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第 2章　無尽 6社の沿革

第 1節　屋敷町からの起業――東予無尽

　ありがたい土地

　大正 4年 9月初旬の夕刻だった。

　瀬戸内海の港町を結ぶ就航船が、新居郡西条町の沖合の海に錨
いかり

をおろした。干潮

になると岸からずっと遠浅がひろがるので、船は港に入れない。海上に待機してい

た艀
はしけ

が、汽船の舷
げん

側
そく

にぴたりと船体を寄せた。縄ばしご

をつたって乗客が数人、艀にうつってきた。船頭は乗客

に声をかけ安全をたしかめると、ゆったりとした動作で

櫓
ろ

をこぎはじめた。艀は湖のような海面を海中用の人力

車が待つ浅瀬へむかってすすみだした。すこし風がた

ち、涼しくなった。

　艀の座板にあぐらをくんだ石田今
いま

次
じ

は、首筋の汗をぬ

ぐうとハンカチをポケットにおしこんだ。目をほそめ、

海原のむこうの町と、その背後につらなる山並みをながめた。山々の青黒いシル

エットの奥で、ひとり夕陽をあびた石鎚山が神々しくそびえている。町の人々がた

たえ仰ぐ霊峰である。一年を通し、霊峰からの清水をあつめた加茂川が町の平野を

うるおし、人々に自然への畏敬と感謝の気持ちをはぐくんでいる。

　同じ瀬戸内海に面しているといっても、今次の育った岡山県児島郡宇野町大字田

井の農村と伊予西条はおよそ趣
おもむき

の異なる土地柄だった。貧しい農家で育った今次

は、西条の風格のある屋敷町と、ここで暮らす人々の連帯感がすっかり好きになっ

ていた。日本法律学校の苦学生だった東京時代の立身出世を捨て去ったわけではな

いが、この町でささやかながらも、少年のころに夢見た暮らしは手にしているの

だった。ありがたいことである。今次は西条の町や山をみつめると、いつもやさし

いまなざしになるのだった。

石田今次
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　最初の赴任地である山口地方裁判所から、松山地裁西条区裁判所判事として西条

へ今次が転任してきたのは、明治 36 年の夏のことである。30 歳になったばかりの

独身だった。今次は苦労人らしく気さくで人当たりがよく、およそ官吏らしいとこ

ろがなかった。町の名士たちから歓待され、さまざまな相談事にもかかわることに

なった。

　名士たちには旧士族が多く、縁談もつぎつぎにもちこまれてきた。それで今次

が、石田家は石田三成を遠祖としているのだ、ともらすと、旧士族のひとりで、鉱

山を経営している三
み

品
しな

兵
ひょう

馬
ま

が、今治藩の家老の家柄だったという戸塚家の娘トヨ

との見合い話をもってきてくれた。トヨは今次よりも 10 歳若い娘盛りだった。す

ぐに話をまとめ、三品の世話で屋敷町の隅に小さな世帯をもった。またこの時代、

司法官試補の資格があると、試験をうけることなく弁護士の資格を得ることができ

たので、今次は結婚を機に判事を辞すと、自宅の一室を弁護士事務所に改造し、町

の旬刊紙に広告をだした。

　〈司法官を辞し弁護士を開業す　民事刑事訴訟のほか諸会社の規則その他の契約

書等の起案および財産整理並びに顧問役等の依頼にも応ず

� 西条町大字明
あけ

屋
や

敷
しき

六十六番地　　

　� 石田今次（電話五七二）〉

　開業すると、旧士族の事業家たちとのつきあいはいっそう深くなった。

　今次はかれらがつよい絆でむすばれていることを知るようになるが、それにはこ

神拝からの石鎚山（昭和初期）
　（尾野和夫氏提供）
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の町特有の歴史的ないきさつがあった。

