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社 外 取 締役 をお 引 き受 けす るに あた っ て
〜 映 画 「七 人 の侍 」 で 勝 っ た の は誰 だ 〜
宮下佳廣
本年 6月 の株 主総会で社外取締役 に就任 い た しま した宮下佳廣 です。
みな さん とは昨年 の営業所長会議や 大分、名古屋 の営業所 での懇 談会 に参加 し、 さらに本年 3月
の全 体会議 で もお会 い してお ります ので 、あ らためて のご挨拶 は必要無 い よ うに思われます。そ こ
で、今 回 のお役 目をお引き受 けす るに際 し、小泉社長 との意見交換 の 中での話題 をご紹介 し、 ご挨
拶 にかえた い と思 い ます。
それ は、年輩 の映画 ファンな ら誰 で もが一度 は観 た ことがお あ りと思われ る黒澤明監督 の作 品で、
日本映画 の最高傑作 と評 され る 「七人 の侍」 の ワンシー ンです。 この映画 の あ らす じは、 日本 の戦
国時代 を舞台 とし、野武 士の略奪 によ り困窮 した村人 に雇われ る形 で集 った七人 の侍 が、身分差 に
よる車L蝶 を乗 り越 えなが ら協力 して野武士 の一 団 と戦 う物語です。この映画 を見 る度 に、豪雨 の 中、
残 る十三騎 の野武 士 と決戦す る泥沼 の戦場 の大活劇 シー ンは胸 のす く思 いが します。 しか し、そ の
中でや は リー番印象 に残 るのは、名優志村喬扮す る リー ダーの島田勘兵衛 が 、野武 士 を撃退 し平和
を取 り戻 した村人 が喜び勇 んで田植 えを してい る姿 を眺めなが ら、弟1髪 した頭 をなでつつ 、『 勝 つ
た の は村人 た ちであ り、 自分たちではない』 とつ ぶや く最後 のシー ンです。武 士 とはい え浪浪 の身
の 自分 たち と、大地 に しつか り根 をお ろ し農耕 を営む村人 との立場 の違 い を悟 ってい る重み の ある
言葉 であつた と強 く心に残 つてお ります。
現在 の千代 田商事 と映画 「七 人 の侍」 とでは状況 が大 き く異 な りますが、共通す る ことは村人 が
主役 であ り、結果 として村人 が勝 つ とい うよ うに、千代 田商事 のみな さんが一 段 と強 く退 しくな り、
点にあると考 えます。
幾多 の危機 を乗 り越 えて会社 の持続的発展 を成 し遂 げてい く一 ′
また 、超高齢社会 に入 つた我が 国の大 きなテ ーマの一つ である 「世代 間交流」 の観点 か らも、特
に若 い社員 のみ な さんに対 し、企 業人 の先輩 として、そ して リタイ アー後 の大学で の研究者 として
の視点 を併せ てお伝 えできれば と考 えて い ます。 そ して、そ の結果 が千代 田商事 の発展、 さらには
日本 の将来 に資す る ことに繋 が る ことを念 じてお ります。
今 か ら 47年 前 の昭和 41年 、故郷 の北海道 を出て出光 に入社 し東京 での新入社員教育 を終 えて、
四国徳 島 にある出張所へ赴任す る際、姫路 を通 り岡山か ら宇野に出て対岸 の高松 へ 渡 る宇高連絡船
(当

