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リーダーに求められるのは、     「パーパス」と「未来を読む力」。

齊藤三希子

3

していくことがなにか大きな事を成し遂げるための道筋だと考

え、SMOでは、パーパスと未来洞察の両軸でリーダーや経営者

の方々にブランディングの提案をしています。

経営にもますます先端科学が導入され、AIのような人間以外に

託すことができる部分も増え、精度が高い合理的な判断ができ

る素地は整いました。つまり、似た境遇の企業であれば、成功す

る確率はほぼ等しくなってきているのです。しかし、それだけで

は、一時的に成功をつかめるかもしれませんが、本質的な差別化

が困難となり、結果として長く繁栄し続けることが難しくなるの

です。その解決策として“合理的と思える判断”を超えた、別な判

断基準を持っているかどうかが鍵になります。それは「そもそもそ

の企業がなぜ存在するのか」というwhyに対する答え（我々のいう

パーパス）をきちんと持ち、それに則って判断や実行をするかどうか

です。本誌では「パーパス」に関するSMO独自調査を行い、パー

パスが経営に資するかについて検証を行いました。その内容は

P.8でご覧いただけます。

さらには、想定外のことが日々起こる今、組織のリーダーには、

未来を読む力が求められます。それも、これまでのように、過去

と現在の延長線上にある未来ではなく、ジャンプした先の未来

を読む力が必要です。SMOでは、予測できない未来を洞察して

います。そのプロセスと読み物としてのシナリオをご紹介してい

ます（P.14）。また、我々の師でもあり、一橋大学で未来洞察の研究

をされている鷲田先生にご登場いただき、未来洞察の重要性に

ついて語っていただきました（P.12）。今回は、リーダーに向けて

「パーパスと未来を読む力」をテーマにTOKYO2019をつくりま

した。お役に立てれば幸いです。

昨日のことがもう古くなっていることもある。しかし、10年先でも

変わらないことがあります。変わることを考えることは重要です。

そして、変わらないことを考えることはもっと重要です。変わらな

いこととは、自分たちが信じていることです。それを考えること

で、自分や組織がすべきことが明確になります。この辺りの重要

性は、ピョートルさんやサイモンさんのインタビューでも明らかに

なっています（P.4、P.10）。SMOでは、それを「Purpose（パーパス）」と

呼んでいます。日本語に訳すと「存在理由」や「志」といえるでしょ

うか。パーパスをしっかりと持った上で、未来を読み、自分ごとに
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青山 ： ピョートルさんは、Googleなどのグローバル企業において、人

材開発や組織開発、リーダーシップ開発などの分野でご活躍されまし

た。そして、独立後は国内外の企業を相手にイノベーションを起こす文

化づくりを支援されています。ピョートルさんがそれに取り組む理由を

お聞かせください。　

ピョートル ： 私のミッションは「誰でも自己実現できる社会を作ること」

です。それについて具体的にお話しする前に、私のバックグラウンドを説

明させていただきましょう。私は、冷戦の真っ只中、共産主義のポーラン

ドで生まれました。共産主義の体制下ではすべての人が平等に扱われ

ます。つまり、仕事でいくら頑張ろうと収入は増えませんが、仕事には確

実にありつけますし、それをこなしてさえいれば暮らしは守られます。そ

れが、私が中学生の頃、資本主義の考え方が入ってきて、街には失業者

が溢れるようになりました。私の二人の兄も仕事を失いました。そして、

その結果、一人はアルコール中毒で亡くなったのです。確かに、共産主

義には無理がある。でも、資本主義が完全無欠だとも思えません。会社

というものは、人が幸せに生きることをサポートする存在となるべきな

のに、資本家や経営者が、会社で働く人の人生を考えないのはおかしい

じゃないですか。私はこの考え方を世の中に広めたい。だからこそ、働く

意味や、会社が存在する意義を問いかけ続けているのです。　

青山 ： それには大変共感します。我々、SMOは、ブランディングとイノ

ベーションを支援するコンサルティングファームであり、まさに企業の存

在理由＝パーパスを明確にすることに重きを置いています。　

ピョートル ： 素晴らしい。ブランディングというと、とかく可愛いロゴを

作りましょうとか、ウェブサイトを構築しましょうとか、パッケージに焦点

が当たりがちですが、それはブランディングの本質ではない。デザイン

性は大切だと思うけど、おっしゃるとおり、ペンキを塗っただけの仕事に

なりがち。結局、組織開発・・・僕は人事という言葉が大嫌いなんだけど、

人事＝規則を作ろう、働き方改革を進めよう、給料はこうしようとか、ア

ドミニ的なやり方は僕は賛同しかねる。結局、ブランディングというの

は、社内と社外にどんなコアがあって、会社がなんのために存在してい

て、その存在価値を社内と社外の人間が理解することが重要。そうする

と、会社は枠じゃなくて軸になっていく。その軸にどれだけ近づきたいか

は人による。たとえば会社の商品を買いたいか、イベントに参加したい

か、ボランティアで何かやりたいか、コミュニティに所属したいか、副業

で働きたいか、社員になりたいか、投資家になりたいかは人それぞれで

すが、きれいな軸がないと人は集まってこない。たとえばAirbnbや

UberとかFacebookとかGoogleのような会社だと、すごく会社に魅

力を感じている人たちがいて、会社のために無理や譲歩する。　

青山 ： コアとか軸とか、我々の言葉だとパーパスとか、中心に大切なも

のを浮き立たせないといけない。　

ピョートル ： 働く個人が活躍できる環境を整えれば、結果として会社の

生産性は高まる。だから、会社の都合で個人を変えるのではなく、個人

が活躍できる環境を作るために会社が変わらなくてはいけないのです。

青山 ： 企業のあり方から考える良いタイミングかもしれません。　

ピョートル ： そうです。ちなみに、私は社員たちに「やりたいことがある

ならどんどんやって」と言っています。たとえば、社員が本を出したいな

ら出せばいい。NPO法人を立ち上げたければやればいい。そして、その

ワークスタイルも十人十色であっていいと思っています。リスクをとりた

くなければ、給料をもらいながら副業的に取り組めばいいでしょうし、リ

スクをとっても構わないのなら会社を辞めて、その活動に専念すればい

いでしょう。私が考える会社とはタレント事務所のようなもの。会社は、

個人の自己実現を後押しする存在になるべきです。先ほどあげた

Googleなどの軸のある企業に人が集まっているのは、それが実現され

ているからに他なりません。　

青山 ： 聞いているだけでわくわくします。ピョートルさんのおっしゃる

ワークスタイルは、日本の企業にも導入できるものでしょうか。

ピョートル ： 導入しないと、これからは生き残れないでしょう。今年、働

き方改革関連法が施行されて、一部の職種を除き、時間外労働の上限

が月45時間、年360時間と規定されます。そうなると、会社も個人も、自

分の「ギブ」と「テイク」を再定義する必要に迫られます。自分は世界にど

んな価値を与えたいのか。世界から何を提供してもらいたいのか。それ

を考えなければ仕事になりません。誤解を恐れずに申し上げると、私は

社員の労働時間そのものには興味がないんです。できることなら、なる

べく働かないでほしい。1ヶ月160時間の価値を1時間で出せるなら、そ

の方がいいと思っています。その代わり、給料は１ヶ月分を支払います

よ。だって、考えてみてください。会社の売り上げを10倍にするコツを教

えてもらうのに10時間かかろうと、1時間で終わろうと、得られる価値は

等しいのだから、同じ金額を払って当然でしょう？　それから、日本人は

“頑張ります依存症”に陥りがちです。それでいて、頑張るとはどういうこ

とかを訊ねられると、説明できない人が多い。答えはシンプルですよ。結

果を出せばいいんです。そのためにはどうするか。物事の優先順位を

しっかり見極めることです。時間を有効活用するためには、to doリスト

ではなく、not to doリストを作ったほうが賢明だと私は思いますね。　

青山 ： なるほど。では、最後の質問です。優れたリーダーに共通する特

徴はありますか？　

ピョートル ： 何はともあれ、彼らは、私が先ほど申し上げた「ギブ・アン

ド・テイク」のバランスをきちんと保っています。。そのバランスが決まる

と、日々の行動には無駄がなくなります。たとえば、朝、何を着ていくか

悩むのは決して悪いことではありませんが、それには1ヶ月で2，3時間

が使われている。その時間をビジネスパートナーとの会食に充てれば新

たな価値を生み出せるでしょう。詰まるところ、何がインパクトをもたら

すのかをわきまえているんですね。そして、確かなのは、成功する人は

「やる人」であるということです。わからないけどやってみる。この姿勢が

あるかどうかに尽きます。今、求められるのは、変化を恐れてぬるま湯に

浸かる“ゆでガエル”ではなく、ゼロから1を創り出し、世界を変える“ア

ルケミスト”。窮屈な枠を飛び出して、楽しんだものが勝つ世界がもうそ

こまでやってきています。リーダーの方には、変化を乗りこなし、ぜひ楽

しんでいただきたいですね。
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Piotr Feliks Grzywacz

ピョートル・フェリクス・グジバチ　Piotr Feliks Grzywacz
プロノイア・グループ株式会社、代表取締役。ポーランド生まれ。ドイツ、オランダ、アメリカで暮らした後、2000年に来日。2002年よりベルリッツにてグローバルビジネスソリューション部門

アジアパシフィック責任者を経て、2006年よりモルガン・スタンレーにてラーニング& ディベロップメントヴァイスプレジデント、2011年よりグーグルにて、アジアパシフィックでのピープル

ディベロップメント、さらに2014年からは、グローバルでのラーニング・ストラテジーに携わり、人材育成と組織開発、リーダーシップ開発などの分野で活躍。現在は、独立して2社を経営。プ

ロノイア社では、国内外のさまざまな企業の戦略、イノベーション、管理職育成、組織開発のコンサルティングを行う。2社目のモティファイは新しい働き方といい会社づくりを支援する人事ソ

