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情報社会におけるブランディングとCSR
（前編） 

有限会社よろず表現屋 代表取締役
東京成徳大学 経済学部 非常勤講師
藤井 良彦（ふじい よしひこ）
1979 年 3月東京大学 経済学部 経営学科卒業。1979 年 4月株式会社電通入社、
2004 年 7月株式会社電通総研出向、2005 年 7月株式会社電通総研 取締役副社
長就任、2008 年 7月株式会社電通復帰（出向解除）、2015 年 4月有限会社よろ
ず表現屋 代表取締役就任（兼務）、2015 年 12月株式会社電通退社、現在に至る。

1．  企業の総合力が問われるコンタクトポイン
トの時代

情報社会化とコミュニケーション戦略の転換
　1970年代のマイクロコンピュータ革命から始
まった社会の情報化は、インターネットが生まれ、
コンピュータとコミュニケーションが結びついた
1990年代から一気に加速した。21世紀に入ると
共に、産業革命以降の「産業社会」の時代から「情
報社会」の時代へと社会構造が大きく変化する。
産業社会の段階では、情報とは伝える努力、集め
る努力を行わなくては得られないものであった。
これは情報の流通量が限られ、情報発信が難しかっ
たことに由来する。このため伝えたい情報を積極

的に伝える一方、伝えたくない情報はできるだけ
秘密にするというような「情報のコントロール」
が可能であり、これが広報など企業のコミュニケー
ション戦略となっていた。　　
　しかし情報社会になると、情報流通のコストが
劇的に低下しあらゆる情報が容易にアクセス可能
になった。これとともにコミュニケーション戦略
も意図的に情報をコントロールするものから、あ
りのままの姿を研ぎ澄ましてよりストレートに伝
えるものへと大きく転換した。21世紀に入り企業
の不正や不祥事が世間の話題となることが増えた
のも、このような社会の情報化によるコミュニケー
ション環境の変化が大きく影響している。

Point
❶  21世紀に入り情報社会化が進むと、企業コミュニケーションはありのままの姿をそのまま伝える
「コンタクトポイント」視点が基本となった。

❷  これとともにブランディングも「ためにする」ものから、企業の全活動を通してステークホールダー
が評価した社会的な企業の成績表となった。

❸  このような時代においてブランド力を維持するには、企業はその業務を通じて社会に貢献すること
で、生活者の信頼を得続けることが必要になる。
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あらゆる局面がコミュニケーションの場となり、
企業と社会の接点となる
　このような社会の情報化が、企業のコミュニケー
ション戦略に与えた変化が「コンタクトポイント」
視点である。産業社会のマス・マーケティングの
時代においては、事業における社会との接点はマ
ス媒体を使った広告キャンペーンによる訴求と、
流通を通じた商品そのものおよび販促物による訴
求に限られていた。その一方で企業からのメッセー
ジとして IRや企業広報といった情報発信も行わ
れていた。この段階においては企業の全容はブラッ
クボックス化して、外からは見えなかった。した
がって、外から見える広告や販促、広報といった
部分に関してのみ気を配れば問題なかったが、そ
の分高度成長期の「企業悪玉論」のような論調を
許す構造があったともいえる。
　しかし情報社会になると、企業のあらゆる存在、
あらゆる活動が、社会の前にさらされるようになっ
た。広告や商品だけではなく、オフィスや工場も
企業の顔となり、さらには社員一人一人が企業を
代表する存在となった。こうなると企業活動全て
の局面で、「それが社会からどう見えているか」に
ついて気を配る必要が生まれた。この変化を積極
的にとらえ、企業活動のあらゆる要素を使って、
企業から社会へのメッセージを発信することでコ
ミュニケーションの全体最適化を図ろうという考
え方が、「コンタクトポイント」の発想である。
　コンタクトポイント視点に立ったコミュニケー
ション戦略のポイントは、「発信すべき情報を作る」
のではなく、企業の活動や存在そのものを刷新し、
そのリアルな姿を積極的に社会に発信していく点
にある。
　
「盛った姿」ではなく「ありのままに」
　かつては広告キャンペーンで企業イメージを「作
れ」た。企業と社会との接点が限られていたため、
そこでさえ「いい顔」をしていれば、他人の目に
触れないところは知られずに済んだ。このため産
業革命以降1970年頃までは、ブランドイメージ

