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—— 大病での挫折が運招く ——

「私は、こうと思ったら上司の許

いのは、もとからである。入社し

の渡さんを後任に選んだ。
「営業

可を待たずに、どんどん仕事をし

て４年間を新潟製油所で勤務した

の私が社長になるなんて誰も予想

ました。もちろん会社にとってプ

後、大阪支店の販売調整課に転勤

していなかった。私だって思って

ラスになると確信してのことです

した。そこで灯油が品不足になっ

いない。びっくりですよ」と本人

が」
。JXホールディングスの名誉

たときに、タンクに水を入れて底

は言っている。とはいえ下馬評に

顧問、渡文明さん（77）は、奔放

にたまった灯油を浮かせて取り出

全くのぼらなかったわけではない。

なサラリーマン生活を過ごして

すアイデアを思い立ち、勝手に実

「 私は 病 気をしていったん 終

きた。

行した。
「本社からは、あの野郎、

わっている人間ですから、達観し

日本石油に入社し、三菱石油と

変なことをしやがってと言われま

ていました。天下国家、会社のた

の合併に副社長として取り組み、

したが、本音では、よくやったと

めになる仕事ができれば満足とい

合併の翌年、日石三菱の社長に就

思ったでしょう」と振り返って

う気持ちでした」
。仕事専一の姿

任した。新日本石油に社名変更し、

いる。

勢が、若いころから付き合ってき
たわけではない大澤社長の心を動

会長時代に新日鉱ホールディング

こうした独断専行をたびたび

スとの経営統合を推進してJXホー

やってのけた。支店の販売会議で

ルディングスが誕生すると、おお

強硬に意見具申をしたため、支店

渡さんも「部下にイエスマンは

かたの予想と異なり相談役に退い

次長から「うるさい」とこっぴど

いらない」という考えだ。課長時

た。快活で馬力があり果断な仕事

く怒鳴られたこともある。しかし

代、部下には「一家言をもつうる

ぶりから、ワンマン経営者の条件

的を射た意見だったので、後で認

さいやつがいっぱいいましたよ」

を備えていたが、出処進退を誤ら

めてもらえた。東京本社に転勤し

と笑う。
「私に食ってかかるくらい

なかった。ポストにこだわり保身

たら、その大阪支店次長が先に本

仕事に真剣なやつを登用しまし

にきゅうきゅうとする、よくあるタ

社で販売部長になっていてまたも

た。下や周りからガンガン言われ

イプのサラリーマンではなかった

上司だ。しかし今度は信頼されて

て、ヒントが得られて新しいもの

からだろう。39歳で経験した大病

いたので、伸び伸びと仕事がで

を生み出せるのですから」と言う。

による挫折が背景にあった。

きた。

かしたのかもしれない。

社 長は 在 任 ５ 年で 交 代した。
68歳のときである。
「オーナー会

係長のときである。当時、日本

上司運に恵まれていた。これは

石油では幹部を目指す昇進レース

サラリーマン人生を左右する最も

社のトップは別ですが、サラリー

が係長から本格的に始まる。販売

重要な点である。革新的なことを

マン社長が長くやるのはよくない。

部でガソリン担当として鼻息荒く

やれば、前例や既存の秩序を破ら

動きの激しい時代を先取りするよ

仕事をしているさなか、劇症肝炎

ざるを得ない。上司が狭量だと、

うな新しい発想を出していくには

で入院を余儀なくされた。フルに

衝突したり煙たがられたりして、

５年が限度でしょう。後継者を育

働けるようになるまで１年を要し

割を食うことがままある。イエス

てるためにも世代交代を遅らせて

た。落ち込んだが、持ち前の性格

マンでないために、仕事ができる

は駄目です」
。明快だが、後を心

で気を取り直す。

のに不遇のうちに終わる人がい

配する気持ちはあったようだ。

2013年 ４月に日本経済新聞に

る。
「やんちゃなことをだいぶやっ

JXホールディングスの初代会長

連載した「私の履歴書」に「ポス

た」と述懐する渡さんがトップに

就任を求められたが、断って相談

トへのこだわりは病気したおかげ

まで上り詰めたのは、きちんと評

役になった。それも自分で決めた

で消えた。上の人が何と思おうと、

価する上司に出会えたからだとも

相談役の任期４年に従って、今年

会社のために正しいことは主張し

いえる。

６月に名誉顧問に退いた。今春、
きょく じつ だい じゅ しょう

よう」と、当時の心境を書いてい

前任の大澤秀次郎社長まで人

旭日大綬章を受章し、これからは

る。同期の第一選抜から２年遅れ

事労務畑出身の社長が続いてい

成城大学などを運営する成城学園

て課長代理になれたときは、早い

た。３代前の建内保興社長は自他

理事長や民間資金等活用事業推

遅いは気にしなくなっていた。

ともに許す実力者として君臨し

進機構社長などで、仕事専一を社

た。ところが大澤社長は営業出身

会貢献のために貫いていく。

ただし上司の顔色をうかがわな
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吉永 泰之
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—— 左遷の危機が道を開く ——
らえたのです」