フトベンチャー。多国籍なメンバーやパートナーとともに、グローバルでサービスを展開している。日本在住16年。合気道や禅にも詳しい。

ピョートル・フェリクス・グジバチ　Piotr Feliks Grzywacz
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「働き方改革」 という言葉だけが一人歩きしているように見える
日本のビジネス社会。これからの働き方、組織づくりについて、
Googleを始めとするイノベーションを起こし続ける企業を支援する
ピョートル・フェリクス・グジバチさんにお聞きしました。

インタビュー ： 青山永 （SMO） 
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「パーパス・ブランディング」
というムーブメント
2008年 「Association of National Advertisers」 のカンファレンスで、

P&Gのグローバル・マーケティング・オフィサーのジム・ステンゲルが、

P&Gの社員としては最後の基調講演を行いました。

彼はP&Gにいた25年間で自身が学んだ最も重要な5つのことを伝授しました。

その5番目、最後の締めくくりとして彼は、ブランドには 「パーパス」 が必要だと語りました。

これを機に 「パーパス・ブランディング（purpose based branding）」 のムーブメントが加速したといえましょう。

彼によれば 「ブランドにおける、あらゆるインタラクションから起こる体験は、

すべてブランドのパーパスにたどり着く」 としています。

パーパスとは何か    
ビジネスにおけるパーパスの定義を明確にしましょう。   

英語の辞書を引けば大きく２つの意味が載っています。第

1は「目的」と「狙い」です。日本語に訳す時、最も多い意味

でしょう。第2が「a reason for which something exists」

つまりなぜ存在するのかという理由を示しています。企業

やブランドのパーパスについて話す場合、この意味合いが

多分に含まれています。さらに、辞書には載っていない第3

の意味合いがあります。2年前ハーバード大学にてパーパ

スについて講演をしたマーク・ザッカーバーグは  

「Purpose is that feeling that you are a part of some- 

thing bigger than yourself, that you are needed, 

that you have something better ahead to work for. 

