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ある。

社会的に関心が高まるＣＳＲ活動

近年、ＣＳＲ（Corporate Social Responsibility：
企業の社会的責任）という活動に注目が集まってい
る。多くの企業が自社のホームページでＣＳＲレポ
ートを発表し、新聞社や調査会社がＣＳＲ企業ラン
キングを発表している。
しかし、まだまだＣＳＲに関連する部門以外で働い
ている人にとっては明確なイメージを持ちにくい概
念であろう。おそらく多くの人にとって“ＣＳＲ”と
は、広報活動の一部であり、実態として「環境保護
のための植樹活動」や「新興国への寄付活動」など
を想起する人が多いのではないだろうか。特に日本
でのＣＳＲ活動は、どちらかというと本業で生み出
した負を軽減する活動としてとらえられている傾向
がある。Ｃｏ２排出企業であれば、工場での排出基
準を設けたり、全社員で植樹を行ったりする活動で
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これに対しグローバル企業、特に欧米企業のＣＳＲ
活動は少し異なる側面を持っている。ＣＳＲを自社
の社会的持続性を発展させる活動そのものであると
捉え、積極的に取り組んでいるのが現実だ。日本で
はＣＳＲ活動がコストとして捉えられがちなのに対
して、欧米ではこれを投資として評価している。
最近は日本企業においても、ＣＳＲ活動を“守りのＣ
ＳＲ活動”と“攻めのＣＳＲ活動”として分けて管理
するところが現れ始めている。花王はこのあたりを
「基本的ＣＳＲ」と「戦略的ＣＳＲ」として分けて
いる。また資生堂もＣＳＲ活動を「基本的ＣＳＲ」
と「資生堂ならではのＣＳＲ」として分けて捉えて
いる。このように、日本においても少しづつＣＳＲ
活動の捉えられ方が変わり始めている。

現代の消費者は購買決定時において企業の
ＣＳＲ活動を気にかけている

ブランドを上手に活用した
ＣＳＲ活動

欧米企業がＣＳＲに積極的に取り組むには、もうひ
とつ別の理由が存在している。それは最近の消費者
行動研究から、消費者は購買決定時点に「当該製品
の提供企業がどの程度ＣＳＲ活動に取り組んできた
のか」という視点をより気にすることが明らかにな
ってきたからである。
（図１参照）

Ｐ＆ＧではＣＳＲという言葉を使用していない。そ
れよりも大きな概念として古くからサステナビリテ
ィという言葉をグローバルで使用している。同社の
企業理念「現在そして未来の、すべての人々により
よい暮らしを」に記されているように、企業の目標
自体がサステナブルな社会（持続可能な社会）の実
現であり、その概念の中にＣＳＲ的概念は含まれて
いるとの認識からである。実際、彼らのサステナビ
リティ活動の枠組みは、
「環境保全」と「社会貢献」
の２つからから構成されている。
（図２参照）

図１．製品評価モデルの例
企業の
能力

図２.Ｐ＆Ｇのサステナビリティ活動の枠組み
消費者の

（出典：Ｐ＆Ｇサステナビリティ・リポート 2012）
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のモデルを著者が一部編集。

このような背景もあり、欧米企業では比較的早い
時期からＣＳＲ活動に前向きに取り組んできた経緯
がある。
例えば、米ＧＥ（General Electric）は、環境保全と
ビジネスの発展は両立するとの考えから、
“ecomagination”という活動を 2005 年 5 月から取
り組んでいる。これは環境に優しい製品としての厳
しい基準を自社に課し、それをクリアした製品を販
売していくというものである。その結果、ＧＥは市
場からも評価され、企業としての成長を実現させて
いる。
また世界 No1 のトイレタリーメーカーであり、
マーケティングが得意な企業として知られるＰ＆Ｇ
も、ＣＳＲ活動を上手に活用し、ブランドと顧客の
距離を縮めることに成功している。次にそのＰ＆Ｇ
のサステナビリティ活動（Ｐ＆Ｇ内におけるＣＳＲ
活動に近い概念）を紹介する。
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彼らの社会貢献活動の中には、“Disaster Relief
（災害復旧支援）”という考え方がある。2011 年の
東日本大震災においては、その考えに則りまさにＰ
＆Ｇらしいサステナビリティ活動が実施された。彼
らは被災地支援のタイプを４つに分け、それぞれに
支援を行っている。
＜Ｐ＆Ｇの東日本大震災への支援活動＞
１．モノによる支援（緊急支援物資を送る）
２．お金による支援（支援金を提供する）
３．人による支援（社員ボランティアを送る）
４．ブランドによる支援（ブランドを活用し支援する）

