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◇始めに（編集部 )

創業者の思いが込められた創業時の看板

大 江 電 機 株 式 会 社（横 浜 市 南 区 前 里 町）は
1947（昭和 22）年 6 月、まず電設資材の専門
商社「大江電気材料部」（同南区大橋町）として
創業された。そして 1951 年に合資会社大江電
機商会へ改組、1955 年には大江電機株式会社
へと改組し、現在に至る。
一昨年（2017 年）6 月には創業 70 周年の節
目を迎えている。この 70 年間の歩みに付随する
業務拡大の流れのなかで、大江電機の主要ビジ
ネスは当初の電設資材卸から、製造業の生産設

思いといいますか、大げさにいえば創業に至る

備・設備保全・生産装置製作にかかわる FA 商

までの人生の「すべて」が込められているとも

品の販売およびエンジニアリング事業部門へと

いえます。

移行。さらに制御機器・情報関連機器の販売事

親父は息子の私がいうのもなんですが、とて

業部門の台頭もあり、創業時の主力であった電

も優秀な人でした。生まれ故郷の北海道から 15

設資材事業部門の売り上げに占める率は、現在、

歳で上京した後、旧制上野中学（現・都立上野

全体の約 2 割程度になっている。

高校）の夜間部に入り、一生懸命に苦学して難

しかし、顧客とメーカーを繋ぐ架け橋として
の「商社魂」は電設資材卸を中心にしていた創

関の横浜高等工業学校（現・横浜国立大学工学
部の前身）の航空科に入学します。

業時のまま継承。大江光正社長の父上でもある

その当時、飛行機のエンジニアを養成する航

創業者・故大江菊四郎氏の代から培われてきた

空科は、横浜高等工業学校と東京帝国大学にし

企業理念、社員と取引先を何よりも大切に考え

かなく、それぞれ定員がわずか 8 名という狭き

る《人本主義》（詳細は後述）を基盤とする経営

門でした。親父はその横浜高等工業学校航空科

理念も脈々と受け継がれている。

の在学中に、中島飛行機への就職も決まりまし

そしてインタビューは、創業時の珍しい社名
「大江電気材料部」の意味するものと、その《背景》
への質問から始まった。

た。
中島飛行機はご承知のように三菱重工と並ぶ、
当時の日本を代表する航空機・航空エンジンメー
カ ー で す。《隼》《疾 風》《鍾 馗》《富 岳》な ど、
小型戦闘機から超大型爆撃機に至るまでさまざ

Ⅰ. 最初の屋号に込められた創業者の思い

まな軍用飛行機を開発していました。あのゼロ
戦（三菱重工）についても、エンジンが中島飛

創業時の「大江電気材料部」という屋号には、
実は創業者である父・大江菊四郎のいろいろな

行機の開発した《栄》だったことは、よく知ら
れているところです。

航空機エンジニアを目指して北海道から出て
きて、苦学して航空科を出て、憧れの中島飛行
機に入社が決まったわけですから、親父もさぞ
かし嬉しかったはずです。
ところが、昭和 14（1939）年に施行された
国家総動員法に引っかかって、親父は中島飛行
機には就職できなくなってしまいます。国家総
動員法は日中戦争の長期化を背景に、国を挙げ
ての総力戦の体制を構築するために制定された
法律で、国内のすべての人的・物的資源を国が
統制・運用できる、という性質の法律です。
この国家総動員法に基づく国の指令によって、
中島飛行機に行きたかった親父の進路は急遽、
横須賀の「海軍航空技術廠」へと変更されたの
です。
海軍航空技術廠は山本五十六元帥が 1932（昭
和 7）年に設置した、当時の日本海軍における
航空技術研究機関の最高峰だ。海軍が採用する
航空機に関する設計・実験、さらには材料の研究・
審査などを担当しており、採用される技術者も
エリート中のエリートを選りすぐったとされる。
戦時下でなければ考えられない発想により構築
された、国家統制的な研究機関だった。
それでいきなり見習士官（少尉待遇）に任じ
られ、技術者である親父は 26 歳で海軍技術大尉
になりました。軍人ではなく、技術力を買われ
ての半ば強制的な採用ですが、マレー沖海戦に
使用された一式陸上攻撃機の改造設計を担当し
たことから、実際に戦地に派遣され、戦場の第
一線でも働きました。
そして昭和 18（1943）年春に帰還するまで
南方方面の戦線を転戦し、内地に帰ってきて、

