随

想

文献にみる補償の精神
【100】
世の人々の楽しみと幸福の為に」
(ブリヂストン創業者
石橋正二郎・福岡県)

古賀邦雄
古賀河川図書館文献研究会 (元独立行政法人水資源機構職員)

１

タイの洪水

「洪水被害が拡大するタイでバトゥムタニ県に

毎年のように、水害や旱魃の異常気象が世界各

あるナワナコン工業団地に17日、濁流が流れ込ん

地で起こっている。今年平成24年７月の九州北部

だ。日系企業100社以上が入居する団地で、従業

豪雨では、福岡県、大分県、熊本県に被害を及ぼ

員らは一斉に避難を始めた。正面前に築いた約３

した。 これまで経験したことのないような大雨」

メートルの土囊の上で濁流に備えていた。約500

と気象庁は警報を発していたが、梅雨前線によっ

メートル離れた場所にある堤防が決壊した。ナワ

て矢部川、山国川、白川などが氾濫し、死者30

ナコン工業団地では、浸水被害が始まった５日以

人、行方不明者２人、家屋全壊363棟、畑地が冠

降続々と工場は操業を停止した。タイを生産の拠

水し、それに鉄道施設、道路、橋梁が損壊し、一

点とする日系自動車メーカーの被害は深刻さを増

時孤立した集落が生じた。

す。タイは東南アジア域内や中近東、日本、欧州

また、今夏アメリカの中西部の穀倉地帯、イン

への輸出拠点でもあり、タイでの生産の半分を輸

ディアナ、イリノイ、ミズーリ、ウィスコンシン

出する。」

州では大旱魃に見舞われた。トウモロコシや大

２ ブリヂストンのタイ工場

豆、小麦などの農産物が深刻な被害を受け、価格

このように、ホンダ、トヨタ、日産、いすゞ、

が高騰。トウモロコシ、大豆、小麦とも日本は大

三菱、マツダ、キヤノン、ニコンなどの多くの日

半をアメリカから輸入しているため家畜用飼料、

系企業の工場が洪水に遭遇した。だが世界的タイ

食品が軒並み値上がりしている。グローバル化の

ヤメーカーであるブリヂストンの工場は浸水被害

経済下でその影響は深刻である。

を受けなかった。このことについて、 週刊ゴム

昨年平成23年10月から11月におけるタイ洪水を

報知新聞」(2011年11月14日）には、 タイヤ工場

振り返ってみたい。タイへの日本企業の進出は

は正常操業

ブリヂストン」として、次のように

1990年代に急増し、400社余りがチャオプラヤ川

掲載されている。

流域沿いなどに工場を建て、自動車や電機製品を

「タイ洪水の影響でパトムタニ県にあるブリヂ

生産しているが、これらの工場が浸水の被害を受

ストンのタイヤ生産拠点、ランシット工場が一時

けた。また、首都バンコクも浸水が続いた。

操業を停止していたが、11月１日から部材供給が

2011年10月18日 の 朝 日 新 聞 に は、 日 系100社

復活したことから操業を開始した。ランシット工

続々避難」との見出しで、次のように報道してい

場は、浸水被害はなかったものの、工場周辺が冠

る。

水したため、交通網の混乱等で部品供給に一部影

用地ジャーナル
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響が出ていた他、出社できない従業員が多く、操

