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この資料を執筆 された石居太楼氏は,知る人ぞ知る,戦前 に南方生活体験を した現存 日
2
歳の高齢で,いまなおか くしゃくたるものがある｡
本人の中心的存在のひとりである｡8
これまでの人生をほとんどすべて東南アジアとの関係に賭けてこられた,かけがえのない
存在である｡
石屠太楼氏の名前が私どもに注 目されるようになったのは,武田重三郎編 『ジャガタラ
閑話一 蘭印時代邦人の足跡』 という貴重な文集 (
非売品)が昭和43
年に刊行 されたとき
爪畦邦人草分け物語｣ というすぼ らしい長文の記録を書かれ
であった｡ この木の巻頭 に ｢
たのが 目にとまったのが最初のきっかけであった｡むろん,それまでにも,戦前 インドネ
シアに在住 した人び とで組織 している ｢ジャガタラ友の会｣の中核的な人物 として大いに
活躍 されていたのだが,学会で南方関与論が研究 されていたわけで もな く,せ っか くの人
材に注 目するひとはほとんどいなか った｡
その後 ,辱知を得 ,親 しくお話 をうかが う機会に恵まれるにつれて,石屠氏の人生の さ
まざまな様相がいかに多 くの研究課題を示唆 しているかに気がつ くようにな った｡なによ
りも,石屠大様氏の経歴そのものが近代 日本の南方関与のひとつの典型であるという私の
思 いは深まることになった｡そこで,この特集号が出る機会にと,無理にお撤いしてご自
分の来 しかたを文章 にまとめていただいたのが , この得がたい半生記である｡
石屑氏は滋賀県長浜の出身で明治2
9
年の生まれ ,学歴は敦賀商業学校の卒業 ,渡南 され
たのは大正 6年であ った｡つま り石屠氏は,まざれ もな く,近代 日本 の 南 方 関 与の第 2
期 ,すなわち, ｢
正業｣ 日本人の進出の時期を代表する存在であるといえる.この第 2期
は,山形県の提林数衛 (
明治42
年波南)などに象徴 され るように,きび しい 日常的規律 と
経済倫理 とに特徴づ けられてお り,日本人の南方進出が社会的妥当性 と長期的連続性を も
ちはじめる時i
釦こ相当した.その堤林数衛は厳格なク リスチ ャンであ ったが ,このような
日本人は堤林以前の南洋には進出 していなか った｡
その点 ,石屠氏が ,人生のある段階で ,西四大香の一一
燈園の思想に帰依 しているのは注
目に値する｡堤林のジャワでの生活を神への信仰が支えたように,石居氏のジャワでの生
活を支えたのもー燈園の思想であった｡石屑氏 は,新婚早 々 l週間目に新妻を‑燈園での
托鉢修業に旅立たせ るような リゴ リズムの持 ち主であ り,そのようなきび しい人生態度 に
支えられた職業倫理で,大正か ら昭和にかけての 日本人の南方関与のひとつの典型をみず
か ら演 じて こられたのである｡
とにか く,大正 6年にはじまる石居氏の南方生活の歴史は,近代 日本の南方関与史その
もので もある｡その石屑氏が湖谷商会勤務をふ り出しに,やがて農村相手 の農器具販売の
仕事に至 るのは意味深長である｡ 日本人 として東南 アジア社会にもっともうま く接点が も
てる局面を,なにげな く探 りあてておられる感 じである｡
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ただ,ここにまとめられた石居太楼氏の半生記は貴重な一次資料であるにしても,この
手記には,私として不満を覚えるところがないでもない｡それは,第 2次大戦中,日本軍
政下において,石居氏がなにをなさっておられたかが,さほどつまびらかにされていない
点である｡おそらく,現存のはかの日本人のことをおもんばかり,筆をおさえねばならな
い事情があったのであろう｡正直に事実を語 り尽 くすには,あの戦争は,まだあまりにも
近い過去なのである｡
石居太楼氏の 3人のど子息が,みな父親の感化を受けて東南アジアで活躍しておられる
事実は,南方関与の再生産のユニークな事例として,注目に値する｡その意味でも,石居
氏の人生は,日本の歴史の上でひとつの契機性をもっているといえよう｡この資料をまと
めるにあたって,ど子息のひとり石居靖彦氏にお世話になった｡改めて感謝の意を表して
おきたい｡
なお,この資料はいっさい石居氏の書かれた原文のままであり,字句の訂正は加えられ
ていない｡ (
矢野 暢)

生 い立 ち (
長浜時代)
私 は明治二九年八月九 日 (
一八九六年)滋賀県長浜市元船 山三番地 の琵琶湖畔の農家 にて,
父久次,母つ まの次男 として生れ た｡父 は吹雪の荒天の 日で も休 まず に湖畔か ら藻 や泥を採取
して築地 し, 田地を少 しづつ殖や してい った と語 り草 にな るほどの働 き者 で,私 も子供 の ころ
は,父母 に連れ られて桑畑の草刈や桑橘を手伝 ったが,星を仰 いで帰 る毎 日であ った｡晩年,
兄 (
久太郎) と共 に米穀取 引を大 口にや り,第一次大戦後の経済パ ニ ックによ り大 きな損失を
蒙 った りして,大正十年二月,五十七才 にて狭心症で亡 くな った｡
兄 は,父の死後,遺産を整理 して大正十二年 に家族 と共 にジャワに渡 り,私 の事 業 に 合 流
し,敗戦 まで ジ ャワに留 り,昭和二十三年,長浜 に引揚後,戦時 中の軍政下 の過度 な業務担 当
と,生活のため衰弱 し,五十四才で天逝 した｡
母 の実家は米原近在 の農家で, 山林 も有 し母 の弟 (田辺亀次郎) は長 らく村長を 勤 め て い
た｡
弟岩雄 は,大坂商大卒業後 ,母校 の敦賀商業の教師 とな り,その後 ,名古屋 の南 山大学 に移 っ
て,長 く教職 を勤めた｡
こうした親,兄弟,伯 父な ど,いづれ も私 の南方 に於 ける仕事,海外 貿易 に理解 を有 し物心
共 に大 きな後援,協力を惜 しまなか った ことが,私 の人生 の大 きな支 え にな った｡特 に父及び
母方 の伯父 は,明治中葉 の田舎 の知識人 として, 中央の総合雑誌な どを愛読 し,早 くか ら, 日
本 が将来貿易立国で成 り立 たざるを得 ない ことを理解 し,子供達 には折 りにふれて その ことを
力説 し,誰れか一人を貿易業 に従事 させ よ うと決 めていたよ うであ った｡
学業時代 (
敦賀)
私 は明治四十三年福井県敦賀商業 に入学 した ｡ 校長 は元盛 岡士族 の大 田代順郎氏で,厳格で
あ ったが よ く生徒 の面倒を見て くれ た｡
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私 よ り三年先輩の近藤鶴富民は, 明治四十五年卒業 と共 にスマ トラへ渡航 し,売薬,行商か
