
産業能率大学 経営学部 小々馬敦研究室

Special thanks to 日経広告研究所 Adverting Week Asia

Z世代の大学生がいま
企業広報・広告担当者に

伝えたいこと

『日経統合報告書アワード2021』

参加290社日本の有力企業が発信する

社会志向型メッセージを徹底分析！

Got Purpose?
JUNE | 2022

セッション参加
記念速報版

パーパス・オリエンテッドな

企業コミュニケーションの
現在地とこれから



01

レポートの内容｜CONTENTS

Z世代の大学生がいま、企業広報・広告担当者に伝えたいこと

Got Purpose?

表紙イラスト｜渡部琴音（8期生）

はじめに 02

調査研究の概要 03

『統合報告書』を体系理解する
『統合報告書』の現在地点 05

トップメッセージ 06

マテリアリティ・重要課題 07

SDGs17の目標 08

経営理念と企業理念 09

価値創造の表明 10

コラム｜三方よしを現代にアップデートする 11

パーパスを理解する
パーパスを掲げる 13

パーパスの掲げ方に決まりごとはない 14

パーパスとタグラインの違い 15

パーパス語録 16

パーパスの発展史 17

ESG/パーパス関連企業広告の進捗 19

ソーシャルコミュニケーションのこれから

ソーシャルコミュニケーションの重要性 21

パーパスを基軸に骨太な物語を描く 22

社内のサイロ化に課題が 23

ソーシャルコミュニケーションの重要性【産業別比較】 24

小々馬敦研究室の紹介 25

謝辞 26

パーパス・オリエンテッドな

企業コミュニケーションの現在地とこれから

＊フルバージョン｜6月20日（月）ゼミHPで公開予定
ゼミ学生が理念に共感・共鳴した“推し企業”など
分析パートを掲載します。

AWA2022
セッション参加
記念速報号



コロナ禍の中で自社の存在意義を再考する時間が持てたこともあり、経営の根幹にパーパスを
置きSDGs達成年の2030年に向けた「ビジョン2030」を表明する企業が増えています。日本経済
新聞社によると、現在、ESG・パーパス関連の新聞広告（全面広告）は、毎月50件程度掲載され
ており、2021年から1.6倍に増えているそうです。書店にはパーパスをタイトルにする書籍が並び、
ビジネス雑誌で特集される件数も増加しています。世界最大の資産運用会社ブラックロックのラ
リー・フィンクCEOが、2022年初頭に投資先企業に送った通称「フィンクレター」の冒頭で「パ
ーパスをステークホルダーとの関係の基盤に位置付けることが長期的な成功の鍵だ」と強調した
ことも経済界でのパーパス熱が高っていることに影響しているかもしれません。

6月に開催される世界的な広告フェスティバル、カンヌライオンズクリエイティブフェスティバ
ル2022のテーマは「企業のパーパスと持続可能性」、パーパスは経営だけでなく、これからのマ
ーケティングと広告の社会的意義を問う重要な概念となっています。このムーブメントを一過性
に終わらせないこと。産学が連携しパーパス・オリエンテッドな活動をさらに進捗していくこと
を願い、企業の価値創造の想いが語られている『統合報告書』に注目し、『日経統合報告書アワ
ード2021』エントリー企業290社を母集団として、企業が発信する社会志向型メッセージの体系
整理を行いました。

「マーケティングで世界をハッピーに！」

私たちのゼミは、2013年の創設以来「マーケティングで世界をハッピーに！」をパーパスに掲
げて、産学連携研究活動を継承しています。本レポートの目的は、日本におけるパーパス経営浸
透の現在地点を確認し、企業広報・広告に携わる実務者の方々に報告。「より良い社会づくりに
貢献する」ことです。
このレポートが、皆様の「より良い社会実現のための活動」にお役に立てれば幸いです。

2022年6月
産業能率大学 経営学部 マーケティング学科 小々馬敦研究室 一同 文責｜小々馬 敦

『日経統合報告書アワード2021』参加290社の

社会志向型メッセージを徹底分析！

高まるパーパス熱をブームに終わらせない

はじめに
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調査研究の概要
調査目的｜❶ 日本におけるパーパス/ESG・SDGs経営の浸透度を確認する

❷企業が発信している社会志向型メッセージを体系整理する

❸ 企業広報・広告、ソーシャルコミュニケーションの今後の方向性を探る

1.『統合報告書』記載事項の体系整理と調査項目（20数項目）の定義
2. 『統合報告書』290社を分担して読み込み、ワークシートに情報入力
3. 集計結果から、メッセージ・情報の類型化と体系化、および傾向を分析
4. 生活者観点（主観）から、経営理念への共感・共鳴・応援意識が芽生えた企業を推薦
5. グループ討議で、これからの企業広報・広告に期待することを客観的に整理

調査項目｜
・タイトルの傾向/ページ数
・トップメッセージの傾向、キーメッセージ
・パーパスの有無 ・パーパスのメッセージ
・タグライン（コーポレートスローガン）の使用
・経営理念と企業理念 ・自社の事業ドメイン定義
・ビジョン/ミッション/バリュー/行動指針/WAYの記述内容
・価値創造プロセス ・マテリアリティ/重要課題の定義 ・SDGs17の目標定義
・経営財務指標（ROIC・営業利益率・ROE・CCCなど） ・TCFD提言への賛同