なる。これらの50工場では浸水対策は万全になさ

業を停止していた。ブリヂストンは、タイヤでは

れている。

この他にサラブリ県・ノンケー工場、チョンブリ

この水害対応の精神は、おそらく正二郎の生ま

県・チョンブリ工場を持つが、両工場とも浸水被

れ育った久留米市における筑後川の水害に悩まさ

害はない。ノンケー工場は、部材の搬入が一部滞

れてきた体験が生きていたためと推察される。筑

ったことから減産を余儀なくされたが、サブリチ

後川沿いの久留米工場を新設するときは徹底的に

ェーンをつないで操業を維持している。チョンブ

盛り土がされているし、正二郎が創設した久留米

リ工場は、通常通りのフル生産を続けている。」

大学医学部は、水害に遭遇することを考えたので

ブリヂストンのタイ工場は、直接には洪水の被

あろうか、盛り土しながらも事務室は１階と２階

害を受けていない。ブリヂストンの創業者石橋正

とし、それ以上の階を医療施設にあてて建設され

二郎は、工場新設に当たって「その地域における

た。実際に、昭和28年６月の筑後川大水害で久留

百年間の洪水の歴史を調べろ」と命じ、水害対応

米大学医学部事務室は浸水の被害を受けた。今で

をしてきたという。2014年には、ブリヂストン

も事務室には水害の標識が設置されている。ま

は、ベトナムに初のタイヤ工場を新設し、日産約

た、久留米市野中町の石橋文化センター内にある

２万4,700本の汎用タイヤを主に供給するという。

石橋美術館は、筑後川の土手の標高よりいっそう

ブリヂストングループは、ベトナム新工場での生

高い所に建てられている。そして、その前には一

産が開始されると、21ヶ国50工場での生産体制と

段と低い噴水池があり、その周りはバラ園となっ
ており、この噴水池が一種の遊水地の役割を果た
しているようだ。この洪水対応によって、美術館
の青木繁やピカソの貴重な絵画は、水害から守ら
れている。
石橋文化センターの正面入口には、 世の人々
の楽しみと幸福の為に」と正二郎の自筆が刻まれ
ている。生涯彼が願った言葉である。
３ 石橋正二郎の歩み
石橋正二郎は、明治22年２月１日、福岡県久留
米市本町で生まれる。この年は、大日本帝国憲法

▲ブリヂストン久留米工場

が発布され、久留米市が誕生し、なおかつ筑後川
で大水害が起こり、久留米市も大被害を受けた。
父の仕立物業「志まや」を17歳で引き継ぎ、足
袋、地下足袋をつくり、昭和６年にブリヂストン
タイヤ会社を創設し、経済不況や戦争の時代の難
局を乗り越えて、今日の世界のタイヤ企業ブリヂ
ストンを築いた。
この間、久留米への郷土愛は強く、郷土の発展
のために、九州医学専門学校（現・久留米大学医
学部）をつくる。さらに、ブリヂストン通りを建

▲久留米大学全景

用地ジャーナル

設し、石橋文化センター、石橋美術館をつくり、
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▲位置図
出典： 情熱の足あと より

これらを久留米市へ寄贈。昭和32年には久留米市
の小・中学校の21校にプールを贈り、社会貢献に
尽力した。

ブリヂストン経営の原点

庫・昭和61年)、田中敬子著
(くるめ

者

創業者・
(新潮文

石橋正二郎物語

めいきょう・平成16年)、西日本新聞社

久留米総局編

明治22年 ２月１日、久留米市本町に誕生す
25年 ３歳、父徳次郎が仕立物業「志まや」を開

正二郎の業績について、小島直記著
石橋正二郎

ら追ってみたい。

情熱の足あと

石橋正二郎

ブリヂストン創業

(西日本新聞社・平成21年）か

用地ジャーナル

く
39年 17歳、久留米商業学校を卒業する
兄重太郎（後の二代徳次郎）と「志まや」
を継ぐ
40年 18歳、足袋専業に転換、 志まや足袋」を
始める

2012年(平成24年)10月号

随想

文献にみる補償の精神【100】

ブリヂストンタイヤ㈱に社名変更する
27年 63歳、東京の京橋に BS ビルを竣工し、そ
の建物に BS 美術館を開館する
30年 66歳、 ブリヂストン通り」が完成し、久
留米市に寄贈する
31年 67歳、石橋文化センターが完成し、久留米
市に寄贈する
石橋美術館が開館する
32年 68歳、久留米市の小・中学校21校にプール
を寄贈する
35年 71歳、フランス政府より勲章を贈られる
38年 74歳、石橋文化ホールが完成し、久留米市
徒弟制度を廃止し、給料を支払う

