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日本IBMのダイバーシティ戦略

Point
❶	 	日本 IBM においては、ダイバーシティは人事戦略ではなく経営戦略であり人材の多様性こそが

IBM 自身とお客様とに多様な発想をもたらす基盤である。
❷	 	1998 年、日本 IBM は “女性のさらなる活躍支援” を宣言し、リーダー・ポジションで活躍する

女性を増やすことを目標に “Japan Women's Council（JWC）” の活動がスタート。女性社員自
らの課題を分析し、解決策の提言を行う委員会。

❸	 	LGBT や障がい者支援など、日本 IBM ではマイノリティーの能力の最大化を重視し、個々人の働
きがいを支援している。
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1953 年大阪府生まれ。京都大学大学院修士課程修了後、1978 年に日本アイ・ビー・エム株式会社に入社。大阪の営
業部門に配属後、サービス部門を中心に歩み、2001 年に取締役就任。2003 年常務執行役員、2007 年からは専務執
行役員を務め、2010 年から副社長。2016 年 1月より現職。約 40年の仕事人生の中で、IT 業界の変貌を捉えながら常
に日本 IBMの第一線の「旗振り役」として走り続けた。趣味は学生時代から京都のジャズ喫茶に通いつめたこともあり、ジャ
ズに造詣が深い。

——まずは IBM についてその歴史をお聞かせくださ

い。

下野　IBM は 2011 年に創業 100 周年を迎え、日
本 IBM は本年（2017 年）に創業 80 周年を迎えま
す。現在の IBM 会長兼 CEO、バージニア・M・
ロメッティは初の女性 CEO です。日本 IBM の社
長はポール与那嶺です。IBM は 1911 年にトーマ
ス・ワトソンが創業し、1964 年には初の汎用コン
ピューターを開発、出荷しました。1990 年代は

「Think Pad」ブランドでパソコン市場において大
きなシェアを占めました。その後、ビジネス環境
の変化に伴い、e-business（インターネットによる
ビジネスモデル）に移行しました。2014 年には、
グローバル・クラウドの拡充に大規模な投資をし
ました。現在は、IBM の AI ソリューションの 
“IBM Watson” を拡大展開し、多言語化、クラウド、
API によるコグニティブ・サービスの拡張、
Watson エコシステムなどを推進しています。
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——IBM では以前からダイバーシティは人事施策で

はなく経営戦略だとおっしゃっていますが、具体的に

どのような取り組みをこれまでされてきたのか教えて

ください。

下野　IBM はグローバルにビジネスを展開し世界
各地で社員を雇用していますので、ワークフォー
ス・ダイバーシティ（人材の多様性）について世
界で一貫した考えを持っています。グローバル企
業として、IBM はダイバーシティの分野での先駆
けになりたいと考えています。市場競争における

IBM の強みの源泉は、思想、文化、人種、性別や
出身地などさまざまな違いを持つ人材の多様性

（ワークフォース・ダイバーシティ）であり、これ
こそが IBM 自身とお客様とに多様な発想をもたら
す基盤となっています。以下の 4 点を重視してい
ます。
⃝機会均等への社会的責任
⃝管理者層の多様性の促進
⃝  文化的相違の受容と認知（民族的マイノリ

ティー、多言語、個人的な相違）
⃝女性の能力活用

図表 1　 IBM 105 年の歴史

出所：日本IBM（株）

図表 2　 IBM ダイバーシティへの取り組み

出所：日本IBM（株）
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——IBM のダイバーシティ施策の中でも、女性活躍

支援はかなり早くから実施されていました。

下野　1960 年代に四年制大学卒業の女性の積極的
な採用を開始し、男女同一賃金も実現しています。
結婚や育児といった理由で女性がキャリアを断念
しなくてもいいように、1985 年に育児休職制度を
導入するなど法令よりも早い段階から制度を拡充
してきました。また 1990 年代以降、世界中の
IBM が一体となり、“ダイバーシティ” という新た
な企業戦略への取り組みを推進してきました。
1995 年には内永ゆか子さんが初の女性役員に登用
されました。そして 1998 年、日本 IBM は “女性
のさらなる活躍支援” をあらためて宣言し、リー
ダー・ポジションで活躍する女性を増やすことを
目標に、その推進力として社員の代表者からなる
“Japan Women's Council（JWC）” の活動をスター
トさせました。この委員会は女性社員自らが課題
を分析し、解決策の提言を行う委員会で、内永さ
んと 9 名の女性社員でスタートしました。
　

