
文　　折原　浩（株式会社ディセンター代表取締役社長　産業部会幹事）

　私は渋沢栄一翁と同じ埼玉県出身です。小学生のころに、郷土研究家の方を招いての授業がありまし
た。そこで衝撃を受けたのは「渋沢栄一翁は 100 の会社をつくった」（＊実施は 500 社以上ですが、私の
記憶では確かに 100 と言っていたと思います）と言われたことです。そこで、商家に生まれた私は、「そ
れなら私は１０の会社をつくってやる！」と心に決めたのです。今から思えば、１０倍の 1,000 社と志
せば良かったのですが、そこは小学生だったのでそんな数は想像もつかなかったのですね、なぜか１/
１０の１０社でした。すると、私の中に大きな疑問がわきました。「作ることはできたとしても体は 1 つ
しかないからどうすれば 100 の会社を続けることができるのだろう」と。そこで講師の方に質問をし
てみたのですが、あまり確かな答えが返ってこなかったと記憶しています。当時の私が何とか導き出し
た答えは、「自分以外の 99 人の社長を育てたんだ。なるほど、経営というのは自分がやるだけでなく、
人を育てることなんだ」ということです。そこから私は経営者の道を志しました。
　私の渋沢翁への興味は尽きません。当時の日本の情勢を考えると彼が鉄道や炭鉱をつくった偉人と
いうのはさすがだと思います。でも、なぜか、当時の私は銀行と製紙会社をつくったことに興味がわき
ました。何となく、「銀行をつくれば、お金を貸して楽して大儲けができるのではないか」とは考えまし
たが、銀行をつくるだけの膨大なお金があれば、電車とか工場とかをつくった方が良いのではないか、
とも思ったものです。これについて、渋沢翁は自ら「とかく銀行は大きな河のようなもの。銀行に集まっ
てこない金は溝に溜まっている水やポタポタ垂れている滴（しずく）と変わりない」と語っています。
「確かに、手元の 1,000 円では世の中全体には、役に立たないかもしれないけど、多くの人から集めて大
きなお金にして、それを利用できる人に渡せば何かができる」そんなお金の本質のようなものに気づか
せてくれたのも渋沢翁でした。製紙会社については、最初は「紙が貴重だったからかなぁ」なんて思った
のですが、違うと思います。当時の私が出した結論は、「しっかりとした伝票を書く習慣を付けるため」
でした。あくまで当時の私の考えですが、「これから日本に多くの優秀な会社をつくるには、しっかりと
したお金の管理が重要だ。なのに、紙が高かったり、粗末だったりすれば、みんながメモ（伝票）を取らな
い。だから安くて良い紙をつくれば世の中が発展する」と渋沢翁は考えたのではないかと。
　銀行はお金を集めてまとめて使える人に渡す「しくみ」、製紙会社は安くて良い伝票の紙を提供する
「しくみ」、鉄鋼会社は様々なものをつくる原料である鉄を供給する「しくみ」、鉄道はそれを大量に運ぶ
「しくみ」…つまり、渋沢翁は、自分の会社を発展させることはもちろん、ともすればライバル社まで発
展させてしまうような、日本全体を発展させる「しくみ」をつくった人なんだと思ったのです。調べてみ
れば、「常に多くの葉を摘まんと思えば、その枝を繁茂させなければならない。その枝を繁茂させようと
思えば、その根を培養せねばならない」、「できるだけ多くの人に、できるだけ多くの幸福を与えるよう
に行動するのが、我々企業家の責任である。我も富み、人も富み、しかして国家の進歩発達をたすくる富
にして、はじめて真正の富と言い得る」と渋沢翁も言っています。
　コロナ禍が収まった後、世界中で産業革命が起こっていくことでしょう。今、渋沢翁がここに居たら、
おそらく、「これからの日本の発展を助ける新たな『しくみ』をつくることが肝心である」と言うのでは
ないでしょうか。私は、これからも渋沢翁の志で進んでいきたいと強く思います。また、私の娘も当時の
私と同じ 11 歳になります。今こそ、日本の財産である渋沢翁の言葉や考え方を子供たちにしっかりと
伝えていきたいと思います。
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T o p i c s  ≫ 第13回産業部会サロン（オンラインサロン）

