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中国事業の原点に光を

トヨタ自動車株式会社　取締役名誉会長　豊田　幸一郎

rl；・－：j′・をijト】けてみよこ、

外は広いぞ」ヒ．‖頃両

かにつけてそのことばを＝にしていたという机父

ビ封l川＝∴　その．造1よを継承するトヨタl’l動車およ

ぴトヨタグループの■往業は、港外のほほ1モJ動こ広

がり、′卜では「TOYOTA」をIllニリさの‖帆が知る

ようになっています。

その外に両吊ての＝火音吐巨沃人が、佐．■二競

仁l身であり、輔佐㍍としての西川秋次氏（西側雄

一■㌣会創は＝引　です＿．作．∵鉦は、かつて＝ネが多く

を・アんだ小国への恩返しとして、紡織業せ被の地

に興し、申巨＝現法の′仁清水準の向上に′．七：∫ト㌻るこ

とをノユtい立らます′　そLて、私の父Fl：▲郎もまた、

l’偶伸で人陸との払・．‘∴を才．1三つことになるのです。

イくやな俄によ／1て、作．J　・郎の車業はノ（陸

で　一lし途経えますが、【1‡l交のl叶復、腔済交品細．†

発化によ／〕て嫌り、【l叫にトヨタ・lけ）′lこ祀拠山が

川次いで．題′巨していることはノjk知のとおりです。

そんな書け、位‾．1f5≡了と西＝t氏が．1ガ、いを込めてう立っ

たl‾．海の焼山l勺は物を†け＝】させていただけるとい

ケお．i．ILを伺い、それがリミJう上さガしることを願ってお

ります．，

名古屋市東区主税町にある旧西秋奨学会西川邸
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特集「暮秋奨学会」の歴史
（西秋奨学会改称）