終戦は国内で迎えることになるのですが、終戦
の時点では海軍技術少佐に昇進していました。
当時の日本の航空機エンジニアとしては、そ
れなりの出世を遂げたといえるでしょう。しか
し、逆に終戦後はその経歴が、親父に悪影響を
もたらすことになります。
海軍航空機の開発の中枢部にいたわけですか
ら、ＧＨＱに戦犯とみなされ、公職追放の憂き目
に遭ったのです。
国が戦災復興で屋台骨を建て直そうという大
変な時期ですから、本来であれば優秀な技術者
は、どこでも引く手あまたのはずです。ところが、
親父がたとえば京浜工業地帯のいろいろな工場
に就職活動をしたとしても、筆記試験は楽々受
かるのですが、役員面接などになると落とされ
る。いくら優秀な人材と分かったところで、経
歴をみたら会社もビビります（笑）。ＧＨＱには
絶対に睨まれたくないでしょうからね。そうい
う時代でした。
ＧＨＱが認定する戦犯対象者への公職追放令
は 1946（昭和 21）年 1 月に発令され、1948（昭
和 23）年 5 月まで施行された。その間に公職追
放の対象となった人は約 20 万人とされる。大江
電機の創業者、大江菊四郎氏はその最中（1947
年）に起業したことになる。
同様に心ならずも戦犯扱いされ、優秀な技術
力をもちながらも公職に就けず、小さな民間企
業にひっそり就職して生涯を終えるなど、苦難
の道を歩んだ人がかなり多かったことは、その
後の各種調査などでも明らかになっている。
その一方で、公職追放令の解除後に表舞台に
復帰した人も少なくない。たとえば海軍航空技
術廠の元技術少佐で、公職追放の解除後に国鉄

に入り、後に航空力学を応用し設計された東海

戦争（敗戦）はこのような形で、好むと好ま

道新幹線の最初期の車輛、いわゆるゼロ系車輛

ざるとにかかわらず、当時の日本人に、いろい

を設計したことで知られる三木忠直氏などもそ

ろな意味で多大な後遺症をもたらした。

の一人である。
三木忠直氏は戦時中、国からの命令とはいえ

公職追放令施行中の困難な時期に「大江電気
材料部」を立ち上げるに至る大江社長の父上、

特攻機・桜花を設計したことへの自責の念に戦

大江菊四郎氏の脳裏にもさまざまな思いが去来

後も苦しんだが、公職追放令解除後は平和産業

していただろうことは、想像に難くない。

である鉄道発展のために自らの航空機エンジニ
アとしての技術を生かすことを決意。国鉄に入
社し、大輪の花を咲かせた。
しかし、戦争に関連しての自責の念は、生涯
つきまとったとされる。

公職追放令のために親父が進退窮まり、二進
も三進もいかなくなっていた時期のことです。
たまたま親父のいちばん上の姉の嫁ぎ先が横浜
で濾過器を作っていた会社の社長だったため、

大江電機は今年 2 月「テクニカルショウヨコハマ」に初出展した

ま し た の で、毎 日 の よ う
に海軍のリュックサック
を 背 に、仕 入 れ の た め に
横浜から仕入れ先の新橋
まで何度も往復したそう
で す。そ の 際 に は 両 手 と
背中に、毎回 100 キログ
ラム以上もの商品を持っ
て運んでいたと聞いてい
ます。
そ ん な 状 況 で す か ら、
当 然、昼 食 を と る 間 も 惜
しむような塩梅で、ポケッ
トにはいつも昼食代りの
ピ ー ナ ッ ツ を 入 れ、歩 き

