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武藤ファミリー
武藤家の研究で武藤山治についての情報はありましたが、他の家族についてはほとんどありませ
んでした。この報告書は、山治の学生、実業家、政治家、言論人（編集発行人）、文化人と複数
の道を歩んだ彼の人生の中の焦点を綴っています。

学生
1867 年 4 月 5 日生まれ。武藤山治は裕福な庄屋の家で育つ。1880 年５月に地元の小学校を卒業し
た後、13 歳で父の勧める慶應義塾に在籍。i 慶應義塾は、英国式の人格教育を模範としたもの
で、山治は儒教の影響を受けた厳格な父親と西洋文化や非常に異なる教育法に触れたことで彼の
人格が形成されていきました。1884 年７月、17 歳で卒業。

読書家の父親と国文学に精通した家系の母親の影響を受け、山治は文学者になりたいと思ってい
ました。教育熱心であった父は山治をイギリスのケンブリッジ大学に留学させることを望んでい
ましたが、不幸なことに、日本のデフレ経済政策等の影響で親せきに貸した留学費が返してもら
えなくなり、ケンブリッジ大学での文学研究の夢がたたれてしまいました。そこで、1885 年 1
月、ジョン・スチュアート・ミルやハーバート・スペンサーなどの作家の作品を研究していた山
治が、慶應義塾の同窓生 2 人と共に、アメリカのサンフランシスコでタバコ工場で働く事になる
のでした。

山治はすぐに工場で働いていても英語を学ぶことはできないことに気づき、たばこ工場を辞め、
ハウスボーイの職を求めました。iiですが、ハウスボーイの職はなかなか見つからず、しばらくの
間皿洗い、窓ふきの掃除、庭の水撒きやパンを焼いたりしながら最終的に, 彼はサンノゼにある
パシフィック大学内で働きながら、勉強が出来るスクールボーイの仕事を見つけます。iii パシ
フィック大学では、英語、数学、歴史、ラテン語を勉強し、その時にイギリス女流作家バーサ M
クレイ（Bertha M Clay) のドラ ソルン (Dora Thorne) の本に出会う。山治はこの本が、英
文の勉強にこの上ない手本だと思い、繰り返し暗誦せんばかり読んだのでした。iv
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実業家
１８８７年２年間のアメリカ留学後、山治は日本に帰国しました。まもなく彼は～アメリカには
中国移民は大勢いるが、日本からの移民はごく少数でしかも日本という存在がほぼ無かったこと
を懸念し、米国への移住を進めなければいけない。～という論文『米国移住論』を出版。アメリ
カでは普通にあった広告代理店を日本で初めて創設。vその後、英字新聞「ジャパンガゼット」の
記者、ドイツの貿易会社 イリス商会に入社し 4 年間在籍した後、1893 年三井銀行に入社、翌年鐘
淵紡績 (鐘紡) と呼ばれる経営に行き詰った紡績会社をリードするようになります。その翌年、
新設兵庫工場の支配人となる。

山治は工場の建設を任され、従業員の処遇に多大な努力を注いだ。1900 年代初頭の日本の紡績工
場の労働条件はかなり劣っていて、 彼らは昼夜を問わず、2 交替制、12 時間勤務で運営し、年齢
や性別に関係なく従業員は同じ基準で働いていた。誰かが病気になったり必要が生じた場合、従
業員は連続したシフトで 36 時間休むことなく働くことを余儀なくされていました。義務教育がま
だ終わっていない 10-14 歳の子供達も、このような状況下で働いていました。

山治は 労働者の権利 とその福祉について深く考え、工場主は従業員を家族のように思い親身に
接することで、関係は良好になり、生産性も上がるとしている。vi山治は、鐘紡の従業員のための
先見的で人道的な支援システムを作成し、1902 年に工場内に乳児保育所設置、1903 年社内報を発
行、1905 年現在の健康保険制度の基礎にもなっている、ドイツの製鋼会社を参考にして作った
「鐘紡共済組合」を設立し、年金の支給、健康保険の提供などを行いました。このような制度
は、今日では当たり前と考えられていますが、当時は非常に革命的でありました。vii鐘紡は日本
で初めて学校、保育所、娯楽施設、社内報を作るという偉業を一世紀以上も前に成し遂げた会社
です。viii

