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九転十起の女 
不屈の精神を育んだもの 
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広岡浅子の人生を決定づけた５つの運命 

朝ドラの原案本 「小説 土佐堀川」（著：古川 智映子） 広岡浅子（大同生命保険提供） 

・「九転十起生」をペンネームとする浅子には、重大な転機が５つあったと考えられる。 

 ①三井家に生まれる。 １３歳で読書を禁止される。 

 ②17歳のときに加島屋に嫁ぐ。 ２０歳で明治維新を迎える。 

 ③炭鉱事業に１０年以上携わる。 加島屋を近代的な企業グループへと変える。 

 ④成瀬仁蔵と出会い（明治２９年）、日本女子大学校の創立に尽力。 

 ⑤夫・信五郎の死（明治３７年）を機に、経営の一線から退き、社会活動に専念。 



１、三井家に生まれるが 
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・浅子は子どもの頃、男兄弟が学んでいた漢籍などの書物に興味を持つ。しかし「女子に学問は不要」  

 という商家のしきたりは強く、１３歳の時に両親から読書を禁止される。 

・加島屋に嫁いだ後も、「永久に家業が繁盛するか疑わしい。何か起きれば、自分が何とかしなけれ 

 ば」と簿記や算術などの勉強を開始。 

・人知れず四書五経の素読に耳を傾けては学問に非常なる興

味を持つようになりましたので、家人は大いに心配するよ

うになり、厳重な制裁を加え、私の十三歳の頃読書を一切

禁ずるようにと申し渡されました。 

 

・かくては永久に家業が繁盛するかどうかは疑わしい。「一

朝事あれば、一家の運命を双肩に担って自ら立たなければ

ならぬ。」と意を決し、その準備に務めました。それで簿

記法、算術、その他商業上に関する書籍を、眠りの時間を

割いて、夜毎に独学し、一心にこれが熟達を図りました。

（広岡浅子自伝「一週一信」） 写真提供・大同保険生命 

５つの転機① 



元祖・三井高利（１６２２－１６９４） 
三井１１家（三井同苗） 

 北家（惣領家）         松坂家 

 伊皿子家            永坂町家 （以上江戸） 

 新町家             

 室町家               

 南家 

 小石川家（出水家） 

 小野田家 

 家原家 

 長井家  （以上京都） 
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 浅の父・小石川家第６代高益系図 
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京都の関連地図 
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＜西横堀川より臨む加島屋本家＞ 

２、１７歳で「加島屋」に嫁ぐ 

＜幕末の土佐堀川近辺＞ 

・加島屋の創業は、初代広岡久右衛門正教（まさのり）が大坂御堂前で精米業をはじめた寛永２ 

 （１６２５）年。 

・４代正喜の時代に堂島米会所の年寄（現代でいう「取締役」）に任命。 

・幕末期、８代正饒（まさあつ）に至り、家業も大いに栄え、当時、加島屋が大名貸を行っていた藩は、 

 長州藩・中津藩など百数十、その金額は９００万両（現在の価値で約４,５００億円)に到達。 

［大阪市立図書館所蔵 「浪華名所案内」］ 大同生命保険提供 

５つの転機② 
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加島屋のビジネス（大名貸し） 

・加島屋は「全国３００藩」と称された全国諸藩のおよそ３分の１に相当する藩と大名貸し取引を実施。 

中国・四国・九州 

近畿・北陸 東日本 

・浜田藩（島根県浜田市） 

・津和野藩（島根県津和野町） 

・庭瀬藩（岡山県岡山市） 

・岡山藩（岡山県岡山市） 

・高梁（備中松山）藩（岡山県高梁市） 

・新見藩（岡山県新見市） 

・津山藩（岡山県津山市） 

・福山藩（広島県福山市） 

・岩国藩（山口県岩国市） 

・山口（長州）藩（山口県山口市） 

・高知（土佐）藩（高知県高知市） 

・久留米藩（福岡県久留米市） 

・豊津（小倉）藩（福岡県北九州市） 

・秋月藩（福岡県朝倉市） 

・高槻藩（大阪府高槻市） 

・麻田藩（大阪府豊中市） 

・三田藩（兵庫県三田市） 

・安志藩（兵庫県姫路市） 

・赤穂藩（兵庫県赤穂市） 

・尼崎藩（兵庫県尼崎市） 

・姫路藩（兵庫県姫路市） 

・明石藩（兵庫県明石市） 

・龍野藩（兵庫県たつの市） 

・亀岡（亀山）藩（京都府亀岡市） 

・宮津藩（京都府宮津市） 

 