を企業が独自にコントロールできた時代であっ
た。20世紀初頭までは一企業一製品だったため企
業ブランド中心、1920～ 70年代は商品ブランド
中心で、マス広告を使ったイメージ先行の訴求が
行われていた。
　この状況はさまざまなステークホールダーが企
業を多角的に見つめ出した1980年代以降変化し、
ブランドイメージは作られるものではなく企業活
動の結果の反映として捉えられるようになった。
ブランドは製品・サービスに反映された企業の
トータルパワーへの評価、すなわち企業経営の成
績表となった。
　受け手の側では20世紀末から意識の変化が起
こっていたものの、発信する企業の側がこれに対
応できるようになったのは21世紀に入ってから
である。情報社会化が誰の目にも明らかになると、
企業のイメージを改めるためには情報をコント
ロールするのではなく、企業体質自体を刷新する
必要があることが広く認識されるようになった。
　
企業は事業的存在から社会的存在へ
　情報化の進展はまた、顧客の心の中の情緒や感
性的価値を重視する「経験経済」の考え方を生み
だした。ブランドは経験経済的な価値をも象徴す
るものとされ、企業はその事業の結果としての製
品やサービスだけで顧客と接点を持つのではなく、
企業活動と結びつく生活者の全体験がブランドを
形成することが理論化された。
　ブランドの意味は事業的なものから社会的なモ
ノへと広がった。2000年代以降の日本企業では、
この変化への対応が明暗を分けた。高度成長期の
護送船団方式のような横並び主義が終焉し、同じ
業種内でも企業間格差が明確になってきた。それ
までも繊維や石炭など業種そのものが衰退するこ
とはあったが、同じ電機メーカーの中でもグロー
バルに活躍し高いブランド価値を持つ企業と、破
綻や売却の憂き目に遭い、ブランドが消えた企業
が並存する状況になった。護送船団方式の権化の
金融業界でも、1997年に起こった日本の金融危機
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前には11行あった都銀が、現在は3メガ＋ 1に
集約されている。21世紀の荒波の中でふるいにか
けられ、企業ブランドや商品ブランドの価値が高
い企業だけが生き残れたのである。
　
企業の姿を見失わないこと
　グローバルに活躍している日本企業には、自動
車産業のトヨタ、ホンダ、電機産業のパナソニック、
ソニーなど、創業者がいる企業が多い。その一方
で財閥等の資本の論理で設立された企業には、21
世紀に入って不祥事や不正、経営悪化など問題が
目立っている。
　これは創業者がいる企業においては、ブランド
の重要性が社会的に認識される前から創業者の哲
学として企業ビジョンが打ち出されているため、
ブランドアイデンティティーが明確になっている
ことの結果である。創業者の哲学が受け継がれて
いる限り、ブランドイメージは新陳代謝し、企業
の継続性は担保される。逆に、創業者の哲学が明
確でない企業は、企業としてのアイデンティティー
やビジョンを確立し前面に押し出さないと、ブラ
ンディングができない。ブランド戦略とは、自社
のアイデンティティーやビジョンを明確にし、社
内で共有することに他ならない。
　
2．  企業には「よそ行きの顔」はない
企業は「良き隣人」たれ
　例えば、読者の皆さんが住んでいるマンション
管理組合の理事長が大変面倒見の良い人で、人格
も優れて住民のみんなから慕われているとする。
その人が大手トイレタリーメーカーA社の幹部だ
とすると、その住民はみなA社の企業ブランドに
対していいイメージを持つし、そのマンションの
住民は皆A社のシャンプーや洗剤を使うようにな
る。
　このように、今の時代においては「お隣さんの
社員」の人格さえも企業イメージを作る重要なファ
クターである。情報社会においては、企業は取り
繕った「よそ行きの顔」を持つことができない。