調査対象｜『日経統合報告書アワード2021』エントリー290社（全発行社716社の4割）

＊対象企業一覧は下記、日本経済新聞社 日経統合報告書アワードのWEBページを参照ください

[留意] 対象社の9割は東証プライム市場上場企業です

調査期間｜2022年4月～5月

調査者 ｜産業能率大学経営学部マーケティング学科
小々馬敦研究室 3年生・4年生 計41名

調査研究プロセス｜下記の通り

https://adnet.nikkei.co.jp/a/nira/entry_list.html

調査の様子
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『統合報告書』を体系理解する



『統合報告書』の現在地点
統合報告書の発行企業数
日本経済新聞社によると、2021年度に『統合報告書』を発行した企業は716社。2020年度の、599

社より117社、1.2倍に増加しました。10年前の2021年は、23社でしたので10年間で約30倍に増加し
ています。本年度に同じペースで純増すると発行企業は1,000社に迫る可能性があります。

統合報告書の名称
KPMGジャパンの調査（2020年）によると、旧来の『CSRレポート』『アニュアルレポート』を

『統合報告書』へと改める企業が増加しています。以下はレポートのタイトル分類の集計です。

1.統合報告書/統合レポート 52.0％ 305社

2.会社名+レポート 26.0％ 149社

3.コーポレートレポート 9.0％ 50社
4.アニュアルレポート/年次報告書 7.0％ 38社
5.CSRを含むタイトル 0.7% 4社

2021年は「会社名+統合報告書」のタイトルが1/3程度で最大でした。また、サステナブル、バリ
ューというワードをタイトルに入れる企業が増えています。

2021

l 『日経統合報告書アワード』では、『統合報告書』の想定読者を投資家（個人・機関）を中
心としたステークホルダーとして、ESG/SDGs（非財務情報）を財務情報に包摂し企業価値を
説明する書類と捉えています。

l 平均ページ数は68ページ。100pを超える企業が40社以上で、最小12p、最大は225pでした。
l 『統合報告書』で説明している内容を要約すると下図のようになります。持続可能な社会の

実現を目指して、経営理念・取り組む社会の重要課題・課題を解決する事業・投資戦略そし
て、・取り組む経営改革について説明する構成が定形です。

統合報告書の構成・説明文脈（典型例）

05

次ページより、内容項目順に報告します。



トップメッセージ

社会の普遍価値を語る定形文になりがち
経営者が自身の言葉で語っているかが
“信望”を得られるかのポイント

『統合報告書』を体系理解する

『統合報告書』の最初のパートに記述されることが多いト
ップメッセージは、企業の責任者が顔を見せて語りかけるエ
ンゲージメント（建設的対話）のきっかけとして重要です。
定形の流れがあり、①経営環境の捉え方、②大切と捉える

社会課題③取り組む改革を提示し企業価値向上の決意表明
を結びとする構成となっています。

どの企業も社会の普遍的価値創造を表明するので、上記の
枠の要素を組み合わせた似通ったメッセージになります。だ
からこそ、経営者が自身の言葉で実直に語りかけていると感
じられるかが、信用と信頼：信望を得られるか否かに大きく
影響すると考えます。学生からは「自分で書いてなくて、専
門家が書いた文章に写真と手書き署名を添えている印象があ
る」という感想が挙げられました。「トップは最高の広報パ
ーソン」である重要性は間違いないと感じます。

トップメッセージの定形構⽂

1

2

3
*SX(サステナビリティ・トランスフォーメーション）
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マテリアリティ・重要課題

現在はESG対応を表明するフェイズ

今後は自社が捉えた社会課題を啓発するフェイズへ

マテリアリティを定義する企業は 全体の 55.2％ 160社
TOP3は、

❶気候変動（E) ❷ダイバーシティー（S) ❸ガバナンス（G)

マテリアリティは、企業会計の概念で財務に重要な影響を与える要因です。表明する160社の記
載情報をテキストマイニングした結果が下図です。文字が大きいほど記述が多頻出するワードで
す。トップ３は、気候変動、ダイバーシティー、ガバナンスで、それぞれ、E（環境）、S（社会）G
（ガバナンス）の３項目に匹敵するという明快な結果が確認されました。
現状は、ESG経営に対応している企業姿勢を投資家に表明する事が優先のフェイズと見えます。

マテリアリティの定義プロセスは、下図（左）のようにSDGsの枠組みで自社事業が対応可能な
テーマを選択することがスタンダードです。今後はSDGsの目標にとらわれず、自ら社会課題を発
見するセンスが問われると考えます。これからは、生活者がまだ意識していないアンメットニー
ズを見つけて、生活者の関心を高め新たな習慣行動を啓発するフェイズへとシフトしていくと考
えます。社会志向型のメッセージを発信する企業広報・広告は、生活者に気づきを与えて行動を
始めることを勇気づけるクリエイティブへと洗練されていくことを期待します。

マテリアリティ定義のプロセス 新しい習慣の啓発活動へ進化
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SDGs 17の⽬標

「経済」の関心が高く

「開発・地球」への取り組みは弱い

17の⽬標全てを掲げる企業が 1割
SDGs17の目標を設定する企業は240社、調査対象社の8割でした。国連は17の目標を3つのテー

マに分けています。これに当てはめると、日本企業は「経済」に関心が高い一方で、「開発・地
球」への取り組みが弱いことが見て取れます。
SDGsは、20世紀中に解決できなかった貧困・ジェンダーの課題の解決を基本としています。

