
はじめに

本号は、谷岡学園創立 周年・大阪商業大学開学 周年という節目を飾る記念事業の一環

として企画されたものである。本稿のテーマである企業の社会貢献活動を考えるときも、こ

の周年記念事業ということが重要な意味を持ってくる。今日でも多くの企業が、創業何周

年・発売何周年といった事業の節目を迎えたときに、社内での祝賀的行事を開催するだけで

なく、社会に対しても寄付やイベントを提供したり、文化施設を開設したり、財団を設立し

たりして、記念の社会貢献事業をおこなうことが多い。これは、何周年を迎えたという社内

外へのアピールを意識する側面もあるが、むしろそれまで企業の成長を直接・間接に支えて

くれた、さまざまなステークホルダーや社会に対する感謝の気持ちを形にするという色彩が

強い。

一時期流行となった企業フィランソロピーや企業メセナが、近年では不況の影響あるいは

ブームの陰に隠れて、やや存在感が小さくなったような印象もある。しかし実際は必

ずしもそうではなく、日本経団連の調査などによれば、 社あたりの社会貢献支出額は、平

成 年以降の数年間を見ても着実に上昇しており、企業の社会貢献活動は依然活発に続けら

れている ）。

それは、グローバル化の中での欧米企業の影響という面もあるが、明治維新以降近代化の

過程で、日本の企業が築き上げてきた経営文化の反映でもあると考えられる。
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本稿では、平成 （ ）年に創業 周年を迎えた大阪発祥の酒類・食品企業サント

リーを例に取り上げて、 世紀を超える文化・社会活動の系譜をたどり、企業の社会貢献活

動の企業経営における役割および社会的意義を考察したい。

．鳥井信治郎の慈善・社会事業

．やってみなはれ

起業への挑戦

サントリーの創業者鳥井信治郎は、明治 （ ）年、大阪船場の両替商鳥井忠兵衛の次

男として誕生した。大阪商業学校に 年在学したのち、 歳で道修町の薬種問屋小西儀助商

店に、住み込みの奉公に出た。

小西儀助商店は、明治 （ ）年に創業し、当時主流であった漢方薬ばかりでなく、西

洋の薬やぶどう酒・ブランデー・ウイスキーなどの洋酒も輸入・販売し、またビールの製造

も手がけるなど、進取の気風に満ち、店内にはハイカラな雰囲気が漂っていた。

信治郎はここで 年間勤める間に、洋酒についての情報や作り方の知識を身につけ、持ち

前の鋭い鼻と舌で、微妙な香りと味を嗅ぎ分ける力を養った。その後、舶来の絵具・染料を

扱っていた小西勘之助商店に移り、調合技術にさらに磨きをかけた。

都合 年に及ぶ丁稚生活は、青年信治郎にとって苦労の絶えないものだったが、西洋のハ

イカラな文物に触れ、後年実を結ぶ洋酒づくりの知識と商売のコツを体得しえた貴重な時期

でもあった。

明治 （ ）年、弱冠 歳の信治郎は、大阪市西区靱中通に 鳥井商店 の看板を掲げ

独立した。徒手空拳、たった一人で創業の第 歩を踏み出したのである。ぶどう酒の製造・

販売が主で、ほかに輸入の缶詰なども扱った。

ちょうど日清戦争が終わり、中国大陸への輸出が伸びていた時期で、中国商人からの注文

が殺到し、幸先のよいスタートを切ることができた。

店も何度か移転し、少しずつ大きくなっていった。やがてスペイン人の貿易商セレースと

知り合い、本場直輸入のポートワインを日本人にひろめようとしたが、酸味が強すぎて、

さっぱり売れなかった。そこで、丁稚時代に培った鼻と舌と調合技術を活かして、スペイン

産ぶどう酒をベースに、日本人の舌に合うぶどう酒を創るべく悪戦苦闘し、ついに明治

（ ）年、その後の事業発展の礎となる 赤玉ポートワイン を誕生させた。

砂漠に種をまき、水を灌いで、不毛の地を沃野に変えようとするかのような信治郎の挑戦

を、息子の 代目社長佐治敬三は、こう記している。

父の独立、それはのれんを分けてもらっての独立ではなかった。（中略） 洋酒そのもの

が当時の日本では過去を持たない存在であった。すべてが新しく、自らの努力によって切り

拓かれねばならない分野であった。続いて赤玉ポートワインの創製。それはぶどう酒業界の

異端者として生まれた。ヨーロッパ風のレべル、そしてヨーロッパ風の風味。ポートワイン

というヨーロッパ風の名前がそれらすべてを表象している。その表象にふさわしい新しい商

品づくりによって新しい市場の開拓に成功したのである ）。
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企業の社会貢献活動に関する一考察（伊木）