　西条地方は昔、松山藩主加藤嘉
よし

明
あき

の領地であったが、嘉明が会津若松へ転封され

たあと、松山藩主の蒲
がもう

生忠
ただ

知
とも

が支配していた。その後、この地を直接支配し、陣屋

をつくったのは一
ひとつ

柳
やなぎ

直
なお

盛
もり

で、一柳家によって城下町が整備された。長期の藩政が

はじまるのは、徳川御三家のながれをくむ松
まつ

平
だいら

頼
より

純
ずみ

が就封してからのことで、明

治の御一新まで 200 年余り、伊予西条藩 3万石は定
じょう

府
ふ

大名の松平家によって治め

られていた。

　封土と縁がうすい定府大名とはいえ、徳川家につらなるこ

とから、藩士たちは君臣の情がひときわ篤
あつ

く士族としての誇

りも高かった。維新後の明治 13 年 4 月、旧藩主松
まつ

平
だいら

頼
より

英
ひで

は

生活苦にあえぐ旧士族を救援するため 1万円を下
か

賜
し

した。ま

たこの下賜のなかに、目付、郡
こおり

奉行、御用人、家老たちの屋

敷がたちならんでいた明屋敷の中心部にある土地もふくまれ

ていた。旧士族たちはまず、下賜金 1万円をもとでに士族共

済会（後の西条報恩会）を組織し、士族共有金をつくった。そして加茂川上流の市之

川アンチモニー鉱山の開発に夢を託し、明治 24 年に共有金をつかって投資をし、

自らも経営にのりだした。鉱山経営は景気の波に翻弄され、浮き沈みが激しかっ

た。今次が弁護士を開業したころは、鉱山は日露戦争にともなう好景気だった。し

かし以前には賃金も払えない苦境のときが何度もあり、鉱山専務の三品兵馬の邸宅

がシャベルやツルハシをもった鉱夫たちの怒号にかこまれたときもあった。このと

き、兵馬は素っ裸になり、「申し訳ないが、仕方のないことだ。俺を殺してすむこ

となら、どうかやってくれ」と、玄関に大の字に寝そべったので、鉱夫たちは気勢

をそがれ大事にいたらなかった。その三品につれられて今次は鉱山を見にいったこ

とがあるが、山に入る手前の神
かん

拝
ばい

からながめる石鎚山のすがたは息を呑むほどに美

しく、今次は三品とともに霊峰にむかって遙拝した。

　明治天皇崩御後の大正 2年 6月、士族共済会が所有している明屋敷の土地につい

て、所有権を明確にさせるための会合がもたれたことがある。

　三品は会の主催役がつくった覚書を代読した。

三品兵馬



18

第 1部　ふるさととともに

　「明屋敷において保管してきた士族共有財産は、すべて旧西条藩士族全員の共有

物であることは明瞭である。ここでは、旧弊を捨て去り、新しく生まれ変わった組

織にし、新居郡各村より選出された委員にも新しく加入していただき、みんなで財

産の保管方法を協議し、この会の円満な維持発展をはかりたい」

　会合は三品の音頭で進行し、今次が士族共済会を財団法人化するための関係書類

の作成をひきうけることになった。

　今次と三品兵馬との間にゆるぎない信頼が生まれたのは、このころからである。

三品は明治 44 年の選挙で郡会議員に送りだした今次を、この 9月下旬に実施予定

の第 17 回県会議員選挙で、県会へ進出させる運動をすすめていた。今次の所属政

党は第 2次大
おお

隈
くま

重
しげ

信
のぶ

内閣の与党となった立憲同志会である。そこで一昨日から、今

次は松山の立憲同志会愛媛県支部へ出向き選挙の情勢をさぐったあと、関係諸団体

へあいさつまわりをして帰ってきたところであった。

　浅瀬には、腰まで海水につかった車夫が 7人、鉄の輪の海中用人力車をひいて艀

をまっていた。先に手荷物をわたし、それから車夫の太い腕にささえられ、今次は

人力車へのりうつった。車夫は海水をかきわけながら、砂地のほうへゆっくりとあ

るきだした。

　棚ぼた的な創業

　翌日の早朝、三品が今次の事務所にやってきた。

　急を要することだ、というので選挙のことかと思ったが、そうではなかった。ひ

と月ほど前、ある銀行の身売り話が士族共済会へもちかけられていたという。西条

人力車による上陸
　（尾野和夫氏提供）
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町にはすでに地元の富豪がおこした西条銀行をはじめ、今治商業銀行と五十二銀行

の支店が進出していた。そこへ大戦景気に乗じるかのように、昨年の 12 月に肥
ひ

薩
さつ

銀行という聞き慣れない金融機関の松山支店西条出張所が町の繁華街の東町に店を

かまえていた。その出張所が 1年もたたないうちに閉鎖されることになり、引きう

け手を探しているというのである。

　三品が調べてみると、肥薩銀行株式会社は全国に 2,000 以上ある銀行のひとつ

で、佐世保市の資産家が名古屋にあった北海銀行を買収して、商号を肥薩銀行（通

称・肥薩貯金）に変更して大正 2年 12 月に佐世保市島瀬に本店をかまえていた。支

店は長崎県内に 2支店、県外では松山市湊町 3丁目に松山支店を開設していた。そ

の西条出張所の閉鎖は長崎の本店そのものの経営がふるわないのが原因で、出張所

自体の経営がたちゆかなくなったのではなかった。また松山支店と出張所の営業形

態は普通銀行ではなく、会員を対象とした掛金の受け

入れと給付をおこなう無尽会社である。

　三品からの説明を聞き、今次は肥薩銀行が無尽金融

であることが気に入った。

　「銀行は好きになれんが、無尽はええ。士族共済会

と同じ互助会ですけんの」

　と今次は互助にこだわった。いま日本中に乱立して

いる銀行は、体裁はよいが芸なしの金貸しにすぎな

い、と今次は見下している。これにたいして営業無尽
外勤員募集広告

（大正₂年₉月12日付「海南新聞」）

市之川鉱山事務所付近と鉱山坑口（尾野和夫氏提供）
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は情があり、助け合いの工夫がくみこまれている。