Purpose is what creates true happiness.」と語りまし

た。つまり、目的、存在理由に加え、日本語で言うならば「志」

や「大義」のような意味合いも含んでいるのです。

ライドシェアのベンチャー企業における盛衰   
2008年、とあるテクノロジー会議参加のためパリに滞在し

ていたトラヴィス・カラニックとギャレット・キャンプはタク

シーを捕まえるのに苦労した経験から、リムジンを呼ぶア

プリを考案しました。これがライド・シェア配車アプリUber

の始まりです。Uberはスマ－トフォン普及の波に乗って勢

いを増し、ビジネスを拡大し続けますが、その順調なライド

にも終わりが訪れます。#MeTooのムーブメントがピーク

の2017年、Uberの元女性社員は、パワハラとセクハラが

多発する同社の文化を告発します。それから数ヶ月のうち

に、経営陣にも及ぶUberの企業文化についてのネガティ

ブな情報が次々と出回り、自社サービスを使うCEOとドラ

イバーとの口論ビデオまでもがSNS内で拡散、炎上。この一

連の動きで#DeleteUber運動が加速し、ユーザー離れは

深刻化、その夏にはCEOが辞任、経営陣の交代に至ります。

ホームシェアのベンチャーが
起こしたムーブメント    
Uberが生まれる1年前、サンフランシスコで大規模なデザ

インイベントが開催されることになり、市内の宿泊供給が

足りなくなることに目をつけた20代のジョー・ゲビアとブ

ライアン・チェスキーは、自分達のリビングにエアベッドを

置き、部屋を貸し出すというアイディアを思いつき、

airbedandbreakfast.comという簡易なウェブサイトを

立ち上げます。これがAirbnbの始まりです。

この体験をビジネスとして具体化していくため、彼らは

Airbnbに明確なパーパスを注ぎ込みます。彼らの当時の

投資家向けプレゼン資料には、Airbnbは

1. 家をシェアすることでお金が稼げる

2. 旅行者のお金の節約になる

3. 街とのローカルなつながりを作り文化を共有する

という３つを可能にすると書かれています。1.と2.が提供

価値であることは明らかですが、注目すべきは、社会的な

存在理由といえる3.が同列に掲げられていることにありま

す。Airbnbは、ホスト、ゲストそして社員のために、毎年

Airbnb Openというイベントを開催し、Airbnbコミュニ

ティで積極的な活動をしているエバンジェリスト達に対し

て、新サービスの発表、トークやパフォーマンスなどを行っ

ています。彼らと共にAirbnbは１億５千万人以上のゲス

トを抱えるに至るまで成長し、現在は宿泊以外の価値も提

供しています。例えば、Airbnb Experienceは現地に暮ら

す人が企画したアクティビティーをゲストが体験できる

サービスで、彼らの「文化を共有する」というパーパスに

マッチする新たな提供価値なのです。

パーパスの重要性 
UberとAirbnbは共にシェアリング・エコノミーの象徴と

いえましょう。同じようなビジネスモデルを持ち、同じよう

なシェア系のベンチャー企業特有の課題を抱えた両社で

すが、Uberはスキャンダルが続き、結果的に経営陣の交

代を招くことにつながり、一方でAirbnbは着実に支持者

ベースを拡大し、自社ブランドを成長させることができま

した。両社の運命は何によって分かれたのか、それはパー

パスの顕在化にあったと言えましょう。Uberは一つのアイ

ディアで成長したが、Airbnbにはアイディアのみならず、

明確なパーパスが中心に据えられているのです。この二つ

の会社の話から、組織が新たなことを成し遂げ、さらにそ

の勢いを持続させるためにパーパスがいかに重要かを学

ぶことができるでしょう。明確なパーパスは、成長期にはも

ちろんのこと、危機的状況下においても、健全な企業文化

を形成させ、組織の迷走を防ぎ、関わる人々を団結させる

大事な役割を持っています。マーク・ザッカーバーグは前述

の講演でFacebookがまだ成長途中であった時期におけ

る大企業からの買収オファーを振り返って、この考え方に

基づくような発言をしています。「自分以外はほぼ全員が

買収賛成派だったよ。志の高いパーパスもない小さなベ

ンチャー企業にとっては、夢の実現に思えたからね。この

件で社内は分裂し、激しい議論の末、私の顧問でさえ、私

が買収にイエスと言わなかったら一生後悔するとまで言っ

の繋がりを創生すること」というキー・コンセプトを据えま

す。それではこの枠組みの中でのいくつかの取り組みを見

てみましょう。

パーパスを元に店舗をリ・デザインする     
まず、体験が中心となったリテールの環境を反映すべく、

Appleは彼らの店舗を「アップル“ストア”」と呼ぶことをや

め、「力となる人の繋がりを創生する」コンセプトから着想

を得て、正式に「アップルタウンスクエア（人が集う場）」と

呼ぶことにしています。そして、パーパスを元に空間を再

設計します。アップルタウンスクエアの戦略は次のような5

つのハードウェア機能に例えられます。

1. プラザ
　誰もがリラックスしたり
　友人と交流できるような開放的な空間

2.フォーラム
　お客様が他の人と創造、コラボ、コネクトできる場所

3.ボードルーム
　地元の起業家とアプリ開発者が学習・共有できる場所

4.ジーニアスグローブ
　カスタマーサービスを提供する場所

5.アヴェニュー 
　最新の商品やサービスを紹介するコーナー

注目すべき点は、5つのうち買い物に関連する項目は1つ

のみで、残りはすべて人々の繋がりに焦点が当てられてい

ることです。この戦略の素晴らしい点は小売の環境変化に

適合しているだけでなく、コンセプトである「力となる人の

繋がりを創生する」にも対応しているところにあります。

Appleはハードだけでなくソフトウェアも有名です。アップ

ルタウンスクエアでも同様に、5つの特徴をハードウェアに

なぞらえる一方で、ソフトウェアとして、タウンスクエア内

の設備を生かした、音楽、写真、ビデオ制作、アート、アプリ

開発の様々なセッションで成る体験プログラムの「Today 

at Apple」を展開します。子供連れの家族、起業家、教育

者、だれでも毎日無料で参加でき、実際に様々な年齢や

バックグラウンドの人々が訪れています。このように、アッ

プルタウンスクエアはソフトウェアにおいても、コンセプト

である「力となる人の繋がりを創生すること」に徹してお

り、そして核となるパーパス「Enriching Lives」にもリン

クしているのです。

さらに興味深いのは、このリテールの戦略がパーパスと関

係性の強い価値観や信念からも影響を受けている点で

す。Appleの重要な信念の一つは、スティーブ・ジョブズの

「テクノロジーは単体では十分でない。テクノロジーがリベ

ラルアーツや人文科学と融合してこそ、胸を高鳴らせるよ

うな結果を生み出す。それはAppleのDNAに刻まれてい

る。」という言葉に集約されています。アップルストアには

当初からGeniusというスタッフがいて、お客様の問題や

課題を解決するための技術エキスパート役を担っていま

すが、戦略を再考する際、Geniusが信念に矛盾しているこ

とに気づくのです。それはGeniusがテクノロジー要素に

偏っていて、リベラルアーツ要素に欠けているということで

す。これを正すため、AppleはGeniusのテクノロジーに対

抗するリベラルアーツ部門として、アートに精通する

Creative Proという新たな役職を導入します。

この事例から、同社がパーパスと価値観を基盤に、店舗の

名称やコンセプト、そして人材戦略まで、あらゆる要素を組

み合わせ、どのようにして次のリテールの構図を描こうと

しているかを垣間見ることができます。

グローバルな潮流     
PwC（プライスウォーターハウスクーパース）は2年前チー

フ・パーパス・オフィサーを設置しました。日本でも今年開

催されたサステナブル・ブランド国際会議などのビジネス

カンファレンスの多くで、パーパスがメインテーマとして取

り上げられています。そのような中、とても印象的な出来事

は、昨年、世界最大の資産運用会社BlackRockの社長ラ

リー・フィンクが日本企業400社以上を含む投資先にある

手紙を送ったことです。その手紙の題名は「A Sense of 

Purpose」です。彼は、今後企業にパーパスがなければ、

長期的な成長を持続できないと強く訴えました。これら一

連の出来事から見ると、いま世界的にパーパスはスポット

ライトの中心にあるといえるでしょう。しかし、パーパスは

決して全く新しい概念ではありません。『ビジョナリー・カン

パニー』の著者ジム・コリンズを始め、マーケティングの権

威コトラーも長年パーパスの重要性を訴えてきました。あ

らゆる企業や経営者はパーパスの重要性を再認識しただ

けなのかもしれません。

最後に冒頭のP&Gの話に戻りましょう。講演の終盤ジム・

ステンゲルは、今後パーパス・ブランディングが持続的成

長をするための唯一の方法であると断言しています。かつ

てないほど不確実性の高まる現在において、10年前のこ

の言葉は完璧に当てはまっているのではないでしょうか。

たんだ。そうして、自分以外の経営陣は一年以内に全員

去って行ってしまったんだ。」　パーパスは組織に方向感

覚を与えるものです。明確なパーパスを持ち、そのパーパ

スにコミットすることは、組織が針路からそれてしまう可能

性を抑え、長期的に成功していく可能性を高めるといえま

す。例えるなら、パーパスは北極星であり、組織内の人々が

常々それを目指すことで、それずに目的地に到達すること

ができるのです。

最大の商品である“アップルストア”を
どうアップグレードするか   
優れている企業は常に自らのパーパスを確認し、戦略と計

画を立案します。そしてパーパスに基づいて、常に変化す

る環境の中で、自分達を見失うことなく位置づけているの

です。それでは、企業がそのパーパスに忠実であり続けな

がら、マーケットのニーズに応じた戦略を立てていくには

どうしたら良いのでしょうか？ Appleのリテール部門の戦

略を事例として紹介しましょう。Appleは、Eコマースやオ

ンデマンド・デリバリーの台頭で、かつては商品の販売が

主であったのが、今では魅力的な体験の提供が中心となり

つつあるリテール業界の目まぐるしい変化に対して、

2014年Burberryの社長であったアンジェラ・アーレンツ

を招いて小売戦略の大規模な変革に着手します。

Appleは、新しい小売戦略の始発点に「Enriching lives

（生活を豊かにすること）」という同社の中核をなすパーパ

スを、そしてそのパーパスを実現するために「力となる人
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調  査  名 ： ビジネスパーソンにおける「パーパス・経営理念」意識および就労への影響に関する調査　　分析方法 ： 就労動機に係わる意識項目を多数用意し、相関分析を行うと共に因子分析を実施。「パーパス」「インセンティ
ブ」「ステータス」などの因子を抽出後、それをセグメント軸としてクラスター分類を行い“パーパス”クラスターと他のクラスターの差異を確認。　　調査方法 ： クローズドモニターに対するWeb調査　　調査対象 ： 日本国内に
在住の20～69歳のビジネスパーソン500名　　調査期間 ： 2018年11月15日～12月15日　　調査項目 ： 約30問程度(スクリーニング項目含む)　　調査協力 ： オルフェウスコンサルティング株式会社

Incentive
インセンティブ

Purpose
パーパス

Social
ソーシャル

Achievement
アチーブメント

Career
キャリア

Status
ステータス

キャリア ： スキルアップ、能力開発、能力活用に関する因子
インセンティブ ： 報酬、金銭実現、プライベート優先、企業の安定性に関する因子
ソーシャル ： 社会貢献、社会的使命感、他利性に関する因子
ステータス ： 地位、権限、承認欲求、企業ステータス、自己実現に関する因子
アチーブメント ： やりがい、達成動機、実行力、成果に関する因子
パーパス ： パーパスの存在、理念や価値観の合致、仕事への誇りに関する因子

社会と自分のパーパスを重ね合わせる傾向が見られるグループ。自
分の価値観と企業の価値観との関係を大切にしていて、同じパーパ
スの方向性を持つ企業で働きたいと回答した人が90％。社会貢献に
関する設問への反応が他のグループに比べ圧倒的に高い。社会全体
の利益を優先したり、社会的な使命感のある仕事に意義を感じる一
方で、報酬や権限へのこだわりは少ない。

IncentivePurpose

SocialAchievement

Career

Status

性・年齢：
男性40～49才が多い

学歴：
大学院卒が多い

平均年収：
556万

役職：
役職なしが多い

パーパス I 型
パーパス優先知的ワーカー

（ n＝53） 10.6%

仕事は生活のためと考えているグループ。パーパスの浸透ステージに
おいては、低レベルの群に70％が属し、自らはパーパスを理解、共感
し、行動するまでには至っていない。ただし良いパーパスのある会社で
働きたいとは考えている人が90％におよび、企業のパーパスの存在は
重視している。報酬動機は高く、仕事よりもプライベートを優先する。ス
キルアップのための努力をする傾向はみられない。会社へのロイヤリ
ティが特に高いわけでもないが、平均勤続年数は最も長い。

IncentivePurpose

SocialAchievement

Career

Status

性・年齢：
女性40～49才が多い

学歴：
高卒・大卒が多い

平均年収：
515万

役職：
主任・係長が多い

インセンティブ I 型
家計支援ワーカー

（ n＝73） 14.6%

報酬や権限は結果と捉えているグループ。パーパス因子への反応が最も
高く、同時にスキルアップや地位権限に対する意識も高い。パーパスの浸
透ステージにおいては、半数が最上位の「行動レベル」に達しており、困難
に直面した際にマネジメント層がパーパスに戻って判断していると半数
近くが回答している。会社へのロイヤリティは高く、やり抜く力やイノベー
ションに関するスコアも最も高い。報酬に対する意識は高くないが、結果
として年収や役職などの形で成果を得ている。

IncentivePurpose

SocialAchievement

Career

Status

性・年齢：
男性40～49才が多い

学歴：
大学卒が多い

平均年収：
669万

役職：
部長級以上が多い

パーパス II 型
パーパス的ハイパフォーマンスワーカー

（ n＝59） 11.8%

仕事の意識や価値観の質問においては、すべて報酬を最優先に回答して
いるグループ。仕事を通じて自分の成長を実感したいと思っており、スキ
ルアップや能力開発に関しても高く意欲を見せる。また、プライベートを
優先させる意識も持ち合わせている。パーパスの浸透ステージは70％近
くが低く、「理解・共感レベル」にも及んでいない。所属企業のパーパスの
活用や、上司のパーパスに基づく行動に関しては、40％以上がそれを認
識していないと回答している。

IncentivePurpose

SocialAchievement

Career

Status

性・年齢：
男女全世代まんべんなく

学歴：
大学卒が半分程度

平均年収：
449万

役職：
役職なしが多い

インセンティブ II 型
仕事で自己実現ワーカー

（ n＝84） 16.8%

パーパスに対する意識が著しく低いグループ。所属企業におけるパー
パス有無の設問においては、明文化されたものはが無いと答える人が
最多のグループで、また、暗黙的に会社の方針や独自の風土も感じるこ
とはないと半数近くが回答している。パーパスをどのように活用してい
るかという設問においても、あてはまるものがないと回答した人が
60％以上に及ぶ。仕事に関する意識はロイヤリティもイノベーションに
対する姿勢も低い。

IncentivePurpose

SocialAchievement

Career

Status

性・年齢：
男性25～49歳が多い

学歴：
大学卒が多い

平均年収：
533万

役職：
役職なしが多い

インセンティブ III 型
ドライな“ことなかれ主義”ワーカー

（ n＝62） 12.4%

多くのリーダーやコンサルタントたちがパーパスの重要性を語っています。それは
本当に正しいのでしょうか？ SMOでは、実際に働く人々の意識も捉えるべく、国内
に勤めるビジネスパーソン500名を対象に、パーパスや経営理念に対する意識、そ
してそれが働くということにどのような影響を与えているかを調査しました。その
結果、現在の日本におけるビジネスパーソンにおいても、パーパスドリブンな就業
価値観が存在することが明らかになりました。また、「パーパス型ビジネスパーソ
ン」が重視する就業価値観は、組織への帰属意識、新しいことへのチャレンジや積
極性、仕事をやり抜く力において、有意な相関があることが明らかになりました。一
方、経営サイドから見た場合、パーパス浸透の取り組みはできていると思っていて
も、実際は不十分であることが分かりました。最も注目すべきは、あなたのパーパ
スに対する意識や行動を部下はしっかり見ているという事実です。このページでは、
調査結果の中から、パーパスを理解する上で重要なポイントを選んでご紹介しま
す。より詳細な結果については、SMOのWEBサイトにて公開の予定です。

パーパスは
組織マネジメントに
資するのか？

Purpose

Study of Purpose

among Business

Professionals

※スコアについて　イノベーティブおよび
GRITに関する12の質問項目への回答を
4段階評価（最高点4、最低点１）で得点化
し各クラスターごとに算出。

※GRIT力　ペンシルベニア大学心理学教
授アンジェラ・ダックワースが開発した「や
り抜く力」を測るスケール。本調査ではオリ
ジナルの10項目を先行研究として採用し、
8項目に改編して使用。

