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トム・ザーラ

はじめに

とっては、チャンスに満ちた時代である。企業の社会

今日の状況はいかにして生まれたか

的責任（ CSR ）
という狭い概念から抜け出し、我々の

-

企業の社会的責任（ CSR ）
といえば、
「 古きを捨て、

いう
「コーポレート・シティズンシップ」
モデルの実

新しきを得る」
という諺が当てはまる。
これまでの上

現を目指す新しいパラダイムが今、生まれようとし

辺だけのCSR 活動やCSRはビジネスの必要経費に

ている。

すぎず、
ブランド・アイデンティティとは別個のもの
という考え方、
さらには政府の規制より半歩先を行
けばよいとする受身的なCSRも、
もはや時代の要求

この機会をとらえ、企業は自らをまさに

企業は、
自らが活動する社会環境に対して、
また自
社の商品やサービスの製造・消費に携わる人々に対
して、ある特異な責任を負っているという考え方は、
ほぼ企業がこの世に誕生した時代から存在する。

世界市民と考えるよう提言したい。

リーバー卿など初期の頃の英国の事業家たちは、

コーポレート・シティズンシップとは、企業と相互に

バー卿は、
自身のリーバー・ブラザーズ工場の従業

に応えることはできない。
「 古き」に代わる
「新しき」
もの - インターブランドとホール＆パートナーズが

歴史的背景と現状

資 本 主 義に対して温 情 的な見 方をしていた。リー

最近実施した調査から見えてくるのは、CSRを活用

依存し合う関係にあるあらゆるもの - 企業の従業

員たちのために町をそっくり建設して徒歩通勤を勧

して既存のブランド・アイデンティティをさらに強化

員、顧客、仕入先、企業への規制・補助の両面に責

めるとともに、一種の利益分配制度の原型への参加

し、
ブランド価値を増大させるという一つの戦略的

任を負う政府機関、企業が活動する地域社会、企業

を呼びかけた。彼は、自分の富の源泉となった「サン

手法である。

が地球全体と共有するより大きな環境 - をどう扱

ライト・ソープ」ブランドにちなんで、
この町を「ポー

うか、その接し方の総和に他ならない。

ト・サンライト」
と名づけた。同様の“企業城下町”