　「急ぐ話だ。どうだ引きうけないか。一緒にやろう」

　と三品は今次を誘った。三品はすでに旧士族仲間に声をかけ、出資者を十数名集

めていた。出張所がもつ債権債務をすべて引きうけ、資本金 6万円で無尽会社を設

立しようというのだった。今次は農家経営を支援するために設立された信用購買組

合の理事や、数社の織布会社の顧問をしていて多忙であった。それに県会から国

会へ、という夢もないわけではなかった。一存では判断できない。1日だけ返事を

待ってもらうことにした。

　昼過ぎ、今次は郡会議員の長老格で、素封家の文
ぶん

野
の

昇二の邸を訪ねた。小作地の

整理手続きを依頼されたのがきっかけで、今次は文野から目をかけられるようにな

り、なにかと相談にも預かるようになっていた。今次は昨年から、弁護士事務所に

している自宅とは別に、同じ明屋敷に 360 坪の敷地をもつ大きな邸宅に住んでいた

が、この旧家老屋敷をあっせんしてくれたのは文野だった。

　座敷で世間話をかわしたあと、文野は今次を庭園に誘った。表通りの水路からひ

きいれた池のほとりのベンチにふたりは腰をおろした。澄みきった池のなかを錦鯉

が泳いでいる。文野は諭すように言った。

新居郡会議員（明治44年）
１列目中央が文野昇二、３列目右から２人目が石田今次（尾野和夫氏提供）
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　「君がいくら有能だといっても、政治と事業の 2本立ては行きづまる。先々どち

らかを選択するようになるね」

　 9月下旬の県会議員選挙では、定員 3人の新居郡から立憲政友会のベテランの現

職 2人と、立憲同志会新人の石田今次、それに無所属の泡沫候補が 2人立候補する

ことになっていた。石田は引退する同志会現職議員の後継ということもあって、当

選は確実だった。しかし全県的には、政友会側は劣勢を挽回するため、原敬
たかし

総裁

を松山にまねいて、中四国大会を催すことになっていた。原総裁の人気は愛媛でも

高く、いったん総辞職を口にしたものの、なお居座っている大隈内閣の評判は芳し

くなかった。

　「君も郡会で政治を少しはかじったはずだ。地方政治は魑
ち

魅
み

魍
もう

魎
りょう

、男子が一生を

かける仕事かどうか。かといって国会議員となると、これは道が遠い」

　と文野は今次の腹のなかを見透かすように言った。

　「正直なところ……」

　といいかけ、今次はいいよどんだ。

　「なに、わかっているよ。県会は君の器
うつわ

を大きくするから大いにやればよい。た

だ君はもともと弁護士を志した男だ。君の少年時代の苦労もうすうすは知ってい

る。志は大事にしなければならんよ」

　「はい、実は無尽会社と聞いて、惹
ひ

かれるところがあります」

　「それが君らしいとこだ」

　文野は左右の髭先をとがらせた自慢のカイゼル髭をなで、うろこ雲のうかぶ空を

見上げて立ち上がった。

　往還を引き返しながら、今次は法律学校から帰省した夏の日のことを思いだして

いた。家にはいると、がらんどうになった部屋のなかで母が泣いていた。銀行の借

金が返せず、執
しっ

達
たつ

吏
り

が家財を差し押さえ、運び去ったのだ。ほかの部屋には差し押

さえの証紙がべたべたと貼られてあった。一家のこの苦境を救ったのは、父が発企

した頼母子講だった。父は手に入れた講金で銀行の借金を返し、掛金を律儀に払っ

ていった。3年後に満講をむかえたとき、休講や破講が多くなった世の中で、こん

なに規定どおりに掛け終わった講はめずらしい、と講員から礼をいわれ褒
ほ

めても
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らった。石田家は頼母子講で窮地から救われたのである。