ら事業を始め, この ことが,先づ私 の南方への目を開 くきっかけとなった｡同窓生の杉原総太
郎君 (
敦賀町長の長男)などと,当時 ボツボツ南方の紹介な どが掲載 され始めた書籍 や雑誌な
どを熱中 して読み,研究す ることにな った｡杉原君は,大正三年卒業 と同時 に,校 長 の 世 話
で,蘭領東印度貿易では, 日本で畷矢 といわれ る潮谷商会へ入社 し, ジ ャワ出張を待機す るこ
とにな った｡
当時の敦賀 は, 日露戦争後, ウラジオを経て, シベ リヤ鉄道による, 日本 と欧州を結ぶ交通
要衝 とな り, ロシア人始 め,内外人の往来多 く,古い小 さい町なが ら,国際貿易港 として版 っ
ていた｡敦賀商業 もその影響で,中等学校であ ったが, ロシア語を正科 とし,英語 には立派な
教師を迎えて,熱心に語学を教えた｡敦賀は,私 の南洋貿易の出発 にあたって,恩師,良友共
に,環境 にも恵まれていた｡
明治末年頃の海外渡航事情
日露戦争 によって,当時世界の最強国 と言われたロシアに対する日本の勝利は,長年欧米の
植民地下 に嘱えいでいたアジア民族 に大 きな衝撃を与えた｡ 日本の名声が これ らの諸国に高ま
るにつれ,欧米の先進国は初めて, 日本 に対 して,危慎,警介の念を抱 くに至 った｡米国が移
民制限法を発布 し,濠州がアジア人に対 して自濠主義を もって し,実質的な移民禁止の措置を
取 ったのはこの頃である｡ 南米への移民は未だ緒 につかず, 口本人の海外移民の門戸は全 く閉
ざされていた｡ フイ リッピン, イン ドシナ, ビ ルマ, イン ド,マラヤ等の植民地は,労働力 も
有 り余 るので,勿論の こと移民は困難であ ったが,貿易 に対 して も口本製品については輸入制
限などの障害 があった｡
こうした状況の中で,唯一の例外が蘭儀東印度で, 日本品の輸入 も容易で,且つまた 日本 と
の問に通商航海条約 もあ り, 日本人は,欧州人扱いで,永住権を交付 され,営業 も自由とい う
好条件であ った｡それは,徳川時代を通 じて,三百年以上 も続いた日蘭関係が相互の理解 と,
明治中葉 よ り渡来の 日本人の唐 ゆきさんや行商の青年によ り,友好的な感情をは ぐくんでいた
ことが原因と思われ る｡
一方, 日本は 日露戦争前後の経済不況 と,人 口増加 に伴 う食糧不足に悩み,失業率 も高 く,
社会不安が悪化 しつつあった時代であ り,重労働の人夫 としての,ニ ューカレ ドニアのニ ッケ
ル鉱 山や, フィ リッピンの道路工事な どの募集 に希望者が多 く,続 々と刈 り出されてい った｡
蘭印に渡 った人 々は,初めのころ,写真屋,床屋,時計や機械修理業な どの,手先 の器用 さ
をかわれた技能者が多 く, その うち,行商 よ り始 める商業移民の渡航が始 まった｡ しか し,当
時の人 々は, ジャワ, スマ トラ, ボルネオと聞けば,未開の地であ り, ジャングルの中で野蛮
人の住む所 とい う柏の知識 しかな く, よほどの決意ある者か, あるいは深い連絡関係がなけれ
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は行 く気 にな る者 はな く,渡航者の数 は微 々たるものであった｡たまたまお国帰 りの唐ゆ きさ
んのお土産話や,行商青年の国許‑ の手紙 の便 りな どを当時 の人 々は唯一の情報源 としていた
ものである｡ 南洋は,本来平和な熱帯圏であ り,生活は簡単であ り,中国の政争か ら追われて
来 た華僑 に して も, イン ドネシア人共 々温良であ った｡ 日露戦争後 にな って徒 に大言壮語す る
右翼壮士風 の人 々 (
俗 に満州ゴロ,支那浪人 と言われた) も一時渡航 して来 たが,現地の人 々
は元 よ り在留 日本人よ りも相手 にされず,長続 きはせず帰 って行 った｡ この点,満州, 中国 と
は異な った発展過程 と環境を保つ事 がで きた｡何散 に,蘭印で邦人の生業,在留が,現地 の人
人 に歓迎 され受 け入れ られたのであろうか｡それは, 明治末年頃渡来の 日本人等分時代の人 々
が,か弱い女性や (
唐ゆ きさん), 日本の 中等教育 を受 けた青年達が多 く, 日露戦争後の経済
大不況 と,食糧不足にて,女性は人身売買 され,男性 は就職難 に悩 まされた りした 苦 労 人 で
あ ったか らだ｡徒 に内地 にて職場争 いをす るよ りも,心ある青年は海外 にて活動の新天地を さ
が し求 めつつあ った｡蘭領束印度 は唯一の閲放 されたP
t
j
であ った｡ ｢人間到 る処吉 山あ り,育
を埋む る処異郷 とせん｣ との決心 と,一人で も日本の食い扶持を減少せん との淘外発展の信念
で,裸一貫で渡航 した人が多い｡中には技能を研習 し身 につ けて出発 した｡蘭印に限 って言え
ば渡航者の中に, 日本 の青年を代表す るとい うような, 自重 心,責任感が多分にあ った｡一軒
の小 さな トコ ･ジャパ ンを開 く迄 の所定めぬ行商 の辛苦 にも耐 え, しか も現地の人 々に対 して
は,郷 に入 っては郷 に従 えで,お客様第一 にて,当時のイ ン ドネシア人 に対 して も, トワ ン
(
旦那 さま)ニ ョニヤ (
奥 さま) の敬称を用いたのは一般の驚 きであ った｡商売のかけひきを
せず正札主義で老幼で も同 じ値段で販売 した｡ この素人商法 は 日本式 として信頼 された｡海外
で仕事をな し,生活をす る要素たる磨擦を起 さない,質本や政治的権力の持合せ のない,即ち
庶民的,平和的進出であ った ことが原因で はなかろうか｡
この行商 は元 よ り困苦欠亡 に耐 え る精神力がない と到底続かなか った｡ これ ら二十前後の書
生 の如 き青年は, ようや く辿 りついた上陸地のジャワで到着 の翌 日よ りまだ原地語 も解せ ぬま
ま,手まね, 口まねで各家を訪問,行商 に突入 して行 った｡初めは両手や肩 に持て るだけの品
物,売薬を持 ち歩 いた｡行商行程を経て ようや く一本の商品陳列棚 と一列並びの商品を入れ る
だけの資本の蓄積がで きると,小 さな店先を借 りて始 めたのが, トコ ･ジ ャパ ンの 奪 明 で あ
る｡

潮谷商会時代 (
東京)
大正二年頃の実業の 日本誌 に, ジ ャワの売薬王 として,小川利八郎氏の立志伝が 掲 載 さ れ
た｡学窓中の私達,海外渡航を志す者 にとって, この記事 は多大な感動を与えた｡卒業間近 と