そこで仕事をさせてもらえることになりました。

ながら口に放り込んだりしていたようです（笑）。

当時の濾過器はセラミックではなく、素焼き

そして仕入れのかたわら、神田の古本屋に立

の焼き物（瀬戸物）の筒にじわじわと水を通し

ち寄っては、横河電気さん他のカタログを買い

て濾過する方式を採用していました。それでそ

込むなど、電設資材の勉強をして知識も広げて

の瀬戸物の研究を、現地に行ってやってきてく

いきました。親父はもともと技術屋でしたので、

れと、親父は会社から頼まれ、瀬戸に赴きます。

カタログをみれば電設資材の概要はつかめるし、

そこで磁器や碍子の技術者と巡り合い、その

修理や試作などもすぐできるようになる。そん

延長線上で、電設資材の世界とも出遭うことに

なことから同業者仲間の方たちなどからは、「大

なるのです。

江のオヤジは電機の専門家だ」などといわれ、

これからは何事も電気の時代だし、戦後復興

すぐに一目置かれるようになったようです。

には電力が欠かせない。せっかく高度な技術力

ところで創業時の屋号「大江電気材料部」の「材

があるのだから、電気工事の資材づくりに関係

料部」という名称ですが、これは旧海軍の用語

するような仕事をしたらどうかと勧めてくだ

です。衣服から弾薬から、なんでも仕入れる資

さったのは成田商店の社長さんで、公職追放中

材部的な部署を海軍では「材料部」と呼んでいて、

だった親父も横浜に戻り、「大江電気材料部」を

そんなことから名付けたようです。

設立して、電設資材の販売を始めることになり
ました。
当時の電設資材はなにしろ全体に品薄でした。
とくにモーターと積算電力計は飛ぶように売れ

電気工事に必要な資材はなんでも揃えますよ、
なければ作りますよ、というような気分だった
のかもしれません。
同時に、別に世を拗ねていたわけではないで

しょうが（笑）、自分は本来技術者であって商人

とした大江菊四郎氏は、こうして電設資材卸の

ではない。商人のように上手に売ることはでき

起業とともに、家族主義的な理念を基盤とする、

ないかもしれない。結果的に「武家の商法」の

人間本位の経営体制の構築を目指すことになっ

ような憂き目に遭うかもしれない。しかし、こ

た。

ういうご時世だから、生きるために何でも一生
懸命にやろうと。海軍の「材料部」を屋号に使っ
たのも、だから「私の商売は武家の商法です」

Ⅱ. 大江電機流《人本主義》と若き日の思い

というカミングアウト的な意味合いもあったの
かもしれませんね（笑）。
何はともあれ、そのように「大江電気材料部」

実際問題として、親父は確かに商人的な才能
はなかったかもしれません。しかし、経営者と

という屋号には、親父の当時のプライドや挫折

しては一本芯の通った人だったと私は評価する

感なども含めた、それまでの半生の紆余曲折を

し、リスペクトしています。とにかく社員を大

一言で表したような、さまざまな思いが込めら

切にし、取引先を大切にする人でした。

れているのだと思います。

当社では《人本（じんぽん）主義》という企
業理念を掲げています。これは親父が商売を始

同時に「親父のなかには、技術畑のエリート

めてから一貫して守り続けてきた、社員や取引

として海軍の仕事をしていたなかで、それはそ

先を何よりも大切にするモットーを自分が引き

れで充実していた半面、ある種の悔恨のような

継ぎ、自分なりの言葉（人本主義）に置き換えて、

思いもあったのかもしれません」と大江社長。

現在までに至る、当社の企業としての姿勢を示

大江菊四郎氏はある軍事作戦の途上で、自ら

す言葉です。

が搭乗していた飛行機を含め、27 機の編隊のう

社員個々の成長がなければ、企業の成長はあ

ち 20 機が撃ち落されるという凄まじい戦闘の渦

りえません。社員が幸福でなければ会社も幸福

中に放り込まれた。

