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大阪市電気局、初代局長佐竹三吾

大阪商業大学　総合経営学部　准教授　谷　内　正　往

気軌道ほか）と合併する。佐竹は経営者として残

留し、戦後は退任し、阪急バスなど阪急系列の経

営者を歴任するのである。

　昭和初期の歴代大阪電気局所長としては、地下

鉄行進曲の平塚米次郎、木津谷栄三郎、岸本熊太

郎、橋本敬之などが有名である。平塚の場合、人

物としても興味深い 1。しかるに、今回佐竹三吾

を取り上げたのは、彼が当時民間会社であった大

阪電燈株式会社の買収事務を取り仕切り、市電の

労働運動にも鉄道省時代の対応策を適用しようと

していたことを紹介したいからである。ほかにも、

大鉄再建をなしとげ、私鉄経営のノウハウを身に

つけていく佐竹の歩みをたどることで、公営交通

の民営化に何らかの示唆を得たいと思うからであ

る。

　以下、佐竹の故郷である岐阜県大垣市の鉄道人

脈から始めて、大阪市初代電気局長時代、大鉄再

建時代など史料をもとにたどってみたい。

１．佐竹三吾の略歴と岐阜県大垣市の鉄道
人脈

１－１．佐竹三吾の略歴
　まず佐竹がどんな人物か、その略歴を見てお

きたい 2。佐竹三吾は、1880（明治 13）年岐阜

県安八郡大垣町（現、大垣市）生まれ、1905 年

はじめに

　大阪市電気局の初代局長であった佐竹三吾をご

存じだろうか。彼は、鉄道官僚として活躍する一

方、大正末期には、洋行中電報にて大阪市の池上

四郎市長にこわれて大阪市に奉職する（大阪市電

鉄部長から初代電気局長）。その後、政府関係者

として海外渡航したり、貴族院議員として活躍し

たり、エリートコースを進んでいくかに見えた。

しかるに、昭和初期の鉄道疑獄事件に巻きこまれ

て浪人生活を余儀なくされる。佐竹にとって人生

最大の危機であった。

　そんな時、大阪鉄道（現、近鉄南大阪線）再建

のため、同郷（岐阜県大垣市）の種田虎雄から声

がかかる。大鉄を再建してくれないか、と。種田

も元鉄道官僚で、大阪電気軌道（現、近鉄奈良線、

大阪線）の経営者で同社は大阪鉄道の大口債権者

でもあった。佐竹はこの申し出を受け入れて、巨

額の債務を抱えた大阪鉄道（以後、大鉄と略す）

の再建（更生）にまい進するのであった。佐竹は

東京から単身でやってきて、大鉄沿線の古市駅近

くに家を借りて毎日電車で本社のある阿倍野（天

王寺）まで通い、債務整理と経営再建（および大

鉄百貨店創立など）をなしとげるのであった。そ

の後、戦時統合により関西急行電鉄（元、大阪電
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東京帝大独法科を卒業し（同期に北一輝などが

いる）、直ちに農商務省に入り、翌 1906 法制局

参事官、1908 ～ 1911 年まで満鉄留学生として

ドイツに留学し鉄道行政を研究した。翌年帰朝し

て、直ちに鉄道院に入って鉄道院参事（1912 年）、

鉄道省監督局長（1918 年）を務めた。この時佐

竹は 39 歳、異例の出世であった 3 という。前年

の 1917 年には法学士の学位を授与された（大学

院卒業論文「再保険論」、大学講師としても活躍）。

　1920 年（上司との折り合い悪く）鉄道院を辞

して、同年 9 月外務省嘱託として再度渡欧、ス

ペインのバルセロナ市万国交通会議に専門委員と

して参加した 4。1922 年には大阪市の池上市長

の要請を受けて大阪市電鉄部長（のち電気局長）

に就任する。ここで大阪財界との関係が生まれる。

しかし、それもつかの間、1924 年には法制局長

官に任ぜられて大阪を去ることになる。ここから

中央政界への進出が始まる。すなわち、同年長官

辞任と同時に貴族院議員に勅任され、1926 年に

は鉄道政務次官となり将来を嘱望されることとな

るのである。図１は新聞に掲載された佐竹熱弁の

ようすである。

8 ヶ月（執行猶予 2 年）の判決を受けたからであ

る 5。大審院（現、最高裁）まで争うも 1932 年

有罪の判決はくつがえらなかった。佐竹にとって

この時期が最もつらい時期であったと思われる。

　1932 年大審院の判決が出たあと、種田虎雄（大

阪電気軌道社長）から債務超過で倒産寸前の大阪

鉄道株式会社社長への就任要請がきた 6。佐竹は

これを受諾する。どんな気持ちだっただろう。鉄

道官僚、法学博士、大阪市電気局初代局長など交

通行政のスペシャリストであり貴族院議員として

も一家言もつ実力者が大阪の一地方私鉄の社長と

して負債整理をするのである。

　結局、佐竹は数年で同社の再建にめどをつけて、

大鉄百貨店など関連会社も設立した。また、沿線

開発のために、学校誘致にも尽力した。その後、

同社は戦時統合をへて近畿日本鉄道南大阪線とな

る。

　戦後、佐竹は阪急バス、阪急タクシーなど阪急

系列の会社社長のほか、いくつかの会社社長を歴

任するのである。1976 年 5 月 24 日大阪府豊中

市にて 96 歳で死去した 7。

１－２．岐阜県大垣市の鉄道人脈
　表 1 は岐阜県大垣市の鉄道関係者一覧である。

『文教のまち大垣』は「同郷の者を引き寄せ、引

き上げていく」縁故の事例として鉄道関係者を取

り上げている 8。

　同時代の雑誌 9 によると、江戸時代の岐阜大垣

藩は禄高 10 万石に過ぎないが、名古屋藩を除く

と中部では屈指の大藩であり、藩主の戸田氏が好

学者であり、藩校致道館を建てて藩の子弟を教育

した。幕末には小原鉄心などの俊傑が出て経世奨

学に努めたところ各方面に多くの人材を輩出した

という。そのうち一番多いのが医学博士と工学博

士であった。例えば、鉄道界では野村龍太郎（工

学博士）が有名で、一技術者から鉄道院技監とな

り、さらに副総裁に進み、満鉄総裁にまでなった。

「野村氏が鉄道の大ものとなるや郷党の青年は、

われも々々と鉄道を志し一時、鉄道部内は局長、

図１．佐竹三吾の熱弁

出所：『東京朝日新聞』1925 年 2 月 19 日付、
　　夕刊第 1 面。

　ところが、1927 年には政争に巻き込まれて政

務次官を辞任し、1932 年には貴族院議員も拝辞

した。なぜなら、1930（昭和 5）年 12 月 20 日、

越後鉄道疑獄事件他２件に関係し収賄容疑で懲役
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課長の高等官から判任、雇いの現業員に至るまで