な り,父は大学‑進学す ることを勧 めて くれたが,私 はすで に,学校時代 よ り,蘭 印渡航の意
志を固めて屠 り,卒業後は一 口も早 く, た とえ売薬の行商か らといえども,渡航実現 に意気燃
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えていたので, この上,大学生活 に幾年かを割 く,時間的余裕はなか った｡大正三 年 卒 業 ど
ろ,新聞で, ジャワ,スマラン市の横山洋行の,行商人募集広告を見 るや,早速上京 し,面接
の上,正式に契約する寸前,前記の同志,杉原君 と相談 した ところ,同君はすでに潮谷商会 に
入社 していて,同社は現地 に支店 も有 り,情報 も多 く,すでにジャワは行商時代を終 って,一
戸を構える トコ ･ジャパ ン時代 とな っていて,今 さら行商で もあるまい と注告 された｡潮谷商
会の幹部 も又, 日本 にて,商店経営の基礎を学んで後渡航すべ きであると勧めて くれ,その準
備のため入社許可 して も良い との話であ った｡
私 も, この話を聞 き, 日本 にて,貿易や,経済 の実情を実習 してお くの も, ひとつの大 きな
経験 になるものと考え, ようや く,潮谷商会 に入れて もらうことを決心す るに至 った｡ この潮
谷商会は,現在の峡谷 シャツ(
秩)
の前身で,明治三四年 に, 日本人で初めて貿易商 としての支
店をス ラバ ヤ市 に開設 し,南洋貿易の草分けとい うべ き会社であった｡ 日本人の行商人や, ト
コ ･ジャパ ンに対 して,輸入関屋の役 目を し, 当時 日本 品 といえば恵かろう,安かろう, と粗
悪の代名詞であった時代 に,当時の 日本が誇 る最高級品を扱 うことで有名であった｡ この時の
取扱い品で,現在尚, 日本で一流品 として通用 しているもの も数多い｡すなわち,煤谷印シャ
ツ,佐 々木硝子,松崎の カバ ン,名古屋の陶磁器, その他,繊維製品,玩貝,洋品雑貨などで
あ った｡
私が, この会社の東京本社 にてこヶ年半の問, ほとん ど小僧奉公 に等 しい勉強時代を過 した
ことは, その後決 して無駄 にはな らなか った｡大正五年,徴兵検査を受 けたが,軍縮時代でわ
ずかの近眼 とかにて兵役免除 とな った｡
湖谷商会 は 日本橋橘町四丁 目にあ り,近所 に三 ツ輪石鹸の本社があ り,共 に黒い土蔵造 りの
店構えで,大正の初期には,新入社員はお仕着せの和服で,便所掃除よ り,夜番, 自転車,大
八車を引いての集荷,配達などの下働 きを経て,‑年後,ようや く,詰襟 の洋服を 支 給 さ れ
て,一人前の社員扱い となった｡その後, 帖面付,貿易の手 ほどきを受 け,一通 りのみ こんだ
後,大正六年一月,入社後,二年半の実習を終えて,私はス ラバヤ支店へ赴任を許可 された.
当時,第一次欧州戦争の最 中で,未曹有の好景気の時代で,南洋では,欧州品が在庫排底 し,
日本商品がその代用品 となって飛ぶように売れてい った｡ 日本人はこの機を逃がさず,欧米品
の改造 につ とめ,一つづつ,欧米品に比 して遜色ない ものを研究,開発 して, これ らの新市場
‑なだれの如 く進出 してい った｡ この時期が, 日本の貿易主義が世界へ向けて飛び出すための
最初の好機であ り,又,第一歩で もあ った｡
蘭領東印度時代
大正六年正月早 々,私は会社 よ り, ジャワ支店話を命ぜ られて,南洋郵船所属の 旅 順 丸 に
て,神戸港よ り出帆 した｡年来の念願叶 って,私 は勇躍 していた｡満二十一才の年であ り,覗
1
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在 でい うや っと成人式を迎えたばか りの年令であ った｡父や見違 も田舎 よ り見送 りに来て くれ
て, 当時 としては,生 きては会えぬか もしれない気持す らす るほどの,長旅 の出発であった｡
船 は,バ タビヤ, スマランと寄港 し, ス ラバ ヤまで一ケ月の 日程を要 した｡
ジャワ島は, ゴム,砂糖を初め として, 諸物産 の輸 出で景気 よ く,潮谷商会のジャワ三支店
(
バ タビヤ, ス ラバ ヤ, スマ ラン) は第一次大戦終結の大正八年 ごろまでは,正 に黄金時代で
あ った｡ この戦争 中に初 めて 日本品 に接 した人 々は多か った｡最初の うち,人 々は輸入が途絶
えた欧米品の代用 として, しぶ しぶなが ら口本品を買 っていた｡ 使 ってい るうち に, 安 も の
で,す ぐに使用 にたえな くな るもの以外 に,十分,欧米品 と対抗で きる商品が生産 されている
ことに人 々は気付 き,改 めて, 日本 と日本人を見 潰す ことにな った｡私達は, ジャワを始 め,
スマ トラ, ボルネオまで注文を取 るために歩 きまわ った｡ 日本 よ りの仕入れ品の到着を持 って
いたのでは間 に合わず, よ くシンガポールの問屋 にまで仕入れ に出かけた｡イン ドネシア人を
始 め,華僑 も, こうした 日本人の活動には好意的であ り,精極的に各地 の トコ ･ジ ャパ ンでの
買物を楽 しむ ようにな っていた｡そこには,同 じアジア人が生産 した ものを購入す るとい う共
同意識 と, オ ランダ人 と対等 に付 き合 ってい る日本人 とともに, アジア人 としての誇 りを とも
に分 ち合 うとい った,極 めて素朴 な感惜が両者の間 に存在 していた｡
当時,進 出 していた 日本商社 といえば,三井物産だけであ ったが, この戦争の た め, 新 し
く,商社的に進 出 して来 た鈴木商店 (
神戸)
,久原商事,阿部幸 (
砂糖)
,束 印度貿易な ど,主
に砂糖, 繊維関係 の会社が支店を設 置 し, 日本人 の往来 も, 目をみはるほどひんぽんにな っ
た｡ この時代 に,南洋 に物質買付け,売込みな どで波航 して きた,各商社の若者 たちの中に,
後年, 日本の経済界 に重 きをお く人物 に成長 した ものが多いのは, 日本 にとって は,新 しい,
唯一の第二次加工品の輸 出先 として登場 して きた南 洋市 場を,最重要 に考えていたので,各社
とも優秀な人材を選 りす ぐって派遣 したためであ る｡
ところが,第一次大戦 の終戦後,大正八年 ごろよ り,世界経済の偲慌 (
パニ ック)が起 り,
過度なデ フレによって, 諸物価が半値以下 にまで下 るとい う有様 にな った｡ このため,せ っか
くにぎやか にな った庸洋 も,火の消えたようで, 日本商社は,三井を除いて,殆ん ど閉鎖のや
