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「社会を良くする広告活動とは」 

 

1.研究の背景 

SNS の発達やテレビ・新聞などのマス媒体離れ、デジタルマーケティングの発達などの社

会情勢により、広告は商品価値の伝達や購買の喚起という、従来主に担っていた役割を失

いつつある。一方、環境問題を中心とした社会問題の深刻化に伴い企業の社会的責任がこ

れまで以上に問われる中で、一企業やその顧客の利益に留まらず、社会全体に大きな影響

を与えより良くするような広告コミュニケーションは、これまで以上に重要なものとなる

のではないだろうか。また、我々個人の中にも、広告によって社会がより良い方向へ向か

って欲しいという強い想いがある。以上の背景から、本テーマを研究するに至った。 

 

2.仮説 

ここ数年、広告業界の中で、「ブランドジャーナリズム」という言葉が散見されるように

なった。「ブランドジャーナリズム」とは、”ブランドとしての「思想」と「美意識」を基

点にした、社会への「批評」となる広告コミュニケーション” (牧野, 2019)と定義されてい

る。 

こうした言説が見られるようになった一つの大きなきっかけとしては、2017 年の

「Fearless Girl」という設置型広告キャンペーンが挙げられる。これは「ビジネス社会にお

ける女性の地位向上」を訴えるために「国際女性デー」に合わせたキャンペーンであった。

広告主の資産運用会社である「ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ」は、

独自の調査により｢経営者やリーダーに十分な数の女性がいる企業の方が業績が良く、長期

的な価値を創造できる｣ことが明らかになった一方で、実際の女性役員の数はまだまだ少な

いということを問題視し、その問題に焦点をあてることを狙いとしていた。  

一週間ほどで撤去されるはずだった銅像は、市民や世界中からのラブコールにより 2 年近

くも延長され、2018 年 12 月 10 日にニューヨーク証券取引所へ移設された。キャンペー

ン開始からたったの 12 週の間に、Twitter のタイムラインで 46 億回、Instagram で 7 億



回以上表示された。さらには世界中の広告賞も総なめにし、広告業界にも激震を与えたキ

ャンペーンであった。 

  

(出典：https://m.a-dot.co.jp/marketing/advertising/brand-journalism01-2/) 

 

このように、社会課題に焦点を当て、世の中に議論を巻き起こす広告が大きな評価を得る

一方で、社会課題に言及していても、「悪い広告」と見なされ、非難されるものも数多く

存在している。2019 年のお正月に出された西武・そごうの新聞広告は、女性の社会進出を

推進したいという、社会に対していいことをしようという想いから広告を打ち出したが、

企業として社会を実際にどうしていきたいのかが世の中の人々に伝わらなかった。そのた

め、メッセージの意図に対してマイナスなものも含んだ多様な解釈が与えられ、炎上に繋

がった。 

https://m.a-dot.co.jp/marketing/advertising/brand-journalism01-2/


 

（出典：https://twitter.com/inspi_com/status/1079988689445433345） 

 

ここで改めて「ブランドジャーナリズム」の定義を振り返ると、“ブランドとしての「思想」

と「美意識」を基点に”という文言がある。西武・そごうの新聞広告からはこうした、企業

としての｢思想｣や｢美意識｣が見えず、社会から非難されるに至ったのではないだろうか。 

多摩美術大学の佐藤教授はインターネット記事の中で、｢ソーシャルグッドからブランドパ

ーパスへの移行｣を論じている。具体的には、ブランドは単に社会に良いことをするのでは

なく、そのブランドの社会の中での存在意義に合致したことをすべきだという考えである。 

以上の議論から私たちは、企業としての思想や存在意義、すなわち｢ブランドパーパス｣と

企業活動を連関させて伝えるものが社会課題解決に通ずる「良い広告」なのではないかと

いう仮説を立てた。 

 

3.インタビュー調査概要 

社会課題に言及したブランド広告のうち、どのような広告が生活者の好感度を上げるのか、

他にどのような影響を与えるのかを明らかにするために、地元や大学の友人、家族 8 人に 1

対 1 のインタビュー調査を実施した。 

質問項目は以下のとおり。 

(1)基本情報 

年齢、性別、 

https://twitter.com/inspi_com/status/1079988689445433345


社会課題への興味関心度（①性別役割分業②環境問題③就職活動時の服装規定について、

それぞれ選択肢は 【課題の存在を知らない・課題の存在を聞いたことはある・何が課題な

のか理解している・課題についてネットや文献で情報収集している・課題解決のために行

動を起こしている】）、 

広告への興味関心度（選択肢は【記憶に残った広告はあまりない・いくつか記憶に残って

いる広告がある・話題の広告には興味がある・街中やテレビで見かける広告に意識的に目

を向けている・広告が作られた意図や効果について考えを巡らせることがある】） 

 