に寄贈する
ブリヂストンの社長を辞め、会長になる

45年 23歳、九州で初めて自動車を買って、志ま

44年 80歳、東京国立近代美術館を建設し、寄贈

や足袋の宣伝に使う

する

大正３年 25歳、日本で初めて足袋を同じ値段の20銭

48年 84歳、ブリヂストンの会長を辞め、相談役

で売る

になる

６年 28歳、久留米市洗町に工場を建てる

51年 87歳、久留米市より米寿を祝って、胸像が

太田昌子と結婚する

贈られ五穀神社に建立される

７年 29歳、日本足袋会社（現・アサヒコーポレ

９月11日、日比谷病院にて永眠する

ーション）を創る
12年 34歳、 アサヒ地下足袋」をつくる
昭和３年 39歳、石橋兄弟、九州医学専門学校に土地

４ 石橋正二郎の企業精神
九州久留米の足袋屋から始まり、世界的タイヤ

と建物を寄付する
４年 40歳、自動車タイヤの試作・研究を開始す

メーカーにした正二郎の企業精神はどのように形
成されたのであろうか。小島直記著

る
６年 42歳、日本足袋タイヤ部が「ブリヂストン

橋正二郎

創業者・石

からみてみたい。

叔父から「人間は世の中のために働かねばなら

タイヤ会社」として独立

ぬ、それが何よりも大切だ」といつも教えられて

社長となる
９年 45歳、久留米市京町にブリヂストン新工場

いた。 世の為人の為」ということは、正二郎の
生涯を貫く経営理念であった。足袋の生産から始

（現・ BS 工場）が完成する
10年 46歳、乗用車用タイヤ本格生産開始する

まり、地下足袋、ゴム靴の大量生産にこぎつけた

12年 48歳、ブリヂストンの本社を東京へ移す

ものの、将来のゴム工業として大きく伸びるのは
自動車タイヤであると見込んで、いち早く国産化

家族とともに東京に移る
17年 53歳、ブリヂストン㈱、日本タイヤ㈱に社

を開始した。昭和４年のことである。今までの仕
事の成功に甘んじることなく、次の企業生産はタ

名変更する
20年 56歳、終戦により海外工場の一切を失う
鳩山一郎の日本自由党創立を援助する
26年 62歳、グッドイヤー社と技術提携する

用地ジャーナル

イヤだと先見の明を示した。
小島は、次のように、正二郎の決心自体を位置
付ける。

2012年(平成24年)10月号
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正二郎は、日本足袋の成功のさなか、世間普

