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　2024年には新１万円札の顔（20年に

一度偽造防止のため変更）になり、本年

２月からのNHK大河ドラマ「晴天を衝
つ

け」の主人公になる人は渋沢栄一です。

　「日本資本主義の父」と言われ、彼が

発起・設立に関わった企業は、明治、大

正、昭和の時代を通じて約480社で、銀

行・保険をはじめ電力、ガス、交通、ホ

テル、紡績、製紙などあらゆる業種にま

たがっており、今なおその約６割は日本

経済を支える企業として活動を続けてい

ます。

　明治から戦前まで、三井、三菱（岩崎）、

安田、住友、古河、森村などといった多

くの財閥が誕生していますが、渋沢は、

「私利を追わず公益を図る」との考え

で、渋沢財閥を作りませんでした。

　多くの企業を設立した渋沢ですが、他

にも約600もの教育機関、社会公共事業

の支援並びに民間外交に尽力していま

す。

＊�水道について：渋沢は、事業の多くは

公的（役所）ではなく、私的（会社）

で行うべきとの考えで、水道も民で行

うべきとして「東京水道会社」を出願

していました。しかし、明治20年政

府が「水道敷設の目的を一定にするの

件」を閣議決定し、「水道の建設、経

営は市町村で」の公営原則を確立した

ため、設立をあきらめ、パーマーの作

成した「東京水道報告書」を東京市に

寄付しました。なお、岩崎弥太郎は明

治13年、江戸時代に開削された千川

上水を活用した「千川水道会社」を設

立しています。

新１万円札の渋沢栄一

〇渋沢栄一の生涯

　渋沢栄一は、天保11年（1840）、武

蔵国血洗島村（現：深谷市）の農家渋沢

市郎右衛門の長男として生まれました。

渋沢家は、藍
あい

玉
だま

や養蚕、米・麦などの生

産・販売を行う裕福な農家でした。栄一

は、少年時代から家業を手伝い、18歳

で結婚しますが、23歳の時尊王攘夷の

思想に傾倒し、従弟らと暴挙を企てます

“この人に学ぶ”
第５回　渋沢栄一

全管連　技術参与　小泉智和
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が、説得され断念。

　幕府に追われる身になりますが、縁

あって後に将軍となる一橋慶喜に仕え、

慶喜の異母弟昭
あき

武
たけ

に随行してパリ万国博

覧会を見学、進んだヨーロッパ各国を見

聞します。そこで、国や国民の生活を豊

かにするには、自由な企業活動によって

産業を発展させることが重要で、そのた

めには、自由平等な社会の実現と他人を

思いやる道義の確立が大切だとの考えに

至ります。

　明治維新後帰国した渋沢は、慶喜が謹

慎していた静岡で合
がっ

本
ぽん

組織（現在の株式

会社）による「商法会所」を設立。その

後政府の大隈重信に招かれて大蔵省の一

員として国づくりに邁進しますが、明治

６年大蔵省を辞して一民間経済人として

活動を始めます。「第一国立銀行」を設

立し、ここを拠点として、多種多様な企

業を次々と創設します。

　渋沢は、企業活動の他に日本女子大学

や商法講習所（現：一橋大学）などの設

立に関する教育支援や養育院、日本赤十

字社の設立などの社会公共事業の支援並

びに民間外交に尽力しました。身寄りの

ない子供や老人を受け入れる東京市養育

院（現：東京都健康長寿医療センター）

については、35歳から死ぬまでの57年

間、この仕事に熱意を示しました。

　人望厚くして、長く実業界から感謝さ

れた渋沢ですが、昭和６年（1931）に

大腸がんで逝去、91歳でした。墓は、

都立谷中霊園にあります。

＊�渋沢は、アメリカやヨーロッパ諸国と

の相互理解、友好親善に寄与し、「日

本国際児童親善会」を設立し、日本人

形とアメリカの青い目の人形とを交換

するなどの民間外交にも尽力してお

り、大正15年（1926）と昭和２年

（1927）には、ノーベル平和賞の候

補になっています。

　�　酒もたばこもやらず、根菜類が好み

で、実に質素な暮らしをしていました

が、唯一の道楽が女であったようで、

花柳界では５本の指に入る遊び人で

あったと言います。

　�　子供は11人（前妻、後妻の子、う

ち４人は夭
よう

折
せつ

・１人は廃嫡）、庶
しょ

子
し

４

人（愛人３人の子）ですが、実際は

20人ぐらいいたのではないかと言わ

れています。時の総理大臣を始め多く

の議員、大学教授の推薦を受けたノー

ベル平和賞候補ですが、選考過程での

報告書では、「渋沢はヨーロッパでは

ほとんど知られていない、日米関係で

も彼の政治的重要性は極めて低い」と

されています。然しして、報告書作成

者は、渋沢の生涯を詳しく調査してお

り、おそらくプライベートなこととは

いえ、彼の女性関係を欧米のキリスト

教倫理から見て、マイナスに評価した

のではないかと筆者は考えます。
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〇合本主義と道徳経済合一説

