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名 手
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茂 木 賢 三 郎　（もぎ けんざぶろう）

対談　茂 木 賢 三 郎  （独立行政法人 日本芸術文化振興会理事長）
西 川 扇 藏  （公益財団法人 日本舞踊振興財団  理事長）

［敬称略］

2011 年 5 月 31 日
（於：独立行政法人 日本芸術文化振興会 理事長室）

西川 理事長には早い時期にお目にかかり
たいと存じ上げておりましたが、な
かなか叶わず今日になってしまいま
した。

茂木 いつも私どもの振興会の事業ではお
世話になっております。とりわけ国
立劇場の主催公演では早い時期から
ご出演をいただいているようで感謝
いたしております。

西川 おかげさまで劇場の開場記念の舞踊
公演からですので、ずいぶん長いこ
とこちらの劇場の舞台に立たせてい
ただいております。

茂木 開場は昭和 41 年、東京オリンピッ
クの２年後ですから、歴史を感じま
すね。

西川 私もまだ若輩でしたが、一応日本舞
踊界の五大流派といわれているなか
の当主ということで、名だたる先輩
連中に混ぜていただいたのだと思い
ます。

茂木 そういえば先生は西川流の十代目の

宗家になられたのが、ご幼少の折
だったそうで。

西川 母である九代目が突然の病であっと
いう間に亡くなってしまいまして、
流儀の古老たちが相談してとりあえ
ず私に継がせたらどうか、いうこと
になったようです。

茂木 おいくつでいらしたのですか。
西川 満 7歳です、小学校一年生でした。
茂木 それはそれは。いくら流儀の一大事

といっても 7歳で宗家になられるの
は他に例がないでしょうね。

西川 どうでしょうか、ともあれいろいろ
な方々のお力添えもあり、今まで何
とかやってこられました。

茂木 ところで永年国立劇場の自主公演に
お出ましいただいておりますのに、
この間の「素踊りの会」では已む無
く中止ということになってしまい誠
に申し訳ありませんでした。

西川 とんでもないことでございます。何
といいましてもあの大地震の翌日で
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したから如何とも仕方がないことで
しょう。

茂木 丁度舞台稽古の日で、途中まで進ん
でいた時でございましたね。

西川 私も夕方から稽古に出向くために自
宅で待機しておりました。私も戦争
まで体験している世代ですが、あれ
ほど激しく長い時間に亘って揺れた
地震は初めてです。

茂木 劇場にはいろいろな機材があります
から、安全点検が済むまでは舞台稽
古はもとより、翌日の公演も中止に
せざるを得ませんでした。

西川 しかしあれからもう直ぐ三ケ月にな
ろうとしていますが、まだまだ避難
生活を強いられている方がたくさん
いらっしゃいます。

茂木 我々は一日も早い復興を願うばかり
でございます。何といってもあの戦
争から這い上がって戦後日本は見事
な復興を成し遂げたわけですから。

西川 理事長は戦争の頃はまだご幼少でい
らしたでしょうね。

茂木 終戦の時が小学校二年生でした。生
れ故郷の千葉県の野田市におりまし
た。先生は東京でいらっしゃいます
ね。

西川 はい、御徒町の実家におりました。
例の東京大空襲の時は隅田川の方か
ら燃え出して、あの辺りでは我が家
が一番最後に焼けたのですが、まさ
に地獄絵でした。

茂木 大変な思いを
されましたね。
私の方は東京
からは直線距
離で 35 キロく
らい離れてい
るでしょうか。
夜中に母親に
たたき起こさ

れて、東京が大変なことになってい
ると言われました。東京方面の西南
の方角の空が夕焼けのように真っ赤
でございました。そのときの光景は
今でもはっきりと目に焼きついてお
ります。

西川 強烈過ぎる印象でしょうね。ともあ
れ今回の大災害に関しても、被災さ
れた方々は諦めずに一歩一歩着実に

回復への道のりを歩んでいって欲し
いと思います。

 ところで理事長は企業のご出身でい
らっしゃいます。

茂木 はい。キッコーマンという会社にお
りましたが、この会社はもともと８
件の親戚、同族が合同して大正６年
に株式会社になってスタートいたし
ました。私の生れた家も創業家の一
つに当たります。