豊田佐吉翁、西川秋次、そして豊

はじめに

財団法人豊秋奨学会は、1960年（昭和35）11月

に設立されて以来、半世紀近くにわたり、前途有為な

学徒に対して学資などの支援活動を行ってきました。

この活動の支えは、創立を願い出た西川秋次、そして、

その師たる豊田佐吉翁、さらには佐吉翁の令孫豊田

信書都民の次代の青少年に託した、それぞれの思いに

ほかなりません。そこで、今回改めて、奨学会発足に

至る背景と、規況についてご紹介いたします。

豊田佐吉翁と西川秋次

‾l」本の発lリー【ニー　と称えられる甑州㌫■f翁は、1867隼

（軌ヒこ3勺ミ）、浜甘．湖を望も瀾l削浩敷地川；．1F津村　り射l三

の湖西Il川IlI）に／【二まれました。家は行しい農家で、父

は人l二とLて乳汁を支えていましたて　跡耳が）の甚ノf翁は、

副業の構瀦けでけが雉儀する要を見て、「少しでも楽にさ

せてやりたい」との一思いを†如、て押J息】二人にl川ナ1‡れ、

189（川三（lpji台23）、独力で「拙粧武本製人ノ」織機」を

附発L、“発軟＝∵　とLてそのわが知られるようになって

いましたご

位．17翁は、木製人力紙筒の粕汁を子ヒよた後も脚タ】を紬ナ、

189川三　川ば「Z7）には「かせくり機」、川96牛（肌治

29）には「本隊混鉄動力瀾瀾」を椚次いで附二川しまし

たが、その性能に弟l眼したイ‖ll藤八代とともに　川97年

（明治30）、乙川織布合翫会社を設I上　浦布の板張で得

た貴会をもとにl■働織機のl甘発に仙ナて糀根を怖けますし

その佐．1パ指にム＝＝され、

翁の′h膵を、陰となってよ

えた人が、州Il秋次です。

西川秋次は18H1年（別

治14）、l馴椚．しに近い愛

知L【．‡ih！美描し」l町　川打l三

のど箕椎‥J三闘町）に′巨まれ

豊田佐吉翁の妻浅子株

お手づくりの佐吉翁憶

⑧

ました。幼い頃から秀才ーの誉れIl一石く、正常高1＝、′、jご：校を

終えると、ユ900fl三（岬腑33）、1’；一理を利用しで7べる変

加り．描上側蘭ヤ校二人ノア＝。190車巨（明清37）師範ヴ

校を殖えると、義務隼以の2イ川Ij、付摘′卜学校の教上甑二

、’／二ちましたが、人件の才■能に惚れ込んでいた速緑のどり：

川佐1■／翁から「や校の先／1三になるより．東京の高等」

業一？校に進んで、l二業家になる冥はないか」と熱心に

軌められ、1906年（明敵う9）4‖、浅／ノー二胤1行の東京．1’．i

ミキ；‡二葉ノj全校紡織科へ進一、f＝。在ヤ小は、名古座に帰ると、

必ず〝h■‾「翁の家に宣ち寄って、勉強の進みハ√ナを鮎lテし、

仇三．－J翁の1ミットン■f・郎や妹の愛イ・の面倒憧よく見ていた

そうですし　秋次の心には、佐l】識を「人将」と頼み、ヒリ二

Ill・族に辿なる人IJUとしてのl’l党が牙′l三えていたのでしょう、．

発明資金の調達をめぐって

乙川織イIJは、肝を抜くふ■Ⅰ‡了の綿布が軋汁で、粕淵二

業績せ伸ばし、l二場はフル稼働でLたが、増設のため

の資金．調速に頭雇悩ますことが少なくありませんでLた：

そこに、川凋牒から、什．1f翁は軋機の研究l吊発にリjt

会すればよいとの条件で、都会利の設立が持ちかけられ、

1899年（明清睾＝、合名会社井桁商会サ凋ヰします一

新会社は、ニル物藻の販克力を利川して業縞を伸ばし、

促．1F翁の研究も11増しに進んで、1901イlミ（明泊34）

には、縦糸送F）目し製沼淫l甘党します。

しかし、il馴11をめぐって【1露のl朴係が緊張し、姉斉も

イく況の色を濃くしていくさなか、元利‖寸‖i作が起こり、i－J