「スバル」の乗用車が大ヒット

あって、ほかの人と同じことをし

して富士重工業の業績が絶好調

たいとは思わない」と言う。富士

このとき、国内営業本部の課長

だ。
「そんなことをあまり言わない

重工についても「ほかとは違う愛

から企画部門に異動したことに

でくださいよ」
。社長の吉永泰之

される車をつくらなくては存在理

よって、運がまた大きく開けた。

さん（60）はありがた迷惑のよう

由がない」と明快だ。

航空機や産機部門などの自動車以

だが、自然に笑みがこぼれる。

富士重工を就職先に選んだのは

外を担当するとともに常務会の書

運搬船で米国に渡る車はすべて

「売るのが下手でも、よいものをつ

記を命じられた。視野を広げるよ

売約済みでお客を待たせている状

くっている会社を探した」結果だ

うにとの配慮である。
「縦割り組織

態 だ。 国 内 向 け の 新 型 車「 レ

そうだ。自分と同じ経済学部の学

でローテーションも限界があり、

ヴォーグ」も期待以上の好スター

生の間で人気がある銀行や商社に

会社が貧乏だったので人を十分に

トを切った。伸び続ける需要に追

は興味がなかった。入社して１年

育てられなかった。その弊害を是

いまくられている格好なのだ。

半は工場でフォークリフトを運転

正しようと考えて、私に自動車以

して部品運びをしていた。次に

外をやれと言ってくれたのです。

売上高が ２ 兆4081億円と前期と

ディーラーに出向して自動車の

ありがたかったですね」

比べて約26％も増えた。営業利益

セールスに汗を流した。

2014年 ３ 月期の 連 結 業 績 は、

1991年３月期に過去最悪の赤

しんどい現場の仕事も「メー

字を出したその年に異動し、常務

り、いずれも過去最高である。販

カーなら当たり前」と割り切り、

会の書記を５年間務めた。経営再

売台数は前期を約14％上回り82万

よい経験ととらえていたようだ。

建に苦闘した時代に、意思決定が

5000台になったが、業界では小粒

自分の価値観に従って動くので、

なされる奥の院に入れたのは勉強

である。

他人がどうこう思おうと関係ない

になった。日産ディーゼル工業社

かつて旧日本興業銀行や日産自

のだろう。この手の人は、会社の

長から来た川合勇社長が、
「努力

動車に支えられ、さらに日産が手

ためには猛烈に働くが、上司にお

します」と言う常務に「努力しろ

放した後、筆頭株主がゼネラル・

もねらないタイプが多い。

とは言っていない。成果をあげろ

も前期比171％増の3265億円とな

モーターズ（GM）からトヨタ自

吉永さんは課長時代に専務と意

と言っているんだ。寝ていてもよ

動車に変わるという具合に転々と

見が衝突した。専務の指示に従う

いから成果をあげろ」と怒鳴りつ

した。ところが今やイメージはが

のは会社のためにならないと判断

ける場面もつぶさに見た。

らりと変わり、屈指の好業績企業

して握りつぶしたのだ。そのまま

後に初の生え抜きの竹中恭二社

である。

収まるはずはなく、
「吉永を追い出

長が戦略本部を設けたときに、吉

せ」というわけで異動を命ぜられ

永さんは同本部の企画室長に選ば

た。このまま左遷されていたら、

れた。自動車以外の部門も含めて

昔の富士重工は旧興銀や日産か
ら社長が送りこまれていた。吉永
さんは３代目の生え抜き社長で、

「吉永社長」はなかったし富士重

会社のすべてをいちばんよく知っ

３年前に就任するまで先代の森郁

工の歴史も変わっていたかもしれ

ていたためである。副本部長、本

夫社長を補佐して経営改革に二人

ない。

部長と昇格して、経営改革を担い、
トップになった。

三脚で取り組んできた。それが今

しかし吉永さんは運がよかっ

の好業績につながるわけだが、成

た。昨年５月13日付の日本経済新

吉永さんが今日あるのは、目利

功したのは戦力の集中と差別化を

聞夕刊の「人間発見」というイン

きの上司に出会えたからである。

思い切りよく推進したからである。

タビュー記事で、こう述べている。

その運を呼び込んだのは、どのよ

米国市場に的を絞り主力車の大

「救われたのは、若いころに私を

うな状況においても、自分の座標

型化を最終的に決断したのは森前

鍛えた人たちが、私をずっと見て

軸に従って仕事に前向きに取り組

社長だが、ユニークな道を目指す

くれていたことです。その中の松

んできた結果だろう。これからも

点では吉永さんも人後に落ちな

崎一男常務が『吉永君をつぶす

自分を失わずに、ぶれずに舵を取

い。
「子どものころ、米国で個性

な』と手を差し伸べてくれたおか

る重責を担っていく覚悟だ。

を大事にする教育を受けたことも

げで、総合企画部に引っ張っても
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