むな きに至 った｡ ジャワで格式を誇 っていた二
朗I
i
の潮谷商会 も,整理す ることにな り,私 は,
大正九年十月, 四ヶ年ぶ りに 1
1
本 ‑ 帰国 したo L
l
本では, ジャワ以上の不l
l
技も
で,失業者が増

S･
手前であ った｡斗年後 に,私 はI
l
‑
1
潮術 摘会の整理委員 に任ぜ られて ジャワ
大 し,社会不安‑/
に帰 った｡
この半年間の描 在

中

, 日本内地の世相を見 聞 し,好況後の偲惰,会社 の倒産や社員の失業,

その家族が路頭 に迷 う姿な どを身近かに感 じ,私 は商業人 として 内省す るところ多 く, 日夜 自
分の生 き方 に対 して悶 々としていた｡当時発刊 された,‑燈同の西 田天香 さんの ｢憾 悔 の 生
活｣を読んで深 く感銘す るところがあった｡天香 さんは偶然 に も郷里を同 じくし,長男の保太
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郎氏は,私の小学校の‑,二年先輩で もあ り旧知の仲で もあ った｡私 は,天香 さんの説かれ る
生活 こそが,特 に経済,産業人 として将来生 きん とす る者 の手本 とすべ きであると 深 く信 じ
たo この憾悔 の生活は,天香 さん 自身の体験 よ りに じみ出て きた人生哲学であ り,営利あれ ど
社会 に還元 し,物心 とも預 りもの とし,利益を 目的 とせず,社会を益す る仕事 のみを良 き仕事
と し, この良 き仕事 に奉仕 しておれば 自然 と社会 の中で生か されてい くのだ, な どとい う教え
を,私 は学んだ｡経済人 は信用を第一 にす る｡ 物 は大切 にす るが執着があ ってはいけない｡有
無 を遁越 して,有を有効的に治生産業 に役立 たすべ きで,私物祝 してはい けない｡ これ らの言
葉が以後の生活 に於いて,私 のモ ッ トーとな った｡天香 さんは私 に書を与え,励 げ ま し て 下
さった｡その書は今で も大事 に してい るが, こう書いてあ った｡ ｢商事是又報恩之行｣私 は,
父母を始 め とす る,私 の回 りの人 々の恩 に報いるとい う気持で仕事を続 けてい こう と 決 心 し
た

｡

人間一生 の問 には,特 に経済人 は利害得失,栄枯盛衰は当然である｡ ‑燈園が発行す る｢
光｣
誌は創刊以来読んでい るが,奉仕や,財物の持 ち方,仕事の仕方な どなかなか実践 はむつか し
い ｡

こうい う信念を持 ってな ら,再 びジャワに於いて経済人 として立 ってい きたい と,大正十年
七月, 旧潮谷商会の整理を銀行筋の委嘱を受 けてや りなが ら,将来 の 自分の事業 と, そのあ り
方 について 日夜検討をお こた らなか った｡旧制谷 の整理が正式 に発表 され るや, 蘭 印にある沢
山の得意先の店主は,行商時代か ら, トコ ･ジャパ ンへ と発展 して きたジャワ日本小売商の恩
人 としての潮谷商会を忘れず に,期 日前の勘定 まで持参 して くれ る方が多 く, 1
00%売掛金は
回収 され た｡ また在庫商品 も好値で買手あ り,短剃 週の うちに好成績で清算終了 したので,債
権者の叙行筋では驚いていたよ うだ った｡
在庫品を大部分 まとめて貰 って くれ た有力華僑 は,私達のように販売経験 あ り,得意先 も数
多い者 の協力を必要 とし, トコ ･ジャパ ンの人達 も私達 に新 しい組織で事業を継続す ることを
希望 されていた｡友人の一人は, スマ トラの避地 にて営 々として貯めた大金を融資 し て くれ
た｡銀行筋で も旧潮谷の事業を惜 しんで くれ,融資援助を約束 して くれた｡その上, 日本 内地
の製造家の方で も勿論, このような不況の中で, 旧潮谷の事業 の復活を切望 されていた｡
あちこちよ り寄せ られ る応援, 助勢 の厚意 にむ くい るために, その担 当者は余程確 りせねば
な らない｡将来 の発展 とか, 日本の貿易全体 の問題 とか,現地 の購買者 に対す る責任 とかを考
え,私 は,今 回の事業形態を社団法人的な組織 に して,役員始 め,社員いづれ も適 当な給与を
報酬 として分 ち,余剰利益は,社会, 或いは会社の積立金 として,私利のため分配せず,事業
に専心す る｡ これ らの ことを誓 い合 った同志三人 と共 に,合資会社潮谷洋行は大正十年六月 に
発足 した｡早速,一皮処分 した在庫品を買い戻 し,幹部始め,新 しく内地 よ り若い社員を招致
し,再興 に全 力をついや した結果,大正の未年 ごろには事業 も拡張 し,成功を収 めた｡しか し,
1
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利益が多 くな るにつれて, この分配 の件で とか く問題が起 り,私 の理想 と相容れな い よ う に
な った｡私 は昭和三年 よ りバ タビヤに移 り,事実上分離せ ざるを得な くな り, 引退 を 決 意 し
た｡私 はシンガポールの亀井平‑の長女八重子 (
二十一才)と結婚 した｡私 は三十三才であ り,
当時 としては晩婚であ った｡ これは将来の伴侶た る妻 に対 し,注文があ ったのにも原因 してい
る｡ 結婚を機 に従来のは っきりしない会社を退任 して,‑燈園の托鉢者 の気侍でバ タ ビヤ 日本
人会 の書記 とい う,全 く変 った仕事 に入 ってい った｡ 日本人会 は会員 も多 くな り,会 の運営は
元 よ り,子弟 の教育のための在外小学校の設立等,多事であ った｡又,財政的にも十分ではな
く,副会長を も兼ねていた私は, 当分の間,在留邦人のために, この 日本人会の仕事 に専念 し
ようと思 った｡世間では余 りの変 りように驚かれ るむ きもあったが,私 は,退社の理 由につい
て も,敢 えて他 に説明 しようとは思わなか った｡結婚 した妻は,幼い時か らシンガポール育 ち
で, 内地を余 り知 らない との理由の他 に,‑燈園生活を して もらうべ く,京都 山科 の ‑ 燈 園
に,托鉢修業を 目的 として,新婚早 々,一週間 目に旅立 たせ た｡私 はその後の三 力年間,従来
の経済人生活を逸脱 した境地で暮 した｡運動,娯楽,子弟教育,葬祭な ど,世話す るのが仕事
で,楽 しい毎 日であった｡ 日本人会 に生活協同組合 ともい うべ き日本食料品,及び野菜 を加え
た,生活用品を直売す る便宜杜を創立 し, これを経営 したO この便宜社 は昭和八年九月‑燈園
よ り松原博人 さん に托鉢 として来て もらい引続 き経営 された ｡ 昭和三年十月には, シンガポー