(2)オイシックス・サントリー・パンテーン・西武そごうについて 

4 ブランドのブランド広告（※下記参照）を見せる前・後に以下の 5 つについてそれぞれ質

問した。 

＊ブランドの認知・利用経験 

選択肢は以下のとおり。 

【全く知らなかった・名前は聞いたことあるが何をしている会社かはわからない・サービ

ス内容は知っているが利用したことはない・利用したことがあるが特段好きではない・利

用したことがありファンである】 

＊ブランドのイメージ（自由回答）とその理由 

＊ブランドに対する好感度（1~10 点）とその理由 

 

※インタビューに使用した広告とブランドパーパス 

オイシックス「これからの食卓、これからの畑」 

 

（出典：https://saron222.net/archives/7009） 

 

https://saron222.net/archives/7009


サントリー「人と自然と響きあう」 

 

（出典：https://note.com/munezon/n/na78344329833） 

 

パンテーン「美しい髪によって、女性が一歩前に踏み出す勇気を与える」 

 

（出典：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000064.000008115.html） 

 

 

 

 

 

 

https://note.com/munezon/n/na78344329833
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000064.000008115.html


西武そごう「想像以上の提案で、お客さまに発見を。」「わたしは、私。」 

 

（出典：https://twitter.com/inspi_com/status/1079988689445433345） 

 

4.インタビュー調査結果 

(1)好感度変化について 

以下の表１のように、広告を見てもらう前の各ブランドの好感度の値と、その変化の大き

さに相関はない。 

※「好感度変化平均」とは、回答者の広告を見る前と見た後の好感度の変化の大きさを、

回答人数で割って平均を出したもの。 

「前」とは、回答者の広告を見る前の好感度の値を回答人数で割って平均を出したもの。 

（表 1） 

 

 

また、以下の表 2 のように、広告に興味がある人とない人とで、好感度変化の値に大きな

違いは見られない。回答理由にも、大きな差異は認められない。 

好感度変化平均 前

オイシックス 1 6

パンテーン 2 4

サントリー 0.6 6.8

西武そごう 0.34 4.67

https://twitter.com/inspi_com/status/1079988689445433345


※「広告に興味がある人」とは、広告への興味関心度の質問で【街中やテレビで見かける

広告に意識的に目を向けている・広告が作られた意図や効果について考えを巡らせること

がある】を選択した人とする。 

「好感度変化平均」とは、回答者の広告を見る前と見た後の好感度の変化の大きさを、回

答人数で割って平均を出したもの。 

「好感度前平均」とは、回答者の広告を見る前の好感度の値を回答人数で割って平均を出

したもの。 

「好感度後平均」とは、回答者の広告を見た後の好感度の値を回答人数で割って平均を出

したもの。 

（表 2） 

 

 

(2)各ブランドの好感度変化の理由分析 

＊オイシックス 

広告を見たことで好感度がプラスに変化した人は、サービス提供の背景にある想いが広告

から伝わったことで、好感につながっている。 

（回答理由の抜粋）。 

「裏にあるコンセプトを知ったので共感でき、イメージは少し上がった。」 

「サービス内容を聞いただけでも顧客のことを考えているなと思ったけど、このサービス

が何のためにあるかはわからなかった。けど、心打たれた広告をだした企業だと知ったの

で、さらにちゃんと顧客を支えたいという目的を持った企業なんだと確信できた。」 

好感度が変化しなかった人、マイナスに変化した人は、広告デザインが好きでない、おし

ゃれなイメージが崩れてしまったことを理由に挙げている。 

（回答理由の抜粋） 

「食材のクオリティの高さが感じられない。便利なんだろうなとはわかる。」 

好感度変化平均 好感度前平均 好感度後平均 変化の幅平均

オイシックス 広告興味強い 1 6 7 2

広告興味弱い 1 6 7 1

パンテーン 広告興味強い 3 1 4 3

広告興味弱い 1.5 5.5 7 1.5

サントリー 広告興味強い 0.5 6.5 7 0.5

広告興味弱い 0.67 7 7.67 0.67

西武そごう 広告興味強い 0 5 5 0

広告興味弱い 0.5 4.5 5 0.5



「オイシックスが横文字なので、オシャレでちょっと高いけど品質が高いイメージだった。

ラディッシュ坊やとか使ってたしクオリティにこだわってた印象があるが、クレヨンしん

ちゃんで崩れた。」 

 