時は東海道新幹線 が大 阪までで、瀬戸大橋 も無 い時代で した)の 中で詠んだつ たない歌 を紹介

し、新 たな気持 ちで臨む現在 の心境 をお伝 え します。
瀬戸内の

青 き海原

今越 えて

未知 の国へ と 勇み来 たれ り

なお、今後原則毎月、 自然 ・社会 ・歴史 。文化 に関す る一文 をお届 け したい と考 えてお ります。
感想 。ご意見 がおあ りで した ら ym2041@axel.ocn.ne.jp迄 ご連絡 くだ さい。楽 しみにお待 ち して
お ります。
以上
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野 面積 の 精神
〜姫路城 の石垣の強さの秘密 〜
宮下佳廣
姫路は 30年 前の勤務地であり数々の思い出があります。中でも国内初の世界遺産に登録
された女
臣路城 は、日本文化 の象徴 として子 々孫々まで残 しておきたい建造物で、現在行
われてい る大天守保存修理 の終了後 にどんな姿 を見せて くれ るかが今か ら楽 しみ です。
この姫路城 を何度か訪れ、そのたびに、日本古来の建築技術 に感銘 を受ける中で特に印
象に残 つてい るのは、
『 野面積 (の づ らづみ)』 と呼ばれる石垣についての城 内の案内板
です。
『野面積』は、豊臣秀吉の時代、大小 さまざまな自然石をそのまま積み組み合 わせて
い く最 も古い技術 で、微妙 な重心のバ ランスを保つ技 が当時の石垣職人石工の腕 の見せ
所 であつた と言 われてお ります。ただ、
『 野面積』はあま り高 くは築けない欠点があ り、
関ヶ原 の合戦以降は『 打ち込みはぎ』 とい う、自然石 を槌でたたいて平たくし、角 を落
として積みやす くした形式 が多 く用 い られ るようにな り、「扇 の勾配」 と呼ばれる高 く
急な勾配 の石垣が築けるようにな りま した。
私 がこの『 野面積』 に関心を持 つたのは、当時姫路 にあつた工場 の人事課長 として、
知多市 の新鋭 工場へ数十人規模 の大きな配置転換に迫 られていた時期 で した。そのため
に、それ ぞれ の ライ ンの長 の理解 と減員後 の体制づ くり、それ に加 えて対象 となる社員
が転勤 を自らの成長 の機会 として受け止める納得度 が必要 とな ります。そ こで、私 自身
が会社全体 の方針を咀曙 し、社員 300人 一人一人の個性 。可能性へ の期待、個別 の事情
を勘案 しなが ら説得 に当た りま した。異動発令 までは対象 となる社員 の顔 が脳裏 か ら離
れず、眠れない 日々が続 きま したが、苦心惨惰 のす え、何 とか当初 の 目標 を達成す るこ
とができま した。このときの心境 は、まさに 400年 以上前 の石 工が石垣 の全体像を頭 に
刻み込み なが ら、大小 さまざまな一個一個 の石 の特性を熟知 し組み合わせてい く
『 野面
積』 のよ うなものであつた と思います。
グローバル化 が叫ばれ、国や ビジネ スのあ り方において も、効率化 。画一化 とい つた
『 打ち込みハ ギ』的な人材が求められる今 日ですが、私は、一人ひ とりの個性 を活か し
ながら全体を統括 してい く『 野面積』の方 こそ、組織 の原理原則に通 じるものがあると
考 えます。 これか らの時代にあつて も、また、これか らの千代 田商事においても、変 え
申であることを、姫路
てはい けない ものの一つがこの『 野面積』に込められた石工の精ネ
城 の石垣は教 えて くれ てい るのではないで しょうか。
感想 ・ ご意見な ど ym2041@axel.ocn.ne.jp迄 、 ご連絡 いただけた ら幸いです。

海賊 か らの 便 リー3

2013/09/01
坊 さん を 脱 帽 させ た 海 賊 の 贈 り も の
〜『 海 賊 とよばれ た男 』 秘 話

(1)〜
宮下佳廣

今年 の本屋大賞 に選 ばれた 、出光興産創業者 の出光佐 三の半生 を描 い た『 海賊 とよば
れた男』が 200万 部 の発行部数 を超 えた ことに驚 か され ると同時に、OBの 一人 として
嬉 しく思 い ます。作者 の百田尚樹 は、東 日本大震災 の後、日本全体 があき らめムー ドに
な ってい るときにこそ 、日本 を立 ち直 らせ たす ごい男 のこ とを皆 に知 つてほ しい と思 っ
て書 い たそ うです。今 回、この本 に書 かれていない 出光佐 三の知 られ ざるエ ピソー ドを
紹介 します。
それ は、私が昭和 56年 に管理職 (総 務課長 )と して最初 に赴 任 した福 岡 にある聖福寺
本最初 の禅寺。出光美術館 には、江戸時代 の住職 の仙圧和 尚が描 い た禅画 の 日本最
大 の コ レクシ ョンが ある)へ 挨拶 に出向い た時 、住職 か ら間か された 出光佐 三の若 か り
(日