かつて私企業は悪であり、官こそが公であり正義
と考えられていた時代があった。しかし今では、
ごまかしも偽りもなく「良き隣人」であることだ
けがその組織の社会的評価を生む。企業は情報開
示しないと信用されないため、プライバシーによ
り秘密が守られる個人よりも公明正大で社会性が
高いものとなっている。
　社会における企業のポジションは、社会の誰に
とっても、すなわちいかなるステークホールダー
にとっても良き隣人でなくてはならない。株価も
ブランド価値も、上がるのは「良き隣人」であれ
ばこそ。負けた試合でも応援してくれるのが本当
のファンであり、そういうファンが支持してくれ
るからこそ高いブランド価値をキープできる。す
なわちブランディングはステークホールダーとの
信頼関係の構築ということもできる。
　
ブランド価値は信頼の証

あか

し
　ブランド価値の基礎は、提供する側と受け取
る側との間の信頼関係にある。「信頼」の定義とし
ては、ビリー・マケビリー トロント大教授が
「Handbook of Trust Research（2003）」で示した「他
人の意図や行動に対するポジティブな期待を基に、
相手を受け入れようとする意思」が知られている。
すなわち、他者に対峙する時に「相手は私に対し
て悪いことはしないだろう」と判断し、相手を受
容することである。このような信頼が企業と顧客
の間でどのくらい成立しているかを示すものがブ
ランド価値となる。信頼関係は、過去の経験から
の「帰納論理」、すなわち過去の事例を積み重ねて
導き出されるところに特徴がある。ブランドでい
えば「その企業は、これまで100回私に良いこと
をしてくれたので、101回目も良いことをしてく
れるだろう」と思うから、ブランドロイヤリティー
が生まれる。それだけにブランドに対するロイヤ
リティーを形成するには「次も大丈夫」と思わせ
るだけの積み重ねが必要な一方、ひとたび裏切ら
れるとたちまちブランドイメージは毀損されるこ
とになる。
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二つの信頼とブランド価値
　山岸俊男 北海道大学教授の「信頼の構造：ここ
ろと社会の進化ゲーム（1998）」によると、信頼
には相手の「能力」に関する信頼と、「意図」に対
する信頼の2種類がある。能力に対する信頼とは、
例えば「この企業は技術力が高いから、この会社
の製品は高性能である」と考えること、意図に対
する信頼とは、例えば「この企業は社会貢献に積
極的だから、環境問題にもよく取り組んでいる」
と評価することである。どちらの信頼も、不完全
な推論がベースとなっているところが特徴であり、
問題点でもある。能力への信頼は、構築は比較的
容易である一方失われやすいが、対応によっては
回復しやすい。有名なジョンソン・エンド・ジョ
ンソンの「タイレノール事件」のように、変に隠
し立てせずに迅速に対応すれば、信頼が傷つくど
ころかイメージアップにつながる場合もある。意
図への信頼は、構築が比較的困難である上に、一
旦失われると回復が非常に困難である。企業ぐる
みの偽装や不正が発覚した場合、襟を正しても「ま
だ不正をやっているのではないか」と疑われるこ
とが多いのはそのためである。
　

ブランド価値の源泉
　ブランド価値は、そのブランドの「意図への信頼」
を定量化したものでもある。ブランドマネジメン
トが問われるのは、能力への信頼が問題になった
とき、その対応によって意図への信頼も揺らぎ出
すことが多いからだ。ブランド価値の低い企業で
あれば、能力への信頼の毀損が意図への信頼の毀
損にすぐつながるが、ブランド価値の高い企業で
あれば、能力への信頼を回復させる時間的余裕を
持つことができる。
　例えば、大企業のリコールはきちんと誠実に対
応すれば、ブランドイメージには響かない。その
一方でブランドイメージの低い企業は、ちょっと
した事件一つで経営が破綻する危険性もある。　
　例えば、街の飲食店は、ひとたび食中毒事件を
起こせばもはやその町ではやっていけない。しか
し高ブランドイメージ企業といえども、能力の信
頼の毀損を回復すると同時に意図への信頼が受け
たダメージの回復を図らないと、次に再び能力へ
の信頼を毀損する事件が起きたときに、それが意
図への信頼への致命傷となる可能性がある。ブラ
ンドイメージが高い企業は常に信頼の獲得・強化
へのブランドマネジメントを行っているから高イ