欧州企業が、地球環境・貧困・水などの人間社会の持続的開発に焦点するのに対して、日本企業の
観点は経済に向いている方向性の違いを感じました。

なお、SDGs17の目標に照らし合わせて自社の取り組みを定義するのは日本企業の特徴で、海外
企業にはあまり見られないアプローチのようです。調査企業の約1割は、17の目標全てを掲げてい
ます。学生からは「全ての目標に取り組んでいますというメッセージには主体性が感じられず、嘘
っぽく聞こえる。」という感想が聞かれました。

日本企業は「経済」に
意識が集中

「社会・環境」への
意識は弱い

SDGsウエディングケーキモデル

【経済圏】

【人間社会圏】

【地球環境圏】
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経営理念と企業理念

現経営者が創業者の理念を継承する日本企業は

理念ワードが混在している

『統合報告書』を体系理解する

経営理念 4割 企業理念 3割 MVV 2割
経営理念と企業理念の違いは、経営理念は創業者の想いであり、旧来は社是・社訓・綱領など従

業員への教示的な言葉が社内に掲示されていました。対して、企業理念は現在の経営者の想いであ
り、対象は社内外のステークスホルダーとより広範囲です。企業の大規模化により社会的責任が増
大したことやホームページで経営理念を社外にも公開するようになったことから、現在では企業理
念と銘打ち広く社会に公開する企業が増えています。厳密に使い分けられてはいませんが、調査で
は、経営理念が4割、企業理念が3割でした。

ミッション・ビジョン・バリューの構造で企業理念を表明する方法は1990-2000年代に世界標準
として体系化されました。今回の調査では、2割の企業がMVVを表明しています。
MVVにはトレンドがあり、2000年代まで海外企業では、新経営者が自らの未来ビジョンを社内

外に打ち出す意義が大きく、ビジョン（V)を重視していました。2008年のリーマンショック以降、
働くことの意義を重視する傾向が強くなり、MBAで理念経営教育が進むなど、ミッション（M)重
視へとシフトしていき、現在の存在意義を起点とするパーパス経営につながっていきます。

日本企業の経営者は創業者の理念の継承者であることが前提です。そのため、創業当時の経営理
念、現在の企業理念と理念ワードが混在し社内で混乱しているケースが見られます。
そこで、日本企業独自の理念表明方法として取り入れられたのが、WAY（ウエイ）です。経営

理念・企業理念を“○○WAY”に包括して整理します。茶道・花道のように“道を探求する日本的な
道義“のニュアンスがあります。WAYを表明する企業は14社(トヨタ・アイシン・花王・ヤマハ他）、
全体の0.5割でした。
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*道義（どうぎ）：人のふみ行うべき道徳上の道筋。道理。



価値創造の表明

p 価値創造を説明するチャートを掲載 2.5割 24.8％
価値創造プロセス / 価値創造ストーリーなどの名称

気候関連財務情報開⽰タスクフォース
TCFD︓Task Force on Climate-related Financial Disclosures

*プライム市場企業を⺟数

ESGへの取り組みを具体的に報告する企業は5割

TCFD提言への賛同を表明する企業は*4割

社会共有価値の創造・CSVの進捗状況を確認しました。全体の1/4の企業が、自社がどのように
価値を創造していくかのシナリオ（道筋）を「価値創造プロセス、価値創造ストーリー」と題して
図示しています。CSR（企業の社会的責任）からCSV(共通価値の創造)へ進化している企業が増え
ていることが見て取れました。

*プライム市場企業を⺟数

p ESGに関する詳しい説明 5割 49.4％

p TCFD提⾔への賛同表明 4割 44.1％

p ROIC ⽬標数値を表明 1割 13.0％
CSV経営を実践している証としてROICの浸透度を調べました。財務目標指標にROIC（投下資

本利益率）を掲げる企業は1割。ROICは事業活動のために投じた資金を使ってどれだけ利益を生み
出したかを示す指標ですが、社会に貢献した結果として儲け（純利益）を得ているか事業ごとに社
会価値の創造力を判定していることを示します。事業ポートフォリオの組み替え、ブランド別収益
管理導入の際にROICを導入するケースが多いですが今後も進捗していくことを期待します。

ESGへの取り組みを具体的に説明する企業は半数でした。2022年4月からプライム市場上場会社
に気候変動によるリスク情報開示が実質的に義務付けられました。プライム市場に上場する企業の
4割強がTCFD提言への賛同を表明しています。今後は有価証券報告書での開示義務化も検討されて
いるので、さらに増加していくと推測します。

価値創造プロセス
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パーパスを基軸として
価値創造プロセスを説明する

企業は全体の1割程度
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“三⽅よし“を、現代にアップデートする

コラム

将来世代、地球も重要なステークホルダー

パーパスの話をする時に「三方よし」の話がよく持ち上がります。「売り手よし・買い手よし・世
間よし」の「三方よし」の理念は、売り手と買い手がともに満足するだけでなく社会貢献もできるの
がよい商売であるという江戸時代の近江商人の心得をいったもので、日本企業の経営者に浸透してい
る精神です。「うちの会社には三方よしの精神が根付いているから、あらためてパーパスを掲げる必
要性を感じない」とおっしゃる経営者の方も多いようです。