・弘前藩（青森県弘前市） 

・仙台藩（宮城県仙台市） 

・秋田（久保田）藩（秋田県秋田市） 

・山形藩（山形県山形市） 

・長瀞藩（山形県東根市） 

・棚倉藩（福島県東白河郡） 

・幕府（東京都） 

・一橋家（東京都） 

・金沢（六浦）藩（神奈川県横浜市） 

・小田原藩（神奈川県小田原市） 

・川越藩（埼玉県川越市） 

・佐倉藩（千葉県佐倉市） 

・関宿藩（千葉県野田市） 

・笠間藩（茨城県笠間市） 

・古河藩（茨城県古河市） 

・宇都宮藩（栃木県宇都宮市） 

・壬生藩（栃木県下都賀郡） 

・安中藩（群馬県安中市） 

・館林藩（群馬県館林市） 

・高崎藩（群馬県高崎市） 

・沼田藩（群馬県沼田市） 

・村上藩（新潟県村上市） 

・上田藩（長野県上田市） 

・浜松藩（静岡県浜松市） 

・岡崎藩（愛知県岡崎市） 

・名古屋（尾張）藩（愛知県名古屋市） 

・岩村藩（岐阜県恵那市） 

・大垣藩（岐阜県大垣市）  

・福岡藩（福岡県福岡市） 

・小倉新田藩（福岡県豊前市） 

・柳川藩（福岡県柳川市） 

・佐賀藩（佐賀県佐賀市） 

・鹿島藩（佐賀県鹿島市） 

・小城藩（佐賀県小城市） 

・唐津藩（佐賀県唐津市） 

・平戸藩（長崎県平戸市） 

・臼杵藩（大分県臼杵市） 
・府内藩（大分県大分市） 

・中津藩（大分県中津市） 

・日出藩（大分県速見郡） 

・延岡藩（宮崎県延岡市） 

・鹿児島（薩摩）藩（鹿児島県鹿児島市） 

・淀藩（京都府京都市伏見区） 

・三上藩（滋賀県野洲市） 
・高取藩（奈良県高市郡） 

・柳生藩（奈良県奈良市） 

・和歌山（紀州）藩（和歌山県和歌山市） 

・鯖江藩（福井県鯖江市） 

・敦賀藩（福井県敦賀市） 

・越前藩（福井県福井市） 

・津藩（三重県津市） 

・大聖寺藩（石川県加賀市） 

・金沢（加賀）藩（石川県金沢市）  

※大同生命文書「新古中証文之写 第一号」をもとに、『江戸時代全大名家事典』を参照して作成。 

明治以降に名称が変わった藩は一部編集。（旗本への貸付などは省略） 



大阪の関連地図 
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・ビジネスの大半が諸藩との取引であった加島屋は、明治維新によって急激に財政が悪化。 

 → 廃藩置県によってほとんどの貸付金が返却されず 

・当主（第８代広岡久右衛門正饒）の死去後、次男信五郎とともに、その妻の浅子が加島屋の事業全般 

 に参画。 

 → 正秋（第９代広岡久右衛門）、信五郎、浅子の合議体制 

   （浅子は名義を夫の信五郎としたうえで参画） 

第８代広岡久右衛門 

正饒 

浅子 

亀子 恵三 

一柳末徳 

 

一柳 

満喜子 

 Ｗ．Ｍ． 

ヴォーリズ 

＜長男＞ 

喜三郎 

＜三男＞ 

正秋 

＜次男＞ 

信五郎 

＜広岡家系図（抜粋）＞ 

第９代広岡久右衛門 

大同生命初代社長 

大同生命第２代社長 

（早世） 

（旧小野藩主） 

（分家の養子） 

広岡浅子 

(1849-1919) 