る。
昭和20年10月以来、東京京橋の本社社屋の焼け

るのだが、39歳の年齢で、直ちに新しい挑戦に

跡は、露天商によって無断使用されていた。その

自ら踏み出したことである。

露天商との交渉は、妻の昌子が一役かっている。

②

通の実業家ならば、その成功の美酒に酔いしれ

昌子は、露店を見舞いにいき、 皆さんは罹災さ

の、不景気風が吹き荒れ、ほとんど新規事業な

れたばかりでお気の毒ですから、社屋を建てるま

ど考える機運ではなかったときに積極的な事業

ではここで店をされるのは結構です。けれども、

意欲があった点である。

建てますときには立ち退いてください。ですから

③

世の中は金融恐慌はようやく終わったもの

やがてモータリゼーション時代が到来すると

その前にうんともうけて、移転先を今のうちに見

いうことを、早くもこの時期、日本経済がドン

つけておいてください」と述べ、心のこもった見

底にあえいでいる最悪のときに予想し、確信し

舞品を贈ったという。

ていたことである。
④

小島著

創業者・石橋正二郎

では、さらに

ただ到来を予想し、確信するだけでなく、そ

「そのことばには情理兼ねそなわっていた。しか

の先見性を、 国産化」という問題意識で裏付

も、やさしく美しいその姿からまごころがあふれ

けている愛国心である。世の人びとのために、

ている。露天商たちは、いずれも非常な好感を抱

という経営理念は、表現をかえれば「産業報

いた。その何よりも確かな証拠は、その後ビルを

国」という愛国心に他ならなかったのである。

建てるとき、一人も文句をいわず、みんな行き先

この愛国心は偏狭排他のそれではないことであ

を用意していて円満に立ち退いたことである。」

った。

と述べている。

正二郎が昭和４年、タイヤ生産にこぎつける決

昭和37年、東京都小平町（現・小平市）に東京

心をした、その先見性には驚嘆せざるをえない。

工場が竣工した。その敷地14万坪の用地交渉につ

昭和12年にはトヨタ自動車工業が設立されている

いて、正二郎は「交渉に当たっては何事も正直に

が、これらの経営理念は、 世の人々の楽しみと

やれ」と指導し、担当者は「無策の策」をもって

幸福の為に」の精神に凝縮されている。

交渉を行った。まったく売る意志のない地主二十

５

数人の説得や土地価格の交渉は大変難航したとい

ブリヂストンの用地補償業務
全ての企業経営では、先ず、敷地などを購入し

なければならない。用地補償業務について、少し
述べてみる。

う。
６ 久留米市の小・中学校へプールを贈呈
筑後川流域の湿地帯には、 日本住血吸虫病」

正二郎は、昭和３年に九州医学専門学校を創る

という風土病が蔓延していた。子供たちは筑後川

際、兄徳次郎とともに敷地を寄付している。なお

で泳いだり、魚とりをしてはいけないと言われて

かつ、自ら用地補償にも係わっている。土地所有

いたが、それでも泳いだりしていたため、この風

者等からなかなか了解が得られず、 本当に医学

土病に多くの児童が罹っている。正二郎はこれを

専門学校になるのか、営業活動に利用するのでは

憂い、筑後川での遊泳禁止の子供たちのため、久

ないのか」という疑念を抱かれたため、自ら学校

留米市の小・中学校21校にプールを贈った。昭和

地だという一筆確約書を提出したと言われてい

32年頃である。

る。多くの各地区の市立病院が赤字経営状態であ

このことについて、児童書・田中敬子著・納戸

るが、現在の久留米大学病院は健全経営がなさ

健次絵

れ、筑後地方一帯の重要な拠点病院となってい

ている。

用地ジャーナル

石橋正二郎物語
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随想

「正二郎は、東京にいても心から離れられない

文献にみる補償の精神【100】

７ 久留米市への郷土愛

ことがありました。久留米では、夏になっても子

前述のように正二郎は、久留米大、石橋文化セ

ども達が泳ぎたくても泳げないという話を聞いて

ンター、石橋文化ホール、小・中学校へのプー

いたのです。久留米は、町のすぐそばを筑後川が

ル、ブリヂストン通りなどを建設し、寄贈。その

ながれています。……正二郎はなつかしく思い出

郷土愛は久留米市の発展に繋がった。特に、昭和

しました。子どものときは体が弱かったので、健

