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サントリーの海外展開の歴史と現状（酒類・食品・外食）
― やってみなはれ精神とお客様原理主義に基づいて ―
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サントリービジネスエキスパート株式会社
品質保証本部・品質保証推進部 部長

はじめに
近来、CSR（Corporate Social Responsibility）の重要性が叫ばれている。1899 年の創業当初
から、サントリーグループは CSR の思想・ビジョンを持ち、さらに進化させながら、企業活動
を行ってきた。あくなき成長をめざすチャレンジ精神「やってみなはれ」
、高品質な商品、サー
ビスを提供するだけでなく、真に豊かな社会の実現に寄与する企業でありたいと願う「利益三
分主義」
（ 1/3 はお客様に、1/3 は社会に）という創業の精神は、現在の組織・風土に受け継が
れ、しっかりと根付いている。
さらに現在は、持続可能性（サステナビリティ）こそ、今日の企業にとって最も重要なキー
ワードと考えている。サントリーグループは、その存在理由ならびに到達目標を「人と自然と
響きあう」という企業理念に定めており、企業理念である「人と自然と響きあう」の実現、す
なわち地球環境と人類社会とのサステナブルな共存に寄与したいという、熱い思いを持ち、
“GROWING FOR GOOD COMPANY” の実現をめざそうと従業員一同が「やってみなはれ」
精神で取り組んでいる。
コーポレートメッセージである「水と生きる SUNTORY」は、その思いをお客様、社会と広

CSR とサントリーの企業風土
1899 年の創業以来、サントリーの企業風土の中には
CSR の考え方が組み込まれている
≪創業の精神≫
利益三分主義
やってみなはれ
≪企業理念≫
人と自然と響き合う
≪コーポレートメッセージ≫
水と生きる
Growing for Good Company
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く共有するために生まれ、今の時代にふさわしいサントリーグループの役割、使命を、またお
客様や社会への約束を「水と生きる」という言葉に込め、その実現に向けてお客様、社会の声
に耳を傾けながら真摯に活動に取り組み、持続可能な社会の実現に貢献することがサントリー
グループの CSR であると考えている。その原点は、やはりお客様であり、すべての企業活動が
一言で言うと「お客様原理主義」に基づいていると言っても過言ではない。
ここでは、創業以来の「やってみなはれ」精神で取り組んできたサントリーグループの海外
活動について、成功・失敗の事例を踏まえてフロンティアスピリッツの歴史に触れてみたい。

1

サントリーグループの目指すもの
従来の食品企業の考え方では、工場でいかに製品品質を造り上げるかという点が重要視され、

工場出荷後の問題は、流通問題であると峻別していた。しかし現在は、お客様の手元での品質
をいかに満足頂けるものにするかという点を重要視している。
すなわち、製品ならば「飲用時品質」
「食用時品質」
、外食事業ならば「提供時品質」
「サービ
ス品質」という点を重要視することにより、お客様満足・信頼を得ることが最も大事だと考え
ている。
また従来は、「美味」
「安全」
「安定」という 3 要素が満足していれば良かったが、現在では、
「美味・機能性」
「エコ・環境」
「安全」という 3 要素を揃えた上で、お客様の「信頼（安心）
」
を勝ち得ることにより、お客様満足・信頼を得ることが必須となっている。
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図 1 サントリーグループの目指すもの
出所：サントリーグループ品質広報資料

2

サントリーグループの変遷
中高年の方々にとっては、
「洋酒のサントリー」というイメージが強いが、現在のサントリー

グループは、食品（飲料）の売り上げが約 60％となっており、今や若い世代には「食品のサン
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トリー」というイメージが定着している。
また海外の比率も、2009 年度は約 15％であり、海外企業の買収等により 2010 年度に約 25％
に達したという状況である。1960 年代から海外展開の活動に挑戦してきたが、グローバル企業
と呼ばれるには至っていないのが現状である。
企業活動の詳細については、サントリーグループの HP（http://www.suntory.co.jp/company/）
を参照頂きたい。