　同時代の企業家岩崎弥太郎が主張する

「個人独裁経営論」に対し、渋沢栄一は、

合本主義「公益を追求するという使命や

目的を達成するのに最も適した人材と資

本を集め事業を推進させるという考え

方」と道徳経済合一説「利益の追求と倫

理的な価値は両立する」～論語（孔子の

道徳）と算
そろ

盤
ばん

（経済）とは一致する～と

いうことを説いていました。

　そんな彼が述べた言葉をいくつかご紹

介しましょう。

・�富をなす根源は何かと言えば、仁義道

徳。正しい道理の富でなければ、その

富は完全に永続することができぬ。

・�有望な仕事があるが資本が無くて困る

という人がいる。だが、これは愚痴で

しかない。その仕事が真に有望で、か

つその人が信用ある人なら資本が出来

ぬはずがない。

・�信用はそれが大きければ大きいほど、

大いなる資本を活用することができ

る。世に立ち、大いに活躍せんとする

人は、資本を作るよりも、まず信用の

厚い人たるべく心掛けなければならな

い。

・�事業には信用が第一である。世間の信

用を得るには、世間を信用すること

だ。個人も同じである。自分が相手に

疑いながら、自分を信用せよとは虫の

いい話だ。

・�商売をする上で重要なのは、競争をし

ながらも道徳を守るということだ。

・�大金持ちになるよりも、社会万民の利

益をはかるために生きる方が有意義で

ある。

・�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、我々の義務である。

〇渋沢栄一ゆかりの地巡り

　渋沢栄一記念財団のホームページでゆ

かりの地を見ますと、日本全国に及んで

います。

　そこで、筆者が日帰りでご案内できる

ゆかりの地に限ってご紹介します。

①深谷市生誕地（0歳～19歳）

　生誕地に現在も妹夫婦が明治28年に

建てた家が保存されています。また、深

谷市には、渋沢の遺墨や写真などの資料

を多く展示する「渋沢栄一記念館」があ

ります。

第一国立銀行(国会図書館ウェブサイト)
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②江東区福住（36歳～48歳）

　深川福住には明治９年に建てた本邸が

ありましたが、明治29年本邸を兜町に

移したため、別邸として使用していまし

た。明治42年、三田網町に移築。戦後、

財産税として物納されましたが、渋沢家

に長年仕えていた青森六
ろく

戸
のへ

町
まち

の観光会社

社長が払い下げを受け、平成３年に町へ

移築しました。平成30年清水建設が取

得、会社では、２代社長清水喜助が手掛

けた和洋折衷の貴重な建物だとして、江

東区潮見に建設している「イノベーショ

ンセンター」に移築、2022年のセンター

竣工に合わせ、一般公開するとしていま

す。

六戸町旧渋沢邸（清水建設プレス発表より）

③�中央区兜町（33歳～36歳、48歳～61

歳）

　兜町には、渋沢が明治６年に第一国立

銀行（現・みずほ銀行）を設立、また明

治11年に東京株式取引所（現・東京証

券取引所）を設立しています。渋沢は当

初第一国立銀行の社宅住まいでしたが、

明治21年に辰野金吾設計の洋館を建設

しました。震災で焼け、今はありません

が、証券取引所の前にありました。なお、

みずほ銀行（旧・第一国立銀行）の壁面

には、当時の写真や渋沢の功績がパネル

展示されています。

＊�兜町から10分ほど、日本銀行前の常

盤橋公園には、渋沢栄一の銅像が建立

されています。

④北区・王子飛鳥山（61歳～91歳）

　明治10年、抄
しょう

紙
し

会社（現：王子製紙）

を見下ろす飛鳥山に別荘を建設、明治

34年から本邸としました。本邸は戦争

で焼けてしまいましたが、今もこの地に

は、洋風茶室の「晩
ばん

香
こ お ろ

蘆」、書庫として

建設された「青
せい

淵
えん

文
ぶん

庫
こ

」が残され、両建

物とも国指定重要文化財になっていま

す。旧渋沢邸前に「渋沢資料館」と「紙

の博物館」があります。

　管工事組合の皆さん、その家族の方が

東京に来られたら、小泉がご案内します。

　申し込み：�全管連事務局　無料（交通

費はご負担ください）

＊参考資料　「経済と道徳」

　渋沢栄一著　徳間書店

　　　　　　「新装版　澁澤榮一」�　

澁澤秀雄著　時事通信社

　次号では、岩崎弥太郎をご紹介します。


