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情報社会におけるブランディングとCSR
（後編） 
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1．ブランディングとCSRが一体化する時代
「ためにする」ブランディングやCSR活動では
社会から評価されない
　社会の情報化が進み、企業活動のあらゆる面が
人々の目にさらされるようになったため、かつて
のように単に企業がボランティア活動等を行うだ
けのCSRでは意味がない時代になった。CSRと
は「企業の社会的責任」と訳され、一般的には「企
業が倫理的観点から事業活動を通じて、自主的に
社会に貢献する責任」と定義されている。あらゆ
る企業活動を通して企業としての社会的責任を果
たしていることが求められるようになり、CSRは

企業活動そのものの基本スタンスとなった。
　コンタクトポイント視点 1に立って考えれば、
企業はあらゆる局面を通して社会と接しており、
CSRはその全てに通底する基本的概念となる。こ
のため現代的には「あらゆる企業活動を通して、
組織と社会の関係性を探るプロセス」と捉えるべ
きである。
　
全ての企業活動は、人々の生活を豊かにし幸せを
与えることで、社会貢献となる
　企業が行うCSR活動の特徴は、「社会的課題の
解決」と「（自社の売上高や利益など）経営的成果」

Point
❶  情報社会においては、CSRは「ためにする」慈善事業ではなく、企業のメイン事業自体が社会性
を持ち人類に貢献していることを意味する。

❷  CSRとブランディングとは、「企業が社会から良き隣人として認められた社会的評価」という意味
では車の両輪の関係にある。

❸  企業の社会性の強化は競争力を高め、高収益性を達成することにもつながるが、その実現はインナー
コミュニケーションの活性化から始まる。

1    かつて企業と社会との接点は、マス広告キャンペーン訴求と IRや企業広報等の情報発信に限られ、企業の全容はブラックボッ
クス化していた。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にさらされるようになり、企業活動全て
の局面が社会からどう見えているかに気を配る必要が生まれた。この変化を積極的に捉え、企業活動の全要素を使い企業から社
会へのメッセージを発信する戦略が「コンタクトポイント視点」である。
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の両方を目的としている点にある。CSR活動とい
うと人権擁護、環境保全、温暖化防止、貧困撲滅、
格差是正、障がい者雇用、ダイバーシティの推進
など、さまざまな社会的課題に対して寄付したり、
人的奉仕を行ったりすることをイメージしがちで
あるが、それは社会が情報化する前の20世紀的
な考え方である。現代的なCSRとは、これらの
社会的課題を特別な慈善活動によって解決するの
ではなく、ヒト・モノ・カネをはじめ独自技術な
どの経営資源を生かした新しいサービスや製品の
開発により、本筋の事業そのものをソリューショ
ンとして提供していくことである。
　特に日本では東日本大震災（2011年）をきっか
けとし、被災地に対する慈善や寄付活動よりも、
被災地に工場を建設し、雇用を創出し経済復興を
後押しする方が貢献度として高く評価されるよう
になった。また企業活動が企業内では完結せず、
サプライチェーン全体はもとより、学識者・有識
者、公共団体などさまざまなステークホールダー
との取り組みも含めて行われるようになったため、
このようなパートナーシップやオープン・イノ
ベーションも社会に対する企業の貢献として捉え
られるようになった。CSRの目的は「企業価値を
高めること」と同時に「社会的課題を企業の活動
を通して解決すること」である点が官庁や公益法
人の活動と違う。これを企業と社会による共同作
業としてwin-win の関係で進めることこそが、企
業の社会的な存在価値を高めることにつながる。
　
企業活動は、会社のため上司のためではなく、
社会のため人類のためのもの
　大きな企業の中では、仕事は自分と自社・取引
先・顧客で完結してしまい、「自分の仕事が社会に
どのような影響を与えているのか、どのように貢
献しているのか」という視点を見失いがちである。
特に、総務・人事・経理など本社部門の人間は直
接取り引きにかかわらないため、マーケット感覚
が薄れ、ともすると自社の社会的なポジショニン
グを、金融機関など業務上接する限られた人や組

織との関係性だけで捉える危険性が高い。
　しかし、社員一人一人が自分の仕事において、「自
分の企業がキチンと社会的責任を果たした事業を
行っているか、常に外部から見られている」とい
う視点を持つことができれば、自分が企業のブラ
ンドを背負い企業を代表して仕事をしているとい
う責任感を生み出すことになる。このようにCSR
は、社員一人一人が自分の仕事の意味を見直し仕
事への視野を広げる機会になる。CSRを通して、
顧客も社員も個人としての「自己実現」を達成で
きる。
　自己実現欲求は有名なマズローの5段階欲求説
の最上位に位置づけられており、自分の能力を引
き出し創造的活動がしたいという欲求である。社
員からすれば、社内的評価や関係者からの評価だ
けでなく、顧客からの評価や社会的評価も受け取
れるため、達成感が数段高くなる。一方顧客から
すれば、企業のブランド力が高まるとその商品や
サービスのユーザーとなることで、より自分らし
さを表現できるようになる点も社会貢献として評
価できる。
　
活動の結果生まれた成果がCSR、生まれたイメー
ジがブランディング
　CSRの意義を、目的性という視点からまとめ直
すと以下のようになる。