図 2 サントリーグループ売上高の推移
出所：サントリーグループ公表財務成績をグラフ化

3

戦前の海外活動
戦前の海外展開については、1931 年のサントリーウイスキーの輸出が始まりとなる。台湾に

ついては、1895 年の割譲以来、日本の領土となっていた為、海外事業としていないが、1922 年
の台湾での赤玉ポートワインの販売開始が、実質的な海外展開と言える。
戦争末期には、アルコール製造技術による航空燃料用のアルコール製造を海外で展開した。
しかしサントリーの海外事業展開は、終戦によって一旦白紙に戻った。

戦前の主な海外展開
◇ 1922：
◇ 1931：
◇ 1932：
◇ 1934：
◇ 1939：
◇ 1942：
◇ 1944：

※赤玉ポートワインの台湾販売
満州・朝鮮・東南アジアにサントリーウイスキー輸出
（ 354 c/s）
海外へのサントリーウイスキー輸出
（ 1,271 c/s）
禁酒法廃止後の米国にサントリーウイスキー輸出
（ 1,667 c/s）
朝鮮において㈱寿農園を設立（リンゴの栽培・販売開始）
沖縄工場竣工（航空燃料ブチルアルコール・エチルアルコール製造開始）
インドネシア・ジャワ島スラバヤにジャワ工場建設（航空燃料製造）
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4

本格的な海外展開（戦後編）：
「それはメヒコから始まった」
戦後の海外展開は、アメリカへの酒類輸出で再開した。1955 年に「赤玉ポートワイン」の米

国輸出を開始し、さらに 1962 年には「サントリーウイスキー」の米国輸出を開始した。
しかし本格的な海外事業進出は、メキシコで始まった。1962 年メキシコに、「サントリー・
デ・メヒコ社」という現地法人を設立し、ウイスキーの製造・販売事業を開始した。
また海外レストラン事業についても、メキシコから展開を始めた。1970 年に海外レストラン
サントリー 1 号店である「レストランサントリー・デル・ヴァジェ店」をメキシコ市のビジネ
ス街に開店し、以来、メキシコにおいては順調な業績を挙げ、現在、メキシコ国内に 6 店舗の
「レストランサントリー」を展開している。

何故メヒコを選んだのか？
【酒類事業】
（ 1962 年〜）
◇米国での市場を広げられず苦戦していた為、新たなマーケット開拓を模索していた。
◇当時は、後進国ではあるが、急速に工業化が進み、日本が戦後非常な勢いで中産階級が増
え、それが消費生活・消費産業の大きな担い手になった状況に似通っていた。
【レストラン事業】
（ 1970 年〜）
◇その後、メヒコでもウイスキーは苦戦。10％の富裕層（主に白人）は輸入品を飲み、30％
が貧民層、中間層の所得は上がらないのが要因
◇売れないのはサントリーの知名度が低いことも一因。企業イメージ・商品イメージのアッ
プを図るため、本格的な日本料理店を作った。

メヒコの企業活動の歴史は、新興国への進出の難しさを肌で感じるものであった。特に酒類・
食品製造販売事業については、経済環境の激変の中での対応の難しさを経験した。1980 年代の
ペソショックと呼ばれる大不況の時代には、それまでメキシコ国内事業として展開してきた酒
類事業（ウイスキー・ブランデー・ウオッカなど）、およびインスタントラーメン事業のいずれ
についても、取引先から「白売り」
（税金逃れの納品書無しの販売）を強要される状況になり、
2 重帳簿などの不法行為の許されない現地法人としては、国内事業からの撤退を余儀なくされ
た。
結果として、マキラドーラ（保税加工）という形で、現地法人の存続を図れたことは幸運で
あった。今までの国内事業を諦めることは大きな決断であったが、サントリーの世界ブランド
であるメロンリキュール「MIDORI」の製造を日本から移管することにより、海外市場のみを
相手とした合法的、かつ外貨収入のみのビジネスモデルへの変革が果たせたことは大きな成果
であった。

