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なぜ今、パーパス経営なのか？

黒田　パーパスが注目されている理由は、主に3つある
と私は考えています。1つは、従来のビジネスの進め方
や企業経営の在り方では、地球環境や人類の社会活動を
持続できないことが明確になってきたこと。「ステーク
ホルダー資本主義」という言葉がクローズアップされて
いるように、近年は株主だけでなく、顧客や従業員、地
域住民などあらゆるステークホルダーが企業に対し、地
球や社会の持続可能性に貢献することを求めていて、企
業側もその期待に応える必要が出てきました。そこで、
改めて社会における自社の存在意義（＝パーパス）とは
何なのかを重視する企業が増えてきたのです。
　2つ目の理由としては、時代が大きく変化する中で、
創業時に掲げた社是や企業理念がそのままでは通用しに
くくなり、今日的なコンテキストで捉え直す必要が出て
きたことでしょう。わかりやすい例が、パナソニック創
業者の松下幸之助氏が掲げた「水道哲学」。モノを豊富
に供給して、人々の暮らしがモノで満ちあふれるように
なれば、みんなが幸せになると。当時としては立派な考
え方だったわけですが、そのままでは今の人々の幸せに
は当てはまりにくいでしょう。そこで現在のパナソニッ
クの経営陣たちは、「みんなを幸せにしたい」という創
業者の想いを受け継ぎつつ、現代のコンテキストに沿っ
てパーパスを再定義されています。
　3つ目の要因として、パーパスを明確化することは、
経営戦略的にも非常に重要だということがあげられま
す。経営陣がパーパスを明確に掲げることで、企業が目
指す方向性が社内で共有され、軸がブレないしっかりし
た経営ができる。この点に多くの企業経営者が気づいた
のだと考えられます。
堀内　黒田さんの論点に加えて、マクロな視点でお話し
すると、「パーパス」論の登場は、資本主義社会の課題
が明らかになったことに関係があると考えています。
　ご存じのとおり、戦後の資本主義社会はさまざまな変
遷を遂げてきましたが、近年で非常に大きな転機となっ

たのは2008年のリーマンショックです。世界的な金融
危機をもたらしたリーマンショックのインパクトは大き
く、単純な「市場原理主義」では世の中がうまく回らな
いのではないかと多くの人々が感じるようになりまし
た。さらに、2013年にフランスの経済学者トマ・ピケ
ティは『21世紀の資本』を著しました。資本主義と
は、放っておくと経済的な格差をどんどん拡大させ、社
会全体を不安定化していく可能性がある。ピケティはこ
うした資本主義の構造問題を明らかにしたわけです。
　これらを機に、世界中の経済学者や政策決定者、企業
経営者たちは、資本主義を前提にしながらも、サステナ
ブルな社会をどう築けばいいのかと考えるようになりま
した。そこで生まれたのが、「サステナブル（持続性）」
や「ソーシャル（社会）」という視点を経済活動に取り
入れていく潮流です。
　パーパスとは、企業が社会のためにどう貢献できるの
かという存在意義を意味します。資本主義を取り巻くこ
うした大きなマクロな時代背景から、必然的にパーパス
論が唱えられるようになったと、私は捉えています。
宮沢　経営者の実感としては、企業とステークホルダー
の関係性が変化していることが大きいと思っています。
自分の会社だけが利益を出して成長すればいいという発
想では、これからの経営は成り立ちません。従業員をは
じめ、さまざまなステークホルダーを巻き込み、良好な
関係性を築き、一緒に価値を生み出していくことが必要
になっています。このとき企業側は「なぜこの事業を行
うのか？」を明示し、「なぜこの企業に協力するのか？」
というステークホルダーの想いにしっかりと応える必要
があります。企業で働く人々も「自分はなぜこの会社で
働くのか？」を真剣に考えるようになっており、それに
的確に応えるようなメッセージを打ち出せなければ、企
業が目指す未来も絶対に実現できないでしょう。
　社是や企業理念は企業側・経営者側の想いが起点に
なっていますが、これからの時代はステークホルダーの
想いにも寄り添い、彼らの共感を引き出すような言葉が
求められています。そこで生まれたのが「パーパス」な
のだと私は考えています。

