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京都老舗の会では、京都の老舗に伝わる経営理念や時代の変化への対応、存続の危機への対応など、

老舗企業の知恵を学ぶ機会として、平成24年度から龍谷大学との連携による連続講座を実施してきました。

今年度は、5月～11月にかけて、老舗の代々受け継いできた伝統と新しいものづくりへの挑戦について、

５名の老舗経営者にオンラインにてご講演いただくとともに、店舗や工場等の見学にご協力いただきました。

株式会社亀田富染工場
代表取締役亀田憲明
（現代表取締役亀田富博）
｜京友禅アロハ｜

松井酒造株式会社
代表取締役社長松井治右衛門
｜清酒製造・販売｜

中源株式会社
代表取締役中田治
｜北山杉・丸太｜

グンゼ株式会社
代表取締役社長廣地厚（現会長）
｜繊維総合メーカー｜

合資会社松島屋本店
専務取締役戸井田光平
｜鰹節・昆布卸｜



不易流行２

父にあたる3代目は、当時は

珍しい「染め直し」という

技法により、営業は繁盛し

まして、今の五条通に面す

る本社を建てました。当時

は、職人さんやお手伝いさ

んなど多くおり、住み込み

の方もいたので、本当に喧

噪の絶えない毎日でしたが、

その中でも特に騒がしかっ

たのが、2代目の祖母と3代

目の父でした。2代目は、昔

ながらの染め屋に、3代目は

新しい時代の染め屋に固執

するあまり、対立が耐えま

「不易流行」という言葉はご存じでしょうか。「不易」

はかわらないもの、「流行」はかわるものという意味が

ありますが、絶対に変わらない部分お忘れずに且つ、新

しい変化するものを取り入れるという言葉です。対立し

た概念を対立したまま両立させる意味合いがあると思っ

ております。弊社は、創業当時からこの理念を守り、現

在まで営業してきました。100年経った今思い返しても、

やはりこの言葉がしっくりくる会社だと思っています。

株式会社亀田富染工場｜京友禅アロハ｜代表取締役亀田憲明
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不易流行

大正8年（1919年）創業。創業以来、染色業を続け、着物の染めを行ってきた。着物業界の衰退が進む中、自社保有の昔の友禅柄を
復刻させ、和柄アロハシャツ製造販売ブランド「パゴン」を立ち上げ、伝統文化の友禅柄と染めの技術を世界に発信している。