ルよ り,妻八重子の父,亀井光雪 (
辛‑)を招いて, ジャワ俳句会の先駆 として ジ ャガ トラ吟
社 とい う,俳句会を創立 した.シ ンガポール, マ ラヤ在留の南方俳句の先輩 と提携 し, イン ド
ネシアの 自然風土 に親 しむ ことにな った｡ さらに,昭和五年 にはジャワ三都野球大会復活な ど
とい う,運動部門に於 ける邦人同士 の懇親 には特 に力を入れた｡異郷の在留青年の体育 と,精
神的な楽 しみであ った｡
東京の旧友,杉原君の ところで帰 国前 の三 カ月間, 当時発明 された萩原式手編器 を 習 得 し
て,妾がジャワに帰 って きたのは,昭和五年八月の ことであ った｡昭和六年六月 には長男 日出
雄が生れた｡
日本人会 の世話 も一段落 し,私 も,新 しい仕事 に再び意欲を燃や し始 めた｡ ジャワに於 ける
十余年の仕事 は,潮谷洋行の仲間 と離れてや って も,業種,取 り扱い品共 に,殆ん ど同 じで,
昔 の仲間 と競合 した り,他の輸入小売商 の足を引っ張 った りす ることも私 は 望 ま な か った｡
ジャワでは 日本品はすで に紹介 されす ぎてい る｡ 考えた結果,新 しい 日本商品開拓 の 地 と し
て, アフ リカ市場の研究を始 めることに した｡即 ち,東 アフ リカのケニア, ウガ ンダ, タ ンガ
ニ イカ方面 にジャワ式の トコ ･ジャパ ンを創設す ることであ った｡私 の理想 とす る事業方針で
始 めることに し,同志は,見 (
久太郎) に協力を求 め,杉原兄弟を加えて,共鳴者 は英語の勉
強を開始 した｡
私 は長男が生れて四十 日目位 に, アフ リカ, 印度, ビルマな どの将来 日本貿易の新開地 とな
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るべ き場所 の調査,研究の旅 に出発 した｡未だに裸 の人が多い,束 アフ リカのモ ンパ サ港 に上
陸 し,ケニアのナイロビやナイル川の水源地 ビク トリア湖 のあるウガ ンダ,ザ ンジバ ル,ダル
エルサ レムな ど視察, モ ンパサを拠点 に して, 日本人 によるアフ リカ市場開拓 の計画を作 り,
印度, ビルマを経て, 昭和六年九月十八 日, シ ンガポールよ りバ ク ビヤ向け出発の 日は,計 ら
ず も満州事変勃発の 日であ った｡
アフ リカ旅行 出発前 に,新 しい組織,合名会社 日本商会を設立 し,私が代表社員 にな ってい
たOアフ リカ施行後敵ちに,調査結果 を報告の上, 日本 内地 に於 ける準備 と,新事業開設 に伴
う精神の鍛練 のための,‑燈園での托鉢生活での実践を 目的 として,一時 日本へ帰国 した｡ 日
本 は始 った中国 との戦争 に明 け暮れ,国中が騒然 としていた｡ 日本の輸 出産業 は国際的に不評
を買い,南方各地で も華僑 の 日n
t
L
排斥運動が盛ん にな って きたの も,大問題 とな っていた｡取
引の長い製造家や,後援者 は, こうい う時勢であ るか ら, 当分の問,新市場のアフ リカへの移
転 は延期 して,蘭印で活動す るようにと忠告 して くれ,実際問題 として,世界の情勢 は, アフ
リカでの 日本人の活動を許 さないほど逼迫 していた｡ このよ うな状況の もとでは止むを得ず,
アフ リカへのパ イオニアた らん とした希望を押えて ジャワへ帰 ることに した｡ しか し,従来 日
本人商社の扱 っている繊維雑徳 には手をつ けない全 く新規商品の紹介で,会社その もの も新 し
い理想的方針 の経営を基本 とした｡末だ紹介 されていない商品 とい うことで結局,人丸

苗力

用脱穀,籾す り,農機具 とポ ンプ位であ った｡ポ ンプは先づ家庭用人力の もので,打込井戸作
業 も日本で修得 した｡他 に,社員各人 の妻の仕事 として萩原式手編器 の教授 と器具材料 の販売
を主 としてや る事 にな り, 同志達 もこの新 しい組織で,仕事を始 めることにな った｡ この 日本
商会は昭和二十年八月大東亜戦争終了 まで続いた｡戦時 [
机ま勿論,軍政で ジャワの農村計画全
般 を担 当 し,農機具琴持出生産を引き受 け東奔西走 した｡
日本商会の取扱い商品,及び仕事 の内容は従来 の主 として 日本人相手の商売 と違 って,全て
ステーシ ョ
現地人柏手の仕事であ った｡バ タ ビヤ,ス ラバ ヤ,スマ ランと,三都市にサ ービス･
ンを設営 し,開業 したが,軌道 に乗 るまでは相 当の努力 と苦心を要 した｡
打込 ポンプは,熱帯の住民が水浴 と洗濯 に 日常不可欠 の ものであ り,水道設備の不十分な土
地 では豊富な水を供給 出来,又,高い水道料金 に悩 んでいる人 々は競 って, この安値 のポ ンプ
設 置を希望 したので, ジャワ各都下
I
r
の水道料 の収入が減少を きた した と騒 がれ る程,普及 して
い った｡今 だにジャカルタの裏町で, 日本商会 の刻印のあるポ ンプが,四十年以上の雨,風 に
耐 えて稼動 してい るのを見 るのは うれ しい ことであ る｡
入力用か ら始 めた脱穀,籾す り機は,農民が青 田売買で苦 しんでい るのを緩和 す る 効 果が
あ った｡ 自ら収穫 した ものを,玄米,精 白と加工す ることがで き, これが農村の収入を増す こ
ととな り,各地 の農民か ら大歓迎 され た. これ らの機械 の紹介,サー ビスには農村深 く入 って
い くことが必要で,農民 と寝食を共 に して,堆肥 の遣 り方,稲件や,農産物の改良,増産 につ
1
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いて夜を徹 して話 し合 うこともあ った｡米の増産 については, 日本式の正条櫨を ジャワ各地で
勧め,やがて は, ジャワか ら,全 イ ン ドネシアの水 田に行 き渡 るきっか けとな った ｡
植民地下 に嘱え ぐ零細農民の純真 さを知 り彼等 との交 りを深 めるにつれ,楽 しみ と共 に 彼
等の置かれた状況 に同情す ることしきりで, その ことが,当時 よ りさかんにな りつつあった地
下独立運動の志士達 との付 き合いの始 ま りとな った｡それは,後年,オ ランダの官憲の 目を盗
んで,‑ ッサ ン, ジ ョヨカル ト氏を 日本‑密 出国 させ るな どの行動 にまで発展 し,バ ン ドンの
町 田大作民 らと共同 して, イ ン ドネシア独立運動 に於 ける, ささやかな協力者 として, 出来得