図表　CSRの目的
・価格プレミアム
・顧客基盤の拡大
・購入頻度の向上

・優秀な人材の確保
・モチベーションの向上
・スキルの向上

・イノベーションの促進
・バリューチェーンの見直し
・組織風土・文化

企業価値向上

ブランド価値向上

人的資本（人材価値）の向上

組織資本・技術資本の向上

出所：  経済産業省「平成27年度グリーン貢献量認証制度等基盤整備事業
（環境と企業価値向上に係る調査事業）報告書」に掲載の「CSRに
よる価値向上」の図をもとに筆者作成

　この図表で示されるように、CSRの意義はブラ
ンディングの意義と全く同じ構造をしている。企
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業価値向上は、その定義からしてブランドアセッ
トの拡大そのものであり、その手段としてのマー
ケティング的な商品ブランディング、ヒューマン・
リソース戦略、組織風土と企業の強みの拡充も同
様である。
　このように、CSR活動という視点からは包含す
る領域に違いはあるものの、CSR戦略という視点
では、ブランディング戦略と全く同じものであり、
トップの経営戦略の中では一体化すべきものであ
る。

社会から評価された結果が、利益であり、企業
価値である
　このようにCSRの実施は、個人の価値観、組
織の価値観、社会の価値観をすり合わせする機会
になる。社内研修など社員が組織の価値観を学ぶ
チャンスこそ多いものの、組織が個人としての社
員の価値観に目を向ける企業はまだ少なく、個人
の価値観と組織の価値観をすり合わせする機会は
限られている。さらに顧客・取引先以外の生活者
や社会一般からその企業がどう思われているのか、
その企業がどういう貢献ができるのかという視点
から社会と向き合う機会はあまりないし、まして
や個々の社員がそういう場面に出会うチャンスは
まだまだ少ない。
　コンタクトポイントの時代においては、この三
つの価値観が三位一体として有機的に結合し、相
互にプラスに影響し合うことが求められている。
そういう意味では、企業が社会的責任を果たして
いると社会から評価された結果として、企業に売
り上げが立ち、利益が発生し、企業価値が生まれ
る時代になったということができる。

2．企業の社会性こそ勝利の方程式
CSRもブランディングも「結果」
　CSRといえども企業活動として費用対効果が求
められるのは、ステークホールダーに対するアカ
ウンタビリティーとして当然である。しかし活動
の効果が明快でないと思われがちなのは、その成

果が中長期的に表れるため、四半期などの短期的
成果しか見ていない人には理解できないからであ
る。ブランディングもまた中長期的に成果を判断
すべき活動であり、この点においてもCSRとブ
ランディングとは関係が深い。90年代以降の企業
価値を重視する経営においては、企業活動の中長
期的成果が重視されるようになってきた。中長期
視点での企業活動は、自社のアイデンティティー
やビジョンを明確に持ち、それを実現していくプ
ロセスでもある。
　企業がCSR活動において追求する「価値」は、
「自分たちは何者で、社会のために何ができるのか」
突き詰めて明確化し、これを社内外で共有すると
ころから生まれる。この思考プロセスはブランディ
ングのプロセスと共通するものである。すなわち
「CSRでブランド価値を高める」という考え方で
はなく、まず行うことは企業そのものの社会的価
値を磨くことであり、その結果としてブランド価
値が高まりCSRも果たすことができると理解す
べきである。