「三方よし」は全てのステークホルダーのエコシステム（生態系）が実現している状態ですが、日
本企業が今一度すべきことは、自社が捉える「三方よし」の世界観（ステークホルダーの認識）を現
代の経営環境に適合してアップデートできているかを確認することと考えます。創業当時の世界観と、
現代の世界観の間には大きなギャップが存在しているはずです。

本レポートで頻出する「SDGsのウエディングケーキモデル」に当てはめると、現代企業経営の世界
観は、売り手と買い手（経済圏・ECONOMY）と世間（人間社会圏・SOCIETY）を超えて、地球圏
（BIOSPHERE)規模に拡張しています。さらに、将来世代の時間軸を掛け合わせた4次元の宇宙観がサ
ステナブル時代の経営環境です。地球、将来世代そしてサプライチェーンをステークホルダーに加え
る「六方よし」というコンセプトも生まれています。

2014年「持続可能な開発のための世界経済人会議・WBCSD」のピーター・バッカー会長は、「今
日の世界で企業が生き抜いていくためには、地球をビジネスの外部要因としてしか見ないことはもは
や許されない。むしろ、地球は企業の本質だ。」と現代の経営環境について端的に指摘しています。

8ページで報告した通り、日本企業は「経済圏・ECONOMY」に関心が高い一方で、「人間社会
圏・SOCIETY」「地球圏・BIOSPHERE」への取り組みに弱いことが見て取れました。今後、日本
企業には、社会と地球に真摯に向かい合うグローバル・コモンセンスの観点が求められるのではな
いかと考えます。

SDGsウエディングケーキモデル

❌ 将来世代
【時間軸】



パーパスを理解する



パーパスを掲げる

創業時の理念を継承する日本企業は、

パーパスを新たにつくるのでなく

創業の想いをリマインドすればよい

パーパスを理解する

パーパスを掲げる企業は 39社 1.3割
2020年-2021年 実数ベースでは 3倍増

パーパスらしい理念を開⽰する企業は 7割
* 社会や地球を主⼈公とする実現したい未来の姿を描く理念

また、パーパスという表現を使わないが、社会や地球を主人公として実現したい未来について示
す企業は全体の7割程度あります。パーパスらしい理念を開示する企業です。
前述の通り、海外企業では現経営者が未来社会のビジョンとパーパスとを新たに描き掲げること

が多いですが、日本企業はパーパスを、創業者の想いをリマインドすることによって定義すること
ができます。新しく策定するのではなく創業時の経営理念を起点として、現在そして未来の社会環
境を捉えてアップデートするアプローチが社内そして社会からの受容性が高いと考えます。

パーパスという言葉を使い、企業理念を
示す企業は39社/290社で全体の1.3割でし
た。2021年にパーパスを掲げる企業は日本
の有力企業100社のうち10数社で1割強とい
う情報がありますので、１年間で実数ベー
ス約3倍に増加していることがわかりまし
た。
「パーパスを定義する社内活動を始動し

た、始動したい」という情報を良く聞きま
すので、パーパスを表明する企業は、今後
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かか

数年間で3割程度まで増加するのではないかと考えます。後述しますが、コーポレート・タグラ
インの使用率が約3割であることから、同程度に達するだろうという推測です。



パーパスの掲げ⽅に決まりごとはない

To be (あるべき姿）でなくBeing（あり続けたい姿)

未来社会への想いを語る

クリエイティビティとテクノロジーの力で、
世界を感動で満たす。
ソニーグーループ

未来をひらくイノベーションで
最高の安心とヨロコビをつくる。

住友ゴム⼯業

三方よし
伊藤忠商事グループ

はたらいて、笑おう
パソナ・ホールディングス

食でつなぐ、人と笑顔を。
ハウス⾷品グループ

任意抜粋

パーパスをどのように掲げるか、下記は各社のパーパスの抜粋です。簡潔にキーワードを表明す
る、社会に貢献したい想いや決意を語るなど文字数や表現方法は多様で、ルールはありません。

共通しているのは、企業ビジョンが「自社が将来どうなりたいか・あるべき姿」のTo Beを宣言
するのに対して、パーパスは、現在を起点として未来社会に想いを寄せて、世界・社会・地球を主
人公に、あり続けたい未来像を未来進行形のBeingで語ることです。

革新へのあくなき挑戦で、人々と社会に信頼と感動をもたらし、
世界中が笑顔であふれる未来を創ります。

セガサミーホールディングス

かか
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パーパスとタグラインの違い

タグラインはブランドが表明し

パーパスは企業人（ひと）から語りかける

任意抜粋

パーパスとタグライン（コーポレート・スローガンなど呼称は多様）はどう違うのか。同一に
表明する企業がありますが、パーパスそのものを広告に掲載する企業は少ないことがわかります。

パーパスは「自社は何のために存在するのか・社会においてどのような責任を果たしていくの
か」を考え抜き社内に掲げる決意のメッセージです。社会価値の創造に想いを寄せる普遍的なメッ
セージなので、他社では言えない唯一無二の言葉に尖らせることは必須ではありません。どの企業
でも言えるメッセージになりがちだからこそ、経営者が先頭に立ち、社員が顔を見せて自身の言葉
で語り、決意とパッションを伝えることが社会から信望を得るために大切です。
パーパスを社会に発信することには「この想いに共感・共鳴してくれる人、この指止まれ！」と

