
笠松 36大学150名の大学生の投票により、サントリーホー

ルディングス様が見事トップスコアで受賞されました。率直

なご感想をお聞かせください。

松田 べストパーパスプラクティスの中身を拝見すると企業

理念そのものだけでなく、“入社したいか”、“商品サービスが

好きか”という項目も含めて点数付けされている賞だと理解し

ました。我々が企業理念を掲げ、それを日々社員が努力し、

世の中に出ていった企業活動と、企業理念の言葉に違和感が

ないということを客観的に評価いただけた結果だと思ってお

ります。ありがとうございます。

受賞の感想
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学生の心を掴み、見事トップスコアで「ベストパーパス・プ

ラクティス2022」を受賞したサントリーホールディングス

株式会社。同社が掲げるパーパス「水と生きる」の社内浸透

をどのように促し、実践へと導いてきたのか、同社コーポレ

ートブランド戦略部の松田氏と小菅氏に話を聞いた。

取材日：2023年1月13日（金）

笠松 公開されているパーパス(理念)について、いつ頃どのように設

定されたのでしょうか。その経緯について教えていただけますか。

松田 今の形ができたのは2011年です。ミッション・ビジョン・バ

リューというフレームを使いながら今の理念体系の元ができ、少し

ずつ修正をして参りました。例えば、「水と生きる」をプロミスと

して掲げたり、社員に如何にわかりやすいかを常に追求し、試行錯

誤を重ねています。その原点は、1955年に作られた社是にあり、そ

こで企業の目的を明確にしていました。それを時代や会社の状況に

合わせ、今に至るまで常にアップデートし続けきています。

パーパス(理念)を設定した経緯は？

パーパスの社内浸透と実践における課題

笠松 御社が取り扱う範囲がどんどん広がり、企業自体も大

きくなっていく中で、社内浸透の課題はありましたか？また、

営業の現場ではどうしても理念より数字を追ってしまうケー

スがあると思うのですが、実践の場において社員が心から動

いてくれるために具体的にどのような課題があったのでしょ

うか。

松田 現場に行けば行くほど、遠い言葉の世界になりがちで

す。課題は、弊社には今4万人の社員がいまして、そのうちの

約半分は海外なんです。海外の比率が急速に高まっている状

況で言うと、日本の理念を海外の現場までどう伝えていくの

かというのは非常に大きな課題です。

笠松 日本の場合どのような工夫をされているんですか？

小菅 日本では「水と生きる」という言葉の通り、環境に対

しての想いだけが受け取られがちですが、企業が社会の水と

なって商品やサービス・社会活動を通じて、社会に対しても

還元していくという思いも込められています。更に、水が自

在に姿を変えられる存在であるように、我々社員も型にはま

らずに柔軟に挑戦していこうという想いを込められており、

「水」で比喩表現を使いながら、企業理念を凝縮した言葉と

して社員に伝えています。

笠松 そうすると例えば、様々な部やチームの部長やリー

ダーの方が折に触れて「水と生きる」をうまく比喩表現に

活用して理念をお伝えされているのですか？

小菅 はい、それを促進すべく日々実践しているところです。

笠松 海外の場合はどうなのですか？

小菅 海外でも「水と生きる」という理念をどう伝えていくのか？

というのはずっと取り組んできています。当社のグローバル化の歴

史は長く、海外でレストラン事業を始めたりシャトーラグランジュ

などワイナリー経営に携わったりした頃から始まっています。転機

になったのは2000年代以降で、オランジーナなどヨーロッパのブ

ランドや、ビーム社とM&Aを通じて一緒になり、一気に海外の接

点が拡大しました。

海外のグループ会社に対して「水と生きる」をローマ字で「Mizu

To Ikiru」と伝えながら、その中に込められている文脈を一つ一つ

丁寧に説明する進め方をしています。

笠松 海外への「水と生きる」の浸透については今まさにオンゴー

イングでトライをしている真っ只中ということですね。

松田 はい。実は言葉だけでは伝わらない“文脈”というのがあって、

それをメンバーが1つ1つかみ砕いて話をしています。ただ端に言

葉だけ伝えても、その真意は伝わりにくいので、日本の事例を紹介

し、具体的な企業活動を通じて伝える努力をしています。そして、

コーポレートブランド戦略部だけではなく、人事部門の施策や研修

など全社で一体となって取り組んでいます。これらの活動は、

本当に日々、足で伝えていっている状況で、その意味では日々

の地道な作業と努力の結果だなと思います。

https://awasia-sc.com/bpp2022/
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小菅 我々は飲み物の会社ですので「水」というのは伝わってい