し頃 の話 です。
この住職 が 、昭和 25〜 6年 ごろ、 日本で最 も大 きな禅寺 である臨済宗妙 心寺で修 業
を していた ときの ことです。当時 の 日本 は、戦後 の復興 が始ま って 間もない時代 で、当
然食料事情 も厳 しい状況下で した。外 国か らのグス トを案 内 して きた出光佐 三は、境 内
の片隅 にある、禅僧 が食料 自給 のために育 てて いた 、やせ 細 つた野菜畑 に 目を とめ、し
ば し件 んで考 え込んだ後、 「みな さん、頑張 つて下 さい」 と、ひ とことだけ言 つて帰 っ
たそ うです。数 日後、大 きな荷物 が妙 心寺に届 き、送 り主は出光佐 三 となってい ま した。
禅僧達 は、お米や野菜 といつた食料 が届 いたので は と、大 きな期待 を抱 い て包みを開き
ま した。 ところが、出てきたのは 「大量 の油粕」で した。 このす ぐに食 べ られ る食料 で
はない贈 りものに、禅僧達はがつか りしま したが、や がて 「この油粕 を肥料 として立派
な野菜 を育 てて下 さい」 とい う送 り主 の意 に気がつ き、納得 したそ うです。
老子 (紀 元前 500年 。 「わか りやす い 中国 の歴史」 16P)￨ま 「授人以魚 不如授人以
漁」 と教 えてい ます。それは、 「魚 を与 えるのではな く、魚 の釣 り方 を教 えよ、いいか
えれ ば、魚 を与 えればその場 の飢 えは しのげるが 、明 日も同 じ状態 になる。 しか し、魚
の釣 り方 を教 えれ ば、そ の後 もず つ と食 べ ていける」 とい う意味 です。出光佐 三が禅僧
に泊粕 を送 つた行 為 は、ま さに老子が 2500年 前 に唱 えた教 えに沿 つたもので した。
この こ とは、 「若 い人 をいか に育 ててい くか」 の基本 に通 じることと思 い ます ので 、
私 の社外取締役 としての役割 も、この考 え方 に学びなが ら全 うしたい と考 えてお ります。

感想 ・ ご意見な ど ym2041@axel.ocn.ne.jp迄 、 ご連絡 い ただけた ら幸 いです。
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植物 に学 ぶ 「強 い組織」 のつ くり方
宮下佳廣

世界的な異常気象 が続 く中、実 りの秋 を迎 えて い ます。毎年、農作物 の種別 また地域
別 な どによ り、豊作、不作に大 きな差が生 じています が 、それ は 自然条件だけではな く、
「人 間 の力」に大 きく左右 されてい ます。農業・園芸 は、厳 しい 自然条件 の 中で生 き抜
く遇 しい植物 の生命力 と、それ を活用す る人間の知恵 によ り成 り立 っています。
千葉大学園芸学部 で学 んだ植物 と人間 の関わ りを、身近 な事例で紹介 します。
公 園や ゴル フ場 で よく目にす る芝生に関す る事例です。いつ も青 々 とした元気 な芝生
を維持す るために、灌水 (水 や り)は 、 ど うしてい るのだろ うか とい う問題 です。毎 日
の よ うに人 目につ かない早朝 に水 を撒 いてい ると思 われがちです が 、実 は 4〜 5日 水 を
や らず に乾燥 させ 、も う枯れ るかな と思われ るギ リギ リまで待 ちます。そ の間に芝生 が
水 を求 めて地 中深 く根 を張 り、強 い状態 にな ってか ら、スプ リンクラー が稼動す る。そ
の繰 り返 しの結果、芝生は沢 山の根 を張 り、強 く丈夫 なもの に育 ってい きます。
私たちの主食 であるお米につい て も同 じです。イネ とい うと水 田とい うよ うに、常 に
田圃には水が張 られてい ると思われがちです が、稲穂 が 出る直前 に水 田か ら水 を抜 き、
土を乾かす作業 を必ず行 い ます。 これ は 「中干 し」 と呼ばれ る作業です。中干 しの 目的
の一つ に病害虫予防があ ります が、も う一つ 大切 な ことが あ ります。それは水 が干 され
た ことに驚 い たイネが、水 を求 めて地 中深 く根 を張 り、十分強 い根 ができた ところで 、
又、水 田に水 を張 ります。そ の結果、イネ には丈夫 な根 ができ、垂れ下が るほ どの重 い
稲穂 を支 え、次 々 と襲来す る台風 にも耐 えることができるよ うになるのです。

