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経営層の多様性はイノベーションにどう影響するか？ 
 

 

Rocío Lorenzo, Nicole Voigt, 津坂 美樹, Matt Krentz, Katie Abouzahr 

 

「チーフ・イノベーション・オフィサーを採用しよう」、「組織のカルチャーを変えよう」、「自社

の業界の外を見よう」。企業がイノベーティブになる方法を示唆するアドバイスは、枚挙にい

とまがない。問題なのは、そういったアドバイスの大半は裏付けに乏しいということだ。だが

実は、データによる裏付けがあり、企業が実行できる方法が 1つ存在する。 

 

BCG が最近行った調査で、経営層の多様性を高めると、企業のイノベーションが質・量と

もに向上し、財務面の業績も改善されることが明らかになった。新興国・先進国の両方にお

いて、経営層の多様性の度合いが平均以上の企業は、平均未満の企業に比べ、イノベー

ションからより大きなリターンを得ており、EBIT マージンも高いことがわかっている。さらに説

得力のある事実として、経営層の構成に比較的小さな変化をもたらすだけで、企業が利益

を得られるということも明らかになった。 

 

これは、イノベーティブな組織をつくりだすことができる確かな方法である。異なるバックグ

ラウンドを持ち、異なる経験をしてきた人たちは、同じ問題に対しても、それぞれが異なる角

度から考え、異なる解決方法を考え出すことが多い。それは、効果的な課題解決法を生み

出せる確率が高くなるということだ。ビジネス環境がめまぐるしいスピードで変化するなか、こ

うしたさまざまな変化に巧みに反応することで、企業は適応力においてより高いポジションに

つけることができる（BCGの論考「Diversity at Work」（2017年 7月）をご参照ください）。この

ような見解は、直観的に理解できることではあった。だが今回の調査で、多様性とイノベー

ションの相関性について説得力ある検証結果を得ることができた。 
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世界中で多様性向上の機運が高まりつつある 

 

私たちは 8 カ国（オーストリア、ブラジル、中国、フランス、ドイツ、インド、スイス、米国）で

さまざまな業種や規模の企業 1,700 社以上の従業員を対象に調査を行った（本調査は、昨

年私たちが発表した論考「The Mix That Matters: Innovation Through Diversity」（2017年 4

月）のフォローアップスタディであり、2017年 10月の TED@BCGでも取り上げられている）。

6 つのタイプの多様性――性別、年齢、出身国（勤務する企業の本社所在国とは違う国で

生まれた従業員）、キャリアパス、他の業界で働いた経験、教育（従業員の大学や大学院で

の主たる研究分野）の観点から、経営層の多様性の度合いを調べ、また、企業のイノベーシ

ョンの水準を測定するために、過去 3 年以内に市場投入された新製品・サービスの売上の

売上高全体に対する割合についても調査した。 

 

全体的に見ると、回答者の 75％が、自分の所属する組織で多様性を高めるための動き

がある、と答えた。新興市場（中国、ブラジル、インド）の企業に属する従業員は、先進国の

企業群と比べて、過去数年の間に自社がより大きな進化を遂げたと回答している。 

 

本調査におけるもっとも大きな発見は、経営層の多様性とイノベーション全般の間に、統

計的に有意な強い相関があるということである。イノベーションによる売上高が、売上高全体

に占める割合は経営層の多様性のレベルが平均以上の企業で 45％であったのに対し、経

営層における多様性のレベルが平均未満の企業は 26％で、19％ポイントの開きがあった

（図表 1）。 

 

 

注: 多様性スコアは、Blauインデックスを用いて算出
出所: BCG多様性とイノベーションの関係に関わる調査2017 (n=1,681)
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図表1: 経営層の多様性スコアが高い企業は、イノベーションによる売上の割合が大きい
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つまり、経営層が多様性に富んだ構成になっている企業では、売上の半分近くが過去 3

年以内に市場投入された製品・サービスによるものとなる。変化がますます激化する事業環

境において、こうした強いイノベーション力を発揮していることは、顧客需要の変化への迅速

な適応に長けているということを意味している。 

 

言うまでもないことだが、そのような組織は優れた業績をあげている。たとえば、経営層に

おける多様性のレベルが平均以上の企業の EBIT マージンは、平均未満の企業に比べて

9％ポイント高い。 

 

小さな変化で、大きな効果を得られる 

 

私たちが調べた 6 つのタイプの多様性のすべてがイノベーションとの正の相関を示して

いる。その中でも、もっともインパクトが大きいのは、経営層の出身国、業界経験の幅、ジェ

ンダーバランス、キャリアパスの構成の違いによるものだった。それらに比べると、年齢や大

学・大学院での専門分野の多様性による影響は小さかった。 

 