創業は大正8年ですが、会社として設立したのは、戦後の

昭和24年になります。戦後は本当に貧しい生活で毎日生

活していくのがやっとで、染めの営業も必死に守ってき

ました。その当時、同業者の染めは、男が多かったので

すが、我が社は、2代目に祖母が染めの技術を継いでおり、

当時から奇抜な商品を展開しておりました。戦後は、暗

いイメージで落ち着いた色や柄の染め物が多く並ぶ中、

祖母は、真っ赤な染め物を見本帳に出したそうです。同

業者からは、「こんな時代に派手な物を出して…」と揶

揄されましたが、これが大ヒットしまして、大量の注文

が来ました。その時、「商売はわからないもの」とよく

言ったそうです。そんな祖母ですが、本当に働き者で、

幼少の頃の私は、商売のいろはをたくさん教えられまし

た。

商売の心構え

1.いつも1年生

今でも大事にしていることは、誰よりも朝早く来て、大

切な仕事の段取りを行う、従業員にあいさつして、返っ

てきた声の調子を聴いて体調を気遣う、従業員が嫌がる

ことを率先して行う、ということを大事にしております。

今でも、判断に悩むときは、祖母の言葉と祖母の視点に

立って考える時があります。

せんでしたが、まさに「不易流行」な関係で、両立させ

て営業してきたように思います。実は、現在でもその状

態は続いており、私の兄と私とで、仲は良いものの、考

え方やアイディアは、相反するものが多く、不易流行な

関係であると思っております。これからも、ずっとこん

な感じで進んでいくものだと思います。

（現代表取締役亀田富博）



不易流行３

初心を大事に、いつも一年生であることを忘れずに続け

ていくことが大切だと思っています。

京友禅アロハを始めた当時、珍しく話題にもなりました

が、あれからもう20年が経とうとしています。発売した

当初は、変化、変化の連続でどんどん新しいデザインや

柄、販売方法など行ってきました。今では、オンライン

販売なども行っており、海外への販売やお客様にも評判

をいただいています。しかし、ここ最近では、変化に乏

しく、アロハシャツという分野や和柄というデザイン性

に注目すると変化が少なくなってきており、謂わば、あ

ぐらをかいている気がしてなりません。そんな風に思っ

ているところに、この新型コロナウイルスという壁が

やって参りました。現状、売上や商売はボロボロで何の

変化もなかった時に大きな変化がきました。これは、も

う一度、一年生から始めるチャンスだと思いました。ぬ

るま湯に浸かっている間は、よいアイディアも浮かばな

いと思います。困ったとき、追い込まれたときに、良い

アイディアが浮かぶものだと思っています。コロナとい

うのは、私達にチャンスを与えるために来たのだと、捉

え、むしろこれからのことを楽しむようにしました。

当然、これからどうすれば良いかという答えは出ており

ません。これが課題です。しかし、常に一年生という意

識で取り組むことで見えてくるとは思います。不易流行

は、まさに現代社会を表す言葉でもあると思います。

きもの業界が衰退している中で、弊社は、きものの染め

から洋服の染めへと転換しましたが、その中で、いろい

ろな出会いをしました。出会いとは、本当に重要だなと

感じました。異業種との交流の中で、ある講演がありま

して、そこであった話が「天職は出会うものではなく、

自分でつくるものである。」というものでした。家業だ

から染め屋を続けていた、当時の私にとって、目から鱗

でした。それから、単に家業であるから続けてきた、と

いう意識ではなく、「これが私の天職なのだ」という意

識で行うようになりました。その意識に変わったことも、

今日まで営業してこられている大切な意識だと思ってお

ります。

染め屋が天職

和装から洋装の染めへの転換をしていく際で、イマイチ

売上も上がらない中、何か話題になるようなものがない

か、考えていました。そんな時、雑誌にハワイに浴衣を

持って行った移民の話が載っており、ハワイに目を付け

ました。雑誌には、ハワイに浴衣を持っていき、南国で

良い暮らしをしようと思ったが、現実は甘くなく、ハワ

イでは、まったく売れなかったそう。商売とは、簡単な

