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2021 年初頭、アジア系アメリカ人――時として「モ
デル・マイノリティー」とあしらわれてきた人々――は
反アジア感情の新たな波にさらされた。コロナ禍が人々
の日常生活を脅かす中、ヘイト・スピーチや暴力の矛先
がアジア系アメリカ人に向けられたのである。新型コ
ロナウイルス感染症を「中国風邪」（China flu）と呼ぶ
などの人種差別発言がなされ、2021 年 3 月にはアト
ランタで銃乱射事件が発生するといった事態にまで発
展している。
IBM Institute for Business Value（IBV）の最新の調査によると、アジア系アメリカ人の経営層
は職場で非常に多くの試練や差別に直面していることがわかった。仕事で困難を抱えるアジア系
アメリカ人の割合は、白人の同僚と比較してもはるかに多い。このテーマを探るため、IBV は、
アジア系アメリカ人のうち、企業のビジネス・リーダーである上級経営層や上級管理職、また企
業内の部門のリーダーを担う一般管理職、および自ら事業を興した起業家など 1,455 人を対象に、
2020 年 8 月から 2021 年 1 月にかけて調査を行った。回答者は、米国内の幅広い業界を代表す
る人々である（10 ページの「調査方法」を参照）。
コロナ禍において加速し、ここ数カ月でさらにエスカレートした米国社会でのアジア人ヘイ
トには、ビジネス界のアジア系アメリカ人やその支持者たちも抗議の声を上げている。例え
ば、さまざまな分野で活躍するアジア系アメリカ人のビジネス・リーダーたちが Web サイト
「StandWithAsianAmericans.com」を立ち上げ、The Wall Street Journal にも全面広告を掲載
した。これらを通し、ヘイト・クライムの 150% にも及ぶ増加によりアジア系コミュニティーが
感じている恐怖、そして暴力への対抗を訴えたのである。1
またその 3 週間後には、米国上院で人種、出身国、およびその他の特徴に対する偏見を認めない
2
とする法案が賛成 94、反対 1 で可決された。
この法案では、2021 年 2 月 28 日までの 1 年弱

の間に起きた差別やヘイト・クライムに関連する事件がおよそ 3,800 件挙げられている。5 月 18
日に下院で可決された同法案は、5 月 20 日にバイデン大統領によって署名が行われ成立した。
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このような活動は、暴力行為がとりわけアジア系女性に向けられているという事実を浮かび上が

ポジティブな変化を生み出す。IBV の調査において、アジア系アメリカ人が「成

らせた。そして、昨今の制度的偏見（特定の人種が不利になる仕組みが法律、社会および企業な

功の定義」として最も多く挙げた回答である。社会的影響やステークホルダー資

どの組織に組み込まれていること）や人種差別の風潮は、アフリカ系住民やラテンアメリカ系住

本主義への注目が高まる中、この回答は成功を収めているブランドや事業が重要

民、先住民、そして LGBT+ のコミュニティーにも影響を及ぼしているということもわかっている。

視していることとも合致する。「経済面での安定」や「権力や影響力の増大」といっ

企業には、ビジネスの側面から変革のために声を上げ、そうした人々のアライ（協力者）となる

た、より利己的な回答をしのぐ結果となった。

ことが強く求められている。

継続的に学習する。アジア系アメリカ人の間で、「人生の成功に必要な秘訣」とし

成功のパターン、そして偏見

て最も多く挙げられた回答である。変化の激しい昨今の世界では、適応力が求め
られるため、従業員とリーダーの双方にとっておそらく最も大切な観点だろう。

IBV による最新の調査では、回答者の 10 人中 8 人が「民族性または人種に基づく差別を経験し
たことがある」と答えている。また全回答者の半数近くが、特に職場において差別的な扱いを受

効果的にコミュニケーションをとる。
「自分自身の個人的な成功だけでなく、米国

けたと答えた。このような回答から、アジア系アメリカ人はたとえキャリアアップに成功しても、

で一般に成功するために必要なスキル」として、アジア系アメリカ人のプロフェッ

なお厳しい偏見にさらされていることが明らかとなった。事実、60% を超える回答者が「自身

ショナルが最も多く挙げた回答である。これは、今までの歴史の中で、アジア系

の民族性または人種により、成功するには人一倍の努力が必要だ」と答えている。

の人々がリーダーとなる可能性を狭めてきた原因とされる、「STEM（科学・技術・
工学・数学）分野では優れている」という誤解と「控えめな態度」というステレオ

これを裏付けるように、アジア系アメリカ人の専門職・プロフェッショナルの団体であるアセンド

タイプを克服するのに役立つ。

（Ascend）が行った調査でも同様の結果が出ている。この調査は、全業界を対象とした EEOC
（米国雇用機会均等委員会）の最新データ（2018 年）を分析したものである。これによると、高