賛同者を募りオープンイノベーションで社会課題を解決する意義もあります。SDGsで掲げる社会課
題は、1社の強みだけでは解決できないレベルのものが多いからです。

タグラインは、企業が顧客や社会への約束を宣言するステートメントとして発します。事業ドメイ
ンや企業の独自性を連想できる簡潔なコピーを企業ロゴに併記することが多く、メッセージを表明
するのは企業ブランドです。広報・広告の多頻度機会を通じてブランド価値や市場プレゼンスを高
める、また、社外に表明することで従業員の士気を高める効果を期待して使用します。

パーパスを理解する

ネットで調べれば物事の裏側が見て取れる時代に、ソーシャルコミュニケーションの発信者は抽
象的なブランドからひとへとシフトしていくと考えます。ブランドと生活者；B2Cの関係を越えて、
企業人（中の人）が顔を見せて同じ目線で生活者に語りかけていくH2H（Human to Human)対話へ
と進化していくと期待します。企業と生活者が、お互いのパーパス（想い）を語り合い、共感・共
鳴・応援しあう関係から未来を共創していくエンゲージメントが洗練されていくことでしょう。15



パーパス語録
パーパス経営の浸透を加速したメッセージを紹介します。

「パーパスはすべてを変え結果も変える。
前進のためには、とにかくパーパスである」
2008年 P＆Gの元CMO ジム・ステンゲル氏

「マーケティングの4Pに、5つ目のPを追加したい。
それは、パーパスだ。」

2013年 フィリップ・コトラー教授

「企業にパーパスがなければ、成長は持続できない。」
2018年 ブラックロックCEO ラリー・フィンク氏

「ユニリーバは、パーパスを持ったブランドは成長する。パーパスを持った企業は
成長する。パーパスを持った人は成功する。という3つの信念に導かれています。

コロナ後の世界にパーパスはより関連性を帯びて重要になります。
私たちのパーパス主導のビジネスへのコミットが揺らぐことはありません。」

2019年 ユニリーバCEO アラン・ホープ氏

「パーパスをステークホルダーとの関係の
基盤に位置付けることが成功の鍵だ。」

2022年 ブラックロックCEO ラリー・フィンク氏
16

「CEOになって1年を振り返り、最大の成果はパーパスをつくったこと。」
2019年 ソニーCEO 吉田憲一郎氏 経営方針説明会で

「いま起きている大きな混乱、先行きが不透明な状況において
最も重要なことは、パーパスに根差し

自分たちのアイデンティティに忠実であり続けることです。」
2020年 マイクロソフトCEO サティア・ナデラ



パーパス経営

CSV

パーパスの発展史
パーパス経営の世界的な浸透の背景をESG/SDGs関連の歴史、

マーケティングとブランディングの歴史と併記することで理解します

1997
京都議定書

1987
環境と開発に関する世界委員会

「サステナビリティ」を初めて
報告書で使⽤

⽇本国内の公害問題

ESG

SDGs

Sustainable

1972 ローマクラブ
「成⻑の限界」発表

1985 無形/企業価値 32％

企業の不祥事問題が噴出

2000
MDGs 国連で採択
⽶国SOX法制定

2003年 ⽇本のCSR元年

2006
「不都合な真実」上映

2004 UNEP FI
国連環境計画
⾦融イニシアティブ

「ESGが株価評価に
与える重要性」公表

2001 ISO制定

2001 エンロン事件
2002 ⽶国SOX法制定

2006
M・ポーター
「競争優位のCSR戦略」で
CSVへの進化を記す

欧州企業がパーパスを語り始める

2006
ネスレがCSRレポートで
CSVの概念を提唱

2006 PRI提唱
機関投資家の企業価値評価
プロセスにESGを認証

1970s 20001980s 1990
商品ブランド中⼼ 企業ブランド

タグライン全盛時代

1995 無形/企業価値 65％

マーケティング1.0
製品中⼼

マーケティング2.0
消費者中⼼

マーケティング3.0
価値主導

1992
リオ地球サミット
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パーパスを理解する

CIの時代



2010

2015
SGDs 国連で採択
パリ協定
Society5.0提唱

2011年 CSV元年

2018 EUでGDPR発⾏

2020 3038社・機関が署名

2019   責任銀⾏原則PRB策定

2012- アベノミクス・ESG本格化

2017 スチュワードシップコードに
ESG考慮が明記される

2015
GPIFがPRIに署名

GPIF︓年⾦積⽴⾦管理運⽤独⽴⾏政法⼈

2009
ローマクラブ「ファクター5」
幸福の指標が、GDPからQOLへシフト

2019
カンヌ広告賞で
ソーシャルグッドがテーマに

2008
リーマンショック

2018
リオ地球サミット
「アジェンダ21」採択

2011 ウオール街を占拠せよ
株主価値優先主義に対する疑問が呈される

2018 フィンク・レター
「企業はパーパス主導でなければ⻑期的成⻑を持続できない」

資産運⽤残⾼ 2200兆円

2012年 ESG本格化

2015 無形/企業価値 87％

2019 HBR3⽉号「パーパス特集」
SONYがパーパスを表明

2019 ビジネスラウンドテーブル
「企業のパーパスに関する声明」

