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概要
消費者志向の考え方に対しては「企業は利潤
消費者志向経営とは企業が利益と社会の利

を追求することが一義的な目標であるので、消

益をバランスさせながらイノベーションを図

費者志向経営を目指すことにより利潤が損な

ることである。この必要性は広く受け入れられ

われる場合もあるが、二つの目的が相反する場

ているが、現状では漠然と「企業は利益追求だ

合、企業はどのようにすればよいのか」といっ

けでなく社会のためになることもするべき」と

た疑問が湧く。

しか受け取られていない。
本稿では、金融業、不動産業、製造業におい

また、
「持続的な開発目標（SDGs）
、ESG 投資な

てそれぞれ行われている取り組みと考え方を

ど企業が社会の利益を重視すべきというイニ

整理して、企業が消費者経営を行うために目標

シャティブは最近になって数多く提唱される

をどのように設定するか、またどのような手法

ようになってきた。消費者志向経営は SDGs や

で実践するかを具体的に示している。

ESG 投資とどのような関係にあるのか、企業の
立場からするとこれかは同じものなのか？企

１． 消費者経営の概念を巡って

業にとって ESG 投資と消費者志向経営は同じ

（１）消費者志向経営とは何か、企業は何をめ

ことか。という疑問も耳にする。

ざせばよいのか
消費者志向経営は、企業のスタンスを示す比
消費者志向経営とは何か。一言で言うと次の

較的広範な考え方、取り組なので、SDGs や ESG

ように要約される。

投資の考え方と重なる面も多い。消費者志向経

「企業は、当面の顧客だけでなく、消費者全体、

営が多くの企業で取り入れられ、またこれから

長期的な社会の利益の向上を図るような経営

も考え方を取り入れようとする企業が増えて

を行うべきである。そのために企業と消費者の

行くためには、このような疑問、質問に答えて

双方の利益になるようなイノベーションを志

「企業は何をすれば良いのか」を示すことが重

1

向すべきである。
」

要である。

1

れる行動として①組織のガバナンスの整備・充実と、
②消費者の要望を踏まえた商品・サービスの改善・開
発を指摘している。

消費者庁［2016］ 消費者志向経営の取組促進に関
する検討会報告書（参考文献１）では事業者に求めら
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本稿は、企業が消費者志向経営をどのように

では推し量れない価値創造、社会活動の比重が

進めて行くべきか、何を目標とすれば良いのか

高まってきたことが指摘できる。例えば、事業

について方向性を示すことを目的とする。具体

者と消費者の情報力や交渉格差を是正しよう

的には「企業の利益」と「社会の利益」の軸を

とする消費者行政においても、消費者を騙す危

どのように両立させるかについて、金融業、不

険性がある対立関係にあるものとして企業を

動産業、製造業などにおける具体的な取り組み

捉えるのでなく、共にイノベーションを共創す

例を分析し、消費者志向経営が目指す方向性を

るパートナーとして緊張関係を保ちながら協

明らかにする。

力することが求められている。

図1

また、経済社会のサービス化、ネットワーク

企業利益と社会利益が両立する

化が進み、価値が財の価格以外の要素、使いや

ビジネスしか成り立たない
社会の利益

すさ、利便性、環境や情報に大きく影響される

がプラス

ようになったことも指摘できる。

企業と社会が
持続不可能な
ビジネスモデル

このような外部性が強く作用する取引では、

win‐winで持続可

能なビジネスモデル 企業の利益

企業の利益

がプラス

がマイナス
持続不可能な

持続不可能な

ビジネスモデル

ビジネスモデル

すべてのケースを網羅するルールを以て企業
の望ましくない行為を規制するのは難しい。企
業の利益を社会的な目的と両立させるために
消費者志向経営の考え方に基づいて、企業と消

社会の利益
がマイナス

費者が行動するための規範・ルール（ソフトロ
ー）が必要となっている。3

「企業の利益」と「社会の利益」の軸をどの
ように両立させるかが焦点であるが、図１はそ

２． 業種別の概念整理

のビジネスが成り立つ範囲を示している。企業

（１）金融仲介サービス業の例（金融庁「顧客

の利益と社会の利益がともに正である場合（図

本位の業務経営」
）

の濃い網掛の部分）のみ持続可能なビジネスモ
デルとなる2。以下では企業がどのような取り

（利益相反関係が顕在化する金融仲介サービ

組みを行っているか、二つの軸をどのように両

ス業）

立させているかを考察する。

金融仲介サービス業とは銀行、証券会社、金融
商品販売業者などが顧客に金融商品を販売す

（２）なぜ消費者志向経営が提唱されるように

る業で、投資信託販売などが典型的である。投

なったのか

資信託は値上がりすると期待される株や債券
などをまとめて運用するファンドであり、購入

消費者志向経営の考え方が、最近になって広

者が実際に得る利益は、投資したファンドの利

く受け入れられるようになった理由として、社

回りから手数料を差し引いたものになる。

会と企業の目指す方向が重なり、市場原理だけ
2

3

本図の作成にあたっては、行方洋一氏のブログ
http://amakarasenichi.seesaa.net/article/434141750.
html の記述および参考図を参考にした。

