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山中諄氏講演「私の半生」	 

	 

2015 年 6 月 27 日、新キャンパス大阪茨木キャ

ンパスにおいて、経営学部校友会・幹事会・総会

・講演会、そして懇親会が行われました。100 名

近い参加者のあった講演会は、立命館大学校友会

前会長、そして南海電気鉄道株式会社取締役会長

である山中諄氏による「私の半生」と題するお話

でした。大変興味深いお話でした。下記はその要

約です。十分伝え切れていませんが、ご容赦下さ

い。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

講師	 	 	 山中	 諄	 氏	 

	 

生まれ・育ち	 私は、1965 年に経済学部を卒業

しました。三重県伊賀市の生まれです。田園豊か

な山間の、のどかなところで育ちました。1 学年

70 人程の小さな小中学校でした。私の父親は国

鉄職員でしたので、小さい時から鉄道に関心を持

っていました。	 

中三の時、父親が京都に転勤となり、京都の桃

山中学へ転校しました。そこは、1 学年 10 数ク

ラスあるというマンモス校でした。ここでカルチ

ャーショックを受けました。京都府は、当時は学

区制で桃山高校へ入学しました。自分ではできる

と思っていましたが、教育大附属桃山中学から	 

来た優秀な生徒が沢山いました。高校は普通科で、

文系、理系に分かれていました。私はそれ	 

まで、挫折をあまり経験していなかったので、	 

大学を甘く見ていました。	 

大学受験では、目指す大学には合格できませ

んでしたが、結果として立命館大学に入学しま

した。当時は、国立大学不合格者を対象とする

２次試験というのがあり、母から浪人は許さな

いと言われていましたので、入学してから他の

大学を受けることも考えていました。しかし、

大学に入ってみると面白く、夏になるともう再

受験する気はなくなっていました。	 

	 

大学入学、そして就職	 入学後ヨット部に入

部しました。琵琶湖で練習するのですが、これ

が夏だけのものではありませんでした。冬場の

練習はつらいものでした。それで２年間ヨット

部にいたのですが、たまたま帰省の途中、当時、

体育学科の教授であった百田先生に出会い、そ

の時に、自転車競技部に誘われました。ヨット

部がつらかったというのもあるかもしれません

が、先生のお誘いに乗って自転車競技部に入り、

主務を任されました。まだ自転車競技部は関西

では少なく、あったのは大阪経済大学くらいで、

あとの大学では同好会でした。そこで、関西連

合、関西の自転車競技連盟の創設にかかわるこ

とになりました。主務をしていましたので、当

時の川本学生課長（その後の立命館大学理事長）

に、負傷した部員の支援をお願いしたこともあ

ります。	 

さて卒業です。成績はよかったはずです。当	 

時は大学の就職支援は今ほどではありませんで	 
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した。それで、自分で就職活動をしました。当時

立命館大学は左翼大学と思われていて、大手企業

の入社は門前払いの会社も多くありました。それ

でも何とか南海電鉄に就職が決まりました。鉄道

会社はあまり多くを採用しません。同期は 16 人

です。一人は獣医としての採用でしたから、15

人が一般職（今でいう「総合職」）の採用でした。

国立大学出身者は教授推薦で採用されましたが、

私学は筆記試験で選抜されました。いずれにせよ

１６名が入社しました。	 

	 

入社後現場見習いから	 入社後、 初は現場見

習いから始まります。切符販売、集改札、駅務、

信号切り替えなど見習いとして仕事をしました。

その次は、鉄道車掌や軌道電車の車掌をしました。

またバスの車掌もしました。そんな現場見習いを

１年余り経験しました。良い経験でした。 後、

配属決定のための新入社員合宿がありました。合

宿が終わって研修所から会社へ戻るわけですが、

途中、ほっとして何人かで酒屋でビールを飲みま

した。これを教育担当者が見ていたのです。やは

り、鉄道会社ですから、だれも鉄道部門への配属

を希望するものです。けれども酒屋へ行った人間

は、全員バス部門に回されました。	 

	 

赤字のバス部門配属後の経験	 バス部門に配属

され、また見習いです。まず助役見習いから始め

ました。そんな中から人間関係ができてきます。

それが信頼につながり、これが大きな財産となり

ました。労働組合との交渉もしました。交渉の場

に同席して、つい口をはさんだら、組合から現場

を知って言っているのか、と言われ、現場を知る

ことの必要性を認識させられました。	 

	 人間の能力は、自分が判断するのではなく、周

囲が評価するものです。当時の上司は反面教師で

した。仕事はできるが、上昇志向が強すぎて不信

感を買っていました。そういう人間にならないよ

うにしようという決意をしました。	 

	 バス部門では、人事労務関係を担当しました。

バス部門は赤字部門でした。社内でも肩身の狭い

部門でした。それに反して、当時不動産部門はバ

ブル景気もあり、肩で風を切る勢いでした。私は

バス部門を黒字部門に転換できないかと考えまし

た。当時は、ベースアップは電鉄直営であれば、

実績に関係なくどの部門も一律にベースアップを

していました。そこで、バス部門担当常務のとき、

バス部門の業績に見合った労働条件に改めるべく、

バス部門の分離を考えました。	 

	 

	 

	 