ものではないので、それはそうだと思っていたところ、

ハワイでよく売れているアロハシャツのルーツが、元々

きものなどから襟の開いたシャツを作ったということを

知りまして、「これだ！」と思いました。

そこから、昔からあるきもの図案からアロハシャツを一

枚つくりました。記念すべき第一作目は、大正時代の女

性用お襦袢の柄、渦と立波の図案をシャツの柄としたも

のでした。兄は、これを着て、サングラスをして、鴨川

の納涼会に浴衣ばかりの人の中に入っていきました。周

りからは失笑と冷笑を浴びましたが、人目はすごく惹い

ておりました。その時、私が思ったのは、昔祖母が戦後

に同業者から笑われていた真っ赤な染め物の見本帳。当

時のエピソードを思い返しまして、「話題になるものは、

ウケるのかもしれない。」と思い、京友禅アロハとして

和柄のアロハシャツを商売しようと思いました。

京友禅アロハができるまで

現在の商売について、祖母に謝らないといけないことが

あります。それは加工賃商売から製造・小売商売にして

しまったことです。祖母は、加工賃商売でずっと続けて

いくよう言われていました。しかし、現在ではそれを

破って、商売しております。きっと祖母も天国で何か

言っていることと思いますが、変わることも大事である

と思っております。祖母から受け継いだ精神や思いは残

しつつ、商売の方法は変えていく、まさに不易流行の商

売を行っているのだと思います。きものの染めから洋服

へ、そして、アロハシャツへと変化させてきました。決

して、この商売を肯定しているわけではありませんが、

変わるところは変えていき、変わらない、変えてはなら

ないところを引き継いでいく。そういった繰り返しが、

今の商売に結びついているのだと思います。

アロハだけでは、メンズ商品のみになるので、レディー

ス用の和柄のカットソーも開発し、ちょうど19年前にパ

ゴンというブランドをつくりました。当時は、和柄ブー

ムということもあり、流行の波に乗り、アロハシャツの

パゴンが少しずつ有名になっていきました。

これからの課題

激動の環境の中で、精神性

や理念は変えず、時代に合

わせていく。そういった精

神が大切であると思います。



酒造りと水

松井酒造は12年前に酒蔵として復活した「復活蔵」です。

江戸時代の享保11年（1726年）、現在の兵庫県香住に創

業としていますが、実はもっと以前から酒造りをしてい

たようです。現在残っている記録で、享保11年に4代目松

井治右衛門がこの地で酒造りをしていたことが確認でき

たので、この年を創業年にしました。

創業地には井戸があります。300年以上前に掘られた井戸

ですが、現在も使用できるそうです。当時、水不足で生

活用水確保のため井戸掘ったところ運良く水が出た、と

いう話を聞いています。その井戸水を使ってお酒造りを

始めました。香住の人が盆踊りの唄を見せてくだったの

ですが、「不思議井戸があるだわいや／松井治右衛門の

作れしえもの／心清める甘露水」という歌詞が入ってい

ました。今も唱ってくださっているのは嬉しいことです。

その後、江戸末期の寛永年間に京都に移転。当初は河原

町竹屋町（現在の京都市役所近く）で酒造りをしていた

のですが、当時は市内に日本酒の蔵元が多くあったそう

です。大正年間に現在の酒蔵がある左京区吉田河原町に

移転。理由は市電を通すための道路拡幅工事でした。

昭和40年代後半。私の祖父の時代に、近くで京阪電車の

地下工事が行われることになりました。地下工事は井戸

水に影響を与えます。そのうえ当時、海外から洋酒が日

本に入ってきて、アルコールおける日本酒の割合が弱く

なってきていました。情勢を鑑み、祖父は左京区吉田で

の酒造りを中断します。そして同じような状況の酒蔵が

複数社集まり、伏見で酒造りを続けていました。そして

2009年、私が大学院を修了するタイミングで、父から

「松井酒造を復活させよう」と電話がありました。

松井酒造株式会社｜清酒製造・販売｜代表取締役社長松井治右衛門
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松井酒造の歴史

