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株式会社リスキーブランド（本社：東京都渋谷区、代表：田崎和照）は、同社が実施する

生活意識調査「MINDVOICE®」データを使い、この10年での企業評価基準の変化について

の分析結果をご報告します。

分析対象： 15-74 歳（一部15-64歳）一般生活者男女個人
標本数   ： N =4,400（2020 年 ）※時系列データの標本数は年度によって異なる。
調査時期： 2020 年 5月1日 - 8日 
調査手法： インターネット調査

革新性、優しさ、クールさの
重要度が上昇。この10年の
企業評価基準の変化

https://www.riskybrand.com/research/mindvoice_20201217/
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サマリー

1. この10年で重要度が高まった企業評価基準は、革新性、優しさ、クールさ。

この傾向は、消費者目線でもリクルート目線でも同様。

2. Z世代に向けた企業対応は「柔軟性」と「懐の深さ」が重要に。



"消費者目線"での企業評価基準で重要度の高いトップ3は「信頼性」「知名度」「サービス

の良さ」です。これらは商品・サービスに直接かかわる要素と言えるでしょう。

これらトップ3の項目の、2010年のスコアを100にした場合の2020年のスコア（伸長

率）はそれぞれ 127、1 1 9、1 16となっています。これら商品・サービスに直接かかわる

項目の重要度は、この10年で益々高まっていることが分かります。

次に、この10年での伸長率が140ポイント以上だった項目を上から順に拾うと「手厚い

福利厚生」「不可能を可能にする」「国際性」「独創性」「先見性」「環境・社会貢献」「リー

ダーシップ」「遊び心」「デザイン力」といった項目があげられます。

これらの項目は、必ずしも商品・サービスに直接かかわる要素ばかりではありません。

「手厚い福利厚生」はその典型です。確かに、「手厚い福利厚生」は重要度の順で21項

目中最も低い位置づけですが、2020年では日本人全体の8.8%（2010年では3.9%）が

「消費者の立場として、商品サービスを購入したい会社」の条件の1つとしています。

“この10年で消費者目線で重要度が
高まった項目は『クールな』会社であること、

または『革新的』『優しい』。”

この10年での変化として、消費者目線で重要度が高まった項目は次のようにまとめら

れるでしょう。

『革新的』であること        ：不可能を可能にする、国際性、先見性、リーダーシップ

『優しい』会社であること   ：手厚い福利厚生、環境・社会貢献

『クールな』会社であること：独創性、遊び心、デザイン力
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1.この10年で重要度が高まった企業評価基準は、
革新性、 優しさ、クールさ。この傾向は、消費者目線
でもリクルート目線でも同様。

MINDVOICE®調査では、企業の評価基準を、一般生活者を対象にA）消費者目線、B）リク

ルートの視点、C）将来性を感じる有望な会社という3つの視点から、21の評価項目（注 1）

で計測しています。本レポートでは A）消費者の目線、B）リクルート目線の2つの目線での

企業評価基準の変化について分析を行いました。

本分析では、2010年と2020年の2地点のデータを比較し、この10年での変化を中心に

考察いたしました。なお分析対象は、2地点のデータ比較が可能な15-64歳男女個人

2010年（N=4,048）、2020年（N=4,000）です。

消費者目線

CHART 1 は、「消費者の立場として、商品サービスを購入したい会社」という質問文を

使って、"消費者目線"での企業評価基準のスコアを示したものです。

https://www.riskybrand.com/research-topic/mindvoice/


"消費者目線"での企業評価基準で重要度の高いトップ3は「信頼性」「知名度」「サービス

の良さ」です。これらは商品・サービスに直接かかわる要素と言えるでしょう。

これらトップ3の項目の、2010年のスコアを100にした場合の2020年のスコア（伸長

率）はそれぞれ 127、1 1 9、1 16となっています。これら商品・サービスに直接かかわる

項目の重要度は、この10年で益々高まっていることが分かります。

次に、この10年での伸長率が140ポイント以上だった項目を上から順に拾うと「手厚い

福利厚生」「不可能を可能にする」「国際性」「独創性」「先見性」「環境・社会貢献」「リー

ダーシップ」「遊び心」「デザイン力」といった項目があげられます。

これらの項目は、必ずしも商品・サービスに直接かかわる要素ばかりではありません。

「手厚い福利厚生」はその典型です。確かに、「手厚い福利厚生」は重要度の順で21項

目中最も低い位置づけですが、2020年では日本人全体の8.8%（2010年では3.9%）が

「消費者の立場として、商品サービスを購入したい会社」の条件の1つとしています。

“この10 年で消費者目線で重要度が
高まった項目は『クールな』会社であること、

または『革新的』『優しい』。”