118

サントリーの海外展開の歴史と現状（酒類・食品・外食）

図 3 サントリーメヒカーナ社工場
出所：筆者撮影

図 4 メロンリキュール「MIDORI」製造
出所：筆者撮影

メヒコ事業の変遷と特徴
国内事業（ 1962 〜 1985 ） ※ペソ決済
◇ウイスキー ◇ブランデー
◇ウオッカ
◇ワイン・シードル
◇インスタントラーメン
海外事業（ 1985 〜）
※ドル決済
◇メロンリキュール「ミドリ」
※保税加工・輸入原材料の関税無し
※国内販売不可

5

海外事業展開の 4 つのフェーズ
サントリーの海外事業展開は、次の 4 つのフェーズに分けられ、現在は第 4 期に入っている。

各フェーズの活動内容および結果について、時代に沿って説明する。
【第 1 期】

ウイスキー輸出・製造・販売／海外レストランの展開

【第 2 期】

M&A による事業拡大

【第 3 期】

アジア・中国地域における酒類・飲料事業の展開

【第 4 期】

サントリーブランドの展開（東南アジア・インド・ロシア・米国）
新たな海外レストランビジネスの展開
大型 M&A によるグローバルビジネスの展開

6

第 1 期（ 1960 年〜 1970 年代）
活動内容・戦略 「ウイスキー輸出・製造・販売／海外レストランの展開」
前述のようにサントリーの海外事業の歴史は 1930 年代の東南アジア・米国へのウイスキー

輸出に遡る。その後、戦争を挟んで一旦中断するが、1960 年代に本格的に再開し、サントリー
製品の輸出・現地生産や高級和食レストランの展開を行った。
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結果
当時の海外事業の戦略は、
「メイドインジャパンのサントリーウイスキーをいかに海外に普及
させていくか」が基本になっていた。しかしながら、各国各民族の “嗜好の壁” は厚く、数量
的にサントリーウイスキーを海外で伸ばすのは困難であった。

7

第 2 期（ 1980 年代〜 1990 年代初期）
活動内容・戦略 「M&A による事業拡大」
1980 年代に入り、過去 20 年の経験を踏まえて、
「グローバルな事業展開」とは何かを再度考

え直し、日本からの製品輸出以外の方法の検討を開始した。サントリーグループが標榜した「生
活文化企業」に則し、収益性と成長性があり、末端のユーザーに直接商品をアピールでき、ブ
ランドのアイデンティティーを訴えることができる企業を探索した。
結果
対象を絞り込んだ結果、1980 年米国ペプシ系ボトラーであるペプコム社を買収した。このペ
プシ事業は、今も成長を続けており、大きな収益源となっている。このペプコム社買収を皮切
りに、以下の買収を次々に行った結果、水事業を除いて現在の海外事業の礎を構築することが
できた。
◇ 1983 年：

フランス・ボルドーのシャトー・ラグランジュを買収（グランクリュ）
以後世界の銘醸地のワイナリー経営を拡大

◇ 1985 年：

米国ケンウッド・スプリング・ウォーター社買収により、水宅配ビジネス
に参入

◇ 1989 年：

⇒

後に撤退

スコッチウィスキーの名門モリソン・ボウモア・ディスティラーズ社を買収
フランスのコニャック製造会社ルイ・ロワイエ社を買収

◇ 1990 年：

8

アジア・オセアニアを中心とする食品会社セレボス・パシフィック社を買収

第 3 期（ 1990 年代〜 2000 年代初期）
活動内容・戦略 「アジア・中国地域における酒類・飲料事業の展開」
1990 年代は、アジア・中国地域においての展開を図った。中国におけるビール・飲料事業、