明治 （ ）年、店名を寿屋洋酒店に改め、以後大正 （ ）年に合名会社として法

人化し、翌年には合資会社、そして大正 （ ）年には株式会社寿屋を設立して事業推進

の体制を整えていった。

信治郎の企業家魂の凝結した 赤玉ポートワイン であったが、その成功のためには、心

血を注いでつくりあげた日本人の舌に合う味と品質だけでは十分ではなかった。太陽を意味

する 赤玉 とハイカラな ポートワイン を組み合わせたユニークなネーミングから、ボ

トルのデザイン、時代を先駆ける斬新なポスターから人々の意表をつく広告・宣伝活動にい

たるまで、いわば今日のトータル・マーケティング活動の先頭に立って、彼が陣頭指揮を

とったことが功を奏したのである。

市場の創造

信治郎はつねに前進を続ける男であった。 赤玉ポートワイン の成功に甘んじることな

く、更なる飛躍を企てた。当時スコットランド以外では不可能といわれたウイスキーづくり

への社運を賭した挑戦である。四面楚歌ともいうべき周囲の反対を押し切り、国産本格ウイ

スキーづくりへの執念と、 結果はやってみなければわかりまへん という固い信念を貫

き、大正 （ ）年、京都郊外山崎の地において工場建設、原酒製造に着手した。

数年の原酒熟成期間を経て、国産ウイスキーが製品としてはじめて世に出たのは昭和

（ ）年で、 サントリー白札 と名づけられた。 サン は太陽つまり赤玉の恵みから生

まれたことを表し、それに鳥井の名前を結びつけた。

しかし市場の反応は芳しくなかった。味も満足すべきものではなく、苦戦が続いた。昭和

（ ）年、ようやく満足のいく サントリーウイスキー角瓶 を発売すると好評を博

し、よく売れるようになった。その後も、日本人の味覚に合うウイスキーづくりへの努力が

重ねられるが、時代は戦争へとさしかかり、その努力が実るのは戦後を待たなければならな

かった。

洋酒時代の開拓

戦後の復興から成長期を迎え、大衆消費時代の幕開けとともに洋酒ブームが起こり、戦前

のウイスキーづくりの努力が大きく開花する時代が到来する。

山崎工場の原酒が戦災に会わなかったことも幸いした。戦後、大衆向けに発売した トリ

ス が爆発的に売れ、続いて 角瓶 ・ オールド が引っ張りだこになった。上質の魅力

的な製品開発に加えて、創業以来の果敢な宣伝、販売活動を通じた革新的なマーケティング

は、つねに時代を一歩先駆け、新しい需要を掘り起こしていった。

トリスブームの最盛期にあった昭和 （ ）年、信治郎は次男佐治敬三に社長の座を譲

り、自らは会長職に退いて次の世代にバトンを渡した。そして翌年、一筋の道を前へ前へと

ひたすら歩み続けた波乱万丈の生涯を終えたのである。

年若くして実業界に身を投じ、幾多の困難や苦境に出会いながらも、それらに打ち勝

ち、成功への道をひた走りに走り続けることのできた鳥井信治郎は幸せであった。信治郎は
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たしかに運の強い男であったが、それにも増して、かれにはその幸運をより大きく自分のも