鐘紡の職工の待遇に加えて、山治は生産と販売に関しても先見性をもち、最新鋭の機械や先進的
な販売法で経営を進めます。 1904 年日露戦争勃発後、綿布の生産も始め、当時はヨーロッパの織
機が主流だった中、豊田の自動織機を紡績会社の中で最初に採用しました。ix彼はまた、新聞広
告、企業買収、織布兼業、そして誰もが不可能だと考えていた外資を導入していきます。x

彼のリーダーシップの下で、カネボウは日本最大の紡績会社に成長し、最も収益性の高い会社と
なりました。山治が 1894 年に入社した際、売上高は 170 万円、純利益は 12 万円でしたが、約 10
年後の 1905 年の売上高は、3,300 万円、純利益が 300 万円に成長し、1919 年の売上高は 2 億 1200
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万円、純利益は 2,000 万円となりました。xi多大な成功にもかかわらず、山治は、ビジネスマンは
昔の侍のように正直で真面目でなければならないと謙虚でした。xii

政治家
山治の政治への参入は、日露戦争 (1904-05) によるものであり、日本の社会だけでなく、武藤家
にとっても多大なる影響があったからでした。xiii負傷した兵や、大切な人を亡くした家族に、日
本政府は年間 50 円を提供していますが、当時の基準としても微々たるものでした。山治は、負傷
兵や家族が 非人間的 に扱われていると強く感じ、彼はこのような戦争の影響を受けた人々を救
済する立法を確立しようとしました。xiv間違いなく、戦争で亡くなった弟の存在が彼を後押しし
たに違いありません。私費で彼は研究を行い、レポートを作成し、1917 年、不完全ながら軍事救
護法が確立しました。しかし民間人では出来る事があまりにも限られると感じました。これが大
きな引き金となって、政界へ進出するのでした。

1921 年鐘紡社長就任と同年、『政治一新論』を著す。その中で総理大臣の任期は 3 年程度で、国
民の一般投票で決めてはどうか。と提案している。xv2 年後の 1923 年、実業同志会を発足し山治
はその会長となる。翌年、衆議院議員に当選。当時彼は鐘紡の社長を務めながら国会議員となる
という今では考えられない事をします。1926 年、『実業政治』という今でいうマニュフェストの
本を著します。当時、鉄道、郵便、郵便貯金、あるいは電信電話、タバコ、兵器の生産や学校な
ど国営が多く、「こういうことをやっているのはソビエトだけである。同じことをやっている日
本は社会主義国である。」と書いています。xvi

1930 年鐘紡社長辞任、1931 年日本国民に政治・政治思想の認識と理解を深める教育ができるよう
公益社団法人国民會館を建設する。1932 年、議員立候補中止を発表。政治家を辞めた理由は年齢
やお金がかかることはもちろんだが,政治家の状況や活動へのむなしさを感じていた。「政治家も
だが、国民も駄目だ。俺も一生懸命やったつもりだが、5 年や 10 年ではどうにもならん。この国
に政治教育が根付くには 100 年かかるね」xvii

言論人（編集発行人）
政治家を辞め今度は政治教育に全力をかけようとしていた時に、恩師福沢諭吉が作った時事新報
の再建をゆだねられる。xviii前途多難だと思われたが、慶應義塾の出身者たちからの強い要望を受
け、1932 年時事新報の経営を引き受ける。新聞の一部カラー化を日本で初めて実現させ、山治自
ら毎日社説を書くことから始めた。xix
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1934 年 1 月から疑獄事件（帝人疑獄）、今でいうインサイダー取引に発展する告発記事を連載。
内容は、帝国人絹株の売買をめぐって、多くの政治家、官僚、経済人が不正な動きをしていると
いうもの。政（界）、官（庁）、産（業）の癒着の構造を暴き、資本主義の内容に潜む悪を討つ
という、山治の年来の考え方から出発した告発記事だったが、攻撃の対象となった人たちが、彼
を快く思っていないのは明らかだった。xx

