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Ⅰ．講師プロフィール

大塚 融 氏

昭和 39 年 一橋大学経済学部卒

昭和 39 年 ＮＨＫ東京報道局に記者として入局

昭和 49 年 ＮＨＫ大阪局報道部にて関西経済界全般を担当

平成６年 「ＮＨＫ大阪放送局 70 年史」の編纂

平成 12～15年 神戸大学にて非常勤講師

定年退職後、フリーランスで経営史研究家として社史編集執筆、

経営史執筆、講演活動を行う。

平成 15 年 「大和證券百年史」編纂・執筆

【その他の著書】

「関西商法に生きる社訓・家訓」

「日商岩井創業者・永井幸太郎伝」

「船場の職人文化とパトロン」

「近代大阪の洋風数寄者・加賀正太郎」など

講師プロフィール
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開会の挨拶

司会 只今より平成 20 年度特別講演会「歴史から学ぶ不況期における老舗企業の経営学」を開

催させていただきます。

2007 年に米国において発生しましたサブプライムローン問題に端を発して世界並びに全国で

非常に景気が悪化しているというニュースばかりが昨今続いております。そういう中で、100 年

に１度の不況と言われていますけども、こうした時期であればこそ、日本におきまして、100 年

前、あるいはさらにもっと前におきまして、どういった企業が成功に向けてご苦労されてきたか

というお話などを伺えればというふうに思いまして、講演を企画した次第でございます。

申し遅れましたが、私、大阪都市経済調査会の事務局長をしております徳田と申します。よろ

しくお願いいたします。本日の司会進行を務めさせていただきます。

さて、簡単に当調査会の概要をご紹介させていただきたいと思います。当会は、いざなぎ景気

が終わりまして、高度成長期から安定成長期に移ります昭和 46年３月に設立された任意団体でご

ざいます。そういう潮目の変わる時期にできたものでございますから、今後の大都市問題を産学

官が寄って議論したり調査・研究したりする場として開設されたものでございます。ということ

で、近年は主に大阪市経済局からの委託調査や自主研究などの調査研究や、景況調査実施機関が

集まる研究会、また、「ｂ－ｐｌａｔｚ ｐｒｅｓｓ」という大阪産業創造館の広報紙に「数字で

見る経済」というコラムを書いて冊子にしたり、あるいは見学会とか今日のような講演・報告会、

シンポジウムというものをしております。

そういう形でやっておりますが、いたし方ない諸事情に鑑みまして、今月３月末をもちまして

当調査会が解散ということになりました。背景には、インターネットの普及により情報の入手が

飛躍的に便利になるなど社会の環境変化にもとづく会員の減少等がございます。今後は会員組織

ではなくて、大阪産業創造館の調査部門として、また引き続き調査研究活動をやっていく所存で

ございますので、その点はご安心ください。

では、お待たせしました、早速講演会のほうに移らせていただきたいと思います。

本日は、先ほど申し上げました趣旨から、経営史研究家の大塚融様をお迎えしております。

簡単に大塚様のご略歴を紹介させていただきますと、昭和 39 年に一橋大学経済学部をご卒業さ

れまして、ＮＨＫの東京報道局に記者としてご入局されております。その後、昭和 49年には大阪

の報道部に異動なされまして、関西経済全般を担当されてこられました。また、平成６年にはＮ

ＨＫの大阪放送局の 70 年史の編纂に加わっておられます。その後、平成 12 年から 15 年におかれ

ましては、神戸大学において非常勤講師を務められておられます。定年退職後でございますけれ

ども、フリーランスとして経営史研究家として社史の編集・執筆や経営史の執筆、講演活動など

をなさっておられます。平成 15 年には大和證券の百年史の編纂・執筆をされております。

間もなくご講演に移りますけども、ご講演の後、質疑応答の時間を設けておりますので、ぜひ

ともご質問などを承りたいと思っております。

では大塚様、よろしくお願いいたします。皆様、拍手をもってお迎えいただきますようお願い

申し上げます。
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大塚でございます。この場所でお話しするのは２回目です。去年、社史づくりセミナーがあり

まして、ここで講師としてしゃべったことがあります。ここは思い出がありまして、この地階に

企業家ミュージアムというのがありますね。大阪で独創的な事業を創業したり、大阪の経済史の

上で重要な役割を果たした人物を顕彰する企業家ミュージアムというのが地下１階にございます。

私はこれのほんとうに初期の選考委員をやっていまして、その時には、父親も阪大で経済史を教

えていた宮本又次さんの息子の宮本又郎さん、今も阪大経済学部で教授をしている阿部武司さん

や澤井実さん、亡くなった郷土史家の伊勢戸佐一郎さん、それに最近滋賀大学から跡見学園に変

わりました小川功君の６人で、第一次候補 172人を選びました。最終的に、絞り込まれて 107 人

になっていますが、本当は私としては、この企業家ミュージアムには船場のゆかりの人をいろい

ろ入れたかったんです。ところが、結局大阪商工会議所の事情がありまして、お金の出そうもな

いところはカットされてしまいました。

私としては、例えば入れてほしかったのは、高麗橋の有名な古美術商の山中商会というのがあ

り、山中定次郎というのがおりました。彼は世界的な東洋美術の輸出貿易商です。三越の北側に

ありましたが、山中定次郎なんかはぜひ入れたかったのですが、だめでした。

それから、今でも健在ですが、高麗橋１丁目に渋谷ｼﾌﾞﾀﾆという結納屋さんがございます。こ

の渋谷さんは、アイデアマンなんですね。もともと塩干物を扱っていたのですが、結納用品に使

われるので、それならいっそのことということで結納屋に変わるんです。大変大阪的な、非常に

すぐれたアイデアマンとしても僕は推薦したのですが、これもカットされてしまいました。大阪

企業家ミュージアムについては、私は大変残念に思っております。もっと生き生きとした情報を

提供するような場所にしたかったなというのが私のねらいだったのですが、それがだめになりま

した。

それだけではなくて、実は、大阪企業家ミュージアムの前に、大阪商工会議所は産業遺産博物

館というのを考えていたんです。産業革命の国・イギリスにはマンチェスターに、近代化の産業

遺産というものを保存する大きなセンターがあるんです。私も行きましたが、それをならって、

大阪の近代化にかかわった企業の産業遺産というものを保存するための博物館をつくろうとい

うことで、これも 25 年ぐらい前に大阪商工会議所に協議会ができまして、私も委員をやってい

まして、非常に楽しみにしていたんです。ところが、そちらのほうもお金がないということで、

大阪企業家ミュージアムに変わりました。

それどころではありません。万博公園の元の鉄鋼館の中にせっかく集めた産業遺産、発動機や

いろんな機械などがあったんですが、ご存じの大阪府の橋下行政のもとに、今、文化関係予算が

切られていき、鉄鋼館も、大阪府がお金を出して管理しているという関係でカットされることに

なり、今月いっぱいで保管されていた産業遺産を含め鉄鋼館を全部撤去してくれというのです。

慌ててすべてどこかに移管しようにも、受け入れ先がないですよ、膨大なものですから。結局、

どんどん廃棄されるというのが現在の大阪の大変悲しい姿でございます。

というわけで、私が昭和 49 年にこちらへ来てからの大阪の凋落たるや大変なものだと思いま

す。ほんとうに、私が来たころはまだ生き生きしていたんですが、この 35 年間の凋落ぶりたる

歴史から学ぶ不況期における老舗企業の経営学
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や、ほんとうに目を覆うばかりでございます。その典型的な例が、住友の本社機構が、住友電工