る限 りの工作 と援助を惜 しまなか った｡ スカル ノ, ‑ ッタ氏 な どは一九三十年前後 よ り,すで
に抑留 されていたが, スバ ルジ ョ, マ ラ ミス, ブ ンタラン, タム リン, ラオ兄弟 な どとの接
鰯があ った｡ 現在, イ ン ドネシア独立 の英雄 とな った 人 々の若 き, はつ らつ とした ころの姿
を,今で も懐 しく思い出す ことがある｡
大東亜戦争 までは, 日本の機械類 は, ほとん ど南方‑は輸 出な どされていないのが現状で,
欧米品 との競合 もはげ し く, 日本製 と聞 くと,玩具のようだ と噸笑 された り,銀行な ども在庫
品は層鉄 (ス クラップ) の価値 しかないな どと融資を拒否 された り, あ らゆる苦難があった｡
しか し,売込先 のイ ン ドネシアの農民の喜びの顔 や,私達 に対す る温い気侍が大 き な 慰 め で
あ った｡
女性 の仕事である,手芸,手編器 の指導販売の方 は, オ ランダ,華僑, イン ドネシアの上流
家庭の婦人 に先づむかえ られ, 日本 の婦人 と国際的親睦交流 ともな った｡その後,各都市の中
流家庭婦人 の内職用 として利用 されだ され るや,爆発的なブームを呼び,大流行 とな った｡売
上げ収益は本業 の農機具の実演サー ビス費用を十分賄 って くれた｡当時 の トコ ･ジ ャパ ンの中
では珍 しい生 き方であ り, 日本人か らも好意的 に見 られた｡収益の半分は当初の予定通 り, 日
本人会の教育資金な どに寄附 していた｡ この事編器 は, その後,次 々と現地 に輸入 され,蘭印
全体では幾百万台 も現地 の人 々に利用 され,家 内工業 の基礎を作 る結果 とな った｡
日本 は満州事変以来,軍事行動は 白文事変 にまで拡大を続 けて,国際世論 も日本 に対 してほ
侵略者 として不評であ った｡ こうい う時 にこそ私は思い当 り,収益の中か らプール していた余
剰積立金を利用 して,‑燈園の天香 さんを ジャワに招待す ることを計画 した｡昭和十二年五月
よ り六月までの一ケ月半,天香 さん並びに,同人八人は,バ タ ビヤを振 出 しに,バ ン ドンを経
て, 中部 ジ ャワ, ス ラバ ヤを回 り,バ リ島に至 るまで,巡錫 していただいた｡ジャワ全島の各
地 の トコ ･ジャパ ンを訪れ,公園, オ ランダ共 同墓地の掃除,托鉢 に加えて, 内外人 に対す る
講演巡回が 目的であった｡オ ランダ人 も,天香 さんの隣人愛精神や奉仕 の生活 に共鳴す る人が
多 く, イ ン ドネシア人か ら暖かい 目でむかえ られた｡第一次 日蘭会商後の,制限 きび しくな っ
た 日本人社会 に対 して は,民族融和,共存共栄,奉仕の気侍で仕事 も生活 もす るようにと,熱
心 に説 いて歩 き,天香 さんは腎臓病 にてむ くんだ体 に汗を流 して,巡錫 され,す っか り全快,
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身 も軽快 にな った, と喜 ばれた｡ この様子は, 日本か らの一大哲学者の米 印 とい うことで, 日
本語新聞は勿論の こと, オ ランダ及び華僑 の新聞 に も毎 日のように取 り上げ られて,人 々に深
い感銘を与えた｡国際感情は殊 に日本 に対 して悪化 していたが, その後四年足 らずの うちに全
面 的に,大東亜戦争 に突入す ることになろうとは,予測す る者 は少 なか った｡
昭和十五年八月 よ り始 まった第二次 日蘭会商 は, 日本の戦 略的な石油獲得交渉であ ったが,
すで に,仏印進駐を機 に結成 された ABCD ライ ンに包囲 されて,在外資産凍結の動 きもある
中で,なかなか うま くはか どらなか った｡翌,十六年 に入 ると,在留邦人は,事業 はおろか,
生活す ら困難 にな り,婦女子を先 に して, 引湯船 による撤退 に追い こまれ るようにな った｡ ト
コ ･ジャパ ンの多 くの 日本人店主 たちは,青年時代か ら営 々きづ きあげて きた汗 と脂 の結晶た
る店舗や,在庫品を二 束三文 に買いたたかれて処分 し, 引揚 げてい った｡ 日本人会の役員 とし
て, 引揚者 の世話役を任 されていた私 は, そのまま残 り,十二月八 日の戦争突入 と同時 に, オ
ランダ側につかま り,続いて濠州 に抑留 され ることにな った｡その時点の全財産,即 ち銀行預
金,在庫品,家財道具な ど全て,没収 され,一夜 に して,無一文 にな った｡
これで, 旧潮 谷商会の破産 に始 まって, 潮谷洋行か らの引退,今回の没収 と,財産 の喪失を
幾度 も経験 し,元の木阿弥 とな った｡
濠 州での抑留生活は長期を覚悟 は していたが,交換船 にて,‑ カ年 た らず の砂漠のテ ン ト生
活か ら解放 され,昭和十七年十月 には,直接 ジャワへ帰 ることを許可 され た｡ 日本 はイン ドネ
シアの独立解放,民族 自決のための聖戦 な りと詔勅 に もあ ったが,遂 に終戦 まで,独立の約束
は果 さず,敗戦 とな った｡信瓶を裏 ぎったのみな らず, 日本人は終戦 と共 に先を競 って 日本へ
帰 国 してい った｡ これでは, 日本は,資源 と国益のために, あえて独立解 放の羊頭を掲げて他
国に侵入 し,狗 肉す ら与 えなか った と思われ るのである｡戦時中に放十万 も海を渡 って この地
に来 た,軍人,軍属,邦人 の内で,い ったい洩人の人が,黄 にイ ン ドネシアの人 々 に 約 束 し
た, 日本天皇 白身の言葉を考 えた ことがあ ったであろうか｡その ことを考 えると,戦時中に見
られた一部の 日本人 の行動 は,深 く反省せねばな らないO
私 は終戦後は,一般邦人 の残務処理を委嘱 され,主 として, 引揚者の世話な どを した｡約二
カ年間残留 して,戦犯者 の差入れな ど も積極的に行な っていた｡ この仕事 は,昭和二二年五月
に最後の引扮船 にて帰国す るまで続 いた｡最初の うち,私達のように在留長い邦人の現地残留
を原則的に認めていた連合軍 は, オ ランダによる植民地奪回の動 きが始まるやいなや, 日本人
の存在 に神経を とが らすオ ランダ人の意を受 けて,強制送還 を要求 して きたのである｡ 私 は大
正六年一月,初 めて南洋へ渡航 して以来,三十年振 りに,二十才で出発 した時 と同様,裸丁貫
にて故国‑戻 って きたのだ｡
■日本への 引抜け時代 (
東京)
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私の留守 中,五人の幼い子供を抱えて,妻は毎夜 ミシ ンの内職 にて, よ うや く生計を立てて