西濃出身者が羽振りをきかしてゐた。今、大軌の

専務を稼ぐ種田虎雄君、それから斎藤真徴 10 君、

元山口建設事所長であった清水三蔵君、技術畑の

黒柳謙吉、塩川啓吉の両君など、ともに野村氏の

世話になつた西濃出身の大粒どころであり、また、

かく言う佐竹三吾君も、年少弱冠にして野村氏か

ら満鉄理事に推輓されたいはゆる野村党の俊秀で

あったのである」11。

表１．大垣出身の鉄道関係者たち

出所：『文教のまち大垣』（改定増補版）大垣市文教協会、2006 年、192 頁に加筆。

氏　　名 所　　　属 備　　　　　考

河　瀬　清　蔵 鉄道中属 文政５年生まれ

松　本　荘一郎 鉄道庁長官 嘉永元年生まれ、工学博士

野　村　龍太郎 南満州鉄道社長 安政６年生まれ、工学博士

吉　川　三次郎 鉄道技師 万延元年生まれ、アプト式を導入

佐　藤　古三郎 鉄道省参事 文久元年生まれ

加　納　万次郎 鉄道庁技師 文久元年生まれ

立　川　勇次郎 京浜急行（前身）社長 文久２年生まれ、イビデン創業

古　沢　謙　吉 帝国鉄道庁参事 慶応３年生まれ

塩　川　敬　吉 日本鉄道株式会社技師 慶応３年生まれ

脇　水　鉄五郎 鉄道省 慶応３年生まれ、理学博士

中　西　錬次郎 鉄道庁技師 明治元年生まれ

那　波　光　雄 鉄道庁技師 明治２年生まれ、工学博士、土木
学会会長

谷　　　直　諒 南満州鉄道技師 明治８年生まれ

田　中　耕　三 鉄道院札幌鉄道局長 明治10年生まれ

安　藤　又三郎 南満州鉄道理事 明治10年生まれ、大垣市長

佐　竹　三　吾 鉄道政務次官 明治13年生まれ、大阪市電気局
長、貴族院議員、大阪鉄道社長

後　藤　悌　次 鉄道省経理局長 明治15年生まれ、華北交通副総裁

長　屋　　　脩 鉄道局技師 明治17年生まれ

種　田　虎　雄 鉄道省運輸局長 明治17年生まれ、大阪電気軌道社
長、のち近畿日本鉄道社長

戸　田　直　温 鉄道局、華北運輸公司社長 明治18年生まれ、鋭之助の長男

西　松　亥　吉 京都駅長 明治20年鉄道界に入る

黒　柳　謙　吉 鉄道局技師 明治22年生まれ、房吉の長男

箕　浦　戒　二 鉄道庁

　こうしてみると、大垣市から鉄道官僚が数多く

輩出した事実はよくわかるが、なぜそうなったの

かは地域の特性や教育、人的関係など多方面の理

由がありよくわからない 12。今後の課題としたい。

　ところで官僚時代の佐竹は自分のことを「余は

鈍牛なり、強鞭を加へて一歩々に進むを知るのみ」

と牛歩主義を唱えている 13。学生時代からスポー

ツ万能で、社会人になってからは本務の合間に中

央大学、法政大学の講師を引き受け、専門書も執

筆している 14。一体どのような人物であったのか、

節を変えて見ていこう。
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２．大阪市時代

２－１．大阪市時代の仕事
　佐竹三吾は 1922 年 1 月 15 から 1924 年 1 月

までの 2 年間大阪市に奉職することになる。佐

竹の回顧によると次のような状況であった 16。

　「私は恰度大正十年の十二月太平洋の真中で池

上市長より局長就任の暗号様の電報を受け、東京

で土木局長の堀内君より就任方をはつきり懇請さ

れて就任したのです。翌年の三月の末と思つてお

りますが、ストライキではないが、待遇問題によ

る労働運動が起り、二十人程が自動車になんか乗

り、宣伝ビラをまいたりしたのです。電車の収入

状態もよいから、待遇改善を何とかせねばと思つ

たのですが、宣伝的の行動は統制上断固たる処置

をせねばならなぬと考へ、梅田と云ふ運輸部長に

処分さし、その従業員はやめさせました。が然し

改善もせねばと云ふので運輸委員会と云ふものを

各事務所に造り、私も夜、大抵之に出席して意見

を聞き、質問を重ね研究した結果、今の共済組合

を造り、次で宿舎問題、電気局病院の調査と云ふ

風に進んで行つた。当時電気局は非常に収入状態

がよく、確か百万円位の積立金もありましたので、

勤務状態の改善待遇の改善もボツ々々出来たので

ありました。」

　ここから、佐竹は労働者の待遇問題（労働運動

対策）のために市長の池上四郎から就任要請をう

けたことがわかる（実は大阪市以外に南海鉄道か

らも声がかかっていた 17）。武知京三氏によると、

「大阪市は労働組合結成の動きに対抗するため、

1922 年 4 月 1 日電鉄運輸委員会を設置した。こ

れは、鉄道省監督局長から大阪市電気鉄道部長に

スカウトされた佐竹三吾の発案によるものだが、

当時各事業所に設けられた工場委員会の市電版

で、職種に応じて監督、車掌運転手、転轍手信号

人の３つの運輸委員会がつくられた」という 18。

　さらに、「その構成は各出張所（車庫）の『い』

から『ち』までの組を選出母体とし、60 人に 1

人の割合で選出された委員からなり、議長には出

張所長が就任した。さらに、従業員全般の利害に

関する諮問機関として各委員会から互選された委

員による連絡運輸委員会が設けられた。これは、

西部交通労働同盟をつぶそうと意図するもので、

現業員労務対策として労資協調路線にたつもので

あ」った。19

　当時佐竹は、公然と組合結成運動をはじめてい

た扶助倶楽部が（組合結成の）了解を求めたとき、

「労働組合以外に従業員を幸福にさせる自信があ

るから今しばらく待ってくれ」と答えた 20。その

「自信」がこの運輸委員会であった。

　一方で佐竹の仕事は労働問題だけではなかっ

た 21。大阪市による大阪電燈買収問題もあった。

1922 年 1 月から大阪市による大阪電燈株式会社

（以下、大電と略す）買収の交渉が始まっていた。

その経緯は次のようなものであった。

　大電は 1887（明治 20）年設立、2 年後に送電

をはじめて以来次第に事業を拡大して、日清・日

露戦争をへて大阪市との契約（1906 年、15 年

後に大阪市による大電買収の条項あり）により、

大阪市から種々の便宜を受けて独占的地位をつく

りあげつつあった。しかし、第 1 次世界大戦後

の恐慌で大きな打撃をうけ、はじめて無配当の状

態におちいった。そして引きつづく経済的不況の

なかで大電は、なかなか立ちなおることが出来ず

経営不振が続いた。そんな時、ちょうど良いタイ

ミングで大電と交わした契約（大電買収条項）の

満了期が迫っていた。そこで大阪市が大電を買収

する運びとなったわけである。結果として、大電

買収は、大阪市による大電資本の救済の意味合い

が強いものとなった。しかし、交渉は容易にまと

まらず訴訟沙汰の動きも含めて以後 1 年半にわ

たって紛糾が続いたのである。

　当時、大阪市電鉄部長となった佐竹はこの問題

の急先鋒であり『サンデー毎日』は次のように記

している 22。

　「（佐竹）氏は大電問題を訴訟提起に導き、買収

の日時を遷延せしめることは却つて大電の手に乗

るものとし、寧ろ大電の主張する報償契約無効論
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を逆用し、市から契約解除の通告を発して大電側

