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国内企業における企業評判（レビュテーション）評価の結果、この高・低を分ける

要因としては､全般的に信頼感や好感度等の｢情緒的アピール｣や｢製品･サービス｣、

「社会的責任」への評価が影響すること、また統計的分析の結果、明確なビジョンに

よる経営が行われ、社会的責任を果たしていると評価される高レビュテーション企業

群では、将来性や収益性等の財務面にその影響が表れ、製品・サービスの品質が高ま

ることで情緒的アピールが形成される。この形成には社会的責任も影響するという因

果関係があることなど、今後、企業がコーポレート・コミュニケーション戦略を検討

する上での重要なインプリケーションが得られた。

【キーワード】企業評判（レビュテーション)、情緒的アピール、コーボレート・

コミュニケーション

1．研究の背景と目的

昨今、企業にて発生する一連の不祥事や事故などのリスクに対して、または企業ブランドの

維持・向上のため、コーポレート・コミュニケーションにより展開される「レビュテーション・

マネジメント（企業評判の符理)」という概念が注目されている。レビュテーション（reputation）

とは一般的に、「評判、世評、名声、声価、好評、信望''」と訳される。簡潔に言えば、常にコ

ーポレート・ブランドと外部・内部環境との間に位置し、企業不祥事などのマイナス要素を緩

和し、成長に繋がるようなプラスの要素が、ブランドにとってもプラスとなるような評判であ

ると考えられる。企業活動との関係の中で、最初にレビュテーシヨンという言葉が使われた学

問領域はマーケティング分野であると言われる。消費者の購買行動における注目すべき要素と

して、Levitt（1965）により取上げられたｕＩｏその後1970年代の後半頃から１９８０年代にかけて

は、依然としてマーケティング分野における製品・サービスに対する消費者行動の観点から、

数多くの研究がなされた。またミクロ経済学のケーム理論においては、評判に対する企業の戦
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略的な行動を説明する、あるいはそれにより企業をタイプ分けするという観点から論じるよう