樋口一清（2019）
「消費経済学入門」中央経済社 第
4 章参照
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投資したファンドの利回り＝手数料（事業者の

の右上方向への矢印が示すように、イノベーシ

取り分）＋購入者が実際に得る利益

ョンによって金融商品自体の高いリターン（パ

であり、投資したファンドの利回りというパイ

イの大きさを増やす）そしてその高いリターン

を、事業者と消費者が分け合う関係になる。

について顧客も企業も潤うような配分をおこ

金融仲介サービス業におけるこのような企

なうことこそが消費者志向経営の目指すべき

業と顧客の利益相反性を強調したのが図２で

方向性である。

ある。相反性を強調するために顧客の利益（X
軸）と企業の利益（Y 軸）は 90 度で直交するの

（金融庁「顧客本位の業務経営」が示す方向性）

でなく、より 180 度に近い鈍角で交わるように

金融庁は 2018 年にこのような消費者（顧客）

している。

の選択を容易にし、客観的なパフォーマンス指

図2

標を公開することにより、顧客に良いサービス

企業の利益と顧客利益の背反性が顕在化する例

を提供する事業者が選ばれるべきであるとし

望ましい
顧客の利益
（資産利回り）

て、その考え方を国民に問う「顧客本位の業務

イノベーション
の方向

望ましくない

運営」を公表した。4

イノベーションの方向

金融機関の利益

図３ 投資信託販売におけるコストとリターン

（手数料率）

出典：筆者作成

顧客と企業がともに利益を上げなければビ
ジネスとしては成り立たないので、金融仲介サ
ービス業が成り立つ領域は図 2 のグレーの楕
円で示された部分である。
（全体のパイを増やす方向を目指すのが消費
者志向経営）
このような状況で金融仲介業者が目指すべ
き「消費者志向経営」とは何だろうか。高い投
資リターンが得にくくなっている近年の状況
で、低い手数料率は顧客の利益向上につながり
やすい傾向にあることは確かである。しかし、
出典：金融庁報告書より抜粋

金融機関の利益を削って顧客の利益向上に努
めることが消費者志向経営であるとは言えな

（金融庁の目指す方向は消費者志向経営であ

いだろう。顧客の利益が充分に高ければ、手数

る）

料率が高くても顧客は満足するはずである。

4

報告書で示された図表では投資信託のリタ

「望ましいイノベーションの方向」とは図２

ーンとコスト（手数料率）の実績を販売する会

事業者に対し商品開発，販売，運用，資産管理など

の役割・責任を果たす原則を遵守することを求めた。
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社ごとにプロットしている（図３）5。そこには