経営層における多様性が、高業績とどう関係しているかを調べるため、私たちは、従業員

約 5万人、経営層約 1,500人の架空の企業を想定し、多様性のレベルの変化がイノベーシ

ョンによる売上にどのような影響を与えるかを試算した。まず、6つの多様性のレベルの基準

値を、全般的に平均程度、イノベーションによる売上は、全体売上のおおよそ 3分の 1（この

調査の対象企業の平均である 35％）に設定した。そして、各タイプの多様性の影響を測定

するために、1つずつ別々に数値を変更していった。 

 

その結果、経営層の構成の比較的小さな変化でも、大きなインパクトをもたらすことがわ

かった。たとえば、この仮の会社が、他業界から 30 人のマネジャー（経営層全体の 2％）を

雇い入れた場合、イノベーションによる売上の比率が 1％ポイント向上すると推定される。女

性マネジャーを 38 人（経営層全体の 2.5％）雇用した場合も、その企業の本社所在国とは

異なる国の出身のマネジャーを 23 人（経営層の 1.5％）雇用する場合も、同様の結果が得

られる（図表 2）。明記しておくと、上記は増員ではなく、現在のマネジャーや幹部との交代

要員として採用した場合の数字である。つまり、全体的なマネジメントチームの規模は変え

ずに、多様性を高めるということだ。 
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図表2: 経営層の構成の変化により、イノベーションによる売上の割合が1％ポイント上昇

23人
本社所在国とは
異なる国の出身者

30人
他業界出身者

38人
女性マネジャー

45人

異なるキャリアパスを持つ
中途採用者

注:  本調査のデータに基づき、各タイプの多様性のレベルが平均程度である架空の企業を想定した上で、
各タイプの多様性の数値を1つずつ別々に変更し、それ以外の多様性の数値は維持した状態で試算を行った

出所: BCG多様性とイノベーションの関係に関わる調査2017 (n=1,681)
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さらに私たちの調査では、出身業界とキャリアパスの組み合わせ（この 2つは、幾分かの

オーバーラップが見られた）以外のあらゆるタイプの多様性が組み合わさると、影響が強ま

ることがわかった。そのため、いずれかのタイプの多様性に特化して強化を図るより、複数の

タイプにわたって多様性に富んだチームをつくることを目標にすべきである。なぜなら、すべ

てのタイプの多様性に価値があるからだ。 

 

企業はそれぞれ自社の状況に応じて、適切な「効果の高い構成」を見出す必要があるだ

ろう。ここでのリーダーへのキー・メッセージは何か？ イノベーションと聞くと、大きくて、成

功への道筋も曖昧な、雲をつかむような話のように思えるかもしれない。しかし、比較的小さ

な変化を起こすだけでも、大きなインパクトが得られるのである。 
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デジタル化と多様性、イノベーションとの相関性 

 

今回の調査では、デジタル化のイノベーション全般に対する影響についても調べた。デ

ジタルテクノロジーの活用に力を入れている企業では、多様性とイノベーションの間にさらに

強い相関が見られることがわかった。 

 

具体的に言うと、調査では企業が営業費のうち何パーセントをデジタル・テクノロジーに

投資しているかを調べた。結果、3 つのカテゴリー：「低（5 百分位数）」、「中（中央値）」、「高

（95 百分位数）」に分けられることがわかった。デジタル投資において、「高」のカテゴリーに

属する企業では、多様性とイノベーションによる売上の間にもっとも高い相関が見られた。 

 

デジタル化は、イノベーティブになるための企業の取り組みに対して一種の起爆剤となり

うる。つまり、企業がデジタルに投資する場合、多様性による優位性によりプラスの影響が増

大し、デジタル投資に対してさらに効率的にリターンを得られるようになる。 

 

適切な組織的基盤を構築する 

 

経営層が多様性に富んでいる場合でも、インクルージョン（受容性）を担保する基盤が整

っていなければ、企業はリーダーらの独自の視点や考え方を活かすことはできない。そのた

め、私たちの調査では、組織の多様性の向上や、多様な経営層によるイノベーション実現

に向けた革新的取り組みを可能にする要因についても調べた。具体的には、平等な給与

体系などの公正な雇用慣行、異なる視点が認められ評価される参加型リーダーシップ、

CEO 主導の多様性向上のための戦略的取り組み、高頻度かつオープンなコミュニケーショ

ン、新しいアイデアをオープンに受け入れるカルチャーなどがあげられる。 

 