＊パンテーン 

回答者全員が、広告を見たことで好感度がプラスに変化した。メッセージに背中を押され

た、社会に訴えかけていることを理由として挙げている。 

（回答理由の抜粋） 

「そもそもシャンプーに興味がなかったが、『ありのままの髪の毛でいい』というメッセ

ージの背中を押してくれるような感じに好感がもてた。就活しているときに、勇気が出る。」 

「ただの宣伝ではなくて、社会に訴えかけている感じが好感がもてる。効果がなさそうと

いうイメージは変わっていない。」 

「自分が思ってたターゲットと違ってるんだと感じたことで、昔から商品が違うのかなと

思った。一回使ってみようかなという期待感。」 

 

＊サントリー 

プラスに変化した人は、環境に配慮する姿勢に好感をもっている。 

「大手企業は自分たちの利益を追求しているイメージだが、環境のことも考えて行動して

いることが伝わった。」 

変化しなかった人は、飲料企業が水を大切にするのは当然である、またもともと知ってい

たため広告一つではイメージが変化しないことを理由に挙げている。 

（回答理由の抜粋） 

「知らない企業だと新しい発見になるかもしれないが、知っている企業かつ飲料を仕事に

しているから、意外性はない。当たり前のように思われる。」 

「もともと知っていたから、ちょっとやそっとの広告では、イメージが変わらない。」 

 

＊西武そごう 

プラスに変化した人は、前向きなメッセージを発信していることが好感につながっている。 

変化しなかった人は、西武そごうと広告とのつながりが薄いことを理由に挙げている。 

（回答理由の抜粋） 



「あんまり西武とつながらないから。広告は面白いと思うけど、だからといって西武が好

きになるわけではない。」 

「変わらない。」 

 

5.ブランドのイメージや各質問項目の回答理由からの考察 

＊ブランドパーパスが商品など体験にまで落とし込まれ、生活者に納得感をもって伝わっ

ていることで、広告でのメッセージが好感につながる。 

サントリーの広告を見た際の好感度変化の理由として「こんな広告どこでも挙げてる。」

「水と生きるは浸透している。今の見て変わったということはない。」というのが挙げら

れている一方で、「ウイスキーがおいしくて、水にこだわっている会社というイメージは

ある。」と回答している人がいた。「水と生きる」というフレーズを知っている人は多い

が、それ以上でもそれ以下でもない。実際に自分でサントリー製品を飲んで美味しかった

という体験をした人には、サントリーの水へのこだわりが伝わっており、この回答者は他

企業・他の回答者と比べてもサントリーに対し高い好感度を持っていた。 

また、西武そごうの広告を見た際の好感度変化の理由として「あんまり西武とつながらな

いから。広告は面白いと思うけど、だからといって西武が好きになるわけではない。」と

いうのが挙げられていた。どんなに広告で優れたメッセージ発信をしても、ブランドパー

パスが生活者に納得感をもってつたわっていないと、その広告は好感にはつながらないと

考えられる。ブランドパーパスが商品など体験にまで落とし込まれ、生活者に納得感をも

って伝わっていることで、広告でのメッセージが好感につながる。 

 

＊一貫した想いの発信が、好感度形成において重要である。 

オイシックスの広告を見た際の好感度が下がった理由として「広告の雰囲気が好きではな

い。見た目が好きじゃない。色味とか。食材のクオリティの高さが感じられない。便利な

んだろうなとはわかる。」や「オイシックスが横文字なので、オシャレでちょっと高いけ

ど品質が高いイメージだった。ラディッシュ坊やとか使ってたしクオリティにこだわって

た印象があるが、クレヨンしんちゃんで崩れた。」ということが挙げられていた。 

もともともっていたその企業に対するイメージが、具体的体験に基づく、好感につながる

ものであった場合、それと一貫しないようなメッセージの発信は、むしろ好感度の低下に

つながる。一貫した想いの発信が、好感度形成において重要である。 

 