享保11年（1726年）創業。数少ない京都市中心部の酒蔵として、伝統的な製法を用いながら最新の醸造理論を採り入れた
清酒「神蔵」を製造。伝統と革新が生む次世代の日本酒と称され、国内外のコンテストで多くの受賞歴を誇る。

2.転生の酒

ものづくりに興味があったので帰ることを決断。「松井

酒造鴨川蔵」が2009年に復活しました。新しい蔵はビル

の1階という珍しい所にあります。新しく掘った井戸は

100ｍ級。お酒造りに適した水を採水しています。

蔵が復活して神社仏閣の御用を頂戴することがあります。

元々古くは、相国寺、吉田神社に古くからお世話になっ

ています。また、北野天満宮は総代を弊社の会長が務め

させていただいています。

水は本当に大切です。酒は米と水が主原料ですし、米を

蒸す、米を洗うときも水を使います。また、水には酒造

りに必要な成分と不要な成分があります。必要なのはカ

ルシウム・カリウム・リン・マグネシウムなど。不要な

なのは鉄とマンガンです。日本は軟水の国なので、ミネ

ラル分が少ない水を使うことが多いのですが、兵庫県の

灘は珍しく硬水の地域。灘の水で酒を仕込むとミネラル

分が豊富なので酵母の発酵が元気よく進み、辛口のどっ

しりしたお酒「男酒」ができます。逆に京都の伏見は軟

水醸造で発酵が緩やか。

少し甘みが残り香りが

華やかなお酒「女酒」

になります。硬水・軟

水の違いは出汁の文化

にも差を生み出してい

るのだそうです。

伝統と革新の日本酒



松井酒造の酒造り

ビルの1階で酒造りでしかできない酒造りを考えています。

酒造り＝微生物管理。温度管理と衛生的である点が大切。

温度管理できるタンクと掃除のしやすい環境を整えまし

た。それから、積極的に環境対応できるようにと、消費

電力の60％程を太陽光発電でまかなっています。お米は

左京区静原の契約農家に「祝い」という酒造好適米を栽

培してもらっています。

タンクは2重構造。周りに冷たい水が回ることで発酵途中

に冷やしたり、絞った酒を氷点下で保存したりすること

もできます。こういった設備で一年中お酒を造れる環境

になりました。自然の気候に合わせて造ると冬場に仕事

が集中し、蔵人は季節労働者になってしまうのです。松

井酒造は全員正社員で、一年中酒造りするという雇用形

態です。

最先端の設備を使いながら、同時に手作業も大切。酒を

絞るときは「袋吊り」手法でおこないます。また、「神

蔵」というお酒は昔ながらの手作業でしか詰められない

栓のボトルを採用。瓶やラベルの色合いはお酒をイメー

ジしやすいように考えています。蔵のストーリーをお客

様にお伝えするため本型の箱を使い、「発酵奇譚」とい

う小説仕立ての読み物を入れたり、原稿用紙の包み紙を

使ったりしています。本や鉛筆は過去の遺物になりつつ

ある。日本酒もまさにそのひとつ。そういったものの価

値をもう一度再認識したいなと思っています。

観光客向けにTシャツも作りました。日本酒の発酵の仕

方 を 英 訳 し た 「 MULTIPLE PARALLEL

FERMENTATION」と書いたデザインです。麹と酵母を

使う日本酒の醸造法は海外の方には馴染みがないので説

明の意図も含めて採用。パーカーは袖口にアルコール発

酵の化学式を、胸のところには醸造部の印を入れていま

す。この取組をUNIQLOが面白がってくれて京都三条の

京都ユニクロに「松井酒造コーナー」を作ってもらった

こともあります。季節やイベント事に合わせたパッケー

ジも人気です。画家の中島潔先生の絵を季節のお酒のラ

ベルに使わせていただいています。春は「東風（こ

ち）」、夏は「南風（はえ）」など、名前や味わいにも

変化をつけています。また、熟成酒を詰めた山陽新幹線

車内販売限定の150mlサイズのお酒は、瓶の裏貼りのと

ころを新幹線の切符の形状にしたところ、「インスタ映

えする」と話題になりました。

共同で京都酵母「京の恋」を使い低アルコール日本酒を

造りました。元々、欧州での日本酒販路拡大を目的にし

たものでしたが、輸出できないタイミングだったので国

内販売に切り替えました。勿論、日本酒が世界進出する

よう業界として取り組んでいますし、成長分野です。酒

蔵のグローバル化も注目しています。海外で日本酒造る

蔵元も増えていますから、刺激になって業界全体のレベ