本レポートでは、まずアジア系アメリカ人の体験に焦点を当てた後、アジア系アメリカ人のプロ

度な専門性を持つにもかかわらず、経営層に昇進することができていないという状況はすべての

フェッショナルを対象に行った調査について詳しく紹介する。そこでは、社会の成長とともに、

民族集団で発生していることがわかった。そして、その中でもアジア系は、最も採用されやすい

現在の取り組みによって、長年の偏見や昨今の新たな課題が解消される兆しが見られた。もちろ

一方で、最も経営層に昇進する割合が低いということが明らかとなっている（
「視点：誤った言い

ん、そのような変化を推進するために、企業はもとより、私たち全員ができることはいくらでも

伝え － 経営層よりも技術職に適している」を参照）
。

ある。

アジア系の人々が米国のビジネス界で成功を収めていることは、Yahoo 創業者のジェリー・ヤン

次に、アジア系アメリカ人を東アジアおよび東南アジアをルーツとするグループと、南アジアを

（Jerry Yang） 氏、YouTube 共 同 創 業 者 の ス テ ィ ー ブ・チ ェ ン（Steven Chen） 氏、Microsoft

ルーツとするグループに分け、それぞれの回答を比較した。この 2 つのグループは、祖先が米国

最 高 経 営 責 任 者 の サ テ ィ ア・ナ デ ラ（Satya Nadella） 氏、Alphabet の サ ン ダ ー・ピ チ ャ イ

に移住した経緯など文化的背景が異なるため分けて考えられることが多い。しかし、調査の結果、

（Sundar Pichai）氏、IBM のアービンド・クリシュナ（Arvind Krishna）といった企業家たちが

この 2 つのグループの回答や経験には大変似通った点が多く、たとえ違いがあっても程度の差に

証明している。しかし、こうした一部のアジア系の人々のサクセス・ストーリーが、結果として「竹
の天井」（bamboo ceiling）の存在を覆い隠してしまっている。「竹の天井」とは、米国でアジア
系アメリカ人が企業の経営層に上り詰めるのを阻む、「目には見えないが確実に存在する壁」を
意味し、少々物議を醸している言葉である。さらに IBV の調査によると、アジア系アメリカ人の
プロフェッショナルが重視している取り組みは、以下のように、将来的に企業にとって有益であ
るものが多かった。それにもかかわらず、こうしたハードルは今も根強く残っているのである。

過ぎなかった。
そして最後に、企業が社会的偏見の解消や組織的な障害に対応する上で検討しなければならない
アクションを紹介する。この「アクション・ガイド」では、アジア系アメリカ人に対する公平性
やインクルージョンの向上に取り組む際、積極的な手立てを講じることができる 10 の領域を提
示している。