文化人
山治は本と芸術の熱心なコレクターでもありました。山治の書斎には 900 冊以上もの英書があ
り、その中でもナポレオン関係の本が、200 冊、中にはロシア語で書かれたナポレオンの本もあり
ました。 また、生涯に８，０００ページを超える「武藤山治全集」をはじめたくさんの著書が
あります。xxi

日本の古美術品の海外流出を懸念し、絵画から陶芸まで多くの美術品を収集しました。大阪市立
美術館の基本の二つのコレクションのうちの一つが武藤コレクションであり、尾形光琳の書いた
画稿を中心としたものとなっています。xxii

山治の死
1934 年 3 月 9 日の朝、トーストと紅茶の朝食を終えた山治は、北鎌倉の邸宅から東京の事務所へ
向かうため書生とともに家を出ました。駅に向かう 20 分の間に一人の失業者が山治に近づきいき
なり 5 発の銃弾を山治に浴びせ、xxiii彼は次の日に 66 歳で亡くなりました。xxiv

山治の時事新報での告発記事がきっかけで暗殺されたと考える人も少なくなかった。この記事が
きっかけとなり武藤の死後、元大臣、官僚、帝人の社長など 16 名が背任、収賄などで逮捕、起訴
される帝人事件というものに発展することとなったのですが、最終的には証拠不十分で無罪とな
る。xxv暗殺者は山治に致命傷を負わせた直後に自殺をしているため、真実は現在でも分からない
ままとなっています。
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山治とその家族
先に述べたように、武藤山治の本人やその家族については、ほとんど情報が見つかりませんでし
た。山治の長男金太氏は美術史家でしたが、ほとんど知られてはいません。幸いなことに、金太
氏の息子で山治の孫である武藤治太氏についての詳細が入手できました。治太氏は 1937 年生ま
れ、1960 年に慶應義塾大学法学部法律学科卒業。同年、大和紡績株式会社に入社し、1988 年で取
締役に就任、1992 年代表取締役社長、2003 年代表取締役会長、2008 年相談役、2013 年最高顧問
に就任。その他、現任として公益社団法人国民會館会長 (1978 年ー) 、一般社団法人清風会（京
都国立博物館）理事長 (2010 年ー) 。その間、一般社団法人経済団体連合会（現日本経済団体連
合会）評議員、日本紡績協会会長、社団法人繊維技術評価協議会会長、学校法人早稲田大阪繊維
学園理事長。1999 年、藍綬褒章受章。

最後に
山治は、彼が幼い頃に望んでいた、文学者だけではなく、指導者、卓識者、そして提唱者になり
ました。彼は、一部の限られた人達だけではなく、全ての人が恩恵を受けられるような政策を支
持。彼のメッセージは公平な待遇、誠実な業務慣行、法的保護、政治教育、芸術と文学の鑑賞な
どいまなお共鳴し続けています。