＊ブランド広告は、そのブランドに対して具体的体験に基づくイメージを持っていない人

にとっては、意外性をもたらし、新たにブランドイメージを築くきっかけになる。 

西武そごうのイメージついて、広告を見る前は「三越、伊勢丹は高級というイメージがあ

るが、西武はいいとか悪いとか感じない。ぱっとしない。特徴がない。」と回答した人が 

広告を見た後は「意外と奇抜。高級路線ではなさそう。若い人向け。元旦なら赤とか使い

そうなのに、水色とかデザインが若いイメージ。コピーがルミネっぽい。」と新たなイメ

ージをもっていた。また、サントリーのイメージに関しては「大手の企業は自分たちの利

益を追求しているイメージやけど、環境のことも考えて行動してると思ったので、好感が

上がった。」、パンテーンのイメージに関しては「自分が思ってたターゲットと違ってる

んだと感じたことで、昔から商品が違うのかなと思った。一回使ってみようかなという期

待感。」というイメージが変化したとの回答が見られた。 

それまで、ブランドに対してイメージを持っていなかった人や、具体的体験に基づかない‘な

んとなく’のイメージを持っていた人にとっては、意外性をもたらし、新たにブランドイメ

ージを築くきっかけになる。 

 

6.今回のインタビュー調査の問題点 

ブランド広告について、社会課題にアプローチしていること自体に対して好感をもったと

いう回答はサントリー1 件、パンテーン 1 件のあわせて 2 件のみであった。 

もともとのインタビュー調査の目的は、どのようなブランド広告が社会課題に対してひと

り一人が意識をもつきっかけとるかを明らかにすることであったが、 

今回の調査で分かったこととしては、ブランドパーパスが商品など体験にまで落とし込ま

れ、生活者に納得感をもって伝わっていることを条件として、ブランドパーパスに合致す

る社会問題に言及することは、生活者のブランドに対する好感度を上げることにつながる

ということである。 

このインタビュー調査では、ブランド広告が社会課題に言及すること自体の効果を検証す

ることができなかった。さらに、ブランド広告が言及している社会課題に対して自分の意

見を述べる人は一人もおらず、調査に用いた 4 つの広告は、社会の構成員としてひとりひ

とりが社会課題に対して何らかの意識をもつきっかけとなっていなかった。 

そこで次章では、広告やブランドが意図していなくとも、一人一人が社会問題を認識し意

見をもつきっかけとなった広告にはどのような要素があるのかを、事例をもとに考察して

いく。 



7.アメリカで社会的議論を巻き起こした「Dream Crazy」の概要 

Nike のブランドメッセージ”Just do it.”を発信する一つのキャンペーンが、「DreamCrazy」

である。（同キャンペーンの CM を以下のリンクから確認できます。 

https://www.youtube.com/watch?v=E48hHS-5HyM） 

同キャンペーンはメインビジュアルにサンフランシスコ・フォーティーナイナーズに所属

していた、NFL のスター選手のコリンキャパニックを起用した。コリンキャパニックは、

2016 年に、アフリカ系米国人に対する警察の暴力に抗議し、国歌斉唱中に起立を拒否した

選手である。現在は、抗議行動を理由に自分をリーグから排除したとして、NFL を提訴し

ており、NFL は新規則の下で、国歌斉唱中にひざまずいた選手は罰金を受けると発表した。 

同キャンペーンは、幅広い賞賛を得た一方で、Nike 製品のボイコットを促す#boycottNike

や #JustBurnIt というハッシュタグが Twitter 上でトレンド化するなどアメリカ全土を二

分する大論争へ発展した。その結果、Nike の株価は一時的に下落するもその後は史上最高

値を更新した。 

 