この10年での変化として、消費者目線で重要度が高まった項目は次のようにまとめら

れるでしょう。

『革新的』であること         ：不可能を可能にする、国際性、先見性、リーダーシップ

『優しい』会社であること   ：手厚い福利厚生、環境・社会貢献

『クールな』会社であること：独創性、遊び心、デザイン力

生活者調査｜企業評価基準の変化     04

1.この10年で重要度が高まった企業評価基準は、
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リクルート目線

CHART 2 は、「就職したい（または、家族を就職させたい）会社」という質問文を使って、

"リクルート目線"での企業評価基準のスコアを示したものです。

"リクルート目線"での企業評価基準で重要度の高いトップ3は「信頼性」「手厚い福利厚

生」「堅実性」です。働く会社としての基礎的な要素と言えるでしょう。

これらトップ3の項目の、2010年のスコアを100にした場合の2020年のスコア（伸長率）

はそれぞれ 130、132、1 24となっています。"リクルート目線"として基礎的な要素の

重要度はは、この10年で益々高まっていることが分かります。特に、「手厚い福利厚生」の

伸長率は132ポイントと、この3つの中で最も高まっています。
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“リクルート目線として「手厚い福利厚生」は当たり前、
「不可能を可能にする」「デザイン力」「独創性」といった
企業としての革新性やクールさが、この10年重要度を

増してきている。”

次に、この10年での伸長率が 1 4 0ポイント以上だった項目は「不可能を可能にする」

「デザイン力」「独創性」の３つです。特に「不可能を可能にする」という項目は、2020

年では 1 3.7%（2010年では 8.1%）に過ぎませんが伸長率は 1 6 8と高いスコアです。

売り手市場と言われてきた近年、リクルート目線として「手厚い福利厚生」は当たり前、

「不可能を可能にする」「デザイン力」「独創性」といった企業としての革新性や

クールさが、この10年重要度を増してきているようです。

"消費者目線"として重要度を増してきた『革新的』であること『優しい』会社であること、

『クールな』会社であることは"リクルート目線"としても、この 1 0 年で重要度が

高まっていると言えるでしょう。
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"消費者目線"での企業評価基準を世代別にみると、Z世代はMAP上右下のゾーンにプロ

ットされます。Z世代は「柔軟性」と「懐の深さ」が重なり合った期待値を企業に抱い

ているようです。"消費者目線"でのMAPの右下のゾーンを詳しく見てみると庶民性、不

可能を可能にする、インクルージョンといったキーワードが浮かび上がります。Z世代

に向けたマーケティングではこうしたキーワードが重要だと言えるでしょう。

他の世代の傾向を見てみると、最も年齢が高い団塊世代は左下のゾーンにプロットされ

ます。団塊世代は「実直性」と「懐の深さ」が重なり合った期待値を企業に抱いているよ

うです。また団塊JRは左上のゾーン、つまり「実直性」と「一流感」が重なり合った期待

値を、ミレニアル世代は右上のゾーン、つまり「一流感」と「柔軟性」が重なり合った期

待値をそれぞれ企業に抱いているようです。バブル世代は、団塊世代と団塊JRとの中間

にプロットされます。

“Z世代に向けた企業対応は「柔軟性」と「懐の深さ」が重要。
具体的にはマーケティングの場面では庶民性、不可能を
可能にする、インクルージョン、リクルートの場面では
遊び心、デザイン力、ビジョナリーといったキーワードが

大切になってきます。”

2. Z世代に向けた企業対応は「柔軟性」と「懐の深さ
が重要に。

企業の判断基準は世代によって異なる場合があります。MINDVOICE®2020年調査を

用いて、1 5 -74歳男女個人を対象に、世代による企業の評価基準の違いをみてみま

しょう。各世代の定義（注 2）を、2 0 20年の年齢で25歳以下をZ世代、2 6 - 4 0歳を

ミレニアル世代、41- 49歳を団塊JR（ジュニア）世代、50-64歳をバブル世代、65 -74

歳を団塊世代としました。

消費者目線

CHART 3 は、コレスポンデンス分析（注3）という統計手法によって、それぞれの世代と 

"消費者目線"での評価基準（2 1 変数）との距離を数値化し2 次元上にプロットした

MAPです。

https://www.riskybrand.com/research/generation-research/
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2. Z世代に向けた企業対応は「柔軟性」と「懐の深さ
   が重要に。

企業の判断基準は世代によって異なる場合があります。MINDVOICE®2020年調査を
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消費者目線

CHART 3は、コレスポンデンス分析（注3）という統計手法によって、それぞれの世代と
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MAPです。
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リクルート目線