を除いてほとんど東京に行ってしまいましたね。そのくらい大阪の凋落がひどいということで、

今日お配りした「如水会報」にもそのことは書きました。いずれにしても、大阪経済というのは

危機的な状況にあると私は見ております。

それだけじゃない、今日の主題であります今度の金融恐慌、それから、多分私は世界恐慌と言

っていいと思いますが、その段階における大阪の位置づけをどう考えるべきかということは、ほ

んとうに深刻な問題だと思います。多分、これからものすごく、おそらくリストラだけじゃない、

いろいろな企業の倒産や、あらゆる面でいろいろなものが切られていくだろうと私は見ておりま

すので、できれば、何とか立て直し策というものを示す方法ができないかなというのが私の今思

っているところでございます。

ちなみに、今日の前場の株価はご存じですか、ダウは？

司会 ダウですか。日経平均じゃなくて。

大塚 日経平均です。

司会 上がっていました。

大塚 上がっていました？ 多少、これは毎日、場の雰囲気であれでしょうけれども、私も兜

町を東京では担当していましたもので、やっぱり株価の動向というのは非常に気にかかります。

それは、明らかに経済の羅針盤であることは間違いないわけですから、それをよく見ながら世界

経済の動向を見ていかなきゃいかんのじゃないかなということでございます。

それで、本題のほうに入りまして、私が経済史をやっていましたのは大学時代からです。私は、

一橋大学で、３，４年では永原慶二という本来は中世史が専門のゼミ生でした。２年のときには、

佐々木潤之介といって、これは江戸時代の経済史が専門の学者ですが、そちらのほうのゼミと、

私は２年、３年、４年とゼミをとっていまして、その中で私が関心があったのは近代の経済史で

す。特に、産業資本の確立期について、非常に私は高校時代からも関心があった関係でずっと研

究しておりまして、ＮＨＫに入ってからも、経済記者としては、まず経済史の視点で物を見ると

いう訓練を一貫してやっておりました。つまり、歴史的な位置づけの中で、この企業はどういう

内容を持っているんだろうかというところから、私の取材方法も一貫して貫いてきているわけで

す。

それで、私が東京時代の経済部の記者として担当したのはちょうどいい時期でございまして、

ドルショックのあった 1971 年、ニクソンショックですね。そのころは、兜町のキャップとして

いろいろ経営者に会っていました。野村證券の奥村綱雄とか北裏喜一郎とか、北裏喜一郎が社長

時代でしたね。ドルショックのころには、ほんとうに日本経済は大きな混乱がありました。今の

ような経済の混乱とは違った意味で、高度成長から一挙に低成長に転回する段階でのさまざまな

経済的混乱をかかえた戦後経済史の非常に重要な時期なんですね。

それから、そのころ私が並行して取材していたのが日銀でございます。日銀では、当時、佐々

木直という人が総裁で、その記者会見なんかもずっと私は出ておりました。それからしばらくし

て、ご存じの 1973 年に石油ショックがあります。これが私にとっての大阪にいる一番大きなき

っかけになります。

石油ショックのとき、皆さんご記憶があるかと思いますが、トイレットペーパー騒動というの

がありました。それが発端で、日本全体が大きな、経済だけじゃない、国民の意識が浮足立つ、
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そういう段階です。同じ不況でも、私の経験では今の不況より石油ショックのときの不安心理の

ほうが大きかったと思います。なぜかというと、目の前でどんどん物価が上がっていくわけです

ね。その生活者の心理からいって、ものすごい不安心理。私自身が不安でしようがなかったんで

す。毎日、日常品が値上がりし、一体日本がどうなるんだろう、と。まだ当時はほとんどスーパ

ーがない時代ですから店に行って、この棚を全部買っておいたほうがいいかなというぐらい、自

分自身が不安心理を非常にあおられた時代です。しかも、ジャーナリストとしていろんな情報が

入ってくるだけに、大混乱があったのが 1973 年の石油ショックに伴うトイレットペーパー騒動

です。私はそのころ農林省を担当していたんですが、そのトイレットペーパー騒動の震源地がほ

かならぬ千里ニュータウンの大丸ピーコックであるということを聞きまして、たまたま翌年の

1974 年の９月に大阪に転勤しましたもので、真っ先に私は、あのパニックがどういう契機で千里

ニュータウンないしは大阪全体で発生したのかということをずっと毎日のように、千里ニュータ

ウンの大丸ピーコックの店長のインタビューとか近隣センターとか、古江台とか青山台とか行動

様式に違いのある住民への取材とか、また住んでいる部屋の構造から、立地条件なんかも毎日取

材に行きました。

それは何かというと、私自身がものすごい不安心理を起こすような社会情勢というものが、一

体何が契機なのかということがどうして知りたかったのが１つと、それから、私はもともと東京

生まれなんですよね。東京生まれで、初めて大阪に転勤で来たんですが、そのときに、東京から

見た場合の大阪に対する偏見というのはすごくあるんです。今でもすごくあります。それは、よ

く言われるように、お金一辺倒だとかモラルがないとか言うんですが、それがほんとうかどうか

というのを私自身が確かめたいという契機が非常にありました。

東西文化論的に私は取材するために、最初に行ったのが昭和 51 年ですね。民族学博物館の建

物ができる前から取材をしています。つまり、東京と大阪の、関東と関西の文化の違いをある視

点を入れて見るために、民博の、当時は梅棹忠夫さんが館長だったんが、彼から見た東京論、彼

から見た大阪論というのを頭に入れておきたかった。そのために、彼とはずっとその後も昭和 51

年以来長く取材に行く。民博の館長会見というのは、私は必ず行っていました。だから、梅棹さ

んとはそういう点では 30 何年かのつき合いになるんですね。そんなところから、私の頭にある

問題意識は、関東と関西がどう違うのか。それが、日本全体の経済政策の中でどうあるべきかと

いうのがすごく頭にあるんですよ。

昭和２年金融恐慌で破綻した「鈴木商店」のグループ企業はなぜ現在も存続できているのか

そういう中で、私が手をつけましたのは、これが昭和 51 年ごろですか、昭和恐慌に非常に関

心を持ちました。なぜかというと、トイレットペーパー騒動のあった石油ショックと同じような

重ね合わせで昭和恐慌を頭に置いたんですよ。

ご存じのように、昭和恐慌というのは昭和４年ですが、その前に金融恐慌というのがございま

す。昭和２年の３月に、有名な片岡直温という大蔵大臣の失言問題から一挙に金融恐慌が起きた

のが昭和２年４月でございます。そのときに、一番問題になりましたのが鈴木商店。これは、皆

さんはご存じの方もあると思いますが、有名な金子直吉という大番頭がおりまして、彼が明治の

20 年代から一個人商店を一挙に世界的な総合商社にしてしまうという大変な辣腕の経営者がお
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りまして、その鈴木商店が関東大震災をきっかけに一挙に没落していくと。そのことを私は大学