　　韓国財閥最後の創業者・重光  武雄
　　　　　　　　　　　　　　柳町　功氏（慶應義塾大学　総合政策学部教授）

　敗戦後の混乱期を経て 1948 年 6 月、チューインガムの製造販売を手掛ける㈱ロッテが設立さ
れた。資本金 100 万円、社員 10 人から始まるこの会社の創業者が重光武雄（辛格浩 [ｼﾝ･ｷｮｸﾎ]
1921 ～ 2020）である。
　戦時中朝鮮から渡日し早稲田で化学を学び、化粧品や石鹸の製造販売から事業を興したが、そ
の後ガム製造業に転身する。その後ロッテは関西の先発メーカー・ハリスを追撃するが、従来の
原料である酢酸ビニール樹脂を離れ、天然チクルに着目し品質重視の経営を実践する。1000 万円
懸賞、ミスロッテといったマーケティングを駆使し、ハリスに勝利したロッテは、「お口の恋人」と
いう確固たるブランドイメージを日本の消費者の間に定着させ、その後チョコレート、キャン
ディ、アイスクリームなどを中心に総合菓子メーカーへと成長した。
　1965 年の日韓国交正常化後は母国・韓国での事業を本格的に開始する。1967 年 4 月、日本で
の事業パターンを圧縮させてロッテ製菓㈱を設立する。日本事業と同じ品質重視は韓国でも変わ
ることがなかった。そうした中 1970 年、朴正熙大統領から国際的に通用する一流ホテルの建設が
要請され、全くの新規事業進出が始まる。
　ホテル単独ではない百貨店を伴った一大観光・商業エリアをソウルのど真ん中に実現させる一
方、1979 年には念願の石油化学事業への進出を始める。こうした事業拡張は巨大財閥「ロッテグ
ループ」を形成し、グループ・コントロールタワーを必然的に生んだ。有能な専門経営者の集団が
それを支えた。
　日本における総合菓子メーカーとしての事業が深掘りを目指したのに対し、韓国では菓子事業
から始まったものの、その後は流通・サービス・レジャーと並んで石油化学までを展開する総合
財閥化を実現した。こうした日韓ロッテの「成功」は重光武雄自身による強烈な創業者精神の実践
によって生み出された。
　日韓間を往復しつつ、迅速な意思決定、即断即決を骨子とするオーナー経営を貫いた。事前調査
やデータを重視する一方、感性を大切にし、夢を追求した。韓国財閥のほとんどが借り入れに依存
しＭ＆Ａを追求したが、重光は借金経営や無理な多角化を嫌い、新規事業の創造を第一とした。
「重光商店」と呼ばれたように、ロッテは重光自身のワンマン経営が基本であった。しかしその一
方、個人が引っ張るやり方の限界を認識していた。絶大なる信頼を抱いた劉彰順に、自らの不在時
の韓国事業の管理全般を委ねる一方、幹部人材を育成し、必要とあれば外部人材のヘッドハン
ティングも断行している。
　現在は次男・重光昭夫（辛東彬 [ｼﾝ･ﾄﾞﾝﾋﾞﾝ]）が創業者精神を継承し、日韓全体の経営トップの
地位にある。競争力の源泉を品質に定め、ロッテというブランドの価値を高める経営を行ってい
る。今後はガバナンス要素たる政治、世論、市場との調和の実現が今まで以上に求められていくと
考えられる。
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T o p i c s  ≫  2018年2月　産業部会サロン講演内容のご紹介T o p i c s  ≫ 会員紹介

　　　◎興津　哲哉氏

　慶應義塾大学商学部の野口ゼミ出身です。
1968 年に朝日生命に入社。印象深い業務は企業年金。生命保険協会企業年金委員会
等いろいろ経験しましたが、日経新聞の「年金情報」誌の発刊に関わったことが思い
出されます。また当時、年金学会が設立され、現在は名前だけ登録しています。　その
後、朝日生命厚生事業団を経て 60 歳の時、児童健全育成推進財団へ。業務執行理事と
して主に共済保険を担当しました。
さらに 61 歳の時、鎌倉女子大の講師として「生活設計論」という講座を 10 年間担当
しました。「教えるものが教えられる」を経験しながら、教師とは魅力的な職業だなと
実感しました。
その間に保険業法が改正され、紆余曲折を経て、2013 年 (70 歳 ) に当財団は「認可特
定保険業者」として厚生労働省 ( 金融庁 ) の認可を受け、保険業者としてスタート。そ
の後順調に推移するのを見届け 77 歳で退任。
　以上、60 歳の定年後にも緊張感のある楽しい仕事に出会えたことは幸運でした。
アメリカの「雇用における年齢差別禁止法」は半世紀以上前に制定されたと記憶しま
す。日本も「定年」という概念が取り払われたらと思う次第です。

　追記 : 水泳、テニス、スキー、ゴルフ等ヘボなりに色々首を突っ込みましたが、今は、
親しい友と袖触れ合って一杯一杯復一杯！ ( コロナ禍で Zoom もどき…ではありま
すが…)