　 9月 16 日、町中の新
あらた

屋
や

旅館で、肥薩貯金松山支店西条出張所を買収して設立す

ることになった、東豫無尽蓄積株式会社（以下東予無尽）の創立総会が開催された。

集まった株主は 20 名だった。株式は 1株 50 円で、1,200 株発行されたが、資本金

の 4分の 1の 1万 5,000 円の払い込みがあった。取締役 5人は士族共済会の会員で

占められた。住所は新居郡の新居浜町が 2名、その先の多喜浜が 1名、そして三品

と石田が西条町だった。5人は登記上の本店をどこにおくかで、総会前に何度か協

議を重ねている。出張所のあった東町にすると業務上都合はよかったが、あえて明

屋敷にこだわり、今次の弁護士事務所内を本店とし、出資額が最も多く、経営手腕

のある今次が代表取締役に就くことになった。設立総会の席で、今次は近い将来、

無尽会社専用のモダンなオフィスビルを自分の屋敷内に建てることを株主に約束し

た。かくして、由緒ある屋敷町の一角から無尽会社が産声をあげた。

　四国の第 1位

　新居郡では 9月 25日に県会議員選挙が実施された。同志会の今次は投票数 1,212

票の過半数をこえる 643 票を獲得し、余裕の第 1位で当選だったが、新居郡の残り

の 2議席は政友会がとった。

　支持者が町の老舗旅館「福
ふく

亭
てい

」で祝勝会をひらいてくれた。

図表4　東予無尽株式会社の概況

商　號 東豫無盡株式會社

役　　員
取締役 専務�石田今次、三品兵馬、岩佐運平

営業所 新居郡西條町大字明屋敷一五九
電　話 西條四八番

監査役 村上次三郎、村上潔
店舗数 出二、代三

資本金 公稱�60, 000圓　拂込�24, 000圓 営業区域 松山市、新居郡、宇摩郡、周桑郡
今治郡、越智郡、伊豫郡、温泉郡

設　立 大正四年九月十六日 経営無盡 大阪式、折衷式

契　約　ノ　状　況

給付金契約高� 3, 885, 800圓 給付済高� 2, 185, 450圓 當期入金高� 365, 024圓
掛金契約高� 4, 315, 709圓 掛金受入済高� 2, 391, 296圓 當期給付高� 314, 300圓
組数� 255組 當期新契約高� 307, 500圓 済口受入未済高� 953, 987圓
口数� 6, 343口 當期滿期高� 220, 900圓 未済口受入済高� 732, 924圓

� 『全国無尽会社要覧（昭和７年末現在）』より作成
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　酩酊して、深夜に明屋敷の邸宅へもどると、トヨと 10 歳になる長女の美代子の

ふたりが今次の帰りを待っていた。美代子は明日、学校がある。早く寝ろ、と今次

は玄関にまで迎えにでた娘を叱った。「でも……」と美代子は何かいいたそうに父

を見上げ、うるんだ目元をかくすように背を向けると、家の奥へかけていった。ト

ヨは夫から鞄を受けとりながら、あの子はあ

なたのお身体が心配なのですよ、と娘の気持

ちを伝えた。弁護士業だけでも十分に忙しい

うえに、無尽会社の社長と県会議員である。

今次にとって多忙なのは本望だが、5人の子

どもたちと一緒に過ごす時はなくなるばかり

だった。6人目の子を身ごもっているトヨを

たすけて、まだ幼い弟妹の世話をよくしてい

る美代子が、母親と玄関で父を待つ健
けな

気
げ

さが

今次にわからないでもない。一風呂浴びて子

ども部屋をのぞくと、長男の今
け

朝
さ

夫
お

が姉妹に

はさまれ、美代子の手をにぎって寝息をたてていた。

　今次は寝室でよこになると、トヨにたしかめた。

　「今朝夫は来年、小学生だな」

　「はい、あとひと月足らずで、もう六つになります」

　「6歳か、お前に似て美代子も今朝夫もやさしくおとなしいが、男はやさしいだ

けではいけんからの。どんどん人前に出てゆくつよいこころがいる」

　今次は、女姉妹にかこまれて育つ長男の気性を懸念していた。トヨに注文するよ

うに言うと、寝息をたてはじめた。

　無尽業法の施行（大正 4年 11 月 1 日）を前にして、政府は大蔵省官制を改正し、大

蔵大臣の管掌事項に無尽を加えた。また大蔵大臣官房銀行課の分掌事務に「無尽ニ

関スルコト」が追加され、2名の専任事務官がおかれた。さらに「無尽業法施行細

則」と「無尽業取扱方に関する件」の二つの省令と、地方長官あての「無尽業者取

締規則取扱方細目」の通達が発せられて、営業無尽の許可申請に関する行政面の態

左から美代子、トヨ、今次、トヨの母
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勢はととのえられた。しかし業者の側からしてみると、免許の申請は厳格そのもの