広岡信五郎 

（1841-1904） 

広岡久右衛門正秋 

（1844-1909） 
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・ 浅子は新たなビジネスによって加島屋の立て直しを図るべく炭鉱ビジネスに着手。 

・ まず、炭鉱を輸出する事業に着手するも、折からの炭鉱不況で失敗。 

 次に炭鉱主に出資。続いて炭鉱を買い取る。しかしうまくいかず。 

・ ついに他人まかせでは「駄目」と自ら炭鉱に乗り込み、鉱夫たちを叱咤。炭鉱事業に10年以上携わる。 

七転八起でダメでも八転九起、 

それでダメでもあきらめない 「九転十起生」 をペンネームに 

当時は女性が炭鉱経営をした例もなけ

れば、まだ物珍しい洋装で自ら炭鉱に

乗り込むことも、想像のつかないこと。 

この浅子の驚くべき行動力は、昭和３０

年頃になっても「女性が炭鉱をはじめ

た」という逸話として、潤野炭鉱があった 

鎮西村（現福岡県飯塚市）の人々に語り

継がれていた模様。  

洋装にピストルを忍ばせ 
炭鉱に入る？  

きゅうてんじゅっきせい 

浅子が自ら乗り込んだという 

明治３０年頃の潤野炭鉱 

（筑豊炭鉱誌より／提供：三井文庫） 

３．炭鉱事業への参入 ５つの転機③ 
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・浅子が大阪と炭鉱のある九州を忙しく往復していた頃、成瀬仁蔵と名乗る人物が浅子の元を訪問。 

 米国から帰国後、大阪の梅花女学校校長となっていた成瀬は「女子にも高等教育が必要」と考え、 

 日本で最初の女子大学を設立しようと奔走。 

・浅子と面会した成瀬は、資金援助などを依頼するとともに、自身の著作 『女子教育』 を浅子に手渡す。  

浅子は、九州滞在中にこの 『女子教育』 をひもとき、「繰り返して読むこと三回、

感涙止まらなかった」と述懐するまでに共感。 

「この人こそ真に女子教育を託すべき人」と成瀬に協力することを決心した。 

成瀬仁蔵（1858-1919） 
（提供：日本女子大学） 

1898（明治31）年頃の浅子 

『女子教育』 
（提供：日本女子大学） 

４．日本女子大学校の設立 ５つの転機④ 
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・明治３７年、夫・信五郎の死を機に、社業を女婿の広岡恵三（大同生命第２代社長）に譲って経営の 

 一線から退き、社会活動に専念。 

・浅子は静岡県・御殿場で女性のための夏期勉強会を主宰。夏期勉強会に参加した若い女性たちは、 
 政治・教育・文学などの分野で日本を代表する女性として活躍。 

＜夏期勉強会の主な参加者＞ 

井上 秀 （1876-1963） 

日本女子大学出身。浅子
の娘・亀子と同級生だっ
た縁で古くから浅子と行
動を共にする。後に日本
女子大学校初の女性校
長に。 

市川 房枝 （1893-1981） 

小橋三四子に勧められ
参加。その後女性参政
権獲得運動に尽力。戦
後、参政権実現後は２５
年間参議院議員として活
躍。生涯を女性の地位向
上、政治の浄化に捧げた。 

小橋 三四子 （1883-1922） 

日本女子大学出身。読売
新聞初の女性記者として
日本初の新聞婦人欄等の
主任編集者を務める。 

村岡 花子 （1893-1968） 

キリスト教の精神に基づい
た女子教育等を推進する
女性団体を通じ浅子の知
遇を得て、勉強会に参加。
後に児童文学作家・翻訳
者として『赤毛のアン』他多
数の作品を世に出す。 

ひで みよこ こばし 夏期勉強会での広岡浅子（前列左から２番目）と村岡花子（その右隣） 

（提供：赤毛のアン記念館 村岡花子文庫） 

５、夫の死 実業界去り新たな人生 ５つの転機⑤ 
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「朝日生命のことどすけど、死ぬか生きるかの思いをして生命保険に気い