透明性が進む今日、企業は難しい選択を迫られて

は、大西洋の向こう側でも産業の象徴的な存在に

いる - 戦略を策定・実行して良き企業市民として

CSRに関する過去の調査では、対象者が答えた好

なり、
カーネギーやメロンなど産業界の指導者たち

の有意義な地位を築くか、それともブランド価値が

みや反応をそのまま採用したが、今回の調査では

が、独自の米国的な味付けを施してこのモデルを導

蝕まれ、経営難に陥ってしまうリスクを冒すか。数十

回帰分析を導入し、回答された行動やCSRに対す

入した。

億ドルものブランド価値が様々なCSR 活動に結び

る考え方の実態を理解することに努めた。
これは画

ついている。Coca-Cola 、IBM 、Microsoftの3 社

期的な手法であり、
もっとも賢いCSR 支出の方法

企業の社会的責任（ CSR ）
という考え方は最近のも

だけで、40 億ドルものブランド価値が CSRに関連し

や、CSRによって顧客の選択を促す効果的な方法と

のではないにしても、不変の概念でもない。上述し

ている。1）
しかし、CSRに関する私たちの独自調査では、資金

そうでない方法、現在の時代思潮を利用してブラン

たような初期のCSR 活動は、賃金労働者階級の生

ド価値を高める方法を新たな角度から解明を試み

活水準の「向上」
というコミットメントを共有してい

るものである。

た。企業の社会貢献活動は、少なくともしばらくの

配分を賢明に行うことで、企業が PRモデルを超え

間は、政府による規制を未然に回避する効果さえあ

てCSR 支出を効果的に活用し、
ブランド価値の増大

この新しいモデルから導き出されたことは非常に示

った。
しかし、20 世紀初めに産業が十分に発達する

につなげる方法をいくつか指摘している。今日は可

唆的である。
また、それに秘められた可能性も大き

と、児童労働、危険な工場、汚染食品といった現実

能性に満ちた時代である - 消費者や顧客の時代

い。その可能性を最大限にするよう全員が努めれ

が執筆家やジャーナリストたちによって暴かれ、政

思潮に対する分析結果を踏まえ、インターブランド

ば、我々は自分たちの共有する世界に、
また自らの

府規制拡大への道が開かれた。
また、海の向こうで

はそう確信する。過渡期は得てしてそういうものだ

ブランドに多いに貢献できるのではないだろうか。

が、
自らの取り組みを進化させる気概のある企業に

社会主義が芽生え、移民たちと共に米国へと渡っ
た。彼らは米国の工場や農場、
さらには州内に溢れ
た。それから間もなく、政府は国民全体に対する社
会的責任の調停者と考えられるようになった。

1）

Interbrand 2009 Best Global Brands and
IB/H&P 2009 CC study
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図1：グリーン疲れ

サステナビリティに対する企業の関心
サステナビリティに対する消費者の関心

消極的な企業行動
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インターブランドは目下、独自の調査に加え、多様

本物の革新的取り組みから
「グリーンウォッシング」

ハイテク知識を身につけた新世紀世代が、労働年

な企業クライアントとの関係を基盤に、CSRパラダ

まで幅広い。
ただ、現時点で明確に言えることが一

齢に達している。
自分たちの価値観を受け入れるよ

イムにおける次なる変化を見きわめている。今日の

つある。それは、環境に対する意識の向上が、
より大

う企業に求める権利がある、
というのが彼らの意識

企業は、自社のブランドのみならず、自らの周囲の世

きな世界における企業の役割に関する議論に火を

である。優れた製品の生産だけに汲々とせず、世の

界にも資する総合的な戦略を積極的に採用しつつ

つけたことだ。

ある
（図 1 参照）。
新たな傾向として、特に環境問題を中心に始まった
サステナビリティを例にとってみよう。グリーン活動

中に役立つような企業で働きたいという彼らの欲求
に敏感でなければ、
この世代の優秀な人材は雇え

企業行動の細部に対する監視が、範囲を拡大して

（環境保護活動）は、社会的良心が時にビジネス感

社会全般にわたって行われるようになった点が挙

覚と両立できるだけではなく、社会的に適切な行動

げられる。従業員、企業顧客、消費者など、
あらゆる

が企業のブランド価値や最終収益にも寄与すること

種類の利害関係者が、第三世界の経済発展の問題

を企業の経営者たちに示した。

から米国のゲイの権利向上の問題にいたるまで、企

サステナビリティ目標がほぼ世界的に採用された

かけている。現在、企業の経営陣の大半を占めるベ

業にきちんとした行動を実行するよう求めて圧力を
のを受け、グリーン（環境）が新たな流行になった。

ビーブーム世代は、1960 年代に育まれた価値観の

しかし、それも今や時代遅れの観があり、環境問題

遺産を重役会に持ち込んでいる。その一方で、伝統

に対する企業の態度は、
サステナビリティを超えた

的な仕事と生活のバランスをぼかしてしまうほどの

ないことに企業は気づき始めている。
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. . . 相互依存関係の強いサプライチェーンは
コーポレート・シティズンシップ活動が
最大の成果を生む領域である