きやすい。一方で、初めに「水」というと、日本では神聖で清ら

かなイメージがありますが、海外だとウォーターはそうではなく

中性的で物質のH2Oをイメージする傾向があり、必ずしも良いイ

メージがあるわけではありません。その中で我々が込めた想いの

話をすると、時間はかかりますが、すごく日本らしく、他のグ

ローバル企業にはないユニークネスと理解が進みます。ピンチを

チャンスにではないですが、そこを乗り越えるとすごく理解が深

まっていくものだと浸透活動をしていて実感しています。

笠松 エビアンさんみたいにミネラルウォーターを売っているだ

けだったらわかりやすいですけど、そうじゃないですもんね。い

ろんな商品があって、でもその原料が水なのだ。だから自分たち

は水をめちゃくちゃ大事にしているんだということを地道にご説

明されているという事ですね。

松田 そのプロセスをきちんとストーリーで語るのは簡単な事で

はないですね。

笠松 出来るだけFace to Faceで人と会って、どういう想いがあ

るのかというのを伝えていく地道な作業の繰り返しということで

すね。

松田 そうですね。インナーのブランディング・浸透活動って具

体的に組織内に担当が最初からいるわけではないんです。様々な

会社がサントリーグループとして一つになって、一方でそれぞれ

の会社や組織の文化というのもある中で、誰がキーパーソンなの

かを、まずは話をして、その1人に理念に込めた想いを理解しても

らう、その担当者を探すところから始めました。

笠松 そうなんですね！キーマンをまず決めるということですね。

私のイメージでは通常、部門長とかトップかなと思うのですけど

そういうわけではないのですか？

小菅 基本的にはそういった立場の方に参画してもらうことが多

いのですが、グループ会社も多種多様で、会社の規模も異なりま

す。各部門でディレクションをしている社員に協力してもらって

活動を拡げていくことが多いです。

パーパスの「旗振り役」としての地道な活動

笠松 つまり、コーポレートブランド戦略部が主導的に各社・各

所に働きかけて、グループ各社・各部門、各組織単位において担

当を決めてもらい、その人が責任を持って社内のメンバーに理念

の浸透と実践をやってくださいという事をされているという理解

で正しいですか。

小菅 そうですね、

笠松 通常私たちのイメージでは、企業理念の設定や浸透などは、

社長や一部の経営層、経営企画室的なところが決めてしまって、

あとは上意下達でよろしくという話が多いのではと思うのですが、

御社の場合は、皆さんのような現場から発信して、取り組んで、

そして地道にやっているのですね。

松田 ただ、当初は仕組みがなかったので旗振りをやっていく苦

しさというのがありました。

笠松 それは具体的に何ですか。

小菅 コーポレートブランド戦略部ができたのは2018年です。企

業理念は、あらゆる部門が関わりますので、これまで経営企画部

や人事部門などあらゆる部門が関わってきました。社会貢献活動、

サステナビリティなど色々なテーマｘファンクションも必要でし

た。その中でコーポレートブランド戦略部が理念に関わる部署と

して立ち上がりましたが、当然、我々だけで企業理念の浸透と実

践を全てできるわけではないので、我々が旗振りをして、海外も

含めいろいろな部署と連携して進めています。

笠松 変なことをお聞きしますけど部を作りますよ、人事異動

を告げられた時どう思われました。

小菅 私は2017年に入社しての初めての職場でした。こんな仕

事もあるのだ、と最初は思っていましたが、他社へのヒアリン

グの機会もある中で、専門の部署があるのは稀なようでした。

私が入った時はまだ海外との仕組みや担当者も整備されていな

い状況でしたが、理念の浸透活動が進展するにつれ、海外でも

同様に伝えていかなければならないと議論に至りました。そう

なったときに、このグループ会社のこの人は何か知ってそうだ

から連絡してみよう、というところから始めました。そこから

理念の話をしていくと、海外のグループ会社では、想像以上に

理念の話が大事だということが分かりました。彼らのジョブ

ディスクリプションには直接的には書かれてないと思いますが、

仕事が増えても協力的にやっていかなくてはならないことだ、

とポジティブな反応が返ってきました。それを一つ一つ色々な

グループ会社と議論して、今ここまで来たのかなという気がし

ます。

笠松 我々がすごく知りたかったことがお聞き出来て嬉しいで

す。理念と言うと、よく偉い人がやるぞと決めて、担当者がア

サインされ、形だけ整えられていく、でも中身が伴っていない

ということもあると思うんです。今お話を伺っていて、理念の

中身をどう実践するかが本当に属人的な地道な活動の繰り返し

でしかない、という話をお聞き出来て本当に良かったです。

https://awasia-sc.com/bpp2022/
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パーパスの実践において、社員の