な、経済学的視点からの研究などもなされるようになり、徐々にレビュテーシヨンの効果・効

用というものが注目され、議論され始めた。企業や製品におけるしピユテーシヨンの経済的な

効果への関心は、特に1980年代に発達したと言われている3)。そして’990年代に入り、レピ

ュテーションは当初のマーケティング論や経済学から、さらに企業の社会的責任論や会計学、

戦略論といった多様な学問領域からのアプローチにより研究されるようになった。

Fombrun.Ｃ､』.＆VanRiel,ＣＢ.Ｍ､‘’らによれば、レビュテーシヨンを構成する資産として挙

げられるのは、ブランド・エクィティとステークホルダーとの間に蓄積された関係性であると

いう。ステークホルダーとの関係性については諸説が存在するが､基本的には「コーポレート．

レビュテーション」と同義であると考えられている５１。ブランド・エクイテイは「ブランドの

名前やシンボルと結びついた資産（および負債）の集合」である。当該領域（ブランド論）の

権威であるアーカー教授により定義された「企業の無形資産に関する要素」であるとされる。

ステークホルダーとの関係‘性の蓄積であるコーポレート・レピュテーションの概念については、

現在先行的にいくつかの定義が存在しているので、これを始めに整理しておきたい。

先駆的研究者であるFombmn､ＣＪ.＆VanRiel,ＣＢＭ､らは「その企業が価値のある成果を生

み出す能力を持っているかどうかに関して、その企業の活動に利害関係を持つ人々が抱いてい

るイメージの集積」と定義している６１．同時に「レビュテーシヨンには良いものと悪いものも

あり、安定していて強い場合もあれば脆い場合もある。また肯定的なものもあれば否定的なも

のもありうることになる。人々がその会社をどう思っているかということを具体的に示す指標

であり、その会社がステークホルダーたちの期待をどの程度まで実現したかどうかを具体的な

形で示すものである7'」と補足している。国内では樫井の定義がある。「経営者および従業員に

よる過去の行為の結果、および現在と将来の予測情報をもとに、企業を取り巻くさまざまなス

テークホルダーから導かれる持続可能な競争優位８１」という主として財務的な資産との関係性

や、ステークホルダーとして従業員が係わるということから管理会計的な視点も入れて定義し

ている。また越智によれば「ステークホルダー総体としてのパブリックによる企業評価である

9)」というような、企業を取り巻く環境からの客観的視点で定義する考え方も存在する。その

定義はやや多様ではあるが、「企業の生産・販売などの諸活動において発生する様々なアクシ

デントやチャンスに係る要因に対して、その企業が取る一連の行為に対する全てのステークホ

ルダーからの総合評価」と認識することができる。いずれの定義にも共通するのは「ステーク

ホルダー」である。コーポレート・レビュテーションを形成するステークホルダーとは、一般

生活者（消費者）・消費者団体・ＮＰＯ・ＮＧＯ・地域社会・投資家・アナリスト・従業員・供給

業者・マスコミ・オピニオンリーダー・政府といった、企業を取り巻く環境に存在する全ての

対象を示している。企業はその企業活動を通して、これらの外的・内的な関係者との関係性の

築き方から総合的に評価されることになるのである。ブランドは顧客が好意的な購買決定をす

る可能性を高める効果があるのに対して、レビュテーションはステークホルダー全員から支援

行動を期待できるという違いがあると考えられている１０１°しピュテーションとの直接的接点は、

－ ９ ６－



｢2007年８月」

製品・サービスのやり取りにより構築されるブランド・エクイティであり、また企業を取り巻

くステークホルダ一群や外部・内部的な機会・脅威要因である。レビュテーション・マネジメ

ントとは、ステークホルダーとのやり取りの中で構築された関係性であるコーポレート・レビ

ュテーシヨンによって、コーポレート・ブランドをプラスの方向へ誘導するように、諸要因を

管理していくものであると位世付けられる。つまり諸要因を事前に予測する、あるいは事後に

把握するという活動を通して、必要と判断される成長の機会は逃さずに取り入れ、同時に危険

は未然に回避することで、企業が持続的に自社のコーポレート・ブランドを向上していくため

のマネジメント・システムであると考えられる。レピュテーションには、多くの関連する概念

が存在するため、主要なものについては整理をしておきたい。まず前提として区別しておかね

ばならないのは、企業のレビュテーションと一般的なレビュテーションとの相違である。企業

のレピュテーション（コーポレート・レビュテーション）とは、ステークホルダーとの強固な

関係性を構築した上での戦略性のある「一定の統一的な評判」であり、他方一般的なレビュテ

ーシヨンというものは、いわゆるマスコミ等のメディアの影響や噂、風評などにより自然発生

的に作られる「一定ではない評価の安定しない評判」であると言えるのではないだろうか。ま

たコーポレート・レビュテーションを考える上で、特に整理しておかねばならないのは、コー

ポレート・イメージ、コーポレート・アイデンティティとの関係についてである。コーポレー

ト・レピュテーションはこれらの要素と密接に関係している。コーポレート・イメージは、製

品やサービスのブランド・イメージよりもコーポレート・アイデンティティと密接に結び付

くｌｌｌｏコーポレート・イメージは、ステークホルダーから評価されるものである一方で、アイ

デンティティは企業側が意志を持って、自らの理念やミッション、ありたい姿といった存在事

由を従業員らと共に定義するものである'2)。つまりアイデンティティにより伝えたい表形（ロ

ゴ等）をコミュニケーションした後に、ステークホルダーから受ける反応がコーポレート・イ

メージとなる。このため、強固でかつ明確なメッセージとして伝える必要がある。これを繰り

返し、幾度も伝え続けることによって、ステークホルダーの中に情報が蓄積され、その企業の

本質や舶格が受け止められたコーポレート・レビュテーションというものが構築されていくこ

とになると考えられる。レビュテーションは、アイデンティティ、イメージを含むコーポレー

ト・レビュテーションの視点から、全てのステークホルダーについて言及する集積的な言葉で

ある'３)。またイメージとレビュテーションも同意のものであると思われがちではあるが、イメ

ージは断片的なものが受け止められれば一瞬で形成されるものであるが、レビュテーシヨンは

時間をかけたコミュニケーションを経ないと形成されないということが前提となるという違

いがあるものと似われる。

レビュテーション研究に関する先行的な研究は、欧米諸国においては多数存在している。し

かしながら、国内においては未だその数は少ないというのが実態である。特に、国内企業（日

系・外資系企業）におけるしピュテーション・マネジメントの研究を行うためには、まずは国

内企業の現状を把握するということから始めなければならない。そこで本研究では、国内にお

けるしピュテーション調査を実施して業種別にレビュテーシヨン評価を行い、具体的にはどの
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ような企業がレピュテーションの高い、あるいは低い企業として抽出されるのかということを

明らかにし、またどのような要素がその評価に影響を与えているのかという観点から、特徴と

なる要因の分析・抽出を行うことを目的とする。またこの結果が、国内企業において、レビュ

テーション構築のためのコーポレート・コミュニケーション戦略を検討して行く上で、どのよ

うなインプリケーションを与えるのかということについて考察して行きたい。

2．国内企業におけるしピュテーション調査

２．１調査仮説

本調査を行うに当たっては、FombrunCJ.＆VanRiel,Ｃ､Ｂ,Ｍ,'4'らのRQsm調査の分析結果

や、Ogilvy＆Mather社のReputationZの調査結果からも明らかになっている事実と同様に、国

内企業におけるしピユテーション評価の結果には、好感度や尊敬度、信頼性からなる「情緒的

なアピール」に属する要因が影響するのではないかということを仮説として設定した。また同

時にこの結果は、業種別に観察した場合にも相違点が出てくることが考えられるため、大きく

７つの分類（製造業、卸・小売業、銀行証券など金融業、建設不動産業、情報通信業、電力ガ

スなどエネルギー業、その他）’5)に分けて、回答者には全ての業種について答えてもらうとい

う形式で調査票を設計した。

２．２分析のフレームワーク

本調査で明らかにする国内企業におけるしピュテーション評価の現状把握、およびその特徴

的な要因分析のためのフレームワークを図表’に示す。まず始めに、第一段階として「a・国内

企業のレピユテーシヨン評価」にて、「注目度」という観点から、国内企業のリストアップを

行う。ここでは、被験者らが評価企業のリストアップをできる限り自然に行えること、かつ具

体的な企業名のリストアップが必要とされることから、多くのサンプルが獲得されることを主

眼に置いた。このため被験者らが回答しやすいように、好感が持てるか否かという観点から、

ポジティブあるいはネガティブな意味で注目される企業とは、どのような企業であるかという

質問をして、業種別に具体的な企業名を純粋想起でリストアップしてもらうという方法で実施

した。またこの純粋想起で該当企業が思いつかない場合は、助成想起ということで、国内企業

として代表性のある東証’部上場企業のリストを用意し、この群から選択してもらうという方

式で二段階のフォローによりサンプルを取得した。

そして次に「b,企業群分類」において、ａ・でリストアップされた企業について、始めに出現

度数で上位企業を５社へと絞った。その企業ごとに、今回RQsm調査指数16)の評価要素を援用

して設計した６領域に分かれる１６指標の評価の合計ポイントをレピユテーシヨンスコアとし

て算出した'７)。そして最終的にレビュテーションの高い企業．低い企業として、業種ごとにこ

の数値を基に並べ替えた後、再び上位５社ずつの抽出を図った。通常のRQsm調査指数は６領

域２０指標である。しかしながら、これをそのまま使用した場合は、現実的な問題として被験
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者が適正に評価することが適わないということが考えられる。このため具体的には以下に示す