——IBM の女性活躍支援の具体的な取り組み内容を

教えてください。

下野　1998 年からステージ 1 がスタートしまし
た。女性活躍支援などという言葉が世間であまり
言われていなかった時代です。当時は、女性社員
の割合が欧米およびアジア各国の中で最下位

（13％）でした。また女性の離職率は男性の 2 倍で、
管理職に占める女性比率も 1.8％という状況でし
た。女性のキャリア・アップの阻害要因を分析し
てみると以下の三つの要因が挙げられました。
　1．将来像が見えない
　2．仕事と家事・育児とのバランス
　3．  オールド・ボーイズ・ネットワーク（※ 昔

から培われてきた、男性中心社会の男性独
特の文化）

　このような阻害要因を克服するため、これまで
さまざまな対策を講じ、現在では社内外のネット
ワークの強化を図っています。また社員の育児期
のキャリア “継続” を支援するため、企業内託児
所を充実させてきました。本社には「こがも保育
園」、幕張事業所（千葉）には「みつばち保育園」
を設立し、社員のワークライフ・インテグレーショ
ンを支援しています。

図表 3　当事者が課題解決をリードする /Japan Women's Council の設立

出所：日本IBM（株）
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——「女性活躍支援」に必要なことはなんでしょうか？

下野　私は、主に三つあると考えます。「女性自身
の自覚と覚悟」「上司の理解、周囲の男性の支援」
それと「人事施策の充実、整備」です。2016 年度
の新入社員の 40％以上が女性です。優秀な女性社
員が活躍できる組織をつくるのはとても大切なこ
とです。また当社は具体的な数値目標を掲げてい
ます。目標数値を掲げるとスピード感が早まるメ
リットもあります。

——ダイバーシティといえば、日本 IBM は LGBT に

関して先駆的な取り組みをされていることでも有名

で、例えば 2016 年 1 月 1 日より LGBT 当事者の

社員を対象にした “同性パートナー登録制度” を始め

られたとお聞きしています。まずはこれまでの取り組

みについてお聞かせください。またどのようなご苦労

があったのか、差し支えない範囲で教えてください。

下野　同性パートナー登録制度は、人事部に所定
の登録をすれば、LGBT 当事者（社員）と同性パー
トナー（社内外）に対しても、男女間のカップルと
同じように、特別有給休暇、休職、慶弔見舞い、
赴任旅費などが適用されるもので、人事部のダイ
バーシティ担当者や、社内の LGBT コミュニティー
などが、数年がかりで取り組んできたものです。
　2012 年から、同性同士の事実婚のカップルにも

「結婚祝い金」を出すようになりました。これまで
15 組が結婚祝い金の申請をしています。なお公平
性を期するために、男女の結婚でも、同性の事実
婚でも祝い金は 1 回のみとしています。再婚の場
合は支給されません。

——実際、自分が同性愛者であるとカミングアウトす

るのは難しいのではないですか？　またこうした取り

組みに熱心な御社には役員などにも LGBT の方はい

らっしゃるのでしょうか？

図表 4　女性活躍支援の取り組み目標と成果

出所：日本IBM（株）
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下野　日本 IBM では、カミングアウトした役員は
まだいません。上級職では部長レベルで 1 名おり、
彼は社内の LGBT コミュニティーのリーダーを
やってくれています。人事部が把握している当事
者は 20 人程度で、日本 IBM 全体における比率は
まだわずかです。残念ながら、IT 業界は人材の移
動も盛んで、退職してしまった当事者の方もいま
す。セクシャル・マイノリティーの社員が自分ら
しく働ける環境づくりは重要であり、会社として