2018年 パーパス経営 本格化

2010-2020 ユニリーバ パーパスドリブン経営
2021 ダノンCEO解任

2008 P&GのCEO
ジム・ステンゲルが
取材時にパーパスに⾔及

2009 サイモン・シネック
WHYから始めよ

2011 M・ポーター
CSV概念の確⽴

2022
カンヌ広告賞で
持続可能性がテーマに

2022
カンヌ広告賞で
パーパスがテーマに

2022
パーパス表明 40社
有⼒企業の1.3割

2020 2025
企業ブランド中⼼ パーパス・オリエンテッド/理念経営

2020
パーパス表明
20社

マーケティング3.0
価値主導

マーケティング4.0
⾃⼰実現・⼈間中⼼

マーケティング5.0
H2H・想い/共感の循環

1970年代：先進国の経済市場が成長、企業は大量生産により引き起こる公害問題に配慮する。
1980年代：消費者中心の社会となり、消費者からの社会問題提議が増えていく。

「サステナビリティ（持続的開発）」のコンセプトが生まれる。（1987）
1990年代：国内外で企業の不祥事が噴出。CSR（企業社会的責任）活動につながっていく。
2000年代：企業のガバナンスが問われ、CSV（社会共有価値創造）への進化が始まる。

個別製品ブランドから企業ブランドを軸とするマーケティングにシフトしていく。
2010年代：ESGが本格化、ミッション重視のパーパス経営の実践が始まります。
2020年代：ESG/SDGs対応が経営命題と認識され、パーパス経営が本格化。
2022年～ パーパス経営 ‒ H2Hマーケティング ‒ ソーシャルコミュニケーションが連携されていく。
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ESG・パーパス関連企業広告の進捗

ESG・パーパス関連の企業広告は

前年比、1.6倍増加している
今後は、事業ブランドを題材とする企業広告が増えていく？

企業広告で訴求している内容｜現在
❶ 主⼒の商品・ブランドを中⼼に据えて企業姿勢や技術⼒を紹介 42.5％
❷ 経営理念を紹介する広告 41.0％

❸ ⾃社の社会との有意義な関係性（パーパス）を伝える広告 35.1％

企業広告で訴求したい内容｜今後
❶ 新製品・戦略商品の訴求 55.0％
❷ 経営理念やブランドの世界観の訴求 53.7％

❸ パーパス（⾃社の社会的な存在意義）の訴求 44.2％

❹ ESG課題への対応の訴求 36.4％

出所｜『広告主動態調査2022年版』⽇経広告研究所 n=134

日経広告研究所が2022年に実施した『広告主動態調査2022年版』によると、広告宣伝費の
2割程度（18.6％）が、企業広告に投下されています。また、日本経済新聞社によると 2022年現在
「ESG・パーパス関連の新聞広告（15段以上の出稿）」は、毎月50件程度出稿されており、前年度
から160％以上伸長しているそうです。

下記は『広告主動態調査』で 134社から回答を得た集計です。企業広告で訴求している上位3項目
に「経営理念を紹介する広告」「パーパスを伝える広告」が挙がり、3-4割の企業が訴求していま
す。

今後、企業広告で訴求したい上位3項目にも「経営理念の訴求」「パーパスの訴求」がランキング
されており、上記（現在）よりも高い数値ですので、ESG・パーパス関連の企業広告は引き続き伸
長していくと推測できます。企業広告で新製品・戦略商品を訴求したい意向がトップですので、今
後の企業広告はイメージ訴求から、具体的な事業やブランドを題材として自社が表明する未来社会
のビジョンを生活者が認識できる様に具体的に描き伝えるクリエイティブへと洗練されていくと期
待します。
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パーパスを理解する



ソーシャルコミュニケーション

のこれから



ソーシャルコミュニケーションの重要性

下図は『SDGsウエディングケーキモデル』レジリエンス研究所 ヨハン・ロックストローム博士を、
参照して作成しました。現在の経営環境は「市場経済・Economy」「人間社会・Society」「地球環
境 Biosphere」の３圏層に多層化しています。旧来は、財務情報から事業の「経済価値」を捉える
ことで企業価値を評価することができましたが、サステナビリティの浸透に伴い企業価値の評価軸
に「社会価値」と「環境価値」が加わりました。有価証券報告書、アニュアルレポートの財務情報
のみでは十分でなくなり、『CSRレポート』『環境報告書』で公開する非財務情報を統合して報告
する書類が『統合報告書』です。

パーパスを基軸とする対話・エンゲージメントで

経営環境の三項対立を解消し

2つの経営命題（企業価値と存在意義）を実現する

世界最大の資産運用会社・ブラックロック（米）のラリー・フィンクCEOが、2018年年頭に世界
の有力企業のCEO宛に送った書簡「フィンク・レター」に「企業が継続的に発展していくために
は、すべての企業は優れた業績のみならず、社会にいかに貢献していくかを示さなくてはならない」
と記述しています。ソーシャルコミュニケーションの意義と必要性を端的に言い表しています。
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ソーシャルコミュニケーションのこれから