川への粕川が途絶えます。≠桁l指会もこの影菅平を′受け

て業紡が低迷し、仇■F翁の研究費企も■け欠くようになりま

す。そこで、件．1i責寺は井桁商会に辞表を提Jlル、1902

隼（明清耶1、元からある此、l珊の」二物で織布業せ始め、

その利益を研究畑二充てて、織機の改良、発明に没頭

しました。

そこに、リl二物死から、甘瓜　人板、γ．．1拍号の　一流

財野人を網羅した須木金100／Jl】】の新会社設l■げ伸し

込みがあiほす。佐lナ翁ほこの小しJl佗受け人jt、l二場

．封肛や従業‖を堤棋するとともに、常掛托締投書畑ijミと

して、経常判にれを連ねます：。ところが、発足した砦＝＝

式敵機株式会社は、骨）合い所常＝で、派閥のlけ掴もあり

業縮ま卜がらず、潤沢に与えられるはずの研究理の．汁



田信吉郎氏の意志を体して

H二も梢や叛が人る始末　粧．■√翁は辞衣を捉目して、轟

く会什を上り、機械‾l二業の先進地であるアメリカへ規整

の旅に頼るのです二

秋次をともなってアメリカヘ

1910隼（l伸治43）5り、件．1F翁は楢浜から【l本邸舶

のl坤肺丸に乗船してアメリカに向かいます．‥．その旅にい】

作したのが、1909隼　川楠42）7JJ、一’7：業を終えて佐

．‡f翁のもとに帰ってきていた秋次ですニ

アメリカにr「－Jかう耳r＝二で、任．きr翁は侠次に「発明と営

利はJ叶立しない∵　発明家はあくまで発l蛸二稚することだ

l細虹川慄家は人いに仁削ナて、その・部を発lリJ家に投

げ＝さなければならない。とはいえ、発川J家もl「】らの力で

研究部耀1くらなければならないのだが…」と、視雑な

恥の内を明かしました。その・．i‘は秋次の心を打ち、

「よし、人将のもとで　▲／巨懸卸二頑張三って、l’1動織機

の研究椚をつくりだしてみせる」と決心するのです。

アメリ動ユ到詔すると、仇－／翁はシカゴ．ニューヨ一久

ボストンなどの人郡市、プロビデンス、ウスターなどのl二紫

郎直にも比を州ばしました。もちろん、．呪地で／ト推される

絨鳳二もl擾凝らしましたが、その縦果、l’】分のI局発した

織機について＝什■を深め、l「働け操え蓑田の特．削l両■i

をナノ上意するのです、．

トヨタグループのルーツ

r豊田紡織株式会社」

秋次は枕∴翁と別れてアメリカにとどまi）、㍑‖l式＝刺

織機の貼許認lり■を待つ側に、紡織■井業はじめ、勒織

機の製造朝況、技裾＝の養成・指導、新前■、肋写汁i＝理、

J川二胞．没の研鳳二努め、これが肘lI軌織の．設、ト運一さ；ミー

ヤ、巨泡状増：＝紡縞漉で役、‡ちます。

秋次がl】本にイ11帥1したのは、人Il二と改ノ亡された1日2

隼の12りです。佐．■√〕去はその頃、月エイl三の㌢．ハ‘Jl川上西

lメニ米Ill町に3，000坪の卜地をイ旧）、把‖けl動織布【二域

を建ぶしていました。そこに織機川0子一私設閏し、うち92

省を洋業用に、8子rを．兄険ノlはして運軋∴釦l身もこの「空ソニ

l【旧動蘭減l二場」の研究墨で織機の研究に‡甘け封汀Lて

いました。人社した秋次も、そこに新所帯せハ王て、機

械の監視や修理、拙肌ユの指導、労務管理など、】二場

⑧

設立当初の豊田紡織廠

情理全般の業務を紺ノノ帆にこなしていくのです。

佐■l～ヨ責を解析l苗ませていたのが、他社から言■（い人れ

ていた糸の晶胃のノ監さで、これが．試験の障1jこでした〔〕

そこで、小規模な紡緑l二場を設、上することを一lぶし、、「（ち、

秋次にその．没．汁を励みます÷　資金は川二物鍾の関係者