にはなれない。だからこそ当社では何よりもま

「何しろ 20 機が撃墜されたのです。その際に

ず、社員を大切にします。社員に「この会社に

多くの仲間や部下を失いましたし、自身も被弾

勤めて良かったな」と思ってもらえるような環

して大けがを負うという目に遭った。そのよう

境を作ることが、経営者である私の最大の使命

な大変な経験をしてきて、戦後になって公職追

だと考えています。

放され、自分で会社を起こした。その瞬間に、

同様に企業としても常に成長していかなけれ

これからは社員を家族のように大切にし、お客

ばならない。そのためにはどこからも縛られず

様も同様に大切にしていきたい。それを基盤と

に、独立系商社としての自主自立の精神を保ち

するような会社にしていきたい。そんな思いが

つつ、すべての取引先の皆様にも「ああ、大江

生まれた。それが大江電機の現在の企業理念で

電機と付き合ってきてよかったな」と思ってい

ある《人本主義》の大元なのです」

ただけるように、不断の努力をし続けなければ

かつて自らの高度な技術をもって世に出よう

ならない。そうすれば自ずと、会社というもの

社員・取引先やその家族も参加する恒例の富士登山。山頂に近い浅間大社奥宮の前で記念撮影

は成長していくのだと信じています。
そのように取引を通じて、大江電機の社員も
取引先の皆様も互いに幸福になれるような関係

ことに同年 12 月、その名も『人本主義企業〜変
わる経営・変わらぬ原理〜』（筑摩書房）という
書物が上梓され、ベストセラーになる。

を構築し続けていかなければならない。社員と

著者は一橋大学商学部の伊丹敬之教授（現・

取引先の皆様に対するそうした思いを一言で表

国際大学学長）。伊丹教授は同書のなかで大要、

したのが、先代から引き継ぎ、熟成させてきた
当社の企業理念《人本主義》なのです。

「日本が戦後、短期間で驚異的な経済発展を遂げ
た要因の一つは、人（従業員）を企業経営の原
理と考える《人本主義》を前提とした経営が主

大江社長が創業者・大江菊四郎氏から代表取

流になったからで、これは株主や資金提供者（資

締役社長の座を承継したのは 1987（昭和 62）

本）などを最重要とするアメリカ企業における

年 5 月。程なく《人本主義》の企業理念を構築し、

資本主義の理念とはまったく違う思想だ」との

対外的に発信することになるのだが、興味深い

考え方を打ち出し、企業経営者を中心に多くの

読者の共感を呼んだ。

まずあり、それを実現するための《手段》として、
社員を大切にしようという考え方が導き出され

あれには私も驚きました。《人本主義》という

ている。

言葉はもともと、英語のヒューマニズムの訳語

つまり私のいう《人本主義＝社員の成長》は

として使われていた言葉で、ヒューマニズムと

企業経営の《目的》であり、伊丹先生のいう《人

いうのは、ざっくりいえば「人間性の尊重こそ

本主義》は企業経営（売上増大）のための《手段》

が人間にとって最重要」とする考え方ですよね。

なんです。

私は社員や取引先の皆様を最重要視する経営

もちろんこれは、どちらが正しいということ

という考え方を親父から引き継ぎ、自分なりに

ではありませんが、両者は似ているようでいて、

それを《人本主義》と名付けて企業理念にして

まったく違うわけです。

きたわけですが、その大枠は「人間性の尊重を
人間の行動の最上位のもの」とするヒューマニ
ズムに近い考え方だといえます。
そしてそんな意味合いのことを、機会あるご

企業理念として「社員第一」を掲げる企業は
少なくない。けれども大江電機のように「社員
の成長が企業経営の最大の目的」と言い切る企

とに若い経営者仲間などとも語り合っていたの

業はかなり珍しい。編集部はそのことについて、

ですが、あるとき、仲間の一人から「伊丹さん

正直なところ、取材前は「少し釈然としない思い」