になり、業法のもとで営業をつづけることに自信を失うものも多くではじめていた。

　さいわい、今次はこの方面の専門家である。

　今次は県と国の情報を収集し、無尽業者の全国的な動静をさぐった。上京したほ

うがよい、と判断したのは年末である。県庁が把握している業者は、愛媛県内に東

予無尽をふくめて 16 あったが、みんな動きがにぶく、業法施行後のなりゆきを見

定めようとしていた。今次はこれをチャンスととらえ、積極的に打って出ることに

した。

　年の明けた大正 5年の 1月下旬、今次は上京して立憲同志会の本部を訪ね、若槻

礼次郎蔵相の派閥に属する有力国会議員に陳情した。それから何度も大蔵省へ足を

運び、免許を取得するための出願手続きをした。すでに全国からは 70 件をこえる

出願が専任事務官のもとへ出されていたが、今次の熱意と陳情が功を奏し、東予無

尽蓄積株式会社は 2月 3日付大蔵省指令第 6号をもって、大蔵大臣より無尽業の営

業免許を得ることができた。四国のなかでは最も早い免許取得である。

　西条へ帰ると、今次はさっそく無尽会員と代理店募集の広告を県紙の一面にだし

た。大戦にともなう船舶不足で、国内大手の造船会社だけでなく、まだ木造船が主

体の今治の海運と造船も好況だった。当然、関連の中小零細企業も潤っている。今

次は東予無尽の顧客をこれらの小商工業者へ広げることに会社の将来を託した。か

れは今治支店へもっとも優秀な人材を送りこみ、会員の獲得に力を注いだ。時代に

さきがけたこの戦略は、今治の海運・造船界が機帆船から鉄鋼船へと飛躍してゆく

なかで、東予無尽がその飛躍を支える資金融通に大き

な役割をはたす布石となるのである（昭和 13 年の無尽

業法改正で、無尽会社の給付金限度貸付の総額制限が撤廃さ

れ、随時に融資ができるようになった）。

　美代子は西条高等女学校を卒
お

えた大正 12 年の春、

今治で鉄工所を経営する村上家の長男の潔
きよし

と結婚し

た。潔は東京商科大学（現・一橋大学）卒の秀才で、名

古屋の愛知銀行（後の東海銀行）に勤める銀行マンだっ
東予無尽の広告

（大正₅年₂月15日付「海南新聞」）
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た。ふたりの見合いの話は、トヨの今治

の実家からあり、今次はあまり丈夫では

ない美代子が名古屋で暮らすことに心配

もあったが、相手が頭脳優秀な好青年で

あることから、娘をたくすことにした。

美代子は名古屋で 3年ほど新婚生活をお

くったあと、潔が豊橋支店長に栄転した

ので、豊橋で昭和 2年の新春を迎えた。

　このころ東予無尽の営業区域は、東予

では新居郡、宇摩郡、周桑郡、越智郡の 4郡と今治市、中予は温泉郡と伊予郡の 2

郡と松山市へ広がり、業績も順調に伸びていた。今次は専務の三品とも相談し、設

立当初に株主へ約束した本店家屋の建設にとりかかり、敷地を邸宅の北東の角地に

した。そこは幕末には藩の米蔵があったところである。三品の助言もあり、屋敷町

の品格をこわさないようにするため、建物は南隣の歯科医院と同様の洋館風の木造

2階建てにし、窓を多くとって屋内が明

るくなるようにした。内部は中央部が吹

き抜けである。そして 2階の周囲に廊下

をめぐらし、ギャラリー風の手すりを設

けて随所に木のベンチをおいた。外装の

腰壁には御影石をはった。そこから上の

壁は日田杉の羽目板にして、格調のある

外観が誇示できるよう配慮した。このお

しゃれな社屋へ事務所が移転したのは、

昭和 2年 7月 28 日のことである。本社の所在地は同じ明屋敷 66 番地から、159 番

地の 2となった。

村上潔と美代子（豊橋のころ）

東予無尽本社
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　後顧の憂い

　 2年後の昭和 4年夏、美代子は豊橋で長男驍
つよし

を産んだ。

　初孫である。今次はことのほかよろこび、なにかにつけトヨに命じて豊橋へ金品

をおくった。病弱なからだでよく頑張ったものよ、と愛
まな

娘
むすめ

への愛おしさがつのり、

同時に一抹の不安を覚えるのだった。

　美代子の微熱がひかず、床でやすむことが多くなった、とトヨから聞かされたの

は翌年の秋である。肺結核だった。美代子は驍をつれ、昭和 6年の初夏に療養のた

め西条の実家へ帰ってきた。前後して京都帝大法科の 3回生になっていた今朝夫も

帰省し、浜の別荘へうつり秋口まで静養することになった姉のもとへ食料や日用品

などをとどける役をひきうけた。朝夕に秋風がたちはじめると、美代子の容態は快

方に向かい、明屋敷の邸宅へもどってきた。それから 3日後、今朝夫が京都の大学

へ帰る日、今次は写真館の主人をよび、家族を庭に集めると写真を撮らせた。

　よそ者の今次をよく引き立て、指南役でもあった文野昇二が死去したのは、この

頃のことである。屋敷でいとなまれた葬儀に参列したあと、今次は里山の菩提寺へ

と向かう野辺送りの列を見送った。そして、蒼
そう

穹
きゅう

にそびえる石鎚山を目にしなが

ら、一つの決断をした。

石田家の家族
前列に美代子と４歳の驍、後列の今次の隣りが今朝夫
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　その夜、今次は名古屋にいる娘婿の村上潔へ手紙を書いた。不自由な思いをさせ