一方、企業間においては、
どの企業もサステナビリ

ただし、CSRのこうした変容を推進しているのは、利

CSRを賢明なリスク管理プログラムの一環とみな

ティ目標を定めているため、
サプライチェーンに属

害関係者の要求だけではない。変化しつつある企業

す動きが広がっていることは、実に望ましい傾向と
いえよう。

する買い手企業はどこも、仕入先に対して以前より

を取り巻く状況もその一因である。景気後退が収益

も厳しい要求を突きつけている。Walmart 効果に

を圧迫するなか、手に入る利点はどれ一つとして逃

より、
サプライチェーンに対する環境意識が新たに

すわけにはいかない。企業の評判がスキャンダルで

要するに、
より大きな社会環境に対する企業の姿勢

重視されてきた。
また、買い手側は仕入先の行動に

打ち砕かれ、不況で傷つけられる市場において、勝

がねじれ、時に曖昧だったこれまでの状況によって、

ついてまで一般消費者から責任を負わされかねな

者と敗者を分ける要素としてブランドがいっそう重

人々は、激動の変化、かつてない透明性、参加型の

いことを理解している。つまり、外部（インターネット

要 性を増している。競 争力の強 化を目指す企 業に

豊かさ、
さらには目覚しい可能性があると我々が確

を介して24 時間世論が裁く法廷や、
スキャンダルを

とって、透明性は避けて通れない問題である。
こうし

信する場所へと導かれたのである。
これを機に、企

常に狙っているマスコミ）に端を発した要求の波が、

た状況下、利害関係者の信頼を飛躍的に高め、最

業は自らをまさに世界市民と考えるように我々はア

チェーン内のあらゆるリンクを伝って全 体 へと広

終収益を引き上げるうえで、効果的なCSR 活動の有

ドバイスしたい。

がっていくのである。

効性は言を俟たない。

最後に、消費者の集団としてのパワーが強まる傾向

CSRにはまた、
リスク軽減効果もある。連帯責任に

CSR からコーポレート・シティズンシップへ：
調査結果

にある。企業の業績をリアルタイムで精査し、それを

ついて考えみよう。
自身のサプライチェーンを見渡

友人や同士たちに送信したり、
ブログや一般のマス

し、
「すべての仕入先が取引相手として安全か？」
と

コミに流したりすることもあり得る。
ブランドがかつ

自問してほしい。特に名の通った企業の場合、仕入

は、
もはや十分な説明とは言い難い。企 業のアイデ

てないほど話題に上るようになり、行動を伴わない

先の社会的慣行に問題が多いと、世論に徹底的に

ンティティに合わせて修 正され 、虚 飾の混じった

PRはもはや説得力を持たない。人の行動が広く知

叩かれる恐れがある。

ニュアンスが付きまとうCSRを乗り越えていかなけ

れわたる今、発言の存在価値が低下しているのみな

「企業の社会的責任（ CSR ）」について語るだけで

ればならない。新しいパラダイムにおいては、企業が

らず、発言と行動の乖離が大きすぎると、企業は審

社会的責任に対する意識の積極的向上を図るプロ

あらゆるレベルでいかに関わり合いを持つかがアイ

査や反感にさらされることになる。
さらに、透明性が

グラムには、計り知れないメリットがある。政府規制

デンティティの重要かつ不可欠な要素になるのだ。

かつてないほど重視されており、その結果、ボイコッ

強化への回帰が現実味を帯び、企業による環境へ

トや
「バイコット
（ボイコットの反意語で、特定の企

の影響に対して一般大衆がかつてないほど厳しい

業または国の商品・サービスを積極的に購入するこ

目を向けるようになった今日、サステナビリティ施策

が事業の中核的要素にどう接するか、その扱い方に

とを勧めるキャンペーン）」の脅威が歯止めとなり、

は企業コストの削減に寄与するであろう。
また、自己

よってその企業の社会への積極的貢献度を判断す

良心的な消費主義もこれまで以上に拡大している

そうすると、
コーポレート・シティズンシップは、企業

統制の決意を示すことで、
より厳格な規制を未然に

る概念に他ならない。事業の中核的要素とは、従業

回避できる可能性もある。

員、顧客、仕入先、活動する地域社会、経営活動に

金寄付に対する消費者の反応の速さと広がりに注

最後に、事前の対策は事後の対応よりはるかに安

影響を及ぼす政府、企業がその存在を依存している

目していただきたい）。

上がりである。
ここで思い出されるのが、BPだ。
メキ

地球であり、我々はこれらを
「 6つの活動領域」
と呼

シコ湾での原油流出事故を機に、
ブランドが全般的

んでいる
（図 2 参照）。

（疑問を感じる方は、Targetによる最近の選挙資

グリーンという概念全体が成熟することに

より、広い意味での利他主義へのシフトが
生まれている。

に傷つき、市場におけるポジションが低下し、
さらな
る悪 化も懸 念されて採 算が危ぶまれた。問 題が

そこで、実際に生まれつつあるのが、企業を地球市

起こった後で是正する場合のコストは、予防コスト

民、地域社会の不可欠な一員ととらえる総合的な

と比較していかに大きいか、肝に銘じるべきである。

概念である。
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ポレート・シティズンシップ要因の持つ影響力を他