知らぬ間にパーパスが浸透しているようなグループ。パーパス因子への反応は低い

が、その浸透レベルは高く、所属企業のパーパス反映実態も最も高い。パーパスに

関する研修や人事評価への活用、パーパスに対する上司の意識や上司のパーパス

に基づく行動に関しては50％以上が肯定している。良い仕事をしたり仕事の幅を広

げるために地位権限を手に入れることは大切と思っており、出世や周りの人に認め

られたいという意識も高い。仕事に対してはイノベーティブな姿勢で取り組み、ロイ

ヤリティも高い。他のクラスターに比べて若く、上場している大企業勤務者が多い。

IncentivePurpose

SocialAchievement

Career

Status

性・年齢：
男女25歳～39歳が多い

学歴：
大学卒がやや多い

平均年収：
547万

役職：
役職なしが多い

ステータス 型
モダンな大企業ワーカー

（ n＝169） 33.8%

イノベーティブでやり抜く力も強い
イノベーティブな仕事の仕方に関しては、パーパスⅡ型とステータス型が積極的に取

り組んでいるようです。効率的に仕事をするために日々の仕事を工夫するという項目

に関しては、多くのクラスターが高く反応している一方で、新しいアイディアや新しい

プロジェクトに対するチャレンジは、パーパスⅡ型とステータス型のみが高いスコア

となっています。仕事に対して継続して向き合い、完遂する能力（GRIT力※）について

は、パーパスⅡ型、インセンティブⅡ型、パーパスⅠ型が高いスコアとなっています。

社内でのリーダー経験者が多い
仕事や会社の内外での活動に関する質問において、パーパスⅡ型は42％が社内での社内プロジェクトやグ

ループ、チームなどのリーダーを経験していると回答しています。また、社内のセミナーや研修会における講

師・パネリスト経験においても、パーパスⅡ型が22％、パーパスⅠ型が15％が経験があると答えています。

勤務先業績は「かなり好調」
この調査では対象者に直近３カ年の業績も聞いています。クラスター別に業績を見ると「かなり

好調」の1位がパーパスⅡ型、2位がパーパスⅠ型、3位にはステータス型となり、パーパス型が上

位を占めました。また「やや好調」を含めても、パーパスⅡ型の勤務先は1位、ステータス型が2

位、パーパスⅠ型が3位となりました。

パーパス
I 型

INNOVATIVE
2.49

GRIT
2.70

SCORE

ステータス
型

INNOVATIVE
2.79

GRIT
2.63

SCORE

インセンティブ
II 型

INNOVATIVE
2.41

GRIT
2.72

SCORE

パーパス
II 型

INNOVATIVE
2.91

GRIT
2.92

SCORE

25％

15％
11％

1％

42％

22％ 21％

11％

15％

5％ 4％
2％

パーパス
I 型

インセンティブ
I 型

パーパス
II 型

ステータス
型

インセンティブ
II 型

インセンティブ
III 型

パーパス
I 型

インセンティブ
I 型

パーパス
II 型

ステータス
型

インセンティブ
II 型

インセンティブ
III 型

社内リーダー経験

社内講師経験
かなり好調

＋やや好調
15.5%
49.2%

かなり好調

＋やや好調
10.1%
44.4%

かなり好調

＋やや好調
4.8%
31.0%

かなり好調

＋やや好調
8.1%
24.2%

かなり好調

＋やや好調
5.5%
24.7%

かなり好調

＋やや好調
11.3%
39.6%

1位2位 3位

パーパス型 ビジネスパーソンとは

パーパスの反映実態 相関分析から見える４つのポイント

多くの企業でパーパスは
明文化されている

パーパス浸透ステージがあがるほどポジティブな影響が
そのためにはツールだけではなくインターベンションが大切

本調査の70%の企業352社においては、パーパス（経

営理念、ビジョン、ミッション、社是・社訓、フィロソフィー

を含む）が何らかの形で明文化されているということが

わかりました。

組織の取り組みには課題あり
回答者に勤務先におけるパーパス浸透のための施策について

聞いたところ、組織的な取り組みができている企業は半数にい

たりませんでした。また、幹部や上司はパーパスを意識・行動して

いないと過半数が回答しました。

パーパスの
浸透ステージ
6割程度の人がパーパスなどについて「理

解」しており、また半数が「共感」はしていま

す。しかし、実際にそれが行動にまで落とし

込めているのは4割程度にとどまっています。

新人社員にわかりやすく
経営理念などを説明できる

社外の人に対しても
自社の 経営理念などを説明できる

経営理念などの
内容をよく知っている

社内あての文書やメールで、
経営理念などを引用したり、言及している

経営理念などについての
研修が実施されている

人事評価・査定で
活用されている

自分の上司は経営理念などを
大切に考えているように感じる

難題に直面したとき、幹部も上司も
経営理念などに戻って判断していると感じる

YES NO

64.5％

56.2％

62.0％

57.9％

60.3％

35.5％

43.8％

38.0％

42.1％

39.7％

57.7％
40.9％

51.1％
37.3％

42.3％
38.1％

41.9％YES
70.4％

NO
29.6％

理解
ステージ

共感
ステージ

行動
ステージ

経営理念などは仕事上の難関を
乗り越える上で助けとなる

経営理念などに共感できる

難題に直面したとき、
経営理念などに戻って
判断するようにしている

経営理念などに基づいて
行動するようにしている

データから読む
６クラスター

パーパスの浸透と所属企業へのロ
イヤリティの向上には強い相関関係
がみられました。浸透ステージの上
昇とともに、所属企業への愛着、仕
事に対する満足度や充実感、自己の
能力発揮や評価の正当性に対する
肯定感が上昇しています。

クラスター分析でもパーパス型人
材のイノベーション力が高いことが
分かりましたが、相関分析からも同
様の結果が出ました。問題解決への
取組姿勢、新たなアイディアへの積
極性、新しいやり方へのチャレンジ
などとの高い相関が見られました。

社内コミュニケーションにおける
パーパスの引用や言及、研修の実
施、人事への活用において強い相関
が見られました。また、最も強い影響
を与えた項目は、上司がパーパスを
大切にしているかどうか、困難に直
面した時にパーパスに立ち戻ってい
るかどうか、の２点でした。

浸透ツールとの間には相関は見ら
れたものの、一定にとどまり、ツー
ルによってその効果は変わること
が分かりました。クレド、ウェブサイ
ト、動画には有意な相関が見られ
ましたが、社内掲示物やCM、タグ
ラインには有意な相関が見られま
せんでした。

1 2 3 4

NEXT NEXT
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左

右

ロイヤリティを
向上させる

イノベーションを
起こす原動力になる

上司から受ける
体感がカギ

ツールは
効果がまちまち
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Lisa Maulhardt
SYPartners はどのような会社ですか？ 

ニューヨークとサンフランシスコを拠点にするコンサルティ

ング会社です。企業のトップや経営陣と組んで、めまぐるしく

変化を続ける社会において、常にトランスフォームできる企

業づくりのお手伝いしています。リーダー達がその企業の未

来を描くにあたって、パーパスドリブンな戦略を組み立てる

こと、そしてその戦略を実行に移すトランスフォーメーション

ができる文化を作り上げることが私たちの役割です。

SYPartners の「パーパス」の定義とは？ 

私たちの「パーパス」を、「あなたの独自の存在理由はなに

か？」もしくは「あなたは世界に何をするために存在する

のか？」という問いに対する答えだと定義しています。これ

は組織であっても個人であっても同じです。　

「パーパス」がトランスフォーメーションの

中枢を担うのはなぜでしょう？ 

組織は、その望む成果を生み出すような戦略や実行を選

択するにあたって、核となる真実（Core Truth）がなにか

をしっかり認識しておく必要があります。その核となる真

実を明文化したものこそがパーパスなのです。そのパーパ

スの意図することと関係のない変革は全く意味のない単

なる活動になってしまうのです。

「パーパス」に加えて「ビジョン」は

トランスフォーメーションの要素として

どのくらい重要でしょうか？

パーパスは北極星のようなものであり、決して揺らがない

ものです。ビジョンも同様に重要ですが、時間の経過ととも

に変化する可能性があります。明確な時間範囲とともに意

思を表明したものがビジョンです。トランスフォーメーショ

ンを起こすにあたって、パーパスは、その組織が本来あるべ

き存在であり続けるための試金石であり、ビジョンは、パー

パス起点の数ある活動をひとつの方向にまとめるために必

要なのです。 

組織のパーパスを発見あるいは再発見する際に

一番重要なことはなんですか？ 

当たり前に聞こえるかもしれませんが、一番重要なことは

「私たちのパーパスは何なのか？」について実際に自問自答

することです。それぞれの組織は、本来それを分かっている

はずです。しかし、たくさんの意思決定が行われていくうち

に元のパーパスの意味が薄れてきたり、パーパスから逸脱

してしまったりするのです。しっかり時間をかけ、パーパスと

して明文化することで、誰もがその意図にふれあえるように

することが重要です。皆がパーパスにコミットできるように、

明文化の作業はリーダー層だけでなく組織全体で取り組ま

なければなりません。

多くの企業においてパーパスの重要性は理解しています

が、組織内でどう活かしたら良いのかがわからない企業が

多いようにも思います。

組織内に浸透させ活かせるようにするには

どうしたらよいでしょうか？ 

よくあるのは、組織が一度パーパスを明確にすると、急に

パーパスドリブンになったかのように勘違いをすることで

す。そこはあくまで重要な第一歩でしかありません。その段

階で、それまでずっと行ってきた慣習、意思決定、パート

ナーシップ、成長戦略などに関しての見直しをすること、ま

たそうやって見直した結果、パーパスがより活性化するの

か？を改めて問う必要があります。もしその答えがNoなら

ば、また考え直す必要があります。組織内のすべてのメン

バーが、毎日の業務において組織のパーパスの実現に貢

献しているということを実感できるようにすべきであり、そ

のような状態をつくることがリーダーの役割です。

最近の事例として、

Weight Watchers社（以下WW社）のリブランディングを

されましたが、SYPartnersは具体的にどのような支援を

されたのでしょうか。

また成功の秘訣はどこにあるのでしょう？ 

WW社のリーダー層はパーパスを持ったビジネス展開を非

常に重視していました。私たちはWW社のパーパス決定の

メインパートナーとして、彼らのパーパスを現代のカル

チャーを反映させた言葉で表現するお手伝いをしました。ま

た、その企業の将来につながる重要な意思決定をする際

に、そのパーパスを使えるようにするための規定やツール

の作成をリーダー層と一緒に行いました。そのうちの一つと

して彼らが意思決定に使う「パーパス・フィルター」と呼ばれ

るものを一緒に作りました。パーパスに沿って意思決定でき

るよう進めるための「YesかNoか」の質問集です。

日本の企業に参考となるケースはありますか？ 

ビジネスおよびカルチャー戦略のうえで、パーパスを活か

すために大胆に行動できる企業から学ぶことができるで

しょう。そのような企業はすべてのアクション、すべての決

定がきちんとパーパスに沿ったものになっています。例え

ば、Starbucksはパーパスの原点（彼らの言う“Our 

Starbucks Mission”）に立ち戻り、最近問題となった人

種的偏見問題※での対応などを見直しています。この件で

ストアポリシーの書き換えが行われ、お店で買った人だけ

でなく、お店に入った人はすべてお客様であると明言し、対

応マニュアルも変わることになりました。2018年5月に

は、北米内8,000店舗をクローズしてこの件に対する社内

教育を行い、現在はポリシー、社員教育、実務の全面的な

見直しをしています。 

※2018年4月、フィラデルフィアのStarbucks 内で、注文をせずに友人を待って

いたアフリカ系男性に対し、不法侵入だとして警察を呼び、その連行される姿が

SNSで動画拡散され問題になった。

世界のビジネスおよび企業における

パーパスについて2019年は

どのようになると思いますか？ 

パーパスがビジネス界で話題になってすでに何年も経ち

ますが、情勢が不安定なときこそ、パーパスが果たす役割

は益々重要になってくるのだと思います。不確かな状況の

中での意思決定をするとき、企業はそのパーパスに立ち返

ることで、そこに確固たる基盤を見つけることができ、ぶれ

ることなく賢明な選択をすることができるのです。いま世

の中が大きくシフトし、変化していることを皆が感じていま

す。パーパスこそが2019年以降の激しい変化の中で、私

たちの拠り所となることでしょう。 

インタビュー ： ジャスティン・リー （SMO） 

リサ・マウルハート　SYPartners社 エグゼクティブ・バイス・プレジデント
自社のスタッフとアイディアが世界に与える経験は、自らが志す偉大なブランドに相応しいものでなければならな