CHART 4は、同じくコレスポンデンス分析によって、それぞれの世代と"リクルート目線

"での評価基準（21変数）との距離を数値化し2次元上にプロットしたMAPです。

" リクルート目線 "での企業評価基準を世代別にみてみると、" 消費者目線 "のMAPとほ

ぼ同じような傾向がみられます。

"リクルート目線"でも右下にプロットされたゾーンを詳しく見てみると、遊び心、デザイン

力、ビジョナリーといったキーワードが浮かび上がります。Z世代に向けたリクルート

の活動ではこうしたキーワードが重要だと言えるでしょう。

 Z世代に向けた企業対応は「柔軟性」と「懐の深さ」が重要です。具体的にはマーケティング

の場面では庶民性、不可能を可能にする、インクルージョン、リクルートの場面では

遊び心、デザイン力、ビジョナリーといったキーワードが大切になってきます。

（了）
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資料 :分析手法等についての記述

注1．「企業の評価基準」21の評価項目

企業評価基準は次の21の評価項目（2010年調査は20項目）から形成されます。

各評価項目はそれぞれの質問文でアンケートを行いました。

知名度

信頼性

先見性

国際性

リーダーシップ

堅実性

高潔性

独創性

庶民性

遊び心

真面目

技術力

サービスの良さ

デザイン力

ブランド力

手厚い福利厚生

環境・社会貢献

ビジョナリー

不可能を可能にする

安心・安全

インクルージョン
＊2020年調査より測定

日ごろ、目にする機会が多い

信頼できる

先見性に優れた

国際的／グローバルな

経営者のリーダーシップが優れた

堅実な経営に徹している

高潔・公明正大な

独創的な

庶民的な

洒落っ気・遊び心がある

誠実・真面目な

研究開発や技術力を誇る

サービスの良さを誇る

デザインやセンスの良さを誇る

強いブランド力を誇る

手厚い福利厚生が整っている

環境・社会貢献に注力している

夢・理想を大切にする

不可能を可能に変える力がある

安心できる毎日を提供してくれる

男女同権、高齢者・障害者雇用、LGBT問題などに

積極的に取り組んでいる

評価項目 質問文#

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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注2．各世代の定義

本分析では各世代を次のように定義しています。

注3．コレスポンデンス分析

コレスポンデンス分析とは多変量解析と呼ばれる統計手法の1つです。具体的には、

属性と分析項目との関係性を類似するもの同士が相互に近い位置にプロットされる

よう2次元のマップ上に表現されるものです。

※ 参考： IBM Knowledge Center「コレスポンデンス分析」 

 （https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ja/SSLVMB_23.0.0/

spss/categories/idh_cors.html）

Z世代

ミレニアル世代

バブル世代

団塊JR世代

世代 生まれ 2020年の年齢 本分析に用いた年齢
(2020年5月時点)

（1995-2009年生）

（1980-1994年生）

（1971-1979年生）

（1956-1970年生）

1 1 - 25歳

26-40歳

4 1 - 49歳

50- 64歳

1 5- 25歳

26-40歳

4 1 - 49歳

50 -64歳

団塊世代 （1944-1955年生） 65- 76歳 65-74歳

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ja/SSLVMB_23.0.0/
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MINDVOICE®とは

MINDVOICE®は、ブランド戦略コンサルティングを行う（株）リスキーブランドが一般生活者を対象に実施する経年

調査です。2008年以降実施（約4000サンプル／年）する定量調査データをもとに商品企画やマーケティング活動を

含む企業のブランド戦略を支援するリサーチプログラムです。

• 調査対象：全国、15-74歳の日本人男女 ＊2017年までは1 5-64歳
• 調査手法：インターネット調査

• 有効回答：約4,000サンプル（15 -74歳男女）

＊MINDVOICE®は株式会社リスキーブランドの登録商標です。

株式会社リスキーブランドについて

株式会社リスキーブランドは、2001年創業のブランドコンサルティング・ファームです。社会動向や生活心理分析を
強みとしたマーケティング戦略、企業のイメージ戦略まで企業のブランド施策をワンストップでお手伝いします。

ホームページ

Facebook

：　http://www.riskybrand.com

：　http://www.facebook.com/riskybrand

本リリース調査結果に関するお問い合わせ
株式会社リスキーブランド　広報担当  

TEL 03-5720-5280    FAX 03-5721-6651    Email： info@riskybrand.com

お願い
本リリース内容の引用・転載の際には、必ずクレジットを明記（例 1 参照）していただけますようお願い申し上げます。

また、調査結果のグラフ・表をご利用の場合には、データ部分に当社のクレジットの掲載（例 2参照）をお願いします。

例 1：「企業のブランドコンサルティングを支援する株式会社リスキーブランド

        （本社：東京都渋谷区、代表取締役：田崎和照）の調査によると・・・」

例 2： 出典：「（株）リスキーブランド／マインドボイス調査」

https://www.riskybrand.com/research-topic/mindvoice/



