
「
人
」と「
パ
ー
パ
ス
」が
起
こ
す
力

SM
O TOKYO 2023   COLLUM

N 02
20

「人」と「パーパス」が起こす力

20世紀初頭から唱えられていた「Woke」

芸名“Lead Belly”として知られるアフリカ系アメリカ人、Huddle 
Ledbetterは、1900年代初頭にギター、ピアノ、ハーモニカ、バイ
オリンなど多くの楽器を器用に操り、女性、酒、刑務所生活、人
種差別などの社会問題を歌い上げたフォーク・ミュージシャンだった。
 1938年、彼は「スコッツボロ・ボーイズ」という曲を発表した。こ
の曲は、2人の女性への強姦罪容疑をかけられた、無罪の黒人
青年９人の物語を歌ったものである。この曲の終盤の歌詞には

るかを公に語るようになり、消費者は、多くの「言うだけ企業」に
囲まれている。ノイズが溢れる中で、今日の消費者はかつてない
ほど疑り深くなっている。企業が消費者から信頼を得ることが極
めて困難という、本当に世界を良くしたいと願っている企業にとっ
てはマイナスな状況である。
 では、消費者は、嘘つき企業をどう見極めたらいいのだろうか。
真の善意の企業なのか、利益重視なのか?

偽りのない企業から学ぶこと

パンデミック発生時、パタゴニアは店舗の閉鎖を決定しつつも、
従業員への給与支払いを続けた。アップルをはじめとして、同様
の対応をして他にも賞賛された企業はあったが、パタゴニアのこ
の対応は今に驚くことではなかろう。パタゴニアには、つねに従
業員を第一に考えてきた過去がある。CEOがその哲学を “Let 
My People Go Surfing ”という本で発表しているとおり、同社は
30年以上にわたり、事業所内保育を提供し、出張先ではベビー
シッターを派遣して、子連れでの出張も可能にしている。抗議活
動で社員が逮捕されようとも、その保釈金を会社が負担するなど、
数え上げればきりがない。
 パタゴニアのような企業は、従業員、地域社会、環境問題に
対するコミットメントを、その行動によって、また時間を重ねて証明
してきている。このような稀有な企業こそ、偽りのない企業と言え
る。SMOではこのような企業を「本物」と呼んでいる。
社会と環境のサステナビリティを中核に据えた「本物」の企業

も稀ながら存在する。これからパーパスドリブンとなり、本物を目
指そうとしている企業に向け、それらの事例を紹介しよう。そこ
にはヒントと学びがある。

“皆へ忠げる。「woke」であれ。つまり、目を見開いて警戒して
 おけということだ。”

社会における重要事実や社会問題を認識し、能動的に注意
を払うこと。

というくだりがある。これは、アフリカ系アメリカ人に、人種差別的
脅迫への注意を促す言葉だった。そこから、この言葉はしばらく
覚醒をしないまま、21世紀に入る。

今日の“Woke”の意味

21世紀は2010年代に入り、Black Lives Matter運動やソーシャ
ルメディアの登場により、「woke」という言葉が知られるようになる。
#StayWokeというハッシュタグが生まれ、ミレニアル世代のボキャ
ブラリーの一部となり、その意味は進化し続けている。今日では、
「woke」の対象範囲は人種的差別の域を越えて広がり、辞書
では次のように定義されている。