理由から４つの個別項目を取り除いて全変数とした。まず一つ目は「職場環境」を構成する項

目として、「職場の雰囲気の良さ」といった指標が存在するが、これなどは、被験者は一般生

活者（消費者）であるため、その会社の内部関係者でない限り評価できないといった、極めて

内部的な事情に起因する評価項目を用意しても対象が異れば真意を容易に回答するというこ

とは困難である。また「製品・サービス」の「商品の事後サービスと保証」は、初めからその

企業の製品・サービスを何らかの形で購買経験をしていないと評価しづらい効果測定の指標で

ある。また「ビジョン・リーダーシップ」の「市場機会」については、新たな市場機会を開拓

しているか否かということを問う質問については、基本的にその企業の事業戦略に関する知識

がないと明確に評価し得ない。また「職場環境」の「魅力的な職場」は、実際に従業員でない

限りは適切に評価できない。そして「財務パフォーマンス」の「競合他社より優れた業績」は

アナリストや投資家ならば評価することができるが、一般の生活者には評価しづらいといった

個別の事由から、本研究の調査への使用には不適切であると判断した。上記の理由から、最終

的には全２０の指標のうち上記４つの指標を除去して、２０指標から１６指標へと集約した。

a､国内企業のレ

ビュテーション

評価

図表１レビュテーション調査の分析フレームワーク

b､企業群分類

高レビュテーショ

ン企業

高レビュテーショ

ン企業

低レビュテーショ

ン企業

低レビュテーショ

ン企業

c､高・低レビュテーショ

ン評価要因の解析

評価 成要素

レビュテーション

評価構成要素

レビュテーション

比較

レビュテーション

評価構成要素評価構成要素

国内企業におけ

るしヒュテーショ

ン評価の現状把

握と特徴の抽出

具体的には、「情緒的アピール」領域に属する項目である好感度・尊敬度・信頼感、「製品と

サービス」である製品・サービスの品質・革新性・価格に見合う価値の提供、そして「職場環

境」である従業員への公平な処遇・従業員の質や能力、「財務パフォーマンス」である収益性．

投資リスク・将来性、「ビジョンとリーダーシップ」であるトップによるリーダーシップ．明

確なビジョンによる経営、そして「社会的責任」である積極的な社会貢献活動．環境への責務．

地域社会への責任の６領域１６指標である'８１。

そして最終的に「c・高・低レピュテーシヨン評価要因の解析」にて、ｂ、にて抽出されたし

ピュテーションの高い企業／低い企業群（ベスト・ワーストとして抽出された５社）ごとの各

評価指数平均値の差を算出して比較し、レビュテーションの高．低を分類する特徴となる要因
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高・低レビュテーション企業ベスト・ワースト５図表２の抽出を図った･

本調査は２００６年８月１４日～８

月１８日にかけて、全国の２０代～

６０代の男女を対象としたインター

ネット調査により実施し、有効回

答者総数は４７２サンプルという結

果であった'9)。今回の調査では、

７業種全てについて回答してもら

っているため、実質的な有効回答

数ということで見れば3,000サン

プル以上ということになる。業種

別の有効回答総数は製造業（､＝

751)、卸・小売業（､=655)、銀行・

証券など金融業（n=669)、建設・

不動産業（､=433）、情報通信業

（､=657)、電力・ガスなどエネル

ギー業（n=398)、その他（n=513）

となった。

1００－

２．３国内企業におけるしピュテーションの測定・評価

国内企業におけるしピュテーションの測定．評価の結果を図表２に示す。製造業における高

レビュテーション企業の上位５社は、松下電器が80.53ポイントで１位となっており、次いで

トヨタ自動車が80.43､キリンビール79.90､シャープ78.53、ソニー76.03という順番となった。

一方で、最も低いしピユテーシヨン企業としてリストアップされているのは「パロマ」で29.98

ポイントという圧倒的に低いしピュテーションとなっている。これに続いて「三菱自動車工業

（34.43)｣、「雪印乳業（36.46)」といった、不祥事により信頼を失った企業が上位にリストア

ップされる結果となっているのが特徴的である。また、悪いしピュテーションの代表としてＨ

本たばこ産業や最近敵対的Ｍ＆Ａで話題となった王子製紙といった企業のランクインが見られ

るのも興味深い。高レビュテーション企業群の動きとしては、松下電器がトップにリストアッ

プされたという結果は意外性のある結果であろう。同社は石油ファンヒーターに関する事故に

より死亡者を出すという不祥事を起こしたが、これは恐らく、不祥事が発覚した直後にテレ

ビ.新聞．ホームページなどのメディア媒体へ謝罪広告を掲載するといった迅速な対応を取り、
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嵩レビュテーション企纂 低レビュテーション企宴

咽位 企業名 度数 スコア 頭位 企業名 度数 スコア

■
遇

２

３

松下電善

ﾄヨタ

キリンビール

2８

2５

2８

8０５３

8０４３

7９ 9０

堅

造

２

３

パロマ

三憂自動車工業

宮印乳業

４１

3０

2４

2９９８

3４４３

3６ 4６

軍
４

５

シャープ

ソニー

3８

3８

7８

7６

5３

0３

栗
４

５

日本たばこ産業

王子製紙

1８

1９

3８

４２

2８

5８

セブン&アイ 2６ 8０ 1０ ドンキホーテ ３２ ３６ 4８

J1、

２

３

ワタミ

イオン

１７

3７

7８

7７

5３

2６

卸 ２

３

ヤマダ電機

ダイエー

９

1５

3８

1３９

5６

0０

元
藁

４

５

ソフトバンク

良品計画

７
’
５

7６

7３

0３

３７

ｐ

亭

糞

４

５

吉野家D&Ｃ
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1３

８

13923
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新生銀行 ５ 7７２２ ６すかいら－く ８14538
■
▲ー

２ 三菱東京FＧ ６ 7５８０ アコム ０12930
Ⅷ
■ ３りそなHＤ ５ 7５１７ 曇 ２武寓士 ５ 2９８０

袖 ４みずほFＧ ６ 74.71 行 ３アイフル ７ 31.49

５三井住友FＧ ９ ６９４１ 集 ４みずほFＧ ６ 35.63
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1四３
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８
’
２
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◆
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裏
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■
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侭
食

３

４

５

フジテレビ

ＮＴ「

ＫＤＤＩ

８
酉
９
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TBS(東京放送）
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５
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Ｌ
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国
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長年の企業としての思想や姿勢が垣間見られたということが、逆に生活者から評価された結果