のにしようとする努力・工夫そして強い意欲があった。この意欲こそ、かれを成功への道に

招待した、たった一枚の切符であったのかもしれない。 と石川健次郎は書いている ）。

その意欲を端的に示した言葉が、信治郎の口癖でもあった やってみなはれ。やらなわか

りまへんで であったと言えよう。

．利益三分主義

社会事業

鳥井信治郎は、事業の傍ら社会福祉活動に情熱を注ぎ込んだ。不幸な人・生活に困ってい

る人を見るとほうっておけない性格で、ふだんから慈善的寄付や篤志活動を積極的におこ

なっていた。創業後間もない明治 （ ）年ごろから、毎年年の暮になると餅を多量につ

き、民生委員の協力を得て、大阪市内の生活困窮者に配った。自宅近くの兵庫県川西町で

も、餅を配ったり、信治郎の妻や社員の妻たちが縫い上げた綿入れの着物を配ったりもし

た。

学問・教育の支援にも力を入れ、返済不要の奨学金給付事業などを匿名でおこない、また

病院への寄付、寺社への寄進なども積極的に実行した。病院への寄付では、当時全国的に福

祉医療事業をおこなっていた恩賜財団済生会の大阪病院に病棟を寄付している ）。会社の経

済的苦境の時期にも、信治郎の寄付・慈善活動は続いたので、時の経理担当者が忠告するこ

ともあった。しかし信治郎は こんにち会社がこんなになれたのも、みな世間様のおかげ

や。そのおかげを返してるんや。他のことはともかく、寄付だけはつづけさせておくれや

す。それで裸になるんやったら本望や と答えたという ）。

しかし、こうした社内の指摘もあって、それまで信治郎の思いつきで進められていた観の

ある慈善・社会事業を一括して担当する組織として、大正 （ ）年に 邦寿会 を発足

させた。この 邦寿会 は、昭和 （ ）年に財団法人として独立し、戦後の昭和

（ ）年には制度改正により社会福祉法人に改組し、今日にいたっている。

邦寿会の社会事業の中心は、当時の世相を反映して生活困窮者のための医療・福祉施設の

運営であった。大阪市内に、今宮診療所（ 年）・豊崎診療所（ 年）・此花診療所

（ 年）を開設し、終戦直後は駒川ホーム（ 年）・赤川ホーム（ 年）などの宿泊

施設を設け、身寄りのない人たちを収容した。時代の流れに応じてその事業の内容を変えて

きたが、今日では、特別養護老人ホーム 高殿苑 、家庭環境に恵まれない乳幼児のための

つぼみ保育園 などを通じて地域の社会福祉に貢献している。平成 （ ）年には、長

年の福祉活動の経験とノウハウをいかして、大阪府藤井寺市の工場跡地に総合福祉施設 ど

うみょうじ高殿苑 をオープンした。

教育の分野では、前述の奨学金や研究費援助事業のほかに、自宅のある雲雀ヶ丘地域の住

民の要望に応えて小学校設立に尽力し、昭和 （ ）年 月雲雀ケ丘学園の第 回入学式
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が挙行された。現在では、幼稚園・小中学校・高等学校からなる総合学園に発展している。