つまり、「woke」であることは、政治的・文化的な意味での支配
パラダイムを意識し、そこに疑問を持つということである。

Woke Capitalismの登場

今日の消費者は、かつてないほど「woke」である。製品やサー
ビスの機能性だけでなく、それらが私たちのコミュニティや地球
に与える影響も考えて購入している。それは、製品がどこでどの
ように作られたか、サービスを提供するスタッフがどのように扱わ
れているか、自分の買い物が世の中のためになるかどうかという
ようなことである。
 企業もこうした変化に着目し、このような若い世代向けに、彼
らの進んだ考え方や信念に刺さるプログラムを提供するなど、
上手く利用するケースもある。さらに大きなレベルでは、本意であ
るかどうかに関わらず、若い世代の活動や価値観を支援するこ
とで、社会的地位や影響力を得ている企業も存在する。これが、
ニューヨークタイムズの記者、ロス・ドゥシャットのいうところの「Woke 
Capitalism」と呼ばれるものである。
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 2020年に白人警官に殺されたアフリ
カ系アメリカ人、ジョージ・フロイドの事
件で、社会的差別を訴える抗議運動
が世界中で巻き起こり、企業はすぐに
立ち上がった。ところが、黒人の生活と
人権を支援するメッセージを発信した
某大手スポーツメーカーは、中国の工
場でウイグル人を強制労働させていた
ことが伝えられるなどの矛盾が生じた。
 企業の言行が不一致であるという矛
盾は、信憑性や誠意が疑われる。こうし
た派手なジェスチャーは、単なるWoke 
Capitalismに過ぎないのだろうか。
これまで以上に、企業は自社のパー

パスについて、自分たちが何を信じてい



［事例1］
Method Products

2000年代初頭、アメリカのスーパーの洗剤コーナーには似たよう
な有害洗剤ばかり並ぶ中、カラフルでデザイン性の高い「Method 
Products（メソッド）」が登場した。安全な天然成分から作られた、
ポップなこのラインは、マーケットのディスラプターとなった。
同社では社員と顧客を「People Against Dirty（汚れと戦う人々）」
と呼び、キャンペーンを展開した。“Dirty”という敵を明確に定義
したことが、ファンを動かす要素となった重要なポイントだ。汚れ
と戦う人々である彼らにとってのclean upとは、家や体をきれい
にするだけでなく、掃除の仕方自体をきれいにすることでもあった。
メソッドは、家をきれいにし、環境を良くすることを掲げて、社員と
ファンを１つにすることに成功し、ベルギーの環境消費財メーカー
であるエコベールによって、2012年に買収された。

［事例2］
Ben & Jerry

毎年春になると、あるアイスクリームチェーンの前に、人々が列を
作る日がある。音楽やエンターテインメントを楽しみながら、人々
は無料のアイスクリームコーンを求めて並ぶ。この“無料コーン
DAY”を提供するベン＆ジェリーは、40年前から毎年、このイベ
ントを開催している。
この取り組みは有名でも、ベン＆ジェリーが各地域のチャリティ団
体と提携し、社会貢献のための募金活動を行っていることはあま
り知られていないかもしれない。例えば、シンガポールのある店
舗では、無料コーンDAYに、放置または虐待されている子ども
たちを支援するチャリティーへの寄付を呼びかけた。
無料コーンDAYは、現在のアプリによくあるフリーミアムビジネス
モデルと似ているが、フリーミアムのゴールは課金であるのに対
し、無料コーンDAYのゴールは社会貢献である。新規客の獲

得、ロイヤルカスタマーへの感謝、コミュニティ向上、そして社会
貢献への応用まで、このようなモダンな方法が随分前から実践
されていたことは実に驚くものだ。

［事例3］
Warby Parker

Warby Parkerは、人々が眼鏡を簡単に、楽しく、そして手頃な
価格で購入できるよう、DtoCのスタートアップ企業の先駆けとし
て始まった。
世界中で眼鏡を必要としているにも関わらず手に入れることがで
きない人が、世界中に25億人も存在する。彼らはこの事実を認
識し、誰もに見る権利があるべきだという信念がある。そこで、ビ
ジネスモデルにソーシャルプログラムを組み込み、１つの眼鏡を
購入で、眼鏡を必要としている人に眼鏡が１つ贈られるようにし
た。 Warby Parkerは今日までに、発展途上国市場、新興国市
場で1000万個以上の眼鏡を贈呈している。顧客は、困っている
人が学び、働くための支援をすることができるのである。
2021年には上場、その成功は、消費者にとっての「価値」が変

化したということを裏付ける。消費者は、自分のだけために素晴
らしい製品を求めるのではなく、良いことをすることにも価値を見
出しているのだ。
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人を動かすということ