視点

誤った言い伝え －
経営層よりも技術職に適している
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アセンドという団体が、世界のアジア系プロフェッショナルのリーダーシップとグローバル・ビ
ジネスにおける可能性を推進している。このアセンドの報告によると、米国の労働人口のうちア
ジア系アメリカ人が占める割合は 12% であった。しかし、Fortune 1000 企業の全取締役で見
ると、アジア系アメリカ人の割合はわずか 4.4% であり、女性に至っては 1.47% にとどまる。
またアセンドによる別の調査では、白人が管理職に昇進する確率が、アジア系アメリカ人の 2 倍
に上ることが報告された。3
このような状況の根底には、アジア系に対する誤った固定観念が大きく影響している。それは、
「ア
ジア系アメリカ人は、STEM 分野や数学と分析のスキルが必要な技術分野の人材としては優れて
いるが、リーダーに求められるソフト・スキルが乏しいため経営層には適していない」というも
のである。歴史的研究によると、アジア系の科学技術分野における成功の理由は、かつて移民法
が改正された後の 1965 年に米国に渡った最初のアジア系移民が、主に科学者やエンジニア、医
師であったためであることが明らかになっている。4 つまり、アジア系アメリカ人に何か特別な先
天的能力が備わっているわけではない。
次に、ソフト・スキルの有無については、保守的なビジネス・リーダーによる文化的な誤解がある
と思われる。アジアを中心に世界の問題に幅広く取り組む非営利組織、アジア・ソサエティ（Asia
Society）が 2019 年に行った調査では、アジア系アメリカ人の従業員が職場で抱える課題につ
いて探っている。これによるとアジアにルーツを持つ回答者は、他のルーツを持つ回答者よりも、
間接的なコミュニケーション・スタイルを用いる傾向がはるかに高いことがわかった。それは、
一般に西側諸国のリーダーが重視する、より自己主張が強いコミュニケーション・スタイルとは
5
異なるものである。
例えばこの調査において、アジア系アメリカ人は「デリケートな問題は公開されたグループ・ミー
ティングよりも一対一のミーティングで提起する方がよい」、「自分の考えを間接的に表現する方
がいいと思うことがよくある」といった意見に賛同する傾向が強かった。このような、自分の考
えを表現する際には「調和を乱さないよう節度と自制心を保ち、意見の相違を率直に示すことは
避けるべきだ」という文化に根差した心の構え（いわゆる文化的嗜好）が、アジア系アメリカ人
の昇進を妨げている可能性があるとアジア・ソサエティは指摘する。6
またこの調査では、「コミュニケーション・スタイルの文化的な違いが『竹の天井』の一因となっ
ている可能性がある」と結論付けている。アジア・ソサエティは、
「このような文化的嗜好により、
あたかもアジア系アメリカ人はグループ・ミーティングであまり貢献していないかのように解釈
されてしまうことがあるが、実際はアジアの文化である礼儀作法と米国の職場文化のミスマッチ
を示すものだ」と述べる。7
こうした文化的なミスマッチが、経営層に昇進するために必要となる、周囲からの支援をも阻害
している。IBM の VP 兼 CTO であるラダ・ラトナパーキ（Radha Ratnaparkhi）は次のように述
べている。「メンターの協力が得られるとはいえ、アジア系の人々は上司の後押しや同僚からの
協力が得られにくい不利な状況に置かれている。科学技術者としては優秀であるが、リーダーシッ
プを発揮して重要なイニシアチブを握る経営層としては活躍できないと見なされているからだ。
また、アジア系の人は、相手の話を静かに聴くものだと思われているので、いざ発言したり、自
分の意見を主張したりすると、今度は攻撃的で性急すぎると思われてしまう」8
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アジア系プロフェッショナルの経験

研修における格差

アジア系アメリカ人プロフェッショナルの生活には差別が絶えない。IBV の調査では、回答者の

OJT での学習機会がより少ない

79% が人種や民族性に基づく差別を個人的に経験していた。こういった状況は、職場だけでなく、
社会全体や政治との関わりにおいても根強く残っている。そしてそのどれもが、個人の自信や可

アジア系アメリカ人従業員

能性に劇的な影響を与えている。

職場での状況
回答者の約半数が、雇用主からアジア系アメリカ人であることへの差別を受けたと答えている。
しかもこの割合は、上級経営層になるとさらに高いものとなった。この結果から、昇進すればす
るほど、より多くの障害に直面するということがわかる。一方で、雇用主から人種に基づく差別
を受けたことがあると答えた白人の割合は、わずか 2% であった。
それでもなお、自分の人生に最も大きな影響を与えた人々は誰かという質問で、アジア系アメリ
カ人回答者が一番に挙げたのは、両親と並んで「トップに立つビジネス・リーダー」であった（ち
なみに政治家や公務員は最下位近くにランクされている）。

43%

ただ、上級管理職や一般管理職に注目すると、ビジネス・リーダーよりも同僚から大きな影響を
受けているようである。
グループとして「成功を築く上で最も重要な要因」に挙げられたのは、「適切な時期の効果的な

職場で研修を受けたことが
あると答えたアジア系
アメリカ人回答者の割合

研修」が最も多く、その次に僅差で「正式なメンターシップ」が続いた。しかし残念なことに、
アジア系アメリカ人はこうした恩恵を白人ほど受けられていない。例えば、両グループとも職場
の恩恵として「OJT 研修」を一番に挙げたが、白人回答者の 59% がその恩恵を受けたと答えた
のに対し、アジア系アメリカ人は 43% にとどまった（図を参照）。
さらに、職場の有益なツールとして「テクノロジー」を挙げるアジア系アメリカ人は白人回答者
よりも少なかった。これはアジア系アメリカ人が STEM を偏重しているという誤った先入観を払
拭するものである。