脚注
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慶應義塾は日本の教育者福沢諭吉により蘭学を起源として設立された学校。其の後、慶應義塾大学へと進化し
ていきます。
ii 山治は住み込みの家で仕事（例：皿洗い、庭の水撒き、他）をしながら学校に通う事が出来るホストファミリ
ーを探していた。
iii 山治は朝 6 時から 9 時まで働いた後、朝の授業に出席、11 時半には食堂に戻り、昼食の給仕や皿洗いをしてか
らクラスに戻りました。そして、午後 5 時にはまた夕食の準備をするために食堂へ戻り、夕食の給仕をし、夜の
20 時半か 21 時ころに彼の寄宿舎に戻り、23 時ころまで勉強をするという毎日でした。参照: 評伝 日本の経済
思想 武藤山治 日本的経営の祖 p.14-15
iv 評伝 日本の経済思想 武藤山治日本的経営の祖 p.15-16
v 武藤山治の先見性と彼をめぐる群像 p.23-24
vi 政に頼らず官に依らず恐慌を生き抜いた男武藤山治の生涯 p.77
vii 政に頼らず官に依らず恐慌を生き抜いた男武藤山治の生涯 p.142
viii 武藤山治の先見性と彼をめぐる群像 p.66
ix 武藤山治の先見性と彼をめぐる群像 p.70
x 山治が関連する国際的なビジネスとして、ブラジル移住支援があった。1925 年頃、ブラジルの知事から日本政
府へ移民と開拓の要請があり、政府は当時最も収益性の高い会社である鐘紡に研究調査団を派遣して調査するよ
う依頼しました。1928 年、鐘紡は南米拓殖株式会社という移民推進会社を設立。翌年、ベレンという町に初めて
南米拓殖株式会社が移民団を送りましたが、コーヒーはほとんど育たず、マラリアの疫病が発生したりして現地
の開拓は困難を極めた。そして、入植者の約７０％は、土地を離れることを余儀なくされます。しかし１９３３
年、ベレンから南へ１２５ｋｍのところにㇳメヤスという町があり、そこで胡椒が栽培され、それが非常に成功
を収めることになるのです。１９２９年から１９４１年の間に約２，０００人の日本人がブラジルに移住しまし
た。現在、ㇳメヤスの町には山治の胸像が飾ってあります。参照：武藤山治の先見性と彼をめぐる群像 p.１27１３２
xi １９１９年、山治はワシントンで開催された第一回国際労働会議に日本の使用者側の代表として参加。彼の２
度目の渡米で、パシフィック大学に日米関係に関する書籍を購入するよう寄付をしました。参照：武藤山治の先
見性と彼をめぐる群像 p．95,113
xii 政に頼らず官に依らず恐慌を生き抜いた男武藤山治の生涯 p.168
xiii 国の徴兵法は、1873 年強制兵役を必要として制定されました。
xiv 武藤山治の先見性と彼をめぐる群像 p.109
xv 武藤山治の先見性と彼をめぐる群像 p.115
xvi 武藤山治の先見性と彼をめぐる群像 p.118
xvii 政に頼らず官に依らず恐慌を生き抜いた男武藤山治の生涯 p.296
xviii 著名な教育者、識者、啓蒙思想家である福沢諭吉は下級武士の家に生まれる。諭吉の父は身分制度で苦労し
た人で、この経験が諭吉の人格にかなりの影響を及ぼしたと思われる。１４歳で学校に通い始めた諭吉は１９歳
で蘭学と砲術の勉強をしました。４年後、23 歳で慶應義塾大学の原点でもある蘭学塾を開校。その後まもなくし
て、オランダ語ー英語の辞書から独学で英語を学びました。２５歳でアメリカのサンフランシスコに渡米。３１
歳の時に、『西洋事情』という本を出版。発行部数１５万部以上。３３歳で蘭学塾を「慶應義塾」とする。37 歳
で『学問のすゝめ』初編発刊（全 17 編）、55 歳の時に慶應義塾大学とした。
xix 武藤山治とナポレオン p. 3
xx 政に頼らず官に依らず恐慌を生き抜いた男武藤山治の生涯 p.26
xxi 武藤山治と芸術 p. 2
xxii 武藤山治と芸術 p. 5
xxiii 政に頼らず官に依らず恐慌を生き抜いた男武藤山治の生涯 p.15-18
xxiv 死の数時間前末娘からキリスト教の信仰に洗礼を受け、「ヨゼフ」という名前をあたえられました。参照：
政に頼らず官に依らず恐慌を生き抜いた男武藤山治の生涯 p.378、384
xxv 武藤山治の先見性と彼をめぐる群像 p.139
i
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功績と認識