ルアップに繋がっていくのではないかと思います。

和菓子・洋菓子と日本酒のマリアージュには可能性を感

じるので、菓子業界とのコラボにも力を入れています。

東京のTHEOBROMAという有名なチョコレート屋が

我々のお酒でチョコレートを作ってくださいました。

インバウンドも意識しています。コロナ前は外国のお客

様が増えていたので、英語で酒造りを説明できるように

しました。オバマ大統領の頃、外務省からお電話があっ

て、ホワイトハウスのスタッフが来られた事もありまし

たよ。また、台湾でも日本酒を沢山飲んでもらっていま

す。

コロナ禍で消毒用アルコールが不足していた時には、食

品用のアルコールを転用して消毒用アルコールを造りま

した。病院や学校に配り、感謝状をいただいたので嬉し

かったです。

また、この期間にリキュールの免許を取得したり、「ギ

ア」というノンバーバルシアターとのコラボもしました。

Jリーグの京都サンガF.C.のスポンサーになりました。子

どもたちの育成に使っていただいているはずです。

ロゴマークは、松井の松にいろんな古い葉っぱがかかっ

ているデザインです。アルコール発酵を表すのロゴなの

ですが、下にギリシャ語源の英語のことわざを入れてい

ます。「Enthusiasm is contagious」という言葉です。

Enthusiasmは熱狂・熱意・情熱。Contagiousは伝染・伝

播・伝わるという意味。Contagious disease は伝染病で

す。

コロナという伝染病で、対面での酒宴はなかなかできま

せん。でも、うつるのはウイルスだけじゃなく、情熱も

うつる。「Enthusiasm is contagious」は「情熱は伝染す

る」という意味。我々は京都の小さなところで楽しく酒

造りをしているのですが、我々の情熱や思いは、きっと

この画面を通じても多くの皆様に伝染していくと思うの

です。皆さんの情熱とかがこの画面を通じて我々のとこ

ろに伝わってくるので、この情熱を大切にしながら仕事

をしていきたいと思っています。

＜資料＞ https://tanoshiiosake.jp/6689

情報は伝染する

コロナ禍の挑戦

コロナ禍になってからも、京都市の産業技術研究所と



北山杉の特徴

私は京都の北山、金閣寺と嵐山の間ある谷に住んでいま

す。代々北山杉をつくっていまして、私は4代目です。

130年弱にわたって北山杉を育林し、丸太を切って北山杉

の床柱をつくっています。

北山杉の里 中川という集落は、600年の歴史があります。

平家に追いかけられた源氏が逃げ込んだ、行き止まりの

集落でした。周りは木しかない、ものすごく急峻な土地。

まったく田畑をつくるような土地がありません。そこで

経済活動をするため林業が起りました。主だった林業の

産地である秋田、天竜、吉野には大きな川があります。

山で育てた木を川下にある消費地に送るため、筏を組み

川に流す必要があったのです。ところが我々の集落には

大きな川がありません。だから木に価値をつけ、京の都

に運ぶところから始まったのです。そのため北山杉は細

長く、人が持てる大きさで、人が山から切り出せる大き

さです。木に付加価値をつけるために高度な技術を駆使

して枝打ちが行われ、つるっとした木肌ができあがった

のです。

元々は仁和寺の荘園でしたが、後に神護寺領に変わりま

した。北山杉は茶の湯とともに京の都へ運ばれて、北山

杉の高質さがお茶文化の中で評価を受け発達していきま

す。お茶といえば千利休。利休は北山杉を好み、我々の

ところに一部伐採権を持っていたと京都府の本に書かれ

ています。

例えば桂離宮や島原の角屋などに古い北山杉が使われて

ます。また、大山崎にある国宝待庵 妙喜庵にも北山杉が

使われていますので、建物を見るときに「北山杉だ」と

見ていただけたら嬉しいです。

中源株式会社｜北山杉・丸太｜代表取締役中田治

5/27 オンライン講演（龍谷大学にて） 11/18 会社見学

北山杉、600年の歴史

明治35年（1902年）創業。北山杉の新種5種を発見し、挿し穂により育林、製造販売までを行う。北山林業の伝統技法である
「本仕込み」の復活と継承のための取組だけでなく、環境教育や治山治水の取組にも尽力し、業界の振興発展に力を注いでいる。