59%
職場で研修を受けたことが
あると答えた白人回答者の
割合
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著者の視点

消費者そして市民として

Inhi Cho Suh

アジア系アメリカ人の回答者が、消費者の立場で顧客サービスやデジタル体験、および広告にお
いて「自分たちのニーズが満たされている」と答えた割合は、白人回答者よりも 40% ～ 50%
低かった。また同様に、アジア系アメリカ人に関するメディア報道の正確さや公平性についても、

私にとって世界が一変したのは 5 歳の頃。1980 年、戦後の復興期にあった韓国から
米国に渡ったときであった。自分と同じような容姿を持つ数百万人の韓国人が住んで
いるソウルから、10 万人の白人やアフリカ系アメリカ人が暮らすサウス・カロライナ
州の町、スパータンバーグに移住したのだ。そして 6 歳になる頃には、米国では肌の
色により社会的階級が決まることを理解した。アジア人、すなわち「イエロー」はよ
そ者であり、それは「白人より劣っている」と認識されていることを。
私は、幼少期から成人初期までの間に、あからさまな攻撃からマイクロアグレッショ

白人回答者とは大きな差が見られた。
2020 年以降、アジア系アメリカ人に対するヘイト・クライムが増加の一途をたどる中、回答者の
50% 近くが警察などの法執行機関や司法当局による差別を経験したと述べた。さらに、連邦政
府で十分な代表権を得られていると感じているアジア系アメリカ人の割合は 1 桁台であったのに
対し、白人回答者の場合は 55% にも上った。

プロフェッショナルの領域と個人の領域において

ン（無意識での差別的言動）まで、幾度となく人種差別を受けた。とりわけ、自分が

IBV の調査では、職場や日常生活全般での課題を克服する際に、回答者がどの程度企業や行政な

異質な存在だと思い知らされるものに自分の名前があった。10 代の時には、より「ア

どからエンパワーメントされ、支援を受けているかについても尋ねた。その結果、アジア系アメ

メリカ人らしい響き」を持った名前でテイクアウトの注文をするようになった。私が

リカ人と白人の間には、顕著な格差が見られた。職場において「エンパワーメントされ、支援を

注文した品を取りに行くと、レジ係は決まって数秒間私の顔を見つめ、「名前と見た

受けられている」と回答した割合は、白人では 74% であるのに対しアジア系アメリカ人の場合

目が合わないね。電話では白人だと思った」などと言ったものだ。

はわずか 40%、また、個人的な課題に対しても「エンパワーメントされ、支援を受けられている」

また、マイクロアグレッションは日常茶飯事だった。このような経験から私が学んだ
のは、人種差別や性的偏見は、教育をはじめ課外活動や就職面接、さらには賃金やあ
らゆる職業の中に織り込まれているということだ。そして、私はこの残酷な現実に対
する免疫を身に付けた。
家族から教えられた価値観に忠実に従うなら、職場での差別のような制度的問題の解
決には、制度自体の改革や、従業員同士の協力的な関係を深めることが必要である。
このような関係の構築は、メンターやスポンサーといった形に限らず、よりインクルー
シブな未来の構築に取り組むアライ（協力者）となることも含まれる。だからこそ私は、
自分の子どもや孫たち、そして自分のチームや未来のチームが、差別にとらわれずの
びのびと豊かに暮らせる世界を築くことに情熱を注いでいる。

と回答した割合は、白人の 68% に対しアジア系アメリカ人ではわずか 22% にとどまった。
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アジア系コミュニティー内の異なるグループの比較

著者の視点

アジア系コミュニティーは、文化や伝統、歴史、および経験の面で多様性に富んでいる。そのため、

Bernie Hoecker

IBV はアジア系アメリカ人回答者 1,400 人以上の回答を 2 つのグループに分類して分析を掘り
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下げた。すなわち東アジアや東南アジアにルーツを持つグループと、南アジアにルーツを持つグ
ループである（グループに関する詳細については、「調査方法」を参照）。
この分類により、いくつかの領域でグループ間の回答に差異があることが明らかになった。例え
ば、南アジア系グループの方が、雇用主による差別を多く経験していた。その割合は、東アジア・
東南アジア系グループでは 44% なのに対して、南アジア系グループは 50% にも上る（図を参照）。