ていることを率直に詫び、この際、銀行でつちかった知識と経験を東予無尽の経営

に役立ててほしい、と西条に帰るように誘った。今次は弁護士稼業と東予無尽の経

営で手一杯になり、県会議員は 1期で辞していた。ところがここ最近、政争にあけ

くれる西条町の町政の混乱をしずめるため、法曹界の重鎮となった今次を町長にし

ようという話が県のほうから出ていた。その話に乗れば、三品が専務でいてくれる

ものの、東予無尽の経営のすみずみに目が行き届かなくなる虞
おそれ

がある。とりわけ重

要拠点となってきた今治地域が心配だった。

　〈大銀行の支店長の貴兄に田舎の無尽会社へ来てくれというのは、誠に厚顔で礼

を失するお願いであることは百も承知。しかし幸いにも西条は清澄な水と空気に

恵まれ、美代子の療養には最適の地であり、武家文化の薫り高く子育ての環境も

整っております。愚息今朝夫は来年春に大学を卒えるので、会社で奉公させるこ

とにしますがご承知の通りの未熟者で、一人前になるには何年もの月日を要しま

す。当社は創業以来今日まで、愛媛では群を抜く業績を誇っておりますが、貴兄

を迎えれば中四国一の無尽会社へと発展することも決して夢ではありますまい。

どうかご一考頂きたく存じ上げます〉

　ふたりの間で、何度か手紙のやりとりがあったあと、潔は義父の要望を受け入

れ、昭和 7年の年明けに妻子が待つ西条の明屋敷へ帰ってきた。

　 1月 27 日、東予無尽の臨時株主総会がひらかれ、村上潔の監査役就任を議決し

た。潔は 3月末まで毎日、邸宅内に建つ本店へ庭石をつたって行き来し、親子水

入らずの暮らしを楽しんだ。そして大学を卒業した今朝夫が東予無尽に入社した

4月、潔は商工業の発展が著しい今治へ、支店長として単身でおもむくことになっ

た。美代子がついて行かなかったのは、体調の回復がおもわしくなかったからであ

る。今治での生活がはじまると、潔は自然と西条へ帰るよりも実家へ顔をだすこと

のほうが多くなった。弟の保
たもつ

が経営する村上鉄工所は、機帆船の舵
かじ

の生産に特化し

ていたが、海運・造船業の躍進にともない鉄工所の業績も順調にのびていた。
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　昭和 8年 7月、今次は西条町長を拝命した。

　おりしも倉敷レーヨンが新居浜工場から、用水にめぐまれた西条の干拓地への進

出をはかっていたときであった。今次は町議数人をつれて倉敷の本社へ大原孫三郎

社長を訪ねて面談し、会社側の要望事項について細部をつめ、仮契約をむすんで

帰ってきた。町会はこれを満場一致で可決し、長年の懸案だった工場誘致が実現へ

むけて動きだした。

　弁護士、県議、会社経営、それに町長と、今次の西条での人生は社会的には成功

者そのものである。しかし子どもたちのこととなると、思うようにならないのが世

の常なのであろう。愛娘の美代子の病は再発し、病状は日毎に悪くなっていった。

昭和 9年の晩秋、石鎚山に初冠雪があった日の朝、美代子は 6歳の息子をのこした

ままで永眠した。トヨが不憫な驍を離したくないと何日も泣きつづけた。村上家に

養育を申しでたが、かなわぬことだった。驍は父潔の実家にひきとられ、今治の村

上の家で育てられることになった。その後、再婚した潔は昭和 11 年 7 月、監査役

を辞任したいといってきた。会社から離れるつもりはなく、今治支店長はつづける

という。潔は今治の海運・造船業界につよい人脈をもち、取締役会などで西条へ出

向くことに無駄足を感じるようになっていたのである。石田家からは気持ちが離れ

ようとしている。

　察した今次は、

　「今朝夫をたすけてほしいのだが……」

　と会社の後継にしている長男のことを心配した。

　ここ最近、微熱がつづいていた今次は、自分の健康にも不安を覚えるようになっ

今次が誘致した倉敷レーヨンの
工場（尾野和夫氏提供）
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ていた。潔は硬い表情をくずさず、辞表をおいて今治へ帰っていった。