いという考えのもと日々の業務を行う。1994年にライターとして入社。2013年現職に就くまで、サンフランシスコ

支社でのコンサルティング業務をリードする数年間を含み、同社でリーダーシップを担う。主なクライアントは

Apple, Disney, Gap, Herman Miller, Hewlett-Packard, IBM, Old Navy, PBS, Starbucks, Sundanceな

ど。スタンフォード大学にて学士号、UCデイビスにて修士号を取得。

サイモン・シネック  明るい未来とそれを創生する力を信じる確固たる楽観主義者
世界で優れた影響を与え続ける組織や人々に魅了され、彼らの思考・行動・コミュニケーションと、彼らが作り出す環境には共通項があることを研究。

この考えを組織やリーダー層に広め、彼らがアクションを起こせるべく活動している。2009年彼が「WHY」について語ったTEDトークは47言語に訳

され、その再生数は4,000万回を超えTed.com内での視聴回数ランキング３位に。彼のビジネスやリーダーシップの概念は、型にはまらず革新的で

国際的にも反響を得ており、アメリカン航空、ディズニー、さらには国連、米国議会、米国空軍や海軍などあらゆる業界のリーダー層に招かれている。

ビジネスにおける思考・行動・運営を新しいやり方で行うというビジョンのもとErnst & Young 社とともに多くの企業のプロダクト＆サービス改革

にも関わる。シンクタンクのRAND研究所の非常勤スタッフも兼任。

主な著書は「Start With Why: How 

Great Leaders Inspire Everyone 

to Take Action」（邦題「WHYからは

じめよ―インスバイア型リーダーはこ

こが違う」）、「Leaders Eat Last: 

Why Some Teams Pull Together 

and Others Don’t」（邦題「リーダー

は最後に食べなさい! ―最強チーム

をつくる絶対法則」）など。

※ゴールデンサークル理論
2009年のTEDトークイベント「How Great Leaders Inspire 

Action（優れたリーダーはどうやって行動を促すのか）」で提唱し

た理論。「なにを」ではなく「なぜ」を示したときに人は動くという考

え。人は具体的なものを優先させ、抽象的なものは後回しにしが

ちなため、思考、行動、コミュニケーションにおいても「なにを

（What）」「どうやるか（How）」の順に、円の外側からスタートする

が「なぜ（Why）」と問われれば言葉に詰まる。その一方、マーチン・

ルーサー・キングやApple社といった優れたリーダーや組織はそ

れを逆に円の内側から行っており、なぜそれをするのかという本

質的な問いである“Why”から物事をスタートすることで、多くの

人々の心を動かすことが出来たとしている。

TEDのトークイベントでゴールデンサークル※の話をされました。偉大なリーダーたちが、この順序を逆にすることができた

違いは何なのでしょうか？ 

それは、彼らが自分たちの「Why」について明確な答えを持っているということです。自分たちはどんな信念を持っているか、自ら

の存在理由とはなにか、生きがい（Ikigai）とはなにか、それらを理解し、常にそれに基づいて考え、行動し、コミュニケーションす

る能力を持っているのです。実はそれだけのことであり、他の人々とそれほど違ったことはないのです。我々はみな、彼らと同じよ

うに、考え、行動し、コミュニケーションすることで、人をインスパイアする能力を持っているのです。そのためには、自らの「Why」

を追求しなければなりません。自分は何を信じているのかをしっかり理解しなければ、突出した存在にはなり得ないのです。

昨年BlackRock社のCEOが「A Sense of Purpose」と題して“企業はさらに高い志のパーパスを掲げていく必要性がある”

という書簡を投資先に送りました。また、ファッションとデザインと消費者のトレンド予測で世界的に知られるWGSN社は、今年

の影響力のあるトレンドとしてパーパスを挙げています。パーパスの重要性は分野を超えて広まっているように感じますが、な

ぜここまで重要視されているのでしょうか？ 

まず言えるのは、本物を求める潮流です。本物であるというのは、自身が何かを信じた上での発言や、信じたうえでの行動から

のみ言えることで、そこにパーパスが存在するのです。前向きで、正しく、良いものを信じ、常にその信念を証明しようとするこ

とで、自分が誰なのか、何のためにいるのかが明確になり、そこに信頼が生まれます。誰もが本物の組織やリーダーのもとで

働きたいと考え、本物のブランドからモノを買いたいと思っています。本物とは信頼あってこそ生まれるものであり、そこからロ

イヤリティが生まれてくるのです。次に言えるのは、ミレニアルが労働人口のメインとなり、さらにZ世代も加わろうとしている

ことです。ミレニアルは、グローバルとローカル、それぞれのニュースが同時に入ってくるようになった時代の人々で、情報に通

じていて、気づきも多く、小さい頃から周囲の人々、さらに言えば世界全体に、良いことをしようという思いを強く持っていま

す。そのため、いまの世の中の働く人や消費者の多くは、パーパスを実行する組織を好むのです。また、この世代の若者はテク

ノロジーに囲まれた環境で育っています。スマホをいじればやりたいことが満たされ、即時にして満足感を得られてしまう。タ

クシーを呼んだりフードデリバリーを頼んだりするのにはそれで良いのでしょうが、人生やキャリアにおける充足感に関して

は、それを満たすアプリはありません。経営陣や組織には、従業員がそこに所属しているという繋がりやアイデンティティー、そ

してパーパスを意識できる職場をつくる必要が出てきます。単に仕事をする場所を提供するのでなく、その仕事の意義を明確

にすることが、従業員にモチベーションやロイヤリティをもたらします。パーパスが明確であれば、自分が属するべき場所、自

分が活躍できる場所が明確になります。そして個人が活躍することで、組織も活性化されるのです。 

2019年6月に出版予定の著書「The Infinite Game 」はどんな本になるのか教えてください。また前回の著書「Start 

with Why」とはどのようにつながっていますか？ 

「終わりのない戦いをどう勝つのか？」これが次の本「The Infinite Game」のテーマです。この戦いの攻略法を組織的見解

および地政学的見解から書いています。 “終わりのない戦いのコンセプト”を取り入れることは、組織をより良くしたいと思っ

ているリーダーにとって必須条件だと考えます。不確実でプレッシャーと競争の多い現在の世の中で、どうやって過去の2冊の

著書「Start With Why」と「Leaders Eat Last」のコンセプトを実用化させるかを説いています。

日本のリーダーたちに向けて本当の変化を成し遂げるためのアドバイスをいただけますか？ 

ガンジーは「世界を変えたいなら、まず自分が変わりなさい」と言いましたが、それを実現するには、まず自分たちが成し遂げ

たい変化とは何かを明確にする必要があります。あなたが解決しようとしている人類の問題とはなにか、なぜそれを解決しよ

うとしているのかを見つけることです。それこそがビジネスの本当のパーパスです。商品を作ったり、利益を出したりすること

はパーパスではなく、あくまで結果です。組織を車とすると、お金はガソリンです。ガソリンがなければ車は走りません。でも車

を走らせる目的はガソリンを手に入れることではありません。車はどこかに行くためのものであり、それが行く価値のある冒

険か、価値あるドライブであるかどうかが重要です。組織や人生のパーパスは、やりがいのある成果を達成し、社会に貢献す

ることにあるはずです。変化を起こし、それを持続的なものにするためには、リーダーは人々をやりがいのある場所に導かな

ければなりません。従業員たちは、組織が導く行き先を信じることができ、そして組織の信念に本気を感じるならば、組織に尽

くしてくれるはずです。さらに言えば、彼らは、組織のためではなく、自分たちの達成感や誇りのためにそれを行うのです。 

インタビュー ： ジャスティン・リー （SMO）

Simon Sinek

不確実な時代にこそ、

北極星のようなパーパスが重要

パーパスがもたらす個人の活躍と組織の活性化

SYPartners について
リーダー層、チーム、組織に対し、活力を与える変化を促し、その組織がパーパスとともに成長し、世界にポジティブ

な影響を与えられるように支援するコンサルティング会社。NYとサンフランシスコが拠点。25年に渡り、

Starbucks, BlackRock, IBM, Apple, Nike, Obama Foundationなど、世界的に影響力のある組織をクライア

ントとする。クラス最高のクリエイティブ企業集団であるkyuの創立メンバー。

SYPartners について
リーダー層、チーム、組織に対し、活力を与える変化を促し、その組織がパーパスとともに成長し、世界にポジティブ

な影響を与えられるように支援するコンサルティング会社。NYとサンフランシスコが拠点。25年に渡り、

Starbucks, BlackRock, IBM, Apple, Nike, Obama Foundationなど、世界的に影響力のある組織をクライア

ントとする。最高クラスのクリエイティブ企業集団であるkyuの創立メンバー。

Purpose  |  Key Person Interviews

Purpose  |  Key Person Interviews
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これまで未来を考えるには、技術を中心に現在の延長線上にある未来を予測することが中心で