社会的価値と信頼
　アドホックにお金を出して商品やサービスを購
入するのが顧客ではなく、相互の信頼関係を築き
ロイヤリティーを持っているのが顧客である。こ
のように商品・サービス以上に「信頼」を売って
こそ、企業は社会的に存在を認められる。信頼の
ベースは、企業の歴史やそこに培われた風土、蓄
積された技術やノウハウ、創業者やトップのビジョ
ン、人材の厚み等々、「非財務領域」の無形資産に
あり、これが日常の事業活動の中にどれだけ反映
され表現されているかが、CSRでありブランド価
値である。CSRでもブランディングでも、商品・
サービス自体の良さは前提でしかなく、それらが
でき上がる過程やできてから社会に与えるインパ
クト等が重視される。労働環境が優れた会社であ
ることは、商品・サービスと直接関係ないように
見えるが、不良品率が下がったりより質の高い製
品が提供できたりすることで、生態系のようにつ
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ながっている。
　このように企業の価値をステークホールダーに
伝える手段は、主たる事業活動によることが王道
であるし、それ以外に抜け道はない。M&Aで技
術は買えるが、信頼は買えない。急がば回れ。ひ
たすら積み上げるのみ。この信頼の積み上げが社
会的な顔になると同時に、企業価値の最大化を実
現する。
　
バリューチェーンの社会性
　企業活動は、一企業だけにとどまるものではな
く、サプライチェーンやバリューチェーンと呼ば
れる商品・サービスの製造から販売までのプロセ
スの中で社会的な存在の一環となっている。従っ
て、企業が社会的存在となるためには、このバ
リューチェーンをエコシステム（生態系）として
全体最適化することが必要となる。全ての構成要
素が互いに負担をかけることなく、ビジネスが持
続可能になることが、全体としては最も効率的で
中長期的収益性も高くなる。不法行為や環境破壊
は、一企業の短期的視点では収益につながるかも
しれないが、中長期的にそのビジネスから得られ
たであろう利益の総額から見ると過小な果実しか
得られない結果となるのもそのためである。法律
で制度的に認められているからと言って、過度に
補助金を申請しそれに依存する経営を行い、その
分シェアを拡大し独り勝ちを狙う企業もしばしば
見られる。
　だがそれでは持続可能な範囲で適正に経営して
いる企業がついていけず、結果的に市場を荒廃さ
せることになるため、サステナブルではない。企
業経営においてはそもそもこの社会的視点が必要
であり、昨今の不祥事を連発している企業におい
ては、経営判断を行うべきトップに、中長期的視
点で全体最適を図り、収益の極大化を図るという
基本的なマインドが欠けているといわざるを得な
い。

社会性が生み出すブルーオーシャン市場
　企業経営においては「1番」な存在になること
は重要だが、こと日本企業においてはそれを「既
存市場の競争におけるシェア1位」と捉えている
ことが多い。競争の激しいレッドオーシャン市場
においてこのような戦略を取ると、「競合がつぶれ
ようが業界が廃れようが、自社がシェア1位にな
れば構わない」という発想を生む。シェア1位を
取れれば結果として短期的な収益は上げられるか
もしれないが、これはある意味反社会的な行動に
なる危険性をはらんでおり、シェア至上主義の弊
害といえる。企業の社会的責任を重視する経営を
行っていれば、既存市場で価格競争を行いシェア
1位になる道を選ばず、どうやったらその泥沼か
ら離れることができるかをまず模索することにな
る。
　CSRを重視することは、競合を回避した独自の
市場を構築する「ブルーオーシャン戦略」を取る
ことと同義であり、社会性を重視することで、バッ
ドサイクルから抜け出しグッドサイクルに転換す
ることが可能になる。古い企業観では社会性と利
益は対立的に捉えられがちだが、ブランディング
視点やCSR視点でみると、社会性は利益と対立
するどころか利益を生み出し企業価値を高めるた
めのエネルギー源となるのだ。
　
カギはインナーコミュニケーション
　防衛大学校で組織論の研究を行った野中郁次郎
博士は、その著書『知的機動力の本質』の中で米
国海兵隊の強さは戦略目標の徹底と理解にあると
している。すなわち、海兵隊の兵士というと、鍛
え上げられた体力や胆力、最新鋭の武器といった
マッチョなイメージが思い浮かぶが、それらはあ
くまでも戦闘を行うための手段に過ぎない。真の
強さの秘密は単に兵士が上官の命令に従って作戦
通り動くのではなく、末端の兵隊まで一人一人が
その戦闘における戦略的目標を理解し、そのため
に自分が今何をするのが最善なのかを常に考え、
最新の状況に合わせた最良の戦術を臨機応変に取
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ることができる自己革新能力の高さにあるという。
　つまり命令通りラインで動く組織ではなく、現
場がインテリジェントに自ら判断して動く組織で
あり、これが米国海兵隊の比類ない強さの源泉だ
というのだ。企業においても、社会性とブランド
力を高め、高度な収益性と企業価値を実現するた
めには、社員一人一人が企業としての戦略やビジョ
ンを理解し、常にそれを体現した行動を取れるこ
とが理想である。情報化した現代の企業では、タ
テ系統のラインの指揮命令を待って動くのではだ
めで、横から目線の自発的なつながりで臨機応変
に行動できることが付加価値を生む。
　ブランディングもCSRも、まずは「中を変える、
中が変わる」ことから始まるのだ。守りこそ最大
の攻めであり、企業自らの体質を改善することが、

高い収益性を実現しブランド価値を高めることに
なる。このように社員一人一人が経営者と同じレ
ベルで「自社らしさ」を理解し、それを業務の中
で体現できることがこれからの時代に生き残る企
業となるカギである。そのためには、社員が自分
でモノを考え判断し創り出すことが何より求めら
れる。強力なエンジンを付けた機関車が、たくさ
んの荷物を積んだ貨車を強引に牽引していくよう
な企業モデルは、あくまでも産業社会に最適化し
たものであった。これから求められる情報社会の
企業モデルは、自動運転トラックのように荷物そ
れぞれにエンジンが付きインテリジェント機能で
自ら動いて行くスタイルである。これを実現する
のが、情報社会における21世紀的な「インナー
コミュニケーション」の活性化なのだ。
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