時代から知っていましたもので、鈴木商店の関係者は、まだ当時、大分生きておりました。それ

で、船場で公認会計士をしながら鈴木商店の歴史を一生懸命調べている方にお会いしたり、鈴木

商店の後身である日商岩井にはしょっちゅう取材に行ったんです。その頃、私がテレビのニュー

スで放送したものがありますので、昭和 53 年のテレビで紹介した「今昔倒産気質」というタイ

トルで放送したものをご覧いただきたいと思います。

（ビデオ上映）

もう１つ、これは最近のニュースで、例のアメリカの保険会社のＡＩＧが破綻しているにもか

かわらず幹部が高額ボーナスをもらっていたことを非難するニュースも持ってきましたもので、

見てくれますか。今の話と非常に対照的ですので。

（ビデオ上映）

というわけで、非常に日本とアメリカの経営のモラルに対する対照的な話じゃないかと思いま

す。鈴木商店に戻りますと、鈴木商店は昭和２年に倒産します。しかし、今話がありましたよう

に、金子直吉という人は当時から借家住まいです。自分の家を持ってなかったんです。あくまで

も事業一本槍なんですね。

また彼の経営というのは、ほんとうに攻め一本槍の経営です。しかも工業路線。もともとは、

樟脳と砂糖の貿易商からスタートするんですが、その中で、有能な高畑誠一という、今でいえば

神戸大学、昔の神戸高商を出た男が入ってきて、それからもう１人、高畑の神戸高商同期の盟友・

永井幸太郎というのがいるんですね。後に戦後芦田内閣で貿易庁長官をやるんですが、この２人

がペアになって金子を支えていきます。いわゆる大学を出た学卒派として鈴木商店を担っていき

ます。彼らが明治の末年から大正、それから倒産するまでずっと活躍していくわけですが、鈴木

商店を采配しているのは、何といっても金子直吉でございます。

今日は金子直吉の書簡類を幾つか持ってきましたので、参考までにご覧に入れます。

これが金子直吉の直筆の書簡類なんですね。実を言いますと、私のところに今、鈴木商店関係

の資料が段ボールで３箱ぐらい来ているんですよ。なぜかというと、私がずっと鈴木商店の研究

をやっているということを皆さんがご存じでして、今から３年ぐらい前に永井幸太郎の息子で三

菱レイヨンの社長、会長をしたことのある永井弥太郎さんという人から亡くなる４カ月前に電話

がかかってきて、うちには鈴木商店関係の資料がたくさんあるのでもらってくれないかというこ

とで、今、私のところに段ボールで３箱ぐらいございます。その中の１つが、この金子直吉の書

簡なんですね。

彼は、もともと高知県の生まれなんですが、明治の 10 年代に鈴木商店に入る。ところが、彼

は最初、樟脳で大失敗をやるんです。それを救ってくれたのが、よく話題になります鈴木よねと

いう当時のオーナーの奥さん、この人が大きな損失を出したにもかかわらず金子を救ってくれる

んです。それを一生恩に着るんですね。この辺がまた日本的でいいところだと僕は思うんですが、

彼はお家さん――鈴木よねをお家さんと呼ぶのですが、彼女のために一生尽くしていくんです。

すべて、自分の人生をそこに捧げるぐらいのつもりで尽くしていくということで、よねさんのた

めに彼は大奮闘をやって会社を大きくしていくわけです。

この金子直吉のもとに集まった攻めの高畑誠一、それから、守りの永井幸太郎、この２人のコ

ンビによって、あとは小僧上がりの人たちが思う存分に才覚を働かせて、大正時代の第一次世界
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大戦のときに一挙に三菱、三井と並ぶ大きな総合商社になっていく。その立役者が高畑誠一です。

いわゆる三国間貿易という独創的なビジネスを考え、彼は入社以来倒産直前までほとんどロンド

ン支店にいて指揮をとるわけなんですね。

ちなみに、高畑誠一がやった大きな文化面の貢献というのが松方コレクションです。川崎造船

の松方幸次郎がロンドンにいて、後に「松方コレクション」と呼ばれる絵画や浮世絵というもの

をフランスから大量に買っていくわけですが、そのときの資金面の手当てをしたのが高畑誠一な

んです。そういう点では高畑誠一というのは、もっと松方コレクションに並行して知られるべき

人なんですが、あんまり知る人はないでしょうね。むしろ有名なのはゴルフです。日本における

最初のゴルフルールの英語の訳文を昭和 20 年代に訳したのが高畑誠一なんです。ちなみに、今、

船場の平野町の３丁目に湯木美術館というのがございます。それの今の館長が高畑誠一さんの、

血はつながっていないんですが、お孫さんです。そこに、高畑誠一さんが持っていた茶道具のい

いものが湯木美術館に納まっています。

さらに言えば、去年、船場吉兆がいろいろ問題になりましたけども、その創業者の湯木貞一さ

んを戦前から面倒を見たのは高畑誠一さんなんです。彼の日記を見ると、戦前、しょっちゅう吉

兆に行って食事しています。そのおかげで湯木さんのところは大きくなっていくというようなつ

ながりがありまして、淵源をたどれば、鈴木商店と吉兆とも関係がありそうな、なさそうなとい

うことがございます。

そんなところで、鈴木商店というのは、大正時代には三井、三菱と並ぶ大きな総合商社だった

んですが、メーンバンクを持たなかった。取引銀行というのが台湾銀行なんですね。国策の特殊

銀行である台湾銀行です。つまり、住友とか三井とか三菱のように自前で銀行を持っていなかっ

たために、関東大震災をきっかけにした資金繰りの悪化で一挙につぶれてしまう。ところがその

ときに、ここがまたえらいところなんですが、金子直吉の人柄なんでしょうが、人柄がいい、誠

実であるということで、先ほどのニュースにありましたように、みんな、「金子、もう１度頑張

れよ」と言ったというんです。

それから、たくさん関係会社がありまして、神戸製鋼、帝人、石川播磨重工、豊年製油とかい

ろいろあるんですね。三菱レイヨンもたしかそれにつながると思うんですが。それから、味の素

も関係してくるんですが、いずれにしても、今でも残る企業というのが、ずっと鈴木商店を淵源

として残っております。特に、日商岩井は今は双日になっていますが、その前身の日商というの

は、もともと鈴木商店の、今言った高畑誠一と永井幸太郎の２人で、倒産した翌年、昭和３年に

創業する会社です。日本商業という会社がもともとあったのを日商という名前に変えて昭和３年

にスタートするわけです。

ここに持ってきましたのは、これは去年、神戸大学の図書館が「近代神戸の源流を訪ねて－鈴

木商店とマッチ産業の盛衰－」ということでやりました。ところが、先ほどの神戸大学教授だっ

た亡き桂芳男さん以降、残念ながら一番肝心の神戸大学で鈴木商店の研究者がいないんです。ど

うしてこういうことになったのかよくわかりませんが。本来なら、神戸の鈴木商店ですから、当

然神戸大学、しかも永井幸太郎も高畑誠一も神戸大学を出ているんですから、当然研究者があっ

てしかるべきなんですが、残念ながらいない。しかも、昭和恐慌の研究が現時点で大変必要なと

きに、おそらく神戸大学で世界恐慌の今の状況を語れる人はいるんでしょうか。非常に疑問に思

っております。別のジャンルのことをやっている人はいますよ。だけど、私の見た限りでは、そ
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んなきちっとした理論立った――理論なんかどうでもいいんですけど、しっかりした研究をやっ

ている人がいるかどうかといったら、残念ながらいないと思います。そういう点で、私は今の学

者に対する不満を言いますと、問題意識が欠け過ぎると。一番やるべきときにやっていないとい

うのが非常によく感じるんです。これは、私がジャーナリストとしてずっと見ていて、ここのと

ころはきちんと押さえておかなきゃだめだなというときにいつもやっていないんです。これが、

日本の学者の、おそらく日本だけに限らず、世界中の学者のレベルがだめだなというのが私の批

判です。あとでまた金融工学のところで批判しますけども、どうも世界の学者というのはきちっ

とした問題意識を持っていない。

私は大学時代に、問題意識を持ってしっかり取り組めということをよく言われました。それは、

本当に現時点で一番必要なのは、今の状況に対してどういう政策的提言ができるかということを

やっておかないといけないんです。ところが、今出ていますか。全然出ていないです。全く現象

を追っかけるだけで、しっかりとした問題意識で自分のテーマを決めるということがおそらくま

だ出ていないんじゃないでしょうか。ということで、鈴木商店の倒産の意味というのはもっと考

えるべきだと思います。

ところがこの間、私の大学の同窓会が関西でありまして、そのときに私が昭和恐慌の研究をや

っていると言ったら何と言ったと思いますか。私の同期の男が、「そんなことやって何の意味が

あるのか」と言ったんです。これに私は驚きました。しかもその人は現役の経営者ですよ。酒造

会社の経営者が、何を考えて経営をやっているのかなと思いました。そのぐらい今の知的な荒廃

というのはひどいです。まったく我々の世代でこのレベルですから、とてつもなく日本の社会の

荒廃というのが始まっていると言って間違いないと思うんです。そういう点で、あくまでも今の

現時点で自分がどういうスタンスで毎日の生活に取り組むべきかというのをしっかり考えるべ

きだと思います。

私は取材の必要があって今年は毎月のように東京に行っています。実家が東京にあることもあ

って定年後もしょっちゅう東京に出かけます。でも定年後はほとんど新幹線に乗ったことがない

んです。夜行バスです。今夜も、実はこの後夜行バスで行きます。どうしてかというと、庶民の

感覚をしっかり身につけないといけないです。今まで「のぞみ」に乗ったのは２回しかありませ

ん。あとは、「ぷらっとこだま」という１万円のこだまがありますね、あれで行くか、あるいは

神戸空港からスカイマークの１万円ので行きますね。あれでしか行ったことがないんです。だか

ら、１万何千円ののぞみなんていうのは、ほとんど私は縁遠い存在なんです。そのくらいの自分

の生活感覚と問題意識で東京と大阪の経済状況を見てこないといけないというのが切実な問題

です。しっかりと今の状況はどうなのかをみるために。

それはなぜかというと、私の子供や孫の世代のことを考えないといけないのです。今の社会状

況がどうなるのか。それによって、どういうふうに日本の社会が変わって、子供の世代、孫の世

代が変わってしまうのかというのが非常に気になります。現に今、このような状況になったのは、

僕の問題意識からいえば、明らかに戦後の占領下の中心がアメリカであったということが非常に

大きな弊害として出ているなと見ているんです。あのときに、イギリスがＧＨＱの占領の中心で

あれば、多分こんな体制にはならなかったなとかねがね思っております。

なぜかというと、アメリカは歴史の切断をやりましたね。我々の世代で古事記なんかを読んで

いるのは、少なくとも子供のころから高校時代までで読んだ人はいないと思います。私は、たま
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たま祖父が教えてくれたから小学校３年ごろから読んでいました。普通、私の世代でまず、古事