という人が『人本主義企業』という本を書いた

を抱いていたのも事実だ。

らしいよ」と教えてくれたんです。
実はその当時、社長になったばかりの私は、

しかし、大江社長のお話を聞くうち、釈然と
しない気持ちはすぐに霧消した。

たまたま横浜銀行主催の若手経営者を集めたコ
ンソーシアムに参加していて、その講師がなん

私は実は、子どもの頃から親父の会社を承継

と伊丹先生だったのです。それで急いでご本を

するつもりでいました。親父から何をいわれた

読んだのですが、伊丹先生のおっしゃる《人本

わけではないのですが、いつも忙しそうにして

主義》と私のいう《人本主義》とは基本的な部

いる親父を見ていて、自然に「跡を継ごう」と

分で違うということに、すぐ気づきました。

思うようになっていたのです。

私のいう《人本主義》はとにかく社員や取引

親父の生き方を人からも聞き、本人からもな

先の皆様を大切にすることが会社経営の基本理

んとなく問わず語りに聞いたりしているうちに、

念（目的）です。その結果として社員が成長し

親父が大江電機という会社をいかに真剣に運営

て輝き、取引先の皆様も幸福を感じてくださる

しているかが、子供心にもわかったからなのか

ような関係を構築することが、ひいては企業と

もしれません。だったら、自分が継ぐしかない

しての成長（売上の増大や社業の自然な拡大）

じゃないかと（笑）。いま改めて思うと、そんな

をもたらすという考え方です。

気がします。親父からはまったく、将来的に会

しかし、伊丹先生のいう《人本主義》は、企
業としての成長（売上増大）を目指す考え方が

社を引き継いでほしいというような話はなかっ
たのですが。

創業 70 周年記念社員旅行の目的地は創業者の出身地・北海道追分町。町の方々の大歓迎を受け、社員一同大感激 !

先ほどもいいましたように、一生懸命苦学し

会社を起こせば社員を雇用するし、取引先も

て実現しそうになった夢、中島飛行機での航空

できる。社業が発展すれば社員は増えるし、取

機エンジニアの仕事は、結果的に自分の意志で

引先も増える。そうなれば当然、責任感も増し

はなく海軍に回されたことで、親父の描いてい

てくる。戦時中に多くの仲間を失っていること

た夢の方向性はだいぶ変化せざるをえなかった。

もあるから、縁があって戦後、共に働くように

もちろん、当時の時代背景からしても、自分

なった社員や取引先を絶対に大事にしたい。不

の意志ですべてが決められる世の中ではないと

条理な形で仲間を失うような経験は、二度と味

いうことは親父も納得していたと思います。し

わいたくない。そのためにはこの会社をどう維

かし、その結果として飛び込んだ世界は、多く

持させていくべきなのか、どのように発展させ

の仲間や部下を失わざるをえないような不条理

ていくべきなのか、と考える。

の世界だった。

そして自分自身、航空機エンジニアではあっ

自分はそのなかで生き残った。生き残ったか

たけれども、電気の専門家ではない。それで先

らには食べていかなければならず、そこで電設

ほどもいいましたが、たとえば新橋に仕入れに

資材の仕事に出遭い、会社を起こした。

行く途中で神田の古書店で資料を買い込んでは、

創業者の出身校、追分小学校の玄関前で地域の人々に挨拶する大江社長

立った大江菊四郎氏は、感
極まって大泣きに泣いたと
いう。
大江社長は驚いたが、そ
の涙の理由を聞き、父親の
秘めてきた思いに改めて深
く感動することになる。
最初は「息子の結婚がそ
んなに嬉しかったのか」と
思って驚いたのです（笑）。
しかし、そうではありませ
んでした。
これは親父がそれ以前か
ら常々いっていたことでも
あるのですが、戦争をへて
自分だけが生き残り、会社
をとにもかくにも発展させ
ることができたと。そして
こうやって、息子の結婚式
にも父親として出席するこ
一生懸命に業界の勉強もする。もともと高度な