１から３までの活動は多くの日本企業も行っていた
ことである。Ｐ＆Ｇらしい支援活動として注目に値
するのは４の“ブランドによる支援活動”である。
これは商品ブランドを支援物資として被災者に届け
るものではなく、商品ブランドを活用して行う被災
者の支援活動のことを示している。
震災から 1 カ月が過ぎた 2011 年 4 月、Ｐ＆Ｇは
上下水道が安全に確保できる山形県に大型洗濯機を
40 台設置した「アリエールランドリーセンター」を
開設した。そこには被災地の仮設住宅で暮らす人々
の洗濯物が持ち込まれ、アリエールを使い洗濯・乾

援の輪を大きくしてもらおうと 6 月と 7 月には新聞
広告で告知を行っている。被災地以外の人でも期間
中にＰ＆Ｇ商品を購入することで、売上高の一部が
お洗濯支援活動の援助資金に使われるというもので
ある。被災地の人々を助けたいが、現地に行く事は
できないという多くの一般の人々も参加できる被災
地支援プログラムを提供したのである。この活動は
一般生活者にも覚えやすいよう「アリエール あな
たにエールを。プロジェクト」と命名され、広く知
れ渡るようになっていった。
同様に被災地に住む赤ちゃんとそのお母さん達を

燥・畳みを行い、翌々日に被災者に届けられた。こ
の活動は 4 月 26 日より多賀城市内の避難所より開
始された。洗濯物の中には下着類も含まれることか
ら、回収袋は透明でないものを採用。回収からお届
けまでを女性スタッフで対応するなど、きめ細かい
対応で被災者への洗濯支援が行われた。また、この
活動を被災地以外の一般の人にも知ってもらい、支

支援しようと、
Ｐ＆Ｇは
「パンパース うんと眠ろ。
うんと遊ぼ。プロジェクト」を宮城県南三陸町から
開始した。これは狭くプライバシーも確保しにくい
避難所の外に、赤ちゃんが快適に眠り、遊び、そし
てお母さん同志が気軽に交流できるスペースを設置
するというプログラムであった。このプログラム自
体は被災者が対象であるが、アリエール同様被災者
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ＣＳＲという活動を通じてブランド見てもら
うことで提供価値の再認識を促す

以外の一般生活者も支援活動に参加できるよう、震
災以前からある「パンパースすくすくギフトポイン
ト プログラム」が活用された。これはパンパース
購入によってたまったポイントと様々な幼児用玩具
が交換ができるというリワード・プログラムである。
この交換商品リストの中に新たに「パンパース う
んと眠ろ。うんと遊ぼ。プロジェクト支援」を加え
たのである。彼らはこれ以外にも、
「パンテーン
キレイの力プロジェクト」など、自社ブランドを活
用した支援プログラムを複数実施していた。
実はＰ＆Ｇでは、このような活動ノウハウをグロ
ーバルで共有しているという。アリエールブランド

これらの事例を見ると、先に紹介したＧＥのプログ
ラムも含め、欧米におけるＣＳＲ活動はブランドの
提供価値をより深く理解してもらうための施策とし
て行われていることが理解できる。これはブランド
を強くし、最終的に顧客から選ばれる確率を高める
活動に繋がっている。
Ｐ＆Ｇにおける洗濯支援活動も母親と赤ちゃんの支
援活動も、被災者に商品ブランドを無料で届けるだ
けのプログラムではない。洗剤なりオムツを活用し
ているが、提供しているのは「清潔な衣類による快
適な生活の実現」であり「母と子の快適な空間の創
造」である。ブランド自体はあくまでも間接的に使