の友接を仰ぎ、プラット社から機械を門い人れ、新．没した

l二場では、1914†卜（人11二3）2Jjから6，000錘の紡機

が稼働します。

その後の発屁は署しく、ユ918年（人」l二7）川、飢餓

を政利してピコニH軌織株式会刺せ㍊骨（賢本金500ノカIj、

従業且i酌1，00（）人上　作i二は、賞金を他に頼って．1＝労

した教訓から、比‖l一族と数人の祝しい偶人に阻り、

佐．■F毒封′lら社長に就作。この豊Ill紡織こそが、今「I

のトヨタグループのルーツです．ノ

中国大陸に夢を託して
ll川ミ10‖、佐．■F請はIiう．身■l■l＿lこ＝二渡畑l・灘を小心

に各地の紡純業を祝賀そ。1ミ咋抱いていた人推進川の

・夢■二の矢現に確信せ持ちます。．ただ、すでに進川してい

る他の紡緋会社と典なり、任．1F翁の†．i粂は、企業軽′肯

を通じて、‖車両川の成澤の某をあげることでLた、、

1！）19隼〔人l仁8）10ノJ、佐．！F翁は周囲の与■選念を押し

切って、、御車ほ帥最であった秋次をともない、ト永化の

決意で＝如こ洩力、紡績業を興す唯一紺二右手誉　そ丸か

ら1イl二以仁のl蕊‖を理ヤして、ようやくl二泡の妹州i‖J畔の

極り井l†lj路（ジュスフィールド）に約2／川そ（6ガ6，000

rnご）のlリ掛IJ地を碓作しますこそこに‖い坪ほとのL陽

をほて、ホワイティング杜聾旦の新Jし紡機りノ錐を据え仙ナて、

操業の準備を始めたのですノ

lいl■こト人がIl本人に心を許し

ていないことを加った秋次は、

lリ妨が稼働する前に現地の

人たちの小から現場誓ご．二〉F子ので

きる／卜正接術苫を露成し、彼

出荷を待つ豊田G型
自動払機（上海）



特★：「暮秋奨学会」の歴史

らに中川人従親ほl【王l二

彪監坐してもらうことを

考えました。さらに、l

域ではFI本人l三iた一作者が

Il■l叶人従業‖に墟ノ」を

振るうことを禁l卜し、逓

J丈捌封句地へ送還す

昭和12年　豊田利三郎氏と秋次　るという巌しい描J′トを収

l）ますニ

＝狛■封」倒凝漉旭．最初の　▲小冊まどは佐〟翁Ⅵ側

人■】i業として避雷’されましたが、1921イlこ（人Il一二1〔I）1川、

Il二式に株式会社となり、什1引こ黒Ill作．　常蜘二l嘲Il

秋次が耽什。秋次はかつてアメリカで乍んだ隼／～た符理の

教育とリミ践に努めますが、i子葉の通じないlい国人を教ff

することは雅人菰でほあi）ません‥　Lかし、ケ■llJhミでの

種族を／卜かし、改湘ニ1附）祁んだ泉－i某、′卜J捌′i二　特用

、Ilたりの川来高は上伸し、Il本から進川したほかの会神

がうらゃむほどの収果をl‘．tヂました

佐．■J翁はその川、しばしばI日工に帰l・」し、1ミリのト■・テ・郎

氏らとともにl′】動織機の改良に取り組みます。「無仙上梓

換え」′倒織機（（；巧耶」が宗成したのは】9Z4隼（人Ⅰ仁

］3）3ノjで、、l川Ill湖　▲の紡織機のメーカーであった

プチソト社もこのニュースを聞きつけ、才支彿肺を11本に派遣。

そLて、優秀明夜凄め、酔許灘の誹融詫≠し込んできま

す∵　最終l’郁こ契約が交わされたのは193車巨　川神仙））

で、その翫金が後に♪’亨・郁代によるl’l勅車のm発翫金と

して佗われることになるのですJ

上海豊田紡織廠の隆盛

卜酢㍑‖l紡軋陥二は、192糾三　川rl佃3）に豊‖旧動

織機製勃所が製造したl’沌b織機f）2子「が肘え仙ナられ、

糸と織在の′左肺が軌道に凍って山部留規は隼ごとにlゾく

なl）ます。しかし、イド1■行jトのように起こる‡l廿排斥l出題