とができた。自分だけが幸福になって、先に亡

技術理論は備わっているから、勉強をすればす

くなっていった戦友たちに申し訳ない。けれど

ぐに知識が身に付く。そうすると周囲からは「電

も、俺は苦境に陥るたびに、戦争で命を失った

機の専門家」という目で見られるようになる。

人たちのことを思い、自分の苦労などたいした

周囲の人たちはそんな親父の姿をみて、素直に

ことではないと考え、乗り切ることができたと。

「さすが」と思ったかもしれません。
しかし、親父自身のそうした努力の背景には、

私の結婚式での涙の理由も、そうした戦友た
ちへの感謝の気持ちや、自分だけが……という

常に昔の仲間たちや部下たちへの深い思いが

申し訳なさなどが、複雑にないまぜになっての

あったのだということに、私は自分の結婚式の

ことだったのです。

際に改めて強く気付かされたのです。

そして「大江電気材料部」という創業時の屋
号に込められた思いの深さを、それが社員や取

大江社長の結婚式の際、新郎の父親として、
新郎も勤務する会社の創業社長として挨拶に

引先の皆様を大切にする親父の思いの源泉に
なっていることにも、改めて思いが至りました。

Ⅲ. 形を変え実現しつつある教師への夢、そして
第 3 創業期へ

たとえば横須賀のほうでお母さんと二人で暮
らしていたある若手社員は、顧客からのクレー
ムがちょっと来ただけですぐに会社を休むとい

前出のように大江社長は、子どもの頃から「将

うようなことを繰り返していました。優しくて、

来は大江電機の社長である親父の跡を継ぎたい」

根はいいやつなんですが、そんなことでは世の

と考えていた。それはある意味、長男としての

中を渡っていけないのも事実ですよね。

責務のような形での思いだったわけだが、その

だからそんなときは、横須賀のその社員の実

一方でひそかに育んでいた夢があった。「教師に

家まで迎えに行って、有無をいわさず連れてき

なりたい」という夢だ。

ちゃう、なんてことも、何度かしました。
当時の私の気持ちとしては「そうしないと、

親父がこういう仕事をしていなかったら、間

この子は本当にダメになっちゃうから」という

違いなく教職に就いていたと思っています。理

一途な思いなんです。真剣なんです。若気の至

想は高校の数学の教師で、それで野球部の監督

りというしかありませんが（笑）、実際そこまで

になって甲子園を目指すと（笑）。実現したかど

やりました。幸いにその子も、お母さんも、私

うかはわかりませんが、絶対にそれを目指した

の気持ちをわかっていただけて良かったですけ

でしょうね。

ど、ほんと、今だったら大変です（笑）。

結果的には親父の会社を承継したわけで、そ
れに対する後悔はまったくありませんが、教師

大江社長の「熱き金八先生時代」は時をへて

のへの夢もひそかに、別に描いていたことは事

沈静化していくが、「社員には社員である以前に

実です。

人間として成長してほしい」という教師にも似

ただ考えてみれば、会社の経営者として、社

た熱い思いは、各種勉強会の実施や社を挙げて

員を育てるという役割も、実は教育という意味

の地域貢献活動、社会貢献活動への参加などを

では学校の教師と似たところがある。

通じ、さまざまな形で具現化されている。

とくに当社の場合、社員の成長がイコール、

な か で も ユ ニ ー ク な の は、ミ レ ニ ア ム の 年

会社の成長という《人本主義》を掲げているよ

（2000 年）から始まった、若手社員中心の富士