モチベーションを維持するための工夫とは？

笠松 あえてお聞きするのですが、そうは言ってもやはり社員の

モチベーション維持や、正論を伝えても中々人が動かないという

時に、何か工夫されている事ってありますか。

小菅 そうですね。どれだけいい理念を掲げ、コンテンツを

作っても、結局それを拡げていく仕組みがないと何をやっ

ても伝わっていかない。また、接点をとにかく増やすとい

うのもすごく大事だと思っています。当然、人事研修等でそのよ

うなコミュニケーションはどこの会社も年に1回ぐらいはやってい

ると思います。しかし、やはりそれだけでは足りず、トップにも

話してもらい、社内メッセージの中に常にそれを組み込んでいく、

あるいは現場レベルでキャンペーン化して、例えばこの月は「お

客様志向月間」と定めてお客様がどんなことを考えているのか？

を職場で振り返る、というモーメントを世界中に拡げています。

誰でも「企業理念」と言えばそれは大事だと言いますが、きちん

と向き合うモーメントを作っていくのはものすごく大事だと思っ

ています。それ以外にも、「やってみなはれ大賞」という社内イ

ベントを実施しています。社員4万人全員が誰でも手を挙げて応募

ができる表彰制度ですが、実践した「やってみなはれ」を応募す

る仕組みです。最終選考はサントリーホールで経営陣にプレゼン

を行います。毎年、のべ数千人、数百チームが集まって応募し

ており、大賞に選ばれたら社長から表彰されます。何かそうい

うモーメントをきちんと作ること。座学だけではなくて、それ

がすごく大事だと思います。

笠松 それを、手分けして担当割り振ってカバーしながら仕掛

けているということですね。

小菅 「理念浸透」という旗振りはきちんと私達が責任を持っ

てやるというような仕組みでやっていますが、我々が指示をす

るのではなく、いろいろな部署と連携をして、足りないところ

を補い合って進めています。例えば、「やってみなはれ大賞」

は人事部門、「お客様志向月間」は、お客様志向経営推進部と

いう部署が主導しており、我々のコミュニケーションのルート

も使いながら各組織に広げて行くサポートをしたり、お互いに

協力しながら進めています。

笠松 素晴らしいですね。コーポレートブランド戦略部はどの

ような経緯で作られたのですか？

小菅 コーポレートブランド戦略部ができる前は、いわゆる

CSRやサステナビリティの活動をどのように対外的にコミュニ

ケーションしていくかという議論がありました。そこを起点に

もっと大きなコーポレートブランディングに進化させたい、そ

のためには社員の企業理念の理解と共感が必要不可欠である、

という議論に発展しました。

https://awasia-sc.com/bpp2022/

万能なパーパスは存在しない

笠松 私のイメージでは、そういう部署が出来ましたよと社内の

他部署の人が聞いても他人事になりがちな気がするのですがどう

でしたか？

小菅 最初は本当に地道な活動でした。

笠松 上の人が一方的にドーンと言ったって言うよりかは、とに

かく現場レベルでじわじわ浸透していったということですね。

小菅 そうですね。

松田 最初の説明に戻りますが、 企業理念の説明の図は、最

初はMission Vision Valuesの台形でしたが、その下の サン

トリーグループWayを後で足しました。これは当初の図と言葉

だけでは抽象的でわかりにくいので現場における実践で特に大

事なポイントを再整理しました。やはり一つの言葉だけでは伝

わりにくく、試行錯誤して補強しました。その結果、部門の

トップの人たちの意識が高まり、常に色々な場で繰り返し言っ

てくれています。更に全社活動としてこの五つのポイントを毎

年、年間を通じて発信しています。

A

B

サントリーグループの理念体系A サントリーグループWayB

参考：https://www.suntory.co.jp/company/philosophy/

https://www.suntory.co.jp/company/philosophy/
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声が自然と入ってきます。だから進化させないといけないという