い。また地域・コミュニティの快適性や賑わい

先に図２で示したリターンとコストの背反性

は、開発利益を通じて個別企業の収益に直結す

（右下がりの点線）が明確に見て取れる。相対

る。つまり不動産業は（先に挙げた金融サービ

的に高い手数料率を徴収する銀行・対面証券の

スの例とは異なり）社会・地域の利益が企業の

リターンは手数料の低いネット証券に比べて

利益と相反しないで、むしろ連動・相関すると

低いリターンとなっている。

いう特徴がある。

ネット証券のように手数料を下げること（図

例えば、企業が個別不動産の耐震性や環境基

で左方向を志向すること）が消費者志向経営で

準を改善する投資は、社会資本の充実として社

はない。消費者志向経営とは、高い収益率を生

会のためになると同時に、不動産自身の市場評

み出すビジネスモデルを開発して、顧客に十分

価を高めて企業の収益も上げるのである。

な高いリターンを提供したうえで、ビジネスを

このような ESG 投資の範囲を図示してみる

継続しイノベーションを持続できるに十分な

と図４のようになる。ここで注意すべきは ESG

企業利益（この場合は手数料率）を確保するこ

投資の目指す方向性が 45 度方向を中心に幅を

とである（図では右上方向を志向すること）
。

持って捉えられることである。すなわち、企業

実際に金融庁は企業を規制するのでなく、

利益によりウェイトを持った ESG 投資もあれ

「企業が自主的に客観的なパフォーマンス指

ば、社会利益に重点をおいた ESG 投資も存在す

標を公開し、顧客に選ばれるような金融機関だ

る。すなわち ESG 投資は連続的に変化するスペ

けが生き残る仕組み」を提唱したのは、まさに

クトラムの幅を持って考えることができる。

そのような考え方である。

図４
（２）不動産業における ESG 投資の例

ESG投資の範囲
社会の利益
がプラス

ESG 投資とは、社会に大規模および長期の投

ESG投資

資を行う機関投資家などが、環境
（Environment）
・社会（Social）
・ガバナンス
（Governance）を考慮して行う投資であり、投

企業の利益

資家の長期的なリスク（例えば環境悪化や災害

企業の利益

がマイナス

などによる業績悪化）を軽減し、
（エネルギー、

社会の利益

コミュニティサービスなど）新たな収益を創出

がマイナス

がプラス

出典：筆者作成

するものであるとして注目されている。
特に不動産業においては、災害や気候変動に
よるリスクに多く晒されていることから、社会

（ESG 投資において企業が行う具体的な手法）

のレジリエンス（災害に対する予防力・対応力）
を高めることが、企業が所有する不動産の価値

それでは、不動産業において、企業はどのよう

を高めることと連動する効果を持つことが多

に ESG 投資を実施すればよいのだろうか、国土

5

公表して、顧客に選ばれるようにする自主的取り組み
を推奨している。

投資信託販売会社が自社の顧客本位の業務経営を客
観的に示す指標（コストとリターンの関係）の数値を
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交通省報告書6では以下の３つの手法を示して

企業の投資にステークホルダーがともに関与

いる。

することによってイノベーションが生まれ、認
証・評価のプロセスを統合することにより実践

選別（スクリーニング）

が保証される。

スクリーニングとは環境や省エネなどの基

企業利益と社会目的をバランスして追求す

準を満たしている物件にのみ投資する、あるい

るためには、価格のシグナルや市場メカニズム

は満たしていない物件には投資しない、などの

（見えざる手）ではないメカニズムを形作って

インセンティブを与えるものである。評価基準

いかなければならない。

が広く認知されれば、基準数値に連動した不動
産の価格プレミアムが生じ、市場を通じた ESG

（３）ESG 投資をより幅広くとらえる：社会的

投資の推進が行われる。

インパクト投資

関与（エンゲージメント）

ESG 投資のように社会の課題解決に貢献しな

エンゲージメントとは、不動産の省エネや耐

がら、同時に企業利益も得ることができる（両

震性を高める投資を、入居者の協力（例えば、

方どり）投資のことを、より広い概念として、

住居の改修や省エネを増進する消費行動など）

社 会 的 イ ン パ ク ト 投 資 （ Social Impact

のもとに行い、その利益を企業と入居者で分か

Investment）という。

ち合うことである。不動産の入居者が行う ESG

個別企業の利益ではなくより広い社会全体

投資行動に企業が、出資・利益分配などにより

のインフラを整備する役割は政府の役割・責務

関与することからエンゲージメントと呼ばれ

と考えられてきた。しかしこれまで述べてきた

る

ように、社会の利益と企業の利益は互いに相関
していること、また政府だけでは巨額の投資を

統合（インテグレーション）

負いきれずに民間資本の活用が求められてい

インテグレーションとは、第三者機関による

る。

認証および評価基準を設け、不動産会社やファ

社会的インパクト投資を拡大していく必要

ンドをそれに申請させる。事業の内容を審査評

性は G8 でも取り上げられ各国がその推進に向

価し・定期的に状況をモニタリングすることに

けて国内諮問委員会を設けている。また先進国

より、企業が ESG 投資を行うプロセスを組み込

間での議論・共通理解が OECD でも進んでいる

んでしまおう（インテグレーション）というも

（表 1）
。

のである。
三類型の意味
このような三つの類型化は消費者志向経営
を行おうとする企業にとってその目的と行動
の関係を明確にする良い指針となる。
社会的目的に合致したものだけが選別され、
6

境や社会問題の解決に寄与できるという観点からその
指針、方向性を取りまとめたもの

民間の巨額の不動産投資が中・長期的な視点から環
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社会インパクト投資の類型（スペクトラム）