　 1年後の昭和12年8月10日、今次は65歳の生涯を西条で閉じた。最期を看取っ

た三品が今次の遺志をくみ、月末に臨時株主総会をひらいた。若すぎて経験不足で

あることを懸念する声もあったが、総会は若干 26 歳の今朝夫を代表取締役社長と

する議案を可決した。

　異郷に没す

　他社にさきがけ、振興工業地帯である今治と新居浜へ早くから支店をだし、さら

に県都松山の一等地へ店舗をかまえた東予無尽は、地域の特色と時代状況に対応し

てつねに無尽形式を工夫し、会員数を着実に増やしていった。とりわけ潔が支店長

として采配を振るう今治支店は業績がよかった。英語が堪能で、実務能力に秀でた

潔は今治の有力者たちから、「無尽の支店長」とよばれ信任があつかった。かれは

銀行が相手にしない木造船の船主たちへの融資にもふみきり、今治の海運・造船業

界の発展を金融面から支えた。昭和 16 年の春、今治の商工業者たちが資金をだし

あって波止浜に造船所をつくることになり、波止浜に今治船渠株式会社が設立され

た。出資者に請われ潔は社長をひきうけ、造船会社の経営にものりだすことになる。

　ところで、若い今朝夫を社長にした東予無尽は、今次の時代にすでに県下の他社

を圧倒する業績を有する無尽会社だったが、今朝夫に引きつがれたあとも、この地

位はゆらいでいない。5社合併前の昭和 17 年の上半期（4月〜 9月）の利益を比較

すると、東予無尽の5万1,000円に対して、2位の松山無尽は約10分の1の5,700円、

昭和初期の波方町大浦
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3 位の常磐無尽は 4,600 円、ついで南予無尽が 3,500 円、そして今治無尽にいたっ

ては 358 円である。4社全部の利益を合計しても、まだ東予無尽の足もとにもおよ

ばない。役員賞与も株主配当も東予無尽だけが毎期ごと、一度も途切れることなく

おこなっていた。愛媛県では東予無尽の一人勝ちだったのである。

　こうしたなか、大蔵省による 5社の合併話がすすめられた。

　今朝夫の後見役の三品は、合併後の人事のゆくえに強い発言力をもち、にらみ

をきかしていたが、昭和 17 年 12 月 10 日に死去した。それで大蔵省はフリーハン

ドになり翌 18 年 3 月、合併後の愛媛無尽の役員を決めた。東大出身で大蔵省に人

脈がある松山無尽の新
にい

野
の

毅
つよし

が代表取締役社長に就き、今朝夫は専務ということに

なった。潔は東予無尽から愛媛無尽へ看板がかわった、今治支店の支店長をつづけ

ることになった。

　 3月下旬、今朝夫は松山へ引っ越すことになった。

　かれは妻の梨枝子をつれてゆくかどうか、おおいに迷った。梨枝子は西条以外の

土地で暮らしたことはなく、なによりも心臓に弁膜症の疾患がみつかり、主治医の

もとに通院していた。長男の恒
ひさ

夫
お

は小学にあがる年だったので、西条にのこすこと

にした。下にはまだ 3歳の妹もいる。ふたりとも母親が必要な年ごろである。当

然、梨枝子ものこるべきであったが、今朝夫にしてみると妻のいない生活は想像も

村上潔（前列中央）と
今治造船設立記念集合
写真



31

第 2章　無尽 6社の沿革　東予無尽

つかないことであった。戦争のゆくえも心配である。家族みんなをつれてゆくこと

はできず、かといって単身赴任はたえられない。トヨがふたりの子どもの世話を

するというので、今朝夫は妻に無理強いをし、2人で愛媛無尽が用意した道後のア

パートへ引っ越してきた。

　松山での暮らしは、梨枝子につよいストレスとなった。

　ちょうど 1年ほどたった 19 年 4 月、梨枝子は心臓発作にみまわれ急逝した。愛

妻を亡くし、今朝夫はただおろおろするばかりで、すっかり元気をなくした。20

年 7 月の松山空襲で愛媛無尽の本店が焼け落ちた。再建もままならず、今朝夫は西

条へひきあげた。ふたたび会社へ顔をだすようになったのは、終戦から 2年経っ

た 22 年 5 月、新しい社屋が建ったときからである。しかし社内の陣容はすっかり

かわり、専務の肩書きはあっても居心地が悪く、今朝夫は西条へひっこんでしまっ

た。無尽会社から相互銀行へ転換して半年後の 27 年 4 月、今朝夫は取締役を辞任

した。手にした退職金は 60 万円だった。

　まだ 40 代半ばの働き盛りである。

　遠浅の海をかこって、エビの養殖事業をはじめるという話があった。今朝夫は屋

敷を担保に資金を手に入れ、業者に投資した。しかし事業はうまくゆかず、多額の

負債だけがのこった。32 年の秋、屋敷を手放した今朝夫は家族とともに、東予無

尽時代の社員が世話をしてくれた新

居浜のアパートへ転居した。その

後、今朝夫は脳梗塞を患い、なが

い闘病のすえ、昭和 41 年の暮れに

ひっそり世を去った。ずっと息子の

介護をしていたトヨは、親しい見舞

客の労
いたわ

りに、

　「西条のことは、みんな夢まぼろ

しになりました」

　と涼やかな表情で応えるのだった。
今朝夫夫妻と恒夫（栗林公園）
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コラム
東予無尽今治支店（村上潔）と今治無尽
～海運・造船界を育てた無尽会社～