3.これからの北山杉

我々がつくる北山杉は、おそらくですが世界で一番細く

て長い木だと私は思ってます。伐採するのに35年～40年、

長い場合60年くらいかかります。末端の枝下の直径がだ

いたい9センチくらいで長いものだと高さが16m。8～10

階建てくらいの高さのところまで職人が上って枝を払う

のです。しかも職人は数人。後継者がまったく育ってい

ないのです。非常に危険な作業で、今まで何人もの方が

亡くなっておられることも理由です。また職人になるの

に10年くらい修行が必要なので、途中で辞めてしまう人

も多いです。

北山杉の特徴の一つが「台杉」です。太い根本に対して

伸びる幹が何本もあり細いという、独特の形です。普通

に木を育てる場合、40年間かかります。ところが台杉だ

と育て方をすると、何年にもわたって木を切ることがで

きるのですね。1本杉を植え、ある程度大きくなったら真

ん中だけ枝を払います。横の木が育ってきたら、ちょっ

と芽が出たら親を、ちょっと長い木を切ってしまうので

す。それを繰り返ことで台杉できあがります。台杉があ

れば植林をしなくても、林業ができます。先祖が考えた

素晴らしい知恵です。



松井酒造の酒造り

北山杉に関わる仕事の半分は女性の仕事です。切って山

から運び出すのも半分女性の仕事。倉庫（納屋）に入っ

て皮を剥いだ後は全部女性の仕事です。薄皮をとる作業

も、出荷前に砂で磨く作業（砂洗い）も、ため池に丸太

を入れて戻し、また池で洗い立てて干す仕事も全部女性。

だから女性がいなかったら、たくさんの量を出荷できま

せんし、多分ここまで有名にならなかったと思います。

私達が北山杉を大切に思っていることの現れが「嫁に行

く」という言葉です。砂で磨くのが北山杉の最後の仕事。

その姿をみて近所の通りかかった方が「嫁に行くんか」

と言うのです。「売れたんか」ではないのですね。大事

に我が子のように育ててた丸太だから、こんな言葉に

なったのでしょう。今のご時世でいろいろ問題がある言

葉かもしれませんが、当時はよかったのですね。

日本では、伝統文化は必要なもの、残さなければいけな

いものという意識が少ないのではないかと思っています。

私は日本語以外できないのですが、海外の友人たくさん

います。その人たちが「残さなあかんで、大事にしなあ

かんで」って、日本の昔から培ってる文化とか、風習に

ついて言うのです。我々の北山杉がだんだんと文化か

ら排除されていっています。伝統文化を守るために、

いったいどういう風にしたら守れるのでしょうか。伝統

産業はほんとうにいいものです。その中で

も私は、先人達が苦労して600年間で築いた北山林業を未

来に残していこうと思っています。この北山杉の文化を

残すにはどうしていったらいいのでしょう。たくさんの

方々と考えていけたら嬉しいです。

文化を残すということ

昔は檀家寺の修繕や建て替え多くがありましたが、今は

人口減と無宗教化で檀家寺の収入が減り、なかなか気軽

に工事ができなくなっています。有名な観光寺は観光収

入があるので、差が大きい。収入の少ないお寺が建て替

えのときは国や補助金に頼らざるを得ない状況でしょう

し、北山杉の需要も減っています。

自然災害も林業につきもので、獣害も多いです。もちろ

ん色々な対策を講じていますが、猪や熊の害、そして鹿

の食害も大きな問題です。12000本植林して、残ったの

は0本という事もあります。春に2300万円分も植林し、9

月に1本も木が無かったのです。山にいれば獣害は無数に

あります。私は子どもたちに「鹿はすぐに殺す」と言い

ます。子どもは「かわいそうやろ」と言いますが、実際

に鹿が食べた木を見せて「一所懸命植えた木こんなんし

て、それでも鹿かわいいか？」と言うと、子どもたちも

「鹿あかんな」と理解してくれます。森は綺麗事ではな

いんです。ハイカーの人たちにもぜひ気をつけていただ

きたいことがあります。プラゴミは持って帰っても残飯

を山にばらまいてしまう。それを食べに害獣が降りてく

るのです。そして人間の匂いを辿れば食べ物があると覚

えてしまう。獣の被害を拡げないためにも気をつけてい

ただきたいです。

コロナ禍によって工事の中断・中止など影響を受けまし

た。木材の輸入量も減りました。輸入木材が少なかった

ら国産を使えばいいと思うかもしれませんが、製材所も

減っているのです。国が推進して日本の森林に補助金を

出したけれど、海外の価格競争で負けてしまった。だか

ら、原木価格は上がっても、製造・製材できなくなり、

我々もその影響受けて、納期が遅れてしまう事もあるの

です。

一般の住宅で和室やお茶室とか作らなくなったら、北山

杉の需要は文化財だけになってしまいます。だから文化

財に使うお金が少なかったら、それをつくる職人がいな

くなるのです。だから私は、直接的に林業に補助金を入

れるのではなく、文化財に補助金を入れてもらった方が

我々のためになるのではないかと思います。

結局木が売れなくなったら山の職人もいなくなってしま



グンゼ株式会社は、明治29年（1896年）京都府何鹿郡、

現在の京都府綾部市で創業しました。後に本社を大阪府

大阪市に移転しましたが、綾部本店の建物は現在も使用

しており、経産省の近代産業遺産に認定されています。

近隣の町並みは京都府の景観遺産に登録をされています。

綾部には創業以来の歴史を見ていただける記念館もあり

ますので、機会があればぜひお越しください。

コロナ禍の影響を強く受け、売上は落ちてしまいました

が、肌着・インナーウェア等の「アパレル事業」は売上

の半分ほど、他はプラスチックフィルム・エンジニアプ

ラスチックス・電子部品などの「機能ソリューション事

業」、スポーツクラブ・環境緑化・商業デベロッパーな

どの「ライフクリエイト事業」で構成されています。一

般的に一番なじみが深いのはアパレル事業だと思います。

何鹿郡は京都府の中間地域。北は丹後ちりめんの産地、

南は西陣織物の産地、2つの産地に挟まれていたこと、ま

た、土地が痩せていたことから、稲作よりも養蚕業が盛

んな地域でした。繭から絹糸をつくる製糸業は裕福な事

業家ができる仕事。そのため、貧しかった何鹿郡の養蚕

農家の生業は、蚕の繭をつくって製糸事業者に仲買を通

じて取引するところまででした。でも、非常に貧しい地

域だったため、繭の品質はあまり良くなかったようです。

明治維新の後、農商務省次官の前田正名という方が「地

域産業振興」を唱えられて、その演説を聞いた私共の創

業者が感銘を受け、会社を作るきっかけになりました。

創業者の波多野鶴吉は当時、小学校の一教員でしたが、

正名の。演説で一番心に響いたのは「国是、県是、郡是

を定むるに在り」という言葉だったそうです。

グンゼ株式会社｜繊維総合メーカー｜代表取締役社長廣地厚（現代表取締役会長）

5/27 オンライン講演（龍谷大学にて） 11/25 会社見学

グンゼの成り立ちと多角化

明治29年（1896年）創立。製糸事業からスタートし、現在は、肌着等のアパレル事業、プラスチックフィルム等の機能ソリュー
ション事業、ショッピングセンター、樹木販売等のライフクリエイト事業を展開している。今年は、創立125周年を迎え、さら
なる発展を目指している。