8.「Dream Crazy」はなぜ社会的議論を巻き起こしたのか 

(1)まず、アメリカでは人種差別、とりわけ黒人に対する白人警官による武力行使が問題と

して認知されていた。 

(2)コリンキャパニックの行為が、賛否両論をうんだ。SNS では「国歌斉唱時に立たない」

という行為に対する賛否や、黒人差別の実態についての意見が多くみられた。 

(3)すでに議論を巻き起こしていたコリンキャパニックを NIKE が同キャンペーンに起用し

たことが、賛否両論をうんだ。SNS では、コリンキャパニックの起用＝国歌斉唱時に立た

ないことで黒人差別を訴えた彼の行動を支持することに対する賛否や黒人差別の実態につ

いての意見が多くみられた。 

ただ、NIKE は、ブランドパーパスである“Just Do It.”の発信を意図していたのであって、

黒人差別に関する社会的議論を生むことは、意図していなかった（少なくとも第一目的で

はなかった）と考えられる。 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E48hHS-5HyM


9.「Dream Crazy」キャンペーンから見えてくる、広告が、社会問題に対して人々が何ら

かの意識をもつきっかけとなるためには 

既にある特定の場で社会問題に対する意見を発信しているアイコン的な存在かつ、自社の

ブランドパーパスを体現する人物とともに広告活動を行う というのが一つの手段である

と考えられる。 

ただ、「Dream Crazy」がコリンキャパニック氏をキャンペーンに起用し単なる炎上に終

わらず、株価が史上最高値を更新するような結果をうんだのは、NIKE の”Just Do It”とい

うブランドパーパスがそれまでに広告コミュニケーションや顧客体験をとおして浸透して

いたからであると考えられる。 

 

10.｢CSP｣という概念の提唱 

私達はこの研究を進めていく中で、広告コミュニケーションに限らず、企業と社会課題と

の関わりに関して、現状世の中で普及している通説に疑問を抱いた。 

現状に至る大きな通説の変化として、｢CSR｣から｢CSV｣への移行が挙げられる。CSR とは、

日本語に直すと、｢企業の社会的責任｣であり、利益の最大化と独立した善行として社会的

に良い事をすべきだという考え方である。2000 年代半ば頃から、環境問題の顕在化に伴っ

て、世界的に広がりだした概念である。しかしながら、どの企業も法令を順守し、人権侵

害や環境問題などに配慮する、いわば守りの意識が強い概念であった。しかしながら、2015

年の国連の「持続可能な開発目標」（SDGs）制定以降、企業が社会課題解決に動く機運が

世界的に高まり、消費者の選択軸の中でも社会課題解決の重要性が増していく中で、「社

会課題解決など、非財務的な取り組みがあってこそ、持続的な財務パフォーマンスが上が

る」と投資家が考えるようになった点。一見、儲けには直結しないようにみえる取り組み

が実は中長期的には収益向上につながると、投資家も見るようになったのである。こうし

た事から、社会課題の解決は、利益の最大化を図る積極的な動きと転化していった。そう

した中で、ハーバード・ビジネス・スクールのマイケル・ポーター教授が 2011 年に提唱し

た、社会課題の解決により社会価値・経済価値双方を最大化しようという CSV（共有価値

の創造）の概念が普及するようになった。 しかしながら私達は、CSV の概念では、社会

課題解決に、企業の製品・サービスの顧客しか巻き込めないのではないかと考える。そこ

で私たちは、製品・サービスのファンを超えて社会を巻き込んでいくための概念として、

「CSP」(Creating Shared Philosophy：共有哲学の創造)を提唱したいと思う。この概念

は、ブランドパーパスと社会課題解決を結びつけて実現しようというものである。これに



よって、製品・サービスの領域に留まらず、ブランドの哲学に共鳴する人々を巻き込むこ

とができる。こうすることで、必然的に巻き込む人々の範囲も広大になり、ブランドの「芯」

と人々の「芯」が共振して強い愛を持ったファンが生まれるのではないか。そうして結果

的に、長期的に見ると社会価値・経済価値がともに最大化されると思う。すなわちこれは、

CSV をさらに発展させた概念といえる。しかしながら、哲学を社会課題解決に結びつけて

実現することは、一朝一夕に出来るものでは無い。ここでは、CSP がどのような条件のも

とで成立するのかを、これまでの議論を元に述べる。我々が考えた条件は以下の 2 点であ

る。 

(1)コミュニケーションの一貫性：哲学を社会課題解決と結びつける以前の前提として、生

活者の頭の中に伝えたい哲学をしっかりと浸透させることが必須である。そのため、広告

や PR などのコミュニケーションにおいて、ワードや表現に一貫性を持たせることが重要と

言える。 

 

(2)ブランド体験への落とし込み：インタビュー調査からも判明したように、企業の哲学が

共感を生むためにはその哲学を企業が体現しているという実感が生活者の中に生まれる必

要がある。だからこそ、伝えたい哲学を、具体的な商品、サービス、店舗体験といったブ

ランド体験にしっかりと落とし込むことで、生活者が体感できるようにしなければならな

い。 

  

（図は PowerPoint を用いて作成）  

 

 

 