台湾・タイ・韓国を主とした洋酒事業を積極的に展開した。
「中国ビール事業」については、1984 年に江蘇省連雲港市において、合弁会社・中国江蘇三
得利（サントリー）食品有限公司を設立し、ビール製造・販売を開始した。この中国合弁会社
において、中国ビジネスの厳しさ・難しさなど様々の経験を積んだ。1995 年には、約 10 年の
経験を生かして三得利䏜酒（上海）有限公司を設立しビール製造・販売を開始。中国最大の消
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費市場である上海への進出を果たした。
「中国飲料事業」については、1995 年に、ビール同様に今後市場が大きく成長すると見込み、
地元企業と合弁で上海三得利梅林食品有限公司を設立して、上海市場での清涼飲料の製造・販
売を開始した。その後、広州・北京に展開したが、広州は撤退を余儀なくされた。
台湾の酒類事業においては、1994 年に台湾向けにサントリーウイスキーの輸出販売を開始し
た。また台湾の食品事業においては、2004 年に「なっちゃん」など飲料製品 3 品目の現地委託
製造・販売を開始した。
結果
1 ）中国ビール事業
ビール事業については、国情もあって当初は中国政府系ビール会社との合弁で事業を開始
したが、最終的に中国でも最大の市場である上海エリアにターゲットを絞って事業展開した
結果、上海地域においてビール市場の 60％を超えるシェアを獲得した。
2 ）中国飲料事業
飲料事業についても、当初は中国の会社との合弁で事業を開始したが、事業ガバナンスの
問題点が露呈し、その後、合弁を解消して独資での展開を図った。固有技術が必要なビール
製造とは異なり、容易に市場参入できる飲料事業では、台湾資本・現地資本のメーカーなど
との熾烈な競争があり、トップブランドには至っていない。
3 ）台湾事業
1994 年に開始した酒類事業においては、1997 年に『角瓶（白角）』がウイスキーのトップ
ブランドに成長した。しかし関税の改定などの状況変化により、輸入酒類事業での成功を収
めるまでには至っていない。
飲料事業については、日本ブランドに対して好感度があることにより、サントリーの製品
ブランドの展開を図ることで、一定の成果を収めている。

9

第 4 期（ 2000 年代後半）
活動内容・戦略 「サントリーブランドの展開（東南アジア・インド・ロシア・米国）」
「新たな海外レストランビジネスの展開」
「大型 M&A によるグローバルビジネスの展開」
2000 年代前半は、サントリーグループ全体として、「選択と集中」戦略を実行した時代であ

った。1970 年代後半に開始した医薬事業からの撤退や、海外外食事業の「レストランサントリ
ー」チェーンの相次ぐ店舗閉鎖など、戦略的に資源をどこに集中するかを明確にしていった時
代であった。
「選択と集中」戦略が終了した 2000 年代半ばからは、
「酒類事業」
「飲料事業」
「外食事業」の
121

各々の分野において、新たな海外事業展開を図った。
酒類事業においては、グローバルブランドのメロンリキュール「MIDORI」の世界展開の強
化やサントリーウイスキーの海外展開強化を行い、2005 年には、中国において黄酒（老酒）の
製造販売を行う無錫振太酒業を買収、2008 年には、オーストリアのチョコレートリキュール会
社「モーツアルト・ディスティラリー社」を買収、また 2010 年には、香港のワイン商社 ASC
ファインワインズを買収した。
飲料事業においては、下記のような積極的な海外事業展開を行った。
◇ 2006 年：台湾にて「黒烏龍茶」の販売開始
◇ 2007 年：タイの清涼飲料会社「Tipco F&B 社」と合弁会社を設立し、「DAKARA」の
製造・販売を開始
◇ 2007 年：マレーシアで缶コーヒー「BOSS」の製造（委託）・販売を開始
◇ 2009 年：ニュージーランドの清涼飲料会社フルコア社を買収（豪州にも販売）
◇ 2009 年：清涼飲料会社オレンジーナ・シュウェップス社（欧州）を買収
またレストラン事業においては、シンガポールを中心に東南アジアで「ペパーランチ」の展
開を行い、メキシコにおいては、メキシコ市およびアカプルコにおいてフュージョン系レスト
ラン「SHU」を展開した。
結果
酒類事業においては、欧州・ロシアなどでジャパニーズウイスキーが認知され、一つのカテ
ゴリーを形成しようとしている。またメロンリキュール「MIDORI」は、全世界のバー・レス
トランで定番リキュールとしての位置付けを確固たるものにしている。
飲料事業においては、オレンジーナ・シュウェップス社（欧州・世界市場）およびフルコア
社（オセアニア市場）を中心に、飲料事業のグローバル展開が果たされている。結果としてサ
ントリーグループの海外売上比率が、15％から 25％に増加し、収益面でも高い利益率によって
グループ全体の利益を底上げしている。
また外食事業においては、東南アジアにおける「ペパーランチ」の展開が順調に進み、現在、
8 カ国に 70 店舗が出店され、さらなる出店計画が進んでいる。
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事例紹介「三得利