図2：6つの活動領域

互いに影響を及ぼし合っている。最近までは、宣伝

の購買要因と比べて測定することにあった
（図 3 参
顧客

効果をねらうためであれ、規制当局の介入を阻止す

照）。

仕

入

るためであれ、社会貢献を行えば CSRを果したと太

先

前述した7つのコーポレート・シティズンシップ要因
の影響力は、
ブランド選択に対するものが最も小さく

地域社

従業員

鼓判を押されていたが、現在は違う。社会に貢献し、
しかもそれが戦略的になされれば、
ブランド価値が
向上するという単純な図式に整理される。

（ 2％）、
ブランド好感度で13％、
ブランド支持でほ

球

会

ぼ 9％と相対的に高くなっている。興味深いことに、

地

消 費 者（ エンドユー ザ ー ）と企 業 顧 客（ 企 業 ユー

企業顧客においては、
これらの数値すべてがより高

政府

インターブランドとホール＆パートナーズは、一般

い結果となったことである。つまり、相互に依存し合
うサプライチェーンでは、
コーポレート・シティズン

ザー ）両 方について、彼らに購 買 決 定を促す際の
コーポレート・シティズンシップの果たす役割につい

比較分析した。
コーポレート・シティズンシップ要因

シップ活動が最大の成果を生む領域といえよう。
ま

て分析を試みた。
この定量的調査では、購入決定に

（企業による従業員の扱い方、環境に配慮した製

た、一部の業種では一般消費者と企業顧客の両方

関与のある18 〜 65 歳の一般消費者 5,200 人余、

品の提供、非営利団体に対する支援など）
とその他

の購買意思決定において、
コーポレート・シティズン

及び、欧米から中国や日本、
ブラジルまで6 地域に

の購買要因（利便性、価格、品質、
サービスなど）
を

シップ要因の影響力は平均値を大きく上回ったこと

及ぶ大小様々な規模の企業顧客 1,861 社という頑

業種ごとに比較した。調査の目的は、
ブランド好感

も注目に値する。特に目立つのは、一般消費者では

健な標本を用い、全部で10 業種について精査した。

度（全体的印象）、
ブランド選択（購入意向）、
ブラン

飲料、自動車、チョコレート、企業顧客では金融サー

ド・コミットメント
（ロイヤリティのレベル）、
ブランド

ビス、無線通信、
また、
コンピュータ業界は両セグメ

利害関係者の行動について、いくつかの業種別購買

支持（ブランドのことを他の人に積極的に話す見込

ントについてこのことが該当する
（図 4 参照）。購買

要因がもたらす影響力について回帰分析を活用して

み）
という利害関係者の4つの行動に関して、
コー

意思決定について検討の度合いが高まるほど、
ブラ

図3：コーポレート・シティズンシップ要因の寄与度：回帰分析

一般消費者

企業顧客

ブランド選択
（購入意向）

ブランド・コミットメント

（あるブランドにどれほど愛着心を持っているか）

2%

98%

6%

94%

ブランド支持

（ブランドのことを他の人にどの程度
積極的に話そうとするか）

91%

（購入意向）

ブランド好感度

8%

92%

ブランド支持

（ブランドのことを他の人にどの程度
積極的に話そうとするか）

13%

87%

ブランド・コミットメント

（あるブランドにどれほど愛着心を持っているか）

3%

97%

（ブランドの全体的印象）

9%

ブランド選択

ブランド好感度

（ブランドの全体的印象）

12%

88%

17%

83%
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図4：選択要因比較

一般消費者

企業顧客

8%
7%
6%
5%
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3%

無線通信

金融
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その他の購買要因の影響度

すなわち参加料としての色合いが濃くなるように思

とのパートナーシップを通じてであれ、従業員への

シップ要因の影響力が増している。
また、
これによ

われる。その一方で、