をアツと言はせると共に、市では別に電燈事業を

経営する方針を樹てるのも大電買収解決の一方法

だとの意見を抱懐している。」

　かなり策士的な発言で佐竹の評価は悪い。「こ

の恵まれた頭脳の持主も、一面には学者に通有性

の端緒が潜んでいる。人を容れる雅量の乏しいこ

とゝ、言い出したら後へは引かぬ負けず嫌いが祟

り、氏としては寧ろ役不足の電鉄部長に跼
きょくせき

蹐せね

ばならぬことになった感がある」23 と手厳しい。

一方、佐竹の回顧によると実際は淡々としたもの

だった 24。

「私が買収後経営の直接責任者となるべき関係上、

会社の財産評価、将来の収支見積、買収市債評価

計画、其他電力供給問題等に就て、数十通の案を

作つて会議の資料に供したのであるが、交渉が

殆ど七八ヶ月続き度々暗礁に乗り上げた関係上、

種々の計画表を何度作り直したか判りません。然

もこの仕事を当時の電鉄部に於て僅に二三人の人

を相手として秘密に作つたその苦心は恐らく局外

者には全く想像も付かないことと思います。遣り

直し、書き直しの草稿は山を為しました。」

　直接の担当者として、佐竹は交渉のための買収

価額の算定に腐心している。本来、交渉そのもの

は市長らの役目である 25。むしろ役人としての佐

竹の真骨頂は次の行動にあった。

　「電燈買収案が愈
いよいよ

々会社との間に調印を終り、

市会の議を経て内務、大蔵両省の認可を申請する

ところまで進み来たが、何しろ七千万円余の市債

を発行する案であるから内務、大蔵両省の審査は

容易に進展しない」。

　普通なら半年たっても片付かないところを、佐

竹は自身の知識と人脈を駆使した。「結局最後に

大正十二年八月三十日に逓信大臣の判がすんで、

その書類を文書課長から大阪の逓信局に送られる

ことになった」。

　さらに、そこから佐竹らは監督官庁の認可をひ

どく急いだので、「逓信省の役人の代理をつとめ、

その書類を貰つて三十日の夜行で東京を出発し

三十一日の朝大阪に着きましたが、その日は役所

が休みでありましたので、予め東京で逓信省から

大阪逓信局長に電報を打つて貰つて、三十一日の

朝態
わざわざ

々休み中に役所に出勤して貰つて、こちらか

ら持つて行つた書類を下付して貰ひ、茲
ここ

に愈々買

収案が正式に内務、大蔵、逓信各大臣から認可さ

れたことになりました。その日は即ち大正十二年

八月三十一日でありますので、私がこれを何時迄

も忘れることが出来ないのは、九月一日は即ち関

東大震災の日であつて、若し不幸にして認可の手

続が八月中に済まなかつたならば、即ち数日遅れ

たならば、その書類は震災で焼けてこれを再び作

製するとしても震災後の大混乱の際でありますか

ら、恐らく東京では何人も耳を貸して呉れなかつ

たことと思います。」

　つまり、買収案の認可を政府（内務、大蔵、逓

信の各省）からとるために、官僚上がりの佐竹が

四方八方手を尽くして、最後には自ら役所の手伝

いまでして認可を急いだのである。並みの役人で

はとても出来ない仕事である。その意味において、

これは役所の「うらおもて」を知り抜いた佐竹な

らではの成果だといえる。

　認可のおりた翌日が関東大震災（1923 年 9 月

1 日）であったことを考えると、これが単なる幸

運であったというよりも、むしろ佐竹の仕事の早

さ（仕事への姿勢）が運を引きよせたとみるのが

妥当であろう 26。

　大阪市の大電買収（1923 年 10 月）にともな

い、大阪市電気鉄道部は大阪市電気局と改められ

（佐竹は初代電気局長）、大電と市電の労働者は両

方この管轄下におかれることになり、新事業開始、

職制改革、人事などに動揺が生じた。

　すなわち、同年 5 月に市電労働者の「共済会」「土

筆会」という親睦団体は発展的解消を遂げ、新た

に大阪市電共済組合が発足した。そのため、諮問

機関としての運輸委員会の本来の役割は共済組合

に譲り、その形骸化が進んだ 27。佐竹の提案した

「運輸委員会」は意外と短命に終わったのである。

しかも、大電職員と旧大阪市職員との間に大きな
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賃金格差があったので、市電労働者の不満に火を

つけることになった 28。

　ところで、上述「土筆会」の会誌が大阪市立中

央図書館に残されている。紙面は最初に市電の営

業成績が掲載され、他の電気鉄道会社・事業所の

営業成績も一覧で出ている。さらに職員の移動・

昇進などの記事、会員の投稿などが見られる。同

誌第 40 号（1918 年 10 月）に「乗務訓（いろは）」

が掲載されているので一部紹介する 29。

　

い、石の上にも三年とかや　食せず乗れよ長時

間

ろ、ろくな洋服着ないかとても　心に錦を飾れ

ば同じ

は、はいと答えて何事にても　監督さんにはそ

むきやるな

に、西も東もわきまへなしを　おしえてもらつ

た恩が有る

ほ、ほめてやる可し何事にても　千に一つの徳

が有る

へ、『ヘツドライト』に気をつけなさい　尻に

火がつきや蛍の様な

と、友の良いのを乗組なさい　黒に交れば黒く

なる

ち、知恵か性根を一つをもてば　人から顔にど

ろをぬられなり

り、りこうぶるのは大方あほう子供らしいがう

まれつき

ぬ、ぬすみかくしやうそいつわりを　云ふが不

正の行為なりけり

る、るろーしてから電車に乗つて　天下取つた

と安心するな

を、男女の区別はあれど　乗ればお客じや丁寧

にせよ

わ、悪るい心もたず実あれば　天下に恐れる者

はなし

か、監督さんでも何人にても　無理をば云えば

憎うなる

よ、良し悪しのと小言を云ふな　電車のおかげ

で着る着物

た、たべる御飯は命の種じや　乗る亦電車は金

の種

　最初の「い」で「石の上にも三年」「食せず乗

れよ長時間」と忍耐を説いて、「は」「に」で従順、

奉公を強調している。全体として職員として公序

良俗に努め、「よ」「た」では仕事が収入の糧であ

ることを強く訴えている。日々の仕事に対する教

訓を集めており、仕事のようすが想像できて興味

深い。

　こうしてみると、「土筆会」のような親睦団体

が元々あったので、それらが共済組合として再編

成されていく中で、佐竹の新種の運輸委員会がそ

の役割を失っていくのはごく自然の流れであった

と思われる。

　さて、大阪市における佐竹の仕事は約 2 年で

終わり、1924 年法制局長官に任ぜられて大阪を

去る 30。同年長官辞任と同時に貴族院議員に勅任

され、1926 年には鉄道政務次官となる 31。まさ

にジェットコースターの上昇局面へと進むのであ

るが、数年後に鉄道疑獄事件に巻き込まれてしま

う。越後鉄道に関わる贈収賄事件である 32。

３．大阪鉄道（現、近鉄南大阪線）再建

３－１．佐竹の浪人生活
　佐竹の浪人生活は、実は 1929 年暮れ、越後鉄

道国有化にまつわる汚職のうわさが広まった頃か

ら始まる。そして裁判で有罪の判決を受け、控訴

し大審院の決定の出る直前、1932 年 6 月 28 日

貴族院議員を辞めた。　

　当時のインタビュー 33 に答えて「それは（議

員辞職－引用者、以下同じ）は突然かもしれませ

んが、辞めたいといふ気持ちは今始まつた訳では

無いので、鉄道学校の校長もやめる、大学の講師

もやめる、すべての公職から退いた昨年（1931

年）のあの頃から全く一介の人間になりたいと願

つてゐた気持が今実現されたんです」。「この頃は
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政治にも興味はない、唯読書、最近は鉄道問題に