であるのではないかと考えられる。また低レピュテーション企業群の動きとして、パロマはガ

ス湯沸かし器による中毒事故により、松下電器と同様に死亡者を出す不祥事を起こしているが、

過失をすぐに認めず、責任逃れとも取れるような発言を企業組織として繰り返した。結局、最

終的には自らの製品に関する過失を認め、全面的に謝罪することで事態の収拾を図る結果とな

ってしまった。このような誠意のない一連の対応が、生活者からの反感を買ってしまい、低レ

ピユテーシヨンを促す結果になってしまったことが推察されよう。これは本調査に限ったこと

ではないが、三菱自動車工業や雪印乳業といった企業は、時間を経ても相変わらずネガティブ

な企業としてリストアップされ続けている。これなどは一度付いてしまったブランドイメージ

が、生活者の中ではいつまでも消えない事実として残っているということを示唆する結果であ

るということが推察される。

次いで卸・小売業における高レピュテーション企業の上位５社は、「セブン＆アイ・ホールデ

イングス」が80.10を筆頭に、「ワタミ株式会社（78.53)｣、「イオン（77.26)｣、「ソフトバンク

（76.03)｣、「良I鼎,計画（72.37)」の順にリストアップされる結果となった。また低レピユテー

シヨン企業のトップは「ドンキホーテ｣で36.48､次いで｢ヤマダ電機(38.56)｣､「ダイエー(39.00)｣、

「吉野家Ｄ&Ｃ（39.23)｣、「コジマ（40.75)」という順となっている。高レビュテーシヨン上位

企業は、いわゆる個性的かつカリスマ的なトップのいる企業が名を連ねる。一方で低レピュテ

ーション上位企業は、「圧迫陳列」による小火や、オリジン東秀株の買い増し等による行動で

世間を騒がせた「ドン・キホーテ」や業績の低迷が続いている「ダイエー」等の企業が順次リ

ストアップされている（このカテゴリーにおいては、「ヤマダ電機(38.56)」や「コジマ(40.75)」

などについては出現度数が少ないため、参考値としての解釈に留める)。

銀行・証券・金融業における高レビュテーション企業上位５社は、トップが「新生銀行」で

77.22ポイント、次いで「三菱東京ＦＧ（75.80)｣、「りそなＨＤ（75.17)｣、「みずほＦＧ（74.71)｣、

「三井住友ＦＧ（69.41)」という順となった。また低レピュテーシヨン企業上位５社としてリス

トアップされているのは、「アコム」で29.30ポイント、「武富士(29.80)｣、「アイフル(31.49)｣、

「みずほＦＧ（35.63)｣、「損保ジャパン（36.50)」という結果となっている。銀行・証券・金融

業における高レピュテーション企業群は、いわゆる大手都市銀行であり、低レピユテーシヨン

企業群は、消費者金融業者という形でほぼ二分化して出現する結果となった。消費者金融業者

は、相次ぐ不祥事の発覚により、政府から業務改善の指導という事態にまで行き着いてしまっ

た。業界を挙げて生活者の信頼を回復していくことが急務となっていることは自明の事実であ

る（｢アコム」や「損保ジャパン」等の企業については、卸・小売業と同様に出現度数が少な

いため参考値となる)。

電力・ガス・エネルギー業における高レピユテーシヨン企業は､「東京電力｣がトップで76.50

ポイント、次いで「東京ガス（75.81)｣、「関西電力（75.45)｣、「中部電力（74.51)｣、「大阪ガ

ス（74.45)」という順にリストアップされた。また低レビュテーシヨン企業としては「大阪ガ

ス」がトップで３８．１４，「関西電力（40.71)｣、「中部電力（41.13)｣、「東京ガス（42.47)｣、「東
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京電力（44.96)」という順番となった。このカテゴリーの高・低レピユテーシヨン企業のリス

トは、業界的に寡占的な状況であるからか、双方に同様の企業が出現するような動きが見ら

れる。

建設・不動産業における高レビュテーシヨン企業のトップは、「パナホーム」で76.82ポイン

ト、そして以降「三井不動産（75.35)｣、「ミサワホーム（75.10)｣、「三菱地所（74.13)｣、「レオ

パレス２１（74.10)」という企業が順に続く結果となっている。そしてまた、低レビュテーシヨ

ン企業としては、ワーストは「長谷工コーポレーション」が筆頭で32.25ポイント、次いで「明

和地所（34.29)｣、「大京（37.10)｣、「レオパレス２１（38.82)｣、「熊谷組（38.86)｣、「積水ハウス

（39.92)」という結果となった。この業種のレピュテーション評価の結果は、高・低共に総じ

て出現度数が少ないため、参考値としての解釈に留めておきたい。

情報通信業における高レビュテーシヨン企業のトップは、「ヤフー」で78.24ポイント、次い

で「ＮＴＴドコモ」が77.89,「フジテレビ（CX)」が75.58,「NTT（75.14)｣、「KDDＩ（74.55)」

という順にリストアップされる。また低レピュテーション企業のワーストは「光通信」で30.52

ポイントと圧倒的に低い評価である。次いで「NTT」で35.64,「TBS（東京放送)」で36.79,

「NＴＴドコモ（42.50)｣、「ヤフー（44.26)」という順となり、トップ・ワースト共に出現して

いる企業も存在している。最後の７つ付のカテゴリーとなるその他業種において抽出された、

高レピュテーション企業のトップは「オリエンタルランド（東京ディズニーランド企業)」で

81.99ポイントであり、二位の「ＪＲ東日本」が77.75、次いで「ヤマト運輸（77.34)｣、そして

「セコム（74.34)｣、「ぴあ（72.51)」という順にリストアップされた。低レビュテーシヨン企

業のワーストは「ネクシーズ(31.00)」であり、次いで「日本航空(32.55)｣､｢ＪＲ西日本(32.64)｣、

「JＲ東日本（37.38)｣、「セコム（57.00)」という順となった。その他業種では、部品の整備不

良が発覚し、安全性への疑問が露呈してしまった「日本航空」やＪＲ福知山線が脱線し死傷者

を発生させるという不祥事を起こし、その対応を巡って更なるトラブルを引き起こしたために

完全に信頼を失ってしまった「ＪＲ西日本」などの企業が、低レビュテーション企業としてリス

トアップされる結果となっているのは極めて納得的な結果であるといえよう。

２．４高・低レビュテーシヨン企業群評価の傾向・特徴

高レピユテーシヨン企業群全体における６領域（情緒的アピール・製品とサービス・職場環

境．財務パフォーマンス．ビジョンとリーダーシップ．社会的責任）の評価では、特に「情緒

的アピール」や「製品とサービス」に関する要素が高く評価される傾向が見られる。６領域の

グループをさらに分けた詳細な個別項目レベルでの評価では、「好感度」や「信頼感｣、「製品．

サービスの品質」などの項目が高く評価される結果となっている。また「将来性」や「明確な

ビジョンによる経営」といった個別項目についても同様に、相対的に高く評価される傾向も見

られる。一方で、低レビュテーシヨン企業群全体における個別項目の評価は、高レビュテーシ

ヨン企業群の評価と比較して、全ての項目について総じて低い評価となっているのが特徴的で

ある。特に先程とは対照的に「情緒的アピール」が最も低く、次いで「社会的責任」や「製品
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とサービス」などの領域が低く評価される結果となっている。個別項I|でも同様に、全ての項