中国ビール事業」

サントリーの海外事業展開で、成果を挙げた事例の内、中国でのビール事業について触れる。
上海を訪れた人の多くが、
「三得利」ブランドのビール（䏜酒）を目にすることであろう。現在
は、地元のビールとして定着した三得利ビールであるが、1984 年の中国進出以来、約 20 年の
苦労の結果として現在に至っている。その苦闘の歴史とキーワードを紹介する。
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⑴

世界のビール市場における中国の位置付け
急激な経済成長の結果、2004 年にそれまで 1 位だった米国を抜いて、中国のビール生産量が世

界 1 位となった。2005 年時点で、中国の生産量は 3000 万 KL を超え、日本の 4 倍の規模となった。
中国での中流階級の出現や生活レベルの向上を考慮すると、この流れはまだまだ継続すると
予想される。
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図 5 世界上位 7 カ国のビール生産量推移
出所：IWSR（The International Wine & Spirit Research）

⑵

中国のビール市場（ 2004 年）
国別 1 人当り年間ビール消費量を比べてみると中国の消費量は、年間 22 リットル / 人であり、

世界 1 位のチェコの年間 157 リットルと比べて、大きな隔たりがある。しかし上海市場単独で
みると、全国平均の約 2 倍（ 40 リットル / 人）となっており、日本の 51 リットル / 人・年に肉
薄している。データが 2004 年であることを考慮すると、上海エリアでは 1 人当たりのビール消
費量は、現在すでに日本を抜いていると推測され、大きなビール市場であることが分かる。
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図 6 中国のビール会社
出所：IWSR（The International Wine & Spirit Research）
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⑶

中国ビール事業の歴史（第 1 期）

ᳯ⯃ࠨࡦ࠻㧔⾈ᤨ㧕

サントリーが中国においてビール事業に着手するキ
ッカケは、1981 年の「第 1 回北京マラソン」の開催に
あたり、弊社が協賛したことに始まる。1983 年の第 3
回大会時に「中日友好協会」名誉会長・王震氏から要
請を受けて、故佐治敬三会長が中国でのビール事業展
開を表明した。翌 1984 年、揚子江の下流にある江蘇省
連雲港市に「中国江蘇サントリー食品」を設立した。
連雲港市政府系のビール工場について、合弁により

ᳯ⯃ࠨࡦ࠻㧔㧕

中国初の外資系ビール会社となった訳だが、現実は想
像を絶するものであった。当時、連雲港にいた日本人
は戦前からの看護婦 1 名であり、ファックスは勿論の
こと、国際電話にも不自由する状態で、何より現場の
不衛生さは、とてもビールを作る環境で無く、駐在員
の苦労は想像を絶した。
しかし党幹部との約束で開始した合弁事業について、
撤退することもできない為、サントリーでできること

図7
出所：筆者撮影

は全て行うことにより、10 年後には一定の品質を作る
ことのできるレベルとなった。
江蘇サントリーでの取り組みは、「衛生管理の徹底」と「“大鍋飯”（国営企業体質）の払拭」
であった。結果として下記のような成果が挙げられた。
◇品質が飛躍的に向上し、連雲港周辺シェアは 80％超。
◇粘り強い経営を続けた結果、江蘇省からの信頼を得て、官公庁との強いパイプを構築。
◇中国における労務管理のノウハウを習得。