いた｡帰国早 々,外務省 と厚生省復員局‑行 き, ジャワ邦人の終戦処理報告をな し,約半ケ年
間,外務省 の北沢寮 にて,小津 さちを氏 と同居 し,行方不明者,及び独立革命戦争 に於 ける犠
牲者 の処理を した り,戦犯裁判の通訳要員の手配な どを して暮 した｡
帰国半年後の昭和二二年十月 には,佐藤信英氏, 中谷義男氏,玉井寅次氏 と共 に,束 印度貿
易協会を創立 した｡当時 のイ ン ドネシアは,独立戦争 の最 中で,正式 にオ ランダよ り解放 され
た一九五十年一月まで,相互 に無益な犠牲を揮 うことにな った｡ この協会 は,将来の 日 ･イ両
国の経済協会 と親善 の 目的 として設立 された もので,未だ国交の回復 されなか った当時 として
は,貴重な連絡,情報機 関 として意義 ある働 きを した｡その後,財団法人, 日本 イン ドネシア
協会 と名を変え, 昭和三十年 まで,私 は専務理事 の任 に当った｡
日本‑帰 った私 は,特 に収入源 もな く,換金すべ き私物 とい って も,元来物質 に縁 のない生
活 に徹底 していたので,生活 には困 った｡ しか も,戦前の存留者や,戦事 中の犠牲者 に対す る
援護 は何 もなか った｡蘭 印引揚者 は,昭和十六年 の戦争突入前 との理由で引揚給付金 の対象か
らもはず されていた｡ この不合理 に対 して,他の同志 と共 に議会 に陳情 した り,あち こちに奔
走 した｡議員の中に も床次 さんの如 き, よき理解者を得て, ようや く,一般邦人であ って も渡
航途中遭難者,現地での犠牲者 (
イ ン ドネシアの濁立戦争 中 も含めて)遺族援護法の通用を実
現 した｡電車賃 に も事欠 く時代なが ら, よ くそんな世話をす る時間 と費用があ った もの と不思
議 に思 うほどであった｡私達のように生 き残 った ものの勤め と思 ってや ったのに過 ぎない｡
昭和二四年 にな って,戦前の旧潮谷時代の先輩や,知人な どか ら厚意 によ り資金の貸与を受
けて,現在の墨 田区緑町 にバ ラックによる工場兼,住宅を建て,プ ラスチ ックの成型業を始め
た｡妻 も,子供達 も手伝い,昔 の 日本商会の仲間 も聞 き伝えて寄 り集 うようにな り, この慣れ
ない仕事 もなん とか生計 に役立 った｡
昭和二六年九月, イ ン ドネシアの農林省の招請を受 け,後 に建設及び運輸大臣 とな った H ･
ラオ氏 との共 同作業 による農業機械 の現地生産計画の要件 にて, 引揚後四年ぶ りにて, イン ド
ネシア‑渡航 した｡正式独立後のイ ン ドネシアは, ゴムを始 め,物産な どの輸 出が好調で意気
軒昂 の極みにあ ったが,政治的にスカル ノ政権 は,幾多の政策変更を重ね,経済,財政はまだ
弱体であ った｡‑ヶ年の在留期間中,行方不明者 の消息をひまあるごとに尋ね歩 き多数,判明
した｡農機具の製造計画は,現地での調査,企画を終 り,残 るは 日本政府 との按衡 だけとい う
ところまで きたので,私 は帰国す ることにな った｡ 日本側は,理解深 く,実現一歩手前まで に
進んだ ところ,今度 は逆 に, イ ン ドネシア側にて,共産党,社会党がナシ ョナ リズムを理 由に
して反対 に回 り,外資導入,外国技術 の警介 と,徒 らに理論を振 り回 しての現実離れ した政策
に走 り,結局,一九六六年, スカル ノ引退 まで,外資 に対 して 自由に門戸を開 くことはなか っ
た｡ この為, 日 ･イを始 め として, イン ドネシアの対外経済協力は進展せず, これが, スカル
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ノ政権の致命傷 とな った｡
一九五一年以後,例年,‑ヶ年あ るいは半 ヶ年 イン ドネシアに描在 し,種 々の経済技術協力
の手助 けや,戦争賠償の促進,及び現地の零細農民 の現金収入の方法 としての養蚕の普及事業
な どを手がけた｡特 に, この養蚕 に関 しては,一九五二年 に片倉の小 山氏 と共 にバ ン ドンのチ
サル ワにて,桑苗四五十本を 日本 よ り持参 し,現地在留の内藤知茂氏の援助を得て,指導セ ン
ターを作 り,試背に成功 し,日本産 に劣 らない好成績を得 た｡ これが,戦後のイン ドネシアに於
ける養蚕の発祥 とな った｡気候風土 の関係 と,環境の差異 な どによ り振興,発展は遅 々たる も
のがあ るが,民間協力 として,戦後,現在 に至 るまで,一貫 して,この普及 に努めてい る｡ 内藤
氏 は,独立戦 の英雄, コサシ少佐や, マフダル大尉 と共 にイ ン ドネシア各地 に宣伝,指導 に走
り回 り,独立戦争 と,養蚕指導 とに私欲を投 げ うって献身 し,晩年は病 を得て, ガルーの養蚕
道場 にて一生を閉 じられ た｡一九六一年 には養蚕の調査のため,復員省 よ りマフダル, ア タブ
の両氏が派遣 され, 日本 にて三ケ月各地を回 って研修 した｡河披有一氏が私 に協力 して世話を
した｡翌,六二年 には, アクブ氏の子息,サ ヌシ君, コサシ氏の息女 カルティこ さ ん が 来 日
し,復員大臣が直接 に,私 に留学の面倒を見 るよ う依頼 された｡私 は,大津,坂本 の 万 世 協
会,松井浮蓮氏 に相談 した ところ,松井氏 は心 よ く援助,協力を約 し,農民道場 に預 って もら
うことにな った｡サ ヌシ君 は七ヶ年留学 し,京都工芸繊維大学を優秀な る成績で卒業 し,現在
はイ ン ドネシアの農林省 に於 ける唯一 の養蚕専 門家 として,養蚕局の局長 としての職 にあ り,
同国の養蚕事業の先頭 に立 って活躍 していることは喜 ば しい限 りである｡ 一九七三年 には, プ
デ ィマ ン, カ ンダル両青年を群馬県太 田市の深沢長平氏 に依頼 し,寄宿研修を した｡同夫人を
先生 として二人は半ヶ年 の間,養蚕のイロ‑を教 わ り,帰国前 には,真綿,つむ ぎ糸 の製造を
桐生や,結城 で習得 した｡両君は,前記 コサシ氏 のおいに当る真面 目な青年であ り,帰国後,
プデ ィマ ン君 は,農林省 よ り要望 され, ス ラウェシの ソペ ンにて養蚕指導員 としてニ ケ年間振
興 に協力 した｡一九七三年十二月 よ り,翌七四年三月までの三ケ月間,深沢長平夫妻, 島村蚕
種 の田島,町 田両技師の指導 にて,養 蚕講習会をスカブ ミのアクプ氏桑園 にて行な った｡ イ ン