１．100％営利を追求する投資

不動産業では、社会貢献することと企業利益

企業の利益を
考慮する

２．社会的責任投資

の増大とがある程度両立する。従って社会貢献

（営利をメインに社会的目的も考慮）

すること（例えば ESG 投資を良く推進する企業、

３．社会的インパクト投資
（営利と社会利益を両方考慮する）

ESG 投資に関する基準認証で高い評価を受けて

４．社会投資（ESG投資）

いる企業など）は企業収益も高いことが示され

（営利と社会利益を両方考慮する）

る。しかしこのことは、必ずしも社会貢献した

５．ベンチャー・フィランソロピー
（社会的事業に資金提供と経営支援を行う）
６．フィランソロピー
（民間が行う寄付）

から企業の利益が上がったという因果関係を

社会の利益を

意味しない。むしろ企業利益が高い企業が（余

考慮する

出典：OECD Social Impact Investment 2019
の整理を基に筆者作成

裕があるので）社会貢献することができるから
相関があるのだと結論付けられることが多い。
（ESG 投資する行動が企業価値を高める）

（４）今後有望な領域 ベンチャー・フィラン

企業が ESG 投資を行うための手法として取

ソロピー

り上げた、選別、関与、統合の三類型は社会貢

ESG 投資よりも社会利益に重点をおき、フィ

献の実践が企業価値を高めるという前者の因

ランソロピー（寄付など）よりも企業利益を考

果関係を裏付けるものだと言える。

慮した、ESG 投資とフィランソロピーの中間的

なぜなら、①企業が行う投資を社会目的に合

な位置づけとして、ベンチャー・フィランソロ

致するものとして「選別」することが市場で評

ピーがある。ベンチャー・フィランソロピーと

価され（プレミアムを生み）
、②ステークホル

はフィランソロピーを行う組織に対し、ベンチ

ダーの消費行動に企業が「関与」することによ

ャーキャピタルの手法を導入して、組織への経

ってパフォーマンスを向上させ（イノベーショ

営支援、資金援助、リスクやリターンの共有を

ン）
、③公正な第三者機関に承認「統合」される

行うものである。

ことによって評価を確定させることができる

ベンチャーは、既存の組織では取り組みにく

からである。

い、高リターン・高リスクの営利事業を人・カ
ネ・組織面から応援する仕組みである。その手

（６）製造業における顧客サービス（ACAP（消

法は環境・社会・ガバナンス等不確実性の高い

費者問題専門家）による優良事例紹介）

（ハイリスク）社会目的を遂行する組織にも応
用できるはずである。

坂倉（2019）は第二回日本消費者政策学会総会

社会的課題を解決するために、個人や企業か

の基調講演において、製造業（消費財メーカー）

ら寄付を募り、プライベート・エクイティ（私

が実施している消費者志向経営の優良事例を

募株式）やベンチャー・キャピタル（投資会社）

いくつか紹介している。
（①効果的な製品使用

の手法を使って推進する方式が注目されてい

法を HP で消費者に提供・共有する、②SNS 発信

る。

へのアクティブサポート、③コンプライアンス
について業界団体自主ルール制定、④消費者が

（５）企業が社会的目的を推進することがその

対面では聞きにくい恥ずかしい相談を AI ロボ

企業の価値を高めるか

ットによる NAVI 応答 など）
38

2020 年 5 月
消費者政策研究

Vol.02

このような優良事例は、収益に直接影響する

②企業が消費者志向経営を実践する手法を

というよりは、消費行動や情報提供を通じて

意識することが重要である。

（社会利益を推進する方向に）社会を変えてい

本稿では不動産業の ESG 投資を例に、選別、

くという性格が強い。

関与、統合の三類型を紹介した。幅広い産業分
野・社会で消費者志向経営の考え方が広がれば、
その効果も意義も増す。類型化によってその考

表2 企業としての社会とのかかわりかた
１．利益追求

企業の利益を

え方や自主ルールも立てやすくなり、効果が増

考慮する

幅されることが期待される。欧米で進んでいる

（雇用創出や納税で社会に貢献）

このような類型化、理論化の試みを日本でも進

２．CSR（社会的責任）

めるべきである。

（コンプライアンス、ガバナンスなど）
３．共有価値の創造（CSV）

社会の利益を

③企業においては社外取締役など、社内利益

考慮する

出典：坂倉（2019）の整理による

から独立した機関を通じて上記①、②で述べた、
企業の利益と社会の利益をバランスさせた目
的を明らかにするとともにその企業が実践す

坂倉（2019）では、
（社会的インパクトの項で

る手法を意識して経営に取り入れるべきであ

示されたように）社会利益と企業利益の配分を

る。

連続的に変えるという形ではなく、
「企業とし
ての社会のかかわり」が連続的に変化するとし
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