未来に向けて解決しなければならない社会課題が多い現代は、企業経営も経済的な指標だけではなく、社会に
とっての「存在意義」が問われるようになっています。そこで最近注目されているのが「パーパス経営」で
す。ボルテックスでは2022年10月に自社のパーパスを制定し、ステークホルダーにとってよりよい経営の実
践を目指しています。パーパス経営に精通する黒田由貴子氏をお迎えし、弊社会長の堀内勉、代表の宮沢文彦
とともに語り合いました。
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パーパス経営の実践と 
これからのボルテックス

黒田　パーパスは策定して終わりではなく、経営の原動
力にしていくことが非常に重要です。その際、2つの留
意点があります。
　1つは、経営・業務上のさまざまな判断の基準として

活用していくこと。例えば重
要な経営判断をする際に、
「パーパスと照らし合わせた
らどう考えるべきか」という
会話が日常的に行われていく
ことが望ましい。これは経営
陣や幹部層の意識にかかって
くると思います。
　もう1つは社内にしっかり
と浸透させること。「社員に
通達を出せばいい」「パーパ
スの読み合わせ会でもやれば
いいでしょう」などと考えて
いる経営者の方が意外と多い
のですが、そんな方法だけで

は社内へのパーパスの浸透は絶対にできません。
　人生100年時代となり、価値観も働き方も多様化する
中で、働く社員一人ひとりが「今、自分は何のために働
くか？」を問い直すようになっています。社員がキャリ
アを自律的に形成していくには、自分自身のパーパスも
明確にしておく必要があります。企業としてのパーパス
を浸透させるためには、社員一人ひとりのパーパスの明
確化を企業が支援することも大切です。個人のパーパス
と企業のパーパスに重なり合いが見いだせれば、自然と
エンゲージメントも高まっていくと考えます。
宮沢　そのとおりですね。そうした取り組みを含めて、
パーパスを社内に浸透させる施策をすでに幅広く計画し
ているところです。ただ、どんな施策をするにしても、
最も大切なのは私も含めて経営陣自身がパーパスの実践
に本気で取り組むことです。その本気度が、少しずつ社
員たちに伝播していくのだと思います。
黒田　パーパスの実践を通じてどのぐらい社会課題の解
決に貢献できたか、何らかの指標があるとなおよいと思
います。たとえばソニーグループのパーパスは、「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」ですが、その一つの指標として「感動する人を

10億人つくる」と言っているの
ですね。10億人をどう算定する
のかはともかく、わかりやすい指
標の設定は、パーパスを社内で浸
透させる力にもなると思います。
堀内　最近、ソーシャルファイナ
ンスの分野で注目されている「イ
ンパクト投資」の考え方にも通ず
る論点ですね。インパクト投資と
は、社会的価値の創出や社会課題
の解決を目指した投資活動のこと
ですが、難しいのはその投資成果
をどう測定するか。たとえば
SDGsの17ゴールのうち、どれ
にどれだけ貢献できたのかを測定
しようとしても、意外に難しい。企業ごとに策定した
パーパスの達成度を指標として測るのも簡単ではないで
しょうが、その議論を重ねていくこと自体が非常に重要
だと思います。
宮沢　非常に面白いテーマですね。われわれのパーパス
の達成度や進捗度をどこまで指標化できるかはわかりま
せんが、少なくともわれわれの考え方に賛同したり、刺
激を受けた結果、成長を遂げた企業の数であれば計測可
能かもしれません。中小企業庁の調査によると、日本の
中小企業の数は、約360万社といいます。私としては、
その360万社すべてをわれわれのパーパスで感化してい
きたいと考えています。
黒田　ボルテックスという会社がパーパス経営を実践す
ることで、どんな新しい社会を切り拓いていくのか、想
像するとワクワクしますね。ぜひ楽しみに、御社の今後
に注目してきたいと思います。
堀内　私は、パーパスの議論は企業の在り方を根本的に
変えるものだと考えています。パーパスとは企業の社会
的な存在意義であり、「社会」という視点が盛り込まれ
ているからこそ、企業外の人々も共感することができ
る。パーパスによって、「企業」の境界線を溶かし、企
業が社会の中に溶け込んでいく。今までの企業理念や社
是とは違った、大きな変化の原動力になるものです。そ
の中で、社会を変えていくというだけでなく、ボルテッ
クスという会社自体がどう変わっていくのか、ぜひ注目
していきたいと思います。
宮沢　ご期待に沿えるよう、われわれならではのパーパ
ス経営に邁進していきたいと思います。本日はありがと
うございました。
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パーパスに込めた想い