※波止浜と波方の内航海運の発展の一翼をになった今治の無尽会社は、どこなのか。当時のこ
とをよく知る証言者は物故され、融資等の資料が見つかっていないので（平成 25 年 4 月現
在）、当時の今治地域の 2つの無尽会社の経営状況等を比較して、以下の 7点にわたって検
証並びに推考した。
　　この結果であるが、これまで伝えられてきた今治無尽ではなく、東予無尽の今治支店こそ
が、今治の海運・造船界の発展に大きな役割を果たした、と推論することが正しいと思う。
以下はその根拠である。

 1　無尽 5社が合併される前の昭和 17年上半期の、無尽 5社全部の利益（65,484 円）のうち、
東予無尽の占める割合は 78％（51,267 円）、これに対して今治無尽は 0.5％（358 円）であ
る。県下全体でも東予無尽は他社の追随を許さないほどの優良無尽会社であった。今治無尽
の利益は、昭和 12 年から激減して、経理操作（憶測）で利益を計上しているような状況で
あった。昭和12年から17年までの上半期の利益は次の通りである（545円、238円、557円、
719 円、511 円、358 円）。

 2　南予無尽の創業者の三宅清忠（明治 25 年生まれ。今治町出身、今治中学・小樽商科大
学・山下汽船入社・退社後に関西大学講師・市立宇和島商業高校教諭。昭和 7年 5月退職）
は、昭和 7年 8月に宇和島で無尽会社を設立するが、このとき、南予時事新聞の記者の取材
に次のように応えている。「郷里の今治には東予無尽という無尽会社があり、大変業績がよ
く急成長している。だから宇和島でも十分にやっていける」
 3　波止浜に進出していた金融機関は、昭和 13 年当時、「愛媛県電話番号簿」で調べてみると、
53 件の電話加入者のうち、今治商業銀行波止浜支店（蓬莱町で 23 番）と石田今次（東予無
尽社長、栄町で 25 番）の 2件のみである。石田今次の職業欄は「無尽」となっている。も
ちろん「無尽」業は石田一人である。東予無尽の今治支店は、石田社長の名義で波止浜の栄
町に出張所を開設し、ここに入札会場を持っていたと推察される。
 4　大蔵省は昭和 10 年代にはいると、無尽会社を 1県に 1社にしようと行政指導を強めてゆ
く（銀行も同様）。大蔵省は当初、愛媛県の無尽会社は東・中・南の 3地域にそれぞれ 1社
とするため、東予地域の常磐、東予、今治の 3社のうち、まず業績がまったくふるわない今
治無尽を東予無尽に吸収合併させようとする。従って、このころ今治無尽に船舶への融資余
力があったと考えるのは大いに疑問である。この大蔵省の画策は結果的にうまくゆかず（な
ぜ思うようにならなかったかは不明）、昭和 18 年 3 月の 5社合併となった。
 5　東予無尽今治支店の支店長だった村上潔の実家は、今治の中心地で大きな鉄工会社を経営
していた。弟の村上保は今治の実業界の有力者であった。無尽業とはいえ、東京商科大学
（現・一橋大学）出身で、都市銀行に勤務経験のある村上潔は、見識が高く、英語も堪能で
信用が篤かった。いっぽう今治無尽社長の村上七三一は、無尽業のかたわら「今治土地建物
株式会社」（大正 9年 4月設立）を経営しており、昭和 17 年発行の「今治商工人名録」では、
この会社の社長として紹介されている。
 6　村上潔は、昭和 15 年に波止浜の小浦に設立された最新設備の「今治船渠株式会社」の初
代社長に就任した。この造船会社の出資者は、今治市内の鉄工所、建築会社、電業会社、呉
服店などの有力商工業者であった。さらに国の指導で、波止浜にあった「今治造船有限会
社」と「今治船渠株式会社」は合併し、「今治造船株式会社」が、昭和 18 年 9 月 28 日に設
立される。このときの初代社長も村上潔が就任している。このことからして、村上潔は海
運・造船界で人望も実力もある大物経営者だったことがわかる。
 7　 5 社合併で今治無尽本社（本町通り 4丁目）は閉鎖された。神明町（官庁街から少し離れ
た商店街・現在の大正町）にあった東予無尽今治支店がそのまま愛媛無尽の今治支店となっ
た。その後、建物は戦災で焼失。
� 平成 25 年 4 月 16 日　記