功績
武藤家は、ビジネス、政治、芸術、文学に多大な貢献をしてきました。

ビジネス
山治は日本初の広告代理店 (1887 年)i を設立し、新聞にカラー印刷 (1932 年頃)をもたらしまし
た。ii 鐘ヶ淵紡績株式会社（鐘紡）では乳児保育所(1902 年) を設置し、社内報 (1903 年) を発
行し、鐘紡共済組合 (1905 年) を設立し、民間で初の外資(1908 年)を導入しました。iii 今の会
社によくある託児所、教育、娯楽施設、これら全て鐘紡が日本で最初に遣り出したことです。iv
一世紀半を超えた現在でも、山治のアイディアは日本の企業家精神、事業戦略、労働者の権利、
健康と福祉に反映されています。v

政治
彼の政治キャリアは短命でしたが、山治が政治家になるきっかけになった戦死者の遺族と廃兵を
救済するための法律、軍事救護法を 1917 年に制定し、1931 年には国民のための政治教育と講話の
ために国民會館を設立しました。現在、山治の孫である武藤治太氏が率いる国民會館は、山治の
哲学や日本の政治に関する情報を提供し続けています。「経済・政治・文化に関する意識を高め
る」という山治の使命は、講演、討論、出版物など国民會館を通じて今も生き続けています。vi

芸術と文学
山治は芸術と本の熱心な収集家でした。彼は日本の芸術が海外に流出していくのを懸念し、絵画
から陶器まで多くの美術品を収集しました。コレクションの中には、久能寺経vii や扇面古写経viii
だけでなく、与謝蕪村（少なくとも一点は国宝に指定されている）ix の絵画が含まれています。
武藤家はまた、かなりの作品を寄贈しています。大阪市立美術館が所蔵する二つのアートコレク
ションのうちの一つが、武藤コレクションx で主に尾形光琳が描いた画稿が中心となっていま
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す。xi そして、東京国立博物館には、重要文化財である十三世紀の仏教絵画を寄贈しています。xii
また武藤治太氏は、京都国立博物館、一般社団法人清風会の理事長を務めることで、文化保全の
つながりを維持をしています。

山治の書籍には英書が 900 冊以上あります。xiii そして彼は、8000 ページ以上の武藤全集をはじ
め、たくさんの著書があります。山治の文学への熱い思いは、1919 年 10 月にパシフィック大学に
2,000 円を寄附するという形でも現れました。xiv 日本とアメリカの相互理解を促進するため、
「中国と東洋の本」を購入し、「図書館」を設立するというものだったのです。xv 約 1932 年から
第二次世界大戦まで、パシフィック大学から毎年夏休みに学生を受け入れていましたが、戦争に
なってなくなり、戦後は武藤治太氏が大和紡績株式会社で引き継ぎ 2007 年ごろ復活しました。xvi
武藤家は、パシフィック大学の「武藤ルーム」の運営を通じて日米の国際相互理解を促進してい
ます。xvii 2018 年にパシフィック大学の代表者達が 2 度国民會館を訪問しました。

認識
武藤山治の人生と彼の功績は賞賛に値します。1880 年代後半、彼は海外で学ぶことの価値を先見
性のある視点で見出し、パシフィック大学に行きました。山治は日本では高学歴で裕福な家庭に
育ちましたが、サンフランシスコでは、タバコ工場で働き、後のパシフィック大学ではダイニン
グホールで給仕をしながら勉学をするという苦学を経験しました。日本に帰国し、1890 年代初頭
に鐘ヶ淵紡績株式会社（鐘紡）に入社した後、山治は温情主義の経営スタイルで労使関係を変革
し、その過程でいくつかの業界初を確立しました。xviii

彼は国のために負傷したり死亡した兵士達のために、社会保障を実現しようと軍事救護法を制定
し、引き続き国民を助ける事が出来る国会議員になった。日本の文化遺産を保全するために、彼
は芸術作品を収集し、さらに政治教育と講談のために国民會館を設立しました。彼の恩師である
福澤諭吉に敬意をもって、時事新報の責任者となり再建を引き受けました。その新聞で、山治は
毎日社説を書くことになり、その中には帝人事件に発展する告発記事を連載しました。