記とか日本書紀を読んだ者はいないんじゃないでしょうか。そのぐらい、歴史の切断による大き

な日本の教育の変質というのがあって、それが今になって大弊害が出ています。大弊害が出てい

るということをよくよく頭に置いておかなければならない。そのために我々は、次の世代のこと

はあくまでも頭に入れながら、いろいろジャーナリストとして取材するなり、物を考えるような

立場をとっていきます。

◇破綻の理由

鈴木商店が倒産した理由、これははっきりしてます。攻め一本槍なんです。どんどん事業を拡

大していく。第一次大戦に伴う重工業路線に乗って多角経営でどんどん事業を拡大しいきます。

ところが、メーンバンクはつくってこない。そのために、守りの体制がない。守りの体制という

のは、ほんとうにできていないんですね。そのために、関東大震災をきっかけにした大不況の中

で倒産していくんですが、もう１つは近代化が遅れたと。これは、金子直吉にとって鈴木よねと

いうお家さんに対する忠誠心が第一であるために、家業意識が強く、株式を公開をして幅広く資

金調達をする手段をとなかったため問題を発生させます。そういう破綻の理由ははっきりしてい

るんですが、ただ、先ほどのニュースにありましたように、やはり倒産の仕方がいいですよね。

きれいです、私利私欲がない。それから、あくまでも社員の行く末を面倒見ていくんです。これ

はえらいです。そういうことは、今の経営者でどれだけやりますかね。私が見ている限り少なく

とも会社更生法の時代から、やらずぶった切りですよね。倒産したら、はい、さようならという

表現がさっきありましたが、まさにその状況がずっと昭和 30 年代の後半から続いているんじゃ

ないでしょうか。

◇破綻後もグループ企業が存続できた理由

少なくとも彼の中には国益志向がありました。同じように国益志向があるのは、住友とか三菱

です。今生き残っている住友の本社時代、株式会社になる前の総本社というのがありまして、そ

こで採用された人たちが採用試験のときに一貫して言われたのが、「君は会社の利益か国益かど

っちをとるか」というのが必ず質問に出たというんです。私が取材した住友化学の元社長土井正

治さんもやっぱりそれを聞かれたというんですが、顔を見ながら「会社の利益です」と言ったら、

間違っているということをはっきり言われたというんです。その当時は、鈴木馬左也という有名

な、19 年間住友の総理事をやった男の時代ですけど、彼がそう言ったというんです。つまり、少

なくとも国益志向的なものをきちんと持つべしということが教育としてあったんでしょうね。僕

は、国益という表現があまり好きじゃないんですが、少なくともそれがあったことは間違いない

です。

ところが、今はどうでしょうか。採用試験でそんな質問をする企業はありますか。100％僕は

ないと思います。そのくらい、今は採用の仕方も大きな問題を抱えているなというふうにかねて

思っております。

それからもう１つ、僕は金子直吉でえらいなと思ったのがあるんです。それは、関東大震災の

後、金解禁論争、つまり円の切り上げか切り下げかみたいなものなんですが。第一次世界大戦後

に金の交換が停止される。そして、金解禁論争というのが起きます。そのときに、きちんと鐘紡
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の武藤山治と金子直吉が朝日新聞の紙上で論争をやるんですね。実際には、多分金子直吉の理論

立てをしたのは永井幸太郎だと思いますけれども、少なくとも朝日新聞の紙上できちんと名前を

出して、金子と武藤山治の間で論争する。こういう姿というのは、近代ではそうないんじゃない

でしょうか。私の記憶では、ドルショックのころにはまだありました。論争じゃないんですが、

近代経済学者が提言という形で随分ありました。ところが、１９８５年のプラザ合意以降の世代

になってきてからほとんど論争は起きていないですね。経済政策の論争というのはやっていない

んですよ。さっきから言いますように、問題意識がなさ過ぎるなというぐらい出ません。私が 1971

年から 73 年にかけて東京で兜町や日銀を担当したころは、明らかにまだ、学者のレベルで論争

する意欲はありましたよ。それもない。ほんとうに絶望的な状況なんじゃないかと思っておりま

す。

いずれにしても、そういうきちんとした世界観を持ちながらビジネスをやるという問題意識を

持つことはよくよく考えるべきでしょう。例えば、新入社員の教育をやるときに、少なくとも入

口のところでしっかり教育しないといけません。そこで、あるべき姿としての企業というのはど

のようなものかということを、しっかり問題意識を持って教えるような経営者が出てきたら、こ

れはすごいでしょうね。

今、鐘紡の武藤山治の話をしましたが、この人も魅力のある人です、武藤は市民の政治意識啓

発活動のために昭和恐慌の後、國民會館をつくります。今まで 900 回ぐらい武藤記念講座という

のをやっています。つまり、市民の政治への啓蒙活動の場所としての國民會館というのは非常に

意味があるんですね。今も毎月１回開いています。武藤山治というのは、労働者、社員を非常に

大切にする。大正時代に、今でいえば近代的な福利厚生施設なんかを随分やっているんですね。

たまたま昨日でしたか、朝日新聞の「声」欄を見ていましたらおもしろい投書が載っていまし

た。八木商店というのをご存じですか。今は「ヤギ」という会社で堺筋本町にあります。そのオ

ーナー八木幸吉が武藤山治の縁戚なんです。この八木商店というのもなかなか立派な人柄の会社

なんですが、昨日付で朝日の「声」欄に八木幸吉さんのことを褒めて書いてありました。こうい

うのが載っているんです。「歳費返上した政治家見習え」ということで、兵庫県の佐用町の 90 歳

の新庄さんという人が書いています。「政治家と金が問題になっているようです。私は昔のこと

を思い出します。家が貧しかったので、14 歳のころから神戸にあった紡績会社の工場へ働きに出

ました」。これは多分鐘紡のことでしょう。「７階建ての女子寮からメリケン波止場へ大きな外国

船が見えました。工場長に八木幸吉さんという方が来られました。」これが八木商店の八木さん

ですね。「『皆さんを女工さんではなく、女子従業員さんと呼ばせていただきます』。これが第一

声でした。八木さんは月給袋の封を切らずに、『戦地に慰問袋を送ってくれ』と事務の方に差し

出されました。当時は日中戦争の最中でした」。おそらく昭和 12 年以降でしょうね。「八木さん

は戦後、参議院議員になられました。素封家の方でしたが、綱紀粛正を訴えて歳費を返還された

と聞いています」という、偶然ですが、こういう投書がきのう載っていました。つまり、私が言

いたいのは、昔の経営者には、八木さんとか武藤さんとか、あるいは金子さんのような、ほんと

うに清廉な方がいたんだなというのをよく頭に入れておく必要があるんじゃないでしょうか。そ

の点で、残念ながら、先ほどのＡＩＧの幹部の高額ボーナス受け取り問題がアメリカ企業では起

きやすいなというのをかねてから思っておりまして、そのレベルの経営者がアメリカにはごそご

そいるんだなということをよく私も知っております。そういう点では、日本的な経営をぶった切
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った竹中平蔵とか、最近話題の懺悔録の中谷巌、これはとんでもないと思っているんです。この