私は、米国フィラデルフィアの児童養護施設で生まれた。そこで 2 年あまり過ごした後、英国人
とドイツ人を祖先に持つ白人夫婦の養子となり、多文化の環境で育った。両親は私の他に、女児
2 人と男児 1 人を引き取っていた。姉は朝鮮戦争が原因で捨てられ、韓国から養子に迎えられた。
他の 2 人は黒人と白人のハーフである。

IBV の調査結果からは、この差異の原因は明らかになっていない。さらに、職場で成功を収める

1960 年代から 70 年代の米国において、こうした多様性がある家庭は珍しく、偏見や中傷を受

ための要因に関しても、南アジア系は一番の要因として「仕事に対する情熱」と答えたのに対し、

けることも多かった。しかし、全体的に見れば私は普通に育った方だと思う。私は敬虔なカトリッ

東アジア・東南アジア系は「適切な時期の効果的な研修」を挙げた。

ク教徒の家庭で育ち、カトリック系の学校で 12 年間の教育を受けた。父は公務員で母は専業主
婦という、ごく普通のブルーカラーの家庭である。
Ancestry.com で調査を行い、実の家族が見つかったときは衝撃を受けた。そしてそれを機に、
私は一緒に働く人たちとの関係を見直したいと考えるようになった。私たちはかなりの時間を職
場で過ごすにもかかわらず、同僚との関係は表面的なものになりがちで、個人として互いを理解
し合うことがない。それは誰にとっても損失にほかならない。
私は多文化の環境で育ったが、それでも生涯を通じてダイバーシティーとインクルージョンに関
する信念や習慣を学び直さなければならなかった。生い立ちは人生に大きく影響するが、私もあ
る種の偏見や先入観を持って成長してきており、まだまだ完璧からは程遠いと感じたからだ。大

差別の程度

学に進み 1 人暮らしをして初めて、ダイバーシティーやインクルージョンの意味を理解し始めた
が、今となっても日々友人や同僚から学び続けている。
さらに、3 人の娘を育てることや、多くの国を訪れ、世界中の人々と働くという経験もダイバー
シティーとインクルージョンの概念を学び続ける良い機会となっている。今では、何かに対して
強い思いを抱いたときに、なぜそう感じるのか、自らに問いかけるようにしている。それは知識
やデータに基づくものか、それとも自分の個人的な偏見によるものか。そして、もし後者だと気
付いたら、さらに徹底して掘り下げる。そうすることで、個人的な偏見が見つかるかもしれない
からだ。このようにして問題を掘り下げることで、先入観を捨て、物事を学び直すことができる。

50%

人はそれぞれ異なる信念や習慣、経験を持っている。それは、私生活でも職場でもより豊かな人

44%

職場で差別を
受けたことがあると

職場で差別を受けたことがあると

答えた南アジア系

答えた東アジア・東南アジア系

グループの割合

グループの割合

2% 職場で差別を受けたことがあると
答えた白人グループの割合

間関係を実現する鍵となる。思考の多様性や能力の多様性が、より良いものを生みだしていく
のだ。

職場におけるアジア系アメリカ人のインクルージョン

7

信頼感の欠如

この 2 つのグループにおける文化的および歴史的な違いを考慮した上で、最も予想外であったの

アジア系アメリカ人が職場で活躍の場を広げるには、

高い確率で差別を経験していた（それぞれ 78% と 80%）。また、政府における代表権に関して

積極的なエンパワーメントや周囲からの支援が必要だ

も共通性が見られ、連邦政府レベルで十分な代表権が得られていると感じていた割合は、それぞ

は、双方の回答の間に高い共通性が見られたことである。どちらのグループも、全体的に異常に

れ 7% と 8% にとどまった。そしてメディアでの描写についても、適切かつ十分に描写されてい
ると回答した割合は、両グループとも白人回答者と比べ 20% ほど低い結果となった。さらに信
頼感の差も共通性が高く、職場での課題に対してエンパワーメントされ、支援を受けていると感
南アジア系

東アジア・東南アジア系

じる割合は、それぞれ 38% と 42%、個人的な課題に関しては、21% と 23% という結果であった。

白人

アジア系コミュニティーの人々が互いのルーツの違いを認識する一方、この違いになじみのない
人々がアジア系全体をひとくくりに見なす傾向があるのは、このような共通性のためかもしれな