２年暮れに、国が私立医学専門学校の各地への新

康な体がどれだけ大切か知っていました。ですか

設を決定すると、九州でも福岡市や久留米市が激

ら、子どもにとっては水泳はとてもいい運動だと

しい誘致運動を展開した。久留米市側は、 用地

考えていました。しかし、その頃、筑後川には寄

１万坪と校舎が準備できれば、誘致合戦に勝て

生虫がいたので、川での水泳をかたく禁止されて

る」と見込んで、寄付を懇願。正二郎は寄付を即

いました。その上、小学校や中学校には、プール

断した。しかも用地補償交渉にも関わった。

はほとんどありませんでした。 子どものときに

正二郎の郷土愛は、久留米市の文化都市への発

しっかりと体をきたえないといけないのに。久留

展を願っていた。そのため天才的な郷土画家、青

米に住んでいる子ども達は、海も遠いのでたびた

木繁の「海の幸」、 わだつみのいろこの宮」が散

び海水浴には行けないだろう。かわいそうなこと

逸しないよう収集した。坂本繁二郎の「帽子を持

だ。」

てる女」
、 放牧三馬」や古賀春江の「海水浴の

久留米市が全ての学校にプールをつくるには、

女」も集めた。さらに、石橋美術館ではピカソの

大変なお金がかかります。ちょうどこの頃、正二
郎は石橋文化センターを建設し、その中に五十メ
ートルプールをつくろうと考えていました。 よ
し、学校にプールをつくってあげよう。
」こうし
て、正二郎は小学校や中学校にプールをつくって
贈りました。これで久留米の全ての小学校と中学
校にプールがそろいました。」
日本の企業家が昭和30年代に、小・中学校にプ
ールをつくって贈った話は、おそらく久留米市だ
けではなかろうか。正二郎の久留米市への郷土

▲石橋美術館
出典： 情熱の足あと より

愛、これほどの人はもう出ないであろう。

出典： 石橋正二郎物語

より

用地ジャーナル

▲久留米駅前のタイヤ
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「画家とモデル」
、 女の顔」
、ルノワールの「少
女」、 すわる水浴の女」
、ゴッホの「モンマルト
ルの風車」、ジョルジュ・ルオーの「ピエロ」も
鑑賞できる。
正二郎のタイヤ生産経営から地域文化的貢献ま
で貫く理念は、若き日に叔父から薫陶を受けた
「人間は世の中のために働かねばならぬ、それが
何よりも大切だ」との精神にある。正二郎の全て
の行動には、その根底に「世の人々の楽しみと幸
福の為に」の信念を貫徹させることとなった。こ

▲石橋正二郎の銅像

の言葉は単なる補償の精神というより、企業、文
化、社会に対する崇高な精神が横たわっている。
2011年３月12日、九州新幹線が開通した。久留
米駅は新しく生まれ変わった。その駅前に巨大な

樟の内ふところを
音たてて循環する情熱の樹液

ブリヂストンタイヤが、久留米市のシンボルとし

根は大地へぞんぶんに深く

て設置された。駅前から久留米城跡へ向かってブ

梢は高くさらに高く

リヂストン通りを歩くと、筑後川の川風に乗っ
て、タイヤ生産時に発するゴムの匂いが漂ってく
る。
８

「世の人々の楽しみと幸福の為に」
それがあなたの倫理でした
それがあなたの抜群の実業でした

おわりに

それがあなたの照葉性の美学でした

最後に郷土の詩人である丸山豊の正二郎讃歌
「大樹頌歌」を掲げる（石橋正二郎顕彰会

会報

誌第20号より)。
大樹頌歌

石橋正二郎氏生誕祭

萬緑の王者として
いつしか巨木は天蓋をささえ
地上にはやすらぎの樹蔭のひろがり

丸山

豊
「世の人々の楽しみと幸福の為に」

ふるさとを大河はめぐり

それがあなたの乾坤です

今はむかしの純粋旋律

それがあなたの躍動の生涯です

自然の真情にだかれて

それがあなたの赫々たる光栄です

樟の木の発芽そして若木

いまあなたの温容を仰げば

未来のひろさへの樟はのび

そこに不屈の気力

みずみずしい枝々から

そこに永遠の青年性

あふれる葉緑素のさわやかさ

そして地域への無量の奉仕

「世の人々の楽しみと幸福の為に」

その精神が太陽と照応して

それがあなたの初心でした

徳の香を噴く樟の大樹

それがあなたのゆるがぬ信念でした

うけてください市民としての敬意と謝意

それがあなたの勇気ある冒険でした

聞いてください後につづく決意と抱負
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