連中は、実際に今の日本経済を悪くしたわけですよね、明らかに。それはほんとうにけしからん

と思いますので、後でまたお話しします。

昭和４年以降の世界恐慌

◇松下幸之助の経営理念の評価

昭和４年以降の恐慌の中で、これは、今もうちょっと話題を呼んでもいいんじゃないかと思っ

ているのが、松下幸之助がリストラしなかったということです。これは一番重要な問題だと思い

ます。社会不安というのが、つまり社会や国家が成り立つためには、安定して 50 年先、100 年先、

1000 年先でも、ある社会状況が続くということを前提で我々は生きているわけですね。それに対

して、リストラは特にひどいですね、首切りというのは。それによって社会不安をあおるような

ことは絶対にやるべきじゃないというのが私の考え方です。ましてや、ＡＩＧなんてのははとん

でもない話です。ところが、松下幸之助は、よく話題になりますけれども、あの大不況の中で、

仕事のない中で首切りをしなかった。これはもっともっと評価すべきだと思います。なぜかとい

うと、今見てください。いろんな社会不安のネタが大体正社員でないところで発生している。昨

年の秋葉原の無差別殺人事件もそうでしょう。明らかに雇用不安に対する問題は、政治だけの問

題ではなくて、経営者がまじめに考えるべき問題だと思います。給料を下げてでも、とにかく不

安を与えないような経営の仕方をやるべきじゃないか。

ところが、とんでもないことをやったなと思ったのは、去年の秋、トヨタとキヤノンが真っ先

に非正規社員の首切りを発表しましたね。あれは一番やってはいけないことです。なぜか。トヨ

タやキャノンからは財界のトップが出ているでしょう。財界のトップだったところが真っ先に首

切りやったら、他のところはやりやすいですよ。右にならっていくわけです。僕が財界のトップ

だったら、絶対にこんなことはしないですよ。逆に守る体制をとります。明らかにトヨタも田舎

企業だと思いました。キヤノンなんかも、日本経団連会長のあの御手洗の顔を見ると嫌になりま

す。とても財界のトップという顔じゃないですからね。そういう人が真っ先に首切りをやってい

くなんてとんでもないと思ったんです。まじめな話、彼らにそういう経営者としての資格がある

のかどうかということをもっと考えるべきだと思います。特に、トヨタの場合は内部留保なんか

１兆円ぐらいあるというんですから、それをなぜリストラせざるを得ないのか。絶対、社会全体

の構造を考えた場合に、守るべきところは守っていかないといけないわけです。安定があっての

社会、つまり安定した社会構造ということを考えるべきですが、その辺が全然できていないです

ね。

それからもう１つ。私はもともと家訓とか社訓の研究が専門なのでですが、松下幸之助は、昭

和７年に松下電器の、最初は５つの精神で始まって後に７精神になるんですが、これを発表して、

「産業報国の精神」「公明正大の精神」「和親一致の精神」という松下７精神によって企業の社会

的な位置づけみたいなものを訴えました。そして、毎日朝礼でこれを読む。私はずっと松下幸之

助さんの取材をやったから見ていますけれども、少なくとも、山下俊彦さんが社長の時代までは

きちんとやっていました。谷井さんの社長時代からどうなったか。フレックスタイム制になった

ために、朝やっているかどうか聞いたら、やっていないところもあるんじゃないかななんて言っ
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ていましたけど、少なくとも社訓を毎日読み上げる。そして、かわりばんこに社員たちが１分間

ぐらい感想を述べる。その風習がある。それによって、ある面ではいやらしいといえばいやらし

いでしょうけど、企業意識というものをがっちりとつくり上げていく、そういうことをやってお

りました。

◇昭和６年５月閣議で公務員給与を 10％減俸を決定

それからもう１つ、この時代でありましたのは公務員の給与減俸です。これは歴史的な事実で、

閣議決定までして裁判官が反対するということもあるんですが、とにかくそこまでやっているん

です。今その雰囲気はありますか。麻生総理大臣を見ると嫌になります。彼が公務員給与を 10％

減俸と言い始めるとはとても思えないです。ましてや、昨日かおとといの失言で、株屋三昧みた

いな言い方をしていましたね。あれは一番言ってはいけないことですよ。それは、意識としてあ

っても、今、証券界がなかったら、国債なんかの処理はどうしますか。まったく情けなくなるん

ですよね。

ということで、やはり今の公務員のあり方というのは徹底的に減俸から入っていったほうがい

いと思っています。そのくらいひどい状況だと思います。

敗戦直後の不況

◇シャープ創業者・早川徳次の社是が果たした経営上の意味

昭和恐慌についてはそのくらいにしまして、戦争直後の不況でございます。ここは、好きな人

物として話題に取り上げていきますが、私、シャープの早川徳次という創業者はすごく好きなん

です。なぜか。この人は、私があるとき、北畠の自宅に行きましたときの雰囲気が、実に庶民的

でした。松下幸之助さんというのは、どちらかというと構えるほうなんです。まず自宅で会うこ

とはほとんどないでしょうね。早川さんは違うんですよ。社訓の話を取材するため早川さんのお

宅を訪ねた時、初め、応接間で話していたんです。広い 20 畳ぐらいの応接間に木彫りの仏像と

か竹細工とかいっぱい置いてあるんです。「早川さん、これ何ですか」と言ったら、「おれはもと

もと餝ｶｻﾞﾘ職人の奉公をしていた倅だ。おれは職人が大好きだ。金に困った職人が買ってくれと

持ち込んだものを言い値で買ったのがこれだ」というんです。それだけじゃないんですね。その

うち「応接間じゃ気兼ねなく話ができないから、君、俺の部屋に来いよ」というんです。４畳半

か６畳の部屋で、夏ですよ。こたつに火が入っているんです。こたつに入って、そこで僕とこた

つに足を突っ込みながらいろんな話をしました。楽しかったですね。今でも目に浮かぶんですが、

角刈りの頭なんです。職人の倅だというのですが、もともと東京の本所の出身ですよね、深川の

生まれで、関東大震災で奥さんも娘さんも亡くして、それで東京を捨てて大阪でまた事業を起こ

して成功すると、そういう人生なんですが、彼に５つの蓄積の社是のいきさつを聞きたいために

行ったんです。そしたら、これは私がつくったわけじゃないんだと言うんです。戦争直後、電気

製品なんか何も売れない時代にしようがないなと思って、逆に彼が成功した要素というものをメ

モに書いていったというんです。昔、重役室も大部屋だったそうですが、そこでメモに書いてい

ったというんです。そこに「信用の蓄積」「資本の蓄積」「奉仕の蓄積」「人材の蓄積」「取引先の

蓄積」と書いていったら、大部屋ですから、そばで見ていた重役が、当時親方と言ったそうです
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が、「親方、これいいですね。これ飾りましょう」といって飾ったのがシャープの社訓になって