ついて色々感じたことを書き綴つてゐます。これ

が僕の唯一の仕事ですが、他に特に興味を持つて

移植民問題の研究に手をつけました‥‥」。

　約 3 年の浪人生活は、佐竹にとって長く、重

いものだったと推察される。ちょうど大審院の判

決の頃、次に紹介する大阪鉄道もその経営不振が

極に達しており、新たな経営者を求めていた。

３－２．大阪鉄道の沿革 34 と経営危機
　大阪鉄道は、その前身の河陽鉄道が 1896（明

治 29）年 3 月に創立し、2 年後の 1898 年 3 月

柏原・古市間、4 月古市・富田林間を蒸気列車で

開業した。ほどなく経営不振となり、翌年 5 月

河南鉄道がこれを継承した。その後、逐次路線を

延長し、1902 年 12 月柏原・長野間を全通した。

　1919（大正 8）年河南鉄道は社名を大阪鉄道

と変更し、1922 年 4 月道明寺・布忍間、1923

年 4 月布忍・大阪天王寺（翌年 6 月大阪阿部野

橋に変更）間を開業して大阪進出を果たした。同

時に道明寺・大阪天王寺間に電車運転を開始し、

次いで 1923 年 10 月道明寺・長野間、1924 年

6 月柏原・道明寺間もそれぞれ電化した。

　1929（昭和 4）年 3 月には、大和延長線古市・

久米寺（後、橿原神宮前）間を開業し同時に吉野

へ乗入を開始した。図３はその頃の大鉄路線図で

ある。道明寺から阿部野（天王寺）までの都心向

けは採算がとれていたようだが、古市から橿原神

宮までの観光路線が最初から経営の足を大きく

引っ張っていた。

　兼営事業には、藤井寺球場、玉手遊園地、汐ノ

宮温泉、バス、土地住宅経営、食堂等があった。

利益のあがる電灯事業は行政の許可が下りなかっ

たので断念した。

　この時期に活躍した経営者に越井醇三がいる。

越井は 1866（慶應 2）年 3 月生まれ、大阪府南

河内郡三の郷森田新兵衛の三男として、1884（明

治 17）年頃富田林町越井庄次郎の養子となった。

養父は醤油醸造業を営んでいたが、本職は漢学者

であって、一種の見識を持った「異色ある人物」

であった。そのため、醇三が入籍した頃から家業

は傾いており、これを盛り返すべく醇三は「種々

苦心経営」した。1888 年頃越井営業所として木

材事業を始めた。1903 年頃台湾総督府の命を受

けて電柱に丹
たんばん

礬（硫酸銅、染色・メッキ等に用い

る）を注入することに成功して巨利を博した。こ

の方法により、全国にわたって電柱の売買を行い、

この事業における我が国の覇者になったという。

1927（昭和 2）年までに、河内紡織株式会社社長、

富田林銀行頭取、越井合名会社代表社員をつとめ

ている 35。もともと大鉄が柏原－古市－富田林間

を走る局地鉄道（地方鉄道）であったことを思え

ば、富田林市出身の越井が経営の中心にいたこと

もうなずける。

　越井の功績は、田舎電車の大鉄を大阪市内（阿

倍野橋・天王寺）まで延伸して都市間鉄道にした

こと、さらに奈良の吉野まで路線を伸ばして観光

電車としても業績を上げようと努力したことにあ

る。ただし、吉野までの路線は大きな失敗となる。

　すなわち、1929 年 3 月大和拡張線の開業から

同社の苦難の道が始まる。なぜなら拡張費の多く

を社債と手形に負っており、その利払いが利益金

を凌駕してしまったからである。時は昭和恐慌の

ど真ん中である。この窮状が、1930 年春頃より

一部の債権者の知るところとなり、短期借入金の

返還督促が急になり、社内の紛争も激しくなって

きた 36。前述越井醇三が退任して、後に森平蔵、

清水栄次郎らが経営を引き継いだものの、事態を

好転させることはできなかった。
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図２．大鉄路線図

出所：『沿線御案内』大鉄電車、1933 年 4 月。筆者所蔵。
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　大鉄の危機について、雑誌『大阪経済評論』は

「第一に高い金利の金を借りて建設したこと、第

二に沿線には之れといふ大きな都市がなく全くの

田舎電車であること、第三に建設費が高すぎたこ

となどを挙げ得るが、結局は経営の中心に有能な

る人物を配さなかつた事が失敗の原因である 37」

とバッサリ切り捨てている。

は最近三井、住友、鴻池三銀行の手によつて資金

融通の諒解成立し九月に到来する社債利子支払ひ

についても援助するを条件として三井及び大軌の

協議により同方面から社長、専務の推薦を見る模

様である」。

　つまりは、大鉄の大口債権者である大阪電気軌

道および三井、住友、鴻池の各銀行が、協力して

後任社長が決まるまで社債の利払いを援助すると

している。問題は再建のための経営者をどうする

かである。

　この時白羽の矢が立てられたのが佐竹三吾で

あった。新聞（1932 年 9 月末）には佐竹談とし

て次のように掲載されている 40。

佐竹談「かなり前から大鉄側の勧誘がありま

したがいろ々々と当方にも事情があり決しか

ねてゐたのですが、その後大鉄の内容も知り

整理も決して不可能なことでなく、また融資

側方面からも極力御声援下さるとのことでし

たので御引受する決心をしたのです。整理方

法もさらに十分研究し、身を投げ出してもぶ

つかつて行く積りです」。

　ここから佐竹はすでに大鉄再建に取り組む所存

であることがわかる。大鉄についていろいろ調べ

再建（整理）が可能と判断した。特に融資側（三

井銀行など）の声援があるので決心したという。

佐竹の大鉄入りを別の雑誌（1932 年 10 月 15 日）

は次のように評価している 41。

　

　例の鉄道疑獄事件に引掛かつた佐竹三吾氏

は大阪鉄道会社に就任するに内定した。同時

に専務にも鉄道省出の石田寿吉郎（義太郎

かー引用者）氏が新任するが、何れも種田大

阪軌道専務の推薦であるらしい。‥行詰つて

ゐる大鉄を更生せしむるためには、問題の人

も敢へて問ふ所にあらずと、手段を選ばぬこ

の挙となつたのであらうか、それだけに佐竹

氏も期待に背かぬだけの手腕を発揮しなくて

大阪 乗車賃銀 東京 乗車賃銀
南海 1 銭 7 厘 3 毛 東武 2 銭
阪神 1 銭 4 厘 1 毛 小田急 1 銭 4 厘
大軌 1 銭 6 厘 京成 1 銭 6 厘
京阪本線 1 銭 4 厘 8 毛 京王 1 銭 5 厘
阪急 2 銭 8 毛 京浜 2 銭 3 厘
大鉄 2 銭 5 厘 王子 1 銭 2 厘 5 毛
阪和 1 銭 5 厘 6 毛 玉川 1 銭 7 厘 6 毛
阪堺 1 銭 8 厘 目黒蒲田 1 銭 6 厘
参宮 2 銭 5 厘 武蔵野 1 銭 8 厘 7 毛

出所：『大阪経済評論』第 14 巻第 8 号、
1931 年 8 月、22 頁より作成。

表２．大阪、東京電鉄会社の（キロ当たり）乗車賃銀比較

　また、別の雑誌では、そもそも大鉄が「地勢的

に恵まれてゐない。大阪市との連絡も遅かつた。

沿線は二十哩に及ぶにも拘らず、町らしい町さへ

無い。其の上、今一つ苦しい事には、南海電鉄と

大阪電軌の圧迫を絶へず受けねばならない。南に

は南海線、北には大軌線があつて、当社（大鉄）

の進出を遮つてゐる」と記す 38。

　表２は 1931 年頃の東西電鉄会社（キロ当たり）

乗車賃銀比較であるが、それによるとキロ当たり

の運賃（賃銀）が２銭を超えているのが、東京で

は東武と京浜の２社で、大阪では阪急、大鉄、参

宮の３社であった。中でも、大鉄、参宮が 2 銭

5 厘でもっとも高く、割高運賃が集客の足かせに

なっていたものと見られる。

　さて、大鉄の危機が次の通り報じられた 39。「大

阪鉄道では森平蔵社長、清水専務、支配人後藤幸

太郎氏が辞意を発表したのに対し、大阪電気軌道

会社及び大鉄の大債権者たる三井銀行は後任社長

の決定するまで正式辞表提出の延期を求める一方

適任者の選考を続けてゐる、大鉄の整理について
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はなるまい。それにしても、鉄道省出身の当

地電鉄入りは、また々々別に二新人を加へ

て、鉄道省出身者から成る大阪鉄浪会は、ま

す々々勢力を増大する結果となる訳だ。

　佐竹を「問題の人」として、さらに佐竹の大鉄

社長就任を大鉄更生のために「手段を選ばぬこの

挙」と厳しく評価し、それでも「期待に背かぬだ

けの手腕を発揮すべき」としている。また、佐竹

と石田が鉄道省出身であることから、大阪に（鉄

道省出身の）「大阪鉄浪会」の勢力がますます増

大すると見ている。

　大鉄社長に就任した佐竹は、「重要５項目」を

掲げた 42。第 1 に負債の整理である。負債を本

業 9 割、兼業 1 割の割合で返済する。第 2 に事

務の刷新、第 3 にサーヴィスの改善（増便・スピー

ドアップ）、第 4 に運賃の低減をあげた。運賃値

下げは就任翌年の 1933 年 4 月 1 日に開始し平

均 24% 下げた。おかげで利用者が増えた。第 5

に沿線の開発を進めた。借金（負債）の返済につ

いては、「7 年計画」を立てた。

　結果は、その最終年である 1939 年下期に一応

完了した。あとから振り返ってみれば 1932 年が

経営の底であった 43。

　トントン拍子に進んだように見えるが、さにあ

らず。新聞報道によると当初は次のような状態で

あった 44。

出所：「佐竹三吾氏　更生の姿　赤字に泣く大鉄に整理のメス揮ふ」『大阪毎日新聞』
　　　1933 年 1 月 31 日付、第 1 面。

図３．昼食をとる佐竹三吾

　ランチ・タイムをやゝすぎた 卅
さんじゅう

日の午
ひる

さがり

――大阪鉄道阿倍
ママ

野駅構内（傍線太字－引用者、

以下同じ）の同社直営食堂へ静かに肥駆を運んで

関東煮の鍋の前にどかり－やがて飴色の大根一片

に舌つゞみ打ちつゝ昼食をはじめた紳士があつ

た、丁重な女給仕らの応対、もの柔かな紳士の動

作――影を追うと彼氏こそ誰あらう――昭和の私

鉄大疑獄事件に連座して世を捨てた、もとの鉄道

次官貴族院議員、佐竹三吾氏その人がいま関西財

界に更生の姿なのだ。

　彼氏は現在一千八百万円の大赤字会社、資本金

二千六十万円、創立明治 卅
さんじゅう

二
に

年、大阪鉄道株

式会社の社長として、同社の大整理に黙々として

回生のメスを揮
ふる

ひつゝある人なのだ。

　佐竹に課せられた経営問題は大鉄の借金 1,800

万円の返済延期である。つまりは、経営が上向く

まで債権者に利子率を下げてその返済も待っても

らうことである。大鉄の借金は借入金（長期・短

期）と社債で構成されており、そのうち長期借入

金については三井、住友、鴻池の各銀行の了解が

とれていたが、問題は社債であった。特に藤本ビ

ルブローカーが最後まで利子を含めて債権回収す

ることにこだわった 45。

　そこで、佐竹は会社の再建計画を立てて、債権

者に支払い猶予を乞うたのである。同じ新聞のイ

ンタビューで佐竹は次のように答えている 46。

　　