今回の調査の対象企業の大半では、こうした取り組みが十分に進んでいるとは言いがた

く、上にあげたような条件を自社が備えていると答えた回答者は、全体の 40%にも満たなか

った。つまり、改善の余地は大きいということだ（図表 3）。しかし、これらの条件が整っている

企業は、イノベーションによる売上の比率が目に見えて高く、それらの条件が整っていない、

あるいは弱い企業に比べて、約 13%ポイント高い。 
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出所: BCG多様性とイノベーションの関係に関わる調査2017 (n=1,681)

参加型リーダーシップ
マネジャーが従業員の貢献度を評価

多様性向上への戦略的取り組み
トップ経営層とCEOが周囲に見える形で
多様性向上のための取り組みをサポート

高い頻度のコミュニケーション
自由でオープンな議論

新しいアイデアをオープンに受け入れるカルチャー
従業員が不利益を恐れずに意見を言えると
感じている

公正な雇用慣行
同一労働同一賃金の実現。
強力な差別禁止ポリシー

多様性の向上を可能にする条件 各条件が必須だと答えた回答者の割合 各条件を自社が備えている
と答えた回答者の割合

56%

58%

47%    

46%     

43%      

36%

35%

35%

35%

38%

図表3: 多様性を高める条件を自社が備えていると答えた回答者は40%未満

 

 

これは、多様性強化に取り組む組織でよく見られる課題だ。多様なバックグラウンドを持

つ人材を採用し、何もしないで魔法が起こるのをただ待つというのはあまりにも安易である。

受身のアプローチは間違いなく失敗する。実際には、能動的な取り組みでさえ、必ずしも成

功するとは限らない。ジェンダーダイバーシティに関する BCG の最近の調査によれば、回

答者のうち 91％の人が自分の勤める企業にはジェンダーダイバーシティのためのプログラ

ムがあると答えているにもかかわらず、そういったプログラムから恩恵を受けていると感じて

いる女性は、わずか 27％である（詳しくはBCGの論考「Getting the Most from Your Diversity 

Dollars」（2017年 6月）をご参照ください）。 

 

均質的な経営層――主に生え抜きで出世の階段を上ってきた年長の白人男性――に

率いられ、長年にわたる旧来のカルチャーを保ち続けている企業は少なくない。もし、多様

な視点や考え方を育みたいのであれば、そういった企業は積極的に変革に取り組む必要

がある。これには、採用プロセスよりもはるかに広範で長期的な組織変革が必要で、多大な

時間とエネルギーが求められる。 

 

企業は他の経営課題と同様のアプローチで多様性推進に取り組む必要がある。CEO は

自らの課題としてコミットし、周囲に見える形でリードしなければならない。成功に導くために

は、自社のスタートポイントを正確に見極め、具体的なゴールを設定し、マイルストーンと明

確な説明責任をともなったロードマップを作成する必要がある。目標は何か。どのくらいのス

ピードでその目標を達成したいのか。誰が実行を担うのか。そして、取り組みが不十分であ

った場合、どのような結果が待っているのか。これらは、ほとんどすべてのビジネスプログラ

ムで使われる、プロジェクト・マネジメントの基本要素である。そして、多様性向上の取り組み

にも同様に適用可能だ。とくにその成功によって大きな恩恵が得られることを考えれば、こう

した戦略的な取り組みが必要だ。 
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長年にわたり、多様性がイノベーションを促進するという考えにはあいまいな裏付けしか

なかった。だが今や、データに基づく検証が行われている。多様性を高めるための取り組み

を実行し、あらゆるタイプの多様性に対し、実現するための条件を整え、経営層における多

様性を積極的に強化する企業の業績は、そうでない企業よりも優れていることが明らかにな

っている。これらの企業は、課題に対して従来の枠にとらわれない解決方法を見出し、より

多くの、すぐれたアイデアを生み出している。その中には市場で勝者となる製品・サービス

がより高い確率で含まれていることだろう。その結果、競合企業を上回る財務的業績をあげ

ることができる。ビジネスの世界において、経営層が使える特効薬はあまり多く存在しないが、

多様性の実現は、そのひとつだと言えるだろう。 
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ボストン コンサルティング グループ（BCG）について 

 

BCG は、世界をリードする経営コンサルティングファームとして、政府・民間企業・非営利団体など、さま

ざまな業種・マーケットにおいて、カスタムメードのアプローチ、企業・市場に対する深い洞察、クライアン

トとの緊密な協働により、クライアントが持続的競争優位を築き、組織能力（ケイパビリティ）を高め、継続

的に優れた業績をあげられるよう支援を行っています。  

1963年米国ボストンに創設、1966年に世界第 2の拠点として東京に、2003年には名古屋に中部・関西

オフィスを設立しました。現在世界 50カ国、90以上の都市に拠点を展開しています。 

https://www.bcg.com/ja-jp/default.aspx 
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