いくんです。メモが社訓になっていく。

これは、社訓とか家訓を研究するのに一番いい見本なんです。なぜかというと、本人が押しつ

けているんじゃないんです。自然発生的に重役のほうから、これいいなと。社員のほうは身にし

みていますから。それで、自然発生的に社訓になったいい例ですよ。これは、おそらく僕みたい

に社訓を研究する者としては絶好の材料なんですね。

これがものすごく役に立ったのが１回あります。それは昭和 33 年、ミッチー・ブームのとき

です。今の天皇と美智子妃殿下が結婚した昭和 33 年のミッチー・ブームのときにテレビがもの

すごく売れるんですが、問題は、そのときに納期に間に合わせるだけの能力を持ってないといけ

ません。そこで一番生きたのが「取引先の蓄積」という社是だったというんです。取引先を大切

にした。私は松下さんと違って、取引先を安いからといってちょこちょこ変えたことがないとい

うんです。一旦信頼できた取引先はしっかりと大切にした。値引きも求めなかったし、安いから

といってあっちこっち取引先を変えるようなことはしなかったと言うんです。それが、一番売れ

るときに納期に間に合うように取引先の業者がみんな徹夜で協力してくれたと。それがもとでシ

ャープの基礎ができたというんですね。これは、自分が過去の経験を不況期の中でどう生かした

かという典型的ないい例だと思います。

「早川さん、あなたは職人が好きだというけど、職人とロボットはどう思いますか」と聞いた

んです。そしたら、やっぱりこう言っていました。職人は好きだけど、好きな問題とロボットと

は違うと。ただし、ロボットは最高のレベルの職人の手の動きをロボット化したものなんだとい

うんです。つまり、最高の職人というのは、一番効率のいい手の動かし方をするというんです。

彼が僕に言いましたのは、「今でも暗闇の中で爪切りでも何でも出せる。整理はきちんとしてあ

るということ。どこに何を置いてあるかもちゃんと整理してあるからだ」ということを言うんで

す。この人はほんとうの職人だなと思いましたね。こういう人が戦争直後、あの不況の中でどう

いう知恵で生きたかというのは非常に魅力があります。

そのときに早川さんからもらったのは、この「何糞」という色紙です、字はうまいかどうか知

りませんよ。でも、いかにも早川さんらしい。彼は関東大震災で自分以外、全部家族を亡くす。

それだけじゃない。再婚したときも、すぐ奥さんも子供さんも亡くす。非常にある面じゃ不幸な

人生です。だけども彼は「何糞」です。この色紙を私にくれました。

そしたら、一昨年の４月 16 日に、ノーベル賞をもらった小柴昌俊さんが「何糞」はいい言葉

だと新聞の広告のなかで言っているんですね。別に小柴という人がどうということはないんです

が、ほんとうに早川さんというのは魅力ある人です。伝記を書くんだったら、早川さんも書きた

い１人です。じかに会ってこれほどおもしろい、何時間会ったか忘れましたけども、ほんとうに

気持ちのいい人でした。そういう人が戦争直後の大不況の中で、過去の成功したことをメモにす

る、それを自然発生的に社訓にする社員、その社風があって、おそらく今のシャープがあると私

は見ております。

◇世界的古美術貿易商・山中商会の不幸

先ほど話したことですが、船場の有名な世界的古美術の貿易商の山中商会というのが敗戦後力

を失っていきます。それはなぜかというと、ロンドンとかシカゴとかニューヨークとかにあった
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店が戦争中日本が敵国になったため全部没収され美術品はオークションにかけられ商売道具を

失います。戦後アメリカ政府を相手に返還訴訟に持ちこんでいくんですが、結局だめでした。没

収されて、安く売却されてしまう。古美術貿易商としては、世界的なものはおそらく日本では山

中商会だけでしょう。あと、京都にも池田合名というのがありましたが、これは大正時代になく

なりますから、世界的なものでは山中商会が最後です。それが、もったいないことに戦後の占領

下の体制下の中、アメリカに太刀打ちできなかったという問題があります。

◇占領下の管理貿易時代に船場のインド商人が我が国の輸出に多大な貢献

皆さん方にもうちょっと評価してほしいと思うことがあります。それは、占領時代に、日本は

ＧＨＱの政策によって直接貿易ができなかったんです。管理貿易という体制になりました。つま

り、間接貿易になるんです。そのときに、外貨を稼ぐために、特に輸出するときにどうやったか。

今は少なくなりましたけども、私が大阪に来た昭和４９年ころは船場にインド商人がたくさんい

ました。インド商人の果たした役割をもっと僕は評価すべきだと思うんです。なぜかというと、

インド商人というのは、私が少なくとも昭和 50 年ごろに取材したころは 140 社で 270 人ぐらい

いたんです。輸入はせず東南アジア、中東、アフリカなどへの輸出だけです。私が取材した昭和

50 年代は、７割が繊維でした。不景気になると活躍するのはインド商人だったんです。彼らは現

金取引なんですね。現金を持っていえ、手形なんか一切扱わない、インドでは銀行なんか育たな

いんですよ、その当時は。一切を現金で支払うから、逆に日本の不況のときには船場の小さい店

なんかは大助かりです。そのインド商人によって船場商人は限界的なお金を集めていたんです。

そういう世界もあった。その人たちが世界の輸出市場の開拓者として活躍していたんです。

例えば、丸紅は、昭和 40 年代までに入っていた新入社員は、必ず船場のインド商人との取引

を３年間やらされたといいます。これはきつい商売なんです。僕はインド商人と親しかったもの

で、しょっちゅう取材をやっていました。船場のインド商人をを相手に、丸紅の新入社員は取引

の厳しさを学ぶ、そしてそれぞれの専門分野に行くんです。そういう世界が少なくとも昭和 40

年ぐらいまであったらしいです。

ところが、これだけ貢献したインド商人のことにかかわらず、日本で船場のインド商人につい

て書かれたものを見たことがございますでしょうか。私がたった１回、商工中金の機関誌に書い

たことがあります。それ以外はないはずです。番組も私がつくったのが唯一だと思います。なぜ

か。１つは、インド商人の取材というのは非常に難しいんです。カーストなんですね。今はター

バンを巻いている人をあまり見かけなくなりましたが、昔は随分見かけました。あのターバンを

巻いている人とそうでない人とのカーストについて頭に入れておかないと取材できないんです。

私は、どれだけほかのジャーナリストに言いましたか、船場のインド商人を取材しなかったら、

本当の船場を取材したことにならないと言ったんです。だれも出てきません。それから経営史学

会とか、随分あちこちで学者にも、船場のインド商人の歴史、これは関東大震災をきっかけに横

浜から流れてくるんですが、その研究もなされていないからやるべきだとどれほど言っても誰も

ついてきません。しかし、現実に戦後の管理貿易時代に活躍したインド商人の意味づけというの

は考えないといけないです。私は現に、先ほど言いました企業家ミュージアムの 170 の１つに船

場のインド商人も上げたのですが落とされました。本当に見るべきところを見ていないんです。

今はもうどのくらいあるか、私は知りませんけれども、しかし、少なくとも船場のインド商人が
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あって、戦後の非常に厳しい時代の大阪の経済をある面で支えてくれたんだということを忘れる

べきじゃないと思います。

それからもう一つ、日本住宅金融という会社を覚えていますか。大蔵省の金融局長をやった庭

山慶一郎さん、この方は、このすぐ北側の船場淡路町で生まれています。大蔵省の高官として非

常に味のある論客ですが、彼が去年の暮れに大蔵省時代の金融政策の話から創業社長だった日本

住宅金融がバブル経済で破綻するまでのことを書いた「懐旧九十年」という本を私に送ってきま

した。私は今年１月に、田園調布のマンションに行って、いろんな古い話を聞きました。彼とは、

美術関係のことで親しくおつき合いしていたもので、この話を中心に話したんですが、この本は、

そういう面で船場の歴史、それから今の財務省、昔の大蔵省の政策についてのいろんな問題が具

体的に書かれています。つまり、経済史という観点、それから現在における人脈まで全部書いて

あるんです。実名を挙げて書いてありますから、大蔵省高官の誰がどういうことをやったかもよ

くわかるんです。そういう点でも参考になりますので現在の金融恐慌を考えるうえでよい本です。

昭和 46 年ドルショックから昭和 48 年石油ショック以降の大不況

◇「浮利を追わない」社訓を守った住友商事の意外な社訓の扱い

石油ショックのときの不況、ここの中で非常に印象的なことが１つございます。住友グループ

はもともと社訓というものを大切にすると言われています。住友は、もともと商事部門というの

は大正年間から禁止されているんです。私は住友商事の戦後の中興の祖と言われた津田久さんと

親しかったもので、あるとき社訓の話でいろいろ取材していて、「三井と住友の違いを語ってく

れませんか」と言ったんです。何て言ったと思いますか？ 「三井はたかだか越後屋でしょう、

呉服屋さんでしょう」と。呉服屋ということは、「物を右から左に動かすだけの仕事でもうけて

いるだけでしょう。私のところは別子銅山だ」と。彼も国益志向なんです。それをはっきり言う

んです。このときの印象は、まじめな顔で言うんじゃないです、三井を揶揄するような顔つきで

話しをするんですね。そういう考え方があるのか、と私もいささか驚きました。ところが、その

後まさか三井銀行と住友銀行が一緒になると私も思ってなかったですけどね。そのくらい住友と

いうのは社訓を重視する会社で、ちょうどこの会の会長の川上哲郎さんがこの席にお見えになっ

たから話すわけではありませんけが、住友の有名な社訓「浮利に走りて軽進すべからず」という

のは、明治 15 年につくられたものなんです。淵源をたどれば江戸の初期にもありました。しか

し、実際につくられたのは明治 15 年以降の社訓なんですが、この「浮利に走りて軽進すべから

ず」が石油ショックのときに問題になるんです。

どういう形で問題になるか。覚えている方もいらっしゃると思いますが、石油ショックの後、

次々に倒産する中で、特に問題になったのが丸紅、伊藤忠、それから伊藤萬もそうでしたが、関

西系商社が総合商社になるときに、次々と事件を起こします。伊藤忠は土地の問題、丸紅はもち

米の問題、それから関東では三菱商事が海産物での取引で事件を起こすんです。そういうことが

あって、商社に対する批判というのが出て、国会に次々に呼ばれます。その中で住友商事は指弾

されるような事件がありませんでした。

なぜかというと、津田さんの話によれば、社訓を厳密に守ってきたからだというんです。石油

ショックの不況のころですよ、それがこう言うんですね。昭和 47 年にニクソンショックがござ
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いました。そのときに、アメリカのニクソン大統領が穀物の輸出禁止令を出します。その結果、