　　　◎松田　憲明氏（産業部会幹事）

東アジア経営学会幹事の松田と申します。よろしくお願い申し上げます。

慶應義塾大学商学部（野口ゼミ）卒業後は、協和銀行（現りそな銀行）に入社いたしま
した。
入社後は、国際部門を中心に 1７年間、銀行にお世話になりました。ニューヨーク支
店、ロンドン支店、半沢直樹で有名になりましたMOF担も担当させていただき、金融
機関のダイナミックな現場をこの目で見て、体験し、これからのキャリアアップと
思っていたところで、銀行の海外部門撤退、その結果、現在までの転職人生が始まっ
ております。銀行退職後は、フューチャーシステムコンサルティング（株）（現フュー
チャーアーキテクト）、日本ライトン（株）、シンバイオ製薬（株）、（株）モロオ、　　
（株）GSTV、現在の JMC（株）と主に転職し、CFOを経験させていただいております。
CFOの立場で、企業を IPO させる、財務内容改善させる、大規模資金調達する等、楽し
く、幸せな人生を歩み続けております。
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§会報誌バックナンバーのご紹介（主な内容）
　・第21号　第6回年次総会 特別記念講演
　　　　　  『心理学的側面からみた日本企業の人事制度―これまでとこれから― 』　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幸田　達郎氏（文教大学 人間科学部教授）  
　　　　　  『加速する不動産 DX ー FinTech と同様に、 PropTech 技術は革新するー』  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  木村　幹夫氏（株式会社トーラス  代表取締役）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2021年10月発行）
　・第20号　第12回サロン『SDGｓ時代の事業戦略』　林　倬史氏（立教大学経営学部名誉教授）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          （2021年7月発行）
　・第19号　第11回サロン『ロシア経済・経営の現状と課題』　加藤　志津子氏（明治大学教授）　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2021年5月発行）
　・第18号　グレート・リセット　　　　　　　　　　　　　
　　　　　   激変するコロナ後の世界と人生百年時代の個人のあり方について　長田　邦博氏　　  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2021年1月発行）
　・第17号　第5回年次総会の報告及び総会講演の内容　　　　　　　　　　　　　
　　　　　  『大学のリソースを使った地域経済活性化の事例研究』　渡邊　明氏（三重大学名誉教授）　  
　　　　　  『時代をまとい伝統はまた進化する』    佐々木　優弥氏（有限会社翁知屋　代表取締役社長）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2020年10月発行）

【第14回サロンのご案内】 ※リモート（Zoom)にて実施致します
■日　程：2022年  2月  25日（金）
■時　間：午後8時～9時30分（予定）
■講　演：株式会社創造開発研究所 代表取締役会長　高橋　誠氏
　「創造力に自信がない日本人！」
　日米英独の４か国調査（アドビ実施）で「クリエイティブな国は」では、日本がトップと評価されました。
　 ところが「自分はクリエイティブか」の質問に、日本人の答えは最下位でした。私は、これこそが日本が革新 
　 に遅れ、長期低迷している最大の要因と考えます。
    私は、創造性研究を５０年以上、創造性教育を２０万人以上に実施してきました。日本人に自分の創造性 
    に自信を持たせ、創造力発揮のための支援を生涯かけて推進します。
    ＜講師略歴＞
    静岡県出身｡東京教育大心理学科、筑波大大学院(修士)、東洋大大学院（博士）修了｡
    創造性開発を中心に、約2000の企業や行政に教育指導。経営・人事・ブランド等をコンサル。「BIG EGG」
    「ゆうパック」「TOSTEM」等のネーミングを開発。
■参加申し込みの方法：参加費は無料ですが、事前の参加申込みが必要となります。
　下記の事務局メールからお申込み下さい。
　事 務  局：info@ifeama-j is .com  
　メール受付後にミーティングＩＤとパスワードをお知らせします。

【編集後記】
　皆様お元気で新年をお迎えのことと存じます。新たな年を迎え、初詣で皆様のご多幸と第六波（オミクロン株）
にならずコロナが無事に終息することを祈願してまいりました。
昨年は、コロナ禍の中、リモート対応によるサロン（3 回）、総会を開催することができました。これも皆様のご支
援の賜物といつも感謝をしております。
今年は、昨年延期となったモスクワ大会（東連国際大会）の開催の年です。新型コロナウイルスの感染状況に依り
ますが、正式なご案内は別途ご報告させていただきます。                                                         　（文責　長田邦博）
■発行責任者：望月邦彦（産業部会 部会長）
■発行日：2022 年 1 月
■各種お問い合わせ先：産業部会事務局　幹事：飛田
■E-mail：info@ifeama-jis.com    ■Home Page：http://www.ifeama-jis.com/