企業自体が持続経営するために実現しなくてはならない経営命題も２つとなりました。命題❶は、
企業評価者との対話で企業価値を向上すること。命題❷は、生活者との対話で事業の社会的な存在
意義について社会のコンセンサスを形成すること。いずれも「建設的な対話：エンゲージメントに
により応援される企業になること」が鍵です。パーパスを基軸に据えることで企業メッセージの社
会受容性が高まり、地球環境と人間社会に配慮した事業によって持続可能な社会の実現に貢献し、
且つ、収益を上げていることを矛盾なく伝えることが容易となります。



『統合報告書』には
社会共有価値創造・CSVを物語る筋書きがある
未来ビジョンを具現化するクリエイティビティで社会の対話を促す

パーパスを基軸とする「⾻太な未来物語」は、社会受容性が⾼い

パーパスを基軸に⾻太な物語を描く

下図は前述した、価値創造の道筋を図示説明する「価値創造プロセス」の典型的な構成例です。
基本構成は、①経営理念（どのような想いから）、②マテリアリティ（どのような社会課題を重要と
捉えて）、③事業ポートフォリオ・投資戦略・ブランド（どのような事業・ブランドで取り組むの
か）、そして、どのような未来社会を実現しようとしているのかの流れとなっています。
パーパスを基軸に据えることで、変化が速く大きいVUCAの時代においても、ぶれることなく経営

を持続している骨太な物語が伝わり、生活者から共感と共鳴、信望を得やすくなります。

⽣活者が、より良い未来を実感し、信じることができるようにクリエイティビティでサポートする

企業広告で生活者と対話するには、上記の文脈は抽象的ですし理解するには難しすぎます。生活
者が知りたいのは「自分達の未来がどうなるかの具体的なイメージ（姿）」です。学生からは「借
りてきた画像や動画での曖昧なイメージが多い」という感想が聞かれました。統合報告書に描いた
未来社会のビジョンを実感できるレベルにまで解像度を高めて、生活者が「明日は今日よりもきっ
と良い日」と信じることができるようにサポートするクリエイティビティの発揮が求められます。
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社内のサイロ化に課題が

出所｜『広告主動態調査2022年版』⽇経広告研究所 n=242

広告宣伝部が密接に連携している部署は、
❶マーケティング ❷販売促進 ❸広報

連携が弱い部署は、
①IR ②経営企画 ③顧客管理

日経広告研究所が実施した『広告主動態調査2022年版』（n=242社）から、ソーシャルコミュニ
ケーションを行う際の課題のひとつとして社内組織のサイロ化が見えてきました。
広告宣伝部が密接に連携しているのは、マーケティング、販売・営業促進が6割強で2トップ。次

いで、広報と営業が4割強と、売り上げをつくる関連部門との連携は強いが『統合報告書』を編纂す
る経営企画、IR部門との連携は弱いことがわかりました。経営トップとの連携は4割で半数未満です。

21ページで前述したように現代企業の持続経営のためには、２つの経営命題、❶経営企画・IR部
門と連携する企業価値の向上、❷広報部門と連携する存在意義の社会コンセンサス形成が必須です。
トップマネジメントのリーダーシップの元、広告部門が関連する部門との密接な連携を主導するこ
と。社外に発信する企業メッセージを統合マネジメントする体制（人員・予算・権限）を構築するこ
とが肝要と考えます。

広告部門が企業広告をリードしますが、本来、企業の存在意義は自社が一方的に決めて生活者に
伝えるべきではなく、生活者からの反応を伺いつつパーパスの適時性をマネジメントすることが肝要
です。広告部門は、企業メッセージの発信に留まらず、生活者の声を聞き適時社内にフィードバック
する使命も担うべきと考えます。
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ソーシャルコミュニケーションの重要性
【産業別⽐較】

出所｜『広告主動態調査2022年版』⽇経広告研究所 n=242

社会との共感形成に
輸送・物流、ファッション産業は関心が高い

SDGsテーマへの関心は全体の2割で伸長はこれから

社会から共感を得るメッセージの重要性は全体の4割弱が認識している。輸送・物流は、配
送時の二酸化炭素の排出量問題、ファッションは、廃棄ロス問題やエシカル消費など顕在して
いる社会課題があるために関心が大きいと思われます。

社会から共感を得るメッセージの重要性
全体 36.4％
❶輸送・物流 75.0％
❷ファッション 63.6％

❸家庭⽤品・レジャー 60.0％
❹エネルギー・素材 55.6％
❺化粧品・トイレタリー 50.0％

SDGsなど社会的課題・テーマの重要性
全体 20.2％
❶電気機器・AV機器 37.5％
❷ファッション 36.4％

❸エネルギー・素材 33.3％
❹建設・住宅設備 31.3％
❺商社・流通・⼩売業 29.0％

「重要である」回答 TOPボックス％

SDGsをテーマとするメッセージ発信の重要性を捉える企業は全体の2割。電気機器・AV
機器、ファッション、エネルギー・素材、建設・住宅設備で関心の高まりが見られますが、
3-4割程度と未だ低く収まっています。
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2021年からは研究対象に小学生を加えて、アルファ
世代に現われ始めているミライの姿を洞察しています。
私たちは研究を自身の学習のためではなく社会に好影
響のある何かを為すことと捉えており、多くの企業様
からご支援いただく研究活動をホームページ・SNS・
学会・セミナーなどの機会で公開しています。
2019年より公益社団法人日本マーケティング協会の
ご支援をいただき産学協同で未来社会の姿を描く「ミ
ライ・マーケティング研究会」を定期的に開催してい
ます。