を活用した洗濯支援プロジェクトも、2005 年米国
がハリケーン被害にあった時の本社の対応を参考に
したものだという。この時米国Ｐ＆Ｇ本社では、洗
濯機数十台を壁面に設置した特殊車両をハリケーン
被災地に直接派遣し、無料で洗濯をしてもらうとい
う「Tide Loads of Hope」プロジェクトを考え、実
行していたのである。
また東日本大震災後に他のアジア地域で起きた自
然災害の際は、日本オフィスより今回の支援プログ
ラムのノウハウが伝えられたという。

用されているが、提供しているのはブランドが本来
提供すべき価値なのである。そしてこれらの活動が
ブランド名称で語られることで、様々なメディアが
それを取り上げ、人々の記憶に刷り込まれていく状
況をつくりだしてきた。実際これらの活動は一般の
人々からも高く評価され、長らくブログ内で活動自
体とブランド名称が一緒に語られる状態を生み出し
てきたのである。
現代は生活者が広告に対し懐疑的になっており、
企業にとってはなかなかブランドの提供価値を伝え
にくい環境になっている。そのような状況下、Ｐ＆
Ｇのサステナビリティ活動はパブリシティに近い形
でブランドの提供価値を知らしめ、生活者とブラン
ドの距離を縮めることに成功している。
まずは多くの日本企業がＣＳＲ活動を投資と捉
え、ブランドを浸透させるひとつの手段になりうる
と認識することが大切なのではないだろうか。
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インターブランドについて
インターブランドは、1974 年、ロンドンで設立された世界最
大のブランドコンサルティング会社です。ブランドを“Living
business asset”（常に変化するビジネス資産）と定義し、世界
27 カ国、約 40 のオフィスを拠点に、グローバルでブランドの
価値を創り、高め続ける支援を行っています。
インターブランドの「Brand Valuation TM （ブランド価値
評価）
」は、ISO により世界で最初にブランドの金銭的価値測定
における世界標準として認められました。インターブランドは、
グローバルブランドの価値を評価したブランドランキングであ
る“Best Global Brands”や、生活者の環境イメージ（環境パー
セプション）と企業の環境活動の実態（環境パフォーマンス）
とを総合的に評価した“Best Global Green Brands” のレポー
トを広く公表しています。
インターブランドでは、創造的なコンサルタントと、世界レベ
ルのクリエイティビティを誇るクリエイターが、一つのチーム
となりプロジェクトを推進します。ブランド価値評価・ブラン
ド戦略構築をリードするコンサルタント、ブランドロゴ・パッ
ケージ・空間・デジタルデザインを開発するデザイナー、ネー
ミング・スローガン・メッセージングを開発するコピーライタ
ーが在籍し、分析から実行、全ての流れを自社のリソースで完
結します。

長崎秀俊

インターブランドジャパンについて

Hidetoshi Nagasaki

インターブランドジャパンは、ロンドン、ニューヨークに次ぐ、

インターブランド・ストラテジーディレクター

インターブランド第 3 の拠点として、1983 年に東京で設立さ
れました。日系企業、外資系企業、BtoB 企業、BtoC 企業、政

メーカーにてパッケージの企画開発に携ったのち、2000 年

府・官公庁など様々な企業・団体に対し、トータルにブランデ

インターブランドへ参画。B2C 企業から B2B 企業、非営利

ィングサービスを提供しています。

団体など幅広いカテゴリーのブランディングを手掛ける。著
書に『ブランド・リレーションシップ』（共著）『ブランド

インターブランドについての詳しい情報は

戦略ケースブック』（共訳）などがある。昭和女子大学非常

http://interbrand.com をご覧ください。
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Contact us
株式会社インターブランドジャパン
東京都千代田区一番町18 番地
エグゼクティブ・ディレクター
中村正道
T 03-3230-1075
F 03-3230-8772
www.interbrand.com/jp
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