74%

い。以上の調査結果から、今後のインクルージョンの取り組みとして以下の 2 つが考えられる。

68%

– 共通する障害の解消に向けて、アジア系アメリカ人コミュニティーの人々がより一層団結する。
–「アジア系アメリカ人」という言葉に対する理解と認識をより一層深めるため、アジア系コミュ
ニティーの中に存在する驚くべき多様性について、さらなる教育を行う。

38%

42%

23%

21%

職場での課題に関して

個人的な課題に関して

一般の人々よりも

一般の人々よりも

エンパワーメントされ、

エンパワーメントされ、

支援を受けていると感じる

支援を受けていると感じる

視点

アジア系アメリカ人
例外主義 *：
「モデル・
マイノリティー」
神話

職場におけるアジア系アメリカ人のインクルージョン
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カリフォルニア大学バークレー校の社会学者ウィリアム・ピーターセン（William Petersen）氏は、
1996 年 1 月にニューヨーク・タイムズ・マガジン（The New York Times Magazine）から発行さ
れた記事「Success Story, Japanese-American Style」において、「モデル・マイノリティー」と
いう概念を提唱したことで知られている。9 この記事では、日系アメリカ人の特徴として、両親や
先祖へ敬意を払うことや宗教的伝統を重んじることに加え、勤勉や従順、および権力に対する服
従などを挙げ、それらが日系アメリカ人を成功に導いた理由であると評した。
ピーターセン氏は、「この国では有色人種に対する偏見が非常に激しいため、肌の色という目に
見えるスティグマを背負った人に、出世できる見込みはほとんどない」と主張した。しかし日
系アメリカ人は、第二次世界大戦中に強制収容所に収容された人々やその子どもたちを含めて、
自らの努力をもってこの主張を覆してきた。いわゆる「モデル・マイノリティー」神話である。
ピーターセン氏の記事は、今日の基準では不適切とも言える表現や直接的な比較を用いて他の
マイノリティー・グループにも言及しつつ、このような「モデル・マイノリティー」神話を恒久的
なものにしてしまった。そしてこの神話は、他のマイノリティーを批判する道具として使われる
ようになり、貧困や不成功は努力を怠ったせいであり（ステレオタイプな「アジアの」価値観）、
米国の白人文化に同化できなかったためだという主張をもたらした。
その後、長い時間を経て、一部のアジア系移民がこの「モデル・マイノリティー」というステレ
オタイプを受け入れた。すると拡大解釈が進み、日系アメリカ人のみならずアジア系アメリカ人
全員が、「モデル・マイノリティー」と見なされるようになった。その影響は大きく、あらゆるマ
イノリティー・グループが被害を受けた。2,000 万人に迫るアジア系アメリカ人は、東アジアや
東南アジア、およびインド亜大陸の 20 以上の国に各自のルーツを持ち、それぞれが独自の歴史
や文化、および言語などさまざまな特徴を持っている。それにもかかわらず、「モデル・マイノリ
10
ティー」神話がアジア系アメリカ人全体を画一的な集合体にしてしまったのである。
その結果、

アジア系は米国のあらゆる民族集団の中で最も所得が高い反面、最も所得格差が大きいことが、
11
ピュー研究所（Pew Research Center）による政府データの分析で明らかになっている。

また、根強く残る「モデル・マイノリティー」神話は、（ほとんどが白人の）社会の責任転嫁にも
利用されている。社会的に成功を収められないのは、制度的な差別やチャンスが与えられないこ
とが原因ではなく、個人的な努力や決断力が不足しているせいだと判断され得るのだ。

* 例外主義：他の国の文化や政治体制などに対して、例外的に他のものとは異なる、または他のものより優れていると考える理論

職場におけるアジア系アメリカ人のインクルージョン

アクション・ガイド

職場でのアジア系アメリカ人の
インクルージョンを改善する方法
アジア系アメリカ人のサクセス・ストーリーは、大企業を立ち上げ運営しているような象徴的な
人物をはじめ、数多く挙げられる。しかし、アジア系コミュニティーは今なお重圧にさらされて
おり、昇進への壁が多くの人々の前に立ちはだかっている。さらには、社会的差別やヘイト・ク
ライムといった外部環境による新たな重圧が加わることで、職場でのエンパワーメントがなかな
か進まず、アジア系従業員が持つ潜在的能力が十分に活かされていない。
むろん、アジア系コミュニティーは画一的な集団ではない。さまざまな文化的ルーツを持つ人々
の、さまざまな歴史や功績が認知され、評価されるべきである。メディアや教育など、あらゆる
分野で見られる先入観を打ち砕くことが、企業内の各部署やリーダーシップ・パイプライン（企
業の将来を担うリーダーを継続的かつ体系的に育成する取り組み）における対等な地位の確立に
つながるはずだ。