KOGOMA SEMINAR
産業能率大学 小々馬敦ゼミ 産学連携研究活動の紹介

小々馬ゼミは経営学部マーケティング学科に所
属し、次世代の社会を支えるZ世代の価値観と行
動研究を通じて未来社会の姿を予想し、「ミライ
のマーケティングのありたい姿」を社会に提言し
ています。2015年『2020マーケティングはこう
変わる』, 2016年に続編『2025マーケティング
はこう変わる』を出版。本研究は2016年日本広
告学会 クリエイティブフォーラム【学生の部】
で「今後最も期待できる発表」《金賞》の評価を
いただきました。

出 版

調査レポート

研究報告

2015年 2016年 2017年
フリー・マガジン

SHIBUYA109で無料配布

2017年 2018年 2019年

日本広告学会
マーケティング
サイエンス学会
日経広告研究所報

InterBEE
AdvertisingWeekAsia
ミライテレビ推進会議
日本マーケティング協会

2018年11月「InterBEE CONNECTED 幕張メッセ」

2019年3月「AgeMi！マーケ！2030」
産学協同カンファレンス開催

於/産業能率大学 自由が丘キャンパス

2019年8月より
公益社団 法人日本マーケティング協会と共同開催
「ミライ・マーケティング研究会」
2020年よりオンラインで開催中

2020年

上記、研究レポートをゼミのHPでダウンロードいただけます
ホームページ https://www.kogoma-brand.com/
研究レポート https://www.kogoma-brand.com/report/

2021年

25



謝 辞

最後までお読みいただきありがとうございます。レポート作成のきっかけは、昨年（2021年）に日
経広告研究所様より「ESG経営と広告コミュニケーション・プロジェクト」の研究員を拝命したことで
した。同研究所に広告主企業から「経営からESG/SDGsに関するメッセージを広告で扱うように指示が
あるが、どのように発信すべきかの指針が欲しい」と要望が多く寄せられていることを知りました。
私は大学で広告の背景にある事業戦略を解説する授業を担当していますが、広告を見ていても記憶し
ていない傾向が強い学生達に、コーポレートページから『統合報告書』を引用し、企業理念について解
説すると、その企業の想いや姿勢に共感と共鳴が芽生えて、当該企業の広告への関与が高まることに気
付きました。ソーシャルコミュニケーションで語るべき筋書きは『統合報告書』の中に揃っているので
はないかと前提を置き『日経統合報告書アワード2021』のエントリー企業（290社）を母集団として調
査することを思いつきました。企業が発信する社会志向型メッセージの傾向に関して企業広報・広告の
実務者の方々に報告し実務に役立ていただきたい。そんな気持ちでゼミ学生とともに作成しました。

日経広告研究所の北村裕一専務理事、村上拓也様には『広告主動態調査2022年版』他の資料を共有い
ただき感謝しています。Advertising Week Asia事務局の頼英夫様、笠松良彦様、吉井陽交様には、
AWA2022のセッションでの調査報告機会をいただき嬉しい限りです。ありがとうございます。笠松様に
は著書『理念と利益』をゼミ学生に提供いただきました。調査の事前にパーパスに関する理解を深める
ことができたため調査分析が捗りました。学生の報告会にも参加いただきレポート作成のご指南をいた
だけたことは、たいへん有り難かったです。
そして、ゼミの学生諸君に感謝します。100ページにも及ぶ統合報告書を時間を掛けて何冊も精読し
多くの洞察を示してくれました。卒業生の中野さやかさん（1期生）、齊藤有紗さん（5期生）も業務で
多様の中、諸々サポートしてくれました。ありがとう！
最後に、日頃よりゼミの研究活動を支援してくださる皆様に心から感謝申し上げます。

今年は1972年にローマクラブが「地球の成長の限界」を発表してからちょうど半世紀、1992年のリ
オ地球サミットから30年目の年です。2022年が、パーパス・オリエンテッドなソーシャルコミュニケー
ションが社会の当たり前になる節目の年となることを切に願います。

2022年6月 小々馬 敦

産業能率大学 小々馬ゼミ 7期生 4年生 22名
・青木美都 ・阿部優生 ・池田悠人 ・岩下怜亜 ・大場友梨香 ・大森良萌 ・小川綺花
・梶原優衣 ・加藤優那 ・川瀬杏奈 ・黒相茉里 ・佐藤由紀美 ・清水みのり ・進藤ほのか
・砂川俊輔 ・竹下莉音 ・刀根菜々子 ・冨川詩音 ・野村音々 ・橋本翼 ・室井鈴音 ・森雅乃子

8期生 3年生 19名
・安達ののか ・石川颯人 ・内野菜々美 ・遠藤千乃 ・岡本春菜 ・小澤星翔 ・金井彩香
・金山幸貴 ・熊谷侑華 ・栗田梨音 ・佐藤蘭 ・田島怜奈 ・辻﨑美優 ・萩谷祥太
・長谷川香乃 ・波多野由奈・東浦利紗 ・平仲綾沙 ・渡部琴音

2022年をパーパス・オリエンテッドな
ソーシャルコミュニケーション躍動の年に！
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