惻隠の情

鳥井信治郎がおこなった社会貢献事業は、いずれも彼自身のやむにやまれぬ強い思いがそ

の根底にある。彼の事業の後継者となった次男佐治敬三は、自伝の中でおおむね次のような

趣旨のことを述べている。

父の行いは、孟子のいう 惻隠の情 に発していたのではないか。母親すなわち私の祖

母の影響で、幼い頃から心にきざみつけられた 惻隠の情 が、長じて後の父の生涯に色濃

く反映しているように思えてならない。社会への貢献というとえらそうに聞こえるけれど

も、もともとは一人の人間のやむにやまれぬ真情から発すべきものではないか ）

作家山口瞳も、サントリー 年史のなかで同様のことを記している。 信治郎の喜捨は、

金持ちの、あるいは有閑人種の慈善事業とは、根本的に、どこかが違うのではないか。言っ

てみれば、信治郎の喜捨には自分の血が流れているのである。血が通っているのである。だ

からこそ、社員も家族も、不平を言わずに従ってきたのではないか ）。

このような信治郎の信念は、宗教的な信仰心によって培われたものである。幼少時以来の

両親とりわけ信心深い母親からの影響が大きかった。神仏の加護、陰徳の大切さを身をもっ

て教えられた。

人間に与えられているものは、それが何であれ恩恵であると思うのである。太陽の光、

空気、水等は自分が作ったものではない。全くただで与えられているものであり、しかも

もっとも尊いものである。 と信治郎は述べている ）。

天地自然の恩恵への感謝の念が、寄付や慈善活動へとつながっていった。したがってその

中には、寺社への寄進も多く含まれていた。年末には全国有縁の寺社に献酒をして新年を

祝った。戦前の一時期には、社内に神仏課という部署まで置いたほどである。

近代企業家のフィランソロピー

鳥井信治郎にかぎらず、明治・大正期の近代企業家の中には、宗教的信念で公益活動をお

こなうものが少なくなかった。たとえば、関西の寄付王と呼ばれた山口玄洞は、洋反物商山

口商店を大阪で開業し成功したが、築き上げた財産の多くを学校や病院への寄付をはじめ、

公共事業や慈善事業に投じた。貧しい人からは医療費をとらない仁医で熱心な仏教信者で

あった父の影響を受け、彼の寄付により設立された山口厚生病院は、低所得者の患者が利用

しやすいように病院の玄関のつくりかたにまで気を配ったという。玄洞は 親の恩、人々の

おかげ、国の恩 を説き、宗教的報恩感謝の思いから社会貢献活動をおこなった点で、鳥井

信治郎に通じるものがある。

新興の企業家ばかりでなく、住友・三井・鴻池など江戸時代から続く大企業家も、持てる

ものの務めとして、多額の公益寄付をはじめ活発な社会貢献活動をおこなっている。国家的

公益事業が、首都東京に重点的に配分されたため、大阪においては住友家をはじめとする民

）佐治敬三 へんこつ なんこつ 日本経済新聞社 年
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間企業が、大学・病院・図書館・美術館などの文化・福祉施設の整備に果たした役割は極め

て大きい。

自利他利公私一如 を事業方針とする住友家や、 先義後利 をモットーとする大丸の

下村家、あるいは近江商人の 売り手よし、買い手よし、世間よし の三方よしの経営理念

や 商売は菩薩の業 と唱えた伊藤忠商事の初代伊藤忠兵衛にみられるように、江戸時代か

ら関西の商家には、社会に対する感謝・報恩を信条としてきた伝統があり、この気風が近代

以降も受け継がれていったと見てよいのではないかと考える。

江戸時代の関西商人は、仏教ばかりでなく、神道、儒教あるいはそれらを背景にした石田

梅岩の心学や懐徳堂をはじめとする私塾での町人学問などで培われたさまざまの要素を取捨

選択して、それぞれの商いの精神的支柱としていったのであろう。

利益三分主義

鳥井信治郎の時代の社会貢献活動は、会社としての事業と企業家個人としての活動が渾然

一体となっており、当初はむしろ個人的な陰徳、篤志活動という色彩が強かった。会社とし

て積極的に取り組むために、彼は 利益三分主義 を唱えた。 商売の利益は人様のおかげ

だ。三分の一を社会に還元し、三分の一はお客様や得意先にサービスとして返す。残りの三

分の一を事業資金とする ）。 そこに流れる理念は 報恩感謝の経営 である。

民間企業として慈善・社会事業専門の独立した組織をわが国でもっとも早く設立したの

は、大阪毎日新聞であろう。 恩賜財団済生会 と同じ明治 （ ）年に、創刊 号発

刊記念事業の一環として発足した財団法人 大阪毎日新聞慈善団 は、今日の企業財団の草

分け的存在でもある。同慈善団がもっとも力を入れた活動が、貧困者対象の巡回病院であっ

た。

これは当時の本山彦一社長の強い意志で実現したものであり、その後各新聞社とも同様の

組織を設けている。本山彦一は、事業の面でも大阪毎日新聞を大阪朝日新聞に並ぶ大新聞に

育て上げた功労者であるが、一方で 慈善病患者 といわれるほど個人的にも、孤児院や養

老院に寄付をしていた。幼くして父を失い、苦労して育ててくれた母の姿が、慈善事業に取

り組む素地になったといわれている。彼は、 一本の指のうずきは、同時に、全身の苦痛で

ある。社会の一隅に、生活に疲れ、病に苦しむ者の存することは、すなわち社会全体の悩み

でなければならない ）。 と述べ、社会連帯と相互扶助の精神を主張した。

大阪毎日新聞は、創刊 号記念の際にも、大阪市内の貧窮児童 名に対し、新春の慈

善食卓を提供している。発売何周年あるいは創業何周年といった事業の節目に、記念事業の

一環として社会への利益還元を実行する企業は今日でも少なくない。それまで企業を支えて

くれた人々への感謝を形に表すことであり、直接的なステークホルダーだけでなく、一般社

会への還元まで視野に入れていることは、鳥井信治郎の利益三分主義的な考え方にも通ずる

ものといえるであろう。

寿屋の邦寿会発足とほぼ同じ大正期（ 年）に、財団法人日本生命済生会が設立されて
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いる。事業は大阪毎日新聞慈善団、寿屋の邦寿会と同様、貧困者のための医療事業が中心で