「タイレノール」事件
　1982年9月30日、ジョンソン・エンド・

ジョンソンの鎮痛剤「タイレノール」を服用した

7人が死亡する事件がシカゴで発生。このリスク

に見舞われた同社では、当時のパークCEOが「ま

ず顧客を守り、次に商品を救う」ことを直ちに指

示。最初の一週間で、全米に「タイレノール」の

使用禁止をテレビCM、新聞広告、専用フリーダ

イヤルで発信するとともに、全国の販売店から「タ

イレノール」を一斉回収した。

　警察によりシアン化合物の混入と原因が突き止

められると、毒物の混入を防ぐため「3重シール

パッケージ」を開発して販売を再開。この対応に

より、事件発生から2カ月後には売上は事件前の

80％にまで回復した。事件への対応には1億ドル

の経費が掛かったが、逆にブランドイメージを高

めることに成功した。この裏には、同社のブラン

ドミッション「我が信条（Our Credo）」が大きな

役割を果たしている。
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メージを得ているのであり、リスクにさらされた
ときは、一層信頼の獲得への努力を払う必要があ
る。
　
社会性と事業性の一致
　このため企業の存在や活動自体が社会的価値を
持つことが、ブランド価値を高める要素として重
視されるようになった。この分野に積極的に取り
組んでいるグローバル企業のユニリーバは「環境
負荷を減らし、社会に貢献しながらビジネスを2
倍に」という企業ビジョンの元、途上国の衛生や
環境を改善することで、結果的に新市場・顧客を
創造するとともに、そのマーケットにおいて高い
ロイヤリティーと市場シェアを獲得することに成
功している。
　最貧層は長らくマーケティングのターゲットと
されてきていなかったが、グラミン銀行（バング
ラデシュ）が2006年にノーベル平和賞を受賞し

たことにより「BOP（Bottom Of Pyramid）マー
ケティング」として注目されるようになった。
　
　積極的に企業がコミットすることにより就業機
会の創出・生活環境の改善ができれば、彼らも豊
かになって顧客になるし、グローバルには数も多
くマーケットは大きい。原料の生産など産業を振
興すると共に所得が増大した彼等を顧客とすれば、
仕事を与えてくれたり、生活を改善してくれたり
する企業への恩義は篤く、生活必需品を生産して
いる食品やトイレタリーメーカーにとっては、高
いブランド力を持つことになり、BOPはブルー
オーシャン市場となる。さらにユニリーバは貧し
い人でも買える日本の試供品のような小分けの
パッケージでの販売等、既存マーケットとは違う
商品戦略を採用することでBOPマーケットを利
益の源泉としている。

　（後編は2019年 6月号に掲載予定です。）

グラミン銀行とBOPマーケティング
　2006年にノーベル平和賞を受賞したグラミン

銀行は、バングラデシュの経済学者ムハマド・ユ

ヌス博士が私費を投じ1983年に設立した金融機

関であり、主として農村部の貧困層に対し、それ

まで融資が受けられなかった女性層もターゲット

とし低金利の無担保融資を行っている。

　ユヌス理論の優れたところは、貧困層でも仕事

をしたい意欲を持っている層に対し仕事の資金を

融資することで、この層が生産者としても消費者

としても育ち、国内マーケットの拡大を図る点で

ある。この生産者を育てて消費市場を拡大する戦

略は、その後BOPマーケティングとして定着し

た。
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