した。しかし、予想もしていなかった出来事が数多く起こっている現在を見ると、未来を考えると

きにも、現在の延長線上ではなく、ジャンプした「未来洞察」にますます注目が集まっているのも

当然と言えます。一橋大学で未来洞察について研究されている鷲田祐一先生に、今、リーダーに

必要な未来を読む力について、お聞きしました。

インタビュー ： 齊藤三希子 （SMO） 

リーダーには
　想定外の未来を
　　読む力が求められる

齊藤 ： 絶え間なく変化する世の中に対し、特にリーダー

には時代を読む力、未来を捉える力が必要になってきて

います。まさに鷲田先生は＜未来洞察＞を研究されてい

ますよね。そもそも先生は何をきっかけにこの研究を始

められたのでしょうか？　

鷲田 ： 今から15年ほど前、私は博報堂のコンサルティ

ング局に在籍し、NTTドコモのマーケティングプラン

ナーを務めていました。あるとき、いつものようにクライ

アントを訪ね、業界や市場のトレンドを報告すると、「最

新動向については我々の方が熟知しているから、この先

に起こることを教えてほしい」と言われたんです。当時、

通信業界では第3世代移動通信システム（3G）の展開が

始まろうとしていましたが、どのように商用化していくべ

きか、誰も理解していなかった。そこで、何か糧になるも

のはないかと探したところ、アメリカで実践されていた

“スキャニング”（現在の“ホライズン・スキャニング”）という

手法に行き当たったのです。　

齊藤 ： 現在の延長線上にある未来予測とは異なる、想

像もしなかった未来を洞察することが目的ですよね。 

鷲田 ： 技術革新に伴い、未来に向けて社会がどのよう

に変化しうるのかを様々な仮定や幅広い視点から洞察

し、多様なシナリオを立案するというものです。例えば

「遺伝子組み換え作物」は世界で物議を醸しています

が、これは技術革新ばかりに気を取られて、社会がいか

に受け取るかを勘案できていなかった結果と言えるで

しょう。こうした想定外の事態に備えるために＜未来洞

察＞は有効であると私は考えています。　

齊藤 ： 昨今、想定外のことを知りたいという需要が増え

ているように思います。　

鷲田 ： 同感ですね。これまでの技術の進歩は10年スパン

で語られることが多かったのに対して、AIなどは、その半

分の期間を基準にしなくてはならないほど、別次元の発

展を遂げつつある。技術の進歩が飛躍的に速まっている

にもかかわらず、従来のスタンスを貫くならば、確実に時

流に乗り遅れるでしょう。それから、世界経済の変容も深

刻です。今や、世界経済のバランスは、先進国からアジア

の新興国にシフトしています。中国やインドなどでは、自

分たちの暮らしをより良くしたいという強烈なニーズが

存在していますが、一方、日本の消費者は、その飽和した

市場の中ですでに一定の満足感を得てしまっていますね。

齊藤 ： 日本人はある一定の満足感がありつつも先進国

は経済成長が停滞し、先行き不透明な状況に陥っている。

鷲田 ： ええ。もうひとつ、日本に関して少子高齢化が影

を落としています。かつてのように多くの若者が高齢者

を支えるという前提で設計された制度はもはや破綻をき

たし、根本的な見直しを余儀なくされていますが、手本に

なる国が見当たらない。それゆえに、行政も、民間も、知

りたい、考えたいという欲求が高まっているのでしょう。

齊藤 ： リーダーや経営者の方々にお話を伺うにつけ、“統

率力”と“時代を読む力”が必要だと実感するのですが、

“時代を読む力”はどうすれば身に着けられるでしょうか。

鷲田 ： とにもかくにも当事者意識を持ち、考えることで

す。多くの経営者層はサラリーマン文化の中で生きてき

たので、受け身の姿勢が染みついてしまっています。それ

が顕著なのが団塊の世代です。のらりくらりとやっていれ

ばなんとか乗り切れるという甘えがあるように思えます。

私は一橋大学の大学院で教鞭を執る中で、＜未来洞察

＞の手法に手ごたえを感じてきました。つい最近も、学

生がこれを使って書いたシナリオを見直していたのです

が、2012年の段階ですでに「グローバリズムが進みす

ぎて、ナショナリズムが強くなる」という推察を導き出し

ていたんです。　

齊藤 ： リアルなシナリオです。ところで、この＜未来洞

察＞を経営にどう活用すればよいでしょう。　

鷲田 ： 例えば、新規事業部を立ち上げたものの、具体的

に何をすればいいかわからないというとき。普通は技術

を持ってきてどうこうとなりますが、先ほども申し上げた

ように、昨今、技術は目覚ましく進歩していますし、社会の

変化をしっかり見極められなければ、新たな開発が徒労

に終わりかねません。その予防線を張るのに効果的だと

言えるでしょう。また、組織を細分化することで、似たよう

な作業を行う部署がいくつも存在してしまうことがまま

ありますが、そこでも＜未来洞察＞は重宝するはずです。

齊藤 ： 具体的にはどのように？　

鷲田 ： そういう状況下では時として意見の食い違いが

発生し、経営に混乱が生じかねませんが、それを避ける

ために、経営者の直下にシンクタンク的な部署を作り、

そこで＜未来洞察＞の手法を活用して統一的な“未来

年表”を作るんです。その仮定に基づいて、技術も人も

資金も動かしていくのです。現在の延長線上で未来を考

えても、新たなビジネス機会は生まれません。自分たち

が“知らないことにすら気づいていない”領域にまで発

想を広げ、適切なチームで設計することで、継続的なイ

ノベーションは可能になります。未来の不確実性を積極

的に事業に織り込み、チャンスに転換していくことが、こ

れからの時代においては重要ですね。　

齊藤 ： 先生はトレンドになるだいぶ前から「イノベーショ

ンにはデザインが不可欠」「デザイン経営」ということも

おっしゃっていました。　

鷲田 ： そうですね。デザインもそうですが、今はリー

ダー・経営者にとって、“アート経営”が重要かと思ってい

ます。といっても美術館に行け、というものではなく“問

題・課題を発見する力”が重要という意味です。これまで

に、課題を解決することに注力していましたが、今、これ

からは問題・課題を発見（≒クリエイト）することが、経営

者の仕事になります。そのためにも、＜未来洞察＞が必

要と考えています。

鷲田祐一

Future Scenario

Key Person Interview 鷲田祐一  わしだ・ゆういち 
1991年に一橋大学商学部経営学科を卒業。（株）博報堂に入

社し、マーケティングプランナーになる。その後、同社生活研究

所、研究開発局、イノベーション・ラボで消費者研究、技術普及

研究に従事。また2003年～2004年にマサチューセッツ工科

大学メディア比較学科に研究留学。2008年に東京大学大学

院総合文化研究科広域科学専攻博士後期課程を修了し、博士

（学術）となる。ハイテク分野において、いわゆる「イノベーショ

ンの死の谷」現象がなぜ発生するか、克服には何が必要か、と

いう視点から、ミクロ視点での普及学を研究。その延長とし

てユーザーイノベーション論、シナリオ構築による未来洞察

手法、デザインとイノベーションの関係なども研究している。
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知っていることの延長線で考えるのではなく、「知らないことすら知らない」「気づいていないことに

気づいていない」の領域まで視野を広げる。とにかく「一度考えたことがある」ということが大事に

なってきます。想定外の未来を読む「未来洞察の手法」を大公開。

想定外の未来を読むにはどうすればよいのか？

情報を多読する
「未来の芽」を探すために新聞、雑誌、インターネットなどの情報

を大量に読み込みます。それはまるで人の目でスキャンするよう

な行為です。その時のポイントは一面のニュースではなく、片隅

にある、でも気になる、という個人の主観で選ぶことです。

アイディアシートは、自分の専門領域の枠を超え、未来

環境がどうなっているかを自由に発想したものです。こ

のアイディア同士をかけ合わせて、未来の変化の可能

性を社会変化仮説として導き出します。ここからグルー

プワーク開始。参加者は全員、思考を発散させアイディ

アをジャンプさせます。

本質的要素の抽出

社会変化仮説を作る

これまで自由な発想で作られてきた社会変化仮説を多変

量解析を用いて客観的に分析します。社会変化評価シート

とコレスポンデンス分析を使って視覚化。そこから想像力

を膨らませ、意味付けを行います。参加者間の闊達なディス

カッションを通じて、社会変化シナリオを作成します。

社会変化シナリオを作る

イシューと社会変化シナリオがぶつかりあう交

差点で何が起こるか、どのようなニーズや変化

が発生するかを考える最終のワークです。これま

で生み出された複数のイシューと複数の社会変

化シナリオを単純に掛け合わせ、考えなければ

いけないシナリオ案を自動的に発生させます。

掛け合わせの相性は一切無視。筋の通ったシナ

リオになるように是が非でも考えます。

未来シナリオの
強制発想

一方で、現在の延長線上でテーマに基づいたリアリ

ティのある未来を想像します。テーマの理解を深めるた

めに関わりがあると思われる組織や人を選び、必ず抑

えて置かなければならない事柄を書き出します。担当し

た人は、実際のデータも用いながら、その組織や人物に

なりきって進めます。

イシューを作る

集まったマテリアルは数百から数千にもなります。

その中からここでも直感を信じて厳選します。リ

ラックスした気分でそれらを眺め、暗示されている

未来への影響や変化の可能性を抽出します。これ

をアイディアシートとして書き出します。

α β δ

SOCIAL
CHANGE

SCENARIO

FUTURE
SCENARIOS

TOKYO 2019では 「2039年の東京」 を
テーマにワークを行いました。
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子どもたちの楽園
本当の富裕層が
次世代に未来を託す
●クリエイティブでイノベーティブな発想をもっている現役の
小学生が、ビジネス界においてもリーダーを担う。彼ら彼女ら
が遊び、学び、働きやすい、子供中心のビジネス特区が東京の
中心に生まれる　●お金持ちの高齢者が私塾を開講して人
気に。自分の孫だけではなく、優秀な子供達たちを囲んで、知
識・経験・知見を次世代へ継承、あたらしいIKIGAIを見いだす。
●時間を持て余していることが新しい「リッチ」の定義に。時
間を持ち、侘び寂びを感じるような生活が送ることが、豊かな
人とされる。　●早いタイミングで後継者に事業継承するこ
とにより、優良企業の多くがイノベーションを進める一方、一
部の老害経営者の暴走が止まらない。国会議員の定年制を
実現し若返りを果たした新政府は、ついに経営者の定年制
度を強行採決する。　●デベロッパーの鼻持ちならないエリ
アマーケティングが災いし、旧ブランドエリアの多くが「住ん
でいるとカッコ悪い街」ランキングに入り始める。