宮沢　弊社は2022年10月、これまでの理念体系を更新
し、新たに「経営に新常識をもたらし、富の再分配を実
現する」というパーパスを策定しました。近年、当社の
事業展開が急速に拡大し、社員数も着実に増えていく中
で、企業・組織としての力を一層高めていくため、社内
制度の整備を進めていました。パーパスの設定もそうし

た取り組みの一環といえます。こ
れまでも社是・社訓やミッション
＆アイデンティティなどは策定し
ていましたが、今回はパーパス
（存在意義）、ミッション（使
命）、バリュー（価値観）、アイデ
ンティティ（社員の行動規範）と
いう4階層の理念体系として再構
築しました（図）。その中で、社
内・社外の関係者とさまざまな議
論を重ねた結果、「経営に新常識
をもたらし、富の再分配を実現す
る」というパーパスに到達したわ
けです。

　日本経済は長年、低成長が続いています。また、少子
高齢化・人口減少や、東京の一極集中・地方の過疎化と
いった多くの社会課題が生まれています。私が特に懸念
しているのは、国内の富が偏在して格差が広がり、社会
の分断化が深刻になっていくことです。これは絶対解決

しなければならない問題です。
　この自分の問題意識と戦う手段として、ビジネスをし
てきたという感覚があります。実際、ボルテックスのビ
ジネスで不動産を扱っているのも、富の偏在化という問
題の解決に挑戦するという意味合いがあります。区分所
有という手法を活用することで、不動産という意味での
富を、東京から地方へ還元することができますし、ある
いは小口化によって、さまざまな所得階層の方々へその
ベネフィットを分配することもできるからです。
黒田　宮沢社長の熱意を感じるお話ですね。私は、よい
パーパスの特徴も3つあると考えています。1つは、創
業者としての真髄、つまり企業創設に込められた想いが
反映されていること。2つ目はその企業の強みが活かせ
ているものであること。ビジネスとして実現できなけれ
ば、経営も持続的にはならないからです。
　そして3つ目は、社会の要請や期待に応えているこ
と。これが欠けていれば社会に認められず、やはり持続
的な経営は難しくなります。今回ボルテックスさんが策
定したパーパスは、まさにこの3つが当てはまってい
て、たいへん感心しました。
堀内　私が所長を務めている100年企業戦略研究所で
は、100年あるいは200年を超えるような長寿企業の特
徴を研究しています。その共通点の一つとして、「家訓」
が脈々と受け継がれていることがあげられます。パーパ
ス経営とは、創業者の想いが、今の社会の求めているも
のとどう合致するのかを整理して、世に問うて、広く支
持を得ていくプロセスです。家訓が社会化していくプロ
セスといってもいいでしょう。創業者である宮沢社長が

このプロセスを意識し、創業の
想いを世の中に問う活動を自ら
実践しているのは、非常によい
ことだと思います。
　「経営に新常識を」は宮沢社
長が常々語っている言葉で、私
も個人的に非常に気に入ってい
ます。日本の経済・産業界がこ
れからも成長していくため、「変
革」は絶対に必要ですが、常識
に凝り固まって変革を拒んでい
るような企業は珍しくありませ
ん。企業を変革に導くには、
人々の心を動かすような言葉が
重要です。「経営に新常識を」
にはその力があると思います。

（何のために
存在するか）

Purpose

（何を約束するか）
Mission

ボルテックスの

存在意義

ボルテックスの

使命

「経営に新常識をもたらし、富の再分配を実現する」
富の偏在による経済の停滞、都心と地方、高所得者と低所得者の格差の広がり、
少子高齢化などによる日本の未来に対する不安、これらの社会問題を新たな
視点、発想により解決し、資産が健全に循環する社会を実現したいという強
い想いがボルテックスの原点です。
その原点のもと、ボルテックスは新しい不動産保有のカタチを企業に提供し、
企業財務の健全化と企業経営者の挑戦志向への意識変革に取り組んでいます。
これからは、企業にとどまらず幅広い人々に対して、そして資産だけではな
く人財など活用可能な資源に視野を広げて、画期的なサービスを開発してい
きたいと考えています。
すなわち、ボルテックスの存在意義は「経営に新常識をもたらし、富の再分
配を実現する」です。

幅広い企業・人々に成長機会と豊かさを、社会に活力をもたらします。
市場の先、想像の上を行く、資産活用の画期的な選択肢を提供し続けます。
固定観念にとらわれず、常識を超えた新しい未来を切り拓くため、挑戦と成
長を志向する集団であり続けます。

図  ボルテックスのパーパスとミッション