‥‥月給五百円、府下南河内郡古市町軽里のその
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住ひは同社大株主堺市の資産家、里見源次郎氏の

別荘の一部を間借りしてゐるもの、家族は東京に

残しての一人暮らし、自宅に客があれば大鉄直営

のマーケットから牛肉を買つて提げて帰りもす

る、朝七時ごろ自宅を出て十九キロの距離を自分

の会社の電車にゆられて車掌のサーヴイス振り、

沿道の状況、客の増減に注意を払ひつゝ出勤、日

曜も祭日も忘れて日も夜も整理、整理‥‥時には

遠く山口、広島方面にまで飛び廻つて債権者に折

衝しつゝあるのだ。

――大鉄の整理はどの程度に捗
はかど

りましたか

――整理案の骨子はとつくに出来上がつた、いま

は債権者の一人々々について諒解を求めてゐ

ます

――整理案の内容は？

――これは債権者全部の諒解を得られてゐないの

でまだ申し上げられませんが、少くとも会社

はこれによつて更生し得ると自信してゐます

――現在の地位、待遇に不満を感ぜられませんか

――決して々々、不満などありません、いまはたゞ

もうこの会社とともに更生しようといふ気持

ばかりです

――社交場裏にお出かけですか

――会社の用事で出なければならぬ場合でないか

ぎり花やかなところへは遠慮してゐます、会

社のこの状態では株主や債権者方に申訳ない

と思ふからです

　やがて簡単な食事は終つた、関東煮の鍋をはな

れてキヤシヤーで佐竹氏が支払った金は白銅貨が

たゞの二枚だ。

　債務返済や経営の好転など経営数値の詳細は

『大鉄全史』（近畿日本鉄道、1952 年）に詳しい

のだが、ここでは人間佐竹の経営者としての姿を

見たい。インタビューでは佐竹が単身赴任で大阪

に来て、各地に散らばっている債権者のもとへ日

参している姿がよく描かれている。待遇に不満は

ないかと問われて「不満などありません、いまは

たゞもうこの会社とともに更生しようといふ気持

ちばかりです」という言葉に佐竹の生きざまと大

鉄の未来が集約されているように見えるのだ。

　後年、佐竹は次のように記している 47。「‥昭

和七年十月、私は阿倍野橋を起点とする大阪鉄道、

通称『大鉄』に社長として招かれ、同社の整理再

建に従事することになりました。同社は経営の行

き詰りのため債権者から和議の申請、破産の申し

立てなどがあり、従業員の給料も滞りがちで瀕死

の状態でありました。当時、佐藤さんは阪急の重

役で、小林さんは社長であったと思います。私は

役人畑に育ち、会社の経営には素人でありました

から、小林さんと佐藤さんをたずね、電鉄の再建

策についていろいろ教えを受けました。ターミナ

ルにおける百貨店と映画館の経営、沿線に学校の

開設または誘致、住宅の建設、遊園地の計画など

いずれも再建に効果あることを教えられ、早速こ

の企画を取り入れて作ったものが阿倍野橋の大鉄

百貨店（現、近鉄百貨店あべのハルカス－引用者、

以下同じ）、大鉄映画館（現、きんえい）、また河

内天美の大鉄工学校（現、阪南大学）、矢田の大

鉄女子商業学校（現、城南学園）、藤井寺の天王

子女子学園分校の設立など、いずれも佐藤さんと

小林さんに教えられた企画の実現でありまして、

大鉄の再建と大鉄沿線の開発に大いに役立ちまし

た」「ただ沿線住宅の建設と遊園地の開設は、大

鉄が整理会社で資金が乏しかったのと、欧州大戦

たけなわで電鉄の統合が行われ、大鉄が大軌（関

西急行鉄道）に合併され、私が辞任したため、つ

いに実現の機会を得ませんでした」。　

　ここから、大鉄が再建するために、兼業の推

進（経営多角化）を積極的に進めてきたことがわ

かる（図４は大鉄百貨店の 7 階食堂、大鉄ニュー

ス会館の「記念はがき」である）。しかもその手

法の多くを阪急から学び実行していたのである。

戦後、佐竹が阪急電鉄取締役、阪急バス社長を歴

任したのは、この時期に阪急経営者との関わりが

あったからなのであろう。
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３－３．佐竹の女子商業学校設立 48

　佐竹は大鉄の再建と並行して、兼業を推進する

ために、女子商業学校設立にも乗り出している。

当時大鉄沿線に誘致したり、自ら設立に関わった

りした学校は次の通りである（カッコ内は下車

駅）。

帝国女子薬学専門学校（高見の里）／城南女子商

業学校（矢田）／大鉄工学校（河内天美）、

大鉄工業学校（河内天美）／大阪無線電機学校（矢

田）／藤井寺高等女学校（藤井寺）

藤井寺技芸女学校（藤井寺）／相愛第二高等女学

校（藤井寺）／天王寺高等女学校郊外学舎（藤井寺）

天王寺商業学校郊外学舎（藤井寺）／大阪市青年

学校郊外学舎（藤井寺）

　

　通学生の大鉄利用者は「1 日 5 千人を下らない
49」と言われており、平日の乗客数増加に寄与し

たものと見え、沿線培養に一役買っている。この

うち、佐竹が学校設立に関与したのは、城南女子

商業学校（当初は専修学校）、大鉄工学校である。

城南の場合は、兼業の大鉄百貨店の経営に合わせ

て、女子従業員が多数必要となったため、当時の

進学熱の高まりもあって設立されたものである。

同じ時期に、阪急（曽根実業女子商業学校）と大

阪電気軌道（大軌商業学校）も女子商業学校を設

立している。いずれも大鉄と同じ理由である、当

時の百貨店は呉服系と電鉄系に区分され、三越、

大丸、髙島屋、そごう、松坂屋などの呉服系百貨

店には女子従業員が集まりやすかった。一方阪急、

大軌、大鉄、京阪といった電鉄系百貨店にはなか

なか女子従業員が集まらず、苦労したようである。

　大鉄百貨店の女子従業員確保のために設立され

た城南女子商業専修学校について紹介しておきた

い。図５は同校の募集広告である（雑誌『実力之

世界』50 掲載）。

図４．大鉄百貨店７Ｆ食堂と大鉄ニュース会館（記念はがき）

出所：筆者所蔵。年代不詳。

出所 ：筆者所蔵。 年代 不詳。

図５．城南女子商業専修学校の生徒募集広告

出所：『實力之世界』第 221 号、1936 年 1 月 20 日付、
4 頁。筆者所蔵。
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　「現代の傾向として職業に対する夫人の自覚と