コーポレート・シティズンシッ

接し方であれ、自らが活動する地域社会に貢献する

り、
コーポレート・シティズンシップ要因の影響力は

プの概念が比較的新しく、大きなニュース価値を持

力としてであれ、
コーポレート・シティズンシップ活

企業顧客のほうが強く表われることも説明される。

つ可能性を秘めた中国やブラジル、米国などでは、

動を一つの領域に集中して効果的に実行している

企業顧客の購買意思決定は本来、十分な検討をも

コーポレート・シティズンシップが考え方に与える

企業は高い評価を受ける傾向がある。

とになされるからである。

影響力が大きい。
社会貢献が企業の業績を伸ばす：
コーポレート・シティズンシップ戦略の構築

コーポレート・シティズンシップ要因が一般消費者

一般消費者のサステナビリティへの関心は2005 年

の行動に及ぼす影響力を表した数値の中で一つだ

頃にピークに達し、今や“グリーン疲れ”の様相を呈

け突出しているのは、ブランド全 体の好 感 度 への

しつつある一方で、企業の関心は製品・サービスの

こうしたデータを理解すれば、企業戦略に資する明

13％である。あるブランドを好ましいと評価する行

イノベーション分野へと拡大し続けていることを、

確なヒントがいくつか見えてくる。第一に、6つの活

動の13％がコーポレート・シティズンシップ要因の

私たちのデータは明確に示している。“グリーン・ワ

動領域については、手当たり次第に取り組むよりも

影響によるものであれば、
また、そうした影響は当然

ゴン”に乗り遅れまいと競っている企業は、
このこと

一つの領域に努力を集中するほうが、
より大きな投

のことながら個々の製品ではなく企業そのものを反

を学ぶべきであろう
（図 1 参照）。
つまり、一つは、企

資効果が期待できる。
コーポレート・シティズンシッ

映しているため、
ブランド好感度の少なくとも13％

業にサステナビリティを求める一般消費者の要求

プ戦 略を単 一の領 域で綿 密に実 行した場 合のハ

以上は、企業に対する見方の影響を受けたものとい

は頭打ちになったということであり、
もう一つは、経

ロー効果は、複数の領域で調整もないままイニシア

うことになる。

営のサステナビリティは今や参加料と化し、
ますま

チブを進めるよりも有効なのである。

このデータを国別に仕分けることで、私たちはコー

るのはイノベーションに絞られていくということであ

第二に、どの活動領域にコーポレート・シティズン

ポレート・シティズンシップの大きな推移を理解する

る。グリーンという概念全体が成熟することにより、

シップ活動への支出を集中させるかを決めるには、

ことができた。
日本、
ドイツ、英国などコーポレート・

広い意味での利他主義へのシフトが生まれている。

カスタマー・ジャーニー（購買プロセス）のどこでコー

最後に、私たちの調査によれば、企業が 6つの活動

するか見きわめる必要がある。社会との関わりは最

す環境が重視される市場において企業を差別化す

シティズンシップの歴史が比較的豊かで、社会への
関心がずっと以前から産業界の共通要素になって

ポレート・シティズンシップがもっとも影響力を発揮

いる国では、購買意思決定における差別化要因とし

領域のいずれかにおいてこの種の利他主義を明確

終的に、
ブランド選択よりもブランド全体の好感度

てのコーポレート・シティズンシップの影響力は徐

に実践した場合、
「ハロー効果」が発生することが判

に大きく影響するため、消費者の購買時の行動では

々に横ばいになり、経済活動に加わるための代償、

明した。
すなわち、サプライチェーン内であれ、政府

なく、むしろ購買前後のブランドとの関わりに着目し
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4.

図5：国別に見た利害関係者の行動

利害関係者のシティズンシップへの
期待を把握する - 主要な利害関係者がコー

コーポレート・シティズンシップの概念が成熟するにつれ、差別化要因としての効果は薄れていく

ポレート・シティズンシップ分野において会社
に何を期待しているか理解する。

16%

5.