「レインボーパレード」に協賛したり、LGBT に関
するワークショップを実施するなどの取り組みも
行っています。

——次に、障がい者雇用についても熱心に取り組まれ

ています。浅川さんという女性フェローが有名です

が、詳しく教えていただけますか。

下野　日本 IBM では早い時期から障がいのある社
員が働いており、今もさまざまな部署で勤務して
います。当社には浅川智恵子というフェローがい
ます。13 歳の時に事故で失明しながらも 1985 年
に研究職見習いとして日本 IBM に入社。一貫して

情報アクセシビリティ 1 の研究に従事、2005 年に
は部長職、2007 年に理事、2009 年にフェローに
就任しました。厚生省障害者自立更生等厚生大臣
表彰（1999 年）、日経ウーマン・オブ・ザ・イヤー
2 位、2013 年には紫授褒章、二女の母でもありま
す。こうした障がいをお持ちの方にも活躍の機会
を提供することが企業のミッションだと考えてい
ます。

——具体的に障がいをお持ちの方への支援策はどのよ

うなものなのでしょうか。

下野　募集する職種の仕事が遂行できれば、障が
いの種類や程度に関係なく、採用の機会は均等で
あり、採用後の処遇も同一ルールによります。
IBM では現在、柔軟な働き方を推進しており、フ
レックス・タイム、短時間勤務、在宅勤務などの
制度を導入し、障がいの状況に応じて働き方を選
択できるようにしています。
　ソフト面では、オフィス環境、仕事や将来のキャ
リアなどについて、いつでも本人や所属長が人事
や総務に相談できる支援体制を整えています。一

図表 5　セクシャル・マイノリティの社員が自分らしく働ける環境作り

出所：日本IBM（株）

1    パソコンや Web ページをはじめとする情報関連のハード、ソフト、サービスなどを高齢者や障がい者を含む多くのユーザーが不
自由なく利用できること。
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方、ハード面については、必要とされる就労環境
の改善を常時行っています。2000 年にはビルディ
ング・アコモデーション・アセスメント・チーム
を発足させ、障がいのある社員の入社、転属に伴い、
施設を点検するチームを結成しました。施設や総
務、人事、安全衛生のスタッフと所属長および本
人が配属先の事業所を巡回し、働く場・生活する
場として適切であるかをチェックし、工夫を凝ら
して改善に努めています。

——また、障がい者向けのインターンシップがあると

聞いていますが、どのようなものでしょう。

下野　IBM では次世代の障がい者の支援策とし
て、働きながら IT スキルや英語を学び、かつ
IBM のクラウドやアクセシビリティーといった最
新技術の実証実験などに参加していただく、7 カ
月間のインターンシップ・プログラムを 2015 年
から提供しています。当社の最前線の研究者や技
術者が直接指導する他、技術者や営業として活躍
している当社の障がいのある社員との交流の機会
や、アクセシビリティー研究に携わるスタッフが
参加者の障害に応じたサポートやツールの提供を
行います。

　当プログラムには、2014 年のパイロット実施か
ら昨年まで延べ 66 名の精神や身体などさまざま
な障がいのある若者が参加し、技術の習得だけで
はなく、チームワークやリーダーシップを学び、
その後の学業生活や就職活動に役立てています。

——大変、参考になりました。最後に御社のダイバー

シティ戦略はこれからどのように進化していくので

しょうか。

下野　ダイバーシティの推進は IBM にとって永遠
のチャレンジであり、競争力の源泉であると考え
ています。市場や世の中の変化、そして個人の価

図表 6　日本 IBM の新たな障がい者雇用の取り組み

出所：日本IBM（株）
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値観の多様化や変化によって、ダイバーシティの
挑戦目標も変化しています。例えば、日本 IBM の
女性社員が活躍する機会は、さまざまな制度や企
業風土の改革の取り組みによって、この 10 年の
間にも飛躍的に増え、広がっていますが、しかし
海外の IBM と比較するとまだまだ発展途上という

べき段階です。日本 IBM は 2016 年 4 月から新た
に施行される女性活躍支援法に対応し、積極的に
個性豊かに、“しなやかに自分らしく”、自ら成長
を目指す女性社員を今まで以上に応援し、新たな
プログラムを開拓してまいります。今後の日本
IBM に御期待ください。
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