彼の驚異的な成功にもかかわらず、山治は人は正直で真面目であるべきだと信じていました。武
士道の倫理規定に従った武士のように、山治も慈悲、勇気、先見、名誉、謙虚さ、高潔さ、忠誠
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脚注
武藤山治の先見性と彼をめぐる群像、p.24
武藤山治とナポレオン 武藤治太 著、p.3
iii 共済組合の特筆すべき点は、医療費が申し出より 4 日後に支給される。産前産後の女工に手当が支給される。
業務上の負傷について保険が適用される。退職年金が支給される点である。参照：『神奈川大学研究年報』
ｐ.27 http://hdl.handle.net/10487/8508
iv 武藤山治の先見性と彼をめぐる群像、p.66
v 山治と鐘紡が定めた健康保険法、雇用保険法、労動者災害補償保険法、厚生年金法、育児救護休業法などの法
律は、現在も同等の処遇を維持しています。参照：『神奈川大学研究年報』 ｐ.27
http://hdl.handle.net/10487/8508
vi 武藤記念講座」は年 14 回開催され、「講演要旨」を毎月ホームページ上で公開しています。 デジタルマガジ
ンは毎月電子メールで回覧され、機関紙は毎年 2 回発行されています。
vii 12 世紀に鳥羽上皇がその一門の力を結集し、法華経を作った内の一巻 『東京文化財研究所』
http://www.tobunken.go.jp/materials/glass/22286.html
viii 四天王寺に平安時代（794 年-1185 年）から伝わった有名なお経。『東京都文化財研究所』
http://www.tobunken.go.jp/materials/glass/22291.html
ix 國民會館 国民だより、vol. 15 http://www.kokuminkaikan.jp/publishing/pdf/kokumin_dayori_11_20.pdf
x 武藤山治と芸術、p.5
xi https://www.osaka-art-museum.jp/about/collection （日本語）
https://www.osaka-art-museum.jp/en/about/collection（英語）
xii http://www.emuseum.jp/detail/100268（日本語）
http://www.emuseum.jp/detail/100268?x=&y=&s=&d_lang=en&s_lang=&word=&class=&title=&c_e=&region=&era=
&cpty（英語）
xiii 武藤山治とナポレオン、p.9
xiv 山治は、ワシントン で行われた第一回国際労働会議で日本の代表者として参加後、帰国する前に寄付を行い
ました。
xv 武藤山治の先見性と彼をめぐる群像、p.113
xvi この機会はまだ利用可能であると思われますが、国際プログラムやサービスのオフィスによると、近年の活動
報告はありませんでした。参照： 武藤山治の先見性と彼をめぐる群像、p.114
xvii http://www.kokuminkaikan.jp/about/index.html
xviii 山治は 労働者の権利 とその福祉について深く考え、工場主は、従業員を家族のように思い親身に接するこ
とで、関係は良好になり、生産性も上がるという温情主義経営を確立。(参照：政に頼らず官に依らず 恐慌を
生き抜いた男武藤山治の生涯 p.77 ) 彼の先見性で鐘紡の従業員のためのに人道的な支援システムを作成し、
1902 年工場内で乳児保育所を設置、1903 年、社内報を発行、1905 年には、ドイツの製鋼会社の調査書を参考に
して日本の健康保険システムの基礎として使用されたモデルとなる「鐘紡共済組合」を設立する。今日では、当
たり前の労働者の権利ですが、当時は革命的であった。 （参照：政に頼らず官に依らず 恐慌を生き抜いた男
武藤山治の生涯 p.142) 実際、鐘紡は日本で初めて学校、保育所、娯楽施設、社内報を作成した会社です。一
世紀以上前に成し遂げた偉業でした。
i
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心、そして正義といった価値観を体現しました。 武藤山治は陰の英雄であり、日本最古の現代武
士の一人であります。
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