4.老舗のＳＤＧｓと社会貢献

「地域の産業を是と定めて地域の住民で一心不乱に突き

進むべし」という意味でしょうか。何鹿郡の蚕糸業を振

興することで、地域社会に貢献しようと考えたのです。

何鹿“郡”ですから“郡の是”で「郡是製絲グンゼ株式会

社」という社名をがつけたそうです。

創業時から「株式会社」です。地域振興のため、養蚕農

家の方々に株主になっていただいて、その子弟を従業員

に雇用。儲かったときには、配当を養蚕農家に還元しま

した。

創業の精神は、人間尊重と優良品の生産を基礎として会

社をめぐるすべての関係者との共存共栄をはかること。

「善き樹は、善き果を結ぶ。善い人が、善い糸を作る。

心が清ければ、光沢の良い糸ができる」ということです。

1896年に創業、97年に工女の教育を始め、教婦の養成ス

タート、教育部設置、師範科、私立郡是女学校の設立、

それから郡是産婆看護婦学校を新設と、いろいろな教育

を工場の創業の前提におきました。地域の方々からは、

表から見れば工場だけれど、裏から見れば学校だ、と言

われていたようです。

（現代表取締役社長 佐口 俊康）



社会の動きに合わせて

しかし事業は社会の動きに合わせて変遷していきます。

シルクの製糸業からスタートしましたがて、競合品の

レーヨンが発明されでき、戦争もありました。絹糸の

ニーズ減少から、1987年に撤退。代わりに繊維の2次加

工に進出しました。最初は兵庫県塚口市で靴下の製造を

開始、次に京都府宮津市で肌着の製造をスタート。総合

アパレル化を経て、現在のインナーやストッキングを含

むレッグアパレル商品が育っていきましたす。Body wild

やYG、SABRINA、Tucheなどおなじみのブランドも生

まれていきます。

1950年代後半、繊維製品のパッケージを自社で作るため

プラスチックの加工を始めました。その技術を元に、エ

ンジニアリングプラスチックス、ペットボトルのラベル

等の食品パッケージの印刷、それからタッチパネルに使

われる電子部品などに事業を拡大します。特徴的なのは

ペットボトル用のフィルムでしょうか、筒状につくった

ものにを熱風を当ててペットボトルの形に沿うように熱

風を当てて加工しています。フィルム自体に、日光を

遮ったり、二酸化炭素を通さなくするいようなにするな

ど機能を加え、特徴をもたせています。

ライフクリエイト事業は、グンゼグリーンという会社で、

環境緑化事業を。デベロッパー事業では、商業施設

「TSUKASHiNつかしん」、埼玉県鴻巣市「elumi鴻巣」、

群馬県前橋市「前橋LIRICA」。またスポーツクラブも運

営していますつくりました。デベロッパー事業は、元々

の製糸業の工場跡地や遊休地の再開発を目的に生まれま

した。

メディカル事業は京都大学と共同開発始めした手術用の

縫合糸「おごし」という糸のの開発が始まりです事業。

生体吸収性の糸なので、抜糸する必要がないのですあり

ません。他にも、手術後の患部を保護する縫合補強材や、

人工皮膚、骨接合剤などもつくっています。どれも生体

吸収性のある素材です。一度手術をした後、抜糸などの

ために再度手術をおこなうのはQOLを下げる原因になり

かねません。なるべく患者さんのQOLを上げるために貢

献できればと思っています。

絹糸の事業からは撤退しましたが、完全に糸を作らなく

なったというわけではありません。繊維資材のミシン糸

もつくりつづけています。一番大きな取引先はUNIQLO

様です。

SDGsとQOL

今言われている「SDGs」に沿っている事業は、メディカ

ル、スポーツクラブ、それからアパレル事業だと思いま

す。こういったSDGsなどに関わる研究・開発を加速して

いこうという目的で、7年ほど前にQOL研究所を設立。

元々、創業の精神が「地域社会に貢献」ですから、会社

の成り立ちそのものがSDGsと言っても過言ではないかも

しれません。事業を通じて、持続可能な社会の実現を目

指すため「グンゼのマテリアリティ」を特定。重点的に

推進する課題を設定しました。大阪府・京都府・大阪市

と包括連携協定を結び、地域課題に関する支援、特に災

害支援も行っています。災害が起こったときには、被災

地に私共のインナーウェアや靴下をすぐお届けするよう

にしています。また、京都の綾部で大阪御堂筋の銀杏並

木を育成しています。

プラスチック製品を作っていますので、海洋プラスチッ

ク問題にはとても注目しています。近々バイオマスプラ

スチック100%使用の製品を出す予定にしています。ただ、

それだけではこの問題は解決しません。石油由来の製品

を一気に植物由来に置き換えると地球上の緑があっとい

うまになくなってしまう。それも踏まえ、継続的に取り

組んでいく必要がある問題だと考えています。まず取り

組んでいるのは、資源循環型工場の実現。プラスチック

フィルムをつくる工場はとにかく無駄を出さないように

挑戦しています。滋賀県守山市の工場では太陽光パネル

を工場の屋根全体に置き、CO2の排出量抑制も目指して

います。

更に新たなジャンルとして、京都の三洋化成工業様、

APB様、そして私共の3社で、次世代型リチウムイオン電

池、全樹脂電池の開発を行っています。電池そのものが

一枚のシートにできる技術です。何枚も重ねると大きな

電流の蓄電地が可能になります。また、神戸の川崎重工

様と一緒に、潜水艦用の蓄電池を試験しています。試験

がうまくいって、良い発表ができればと考えています。

これまで様々な事業のお話しをしましたが、これらを

きっちりと推進していくために、会社の中に専門の組織

もつくりながら、それぞれの部門の結束力を高めていま

す。これから先の、2030年、2050年に向けての中長期的

な目標をしっかり組み立てて、着実に取り組んでいきた

いと考えています。



松島屋は江戸時代宝永5年（1708年）に若狭の小浜から

鯖街道を通り、京都にやってきました。大正14年（1925

年）に合資会社「松島屋本店」を設立。私の父が9代目で

す。元々は小さな乾物屋兼便利屋さんでしたが、父の代

に業態を変更し料理屋さんへの卸をするようになりまし

た。

小浜には北前船といって、北は北海道から南は下関を

回って大阪まで行く航路があります。船に載って北海道

の昆布、土佐・鹿児島のかつお節などがやってくるので

す。各地の食材が小浜から京都に来て、食の京文化が花

開いていきました。御所や公家文化の影響を受けながら

京料理が育まれたはず。北の昆布と南のかつおが、ちょ

うど日本の「おへそ」あたりの京都で交わったのはとて

も興味深いことです。

合資会社松島屋本店｜鰹節・昆布卸｜専務取締役戸井田光平

6/24 龍谷大学講演 7/1 会社見学

松島屋の成り立ち

宝永5年（1708年）創業の食品卸。特に削り節と囲い昆布のだし素材に注目。「食は味」をモットーに伝統の味を大切にしなが
ら、新時代の味にも挑み、和の食文化を通じて、本物の「美味しさ」を届けられるよう努めている。