こうした事例のように、「人々が集まり、彼らを動かす」ことこそが、
大きな変化を起こすことができる。いわば「ムーブメントを起こす」
ということだ。では、そこに必要不可欠な重要要素はなんだろ
うか?
 それは、「人」と「パーパス」。パーパスとは、崇高で、人 を々イ
ンスパイアし、超越的なものであり、人の役に立ちたい、物事をよ
り良くしたいという、人間の本質を突くものである。こうした企業
では、製品やサービスを通じて、従業員や顧客がパーパスを実
現することができる。地球を救うためであれ、困っているコミュニ

パーパスを行動に移す From Purpose to Action

パーパスへの深い理解 Creating Mastery

学ぶ
Learning

確かめる
Measuring

見いだす
Uncovering

伝える
Spreading

パーパスへの深い信頼 Building Authenticity

Creating Movements ―ムーブメント創造のために

パーパスを行動に移すために、SMOが提供する「ムーブメント」
というフレームワークがある。従業員がみな、パーパスに基づい
て行動できるような組織を実現するには、四つの重要な事柄が
ある。

①「学ぶ」ことと、②「確かめる」ということ
パーパスを深く理解するためには、「学ぶ」そして「確かめる」こ
とが必要である。その組織が掲げるパーパスを正しく学び、共
感してもらうため、それに特化した研修やワークショップの新たな
導入や既存の研修の組み直しを行う。それと同時に、パーパス
の浸透度合いを把握できる仕組みを社内コミュニケーションの中
に組み入れる。

③「見出す」ことと、④「伝える」ということ
そして、パーパスへの強い信頼感を構築するためには、「見出す」
そして「伝える」ことが不可欠だ。実際の仕事やプロジェクトをパー
パスの視点で検証するワークショップや、パーパスに導かれた象
徴的なプロジェクトを行い、信頼するためのエビデンスを見出す。
そこで見出された、現実に起こったパーパスに基づく判断や行
動を、広く社内外に共有し伝えていくことで、パーパスが本当に
自分たちにとって意味のあるものとなり、新たにパーパスに基づく
判断が創出されていく。このほかにも、日常的な業務の中にパー
パスを取り込めるような取り組みを多く実装していく。
 これらの取り組みには終わりはない。この、学ぶ（Understanding）

ティを助けるためであれ、最終的には世界をより良くするというパー
パスのために人々が集うのだ。
 上記で紹介した事例は、ビジネスを別視点から見ることにつ
いて考えさせてくれる。ムーブメントの創造という視点で考えた
時に、自分達のビジネスはどのように映るのか? 従業員や顧客
がそのパーパスの実現に貢献できるように企業としてできること
を与えているだろうか?
 パーパスを中心に、我々はどうやって、自社のプラットフォームと
リソースを活用し、ムーブメントを起こしつづけることができるか?
 これを追求し、実践していくことこそが、「本物」になるための
鍵となるだろう。

/確かめる（Measuring）/見出す（Uncovering）/伝える（Spreading）
の４つのサイクルを回し続けることが、社内外に真なるムーブメン
トを起こし、パーパスに裏打ちされたブランド価値の創出につながっ
ていくのだ。

事例：ムーブメントを起こすということ

KPMG（監査、税務、アドバイザリーに関わるサービスとソリューションを
提供しているグローバル規模のコンサルティング・ファーム）

パーパスにおける有名なKPMGの事例を、ムーブメントのレンズ
を通し、具体的な施策を交えて紹介しよう。
 KPMGは2014年、それまでの保守的な文化を、イノベーティ
ブな文化に切り替えようとパーパス策定に取り組んだ。自社の歴
史を掘り下げ、数百人の社員とのヒアリングをした結果、「Inspire 
confidence and empower change」（社会に信頼を、変革に力を）とい
うパーパスが制定された。
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パーパスを起点とした社内ムーブメント