あり、当時の大阪が工業化にともなう社会問題がもっとも顕在化した都市であり、民間企業

としても社会安定のために努力せざるをえなかったという側面もあるかもしれない。昭和

（ ）年には、日生病院が開設され本格的な医療機関としての性格を強めていった。

日本生命済生会設立当時の経営責任者弘世助太郎は、欧米の保険会社の取り組みに刺激を

受け、 愛国の至情と弘世家伝統の奉仕精神と生命保険最高使命の自覚から、国民の健康増

進・死亡率の減少等の済生事業に挺身しなければならない と述べたということを今田忠が

紹介している ）。弘世助太郎は、日本生命済生会の事業を企業経営の一環として位置づけて

おり、今日の 企業の社会的責任につながる活動として意識していたといえるだろ

う。そして、近江商人弘世家伝統の奉仕精神が、強調されていることも注目すべき点であ

る。作道洋太郎によれば、日本生命の実質的創始者弘世助三郎は、近江多賀大社の信仰者の相

互扶助団体として組織された 萬歳講 の活動の中から、生命保険会社の設立を構想した ）。

以上、寿屋（現サントリー）創業者鳥井信治郎の社会事業と 利益三分主義 について述

べてきたが、明治維新から戦前期までの近代日本においては、企業の社会貢献活動といえる

ものはまだ萌芽でしかなく、どちらかといえば企業家個人の慈善・社会活動の色彩が強いも

のであった。

活動の分野も、社会福祉分野か学問・教育への支援活動が主で、あとは国家や自治体の行

政が進める事業への協力や寺社・祭礼への寄進が目立つぐらいで、企業財団によるフィラン

ソロピー活動や多面的な分野における多彩な文化活動を含む民間公益活動の開花は、戦後を

待たなければならなかった。

近代に興った企業家の多くはまったく新しい時代環境のもとで、前人未踏の事業の道を模

索しながら前途を切り拓き、ひとつまたひとつと果敢に挑戦を重ね、自ら抱いた青雲の志を

実現していったのである。

今日名を残している多くの近代企業家は、渋沢栄一の 右手に論語、左手にソロバン に

示されるように、事業家としての力を発揮するだけでなく、自らの社会的使命を自覚してい

た。鳥井信治郎も、そんな時代に大阪に生まれた一人の創業者であり、終生大阪商人である

ことを誇りにしていた。

やってみなはれ というチャレンジ精神と、 利益三分主義 という社会貢献の志が表

裏一体となって不可分に結びついていたのが、彼の商人魂といえるだろう。そしてこの精神

は、サントリーという企業の となり、戦後次の世代へと受け継がれてゆくのである。

）川添登・山岡義典編 日本の企業家と社会文化事業 東洋経済新報社 年
）作道洋太郎 近代大阪の企業者活動 思文閣出版 年



．佐治敬三の文化・社会活動

．第二の創業

やってみなはれ の遺伝子

鳥井信治郎の次男佐治敬三が、二代目社長に就任するのは昭和 （ ）年であるが、バ

トンを確実に受け取るための十分なリレーゾーンの長さはあったように思われる。昭和

（ ）年、海軍から復員後寿屋に入社した佐治敬三は、戦後の事業再スタートの先頭に

立って活躍した。生産体制の確立から、マスターブレンダーとしての技術、マーケティング

から経営全般にわたるマネジメントにいたるまで、直接父の信治郎から手ほどきを受けるの

ではなく、父と併走しながら、自ら率先して学び、自分なりのスタイルを身につけていっ

た。

やってみなはれ の商人魂も継承した。その最大のものがビール事業への挑戦である。

昭和 年代、ウイスキー事業は戦後復興期をへて、トリス・オールドを中心に洋酒ブームを

迎え、好調の波に乗っていた。まさにその順風のまっただ中で、明日への飛躍をめざし、あ

えて困難な新分野に飛び込む冒険を試みたのである。戦前の、赤玉が好調なときに、荒唐無

稽とも言われたウイスキーづくりにチャレンジした信治郎の やってみなはれ の遺伝子

が、脈々と受け継がれていたのである。

ビール市場は強固な寡占市場であり、新参のサントリービールは発売後も長く苦戦を強い

られることになるが、ビール事業への進出によって、洋酒ブームに浮かれていた社内に緊張

感がただよい、その後の社員の士気高揚・経営風土の強化に果たした効果ははかりしれな

い。いわば、鶏口に甘んじることなく、 牛頭 をめざしたと言えよう。

ビール発売を機に昭和 （ ）年、社名を寿屋からサントリーに変更した。洋酒の寿屋

から総合酒類企業サントリーへの脱皮である。ちょうどこの時期ウイスキー市場にも国際化

の波が押し寄せようとしており、洋酒・ビール両分野での新たな前進を決意した 第二の創

業 の意志を新社名に託したものである。

生活文化企業

昭和 （ ）年、サントリーは 超酒類企業 への脱皮を掲げ、酒類以外の分野への挑

戦をはかり、食品事業をはじめ、外食・スポーツ・医薬事業など事業の多角化を大きく推進

した。昭和 （ ）年には 年代の人々のニーズ・時代の進むべき方向を予測して、新た

に 生活文化企業 のビジョンを提示した。

企業の存立は、社会に提供する財が社会から尊重されることによって保証される。社会

がその財を、生活をより豊かにすることができるとした時、その財を生活文化財、その財を

生産する企業を生活文化企業と私は呼びたいのである ）。

生活文化企業 という言葉は、社内外で反響を呼んだが、その意図が十分理解されるま

でには時間を要した。しかし佐治敬三のこの理念の提示によって、サントリーの企業像がよ

り明確になったと筆者は考えている。すなわち、洋酒・ビール・清涼飲料・外食・医薬・ス
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ポーツ・出版等の多彩な事業が、そのベクトルを合わせて、生活をより豊かに・より楽しく