覚醒程めまぐるしき進展を来したものはないだら

う。‥‥今後の女子教育は単に家政育児をのみ目

的とするものでは既に時代の要求には適応しな

い。之に加ふるに職業的教育を施し、他日会社に

出でて即座に間に合ふ様な女子を養成することこ

そ将来さるゝ一大眼目であり、餘りにしみ込んだ

画一教育の情弊と欠点とを救ふべきものであら

う。

　こゝに大鉄社長法学士佐竹三吾氏はこの点を省

み深く感ずるところあり、我国女子教育にいさゝ

か貢献するところあらんとして多大の犠牲を払

ひ、幸にも市内某有力實業家の奉仕的援助を得て、

昭和十（1935 －引用者）年三月城南女子商業専

修学校を設立開校し、自ら校主となり、校長には

元大阪高等商業教授及天王寺商業学校長等二十

数ヶ年間大阪府実業教育界に偉大なる足跡を印せ

られた下河内十二蔵先生が就任せられた。

　下河内先生は天王寺商業学校長として在職中よ

り既に大阪市の如き経済大都市に於ける女子商業

教育機関の必要性を痛感せられ、その設立を常に

主張せられし程の人士なれば、適材適所たること

今更蝶々するにも及ぶまいが、其他大学高専出の

有資格専任教師十四名、多士済々の観を呈し、名

校長のもとに大調和の旗印をかざし、一丸となつ

て眞剣なる努力を続けてゐる。されは校風は日々

に溌剌として清新、生徒の成績はぐんぐん上昇し

てゐる近況である。」

　ここから、女子の職業教育をより実践的なもの

にすべく、佐竹が城南女子商業専修学校を設立し

たことがわかる。校長には、実業教育に実績のあ

る下河内十二蔵が就任した。つづいて開校から一

年後が次のように説明されている。

　「昨年開校に際し定員二百五十名を遙かに凌駕

する志願数を示したのも、彼我相通じて観じ来れ

ば決して故なきに非ざることを首肯し得るであら

う。然も同校の所在地は大鉄沿線矢田駅（阿部野

橋駅より約六分）より徒歩約五分、環境は静寂に

して空気は清浄、広々とした青田の波の起伏のは

てに、金剛、葛城、生駒、信貴の群山を一
いちぼう

眸の内

に収むる修学保健兼備の理想境一三〇〇坪の広大

なる地域を占め、二階建校舎、本館及び講堂、総

建坪六〇〇坪の堂々たる校舎は一昨年の大風水害

直後に着手せられて府当局の厳密なる監督と指令

のもとに建築せられたものなれば、優雅なる内に

も耐震耐火を考慮に入れて堅牢を第一となし、殊

に各棟に設置されたる避雷針の如き学校当局の細

心の注意を示して居るものである。

　尚同校は前述の趣旨に鑑み特に修業年限を二ヶ

年となしたれば、實習上には特殊の設備を完成し、

珠算、商算、速記、商事要項及商業實務等に特に

力を用ひ、短期教育完成の實を挙ぐるは勿論なる

も、女子本来の転職たる一家主婦としての教養及

家事裁縫一般の教授をも行ふて居る、更に特色中

の特色としては同校は大鉄と密接なる関係にある

為に、新卒業生は全部、近く建築開業さるべ大鉄

デパート（大鉄百貨店）に採用さるべく深き諒解

がなされて居るのみならず、大丸、高島屋、松坂

屋等の各デパートとの間にも相当の連絡を持つて

ゐる事は何としても同校の一大特典であらねばな

らぬ、されば同校卒業生に限り、恐るべき就職難

より絶対に救はれるといつても過言ではないであ

らう」。

　やや長い引用になったが、募集定員 250 名を

超えて入学希望があったようで、駅から近いこ

と、1,300 坪の敷地に建坪 600 坪の校舎が建設

されているという。特徴的なのは修業年限が 2

年と短いことである（通常は 5 年）。「珠算、商算、

速記、商事要項及商業實務等」の実務的な科目を

短期で身につけることを目指している。また、佐

竹が大鉄社長をしている関係で、卒業生は（開業

が近い）大鉄百貨店への採用が予定されている。

あるいは、大丸、高島屋、松坂屋などの呉服系百

貨店とも連絡があり、「恐るべき就職難」に対応

できるという。

　このように、女子の職業教育を目的として城南

女子商業専修学校を設立したわけであるが、卒業

生を大鉄百貨店に入店させる試みは思い通りに
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はいかなかった。『城南学園 50 年史』によると、

1937（昭和 12）年 3 月の卒業生 180 人のうち、

大鉄百貨店には 88 人しか入店していない。残

りは、松坂屋百貨店 11 人、高島屋 10 人、田村

駒 10 人、伊藤万 5 人、そごう 3 人、大丸 3 人、

共同信託２人、中島商店２人、阪急百貨店 1 人、

などとなっており、必ずしも皆が皆、大鉄百貨店

に入店していたのではなかった 51 。

　とはいえ、佐竹の学校設立は、大鉄沿線の乗降

客を増やすことには貢献した。さらに、卒業生の

百貨店採用は兼業の大鉄百貨店との相乗効果を

狙ったもので、経営的には一定の意義をもつもの

であった。佐竹が法学者でもあったことを思うと、

学校設立の理念・人選がしっかりしており、それ

が現在の城南学園にも引き継がれているように思

うのである。

むすびにかえて

　これまで、元鉄道官僚・貴族院議員（鉄道政務

次官）の佐竹三吾にスポットをあてて、出身地の

岐阜県大垣市に鉄道官僚が多いこと、大阪市電気

鉄道部に部長（のち初代電気局長）として就任し、

労働問題や大阪電燈の買収に尽力したこと、昭和

の鉄道疑獄事件に巻き込まれて浪人生活を送り、

その後大阪鉄道（現、近鉄南大阪線）の再建（特

に借金返済）に尽力し、「沿線培養」のために学

校を設立したことなどを紹介した。元官僚がそれ

なりに大きな会社の社長としてひとかどの経営者

になっていく姿をみるとき、その人本人の成長は

もとより、その行動が社会に与える影響の大きさ

を改めて考えるのである。

　ところで、戦後の佐竹はどうだったのか、地元

新聞の紹介記事（1953 年 1 月）52 を見ておきたい。

「からだ全体がつきたてのモチのようにポッチャ

リしたうえ腹のふくらみがチョッキからはみ出る

ほど肥えていらっしゃる。ややガニマタでヴォ

リュームの響きをたてながらノッソリ、ノッソリ

と歩かれるが、姿はカスミかクモかのように消え

て容易につかめない。お手のものの車でかけ回わ

るので、とてもついてゆけない。豊中市の自宅で

会えず、石橋の阪急本社でのがし、梅田駅前の事

務所でヤット捕える。“ 随分お忙しいですね ” “ 何

しろ選挙（参院）が近いものだからじっとしてお

れない。これから上京し、引き続き四国、九州方

面を回ります ” 佐竹氏、参院立候補 53 の鮮やか

な初名乗りである。雀百までの例にもれず、中学

時代に植えつけられた “ 政界進出 ” の夢が未だに

忘れられないらしい。◇ “ 中学四年のときアメリ

カ帰りの藤原校長から盛んにデモクラシー教育を

受けたもんです。古ムシロにおおわれて伸び切れ

なかった君たちの芽を、自由の肥料で伸ばしてや

ろーといった名調子にみんな心酔したもんです。

おかげで医者になるはずが、こんなコースを歩ん

でしまいました‥‥”」

　ここから、佐竹の官界・政界進出は中学時代の

デモクラシー教育にあり、当初は医者を目指して

いたことがわかる。参議院議員に立候補もしてい

る 54。阪急バス・タクシーの社長としては「組合

の賃上げ要求に三晩もねばって組合側を屈服させ

たり、どんなに小さなことでも頼まれたことはや

り遂げる（在阪某氏談）などエピソードはいろい

ろ」あるという。阪急バス社内誌によると、戦後

軍隊から大阪市の古いバスを一台 5 円で払い下

げられた 55 というが、そこにも佐竹が関係して

いたのかもしれない。

　ところで、佐竹は大阪市交通局の回顧座談会に

初代電気局長として何度か顔を出しており、本稿

でもその一部を紹介してきた。戦後の回顧座談会

（1973 年頃）で、市営交通事業について、佐竹

は「機械化と付帯事業（兼業）」の必要性を説いて、

次の通りのべた 56。

　「郊外電車でも今 1 割の配当をしとるでしょう。

実際は 1 割配当はできない。経営内容をみると、

有価証券を売ったり、土地を売ったり、付帯事業

の収入でやっている。だから先ほどの機械化とい

うことと、もう一つは他の事業。（大阪市交通局

が－引用者）これだけ大きな組織を持っておるの
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だから、組織を利用して、市民も利益にとなる方

法で、経営者のほうも利益になるということを研

究したらどうかと思います。」

　つまり、これからの事業は機械化により人件費

を削減し、一方で付帯事業（兼業）をしたらどう

か、しかも「市民も利益となる方で、経営者のほ

うも利益となる」ようにと提案しているのである。

大鉄再建をなしとげ、その後も経営者として精進

してきた経験から出た至言といえる。
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・「阪急バス・阪急タクシー社長　佐竹三吾氏（郷土人アラベスク）」『岐阜タイムス』1953年1月19日