やストライキの紺発で、1i）27年（t【冊12）にI一本に帰Ill

した佐．■√翁から舞i：ナを託きれた秋次は穴の休まる恨もあi）

ませんでした。

佐．王ブヨ寿が永遠の眠りについた♂）は川二川†巨　叩i榊5）

10J】3011です⊂．■㌣中洞l放でした∴　枕辺に勧ずいた秋次

は、佐．Ⅰト翁の理針鼠仙二邁進することを改めて決．竜：しま

す　ところが、悲しみも癒えないl〔）31隼　川胴I16）9ノ】、

満州小竣が勃発∵　廿車人件のいたるところで、‖ネ勺紀

小Il川二が衝突：そんな不穏な情勢の叶で、l■j二J加二建設

していた新1二場が先成し、1935咋　川棚IlO）11〃から

拭業を始めるのです「′　〃いIF翁亡き後、祉1ミの作に経い

た盟‖【利　二郎氏は、豊Il倒職や豊‖汀地織構のl軒別を

見ることに追われ、上潮二足を帖ナることがなかなか叶わ

ず、政次にその迅常が．ミ亡されていました；ノ

ーノノ、匝＝ノ寸でほi射l・l■1ト変を異様に政府がl■l動車L業

の翻よを蠍デ、チ‖l二に進川を呼びかけていました〉　これ

に岬I心して、豊l】け子・郎氏は利‾一三郎氏を説いて【■働車

製造小岩への進川を洪l軋1消3年（町用18）‡りJ、㍗：川】

f’I動餓成型作所内にi′J動中部を発足させますし．Lかし、

豊Il順辿車業は発根の長川■にあって彗金が逼迫しておi）、

∈ワニ【lll’l動絨機の　二t・llにわたる梢罰に応したのは、把＝

紡綿虎はび上浦増‖l純綿腋だけでLた．。秋次は構想を

聞き、汀1曲車ですかい　人いに引潮、及ぼずながら手住

いましょう」と、学′上の頃か♭弟のように服してきた∴二　項

氏の決㈲王心から喝采を叫んだことでしょう。

その後、‥申1では北京郊外の曲i】－J主櫓で川l叫j‘車が術

突し、l仲戦乍・に発根㌧・やがては欧米をも巻き込んだ第

∴次肛邦人戦の欠品が切られました（：激励するIl車Ⅰ人

陸にあって、秋次には、上溝蔦二＝純絹励のほかに、1937年

昭子和】2）8〃発足Lたトヨ一汁】動車1ニ業株式会社上面

lソ姑の牛正したトラックの修理を糾、11する・■かい豊‖汀l動

小‾1二条および黒川Ir一動織機の帖理を＿1ミに、製造、坂元

も兼ねるぐ：た‖機械製造舷の経常か慈封ほす。

Il本の降伏によって職イーがピリオドを打つと、囲艮風血

は卜瀞二ある‡l系の紡織l二場を接収′ll本人の社1ユの

殆どはl甘地に帰日しましたが、秋次とごく少致の柁術音

は／h量目朝・使守†ようためにIl車＝二とどまi）ます．その手をも

秋次は本国の利＿一三郁代と辿絡を1〔丈i）介い、何度もl励ま

⑥

昭和10年　豊田A†型
豊田ヨー郎氏と秋次（左）　大衆乗用車（試作茶1号車）



豊H佐吉翁、西川秋次、そして豊剛言古郎氏の意志を体して

しを′受けました－ノ（卜．i糾）や■揉潮には今も、戦後l・．而

にとどまった秋次せ宍道う利　二郎氏からの．1川∬カく城さ

れていますノ）†Jりもなくl二場は再開iされたものの、／l三種

は紡織機の抜術帆l！り題が発／‡二して軌道に来りません、ノ

たまりかねた秋次は、川1烏軋府の来／▲文わ政1ちと院長に

．1‡二楠を送り、卜iF¢で1ごり：lルし織機を製造し、申匡が純綿機

を‖給できるよう文様したいと．弄えましたっ　この堤㈲ま認め

られ、1946年（n欄121）川、卜渥の7亡Il系紡繊l二域

に川一汗の中国紡織憾灘牒．造公■fjが設、■／二されるのです、：

枇次ほ暗‖！りの俄に就き、能率の向上や1し－，f’摘溝などを

従阻川こ純力伸二教えた結県、維′嗣ま軌道に乗ったも