する商品・サービスを提供することによって成り立つビジネスであることが明言されたばか

りでなく、創業以来 利益三分主義 のもとにすすめてきたさまざまな社会貢献活動もまた

生活文化企業 の一翼を担う重要な役割を位置づけられたのである。

．文化への貢献

戦後における多彩な文化・社会活動

戦後に始まったサントリーの社会貢献活動は、佐治敬三の意向によるものが多い。

戦後いちはやく昭和 （ ）年に、化学の基礎研究と国民栄養の向上に関する啓蒙活動

を目的として、財団法人食品化学研究所を設立した。同研究所は昭和 （ ）年に、財団

法人生物有機化学研究所に改称し、海外からの研究者を招くなど一層活動の幅を広げて今日

にいたっている。また、同研究所設立と同じ年に、家庭婦人向け科学啓蒙雑誌 ホームサイ

エンス を発行している。この二つの事業は、大学時代に化学者を志した佐治敬三の熱い思

いがこめられたものであった。

昭和 （ ）年、創業 周年を迎え、翌年に記念式典を挙行し、記念事業として、科学

技術の振興をはかるため、大阪大学へ酵素化学研究所を、日本化学会へ図書館を寄贈した。

また東京パレスホテル内に美術館開設を計画し、昭和 （ ）年にサントリー美術館が

オープンした。 生活の中の美 というテーマを前面に打ち出して、特色ある収集・展示を

行い、昭和 （ ）年赤坂見附のサントリー東京支社ビル内に移転、さらに平成

（ ）年には六本木のミッドタウンに新築・移転した。

大阪には、創業 周年記念事業として企画されたサントリーミュージアム〔天保山〕が、

平成 （ ）年に 生活の中のアート デザイン をテーマにオープンした。

創業 周年の昭和 （ ）年には、鳥井音楽財団（現サントリー音楽財団）を設立し、

日本における洋楽の振興に力を注いだ。その活動の延長線上に、昭和 （ ）年、サント

リーホールが東京赤坂に誕生した。カラヤンが 音の宝石箱 と称賛したホールは、優れた

音響設計だけでなく、バーコーナーのあるホワイエ、レセプショニストによる案内・サービ

ス、ゆったりした楽屋から数多い女性用トイレにいたるまで、演奏者・聴衆・すべての利用

者のための配慮が行き届き、従来日本にはなかった画期的なホールとして高く評価され、日

本のクラシック音楽人口の幅をひろげるとともに、各地のホールや文化施設にも大きな影響

を与えた。

大阪では、昭和 （ ）年以来、毎日放送の企画に協賛して、大阪城ホールで サント

リー 一万人の第九コンサート を開催している。プロ・アマ混じって多数の合唱団が参加

する年末の一大イベントとなっており、佐治敬三自身も、例年バリトン歌手として参加し

歓喜の歌 を高らかに歌っていた。

創業 周年を迎えた昭和 （ ）年は、日本も戦後の高度成長を終え、 地方の時代・

文化の時代 というスローガンが叫ばれる時期にあたっていた。

この時代の波を受け、それまであまり光の当たらなかった人文・社会科学分野の学術振興

と地域文化発展への寄与をめざしたサントリー文化財団を設立した。

昭和 （ ）年、イギリスのロンドン大学スクール・オブ・エコノミックスの中に、経