ここからが興味深い。同社は社員を巻き込むべく、社内浸透に
焦点を当てた具体的施策として、社内の人間のみならず外部で
もアクセスできるKPMGパーパス特設サイトを設置した。その
サイトを通じて、社員はビデオや記事などのコンテンツから同社
のパーパスの定義の過程や経緯を理解できるようになっている。
 その後、個々の社員のパーパス解釈を促進するため「10,000 
Stories Challenge」というキャンペーンを社内で展開した。
27,000人の従業員に対し、1万枚のポスターを作成するもので、
１万枚目標が達成されると、従業員には二日間の有給が追加で
付与される。
 その仕組みを詳しく見てみよう。KPMGが配布したウェブア
プリから従業員がポスターを作る手順はこうだ。：

1. 用意された複数の背景から気に入ったものを選ぶ。
2. What do you do at KPMG？ （KPMGでやっていることは?）」
という質問に回答する（つまり、従業員に自分は何をしてKPMG
のパーパス実現に貢献しているか向き合わせる）。

3. 回答項目は「ヘッドライン」と「あなたのストーリー」の２つ。
4.「ヘッドライン」では、「What do you do at KPMG？」に対
する端的な答えになる。例えば、テクノロジーのコンサルタン
トであれば、「テクノロジー改革」を記入。

5.「あなたのストーリー」は、上記の「ヘッドライン」を説明する
箇所。自分の仕事がどのようなインパクトを作り出し、どのよ
うに価値をもたらすのかを具体的に書き出す。

6. 最後に、自分やチームの写真をアップロードする（このステップ
はオプション）。

7. これでポスターが完成、送信されると、アプリ内に他の人の
送信済みポスターの一覧が表示され、閲覧できる。
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「学ぶ」、「見出す」、「伝える」を達成する、効果的かつ効率の
良い取り組みであると考察できる。

半年にわたり、なんと4万枚以上が提出された。その中で厳選さ
れ、ブラッシュアップされたポスターは、社外用キャンペーンでも
使われた。

キャンペーンの結果

この社内キャンペーンを含む浸透施策に関する社内事後調査
では、社員自身の仕事へのプライドが向上し、エンゲージメント
も高まったことが分かった。その結果、米Fortune誌の「Best 
Companies to Work For」ランキング（働きたい企業ランキング）で
は31位から12位に飛躍したという。
 この調査にはもう一つ印象的な知見がある。自社を素晴らし
い職場だと考えるかどうかの回答で、パーパスを推進しないリー
ダーのもとでは６割であったのに対し、パーパスを推進するリーダー
の下にいる社員は９割が自社を素晴らしい職場だと回答したこと
とが分かった。上司のパーパス推進の積極度は、従業員のマイ
ンドセットと忠誠心に大きく影響することが分かる。

KPMGの事例はなぜ優れているのか

KPMGの事例には重要な学びがある。それをSMOの「ムー
ブメント」フレームワークで説明しよう。KPMGのキャンペーンは、

学ぶ
Learning

従業員はアプリ内のワークを通じ
て、自身の仕事をパーパスに沿っ
て置き換え、パーパスを解釈し、
自分ごと化することができた。

ワークを通じて、たくさんの従業
員のストーリーが見出された。

社内：従業員が仕上げたポス
ターをそのままツール化し、社内
のあらゆる場面で展示された。

社外：従業員が作成したポス
ターを外部コミュニケーションに
賢く繋げた。

社内の事後調査と米Fortune誌
の「Best Companies to Work 

For」ランキングで効果を把握す
ることができた。

確かめる
Measuring

見いだす
Uncovering

伝える
Spreading

一体感が生まれるコツ

そして、二日間の有給というインセンティブを取り入れた全社イベ
ントにすることで、一大イベントとして、参加モチベーションと一体
感が作り出されたことも一つの成功要因であった。
 「学ぶ」「確かめる」「見出す」「伝える」について、それぞ
れ個別で施策を考えて実施することも可能ではある。しかし
KPMGのこの事例では、あらゆる施策と要素を組み合わせ、特
に「学ぶ」「見出す」「伝える」を意識して、効率的で一貫性の
あるキャンペーンに仕上げることに成功した。ここに、この事例
の重要な学びがある。
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