目について低い傾向が見られる。全体の傾向に加えて、本調査の属性として設けたステークホ

ルダー別の評価についても、業種別に傾向を見てみる。ステークホルダーの分類としては、ビ

ジネスマンと一般生活者（消費者）というカテゴリーで分けているが、ビジネスマンは個別の

カテゴリーである会社員・会社役員、消費者は専業主婦・パート、アルバイト、派遣・学生を

含んでいる。高レビュテーション企業群におけるステークホルダー別の評価は、「情緒的アピ

ール」については、製造業では消費者の方がビジネスマンよりも高く評価する傾向にあるが、

「製,Y,とサービス」については逆転する傾向が見られる。また銀行・証券・金融業や建設・不

動産業では、製造業の傾向とは逆の傾向が見られ、消費者の方がビジネスマンよりも総じて評

価が高いという傾向が見られる。また電力・ガスなどエネルギー業においては、消費者・ビジ

ネスマンの両セグメント共に、「社会的責任」の要素が高く評価されるという傾向が見られる。

一方、低レビュテーション企業群におけるステークホルダー別の評価においては、銀行・証

券・金融業は他業種と比較して、低レビュテーションのカテゴリーの評価は著しく低いという

傾向が見られる。特に「情緒的アピール」要素の評価は極めて低い。また建設・不動産業では、

高・低レピュテーションそれぞれにおいて消費者とビジネスマンとの間で評価簾が出るという

傾向が見られる結果となった。

3．高・低レピュテーション企業を分類する要因分析

レビュテーションの高い企業と低い企業では、どのような要素において評価差が出るのだろ

うか。レビュテーションの高い企業と低い企業の評価で大きく差の出てしまう要素は、評価者

の頭の中で、評価している企業とそうではない企業が明確になっているということであり、

高・低を分類する要因として解釈することができる。６領域における結果は、全体においては、

「情緒的アピール」や「製品とサービス」「社会的責任」という領域において評価差が大きく

出る傾向があることが分かった（図表4)。次いで、領域のレベルからさらにブレイクダウンし

た個別項目レベルでの評価差を見てみると、「情緒的アピール」の評価差を広げている具体的

な項目は好感度や信頼感であり、「製品とサービス」では製品・サービスの品質そのものが差

を広げているということが分かる。「社会的責任」では全ての項目が差を広げる項目となって

いる（図表５)。これを業種別で見てみると、「情緒的アピール」や「製品とサービス」は、特

に製造業や銀行・証券・金融業で評価差が開く傾向が見られる。「職場環境」は銀行・証券・

金融業における評1111i差が大きい。「ビジョンとリーダーシップ」では、製造業が大きく出る結

果となっていることが確認できる。基本的に、高いしピュテーションの企業と低いしピュテー

ションの企業で差があるということが意味していることは、業種の中で高く評価されている企

業と低く評価されている企業とがはっきりと分かれ、二極化しているということである。また

業種相対的に、その他業種については、企業間においてあまり関連性のない業穂も混在してい

るためか、総じて評価差は高く出る傾向にあり、逆に電力・ガスなどのエネルギー業について
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Iま、総じて評価差があまり出ないといった特徴が確認できる（図表５)。

図表３全高・低レビュテーション企業の領域別評価差異
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図表４全高・低レビュテーション企業の個別項目評価差異
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図表５全高・低レビュテーション企業の領域別評価差異（業種別）

０．００ OＳＯ 1，０ 1,50 2.00 2.50 3ＤＯ

情緒的アピール －
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社会的責任

旧画面両面不亮雨、読券など金融業口建股･不動産業■情報通侭東口冠力･ガスなどエネルギー集■今までお答えいただいた以外の業卿

図表６全高・低レピュテーション企業の個別評価差異（業種別）
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また図表６に示した個別項目については、全体の結果と同様に「情緒的アピール」について

は好感度や信頼度、「製品とサービス」については製品・サービスの品質、また「職場環境」
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については従業員の質・能力に関する評価差が高くなっている。特に銀行・証券・金融業にお