西川 遡れば長い歴史のある会社でござい
ますね。

茂木 確かに株式会社になる前を考えたら
古くからありましたね。それで合併
の調印に参加した家から、ひとりづ
つ後継者が入るという不文律があり
ました。

 私には兄がおりましたので、当然
キッコーマンに入る立場にはなかっ
たのです。

西川 なるほど。
茂木 それで大学を卒業して就職をしなけ

ればならなかったのです。
西川 今でいう就活ですね。
茂木 はい。私は下手の横好きで英語が好

きだったものですから、外国の関係
の仕事が多い銀行を選んだのです。

西川 当時の東京銀行ですね。
茂木 そうなんです。ところが入行して一

年ほど経った頃、私の生家は茂木の
分家筋でしたが総本家に子供がいな
かったのです。それで私に本家の養
子になってくれと頼まれまして、最
初は断ったのですが説得されてしま
いました。それで本家の後継者とい
う立場で、その頃は野田醤油株式会
社といっておりましたが、入社した
わけです。

西川 大きな転換ですね。ということは
ハーバード大学に行かれたのはその
後でございますか。

茂木 はい、会社が海外留学制度を設けま
してその二期生で行かせていただき
ました。33 歳になっていましたが、
二年間ハーバード大学で経営学を学
びました。

西川 私どもには余り馴染みのないＭＢＡ
という資格を取得されたと伺ってお
りますが、これはどのようなもので
しょうか。
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茂木 経営学修士と訳されておりますが、
要するに経営全般についてかなり実
務的に学ぶのですね。