生物学 の専門家 である岩槻邦男 は 「地球 に生きる生 き物 の うち、自分 の生活 に役立つ
よ うに植物 の あるもの を矧1化・栽培 し自在 に活用できるの は人間だけです。この ことか
らも農業 。園芸は、人 だけが演 じる典型的な文化活動 のひ とつ です」 と述 べ ています。
このよ うに、植物本来 の生命力 を活か しなが ら人 の知恵 を加 えてい く営みは、「企業 と
い う生命体」に置 き換 えることができます。植物 と人 の関係 は、社員 一人 ひ とりの持て
る向上心を活か しなが ら、全体 の方 向性 を示す リー ダーの役割 に通 じるものが あ ります。
今 日、千代 田商事 は厳 しい経営環境 にあ りますが、む しろ、この機 を 「組織強化 のチ
ャ ンス」 と捉 えるべ きです。私 自身 も、意欲 ある社員 の皆 さん と共 に 「ど うすれば よ り
強 い組織 になれ るのか」を考 えなが ら、千代 田商事 の 中長期 の未来 づ くりの一助 にな り
た い と考 えています。

感想 。ご意見な ど ym2041@axel.ocn.ne.jp迄 、 ご連絡 いた だけた ら幸 いです。
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た っ た 一 度 しか な い 一 生 を 生 か す
〜 NHK― Eテ レ取材 を受 け て 考 えた こ と〜
官下佳廣
この 9月 に、 「鎮守 の森 コ ミュニテ ィ研究所」を立ち上げま した。 これは千葉大学法
経学部 の広井 良典教授 に師事 しなが ら研究室で行 つてい る地域活動 です。今回、広井教
授 の人脈 を通 して NHK― Eテ レの「団塊 ス タイル」とい う団塊世代 の多様 な生 き方 を紹
介す る番組 か ら取材 を受けま した。プ ログラムは、私 の企 業人時代 か ら森林イ ンス トラ
クターの活動、千葉大学園芸学部 での学生時代、そ して鎮守 の森 コ ミュニテ ィ研究所 の
活動 になるよ うです。今回は、取材 を通 して考 えた ことをお伝 え したい と思 い ます。
最初 に、番組制作者 か ら「企業人 を リタイア してか ら千葉大学園芸学部 で学位取得す
るまで の 6年 間、勉強 を持続 で きた意欲 の源泉は何 か」 とい う質 問を受 けま した。小樽
商科大学 の学生 だ った頃 は、テ ニ ス に打ち込み 、主将 も経験 したま さに庭球部卒 と言 つ
て も過言ではない体育会系 の学 生で した。そんな学問 とは無縁 の人間 で したか ら、千葉
大学入 学 の動機 も、初 めは森林イ ンス トラクター として、自然や植物 の知識 を深 めたい
とい うことで、農学博 士 を 目指そ うとい う気持 ちはま った く持 つてい ませ んで した。 と
ころが、千葉大で勉強 を始 めた頃、庭球部 の ダブルスのパ ー トナ ー であつた親友 がガン
を患 い 、余命幾ば くもない状況 とい うことが判 りま した。何度 も見舞 に出向き、学生時
樽時
代 の昔話 を しなが ら激励 してお りま した時 、陽気 に振舞 つていた彼 が 「お互 い 、ガヽ
代 はテ ニ ス に明け暮れ、殆 ど勉強 らしい勉強 を しなかつた。 しか し、お前は今、人生 の
忘れ もの を取 りにかえつてい る。俺 にはも うできないがおまえな ら出来 る。俺 の分 まで
頑 張 つて くれ」と しんみ りとした 口調 で語 りま した。 このひ と言 が 、そ の後 の私 の勉強
に対す る考 え方 を一変 させ 、学位 取得ま での長 く苦 しい研究 のみちの りの 中で大きな励
いか らあ りが とう」
み と支 えにな りま した。そ して 、1年 後 に亡 くなつた彼 の葬儀 で、「′
と弔辞 を結びま した。
取材 の最後 に、座右 の銘 を聞かれ、昨年 の会議 で千代 田の皆 さんにお話 した 山本有 三
の 「路傍 の石」の一節 を紹介 しま したので、あ らためて皆 さんに この言葉 を贈 りたい と
思 い ます。
「た つた一人 しかい ない 自分 を

た つた一度 しかない一 生 を

ほん と うに生 か さなか つた ら 人 間 うまれ てきたかいが ない じゃないか」
皆 さんにおかれま して も、一 人 ひ とりが 日々の仕事 の 中で 、自分 の持 ち味を最大限に
発揮 し、千代 田を 「この世 に一つ しかない会社」に創 りあげて いただきたい と念願 して
お ります。
感想 ・ ご意見な ど y■ 12041@axel.ocno ne.jp迄 、 ご連絡 い ただけた ら幸 いです。