うに、私の社員教育への対し方はほとんど教師

登山だろう。以来、毎年 8 月に実施する恒例行

みたいな感じです。若い頃は、野球部の合宿所

事となっており、若手社員によるその詳細なレ

の寮長みたいな「熱さ」で若手社員に向き合っ

ポートは随時、大江電機の公式サイトにアップ

ていました（笑）。

され、みることができる。

今そんなことをしたら問題になるかもしれま

また、大江社長の教師になりたかったかつて

せんが、自分が 20 歳代の頃には、若手社員を教

の夢は、海を越えた社会貢献活動の場でも、別

育するのに、時にはどやしつけるわ、蹴飛ばすわ、

の形で実現しつつある。

ひっぱたくわなんてこともあって、ほとんど金
八先生みたいに暑苦しかったと思います（笑）。

カンボジアを中心に東南アジアで小中学校を

カンボジア・スレイビポケイ小中学校の贈呈式（2013 年 3 月）

建設するスクールエイド・ジャパンの教育支援
活動に共鳴し、2013 年を皮切りに、カンボジ
アにこれまで 5 つの小中学校と 1 つの幼稚園を
建設する資金を寄付してきました。資金は会社
および、社員と私の個人的な寄付金でまかなっ
ています。
私自身、この活動に関連して、これまでに 20
回ほど、カンボジアを訪問してきました。
国家が豊かになるためには、人材の育成をし
ていくことが最も重要です。人材の育成をする
には学校が必要なわけで、私たちの支援で建設
された小中学校で学ぶカンボジアの子どもたち
のなかから、将来的に国を背負っていってくれ
るような人材が育ったら、本当にいいですよね。

このスクールエイド事業は、当社で実践して
いる《人本主義》の考え方とも共鳴するものと
考えています。それだけに、この事業に対し、
社員も個人の資格で多額の寄付をしてくれてい
るのは、本当に有り難く、嬉しいことです。
東南アジアでのスクールエイド事業への参加
については、戦時中に日本がこれらの地でやっ
てきたことへの償いの気持ちといいますか、そ
んな思いもあるのです。アジア圏で旧日本軍が
してきたことについての嫌悪の念は、親父もよ
く語っていました。
もちろん、当時の日本軍にも大義はあると思
いますが、結果的に侵略され、戦場にされた国々
の人からすれば、よその国の大義なんて関係な

生き生きと勉学に励む子どもたちを現地視察（贈呈したカンボジアの小中学校にて）

い話です。

合には、実際に医者になって、祖国の発展のお

だから 1 人の日本人として、今も発展途上に

役に立てるようになるまで、支援を続けていき

あるアジアの国々には、人材育成（教育）の

ます」と大江社長。

お手伝いをさせていただきたいということを、

こうした地道な社会貢献活動、地域貢献活動

ずいぶん以前から考えていました。そんな思い

などに社を挙げて邁進できるのも、社業が安定

もまた、親父から私に承継されたものの一つだ

しているからこそであるが、1947（昭和 22）

と考えています。

年の創業から 72 年目を迎えた現在、大江電機で
は新たな承継への動きが徐々に具体化しつつあ

大江社長は社員とともに学校建設への寄付活

るようだ。

動を行うだけでなく、孤児院に暮らす子どもた
ちの里親活動にもかかわっている。
現在 3 人の孤児の里親となっているが、
「その
うちの 1 人が今、医者を目指してカンボジアの
医学大学で学んでいます。たとえばこの子の場

1947（昭和 22）年に創業して、親父から私
が経営を引き継いだのは、それからちょうど 40
年後の 1987（昭和 62）年でした。
「大江電気材料部」から「合資会社大江電機商