バス部門の分離	 そこで所属従業員全員がバス

部門への出向という形ではなく、転籍にする必要

があると考えました。そこで、労組委員長に切り

離しを申し入れました。バリバリの共産党の人で

したが、胸襟を開いて話をしましたら理解をして

くれました。そこで、従業員と行動を共にすべく

率先して、電鉄の役員退任を社長に申し出ました。	 

	 バス会社スタートに当たり就業規則などを考え

ていたとき、社長からお呼びがかかりました。そ

こでバス部門のある堺から本社のある難波へ行き

ました。そして前会長と二人して突然社長をやっ

てくれという話がでました。固辞しましたが、引

き受けざるを得なくなりました。バスの部門の人

たちも喜んで出してくれました。	 

	 

社長就任で赤字部門の処理へ	 2001 年に社長

に就任しました。単独決算の時代でしたから、親

会社は単体で黒字でしたが、赤字の子会社も多く

ありました。ただ、連結決算時代へ向かっていま

したので、グループ会社を含めた再建へと舵を切

りました。そのために自分は捨石にならないとい

けないと思っていました。課題を先送りする風潮

がありましたが、赤字部門の抜本的な処理の必要

性を感じていたので、社長となってそれを実行に

移しました。当時は小泉首相の時代でした。首相

同様、聖域を設けない、構造改革をする、経理内

容を改める、と宣言しました。まさに社運をかけ
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て改革をしました。グループ会社の整理、売却を

告げました。南紀にある旅館を売却するなど、３

６社が消滅しました。	 

しかし、従業員、その家族への配慮は怠れませ

ん。転籍など、その後の身分保障を考えました。

さらに、賃金カット、無配もお願いしました。労

組に対して３年間３％の賃金カットをお願いしま

した。役員も報酬カット５０％で、役員の退職慰

労金も廃止しました。他方で、６０歳定年後も雇

用期間を延長し、契約社員となってもらいました。

これは当時、私鉄ではあまりないことでした。	 

	 

夢も提供してモラールアップ	 身を切る思いを

しても、他面で、モラールを高めないといけませ

ん。そこで、なんばパークス、オフィスビルや商

業施設といった将来の夢を提供しました。貸借対

照表の改善をはかりました。土地の評価減、減損

処理、株式も評価減するなどの思い切った処理も

しました。当時金利は長期でも５～６％でした。

その削減のために、不動産の売却等で有利子負債

の削減をしました。	 

	 ガバナンス改革にも手を付けました。当時、大

阪と名古屋に上場していましたが、東証への再上

場を図りました。３年かかって厳しい上場審査を

受け、東証上場が実現できました。全社的な改革

には、結果的には３年ではなく、４年を要しまし

た。	 

	 

改革の裏には人間関係	 このような思い切った

対策ができたのは、長かった現業分野で培った人

間関係が功を奏したと思います。自分個人のため

ではなく、会社のためという大義がなければ、人

についてきてもらえません。自己保身ではなく、

会社のためという筋を通さないといけません。社

長在任６年の大半、３分の２はリストラにまい進

しました。その後会長になりました。関西経済同

友会代表幹事をしたのもそのころです。同友会は、

国や自治体に対して提言します。その頃沖縄の経

済同友会とも交流しました。沖縄県の個人所得の

平均は低く、ほとんど基地依存です。沖縄の現実

がわかりました。韓国にも行きました。保安部の

案内で、北朝鮮の脅威、北朝鮮から韓国内に通じ

るトンネルも見てきました。ボストン大学との意

見交換もしました。中国との交流もいろいろ経験

させてもらいました。こういう交流を通じて、少

なくとも韓国との友好関係は必要だと思っていま

す。	 

	 

	 

社会、企業の求める人材	 次に、社会、企業の

求める人材、についてのお話ですが、これは大学

にも言いたいことでもあります。６点あります。	 

１．自分の主張を明確に言える。	 

そのためには自己啓発に努める必要がありま

す。	 

２．良好な人間関係。	 

これは迎合ではない。	 

３．公私混同しない。	 

４．上司に対して影響力がある。	 

部下に言って聞かせるのは簡単ですが、上司

に対して影響を持とうとすれば、それなりのパ

ワーが必要です。それがその人の力量です。	 

５．困難に直面しても逃げない。	 

近の人は賢くソツがないが、腰が据わって

いないように思います。社長のころ、定年退職

の辞令交付をしたとき、一番の思い出は何です

かと聞きました。返ってくる答えの大半は、自

分が努力したこと、苦労したことでした。	 

６．健康である。	 

	 	 

立命館大学への注文	 立命館大学への注文です

が、私が就職するときの立命のイメージは悪かっ

た。その時代に逆戻りさせてはいけません。その

経験から言えることは、社会に通用する人材を輩

出してほしい。頭がいいだけではいけません。行

動を伴わないと 悪です。実務として社会を引っ

張っていける人を輩出してほしい。南海電鉄は今
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でも年間１５，６人採用しています。立命からも

採用しています。多岐にわたった人材を採用して

います。	 

	 私の世代で、会社に門前払いをうけた層が、今

ちょうど、経営層にいます。立命の身上は、粘り

強さです。粘り強い人材を輩出してほしいと思っ

ています。上場企業の経営者の数では、立命出身

者の数は少ないのが実情です。今後も、母校の発

展のために応援したいと思っています。（松村）	 

	 