済学国際研究センターが誕生した。これは同大学の森嶋通夫の発案によるもので、佐治はこ

の趣旨に賛同し、トヨタ自動車と協同して基金をつくり、その実現に尽力した。

創業 周年の平成元（ ）年には、社内に不易流行研究所を設置して、生活文化の研究

と情報発信をおこなった。

生活文化の一分野であるスポーツの面でも、ゴルフ・テニス・マラソンなど早くから寄付

や協賛の形でさまざまな支援・振興活動を展開してきたが、昭和 （ ）年に男子バレー

ボールチーム、昭和 （ ）年に女子バドミントンチーム（ 年に解散）、昭和

（ ）年にラグビー部を結成し、スポーツ文化への貢献とともに社内のコミュニケーショ

ンアップもはかっている。

自然環境保護の領域では、昭和 （ ）年に竣工した山梨県白州のウイスキー蒸留所内

にバードサンクチュアリーを設けるとともに、 トリからヒトへ。生命あるものへ 、

といった愛鳥キャンペーンを新聞紙上で展開した。こ

の活動の発端は、社員のアイデアの中から生まれたものである。平成元（ ）年には、公

益信託 世界愛鳥基金 を設定し、継続的な野鳥保護活動を推進している。

平成 （ ）年には環境室を設置し、より本格的に地球環境問題に取り組み、平成

（ ）年には環境方針を制定し、グループあげて省資源・省エネルギー、地球環境保護に

努めることを社内外に表明し、今日の 人と自然と響きあう を理念としたサントリーの

活動につなげている。

以上、佐治敬三が推進したサントリーの主な文化・社会活動を見てきたが、佐治敬三の企

業家としてのフィランソロピー精神の発揮は、これにとどまらない。

地域社会への貢献

佐治敬三は大阪青年会議所、関西経済同友会、関西経済連合会、大阪商工会議所などでの

財界活動の経験と人脈を活かして、地域社会の発展に長く貢献してきた。

アジア初の大阪万国博覧会開催（ ）、日中国交回復前年の関西財界訪中団（ ）、ア

ジア初の国際花と緑の博覧会（ ）等の画期的な事業に大きな役割を果たしたが、以下で

は佐治敬三がかかわった大阪発祥の特色ある文化・社会活動として、次の三つの団体の活動

を挙げておきたい。

総合デザイナー協会

昭和 （ ）年、建築家の佐野正一、毎日新聞社などと協力して設立した社団法人で、

当初大阪のデザインの活性化を目的としたが、後に全国を視野に入れ、さまざまなデザイン

の仕事にかかわるアーティストを組織し、デザインの向上・発展を通じて、産業と文化の振

興に寄与する活動に取り組んでいる。とくに、大学生や高校生を対象としたデザインコン

クールは、若い人材の発掘・育成に貢献している。

公共広告機構

昭和 （ ）年以来大阪広告協会の会長をしていた佐治は、昭和 （ ）年訪米した

際に、 （ ）のボランタリーな社会キャンペーン広告に触れ、広告が公共分

野で大いに力を発揮できることに感銘を受けた。帰国後、関西の主な広告主企業、広告業界
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各社、マスコミ各社等によびかけ、社団法人関西公共広告機構を設立した。公共マナーから