⑷

中国ビール事業の歴史（第 2 期）
江蘇サントリー設立から 12 年後の 1995 年、既設ビール工場を合弁会社として「上海三得利

ビール」を設立し、翌 1996 年に『上海三得利ビール』の販売を開始した。
そして 1999 年、遂にシェア 50％を超え、上海市場 NO. 1 のビール・メーカーに躍進すること
ができた。この年は同時にホールディング会社である「三得利（中国）投資公司」およびビー
ル販売会社を設立した。
2001 年には、上海第 2 ビール工場（昆山工場）が竣工し、上海周辺エリアへの本格進出の取
り組みを開始した。
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図 8 上海三得利ビール工場
出所：筆者撮影

⑸

図 9 上海（昆山）三得利ビール工場
出所：筆者撮影

中国ビール事業の歴史（第 3 期）
上海進出から 10 年目にあたる 2005 年には、エコノミークラスに基盤を持つ「上海東海䏜酒

有限公司」を買収し、翌 2006 年には、やはりエコノミークラスの強化を目指して「上海フォス
ター社」を買収した。結果として、
「上海東海䏜酒有限公司」については売却したが、エコノミ
ークラスからプレミアムクラスまでのフルラインナップの製品群を整えることができた。

⑹

上海市場でのビール事業展開のキーワード
上海ビール事業展開においては、江蘇サントリーでの苦労・反省・経験を踏まえ、3 つの基

本方針を立てて、事業展開に取り組んだ。
◇業界で独自のポジションを確立
◇コミュニケーションの徹底
◇現地化
「業界での独自のポジション」については、結論から言うと「キャッシュ・オン・デリバリ
ー」の仕組みを業界で初めて確立したことである。当時の業界は、
「大卸」⇒「 2 次卸」⇒「 3
次卸」⇒「小売店」という重層構造の流通形態であり、大卸以外は十分な利益を得られないと
いう構造であった。また支払方法もメーカーに金利負担を強いるものであった。
サントリーは、大卸との特約店契約を止め、小売直販を行う従来の 2 次・3 次卸と特約契約
を結ぶことにより、流通でのマージンを軽減し、その分を小売直販卸に厚くするというマーケ
ティングを行った。ただし特約の条件として、小売直販卸には、
「キャッシュ・オン・デリバリ
ー」を義務付けた。中国ビジネスでもっとも大事なのは、
「売掛金の回収」である。ビールブー
ムの中、売り手市場であったという好環境であったという背景はあるものの、
「キャッシュ・オ
ン・デリバリー」を確立したことは重要であった。
「コミュニケーションの徹底」については、図 7 にも記載しているが、日本ではあたり前であ
った「小売店の定期訪問」
「小売店キャンペーン」「店頭陳列の強化」などの地道なマーケティ
ング活動やテレビコマーシャルなどを実施したことに加え、業界初の消費者コミュニケーショ
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図 11 独自のマーケティング展開（ 1997 年）
出所：三得利
（中国）
投資有限公司社外セミナー資料

図 12 斬新な広告コミュニケーション（上海史上初の飛行船広告）
出所：三得利（中国）投資有限公司社外セミナー資料

ンとして飛行船によるキャンペーンを実施したことである。
「現地化」については、言うまでも無いが、生産・マケ・営業の各部門において、中国人がト
ップになれるという点が重要である。現在、中国人の生産会社の社長（総経理）
・販売会社の社
長（総経理）が、各々の役割でビール事業を牽引している。