西川 日本からもいろいろなジャンルの方
が留学されているのですね。

茂木 そうですね。私費留学もおりました
が、大半が企業派遣でした。大手の
商社、鉄鋼会社、銀行等様々な方が
いらっしゃいました。

西川 得がたい貴重な体験でございました
ね。

茂木 なかなか海外で自由に二年間も勉強
できる機会はないですから、振り
返ってみれば懐かしく楽しい思い出
です。

西川 帰国されてからは会社に戻られたわ
けですね。

茂木 キッコーマン一筋でいろいろな部署
で働かせていただきました。

西川 会社ではそれなりにご苦労もされた
かと思いますが。

茂木 細かなことを挙げればキリがありま
せんが、思い返しますと石油ショッ
クのことは大きかったですね。

西川 昭和 48 年でしたでしょうか。
茂木 そうですね、秋から発生したあの騒

動は忘れられません。あらゆるお店
から砂糖やトイレットペーパー等が
消えました。私どもの醤油も同様で
した。

西川 経済が高度成長をしていたこの時代
に信じられないことでした。

茂木 消費者からは醤油を出し惜しみをし
ているのか、或いはどこかに隠して
いるのではないかと叩かれました。

西川 それは痛くもない腹を探られている
ようで大変でしたね。

茂木 そうなんです。それで某新聞社がど
こかの倉庫に空き瓶がたくさんある
から在庫があると報道してしまいま
して。

西川 無責任ですね。
茂木 全くその通りです。当時醤油は 2ℓ

の瓶に入れていました。ところが新
聞社が撮った写真をよく見るとお酒
の瓶だったのですね。

西川 お酒は 1.8ℓですね。
茂木 はい、よく見れば違うのですが、一

瞬では見分けがつきません。しかし
余り抗議をしてもまた批判を受ける

だろうと、会社としても静観しよう
という方針になりましたが、私は若
かったこともあって非常に矛盾を感
じました。

西川 つらいところですね。そういえば最
近は醤油の瓶を見かけなくなりまし
た。

茂木 それは核家族化のために一家族あた
りの醤油の消費量が減ってしまった
こに起因しています。

西川 なるほど。
茂木 醤油は天然醸造物で光と熱と空気に

弱いのです。
西川 それでは醤油が余って痛んでしまい

ますね。
茂木 食品安全という点では全く問題ない

のですが、色が多少黒くなって風味
が落ちてしまいます。今は容器が
ペットボトルになって 1ℓ、さらに
は 750ml や 500ml も販売しておりま
す。

西川 時代の流れでしょうね。それから日
本独自の商品の醤油ですが海外でも
良く見受けます。

茂木 それは目ざましいものがあります。
なにしろ私どもがアメリカで製造し
ている醤油の量は、日本の第二位の
メーカーを凌いでいますから。

西川 それはたいしたものですね。
茂木 アメリカばかりではなくヨーロッパ

にも浸透しており、さらには東欧か
らロシアにも広がっています。

西川 昨年、日本舞踊ロシア公演でモスク
ワとサンクトペテルブルグに行きま
したが、そこの和食のお店で確かに
キッコーマンの醤油をいただきまし
た。

茂木 それはそれは、ありがとうございま
す。

　　　キッコーマンではつい二年前までは
取締役会のメンバーで、最後は副会
長の立場でした。たまたま取締役を
リタイヤする年齢になっておりまし
て、ある日突然文化庁からご連絡が
ありました。

西川 現在のお立場に就かれる発端です
ね。

茂木 はい、文化庁の次長と人事担当の課
長がぜひお会いしたいと仰られて、
訪ねてこられました。
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西川 それは驚かれましたでしょう。
茂木 驚きもいたしましたし、何のお話で

あろうかと見当もつきませんでし
た。私は自分のことは棚に上げて、
この頃日本語が乱れている、などと
方々でしゃべっていましたから、そ
の関係かなと思いました。

西川 日本語の乱れも大事な問題ですか
ら、引き続き大いに発言なさってく
ださい。

茂木 ありがとうございます。それで来訪
の理由がこちらの理事長になって欲
しいというのですから、まさに青天
の霹靂でした。

西川 文化庁もお目が高いと思います。
茂木 いやいや、わたしは野蛮ではないか

も知れませんが、あまり文化的でも
ありませんし、芸術にも疎いもので
すから、何回かご遠慮申し上げまし
た。

西川 お若い時分にご養子になられてキッ
コーマンに入られて以来の、人生の
大きな岐路になりますね。

茂木 仰るとおりですね。最終的にお引き
受けいたしましたのは、私自身に
とっていろいろと勉強をさせていた
だくことができるいいチャンスであ
ると考えたのです。

西川 素晴らしいこ
とだと思いま
す。やはり大
企業の取締役
までなさった
方は、組織の
動きを全体像
として把握で
きるかと存じ

ますので、日本芸術文化振興会の
トップとして、存分に力量を発揮さ
れていらっしゃることでしょう。

茂木 恐れ入ります。なかなか十分にはで
きませんが、多分私に求められてい
るのは、企業経営に携わってきた人
間には組織のマネジメントといいま
すか、大勢の人間がいますから、そ
のようなことを期待されているのか
と理解しております。

西川 私も以前こちらの評議員を仰せつ
かっておりまして、あらゆるジャン
ルの方が集まりまして様々な意見を

交わされていました。それらをまと
めて進むべき方針を決められるのが
理事長をはじめ振興会の幹部の方た
ちですね。

茂木 その節はいろいろとお世話になりま
してありがとうございます。それに
しても私は今までにお目にかかった
ことのない素晴らしい芸術家にお会
いして、専門のお話などを伺う機会
が増えて大変感謝いたしておりま
す。

西川 ともあれ以前とはずいぶん異なる世
界かと存じますが、この二年余りを
過ごされて如何でしょうか。

茂木 前身の特殊法人から現在の独立法人
を通して代々理事長職は文部省、今
は文部科学省ですが、そこの事務次
官や文化庁長官をなさったような方
が就かれていました。