シカゴから日本に向かう海上を渡っていた住友商事の大豆が大暴騰するんです。そのまま時価で

売ったらものすごく儲かりますね。ところが、そのときの住友商事の穀物担当の本部長が、何と

三井物産からスカウトされた男だったんです。彼は社風の違いを知っていましたから、これは時

価で売っていいものか、それともシカゴでの買いつけ相場に妥当なマージンを上乗せした価格で

売るべきか考えたというのです。そのためこの大豆の売値をどうすべきかを重役会にかけて侃侃

諤諤論議します、当時社長が柴山さんなんですが、最終的に「やはり住友商事の創業の精神を忘

れてはいけない。たまたまニクソンショックのおかげで大暴騰して大きな利益をあげるのは浮つ

いた利益で、社訓に反する」という結論を柴山さんがくだしたんです。そうした社訓を守った経

営のおかげで、結果的に当時の総合商社批判の対象にならずにすんでいるんです。

ところがその後、昭和 48年から３年間かけて、日本文の社訓は変えずに既に昭和 39 年につく

られていた英訳の方を変えていくんです。なぜか。海外にいた外国人の住友商事の社員が「商社

なので相場商品を扱うのに、ヘッジのための投機的行為を禁止するのはおかしい」と問題提起し

たそうです。昭和 39年の英訳では、大阪外大の先生が翻訳したんですけれども、そこでは、「浮

利に走りて軽進すべからず」を「Ｄｏｎ‘ｔ ｓｐｅｃｕｌａｔｅ」という訳文になっているん

です。その外国人からの話を聞いて、当時の社長の柴山さんか津田さんからの提案かわかりませ

んが、日本文を変えずに訳を変えようかということで、昭和 48年の 12月、まさに石油ショック

の真っ最中、そのための委員会を発足させているんです。３年間かけて昭和 51年 11 月に発表し

ました。英訳の改訂のために３年間かける。三菱商事の法務室の人やアメリカのジャーナリスト、

10 人ぐらいを委員会に呼んで訳文をつくります。最終的に「Ｄｏｎ‘ｔ ｓｐｅｃｕｌａｔｅ」

がどう訳されたかというと、「Ｅａｓｙ ｇａｉｎｓ」、つまり、「安易な利益を求めてはいけな

い」、そういう訳文に変わっているんです。つまり、投機的なことをしてはいけないというのと、

安易な利益を上げてはいけないというのは見事に違いますよね。僕は完全に違うと思います。な

ぜか。「Ｅａｓｙ ｇａｉｎｓ」の判断は幾らでもできます。投機的は厳密です。そうすると、

ものすごく活動しやすくなります。

住友商事は扱い高で、当時の 10 大商社のうちいつも６位か７位ぐらいだったんですが、この

英訳改定後、ぐんぐん業績を伸ばしていくんです。これは、おもしろいぐらい、英訳のよる理念

の改変によって見事に大きくなった。ところがそれまで石橋を叩いて渡る営業といわれたこの住

友商事が積極性への転換となる理念を通しての改変が、住友グループ全体に影響を与えたのか、

安藤太郎率いる住友不動産の地上げの問題が出てくる。磯田一郎率いる住友銀行による平和相互

銀行金屏風事件なんかもそのころ出てくる。非常におもしろいきっかけをつくっているように私

は思います。これは私の解釈の問題ですから、そうじゃないと言うかもしれませんけれども、少

なくともきっかけはそうです。外人社員のほうから「Ｄｏｎ‘ｔ ｓｐｅｃｕｌａｔｅ」はおか

しいというところから始まっているわけですから、営業理念上の変化求めていったという非常に

おもしろい例です。それが、石油ショックの後の住友グループにとっての大きな転換の契機だと

思います。

◇現金取引商法・スーパーが関西から誕生・成功した意味

和田哲の和田亮介さんの「扇子商法」という本は、皆さんが読むべき必読の本じゃないかなと
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思っています。なぜか。こういう時期だからこそ企業倫理というものをもう１度しっかり見直す。

それだけじゃない、新しい戦略というものを絶えず考えていく。それのヒントがこの「扇子商法」

の中にたくさん出ています。私自身も随分参考になりました。自分の生きる道としても参考にな

りました。

その中で、特に私が好きなのは、＜倒産のモラル＞について書いた一節です。それは、和田哲

にあるとき、取引先から突然前触れなしに大八車に乗せて品物を返しに来たことがあると。当然

普通だったら怒りますよね、ところが、その会社は間もなく倒産します。つまり、日ごろの和田

哲の恩義に対して、倒産して品物が担保か何かで取り上げられる前に黙って返しに来た。船場で

商いをする魂を持った人の掟みたいなものですね。これをよく守ったいい逸話だと思います。

もう１つ、道修町では、少なくとも明治か江戸時代かわかりませんが、倒産した企業は赤ちょ

うちんを提げ白装束をして、取引先に対して一軒一軒謝りに回ったというんです。私は、それは

本当かなと思って聞きましたら、本当だったらしいです。それは、武田薬品の古老に今から２、

30 年ぐらい前に取材したときに、まさにそれを私も見たことがあると言うんです。だから、多分

少なくともあったことは間違いない。そのときに謝りに行った人たちに対して、「また頑張れよ」

と、道修町の旦那衆は励ましたというんです。この辺のおきてはいいですね。

これは実際にあった話で私が取材しました。昭和 54 年に、船場の安堂寺町か博労町にあった

和歌山出身の城野さんという人が倒産します。小さい店です。しかし、彼は倒産する前に私財ま

できれいに処分して取引先に迷惑をかけないように借金を返していったというんです。きれいに

売却して、家も売却して返していったと。それが、ごく一部の間で大変な美談として伝わったこ

とがあります。これは、当時「日経流通新聞」に載っていましたね。私、その息子さんが後に商

売をやったときに取材に行きましたら、そのとおりだったそうです。原因は、ダイエーに入れ込

み過ぎて、ダイエーに下着を納入していたんですが、ダイエーに売上の 30％か 40％入れあげた

ために厳しい値引きにあってアウトになってしまったんですが、そのときの倒産の仕方が非常に

昔の船場らしいきれいな倒産の仕方だったと船場の一部ので話題になったことがございます。

いまのような時期には特に倒産が多いだけに、十分頭に入れておいたほうがいいんじゃないか

と思います。

◇ドイツの企業哲学

それから昨日の朝のＮＨＫで、僕はかねてから気になっていたんですが、長野県伊那市にある

伊那食品のオーナーがこの時期に参考になるい経営理念を語ってましたので、ビデオをご覧くだ

さい

（ビデオ上映）

この番組が非常に参考になったのは幾つかあるんです。それは、大ブーム、急激な経済成長と

いうのはよくないということを言っていますね。同じことを私が大和證券の百年史を書いている

ときに、大和證券のフランクフルトにいたことのある社員から聞いたんですが、前の首相のシュ

レーダーが野党の党首だったころにこう言ったというんです。「千年先にもドイツが存在してる

ためには、一時的な大ブームがあってもうけ過ぎで浮かれるような経済社会であってはいけない。

少しずつ経済成長していく社会を選ぶべきだ」と。なぜかというと、ブームがあると過剰な利益
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を必ず事業の拡大に投資せざるを得ない。その結果、ブームが去って事業を撤退する時首切りを