いては総じて評価差が高くなっているが、相対的にという意味では、この項目が特に高い値と

なっている。これは窓口業務等の直接的なコンタクト・ポイント（顧客との接点）があるため

か、従業員に対する評価の差が明暗を決定しているということも多いのであろう。

個別項Ｕの評価では、製造業と銀行・証券・金融業において、財務パフォーマンスの評価領

域に属する項目である「将来性」に関する評価差が高いという傾向が見られる。これは投資リ

スクの評価と相殺されるため、財務パフォーマンス全体の傾向からは露見してこなかった現象

である。また前述の高レビュテーション上位５企業と低レビュテーション上位５企業にて比較

した場合は、領域別および個別共に評価差がさらに広がるという傾向が見られる。ステークホ

ルダー別では、まず製造業は消費者およびビジネスマン共に「情緒的アピール」の評価差が大

きくなる傾向がある。一方で、特に「製品とサービス」では消費者よりもビジネスマンの方が

大きく評価差が開く傾向が見られる。銀行・証券・金融業では、総じて消費者よりもビジネス

マンの方が評価差が大きく出ている。個別評価の差異で見た場合、特に「製品・サービスの品

質｣において大きな評価差が出るという特徴的な傾向が見られる。建設･不動産業においては、

銀行・証券・金融業よりも、さらに消費者の方がビジネスマンよりも評価差が出るといった、

業種別に評価差が出る傾向が異なるという動きが見られる。個別評価では、「情緒的アピール」

に属する３項目の評価差が大きいのは圧倒的であるが､注目すべき差異は「従業員の質・能力」

という項Ｈである。これについては、消費者の方がビジネスマンよりも大きく評価差が出る傾

向が見られる。これは消費者が、実際に接しているコンタクト・ポイント（顧客との接点）に

おいて、’1常的に感じている実感値であることが考えられよう。電力・ガスなどエネルギー業

については、総じて評価差が小さいという傾向が顕著に見られる。評価差が小さい中でも個別

評価で見ると、特に「社会的責任」に属する「地域社会への責任」に関する評価差が大きな差

異となって現れるという結果となった。

以上しピユテーシヨンの高い企業および低い企業において、評価に差の出ている項目とはど

のような項目であるのかということを確認した。続いて、企業のレビュテーションの高・低を

分ける明確な要因の特定を行うために、定量的（統計的）手法である線形判別分析を用いた、

全体を対象とする解
図表７全高・低企業のレピュテーションに影響する要因

析を行った。結果は図

好感度

信頼感

評価指標

製品･サービスの品質

将来性

投資リスク

定数項

判別的中率(％）

誤判別の確率(％）

相関比

判別係数｜Ｆ値

2667731454.43299

097269

0.44371

0.27093

55.57066

15.08134

7.42637

-0.143876.07495

-12730201１

93999

P値

6.38047

1.12959

0.00010

0.00650

001380

判定

[**］

[**］

[**］

[*］

[*］

６２８５ ※変数増減法により実施

０６９８

1０６－

表７に示すように、

高・低差としても出て

いる「情緒的アピー

ル」に属する好感度や

信頼性、「製品・サー

ビス」に属する製品・

サービスの品質など

の要素が、高・低を分



｢2007年８月」

ける最大の要因として抽出されるということが確認された。

統計的に有意な順に見ると、この中でも最も影響するのは「好感度」であり、大きな差の後

に「信頼感｣、そして「製品・サービスの品質」という要素が影響する。モデルの精度も判別

的中率が93.9％、また相関比も0.698と非常に高い結果となっていることが分かる。

４．レビュテーション評価要素間の因果関係

続いて、国内企業においてレピュテーション評価を形成する過程において、評価を構成して

いる要素が、それぞれどのような因果関係によって結び付いているのかということについて、

その関係‘性の解析を図るべ<、特にレピュテーション評価の高いベストプラクティスの集団で

ある高レピユテーシヨン企業群を対象として、統計的手法を用いた分析を行った20'・

観測変数としてのしピュテーションを評価する指標は多い。またそれぞれの項目は６つの領

域に分類されるため、統計手法としては調査項目を纏めて単純化（潜在変数化）した後に、因

果関係を探索する多重指標モデルを適用した。ここでいう潜在変数とは、因子分析における'，

因子，'に相当する要素であり、アンケート調査票上では取得できないデータである。レピュテ

ーションを評価する６つの領域間の関係性についての先行的な研究として、Fombrun，Ｃ・』.＆

VanRiel,ＣＢＭ､らの研究がある◎これによれば、製品・サービスや社会的責任、および職場

環境などの要素は、「情緒的アピール」への影響が強いという傾向が出ており、逆に「ビジョ

ンとリーダーシップ」や「財務的パフォーマンス」は要素間の関係性は元より、レビュテーシ

ョン指数とも何ら関係‘性がないという結果であった2'1．

国内における高レピュテーション企業群では、「ビジョンとリーダーシップ」と「財務パフ

ォーマンス」との間において、および「財務的パフォーマンス（投資リスクについては負の評

価であり、他の個別項目の評価を引っ張ってしまうため分析対象から外した)」と「製品・サ

ービス｣、また「製品サービス」と「情緒的アピール」問においては、いずれも非常に強い因

果関係が見られる。モデルの適合度を表す指標であるOFIは0.904（0.90以上推奨)、ＲＭＳＥＡ

も0.095（0.1以下推奨）となったため、説明力は比較的高いモデルであると判断できる。

上記から、明確なビジョンによる経営が行われ、社会的責任を果たしていると評価される企

業は、将来性や収益性などの財務的なパフォーマンスが良いと評価される傾向がある。またこ

れが良くなれば製品･サービスの,H,質･価値に影響し、この提供価値が人々の信頼感や好感度、

尊敬度などの情緒的アピールを形成する。これには社会的責任（特に積極的な社会貢献活動）

も少なからず影響するといった一連の因果関係が成立することが考えられよう（図表８)。レビ

ュテーションと財務業績との関係については、先行的な研究においてもレビュテーシヨンが財

務業績を上げるのか、またはその逆かということについて議論が分かれるところとなっている。

Fombrun.Ｃ』.＆VanRieLCB.Ｍ・らによれば、レビュテーションが高まれば企業の財務業績

を良くすると結論付けている22)。一方でRose&Thomsenらの実証研究の結果によれば、これと

は逆に企業の財務業績が高まることで、レビュテーシヨンが向上するという影響関係が認めら

1０７－
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図表８高レビュテーション企業における評価要素間の因果関係（パス図）