付、第3面。

・「歴代局長思い出を語る」『市電から地下鉄へ－市営交通70年のあゆみ』大阪市交通局、1973年。

・「声望高き－城南女子商専を瞥く」『實力之世界』第221号、1936年1月20日付。

・大阪交通労働組合編『大交史』労働旬報社、1968年。

・武知京三『都市近郊鉄道の史的展開』日本経済評論社、1986年。

・ 同　　『近代日本交通労働史研究』日本経済評論社、1992年。

・ 同　「私鉄経営者論の課題－大軌経営陣の素描－」『鉄道史学』第5号、1987年10月。

・渡哲郎「1930年代の大阪鉄道Ⅱ」『阪南論集』(人文・自然科学編)第36巻第3号、2001年1月。

・ 同　「越井醇三の夢と種田虎雄の野心」新なにわ塾叢書企画委員会ほか編著『熱き男たちの鉄道物語』

ブレーンセンター、2012年。

・小川功「大都市鉄道への経営転換と資金調達－阪神急行電鉄、大阪鉄道の対比を中心として」『鉄道史

学』第8号、1990年9月。

・谷内正往『戦前大阪の鉄道とデパート』東方出版、2014年。

・ 同　『戦前大阪の鉄道駅小売事業』五絃舎、2017年。

・ 同　『戦後大阪の鉄道とターミナル小売事業』五絃舎、2020年。
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1  平塚の場合、年棒が総理大臣なみで税金は今と違って少なかったので、「地下鉄のことは清水部長にまか
せきりで、南や北の料亭でよく遊び、なじみの芸者も沢山いた。粋人局長、歌人局長ともてはやされ‥‥
地下鉄行進曲や地下鉄小唄を作り地下鉄のＰＲにも一役買」った（岩村潔『大阪の地下鉄－発展を支えた
遺風と建設技術開発』株式会社日刊建設産業新聞社大阪支社、1981 年、223 － 224 頁）。

2  『鉄道史人物辞典』（日本経済評論社、2013 年、208-209 頁）、佐竹三吾監修『大鉄全史』（近畿日本鉄道、
1952 年、157 頁）および『大鉄百貨店史』（同店、1944 年）等による。

3  佐竹三吾「親友中川君と共に」『中川正左先生伝』日本交通学会、1957 年、258 頁。
4  佐竹によると、上司にあたる鉄道政務次官石丸重美と折り合いが悪く、元田鉄道大臣、原内閣総理大臣も

どうすることもできなかった。その代わり元田鉄道大臣に外務省の嘱託の身分で国際連盟交通専門委員と
なり総会に出席する便宜を図ってもらったという（同前、259-260 頁）。次官就任当初の石丸は建設畑が
長く、一般鉄道行政には疎かったので、運輸局長中川正左、監督局長佐竹三吾、経理局長長井亨、文書課
長岡田意一、福富正男らの意見を聞いていたが、業務に精通すると独断専行、人事に関しても二年間で勅
任官を 10 数名馘首したという。佐竹、永井が馘首され、岡田は神戸鉄道局へ左遷された（福富正男述「石
丸王国前後」清水啓次郎編『個通今昔物語』交友社、1933 年、167-169 頁）。

5  1929 年 11 月 20 日、越後鉄道買収に関して佐竹、東京地方裁判所検事局に任意出頭（『東京朝日新聞』
1929 年 11 月 21 日付、夕刊第 1 面）。以後、起訴されて有罪判決が下る。

6  なぜ佐竹が大鉄再建に抜擢されたのかは不明であるが、渡哲郎氏は、大鉄と競合する「大軌社長の種田虎
雄が佐竹を直接大鉄Ⅱに送り込み、その再建にあたらせたのである。大軌によって大鉄Ⅱに送り込まれた
破産管財人。これが佐竹社長の正体だった」という（渡哲郎「1930 年代の大阪鉄道Ⅱ」『阪南論集』( 人文・
自然科学編 ) 第 36 巻第 3 号、2001 年 1 月、110 頁）。ここに「大鉄Ⅱ」とは小稿の対象とする大鉄（現、
近鉄南大阪線）であり、「大鉄Ⅰ」は明治期創業の大鉄（現、ＪＲ関西本線）を指す。

7  『読売新聞』1976 年 5 月 25 日付。葬儀の喪主は長男（国民金融公庫総裁）。
8  『文教のまち大垣（改訂増補）』大垣市文教教会、2008 年、192 頁。
9  「大鉄更生の恩人 佐竹三吾君」『新興実業』第 6 巻第 12 号、1935 年 6 月、42-43 頁。
10 岐阜県出身。1926 年鉄道監督局長、1928 年大阪電気軌道支配人、1935 年宇治山田市（現、伊勢市）市長（『鉄

道先人録』日本停車場株式会社出版事業部、1972 年、168 頁）。
11 同前、43 頁。
12 「大垣は学者王国（新人物風土記・岐阜県の巻五）」『読売新聞』1954 年 6 月 23 日付、夕刊第 1 面。
13 「佐竹三吾氏（鉄道院官房文書課長参事）」（鉄道と人物６）『鉄道時報』第 864 号、1916 年 4 月 8 日、281 頁。
14 同前。
15 新聞報道によると「前鉄道省監督局長佐竹三吾博士を大阪市の電鉄部長に招聘せんとする交渉は旧□来略

成立して居たが愈最後の回答を求むべく池上市長は其他の要件をも兼ねて七日上京（大阪電話）」とある
（『東京朝日新聞』1922 年 1 月 10 日付、第 3 面。）

16 「回顧座談会」『大大阪』第 19 巻第 10 号、1943 年 10 月、23 － 24 頁。
17 「未来の電気局長佐竹三吾君」平栗要三編纂『財界楽屋新人と旧人』日本評論社、1924 年、252 頁。他

に新聞報道では「東京市電気局長」のポストも噂されていた（『読売新聞』1920 年 8 月 27 日付、第 5 面）。
18 武知京三『近代日本交通労働史研究』日本経済評論社、1992 年、76 頁。
19 同前。電鉄部長に就任した佐竹が先行的に市電全線を視察するとの情報があり、職員は皆戦々恐々として

いた。1918 年 9 月に前電鉄部長の死去があり、電鉄部長は一時関一（せきはじめ）が臨時部長を務めて
いたが、久しぶりの専任部長だったために皆が緊張したものと見える（鎌田伊太郎『曾根崎から大阪市電』
関西書院、1968 年、143 頁）。

20 大阪交通労働組合編『大交史』労働旬報社、1968 年、116 頁。
21 同前、104 頁。
22 「佐竹三吾氏・大電買収で市の参謀役・多趣味な運動家」『サンデー毎日』第 2 年第 3 号、1923 年 1 月 14 日、
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20 頁。
23 同前。
24 「佐竹三吾談：永田翁・井上知事、池上市長の賜物」『大大阪』第 9 巻第 10 号、1933 年 10 月、39 頁。
25 大電買収問題について多くが交渉決裂を予想した時「彼（佐竹－引用者）は一人妥協の成立を確信して密

かに動き出した。そして親分の床次から政友会、政友会から水野、水野から井上といつた具合に大頭の頭
を引つぱつて置いて、一方は市理事者中の癇癪持ち、又の名坊つちゃんの有田が訴訟の一途に盲進しよう
とするのを引きとめる。かと思ふと永田調停翁を通じて大電重役を突つく、重たさうなあの身體でくる々々
飛び廻つたものだ。そして曲がりなりにも買収談をこねあげた」（「未来の電気局長佐竹三吾君」平栗要三
編纂『財界楽屋新人と旧人』日本評論社、1924 年、252 頁）。

26 市電開通 20 周年の『大阪市営電気軌道沿革誌』において「当時の大阪市電気局長佐竹三吾が路面電車の
市営を自画自賛、この 20 年間に市経済に与えた影響は 4,823 万円、すなわち 1 年平均で 240 万円ほど
に及んだと述べた」（武知京三、前掲書、59 頁）

27 同前、59 頁
28 同前。
29 『土筆』第 40 号、土筆会、1918 年 10 月、14 頁。
30 佐竹の回顧によると「12 年（1923 年 12 月 27 日－引用者）というのは虎の門事件というのがありまし

