな

かでも早期から経済発展をはたしていた国だからである。

5）日本の国勢調査において人種・エスニシティの項目が存在しないために、日本における人種・エスニ

シティの多様化の程度を明確に示すことは困難である。しかし、それ自体が、日本の人種・エスニシティ

の多様性の小ささを示しているとも考えられる。さらに、2014年の外国人人口についてみてみると、米

国7.0％（2013年）、ドイツ10.1％、イギリス8.0％であるのに対し、日本は1.7％である（独立行政法

人労働政策研究・研修機構,2016,82頁）。これらの結果から、現在の日本の人種・エスニシティの多

様性は小さいといえるだろう。

6）UnitedNationsDepartmentofEconomicandSocialAffairs,PopulationDivision（2015,pp.18

22）の人口予測を基に算出した各国の2015年から2050年の人口の変化率は、つぎの通りである。カナ

ダ＋23％、フランス＋10％、ドイツ－8％、イタリア－5％、日本－15％、イギリス＋16％、アメリカ

＋21％。

7）内在的な多様性に分類される視点や価値観の多様性が増大した場合、必然的に同質性パラダイムは崩

壊することとなるから、両者は同義である。したがって、ここでは観察可能な属性の多様化が視点や価

値観の多様化につながる可能性を強調しているものと考察できる。

8）ただし、長期的結果から多様性への矢印は因果関係である可能性が残されている。例えば、男性中心

の企業が女性を雇用した結果、男性の離職が急増し、再び男性中心に戻すといった場合である。

9）本稿では近年のダイバーシティ・マネジメント研究も調査している。具体的にはWebofScienceや

Googlescholarといったデータベースを用いて調査した。そのなかでも、DIAMONDハーバード・ビ

ジネスレビューおよびAcademyofManagementJournalでは直近約10年のすべての文献を調査して

いる。

10）グーグルスカラーで検索してみると、ThomasandEly（1996）の引用数は1560、CoxandBlake

（1991）は2175であり、引用数においても、このふたつの研究はダイバーシティ・マネジメントにおい

て代表的な研究とみることができる（検索日は2017年1月7日）。

11）Legitimacyは正統性と邦訳される場合もある。正統性は統治や支配を議論する際に用いられること

があるが、ThomasandEly（1996）の第2視点ではそのような意味を含んでいるとはいえないため、本

稿ではより一般的な正当性を用いる。
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Background and Development of Diversity

Management in the United States

Kanako Henmi

Summary

In this paper, I analyze the development of diversity management in the United

States（US）with regard to two aspects: background and academic theories.

As a result, I clarify that the background of diversity management in the US

is the racial and ethnic diversification among workforces, whereas Japan is pre-

sently facing gender-related issues in workplaces. Therefore, the focus of diver-

sity management in the US is different from the one in Japan.

Furthermore, I examine several theories regarding the application of diversity

management in Japan. Then I conclude that the third perspective in Thomas

and Ely’s（1996）theory, which regards differences in employees as a source of

individual and team creativity, is important for Japan to address the aforemen-

tioned issue.
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