会」（1951 年〜）をへて「大江電機株式会社」

大江電機流の《人本主義経営》を継承しつつ、

（1955 年〜）になったわけですが、大江電機に

新たなビジネスモデルを打ち立てようというの

なってからだと来年で 65 年目。私が社業を引き

ですから、次の社長もなかなか大変です（笑）。

継いでからは来年で 33 年目。そして親父が会長

しかし、現在の当社は 5 つの事業カンパニー制

になったのは満 70 歳のときで、私がいま 71 歳

を構築しており、端的にはそれぞれの事業カン

ですからね。今が次の承継への、ちょうどいい

パニーの責任者を目下のところ、後継候補と考

タイミングなのだともいえます。

えています。

ただ私には、かつての親父にとっての私のよ
うな身内の後継候補がいません。
また後継者の育成を、私自身もまだちゃんと

私自身はすでに仕事のほぼ 90％が CEO とし
ての動きになっていますから、いくつも野球部
を抱えたグループの総監督のような、あるいは

きできていないので、理想通りにはいっていな

プロ野球のコミッショナーのような気分で（笑）、

いというのが実情です。

各チームの監督の動向を見守っているという感

当社では折に触れ中期経営計画を作っていて、
現在の中期計画のテーマには「伝統への敬意」
と「成長への革新」を掲げています。
「伝統への敬意」というのはずばり、
《人本主義》
の継承です。これはもう、当社にとっては宗教

じです。
いずれかの監督が会社の発展に資するような
新たなビジネスモデルを構築し、社内にいる社
員の総意がその人を支持する、というカタチに
なれば最高です。

みたいなものですから（笑）、次の承継者にも「教

そのリミットは私が 75 歳になるまでと、全社

祖」みたいに（笑）、きちんと継承してもらわな

員に伝えてありますから、あと 4 年の内には結

ければならない。

果が出るはずです。

また「成長への革新」というのは、新たなビ

私が社長になるときも、親父からは明確な指

ジネスモデルを打ち立てていこうということで

示があったわけではないのですが、いま思うと

す。当社は発足当時の電設資材専門商社として

親父はきっちり、70 歳でけじめをつけているん

の立ち位置から、70 年間で随時、新たなビジネ

です。親父たちの世代よりは私たちの世代のほ

スモデルを打ち立て、社業を拡大してきました。

うが平均寿命も長いので、自分のけじめは親父

電設資材の売上が全体の 2 割程度になっている

よりも 5 年長く 75 歳でもいいかなと（笑）。

のは、その端的な結果といえます。

ま、それは冗談にしても、とにかく次にどん

それは親父による第 1 創業期の後半に現われ

な後継者が誕生し、どのようなビジネスモデル

つつあった状況を、私が事業承継したことで推

が新たに構築されていくのかは、けっこう楽し

進し、拡大した結果でもあります。

みでもあります。

そしてそれが当社にとっての第 2 創業期だと
したら、3 代目への承継に当たっては第 3 創業
期と呼べるような、次世代のビジネスモデルの
構築を考えていく必要がある。

◇取材後記
取材後、大江社長のご案内で、本社 3F のトー

クサロンを見学させていただいた。

しかし、かねてより大江電機の《人本主義》

トークサロンには大江電機の非常に印象的な

を基盤とする企業理念に共感していた大江社長

ロゴマークをデザインした、グラフィックデザ

の知人の紹介で、大江社長は粟津潔さんの知遇

イン界の超大御所・粟津潔さんのデザイン・絵

を得るとともに、ロゴマークのデザインの快諾

画作品が展示されている。

までも得たのだという。

大江電機の現在のロゴマークは、大江社長が

こうした幸福な出会い引き寄せることができ

社長に就任して 3 年目の 1990（平成 2）年に、

たのも、また、大江電機が推進する、社員や取

本社ビルをリニューアルした際に実施した、企

引先、人との繋がりを、何よりも大切にする企

業 CI の一環として創られたものだ。

業理念《人本主義》の賜物といえるのではない

粟津潔さんといえば、デザイン界では企業 CI
をやらない「最後の超大物」といわれていた。

だろうか。