ついたんどす。」 

今回の傷害の事故は浅子にとって人間の生命を考えさせるいい機縁になっ

た。まったく転んでもただでは起きようとはしない人である。 

「事故や死亡の際には、加入者や家族も助かる。」 

「客の奪いあいしてみたところで限界があります。」 

「やはり二、三社合併し、結束して経営不振を脱するしかおへん。」 

（「小説 土佐堀川」より） 

● 真宗生命を買収して朝日生命と改称し、本社を京都に移したのは誰あろう広岡浅子。（中略） 

ある意味、浅子が大同生命を産んだようなものだ。 

● 未だ保険業が普及せず、生命保険を契約することについて著しく忌み嫌う時代にあって、生命保険業の将来を嘱望

し、保険会社を創設したのはなぜか。 

● その動機は （中略） 社会救済の理想を実現するために、保険業に着目したものである。世の中には種々の事業が

あるが、社会救済の意味を含み、人民の生活を安定させる事業は生命保険であることは誰人も否定はしないだろう。 

● もちろん、生命保険も実業であり、慈善事業のごとく被保険者に無制限に金銭物資を恵み与えるものではないが、 

事業の根底に社会の幸福を増進する精神があることは疑う余地はない。 

● 浅子はこの精神に共鳴したに違いがない。浅子は、保険という機能によって、国家蒼生時の課題を克服しようとした

のではないか。 

● そうでなければ、「保険を付ければ早死にす」という幼稚な迷信が信じられていた当時に、保険会社を創設するわけ

がない。 

（保険銀行時報「現代の女傑 故・広岡浅子刀自（上）」大正八年 現代語訳） 

大同生命の創業 
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私は遺言を残しません。 

常日頃話していることが、 

すべて私の遺言です。 

広岡浅子 
大同生命保険提供 



１００年の空白をつないだもの 

 広岡浅子著「一週一信」  大正７年婦人週報社刊 

        （国立国会図書館デジタルアーカイブ） 

 高群逸枝著「大日本女性人名辞書」 

        （昭和１１年初版・昭和５５年復刻版） 

 古川智映子著「小説土佐堀川」 

         （昭和６３年・潮出版） 

 平成２７年度下期ＮＨＫ連続テレビ小説「あさが来た」 

 

17 



高群逸枝著「大日本女性人名辞書」と 

「小説土佐堀川」を書いた古川智映子さん 
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1849年（嘉永２年） 
京都の出水三井家（後の小石川三井家）に、三井高益の四女として生まれる。（幼名

「照」） 

1865年（慶応元年） １７歳で加島屋８代目当主、広岡久右衛門正饒の次男・信五郎と結婚。 

1884年（明治17年） 広炭商店開業（社長は夫の信五郎）、石炭業に進出。 

1888年（明治21年） 加島銀行設立。（頭取は義弟の正秋） 

1895年（明治28年） 

 

潤野炭鉱（福岡県飯塚市）の再開発開始。自ら炭鉱に赴き、ピストルを 

懐に鉱山に入り、鉱夫たちと起居をともにして監督したと言われている。 

1896年（明治29年） 

 

成瀬仁蔵と出会い、女子高等教育の必要性を説く成瀬に大いに共感。 

女子大学校設立の支援を開始。 

1899年（明治32年） 

 

広岡久右衛門正秋、真宗生命の代表取締役社長に就任、保険業へ進出。 

同年会社名を朝日生命と改称（現在の朝日生命とは異なる）、本社を京都に移す。 

1901年（明治34年） 浅子の支援が実り、日本女子大学校（現在の日本女子大学）開校。 

1902年（明治35年） 朝日・護国・北海の三社が合併し、大同生命保険株式会社創業。（社長は義弟の正秋） 

1904年（明治37年） 

 

夫・信五郎死去。これを機に社業を女婿の広岡恵三（大同生命第２代社長）に譲って 

経営の一線から退き、社会活動に専念。 

1914年（大正３年） 

 

静岡県・御殿場で夏期勉強会を主宰。以降、毎夏女性のための勉強会を開催。 

参加者は井上秀、小橋三四子、市川房枝、村岡花子など。 

1919年（大正８年） 東京で死去。享年71。 

［参考１］広岡浅子略年譜 