れたと結論付けている23)◎今回の国内企業における評価結果のみでは、上記の直接的な関係性

の検証はできない。しかしながら国内企業において、評価者の視点からは財務業績の向上があ

ってこそレビュテーションが高められると評価される構図になっていると考えられよう。

５．結論

５．１コーポレート・コミュニケーション戦略へのインプリケーション

今回の国内企業におけるしピュテーション調査の分析結果から、以下のような特徴的な傾向

が得られた。

ａ・今回リストアップされた高・低レビュテーション企業は、国内における類似調査（好感

度、イメージ、ブランド調査など）においてもランキングされることの多い、注目度の

高い企業群である。

ｂ・高レビュテーシヨン企業群全体における評価では、特に「情緒的アピール」や「製品と

サービス」に関する要素が高く評価される傾向が見られる。個別項目レベルでの評価で

は、「好感度」や「信頼感｣、「製品・サービスの品質」などの項目が高く評価される。

ｃ・全般的にレピュテーション（評判）の高・低に影響する要因は、「情緒的アピール」の

中の好感度や信頼性が最も大きく、次いで「製品・サービス｣、「社会的責任」への評価

である。

ｄ、高・低レビュテーションの上位企業群同士の比較では、より評価差が拡大（二極化）し

ていく傾向が見られる。

ｅ，影響項目の強弱は、全体およびステークホルダー別でも業種別に異なる傾向が見られる。

1０８－



｢2007年８月」

ｆ高レピユテーシヨン企業群では、明確なミッション、ビジョンに基づく経営が行われ、

社会的責任も果たしていると評価される企業は、将来性や収益性などの財務面にその影

響が表れ、資金の投資により製品・サービスの品質・価値が高められることで、顧客か

らの信頼感や好感度、尊敬度などの情緒的アピールを形成する。またこの形成には、社

会的責任（特に積極的な社会貢献）も少なからず影響するという因果的な流れがあると

考えられる。

今回の調査では事前仮説として、国内企業におけるしピュテーション評価の結果は、好感度

や尊敬度、信頼性から成る「情緒的なアピール」に属する要因が影響するのではないかという

仮説を設定したが、上記b､で挙げているように、レピュテーションの高い企業の評価では「好

感度」や「信頼性」等の情緒的アピールに関する評価が高く出る傾向があるという結果が得ら

れたため、これについては当初の仮説をほぼ支持する結果となった。

上記のａ～fの傾向は、今後企業がレピュテーシヨン構築のために行うコーポレート・コミュ

ニケーション戦略に対しても重要なインプリケーションを与える。まず不祥事を起こした後の

コミュニケーション対応の悪い企業は、真っ向から消費者の反感を買うこととなり、結果とし

てレピュテーションを落とすことに繋がる。またマイナスの意味で露州しすぎて、所属業種と

して先駆的な存在となってしまった企業は、時間が経過してもその企業イメージはなかなか変

わるものではない。極めて一般的な事象であると考えられるが、昨今の企業不祥事のケースを

見る限りは、リスクおよびクライシスコミュニケーションへの対応が迅速かつ的確になされて

いる企業は極めて少ない。これらの傾向は、製造業においてレピュテーシヨンスコアがトップ

であった松下電器と、ワーストであったパロマの事例を考察することによってより明確に確認

することができる。事故の公表時期は松下電器が2005年４月、パロマが2006年７月であった

が、事故把握時期は松下電器が２００５年１月（約３ケ月前)、パロマは事故原因の説明の約２１

年前（1985年）という状況であった。パロマは、事故を事前に把握していながら公表しなかっ

たのである。また後日事故に係る事実や方針を変更させるなどのコミュニケーションの不明瞭

さが露呈した。このような事実からも、初動における対応の悪い企業のレピュテーシヨンは、

決して良くはならないということを示す結果となっている。松下電器は消費者との全てのコン

タクトポイントに対して、あらゆる手段を使って一つのメッセージを訴求し続けた。つまり緊

急事態用の体制を敷いて、緊急事態であることを伝え続けたのである。同社のこの年の事故対

応に係る費用は約２５０億円近くにも昇ったが、このような動きが功を奏したため、被害を最小

限に留めて回復の一途を辿っている。一方パロマは、公表後は点検・回収対応を開始したが、

松下電器のような|[I|収体制やメディア攻勢による勢いのあるコミュニケーシヨン施策は見ら

れず、当初打ち出した発表や方針において、後で変更するような後手の動きとなっているのが

実態である。今回の調査結果からも出ている通り、一度消費者に不信感を持たれてしまうと、

信頼を回復するということは非常に難しい。

国内企業における「評判」の形成には、好感度や信頼性という極めて人間の内から来る感情

的な側面や、製品・サービスの品質に対する評価、また企業として社会的な責任を果たしてい
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ることなと縛が影響すると考えられ、企業全体に当てはまる事項としては「好感度や信頼性の獲

得｣、「製品・サービス品質の安定｣、「社会的責任への取り組み」を実施している企業としてい

ない企業とでは、その評価を通して既に大きく差が開く傾向が見られる。この傾向は業種別に

見ても、「情緒的アピール」や「製品・サービス」などの要素は、レピユテーシヨン（評判）

の形成に大きく影響することが示されている。特に銀行・証券・金融業や建設・不動産業にお

いては、双方で非常に似通った特徴的な傾向が見られる。それは、消費者の方がビジネスマン

よりも製品・サービスの1111,質、従業員の質・能力等に関する評価差が非常に大きく出る傾向が

あるという点である。この事実は、顧客が窓口となる担当者を通じて、あるいは住宅（マンシ

ョン・戸建）の営業やその後のやり取りを通して、相当な時間をそのコーポレート、および製

品・サービスブランドに接触する業種であるということも影響している結果ではなかろうか。

つまり業種によっては、その業種のコンタクト・ポイント（顧客接点）におけるコミュニケー

ションの良し悪しによって、個別項目の評価も変わってくるということが考えられる。電力・

ガスなどのエネルギー業では、評価差自体は小さいが、特に「社会的責任」においては比較的

評価差が大きくなる特徴が見られ、ビジネスマンよりも消費者間の差の方が大きくなるという

傾向も見られる。業種的な特性からか、企業の社会的責任活動への取り組みに対する反応は敏

感であり、いかに継続的かつ効果的にこれをアピールするコーポレート・コミュニケーション

を行っていくかということが重要であると考えられる。このように、良いしピュテーションの

構築のためには、業種統一的に同じ方法を取ることはあまり得策ではない。むしろ業種別、関

係するステークホルダー別に、時代的な背景やタイミング●訴求すべきターケットの詳細な絞

込みといった、環境変化に応じた内容の訴求方針の変更を行い、コミュニケーションを絶えず

変えて行く必要があることが指摘される。松下電器は事故を公表した４月以降に、一日当たり

平均２００人体制で、一台５万円での買い取りや新聞折り込みチラシ5.800万部の配布、

TVCM18,200本の告知ＣＭへの切り替え等の事後の対応を迅速に実施した24)（状況に応じて訴

求するメッセージを明確に変えている)。

一般的な傾向として、企業に対する情緒的アピールの良し悪しは、企業活動そのものにも影

響を及ぼすと考えられる。「企業が実施する全ての施策に関する評価は、消費者が抱く対象企

業のブランドに対する好感度と連動する傾向がある」という興味深い調査結果も存在している

２，>・企業の諸活動に関する評価は、その企業に対するブランドへの好感度の多寡により評価に

違いが生じるというものである。これに関連して、企業の諸活動とコーポレート・ブランドへ

の好感度との連動性に関する傾向は、不祥事を起こしたと想定したケースにおいても、ステー

クホルダーの反応において連動性を示唆する同様の傾向が見られる。いつも製品やサービスを

購入･利用している好きな企業とあまり製品やサービスを購入･利用していない嫌いな企業が、

何らかの不祥事を起こしたと想定した場合の対応について聞いた結果を比較すると、製品やサ

ービスを購入・利用している好きな企業が不祥事を起こした場合の事後の対応は、「製品・サ

ービスはしばらく購入を見合わせる（54.0％)」との回答が圧倒的に多く、次いで「迅速に謝罪

すれば今まで通り購入する（27.1％)」との回答が多い結果となっている。一時的に製品・サー
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ビスの購入は見合わせるものの、発生後の対応が迅速に行われるのであれば、再度その企業か