⑺

中国についての個人的感想
上海において 3 年間駐在した経験から、中国についての個人的な感想を述べる。
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友人の死に思うこと……
中国での親友の一人が、宴会中に白酒の一気飲みで急性アルコール中毒になり、その夜に
ホテルで死亡した。一時は謳歌した賄賂についても、綱紀粛正政策により表向きは無くなっ
たものの、
「上に政策あれば、下に対策あり」という諺もあるように、人治・人脈社会である
ことへの対策は、宴会が主流となっている。上海総領事館管轄（上海市・江蘇省・安徽省・
浙江省）で、毎年数 10 人の日本人が死亡しているが、その何割かは急性アルコール中毒ある
いは交通事故によるものである。そのような中で頑張っている駐在員には頭が下がる思いだ
が、自己責任が一番大事であることを痛感した。
格差社会
先富論の功罪と言うべきだろうが、富裕層はますます富裕になり、貧困層はますます貧困
から抜け出せないという現状を見た。浦東地区の空港から市内への道では、周りに大きく立
派な家があり、その横に掘っ立て小屋のようなみすぼらしい家屋がある。大きな家は農家の
ものであり、小屋は小作人の住居である。実は、土地の使用権を持つ農家は市内に働きに出
て、実際は地方から出てきた出稼ぎ農民が小作を行っている。建築現場でも民工と呼ばれる
出稼ぎ農民が辛い肉体労働の大半を担っている。農民戸籍で縛られている小作人・民工が存
在する格差の問題には考えさせられるものがある。
環境問題・水問題
すでに多くの報道があるが、中国の環境汚染・水不足は深刻な問題である。首都北京の
100km 先は砂漠化が始まっていると言われており、北京に水を供給するために、目の前の湖
の水を使用できず水田から畑への転作を余儀なくされている農家や、飲み水にも困っている
地方もある。爆食国家と言われるように、大量の食品輸入に伴い、結果としてヴァーチャル
ウオーターの輸入も膨大なものになっている。河川の止め処も無い汚染 （排水の垂れ流しな
ど）も進んでおり、中国での食品原料の確保には、日に日に厳しいチェックが必要である。
これに対応する為に、1994 年にウーロン茶の品質保証などを目的とした三得利（中国）品質
保証センターを上海に設立した。

11

事例紹介「やってみなはれ精神」

創業の精神である「やってみなはれスピリッツ」に基づいて、サントリーは実に様々の本業
以外への挑戦を行ってきた。成功もあれば結果的に撤退した事業もあるが、ここでは、過去の
挑戦の事例に触れる。
◇出版事業（成功）
1981 年に買収した TBS ブリタニカ社にて、ニューズウイーク日本版の刊行に取り組んだ。
結果としては大成功で、1986 年にニューズウイーク日本版を創刊。特徴は香港での即時翻訳
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であった。グループ事業の戦略的な選択と集中により、TBS ブリタニカ社は売却した為、現在
は刊行していない。
◇スポーツ事業（成功？）
1990 年、アメリカのベースボールの 3A に所属する「バーミングハム・バロンズ球団」を買
収した。幸運なことに、バスケットボールのスーパースターであった「マイケル・ジョーダン」
が在籍した。（ 1995 年売却）
◇リゾート事業（成功？）
1990 年、ハワイに高級リゾートを所有するクインテックス・リゾート社を買収した。ハワ
イ・カウアイ島において、ミュージカル「南太平洋」の舞台としても有名なプリンヴィルホテ
ルを中心に、リゾートを開発（ホテル・ゴルフ場・別荘）した。バブル崩壊の時期と重なり、
1995 年売却。
◇石油探索事業（成功？）
1980 年、NASA の衛星写真を利用した鉱脈探索技術の売り込みがあり、国際部課長・メンバ
ーの 2 名が石油学校に入校してフィージビリティスタディを開始した。翌 1981 年に、サントリ
ー・インターナショナル・リソーシズ社を設立し、採掘権の調査を開始。同年に採掘権（ 3 年）
の試掘を開始し、埋蔵量確認。結果として一時は、油田 5 本（埋蔵量
本 （埋蔵量