11.本研究のまとめ 

インタビュー調査や事例研究をとおして考察したことは以下の 4 点である。 

(1)ブランドパーパスが生活者に納得感をもって伝わっていることを大前提として、(2)社

会課題に言及する広告は生活者のブランドに対する好感度を上げる効果がある。(3)また、

広告活動が、生活者が社会課題に対して意識をもつきっかけとなるためには、ただ社会課

題に言及するのではなく、既にある特定の場で社会問題に対する意見を発信しているアイ

コン的な存在かつ、自社のブランドパーパスを体現する人物とともに広告活動を行うこと

が一つの手段である。(4)日本でブランド・生活者・社会の 3 者にとって利益のある広告活

動を行うには、ブランドパーパスに合致した社会課題への何らかの取り組みを行うことが

よいのではないかと考える。 

 

12.おわりに：そもそも、広告は社会をよくするものである必要があるのか 

この研究を始めた際に、根底にあった想いが、「資金力もあり社会に対する影響力が大き

い大企業は、社会をよくする責任がある」というものである。これは「身分の高い者はそ

れに応じて果たさねばならぬ社会的責任と義務がある」という、欧米社会における基本的

な道徳観であるノブレスオブリージュ（Noblesse Oblige）という考え方に通じている（参

考：デジタル大辞泉）。しかしながら、そもそも現代において企業がノブレスオブリージ

ュを持つべきなのか、という議論もなされているのが現状である。そこでこのノブレスオ

ブリージュに対する私達なりの考えを述べて、研究の終わりとしたい。 

 

そもそも現代において、わたしたちが生まれ育つ環境は金銭面や安全面など、多様な面で

平等とは言えず、そこには確かに格差が存在している。ゆえに相対的に（もしくは自覚を

もった）「持つ者」が「持たざる者」に還元することなしには、社会の存続は不可能であ

ると考えている。その一つの手段が税金であるが、その使い道は政府にゆだねることとな

るうえ、還元の仕方が補助金など「お金」の形に終始することが多い。しかし社会課題は

お金のみで解決するものではないし、政府だけで解決できるものでもない。社会を構成す

る一人一人が意識を変え、行動を変えることが、無数に存在する社会課題を解決する近道

ではないかと考える。だからこそ、人々の心を動かし、意識を動かし、ひいては行動を動

かすことを目的としている広告活動が、ブランドの利益になることを前提に社会課題にア

プローチするべきだと私達は考えている。 



ノブレスオブリージュという概念は、ビル・ゲイツが得た富を自ら作った財団に入れ、運

用益で社会的影響力のある事業を支援するなど、アメリカでは根付いている概念であるが、

日本ではあまり根付いていないように感じる。例えば、最近話題になった Twitter での元株

式会社 ZOZO 社長の前澤氏が行った Twitter 上で当選した 100 人に 100 万円を配るとい

う企画は、応募者が殺到した一方で、「やっていることが下品だ」など批判的なコメント

が多く寄せられた。単なる金持ちの遊びにすぎない可能性もあるが、真の目的が何であれ、

「多くのお金を持つ者が、他者にそれを分配する」という行為に対して批判が起きる現状

があることには違いない。 

ノブレスオブリージュの概念が生まれた時代においては、貴族と平民という身分の差、そ

れに付随する様々な権利待遇の差が明確に存在していた。ゆえに貴族がノブレスオブリー

ジュの概念に基づいて、戦の際に犠牲になる可能性が高い先頭に立ってのぞむなどの行為

は、「身分の高い者が」「その特権に応じて」「社会のために」犠牲を払うということが、

平民にも明確に理解されただろうと考えられる。 

一方で今の社会においては、存在に優劣や「持つ者」「持たざる者」の明確な規定はつけ

られず、また社会のために行動したとしてもそれが売名行為や偽善として捉えられること

も少なくない。だからこそ、ノブレスオブリージュを実践することで人々から尊敬される

など、実践者にとってもメリットがなければこの概念は浸透していかないだろうと考えら

れる。そこで前々項で述べた CSP の形でノブレスオブリージュを実践していくことが、ブ

ランドにとっても社会にとっても利益のある活動になると考えている。 

社会規範として、ある種目的化されたノブレスオブリージュの実践を現代社会においてブ

ランドが行うことは難しいかもしれないが、最終的に、ブランド価値の上昇に帰結する一

手段として捉えれば、現代のブランドにとっても、実践すべき概念と言えるのではないだ

ろうか。 
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