ら製品・サービスを購入するというように、対応によりステークホルダーとの関係が再構築で

きる可能性を示唆する。一方で、あまり製品やサービスを購入・利用していない嫌いな企業が

不祥事を起こした場合の事後の対応は､｢二度とその企業の製品･サービスを峨入せず(62.3％)」

という回答が最も多く、次いで「製品・サービスはしばらく購入を見合わせる（24.4％)」とい

う回答が多くなっている。好きな企業と比較して、嫌いな企業の場合は、一度不祥事を起こす

と致命的なダメージを受け、二度と復活できないことを示唆している。好きな企業と嫌いな企

業､つまりコーポレート・ブランドが良い方向に維持されている企業とそうではない企業では、

それぞれ同じ不祥事を起こしても事後の反応が大きく異なってくることが分かる一例であろ

う。常日頃から、企業の基本的な考え方（理念）に沿った事業活動が行われ、またこれが反映

された形でのコーポレートレベルでのコミュニケーション活動が行われているか否かという

差が、結果としてコーポレート・ブランドのブランドカの差に発展してしまうということが考

えられるのである。松下電器では、創業者である松下幸之助により定義された「綱領：産業人

タルノ本分ニ徹シ社会生活ノ改善卜向止ヲ図リ枇界文化ノ進展二寄与センコトヲ期ス」と

いう基本的なミッションが存在しており、教育研修により全従業員への浸透が図られている。

一方でパロマは、初動から事後の一連の対応に対するトップの姿勢が明確ではなく、消費者は

トップが発言する度にそのｲ<信感を募らせるばかりで、意思が見え難かった。トップがミッシ

ョンを通したアイデンティティを明確に持ち、きちんと顧客へのコミュニケーションが行われ

ていたか否かということの差異が、全ての対応に表れる結果となったのではないだろうか。事

故を事前に把握していながら公表しない組織風土や内部体制、そして当初顧客側の不正改造に

よる使用に事故原因があるとして、自社の非を正面から認めなかった顧客志向の欠如などは、

企業姿勢を導く明確なミッションが欠如し伝達されていなかったという実態を表していると

解釈できる。また、企業活動に影響を与える情緒的なアピールは、大前提として企業の財務力

や将来性といった財務的なパフォーマンスが向上し、高品質の製品・サービスが提供されるこ

とによって形成される。このため、国内企業における特徴的な傾向として、消費者は企業の財

務力や将来性などのコーポレート・ブランドのレベルでの評価を基準として、製品・サービス

を評価・購入する流れがあるということが考えられる。この傾向などは、企業が、特に自社の

製品・サービスのやり取りから情緒的な部分（好感度、信頼性）の評価が得られるように、品

質保証の意味も含めて、自社の価値体系を前面に訴求するようなコミュニケーション活動へと

取り組むことの重要性を示唆する傾向であると解釈されよう。

５．２本研究の貢献と今後の課題

本研究の貢献は、これまで、実証的な評価結果の少なかった国内企業におけるしピュテー

ション評価を実施したことに加えて、その要因分析の結果から、今後企業がレピュテーショ

ンを構築し、これをマネジメントするためのコーポレート．コミュニケーションを行ってい

く際の重要な知見が導き出されたという点にあると考える。今回導かれた傾向については、
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更なる企業データの蓄積を重ねていき、多くのデータをもとに、より実証的かつ詳細な分析

を進めて行くことが求められる。これにより、傾向の普遍性を検証していくということが今

後の課題となるであろう。
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12）Davis（2003）によると「イメージは外部のステークホルダーである消費者に対して企業の視点から見てい

るもの（Bemstein,1994)｣、「アイデンティティは、内部的なステークホルダーである従業員に対して企業の

視点から見ているもの（Albert&Whetten，s,1985)」である。

13）DaviS（2003）によると「レビュテーションは、アイデンティティおよびイメージを含むコーポレート・レ

ビュテーションの視点から、全てのステークホルダーについて言及する集積的な言葉である

（Fombrun,1996)，（Hatch＆Schultz,1997)，（Balmer,1998)，（Davies＆Miles,1998)」という。

14）Fombrun,ＣＪ.＆VanRiel,ＣＢＭ．（2004a）

15）製造業は農林水産業、鉱業、食品、繊維、パルプ・紙、化学、医薬、石油・石炭、ゴム製品、ガラス・土

石製品、鉄鋼、非鉄、金属、機械、電気、輸送機器、精密機器、その他製品を含む。その他業種について

はサービス、陸・海・空運、倉庫、運輸、ETF、ＲＥＩＴ他を含んでいる。

16）HarTisInteractive社とReputationlnstituteが開発した評価指標である。

17）企業評判を測る上でRQsM指数を援用しているのは、同指標が企業評判を測定する指標として、広く世界で

一般的に認知され使用されている実績に起因している。

１８）本調査では１６指標（５段階評価）のため、Ｒｏｍ調査尺度に合わせるという意味で、レピユテーシヨン指数

の鮫高点を１００とするための標準化を行っている。

19）本調査の調査機関は株式会社ＣＰＰ社（CreativePlanning＆Promotionlnc.）である。被験者については同社保

有のＣＡＰＡＴモニターを利用ｃ

20）ここでは多重相互の関係性についての分析を行うため､共分散構造分析(構造方程式モデル､ＳＥＭ:StructuraI

EquationModeling）を用いた。
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