するなど社会不安の要因になる。国家が安定して生き続けるにはもうけ過ぎというのは非常に危

険だということを言ったというんです。現に当時のドイツのどこかの銀行がそれにあわせて、

1980 年代後半の、ものすごく儲かる時期に首切りをやったというんです。一番もうかっていると

きにリストラする。そうすると、逆に好調なときですから働き口があるわけです。それを実践し

たというんです。それで、絶えずもうけ過ぎにならないように安定した成長をねらう、見事な哲

学ですよね。それをちょうど裏づけるような話をこの伊那食品のオーナー塚越寛会長は言ってい

るんです。

大体長野県の人というのは非常に理屈っぽいんですが、この人もまさに理屈のいい面をよく実

践している。「開発の貯金」なんていうのも実にうまいこと言いますよね。良い商品を開発した

からすぐ商品にするのではなく、「貯金」として残しておき他の商品が売れなくなった時に、商

品化する。つまり安定した売り上げのための「貯金」ですね。また不況期にどう対応するかとい

うことに対して、不況対策じゃない、「好況対策」を考えるという発想というのはドイツの企業

の考え方と同じで非常にすぐれていますよ。このレベルの経営者がいたら、日本も大分よくなっ

たんじゃないでしょうか。残念ながら、今の経営状況を見ると、ほんとうにひどい経営者のほう

が大半じゃないかなと思っています。

現在の世界恐慌

◇「金融工学」は学問か？

最後に、どうしてもこれだけは言っておきたいのは、最近のデリバティブとかサブプライムの

問題ですが、これもひどいなと思ったのは、私、サブプライム、デリバティブについて、発生し

てから随分取材しました。一番の根本は金融工学だなと見たんですよ。金融工学を盾にして次々

に商品が開発されているわけですね。言葉は金融工学、エンジニアリング、工学ですよ。あれは

学問じゃないんですね。誰に聞いても金融工学をわかっている人はいないんですから。バンカー

にも聞きました。京大大学院教授の吉田和男という、前に大蔵省にいた人ですが、彼に聞いたけ

ど、正直言ってわからん、というのです。ほかの人もみんなわからない、わからないです。今か

ら 10 年前にＮＨＫが「マネー革命」という 4 回シリーズの番組でその３回目に＜金融工学の旗

手＞という番組をつくっています。金融工学を開発してノーベル賞をもらった連中がその後投資

会社を経営して破綻しますよね。その番組でも「金融工学はわからない。わからない」を通した

番組なんです。今、世界中で金融工学をわかっている人は誰がいるんでしょうか。おそらくゼロ

だと思います。それは、商品相場と株価の平均値を出している数理統計学だけの問題ですから、

学問じゃない。ところが、学問に偽装された金融商品が投機的商品として売り出されるからもの

すごい危険です。この金融工学は徹底的にたたいておかないと、手をかえ、品をかえ、デリバテ

ィブ、サブプライムのような商品が次々に出てきます。その根っこのところをきちんと批判して

金融工学は学問ではないと俎上に載せた論文がまだ出ていない。

つい最近、これは今月８日に立命館大学数理科学の教授の赤堀次郎という人が、私が見たとこ

ろで初めてですよ、割合とまとまって金融工学について批判的なものを書き始めました。あとは、

中谷巌なんかひどいものですね。この間、１月２９日のＮＨＫのニュースセンター９の番組で彼



20

が出てきて彼や竹中平蔵が主導した小泉首相時代の経済政策の誤りを懺悔録という形で本にし

て言いわけをしていましたけども、僕は彼が一番いけないと思ったのは、大学時代に経済哲学を

やってこなかったということを言っていることです。テレビで公言しているんです。彼は学問を

やっていないのと同じです。経済学をやる上で、経済哲学をやらなかったら学問じゃないです。

それを、何を考えてこの男は竹中平蔵と一緒になって小泉時代に経済政策の論客ぶってきたのか、

ほんとうに情けなくなりました。彼なんかは、懺悔録で書いた本の印税は全部国民に返すべきで

す。もっと言えば、政府の審議会の委員など委員会、審議会の委員をたくさんやっていましたね。

何億円も稼いでいるはずだから、それも全部僕だったら返させるべきだと思います。場合によっ

ては、大東亜戦争における東條英樹らの戦争責任じゃないけど、誤った政策で現在多くの国民が

困窮していることを考えれば、まさに経済政策責任として法廷に立たせるべきです。ひどい話で

す。そのぐらい私は、今の不況というのは問題意識を持って深刻に受けとめなきゃいかんという

ふうに思っております。

かなり好きなことを言いましたけども、そのぐらい言っておかないと、今、ほんとうに世の中

がたるんでますので。

司会 では、大塚様、どうもありがとうございました。（拍手）

昭和初期から現在に至るまで、幅広い観点からいろんな企業の話題等をご紹介していただきま

して、ためになることも多かったんじゃないかと思います。
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質疑応答

司会 ご質問を一、二問受け付けたいと思いますが、どなたかご質問のある方、挙手願えませ

んでしょうか。いらっしゃいませんか。どうぞ。

質問者 大塚先生に教えていただきたいんですが、私も不勉強でございまして、インド人との

取引の件は知らなかったんですが、インドというのは、僕はあまり詳しくないんですけども、カ

ーストというのは５つぐらいしかないというふうに聞いていたんですけど、実際には 50 ぐらい

あるんですか、

大塚 カーストについては、数えたら切りがないですよね。

１つだけ言っておきます。彼ら、船場のインド商人の出身地はむかしのボンベイ、現在のムン

バイとかパキスタンのハイダラバードなんです。そこから日本に渡り、すでにあるインド商人の

会社に丁稚奉公して、３年ぐらい修業したうえで独立していくんです。

質問者 僕の意味は、カーストの高い人がそういう仕事をしておられたということですか。そ

れは関係ないですか。

大塚 いやいや、関係ないです。あらゆる人がやっています。

質問者 そうですか。ありがとうございます。

それからもう１つ、経営者の姿勢、それから経営者の心の原点、そういったものを、本当にも

う１度私自身も認識いたしました。ありがとうございました。

司会 他にどなたかございませんか。

では、私からですが、特に今ある古い企業は非常に骨があるというか、いろんな苦難を乗り越

えて工夫されてきたのに対して、昨今の企業があまりよくないという話なんですけども、どうい

う形態というか、例えば事業部制とか株式会社とかがあり、株式でも公開から非公開にする会社

も幾つか出てきたりしているんですけど、トレンドとして、そういうような仕組みというものが

影響しているのでしょうか。

大塚 一番の問題は、今は横文字を使い過ぎです。あれは絶対おかしい。ＣＳＲなんてわかり

ますか。企業の社会的責任とか言えばいいのに、そのためのむだな努力をやっているんですよ、

社内で。きちんと昔からある言葉を使えばいいんですよ。

それから、何でもかんでも横文字を使えばいいという悪い習慣があり過ぎですね。まずは日本

をしっかり理解する。国際化というのは、日本をしっかり理解することだと思います。なぜかと

いうと、僕は外国に行くたびに聞かれるのは、日本の茶の湯のこととか歌舞伎とか、そういうこ

とです。フランスに行っても、インドに行ってもそうだと思います。日本をまずしっかり理解す

る。その上で国際化ということを頭に入れないといけません。根本的なところで横文字を使えば

国際化だというのはとんでもないです。

司会 ありがとうございます。

確かに、ＣＳＲと言わなくても、「三方よし」とか、良い言葉も昔からあるわけですしね。そ

ういうことを総合しますと、日本企業の方々はもっと自信を持って世界と商売する上でもやって

いくということで、何とかこの不況を乗り切っていけるのかなというふうに、私は感想として思

いました。

お時間もちょうど 15 分になりましたので、以上で本日の特別講演会を終了させていただきた
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いと思います。大塚様、まことにありがとうございました。（拍手）

以上をもちまして、平成 20 年度特別講演会「歴史から学ぶ不況期における老舗企業の経営学」

を終了させていただきます。

どうもありがとうございました。（拍手）
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