5.「食は味」

かつお節にも色々な種類がありますが、やはり一番は本

節。カビ付けした一番、最高級のかつお節です。作るの

に4～5か月かかります。かつお1匹から4本のかつお節が

取れます。左・右と背・腹があるのです。しっかりまっ

すぐな方が背節、別名雄節。反対がお腹側の雌節。雄節

と雌節を一対にして、結婚式の引き出物で配られます。

昆布出汁とかつお出汁を混ぜると、うま味成分が倍増し

ます。かつお節のイノシン酸と昆布のグルタミン酸が一

緒になることで、うま味成分が7倍8倍になるのです。不

思議ですね。

顆粒出汁は以前に比べればおいしくなりました。でも、

やはり本当の味ではないと私は思います。1時間あればか

つおや昆布で出汁をとれます。昆布にハサミで切り込み

を入れてお湯・水の中に入れて10分間置くだけでも全然

違います。沸騰する前に昆布を取り出し、ひと煮立ちさ

せてから火を止めてかつお節を入れるだけ。難しくあり

ません。出汁を取った後の昆布は乾煎りして、醬油・み

りんを少し、ゴマを振りかければ塩昆布に。出汁を取っ

たかつお節からもふりかけを作れます。栄養たっぷりで

アミノ酸が多いので、全部食べてもらえればありがたい

です。

だしの取り方は、10軒家あれば10通り。一軒一軒違いま

す。だから「自分がおいしい」と思うタイミングが一番

いいと思います。昆布の種類・かつお節の種類によって

も味が変わってきます。 おいしい出汁が取れたなら、調

味料は少々で。かつお節にも昆布にも塩分とうま味が

元々入っています。一部の料理屋さんではほとんど味を

つけないで出されるところもあるくらいですよ。

出汁の奥深さ

利尻で採れた昆布はごつごつしています。5年以上寝かし

て（蔵囲い）澄んだ出汁をとれるようにします。函館周

辺で採れるものは真昆布。それぞれに風味が違います。

昆布の形も違うのですが、理由は生育環境にあります。

利尻島は、流氷が来るように荒波がきついので、昆布は

石にへばりついています。真昆布は函館周辺の湾で採れ

ますが、こちらは波が穏やか。幅が広くて穏やかに育ち

ます。

本物の美味しさとは



かつお節で気をつけたいのは「濃い」出汁。脂がのった

かつおでつくったかつお節は出汁にすると味の邪魔にな

りますし、濁ってしまう。例えば料亭で出されたお吸い

物は濁っていませんよね。濁りや脂は香りがきつい場合

があるので、中に入れた素材の邪魔をしてしまうのです。

また、血合いも風味に影響があります。血合いにはおい

しさがあるのですが、えぐみも出やすい。ですが、煮炊

き物だと血合いを抜くとインパクトが出ません。あっさ

りしすぎて、煮物の具材の味を引き立てないのです。こ

んな時は血合い入りのかつお節出汁を入れると旨みを吸

収してもっと味が良くなります。お吸い物の場合は血合

いのえぐみ邪魔をするので、血合いは取ることが多いで

す。

和食文化を守りたい

和食は世界遺産に登録されています。でも世界遺産って

「なくなる」から世界遺産ということだと私は思うんで

す。つまり和食は絶滅するかもしれない食文化なのです。

ぜひ皆さんに日本食を食べることによって、いいところ

をピックアップしていただいて広げていってほしい。日

本の食事をなくしてほしくない。本当に世界遺産になら

ないように願っています。

お節料理に入ってる「ごまめ」。「田作り」と呼ばれる

こともありますね。あの素材はイワシです。なぜ「田作

り」と呼ばれたかというと、昔は田んぼに肥料として撒

いていたそうなんです。それだけ大量に穫れたというこ

とですね。ですが今、イワシが獲れていないのです。田

んぼに撒くほど穫れていた魚が、高級魚になってしまう

かもしれません。

商品の値段は10年前に比べて2倍近く原価が上がっていま

す。漁獲量が少ないと、欲しい人がたくさんいるのに買

えないので、取り合いになるのです。しかも、品質的に

は下がり、味も落ちることがあるので、結局いいものが

少ないため、価格は上がってしまうのです。いいものを

厳選してお届けするため、抑えながらも値上げはお願い

しています。でも商売的にはとても厳しい状態です。

未来にあるべき老舗の存在意義や、どのように継続して

いくかなど、悩みは尽きません。食育や食べてもらえる

方法やアピールの仕方など、ぜひご意見を聞かせていた

だきたいなと思っています。

かつお節と海洋資源

昔は土佐（高知県）、九州、徳島の辺でかつおがよく獲

れていました。暖かいところにいるかつおが暖流にのっ

て上がって来るのです。しかし、漁獲量はとても少なく

なりました。そのため、今はインド洋の南方に獲りに行

くことが多いようです。

新しいもので「まぐろ節」というものもあります。最近、

ブームというほどではないのですが増えてきました。か

つおに比べてあっさり、だけどコクがある出汁が取れま

す。おいしいとはいうものの、まぐろ節の評価は高くあ

りません。雑節と言われ、1ランク落ちます。そして、乱

獲が多いためまぐろ漁には規制がかかっていることもあ

り、原料確保にはとても苦労しています。

また、網で獲った魚は網の中で暴れ、傷が付きやすいの

で、良い節ができません。やはり一本釣りです。一本釣

りはすぐ冷凍しますから新鮮。でも量が獲れないのが悩

みの種です。

身を食べるなら、かつおやまぐろの脂がのっているもの

が美味しい。しかし、出汁を取った時に味を邪魔しない

ためには、脂が少ない、幼魚に近い魚が必要なのです。

今はインドで獲った冷凍の魚を輸入しています。あっさ

りしているけれど、支える味をつくるかつお節が理想で

す。

昆布と環境問題

かつお節だけでなく昆布にも悩みがあります。温暖化の

影響だと思うのですが、北海道の海水温が上がってるい

るのです。そのため、昆布がすごく減ってしまい採れな

くなっています。ここ数年不漁続きです。元々、昆布の

周期は5年ほど。採れる年が5年続いて、1年くらい採れな

い年がある……という程度。それなのに、ほとんど取れ

ない年が10年ほど続いています。昆布の原料を確保する

のも厳しいのです。10年前、15年前なら昆布のサイズも

違って、幅が広いものが採れてました。一番良い一等級

の昆布ですら細くなっていっています。ちゃんと育って

いないのですね。真昆布は幅広いものが採れる確率が高

かったのですが、それでも海水温の問題や、函館周辺の

開発によって栄養分が陸から海へ流れなくなってしまい、

昆布のサイズが小さくなってきています。下手をすると

昆布がなくなるんじゃないか、日本の出汁文化がなくな

るんじゃないかという危機感すらあります。