災害支援、環境問題にいたるまで幅広いキャンペーンを参加各社のボランティアで展開し、

着実な成果をあげている。大阪から始まった活動は全国にひろがり、昭和 （ ）年以降

は、本拠を東京に移し、名称も社団法人公共広告機構として現在も活発な活動を続けてい

る。

大阪コミュニティ財団

佐治は大阪商工会議所会頭時代に、財団活動先進国のアメリカに調査団を派遣し、アメリ

カの地域社会に根付いているコミュニティ財団の実情をつぶさに研究し、日本への導入をは

かった。平成 （ ）年、大阪商工会議所が中心となって、日本ではじめての大阪コミュ

ニティ財団が発足した。以後、企業も市民も社会貢献の志さえあれば参加できるユニークな

組織として順調に発展を遂げているが、まだ日本では大阪以外の都市にはコミュニティ財団

は生まれていない。平成 （ ）年 月からスタートした新しい公益法人制度のもとで、

日本における寄付文化の醸成が期待されており、コミュニティ財団の役割はますます大きく

なるものと思われる。

以上いずれも、時代を先駆けた活動であり、佐治が播いた種や育てた苗は地域社会から全

国へとひろがり、着実に実を結びつつあるといえるであろう。

佐治敬三の志

佐治敬三の生涯多岐にわたる文化・社会活動を概観するとき、根底を貫いている重要な考

え方・哲学というものがいくつか存在すると思われるので列挙したい。

ひとつは、 はじめに志ありき ということである。これは、父鳥井信治郎の影響でもあ

る。ビジネスにおける やってみなはれ のチャレンジ精神・商人魂とともに、 利益三分

主義 の精神も経営の として受け継いでいた。ただ、時代環境の相違によって異なる

側面もある。信治郎が惻隠の情から発した 陰徳 を心がけたのに対し、佐治は人間として

の真情の発露という点では信治郎に深く学びながらも、活動スタイルについては、よく 陽

徳でもええやないか と語っていた。善事は堂々と誇りをもっておこなうというのが、現代

風のフィランソロピーかもしれない。

しかし、その原点に人間としてのやむにやまれぬ真情がなければ、真の社会貢献はできな

い。ここに 民 による公益活動の本来的特質があると思う。福祉にせよ文化にせよ、自ら

もっとも関心のある領域でこそ、民間らしい心のこもった有益な貢献が可能となる。

第二に、 革新は継続なり ということである。佐治は、自らかかわった多くの文化活

動・社会活動のほとんどすべてを少なくとも 年以上は支え続けている。さらに、信治郎の

時代に始めた社会福祉事業や教育事業も、時代の変化に合わせて内容は変化させつつも、継

承した。個人の場合、善事はささやかな 回きりの寄付であっても、心のこもったものであ

れば尊いものであるが、企業などがおこなう文化・社会活動についてはおのずから社会から

の期待もあり、ある程度の継続性が求められる。そのためにも、あまり年々の企業業績に左

右されない財団・社団や公益信託制度等を活用することは有効であろう。



しかし、事業継続にもっとも大切なことは、惰性に陥ることを避ける努力、つまり革新の

継続であり、佐治は 不易流行 を求め、 日々に新たに を行動指針としていた。

第三に、 企業も人の集まり ということである。佐治は、企業という組織も決して無機

的なものではなく、生きた人間の集まりであり、人間としての心を持っていると考えてい

た。近年、企業のガバナンスや社会的責任（ ）について、株主支配論からステークホル

ダー重視説、社会の一員 企業市民論まで、多種多様な議論が沸き起こり、企業がおこなう

社会貢献活動についてもその位置づけが、問われている。

サントリーのようなオーナー型企業では、企業家個人の考え方・価値観が鮮明に出やすい

という面があるかもしれないが、非オーナー型の企業であっても、その企業の経営理念・風

土、経営戦略・方針を形成するのは、意思決定をおこなう経営者はじめ、企業に属する生き

た人間にほかならない。そういう意味で、企業にも人格があり、個性がある。人間の顔・人

間の心をもった企業の自覚に基づいた行動が、ビジネスにも社会貢献活動にも問われるので

はないだろうか。

むすび

今日、サントリーは新たな創業期に直面している。佐治敬三社長の後を信治郎の孫に当た

る鳥井信一郎社長が受け継ぎ、 世紀の幕開けとともに佐治敬三の長男佐治信忠に社長のバ

トンを手渡した。

佐治信忠は、鳥井信治郎の第一の創業、佐治敬三のビール事業への挑戦に始まる第二の創

業に続いて、グローバル化を迎えた今、新時代の創業に挑戦している。 人と自然と響きあ

う を理念に掲げ、 水と生きるサントリー をテーマに、ビジネス・環境・社会貢献活動

を一体的に進め、 世紀に生きるサントリーグループの新たな経営を構築しようとしてい

る。

社会貢献活動について言えば、サントリーは、これまでの文化・社会活動に加えて、地球

環境問題への取り組み、 キッズ・ドリーム・プロジェクト を中心とした次世代の育成に

も大きな情熱を注いでいる。

佐治信忠は、 を強調する。 とは、顧客・

取引先、従業員、社会、地球環境にとっていい企業でありたいという信念を表明したもので

あり、 とは常に前に向かって進む革新的な企業姿勢を示している。そこには、鳥

井信治郎以来の やってみなはれ と 利益三分主義 が不可分に結びついた創業の精神

が、企業の として脈々と流れていることが確認できるのである。

平成 （ ）年、サントリーは創業 周年を迎えた。これまでの 年がそうであった

ように、あるいはそれ以上に困難な時代がこれからも待ち受けているだろう。

サントリーのこれまでの歴史を、企業の社会貢献という視点から見てきたが、サントリー

という企業はまさに、血のにじむような思いで切り開いた市場の創造と人間らしい血の通っ

た社会貢献を同じ企業の 肉体 の不可分の行動として続けてきた。人間らしい心こそが時

代が求める需要を創り出し、望ましい を果たす原動力である。この原点を見失わない
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企業の社会貢献活動に関する一考察（伊木）

限り、企業は、社会の中の必要な一員として存在し続けるであろう。
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