発想になるし、具体的な改善案に繋がるんだと思います。万能な

ものはきっとないんですよね。だから分かりにくいものは

変えようというのを我々が現場の声に基づいて上申してい

く。ずっと続くんだと思います。

笠松 でもそれが正解ですよね。1回決めた言葉ってどこかで陳腐

化するだろうし、状況も変わりますよね。

小菅 現場からトップまでをPDCAしているという感じです

ね。どこか特定のレイヤーで回しているのではなくて。

小菅 元々この三つの三角形の部分がすごくコンセプチュアル

なんです。

笠松 そうですね、抽象的ですよね。それをどう具体にするか

めちゃくちゃ大事ですね。

小菅 具体的に行動に落とし込むとどういうことなのかを、サ

ントリーグループウェイにしました。だから、それはすごく平

易な言葉で書いてあります。「自然を尊敬する」とか、「挑戦

を続ける」とか。

笠松 なるほど。それは、ある種、現場レベルで皆さんが考え

てそういうのをつけようよって言って追加されたんですか。

小菅 そういう発想で整理しました。でも当然これは理念に関

わるものなので、執行するためには経営陣、経営トップへの上

申という工程はもちろん踏みました。

笠松 僕は今何に驚いたかというと、ひとしきりお話を伺うと、

現場から必要だよね、わかりづらいよねって言って上にあげて

いき、上もそれを是認しているということは、つまり組織のど

のレイヤーからでも同じように発想ができているってことです

よね。

小菅 そうですね。経営陣も、理念の浸透は長年の課題という

認識で、現場の課題感と合致したということだと思います。

松田 やはり現場との関係性が構築されているので、そうした

https://awasia-sc.com/bpp2022/
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「企業理念は現場でこそ実践されるもの」 思います。そもそも理念の浸透は手段であり、目的ではありませ

ん。理念の理解から実践において、大切なことは社員にお客様を

意識してもらうということです。お客様に喜んでもらうために企

業理念や企業活動があり、職場での実践の判断軸は常にお客様中

心であるということを理解してもらうことが重要だと考えていま

す。

笠松 なるほど。ありがとうございます。想像を遙かに超えてい

て、ちょっと感動しております。

小菅 全然、そんなかっこいいものでなくて、地道にやっていけ

ればと思っています。

笠松 魔法の杖はないんだということですよね。地道に人とあっ

て、思いを伝えコミュニケーションをとるという。

松田 ただ、伝達効率が悪い言葉を使い続けても労力がかかるの

で、できる限り言葉の整理もしていかないといけないと思います。

そして、一度それを決めたら、足で運んでいって、またどこかで

課題が見つかったら元に戻る。この繰り返しだと思います。

笠松 「決めたら現場に足で持ってく」いい言葉ですね。

松田 その結果として、社員が実践してお客様にそれがアウト

プットとして商品・サービスが届いて、そこから理念を感じても

らえたら嬉しいなと思います。

笠松 おっしゃる通りですね。

松田 それでファンになっていただくということがすごく大事だ

と思います。社員だけでなくて、それがお客様の満足や、好きに

笠松 何か一つだけキーワードみたいなものを掲げるとしたら

何になりますか。

小菅 今みたいな話をするとすごく美しいものに聞こえるんで

すけど、「企業理念とは何か」となったときに、やはり全社員

が理解するのは難しい部分もあると思います。

サントリーという一つの家族の中に、多様な価値観の人たちが

集まるわけですが、当然その一人ひとりを尊重する必要があり

ます。一方で、会社としてのアイデンティティや判断軸として

の企業理念を全員が共有していくことが大事だと思っています。

もし企業理念が、神棚に飾ってあるようなもので、とりあえず

覚えておけばいいんでしょ、みたいなマインドになってしまっ

た瞬間に意味を失ってしまうと考えるからです。企業理念はサ

ントリーグループの一員として大切にしなくてはいけないこと

だ、という理解がすごく大事だと思います。

笠松 企業理念とは現場であるというようなことですか。現場

に存在するという感じですかね。

松田 そうですね、どれだけいい言葉を作っても実践されない

と意味がありません。だからこそ実践されるために何がボトル

ネックなのかというのを常に気にしていく必要があります。

笠松 企業理念は現場でこそ実践されるものであるという

ことですね。

松田 理念浸透と職場での実践が繋がっていないといけないと
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「やってみなはれ」