6 万バレル）、ガス田 2

8 億立方米）を所有するに到った。1982 年の原油価格の暴落により、1985 年に

本格採掘を断念し、1989 年に会社を清算した。

12
⑴

海外事業の現状と今後
酒類事業

現在、サントリーグループの海外酒類事業は、4 つの柱で展開中である。その一つは「高級
シャトーワイン」事業であり、ボルドーのシャトー・ラグランジュを中心にしっかりとしたブ
ドウ栽培からワイン醸造までのシャトー経営を進めている。また中国においても、ワイン輸入
販売会社によるワイン事業の展開を開始した。
2 番目は、「スコッチウイスキー」事業である。モリソン・ボウモア・ディスティラリー社
（英）を中心に、「高級洋酒」事業を展開している。
3 番目は、
「リキュール」事業である。ルイ・ロワイエ社（仏）
・ルジェ・ラグート社（仏）と
いった欧州の高級リキュール会社に加え、世界ブランドであるメロンリキュール「MIDORI」
の拠点であるサントリー・メヒカーナ社（墨）を中心に、
「高級洋酒」事業を展開している。ま
たルイ・ロワイエ社（仏）では高級コニャック事業も展開している。
4 番目は、ビール事業である。中国・上海および江蘇省でのビール事業については、前述し
たが、上海近郊まで対象を広げた事業展開を図っている。
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図 13 《グローバル事業》 事業・製造拠点
出所：サントリーグループ社外セミナー資料

⑵

飲料事業
東南アジアにおけるサントリーブランドの展開、および中国における飲料事業の拡大に加え

て、新しくグループ会社に加わった「フルコア社（NZ）
」および「オレンジーナ・シュウェッ
プス社（欧州）」や「ペプシ・ボトリング・ヴェンチャー社（米）」を核にして、グローバル展
開を図っている。現在は、世界 40 カ国以上で、100 以上の生産拠点での清涼飲料製造を行って
おり、さらなる展開に取り組んでいる。
⑶

健康食品事業
シンガポールに本社を構える多国籍企業「セレボス・パシフィック社」により、中国・台湾・

東南アジア諸国での、健康食品（サプリメント）事業を展開している。優れた開発力により、
新しい効能を持つ製品開発も進んでおり、更なる事業展開を図っている。
⑷

外食事業

1970 年から事業活動を継続しているメキシコの「レストラン・サントリー事業」と、香港と
シンガポールに拠点を持つ「サントリー F&B インターナショナル社」による「ペパーランチ」
を中心とした中国・台湾・東南アジア諸国での事業展開を進めている。東南アジアでの外食事
業は、まだまだ成長の余地があり、更なる展開を図っている。

13

最後に

サントリーグループの海外事業展開について述べてきた。しかしサントリーグループは、海
129

外比率がやっと 25％に達したばかりであり、まだまだドメスティックなサントリーグループで
ある。今後、海外展開を加速するにあたり、人材育成・事業コンセプト作りなど、多くの課題
が山積している。しかしサントリアン（サントリーメンバー）の先輩諸氏の弛まぬ努力やリス
クを恐れない「やってみなはれスピリッツ」による挑戦は、現在の我々サントリアンが学ぶべ
きところが多いと考えている。
海外での事業活動で大事なのは、
「ローカル・ジャスト・スペック」という概念である。日本
市場での消費者ニーズや流通からの要望に応えるために、日本のメーカーは、世界でももっと
も厳しいスペックを採用している。この日本スペックをそのまま海外において適用することは、
多くの場合、オーバースペックとなり、その国のお客様にとって決して良い訳ではない。また
事業そのものも高いコスト負担により、立ち行かなくなる。その国の文化・習慣・宗教・嗜好
を知り、その国に合った事業コンセプト作りが大事だと考えている。
さらにリスクについて言うならば、事業活動において「ゼロリスク」はあり得ない。「ゼロリ
スク」とは、何も作らないこと、何も売らないこと、すなわち事業活動を行わないことと同義
である。リスクは大小で語るものであり、許容されるリスクはどこまでか……という認識が重
要であると考えている。そういうリスクに対する認識を持って、お客様のためのベネフィット
は何かを常に考えながらリスクテークを行うサントリアンの「やってみなはれスピリッツ」を
少しでも理解頂ければ幸いである。
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