CENTRAL

●芸術大学などの誘致が進み、アーティストや芸術家志望の若者たちが
住むアート＆カルチャーあふれる魅力的なエリアとして発展。　●働き方
の変化が進み郊外への移住者が増え、湾岸エリアのタワーマンションは
空室が続出するが、コンドミニアムにリノベートされた部屋は、東京発のユ
ニークな生活スタイルを体験したいと考える観光客から人気のエリアに。
●大量に取得された人や物の移動データは、不動産価値の算定に高度
活用され地価や賃料は日々変動する相場制に。 ●財政破綻した区がグ
ローバルな圧倒的勝ち組企業に身売り。独自のエリア開発が進み、ダイナ
ミックでコンセプチュアルな企業城下町が形成される。 ●魅力や特徴を
作ることができない区は税収がさらに悪化。都区財政調整制度への依存
率が極度に高い区が増え、不公平と考える区との間で対立が激化。

新しいトーキョーライフスタイルの発信地
●コミュニケーション・テクノロジーの進化で、移動しなくても密接な関
係を維持できるようになる。バラバラに暮らしていても一体と感じられ
る家庭が増え、老人を含む孤独な一人暮らしはいなくなる。　●規制
緩和が進み移民ファミリーが定着。その子供達である第2世代は、日本
人的価値観も上手に吸収し、様々な分野での活躍が目立つ。またリッ
チになった第1世代ファミリーはこのエリアを離れるが、次の新興系移
民ファミリーが再びここで成功する。　●価値観の多様化が急速に進
行し、国籍のみならず、出身地、宗教、性別、年齢を問わずに、様々な
人々が融合するコミュニティが形作られる。永住外国人の地方選挙権
も認められ、自由だが責任のある社会システムが構築される。 ●若年
層の活躍にともない、彼らにもっと成功して欲しいと願う老人が増える
一方、孫世代からは、老人の知識や智慧が貴重な価値ととして見いだ
される。甘え上手な目敏い子供は、その脳内知識を自らにインストール
したがるが、たいていの親は反対し３世代の喧嘩が頻発。

20年後も
変わらない東京がここに

WEST
●従前型の都市開発計画を粛々と推し進め、
緑豊かで生活インフラの整った、安全で安心
な暮らしができるエリア。　●ダイバーシティ
の重要性は否定しないものの、それを取り入
れることはできず、必要以上に異文化との接
触をしない独特の距離感で異なる価値観の
人々と接し、表面上、快適な生活環境は保た
れる。　●一部のブランドエリアはそのブラン
ド価値を利用し、周辺の準ブランドエリアを
次々に吸収合併。さらにそのブランド力を強
固な物にすべく、増加する税収を使って、国際
的なブランディング会社にコンサルを依頼す
るが、革新的な提案は受け入れることが出来
ず、ロゴマークが変わるだけに留まる。

テクノロジーと大自然が織りなす雄大なエリア
ISLANDS
●サイバー空間上にバーチャルな東京が生み出され、フィジカルな移動を
必要としない事柄がそこで処理できるように。自動制御の高性能小型航
空機や高速艇も実用化され、動かしがたい大自然を有する東京都島嶼部
は、日本で最も人気の居住エリアとなる。　●過疎化が進む島をメガ企業
が買い取り、最新テクノロジーの研究や極秘プロジェクトをおこなう、ス
マートアイランドに。海域は企業が組成する民間軍事会社によって、最新
技術を駆使した完璧なセキュリティで守られ、世界で最も安全なエリアと
なる。　●多くの親が子に対してデジタルネイティブするための教育的投
資する一方で、エリート層の間では、自然の中での体験が重要視され、こ
のエリアで行われる高額なキャンプなどに子供達を参加させる。

スマート・フレンドリー・ネイバーフッド EAST

SUBURBS
東京最前線
ニューゲートシティー、カオス極まる

SOUTH
●温暖化で海氷がなくなり北極海航路の海運が激増。東京港はアジアの物流拠点の地位を復権。
羽田空港の拡充、リニアも開通し、ウォーターフロントエリアにメガ企業が集積。世界中から人材、資
本が集まるハブエリアへ。　●高輪ゲートウェイは文字通り東京の玄関となる。ただし、行政は企業
ファーストになり、時代遅れな機能優先の再開発を進めたため、これまで持っていた上質な雰囲気
もなくなりエリアの人気は下がる。地価の低迷から、周辺の再開発は中途半端となり、取り残された
エリアには貧困層が集まり治安が悪化。 ●様々な国から多くの移民が流入し、リトル〇〇が増加、
カオス状態に。　●日本を代表する玄関口は裏口でもあった。港周辺に作られた入国手前エリアの
戦略特区は、途中から政府が管理できなくなり、日本でない治外法権の出島となる。エリアは物理
的に壁に囲まれ、サイバー遮断され、その中では非合法な研究や開発も行われるようだ。

都心を離れた若者が向かう先、新しい価値が生まれる森
●交通や通信に関わるテクノロジーの進化は、ますます場所に縛られない生活を可能にする。不動産の価値基準も大きく変わり
このエリアの価値が高まる。　●若者が本物の自然と昔ながらの生活を求め移住する。子供をたくさん作り、自給自足で、物々交
換をしながら、新たなパーマカルチャーを作っていく。　●おだやかなで暮らしやすい環境が、自らの特技や打ち込みたいテーマに
没頭して仕事をする人々を集める。巨大なコワーキングエリアとなったこの地域では、互いに大きなインスピレーションを与え合
い、刺激し合える環境となり、イノベーティブなビジネスやアイディアが生まれる。　●寂れていた大学や企業などの広大な敷地
に、富裕層が慈善活動事業として未来のために投資。再び優れた大学や最新の医療センター、研究所としてよみがえる。

2020年にオリンピックを終え、2025年ごろには人口のピークを迎え、2030年には、４人に１人が高齢者となる

東京。さらにその先2039年までにどんなことが起こり、どんな都市になっているのでしょう。SMOでは、未来洞察

の手法を使って、あり得る東京の姿を想像し、地図にしてみました。また20年後の答え合わせも楽しみです。

Future Scenario  |  In Action

TOKYO2019
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「世界の衛生・環境・健康に貢献する」を掲げているパーパス企業のサラヤ株式会社が、自然派