引き継がれる創業者の想い

笠松 学生さんたちから聞いてみたいという話が多かったのですが、

御社は創業精神の「やってみなはれ」がすごく有名ですが、創業精

神をすごく大事にされているように見えます。現在の社長は新浪さ

んでいらっしゃるので外部から来られた方です。現経営陣と創業家

との関わり方とか、皆さん現場の社員はどう感じていらっしゃるの

かの生の声をぜひ聞いてみたいということなんですけどお答えいた

だいてもいいでしょうか。

松田 創業家というのは一番大切なことを、ずっと語り続け

る存在である、そういう役割だと聞いており、まさにこういう理念

といった、社員が日々の活動の中で大事にしていくものを示してく

れるのかなと。だから会社は時代とともに変わっていくんだけども、

変わらない大きな幹があると感じています。

小菅 そうですね、社内で不易流行という言葉を使うことがあり、

不易は変わらないもの、流行はまさに流行っていたり変わったりす

るもの。企業が存続していくには当然環境に適応して変えていくも

のもあるし、一方でずっと変わらずに継承していく大切なもの、ま

さに理念も存在している。その二つがあるという中で、創業家は変

わってはいけないものを、常に社員に語り続けていく、そういう存

在だと思います。

「やってみなはれ」や「利益三分主義」といった創業精神がありま

すが、入社前の就職活動で企業理念を確認し、会社に入って、歴史

を聞くと、会社がやってきたことにすごく納得感が生まれるんです。

確かに「やってみなはれ」や「利益三分主義」だなと。それが繋

がっていて、それはきっと創業家が常に理念を引き継いできた表れ

なのかなというように思います。

笠松 いいですね。御社に就職したくなっちゃいまいした。採

用して頂けるかは分かりませんが（笑）

もうあっという間に時間が過ぎていってしまいました。まだま

だお聞きしたいことがありますが、アドバタイジングウィー

ク・アジアのセッションへも是非ご登壇をご検討頂ければと思

います。本日は本当にありがとうございました。

https://awasia-sc.com/bpp2022/

BEST PURPOSE PRACTICE 2022 受賞インタビュー

文 /  笠松良彦、長谷川香乃、安達ののか

撮影 /  渡辺ほのか

なってもらうことに繋がっているかどうか、社員とお客様の両方を

見ていく必要があり、結局ファンが増えていなかったら、やはり問

題は社内のどこかにある。だからこそ、私は理念浸透を手段だと考

えています。

笠松 なるほど。いや、深いお話ですね。ありがとうございます。

今回の賞のレコメンデーションシートは我々の方で勝手に作らせて

いただきましたけど、あれを見ただけで、皆さんがトップから現場

までを理念で繋ごうという努力がきっと投票された学生さんに

は伝わっていたんだなって思います。

小菅 ありがたい話ですね、

松田 冒頭でも申しましたけど、ブランドが好きかも含めて評

価いただいているのは本当にありがたくて、非常に嬉しいです。

ありがとうございます。

サントリーグループ田町オフィスでの集合写真。
左から：笠松氏、小菅氏、松田氏、長谷川香乃さん（産業能率大学
経営学部マーケティング学科）、安達ののかさん（同左）

Advertising Weekは

狭いカテゴリーにとらわれずに、

広告業界を横断して本質的な議論ができる

唯一の場所です。

2004年にニューヨークで始まった世界最大級の広告・メディ
ア・CR・マーケティングなどの領域を網羅する世界最大級のイ
ベントです。世界各地域において中心となる都市で毎年開催さ
れ、年間を通して約16万人の広告ビジネス関係者が集います。
2020年～2021年はCOVID-19の影響でリアル・イベントが叶わ
ないなか、新たにオンラインによる開催を継続しました。 2022
年はオンラインでの経験も加えて、新たにハイブリッド形式に
て、世界各地で開催いたしました。引き続き、アジア地域は
Advertising Week Asiaとして東京で2023年に連続8回目の開催
となります。毎年日本国内はもとより、世界中から優れた第一
線のスピーカーが250人以上登壇し、100を超えるセッション、
イベントが開催されました。また、働き方改革、女性のリー
ダーシップ、カルチャーに至るまで広範囲をカバーすることも
特色です。
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