のの、内戦が勃発し、ぷを遂げぬままIl本に根回しますL

「西秋奨学会」から「豊秋奨学会」に
秋次は先にゾIl‡lRルていた友の【lliltと亀崎（王‖両）

に化み、現／」三のど二川Ijl虫l拍（株）の11訂身である廿新通l摘

と、＿卜．港町代の鞠量を清かして．没、二／二した栄空ソニ紡舶株式

会伸二鋤凝します〔

晩隼、秋次は「ビワ」‖粧．1f翁は、Il欄1のはじめ、発明

奨励のために金IT〃巨という金緬針か・j‘して、Il本の

什、7：技術進歩のためにl＝i赦されたっ　翁のこの美挙に

対して、私は心から敬Jj【iしている′ノ　人Irりは／巨まれなが

らにして人地l′l然と社会の一也悪を一受けているのであるか

ら、社会のためにイ■・Jらかのlて献をしなければならない、

かねてから私ほ、次の【l本を1■ア‡1って－1つJ■．＝い人々の

放f用起∫設をつくりたいと′じトってきたく）だが、私にほそれ

だけのアりJがないノ　ならば、‖分の力でできる奨乍会

を設、tしたい。これをハ体帆に研究してみてくれ」と、

‖潮二頼みます。そこで、弁遭巨の水名目7：氏に依

頼して財川法人設立．汀叶を文拗人l：iにりl．il■ルたところ、

1960fド　川胴‖35）1川9‖、設、ンニが．認められまLた；：

日≡拝口26年

畠田信喜郎夫妻と秋次（中央）

1961隼（ll侶‖36）4JJ、

秋次も川概して第1州の

理■j【会、．情義委il会を

聞き、同隼10JJz21】

「財川法人西欧奨ヴ会」

がIl二Jしに．誕／】ミ．，理■Jりミ

は内川Illilを、常務．哩車

⑨

西川秋次家族写実（昭和17年）：左より三代日夏里季長不二子、
山本幸江、二代目理事長昌雄、奨学会創設者西川秋次、
初代王望手長西川田津

が水谷省‾ミ1L　即ijiに名人病院（名人′、f二1ミ）の勝沼

精蔵氏ら許卯の普名人が就任します。

秋次が基の‖†ドや親族に右・取られ、83歳の性粧そ

閉じたのほ1963隼（昭和舗）9JJ1311でした。

財川辻人西秋奨学会は、川津のLき後、嗣イの柑lI

．■1．雄が理■ル1ミ職を継／良し、．1■．挑が他押した後は友の

不∴ナがその㍑llをリlき継ぎました。そして、2004咋

（十戒16）GJ】からは、い1人奥の藤州Il憲　▲郎が川代

Il坪‘Jり壱に耗什。とりわけ光代以降は、■‖一雄・不　二／・

の長女潜l二と大の山本克忠が奨・ア会の運常刹貴ながら

支えまLたっ　LかL、l射榊）運一昔ほ昔日首環ガの変化も

あり、r■Ji校′l∴　人ノj∫：／Lおよび人学院′巨やIl小はりの

留学／トヘの奨学ほ助について必ずしも楽糾できる状況

ではありませんでした。そんな研、佐．1「翁の令孫故

111イ．；．1川；様のご夫人汀美枝から託されたでi企の

用途を検．汁していたトヨタ紡織（榛j　が、同神社山、

会kを虐められた故人の道志を汲んで、l作造あるJ■i♯

の奨r■㌣拝金としてi．I川ける方針をざ人定、‾lJせ秋奨学会へ

賢金が．ミtされたのです。別「升法人は20n3隼（ヤ成15）

12日、アf推を抹了ナ。：名称も豊‖】様から　▲‘rをいた

だいて「財用法人甘秋奨学会」と改めました。

ヒリ二川粧．1J翁、仲川秋次、そして、／巨11了Jから「モノ

づくF）の人切さ」、「m造と研究の精神」を次代に†ムえ、

社会に役宣てたいと厨亘っていた盟l】1†．；lF郎氏。それぞれ

の．思し1を．i亡された「財川法人だソニ秋砕、芦仝」は、来来を

川う什本の紆飢北め、中国人留学性の向一羊心を応接

すべく、微力ながら、しっが）と他に足をつけた活動を

続けているのですLて