14%

シティズンシップ要因の分析 - 分析的手法に
よって会社としてコーポレート・シティズンシッ

12%

プの最も効果的な要因を見きわめる。

10%

6.

シティズンシップ戦略 - 会社のブランド・アイ
デンティティをコーポレート・シティズンシップ

8%

要因と比較し、
もっとも関連性が強く、影響力

6%

のある進め方を見きわめる。

4%

7.
2%

シティズンシップ活性化プラン - 会社のシティ
ズンシップ戦略を活性化させ、それを主要な利
害関係者に伝え、広める
（これがきわめて重要）

0%
ブラジル

米国

ブランド・コミットメント

中国

ドイツ
ブランド支持

英国

日本

ブランド好感度

ための最適な手法を検討する。
現在、社会との関わりについての企業の考え方は流
動的であり、
この分野において差別化や優位性をね
らって何らかのコーポレート・シティズンシップを
活用する企業がますます増えている。幸い、コーポ

て、
コーポレート・シティズンシップ活動への支出を
検討することが重要である。

では、
コーポレート・シティズンシップ戦略の効果を

レート・シティズンシップをめぐる競争は活発であ

最大化するには、利害関係者とどう関わったらよい

り、自らの業界、
また消費者の生活のイノベーション

のだろうか。
コーポレート・シティズンシップを通じ

をリードするブランドが勝者になるだろう。

第三に、
コーポレート・シティズンシップ活動の選択

てブランド・プロミスを実現させる7つのステップを

については、
自社のビジネスに基本的に関連するも

以下に紹介する。

実 際 、私たちの調 査では、C S R から大 胆で新しい
コーポレート・シティズンシップの世界へと移行す

のを選ぶことで効果が増大する。なぜなら、
ビジネ
戦略の連携を図る - コーポレート・シティズン

る準備が整っている企業にとって、
ブランドと連携

補強し合うからだ。
したがって、例えば金融業界の

シップ戦略を決定する前に、経営戦略とブラン

したコーポレート・シティズンシップ戦略構築、6つ

企業であれば、エイズ調査よりも発展途上地域にお

ド戦略を整合させる。
コーポレート・シティズ

の活動領域のうちの一つにしっかりとフォーカスす

スとコーポレート・シティズンシップ施策は互いに

1.

けるマイクロファイナンス
（少額融資）支援のほうが

ンシップへのコミットメントを有効にするには、

ること、領域を絞って自社の取り組みを周知させる

よいだろうし、エネルギー企業なら、持続可能なエ

これら3つの戦略がすべて噛み合っていなけれ

こと、
これらの順番で取り組むことが差別化要因に

ネルギー源の研究開発にフォーカスすべきだろう。

ばならない。

なることを示している。

中核的なブランド戦略と関連付けられたストーリー
であれば、明確で説得力を持ち、
ブランド全体ともう

2.

まくかみ合うはずである。

シティズンシップ監査 - 会社として現在取り
組んでいるCSR 活動を徹底的にレビューする。

3.

競争的なシティズンシップ・ベンチマーク
-

競合状況を理解するために情報収集を行

う。主要競合のCSR 活動を調査・検討する。

トム・ザーラ
インターブランド、
ニューヨーク・オフィスのエグゼ
クティブ・ディレクター。北米で展開するインターブ
ランドのオフィス及びクライアント向けのブランド戦
略の実行を統括している。
ブランド・コンサルティン
グ分野で30 年以上に及ぶ経験を有し、
ブランドに
よる文化や顧客への影響、国内及び国際的規模で
の市場形成といったテーマに深く、かつ幅広く精通
している。企業のCEOと密接な関係を築いており、
ブランド定義に基づくCEOビジョンの延長としての
企業の行動やコミュニケーションの効果的手法に
も詳しい。インターブランドが力を入れている
「コー
ポレート・シティズンシップ」分野を主導し、コーポ
レート・シティズンシップという視点でブランド価値
を創造し、
マネジメントすることに力を注いでいる。
インターブランドは、
ブランドの価値を創造し、
ブラ
ンドと人々との関係性を深め、
ブランドの威力によっ
て行動に影響を及ぼす有形資産としてのブランド
活用を追求している。
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