企業やリーダーが実践できる 10 の方法
アジア系アメリカ人に対する公平性とインクルージョンを向上させるために企業が実践できる方
法には、以下のようなものがある。
アライシップ：幅広いエンゲージメントを導入し、異文化に関する研修を設ける。それにより協
調的な関係性を高め、マイノリティーも疎外感を抱かず安心できるインクルーシブな環境を構築
する。

9

評価：管理職に対して定期的に状況を確認し、職場の問題を素早く突き止め、即座に対処でき
るようにする。また、一部のアジア系従業員が好む間接的なコミュニケーション・スタイルを管
理職が受け入れる体制を整える。アジア系従業員に対しては、あらかじめ自分の意見をまとめて
おく機会を与え、直接的および間接的なコミュニケーション・スタイルを通じて、意見の共有や
13
フィードバックを奨励する（例えば、ミーティング後に個別にメールをするなど）。

教育と対話：反アジア的な偏見や歴史に対する認識を高め、人種やアイデンティティー、および
マイクロアグレッションについて親身に相談できる環境を整える。
説明責任：職場での不適切な行動を報告して対処するための確実かつ信頼できる手段を構築する。
提唱：平等法やヘイト・クライム対策法の制定と施行を積極的に推進する。
健康：同僚が差別にあったとき、心身の負担を理解して適切な支援を行う。これには、人種や性
別、性的指向、能力の違い、およびニューロダイバーシティー* といった、個人のアイデンティ
ティーが複数組み合わさることによって特有の差別や抑圧が起こる、差別のインターセクショナ
リティーも含まれる。
地域活動：社会経済的な要因に対する支援を含め、コミュニティーや親和性の高い組織と協業
したり、それらを協賛したりする。一般的なソーシャル・ネットワーキング・イベントに加えて、
アジア系アメリカ人がより興味を持ちそうな趣味や地域奉仕活動に基づいた出会いの機会を設
ける。14
安全：ヘイト・クライムから従業員を守るため、オフィスや通勤での安全を確保するリソースを
提供する。

人材の発掘と採用：具体的な支援活動やプログラムを通じて、アジア系アメリカ人向けのリーダー
シップ・パイプライン構築を、目的意識を持って計画的に推進する。アジア・ソサエティは、アジ
ア系従業員の要望を具体的に聞き出すことを推奨している。12 現在の地位に満足しているように
見えたとしても、キャリアアップを望んでいないか確認することが大切である。
研修：アジア系アメリカ人のためのメンタリングや支援、および OJT 研修に投資する。アジア
系アメリカ人はこうした機会を重視しているが、白人よりも機会に恵まれていない。また、暗黙
の偏見を明らかにし対処するために、すべての管理職に研修を行うことが有効である。

* ニューロダイバーシティー：脳の神経学的な差異を、疾患や障がいではなく、個性と捉える考え方
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調査方法

協力者

IBM Institute for Business Value（IBV） は、Oxford Economics 社 と 協 力 し て 22 業 界 の 米
国に居住するアジア系アメリカ人のプロフェッショナル 1,455 人を対象に、2020 年 8 月から
2021 年 1 月にかけて調査を実施した。

IBV は、ジェンダー・エクイティー、ダイバーシティー、インクルージョンの熱心な支持者であり、

この調査における「アジア系アメリカ人」とは、自身を東アジア系（1,455 人中 89 人）、東南
アジア系（同 639 人）、南アジア系（同 727 人）と見なす人々を指す。

本調査に惜しみない貢献をしていただいた IBM の多数の社員に感謝の意を表する：
Jane Cheung、Edan Dionne、Spencer Lin、Harish Grama、Sandeep Gopisetti、Madhu Kochar、
Anthony Marshall、Nancy Ngo、Christopher Nowak、Veena Pureswaran、Ruchir Puri、
Radha Ratnaparkhi、Smitha Soman、Shue-Jane Thompson、Chris Wong。
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