甘味料「ラカント」の原材料である羅漢果をテーマに、低糖質な食事や飲み物を提供するカフェ

＋物販のコンセプトショップ「神宮前 らかん・果」をオープンさせました。SMOでは、同店のブラン

ディングを担当しました。サラヤの代島さんに、お店のこと、パーパスのことをお聞きしました。

インタビュー ： 齊藤三希子 （SMO） 

齊藤 ： 昨年11月、「神宮前 らかん・果」がオープンしました。

代島 ： 1995年に発売した「ラカント」はおかげさまでロングセ

ラー商品へと成長してきました。しかし、羅漢果というフルーツを

目にしたことがないという方は日本にたくさんいらっしゃるので、

もっと羅漢果や「ラカント」について知っていただけたらというこ

とでコンセプトショップの構想が生まれました。

齊藤 ： 「ラカント」は、低糖質ブームもあって一部の方にはよく知ら

れていますが、羅漢果も合わせて、もっと多くの方に知っていただき

たいですよね。

代島 ： 私どもは安全・安心を重視するため、ファーム・トゥ・テーブ

ルの価値観にこだわり、信頼できる農家さんと直に契約を結んで

きました。そして、農家さんの支援になればと、原料となる羅漢果

を適正価格で調達したり、次年度の仕入れ量をあらかじめ約束

しています。それから、羅漢果は中国政府が指定する保護植物で

あり、その種子や、生の果実を国外に持ち出すことが禁じられて

いるので、輸入できる状態にするべく、現地に自社工場を作らな

ければなりませんでした。そうなると、当然、コストが発生します。

それが、商品の価格に反映されるわけですが、まあ、そうしたこと

は口で申し上げてもなかなか伝わりにくいので、羅漢果やラカン

トを実際に体験していただける場に、このお店がなっていけばい

いと思っています。ちなみに、羅漢果から抽出される「高純度 羅漢

果エキス」は砂糖の300倍の甘さがあります。活性酸素の除去、

動脈硬化やガンの予防などの学術論文が発表されています。

齊藤 ： それは魅力的ですね。ところで、その「高純度 羅漢果エキス」

を抽出するのはサラヤさんだけが持っている技術なのでしょうか。

代島 ： 特許を取得しており、国内では我々だけが製造できます。

ただし、いずれその権利が切れるため、類似品がたくさん登場し

てくるでしょう。しかしながら、 ファーム・トゥ・テーブルの実践はた

やすいことではありません。それを可能にしていることを我々は

誇りに思っていますし、だからこそ「高純度 羅漢果エキス」といえ

ばサラヤの「ラカント」であり、それは安全・安心であると多くの

人々に認知していただきたい。

齊藤 ： それも「神宮前 らかん・果」のパーパスである、ということ

ですね。

代島 ： ええ。最近、「SDGs （持続可能な開発目標） 」が注目を集め

ていますが、このコンセプトショップには、「世界を変革するための

17の目標」のうち、「3」（＝あらゆる人の健康な生活を確保し、福祉

を推進する）、「8」（＝みんなが参加できる持続可能な経済成長を

促進し、全ての人が職をもち、働きがいのある人間らしい仕事がで

きるようにする）、「12」（＝生産と消費のパターンを持続可能なもの

にすることを促進する）の3つのナンバーが付されています。

齊藤 ： サラヤさんはSDGsもそうですし、社会貢献にも大変力を

入れていらっしゃいます。何かきっかけがあったのでしょうか。

代島 ： 我々は日本で最初に薬用せっけんを作り、手を洗うことで

戦後の日本を復興させようと志しました。その後、石油系合成洗

剤による河川の汚染が進んで、洗剤が社会問題となり、環境への

負担が少ない植物系食器用洗剤「ヤシノミ洗剤」を発売しまし

た。しかし、21世紀になるとパラダイムシフトが起こり、原料調達

がエコかどうかを問われるようになったのです。労働者の人権に

もスポットが当たり、農園における労働者の人権に問題があると

取り沙汰されるようにもなり、サラヤは21世紀も存続するため

に、会社の在り方を考え直す必要に迫られました。2004年から

ボルネオ島の環境保全を行うようになったのは、まさにそこに端

を発しています。

齊藤 ： 社会と共存しながら成長する道を歩むようになった、とい

うことですね？

代島 ： はい。我々はメーカーです。プロダクトが企業の理念を伝

えるメディアになる。2001年までテレビコマーシャルを打ってお

りましたが、微々たる量のCMを打ったところで砂に水を撒くよう

なものではないだろうかと考え、それを打ち切りました。そして、こ

れからの時代はSNSなどを通じて企業のポリシーやアクションが

広まっていくだろうと、ヤシノミ洗剤のホームページを新たに整備

しました。ただし、どんなに広報活動しても、プロダクトが誇れる

ものでなければ意味はない。「世界の衛生・健康・環境に貢献す

る」という創業当時からの企業理念を受け継ぎつつ、21世紀に相

応しいプロダクトはなんなのか。企業としてどうあるべきか。パー

パスをしっかり持つことがますます重要になると気持ちを引き締

めているところです。

資産運用サービス

THEO
あなたのスマホ

アイウェアショップ

ayame
青　山

デザインのプラットフォーム 

KONCENT
蔵　前

本　屋

Title
杉　並

世界で一番なんでもある東京で、SMOスタッフがパーパスを

感じる商品、サービス、お店をご紹介。ひとりでも、みんなでも、

ぜひお店に行って、パーパスを体感してみてください。

パーパスが

SDG sを
牽引する

アクセス ： 外苑前駅 徒歩7分 / 表参道駅 徒歩10分

住所 ： 東京都渋谷区神宮前３-7-8ブレノワール青山ビル

TEL : 03-6447-1805　  URL : www.lakan-ka.jp

営業時間：11:00～22:00 
                   （L.O. Food 21:00 Drink 21:30）   

定休日 ：不定休

ブランディング ： エスエムオー株式会社   

設計 ： 株式会社エスキス   

店舗プロデュース・運営 ： イートデザインオフィス株式会社

事業主 ： サラヤ株式会社

代島裕世 （だいしま・ひろつぐ）
サラヤ株式会社　取締役。早稲田大学第一文学部卒

業。進学塾講師、雑誌編集、ドキュメンタリー映画の制

作、タクシー運転手などを経験した後、1995年同社入

社。商品企画、広告宣伝、広報PR、マーケティングを担

当。特にCSR活動として2004年から「ヤシノミ洗剤」の

持続可能な原料調達の視点に立ったボルネオ環境保

全活動を展開している。NPO法人ボルネオ保全トラス

ト・ジャパン理事。

神宮前 らかん・果 / JINGUMAE LAKAN-KA
和食中心のお料理は、調理に砂糖を使用せず、「羅漢

果」由来の甘味料ラカントを使用しています。カロリー

ゼロで植物由来、ダイエットや糖質制限食にも活用さ

れるラカントを使用したお料理は身体に優しく、ゆるや

かな糖質制限にも繋がります。お弁当や、等々力で人

気のパティスリー「PÂTISSERIE ASAKO IWAYANAGI」

と共同開発したスイーツの販売もしています。

SHOP

INFO INTERVIEW

PERSON

ウェブサイト ： https://theo.blueINFO

杉並区桃井1-5-2　TEL ： 03-6884-2894
営業時間 ： 12:00-21:00 　定休日 ： 水曜日、第三火曜日

INFO

蔵前本店 ： 台東区蔵前2-4-5　TEL ： 03-3862-6018
営業時間 ： 11:00-19:00　定休日 ： 不定休

INFO

AYAME Pop-Up Shop ： 港区南青山3-17-1 FROM5 #301　TEL ： 03-6812-9119
営業時間 ： 11:00-20:00　定休日 ： 水曜日

INFO

「人とお金の新しい関係を創る」を掲げる株式会社お金のデザインは、テクノロジーを駆使し

て、どんな人でも資産運用ができる世の中を目指しているそうです。金融知識がない人にとっ

て資産運用は遠くて、難しそうで、とにかくよく分からないに尽きるのではないでしょうか。そ

んな中、ロボアドバイザーの投資一任運用サービスTHEOは、金融や投資の知識が全くない

人でも月々一万円からスマホがあれば始められるという手軽さで、投資資産運用の第一歩を

踏み出すハードルをグンと下げてくれました。現在運用者は6万人を突破！

日本人に似合い、しかもお洒落なデザイン、日本の職人さんがきちんと丁寧に作っている、そ

んな眼鏡がほしい。今までは、デザイン重視で、海外製のものばかりを選んでいた人にも、そ

んなわがままな願望を叶えてくれる、すてきな眼鏡。「時代に淘汰されない日本人にふさわし

いスタイルを求めて、アイウェアの新しい価値を日本から追求する」というパーパスがありま

す。2018年10月に263日限定でショップオープンしました。

デザイン会社アッシュコンセプトが運営する、台東区蔵前発祥のデザインプロダクトショップ。「モ

ノを創る人と造る人を、そして使う人を、つないでゆくデザインのプラットホーム」として、さまざま

な企業や産地の方とつくり上げ世界中から高い評価を得てきた製品の数々を、使う人に繋げるべ

く、2012年春に出店。オリジナルブランド”+d”は、機能性のあるデザインにさらに何かを"プラス"

して「驚き」「おかしさ」「やすらぎ」など、何が生まれるのかを楽しむモノづくりをしています。

独特の個性を感じる、杉並区内のまちの小さな本屋さん「まったくあたらしい、けれどなつか

しい本屋 Title」。「書物を扱う事業を通し、個の多様性を確保した、豊かな社会づくりに貢献

する」という理念がしっかり掲げられています。その人が、よりその人らしくいられるための本

とは何だろうと考えながら、店に並べているそうです。店内奥にちいさなカフェも併設。

東京都羽村市を拠点に、都心にも展開する地域密着型スーパー福島屋。「毎日の暮らしを楽

しく、心地よく」を掲げ、日々の食事のあり方を追求し、伝え続けるという姿勢は、商品のセレ

クションからお店づくり、消費者とのコミュニケーションの仕方や生産者との連携などに一貫

して見ることができます。外国人のファンも多いです。

スーパーマーケット 

福島屋 
羽村市、六本木、秋葉原など

書　店

天狼院
池　袋

定番品ショップ

THE SHOP TOKYO
丸の内

羽村本店 ： 羽村市五ノ神 3-15-1　TEL ： 042-554-0137　
営業時間 ： 10:00-21:00　定休日 ： 1月1日、2日
六本木店 ： 港区六本木一丁目4-5 アークヒルズ サウスタワーB1
営業時間 ： 8:00-22:00  土・日・祝日10:00-21:00　定休日 ： １月１日～３日

INFO

天狼院本店 ： 豊島区南池袋 3-24-16-2F　TEL ： 03-6914-3618
営業時間 ： 12:00-22:00（金曜のみ18:00-22:00）土日祝10:00-22:00　定休日 ： 火曜日

INFO

「本だけでなく、その先にある体験までを提供する次世代型書店」をコンセプトとする池袋の
「天狼院」。その中でも人気の「体験」が「秘本」です。黒いブックカバーがかけられ、もちろん
立ち読みできないようにビニール袋に入れられ、タイトルも作者も内容もわからない状態で
売られる秘本は人々の好奇心を刺激するセレンディピティ。ちなみに秘本を買う条件として
①タイトル秘密です。②返品できません。③他の人には教えないでください、の３つを守ってい
ただきます、とのこと。

THE SHOP TOKYO ： 千代田区丸の内2-7-2 JPタワーKITTE4階　TEL ： 03-3217-2008 
営業時間 ： 11:00-21:00  日・祝日11:00-20:00 （祝前日は-21:00）    定休日 ： kitteに準ずる

INFO

これこそは！という定番品を様々なジャンルのメーカーと一緒に考え、開発し、発信していくブ

ランド「THE」のショップ。世界中からの定番品も集めています。「世の中の定番を新たに生み出

し、これからの「THE」をつくっていくこと。世の中の定番と呼ばれる基準値を引き上げていくこ

と。」そんなパーパスのあるモノづくりで、これだ！というようなTHE 醤油差し、THE 箸、THE 

WET TOWEL、THE 洗濯洗剤など、すてきな暮らしに似合うプロダクトを生み出しています。

世田谷区等々力4-4-5　TEL ： 03-6432-3878    営業時間 ： 10:00-19:00
定休日 ： 月曜日 （月曜日が祝日・イベントの際は火曜日休み）

INFO

「出会った人々からインスピレーションを受け、ケーキを作っていく」というパーパスで、他

にはないオリジナリティー溢れるケーキを創作する PÂTISSERIE ASAKO IWAYANAGI。元

デザイナーのセンスを活かして、見た目に美しくおいしいケーキやパフェを提案します。

住宅街に突如あらわれるシンプルモダンな店舗での体験を楽しんで。

パティスリー

 PÂTISSERIE ASAKO IWAYANAGI

等々力
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パーパスの
　　　ある○○。

撮影：齋藤陽道