て、山本権兵衛さんが内閣をやっておられて、そして虎の門で陛下の行幸をさえぎったということで責任
を負って辞められ、その後、清浦さんが総理大臣になって私に法制局長官になれということで、池上さん
と関さんに相談すると、それは名誉な地位だから引き受けたらどうかというということで、（翌年）1 月
のたしか中ごろに辞めたのです」という（「歴代局長思い出を語る」『市電から地下鉄へ－市営交通 70 年
のあゆみ』大阪市交通局、1973 年、29 頁）。

31 この時期の鉄道省は、岐阜県人の佐竹が鉄道省の中心勢力で、その傘下に参与官の古屋慶隆や運輸局長の
種田虎雄ら同郷人がいて「三羽烏」と呼ばれた。種田にいたっては「種田氏の運輸局か、運輸局の種田氏か」
といわれるほど羽振りが良かった（「井上閥で固める鉄道省」『読売新聞』1926 年 7 月 12 日付、夕刊第 6 面）。
佐竹の政務次官としての熱弁は「佐竹君専門を傾け鉄道政策を痛撃す」（『東京朝日新聞』1925 年 2 月
19 日付、夕刊第 1 面）に詳しい。

32 当時「五鉄道疑獄事件（東大阪電軌鉄道、北海道鉄道、伊勢電気鉄道、博多湾鉄道汽船、越後鉄道）」と
呼ばれた（『読売新聞』1929 年 11 月 27 日付、第 2 面）。

33 『東京朝日新聞』1932 年 6 月 30 日付、第 2 面。
34 この項、ことわりのない限り、谷内正往『戦前大阪の鉄道駅小売事業』五絃舎、2017 年、p49-51 による。
35 越井は「実に商人たるよりは寧ろ人間として出来つた人物」であり、その「個人的信用と、その人格的重

望とはよく同社（大阪鉄道－引用者、以下同じ）をして業界に重からしむるに盤石の如き働きをなして居
ることは勿論である」と評された。越井は「鉄道の如き交通事業は出来るだけ大規模に経営すべきもので
あり、勿論会社自体の利害よりも社会公共の利益を中心に万事を決しなければならぬ」ということを持論
としていた（谷内正往『戦前大阪の鉄道駅小売事業』五絃舎、2017 年、51 頁）。

36 この時期の報道に、「大鉄騒動」（『大阪朝日新聞』1930 年 12 月 7 日付）、「大鉄騒動と大鉄会の乱舞」（『実
業之大阪』第 7 巻第 1 号、1931 年 1 月）、「大鉄紛争解決と其後の観察」（『株主協会時報』第 9 巻第 1 号、
1931 年 1 月 5 日）などがある。

37 「大鉄の更正困難」『大阪経済評論』第 15 巻第 9 号、1932 年 9 月、p31-32。
38 「大阪鉄道の前途」『ダイヤモンド』第 16 巻第 8 号、1928 年 3 月 21 日、37 頁。
39 『東京朝日新聞』1932 年 7 月 22 日付、第 4 面。
40 「大鉄社長 佐竹氏受諾　事務は石田氏」『大阪毎日新聞』1932 年 9 月 29 日付、第 4 面。
41 在大阪ＫＳ生「関西財界トピック」『中外財界』第 7 巻第 10 号、1932 年 10 月 15 日、26 頁。
42 谷内正往『戦前大阪の鉄道とデパート』東方出版、2014 年、第 4 章「大鉄百貨店」。
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43 前掲『大鉄全史』260 頁。
44 「佐竹三吾氏　更生の姿　赤字に泣く大鉄に整理のメス揮ふ」『大阪毎日新聞』1933 年 1 月 31 日付、第

11 面。および「破船の救難に－腕まくりの佐竹三吾氏」『大阪毎日新聞』1933 年 8 月 9 日付、第 7 面。
45 この点について、経済雑誌『ダイヤモンド』紙上で、同誌と藤本ビルブローカーの間で論争があった。「大

阪鉄道は整理案によって更生確実」『ダイヤモンド』（第 21 巻第 17 号、1933 年 6 月 1 日）、藤本ビルブ
ローカー証券会社三輪小十郎「大阪鉄道に関する記事に就きダイヤモンド誌の所説を評す」『ダイヤモンド』

（第 21 巻第 22 号、1933 年 7 月 21 日）。
46 前掲「佐竹三吾氏　更生の姿　赤字に泣く大鉄に整理のメス揮ふ」。
47 佐藤博夫翁追想録編集委員会編『佐藤博夫翁の追想』同会、1967 年、75-76 頁。
48 この節、特にことわらない限り、谷内正往『戦前大阪の鉄道とデパート』（東方出版、2014 年、第 9 章）

による。
49 前掲『大鉄全史』247 頁。
50『實力之世界』は 4 ページのタブロイド判で、月 1 回 20 日発行となっている。発行編集兼印刷人高橋

五一、会社名は實力之世界社、所在地は大阪府南河内郡富田林町毛入谷一八六で、大阪事務所（大阪市北
区澤上江町九丁目四八）もある。定価は 1 年分 6 円、広告料 5 銭、活字一行 1 円とある。記事は、1 面の「城
南女子商業学校」のほか、「大阪の新名所電科学博物館」、「地方工業化の指導に軍需品の下請実施」がある。
2 面は「大阪三品取引所」「壽製作所」「野村銀行庶務課長太田順作氏」など企業・人物の紹介記事、3 面も「大
丸百貨店」「松下電器製作所ナショナル松下幸之助氏」「三越の発展」ほかの紹介記事、4 面は「賀正」広
告で、石田義三郎、山口吉郎兵衛、小沢喜之助、小松茂三郎らの個人名、汐ノ宮温泉興業株式会社、南河
内郡東西南北の教育会、大阪商船株式会社、東洋綿花株式会社、富田林町会議員一同、大鉄誠友会、城南
女子商業専修学校、大鉄電車等が掲載されている。

51 50 年史編纂委員会編『城南学園 50 年史』城南学園発行、1985 年、9 頁。なお同校は、1944 年に財団
法人城南学園を設立し、戦後の学制改革により、1946 年 4 月城南高等学校に転換され、あわせて中学校
の設置認可も受けた（1968 年 2 月に城南学園高校・城南学園中学に改称し、現在に至る）。1949 年幼稚園、
1950 年小学校を設立し、翌年には学校法人城南学園に改組した。1965 年に大阪城南女子短期大学を設
立し、2006 年には大阪総合保育大学を開学し、その 2 年後には同大学院も開学している（学校法人城南
学園「学園のあゆみ」http://www.jonan.ac.jp/gakuen/ayumi/index.html、2011 年 8 月 15 日アクセス）。

52 「阪急バス・阪急タクシー社長　佐竹三吾氏（郷土人アラベスク）」『岐阜タイムス』1953 年 1 月 19 日付、
第 3 面。

53 落選した（「有名人の落選者（全国区）佐竹三吾（自新、阪急バス社長）『読売新聞』1954 年 4 月 26 日付、
夕刊第 1 面」。

54 阪急を離れてからは、昭和精機の会長をつとめていた。75 歳の佐竹は「気は若いし、身体は頑健そのも
の若い時は朝飯前に一時間の散歩をかかさなかったが、いまでも 30 分軽く 1 里ぐらい歩く。最近若い奥
さんをもらった。友人連流石に驚いてその方面を心配したら、老しやくしやくとして『ナニ、それには秘
ケツがある。要するに○しんで○せずさ』で、皆ダーとなった」（「大阪人物記（第 17 回岐阜県の巻）」『大
阪人』第 8 巻第 6 号、1954 年 6 月、224 頁）。

55 「終戦当時軍隊から大阪市バスの古いのを一台五円（正しく五円です）で払下げてくれましたが、その後
主計軍曹（旧軍隊の会計係）が来まして自分の計算違いであるからもう少しくれとの事にいくらかと聞き
ますと『一円五十銭戴きます』」（「昔を語る会その三」『阪急バス（社内誌）』第 3 号、阪急バス株式会社、
1959 年、14 頁）。ほかに、当時の阪急バスには、アヒル艦隊（正式名アンヒビアン、米軍の敵前上陸用、
水陸両用戦車）が 16 台あり、1 台につきドラム缶 4 本のガソリンが配給された、おかげで、阪急バスの
ガソリン車が運行できた（アヒルが卵を生むと言われた）。阪急バスの躍進に貢献した ( 同前、15 頁 )。

56 「歴代局長思い出を語る」『市電から地下鉄へ－市営交通 70 年のあゆみ』大阪市交通局、1973 年、35 頁。