西川 そうでしたね。
茂木 私の前任者が初めて民間の企業人で

した。
西川 サントリーの副社長をされた方でし

た。
茂木 私が民間からは二人目ということに

なりますが、今の立場は準公務員と
いうことになっております。

西川 そうなんですか。
茂木 はい。ですから内定をいただいて最

初に手渡されたのが倫理規定でし
た。

西川 堅苦しいようですが厳正なのです
ね。

茂木 ただ雰囲気はとてもフェアな感じが
いたします。例えば仮に私が何らか
のわがままを通そうといたします
ね。仮にですよ。しかしそれは通ら
ないと思います。そのようなシステ
ムになっております。

　　　それだけ職員の皆がきちんとした枠
組みのなかで仕事に従事していま
す。

西川 確かにこの劇場はひとつの組織とし
てしっかりと機能しているように私
も感じております。これから理事長
が新しく取り組まれたいことはござ
いますか。

茂木 私なりにいささか努力しつつありま
すが、まず伝統芸術の仕事をしてい
る以上、多くの方とりわけ次代の方



内閣府より「公益財団法人」への移行認定

この度財団法人日本舞踊振興財団は、内閣府より公益財団法人への移行が
認定されました。賛助会員の皆様をはじめとして、平素よりご支援、ご協力
を賜っている方々には、改めて厚く御礼申し上げます。
平成 23 年４月１日付けで本財団は「公益財団法人日本舞踊振興財団」とし
て新たな活動を開始いたします。
これを機に今までにも増して諸事業の更なる充実を図っていく所存です。
皆様におかれましては今後とも引き続き御支援・御協力を賜りますよう、何
卒よろしくお願い申し上げます。 

公益財団法人日本舞踊振興財団
理事長　西 川 扇 藏
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たちへきちんと継承していかなけれ
ばならないということでしょうか。

西川 大変重要なことだと思います。
茂木 私どもの振興会は歌舞伎、文楽、日

本舞踊、能・狂言をはじめとしてあ
らゆる伝統芸術の公演事業を主催し
ておりますが、新たな観客を増やし
ていかなければならないと考えてお
ります。

西川 以前からある青少年に対しての公演
や、近年は社会人のための公演など
も開催していらっしゃいますね。

茂木 そのためには、こちらの事業とはい
ささか離れますが、小中学校の国語
や社会の教科書にもっともっと日本
の伝統芸術のことを盛り込み、興味
を持たせるようなことをしていかな

いといけませんね。
西川 それは痛切に感じます。このところ

文化庁が伝統芸術の分野で小中学生
を対象にした事業を策定していただ
いていますが、理事長が仰られたよ
うにその前の予備知識として教科書
で学ぶことが可能ならば一層効果が
あると思います。

茂木 今日先生とお話をさせていただい
て、伝統芸術にお寄せになる情熱を
深く感じました。本当に頭が下がり
ます。どうぞいつまでもお元気でご
活躍なさってください。

西川 理事長にはこれからも日本の伝統芸
術のために一層ご尽力をされてくだ
さい。

 今日はありがとうございます。

茂木賢三郎氏　プロフィール

昭和 13 年　千葉県野田市出身。35 年　一橋大学経済学部、48 年　ハーバード大学経営大
学院修士課程（MBA) 卒業。35 年　東京銀行、37 年キッコーマン株式会社（当時 野田醤
油株式会社）入社。58 年　取締役就任。常務、専務、副社長、副会長を経て、平成 21 年
6 月　取締役を退任、相談役（非常勤）に就任。同年 7月　独立行政法人　日本芸術文化
振興会理事長に就任。平成 23 年 6月　キッコーマン株式会社特別顧問に就任。

このほか、日本経団連少子化対策委員会委員長、経済同友会幹事・学校と企業・経営者の
交流活動推進委員会副委員長、ハーバード・ビジネス・スクール同窓会本部理事、同日本
同窓会会長、厚生省中央児童福祉審議会委員、文部科学省大学設置・学校法人審議会委員、
厚生労働省人生 85 年ビジョン懇談会メンバー等を歴任し、現在恩賜財団母子愛育評議員、
こども未来財団評議員、日本英語交流連盟理事等をつとめる。