ドネシアの各地 よ りの講習者を集めて民間 として は空前の この講習会は好評で,以後,深沢夫
人清子 さんの名を取 って,深沢清子式養蚕法 として, イ ン ドネシア各地 に名を止め る こ と に
な った｡
その後,バ ン ドンよ り五十キロのガルーに於いて,旧友内藤氏 の意志 につ ぐべ く,約‑町歩
の養蚕セ ンターを設営 し, プデ ィマ ン君を責任者 として指導 に当 らせてい る｡ ここでは桑木 の
改良を初 めとして,生産 された繭は生糸,絹織物 の他,真綿,つむ ぎ糸な どに加工 し,客地の
人 々に研修せ しめている｡将来 はイ ン ドネシア各地 にて,品質 の秀れたシル クが生産 され,世
界 の市場 にまで進出す ることが希望である｡
一九五八年 よ り, よ うや く賠償 も実施 され るに至 ったが, 当時の政治家 によって,政商 との
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聞 の闇取 引の格好の手段 とされ,約五億米 ドル も消費 されたに もかかわ らず,今 日に至 るまで
効果的な ものはなか った｡私 は,新生 イ ン ドネシアの民族のため,戦事 中,共 に日本軍 と日本
人 の為,苦役を共 に した人 々のためにな るべ き賠償が,か くの如 く乱費 され るのを見て,暗た
んたる気持であった｡幾度 も様 々な人 々か ら, これ らの商売 のためのお さそいを受 けた り, イ
ン ドネシアの知人か らも仲介, その他橋渡 しを頻れたが,熱を入れて手助けをすべ きプ ロジェ
ク トは少 なか った｡わずかにボ ゴール郊外, チア ウイの崩織物工場のプ ロジェク トは, 当時 の
復員大臣の依頼 もあ り最初か ら手がけてみたが, スカル ノ大統領の指示 によ り, 日本 の最新式
の機械を とい うことに途 中か ら計画が変 り,危供 した如 く, これ も現地 に於いて無用の長物 と
化 した｡ これ らの賠償プ ロジェク トに共通 して現れた ことは, 日 ･イ相方 とも,本 当に国民の
ため となるべ きは何か とい う,基本的な問題を,全 く考慮 に入れ ることはな く, ひたす らに,
莫大な金額 に対 して,私利私欲のみが先行 した とい うことである｡ 何十万人 と知れず, 日本軍
のために強制 され,労務者 とい う名の下で,南方各地 に送 り込 まれ, ビルマや,遠 くはガダル
カナルで骨を埋 めることにな ったイ ン ドネシアの人 々に思いを至す者 は皆無であった｡ 日本で
は, この賠償の リベー トに関 して,常 に黒い うわ さが飛び交い, スカル ノ政権の腐敗 も又, こ
の賠償 によって始 まった｡私 は, これ らの一般 に知 られない実状を実際に見聞 きす る立場 に屠
て, 自分の愛 してやまない土地を心ない者達 に土足で汚が され る思いが した｡
この ころ私 は, これ らの雑音か らのがれ る意味か らも,賠償の良 き一面 ともいえ る,留学生
の世話を始 めた｡私の家 に彼等を招 き, 自由に出入 りを させ,親代 りになんで も相談で きるよ
うに心を配 っていた｡ 日曜 ともな ると,大勢の学生が私の所を訪問 し, イ ン ドネシア語で 自由
にお しゃべ りを し,国の料理を台所で勝手 に作 りだす者 もいた りした｡又,留学生以外 に,す
で に, イ ン ドネシアに於 いて相 当な地位を 占めてい る専 門家の研修 も始 まった｡あ らゆる分野
(
経済,教育 ,医学 ,看護 ,農水産 ,交通 ,通信 ,鉱工業等 々) よ り政府派遣の人 々が三 カ月か
ら六 カ月の期間で,次 々と来 日し, 日本政府の計画通 りに, 日本国中を視察,あるいは研修に
歩 き回･
った｡私 は, 日本政府の依頼 によ り, それ らの人 々の世話役 として北海道よ り九 州 ま
で,いろい ろな違 った世界を見て歩 くことがで きた｡私 自身 も大いに研究,勉強がで きて, ま
ことに有意義な数年間を送 ることがで きた｡又,来 日す るイ ン ドネシアの,若 いなが らも各分
野 の要職を 占める専 門家の人 々は,皆極めて優秀であ り,独立後,わずかの問 にか くも多 くの
人材を生み出 しつつある国に対 して, 目を見 は る思 いが した｡ これ らの人達 と交歓,親 しくし
てい る間 に, イン ドネシアの産業発展の第一歩 として, 日本式の中小企業 の育成を企 ることが
大事であると私 は思 った｡ これは彼等,将来 あ る青年たち とひごろ話 し合 って得 た結論で もあ
った｡未だ,基礎的な産業が満足 に育 っていない国に於いて,突然,先進国の省力的,全 自動
的機械プ ラン トを持 ち こむ よ り,家 内工業 に毛が生えた程度の小規模の工場をい くつ も作 り,
徐 々に工業化を進めることが最 も適 当 してい るとの信念が生れたか らであ った｡ こうい う考え
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があ ったので,一九六十年 に, イ ン ドネシア協会 として, イ ン ドネシア中小企業基礎調査団を
結成 し,団長 に元外相の谷正之氏を推 し,二 ケ月 に渡 り都市,農村を問わず,各地 を回 り,い
ろいろな調査を行なった｡ しか し, 日本政府 は,賠償以外の経済援助 には,はなは だ 消 極 的
で,又, スカル ノ政権 は外資導入 に対 しては警介的であ ったので,直接 に陽の 目を見 た ものは
なか ったが,将来,有望 な産業 として,約百種 ほどの中小企業プ ロジェク トの参考資料をイ ン
ドネシア政府 に手渡す ことがで きた｡ その後,主 に中国系の人 々によ って, この資料 は活用 さ
れ ることが多 く,中国人独得 の勤勉 さによ って,少 しづつ実現 に移 され,現在, イ ン ドネシア
の産業を ささえ る重要な る部分にまで発展 してい る企業 も多 く見 られ るよ うな成果を残 した｡
現在の事業
成人 した息子三人の協力 によ り, 日本商会を改名 した,亜佐弗株式会社を経営 し,主 に農業
機械を東南 アジア全域 に販売 してい る｡ 特 に コンパ ク トな精米一貫装置は,昭和初期 よ り日本
商会 にて初めて南洋に紹介 して以来五十年近 く, 改良 と研究を重ね, 日本 内地で も協力工場の
援助を受 けて,今では, それぞれの同の農林省 よ り,歩留 り多い精米機 として,熱帯米 向きの
最適合機械 として高 い評価を受 けてい る｡私 は商売 に関 しては,適 当な るア ドバ イスをす るに
とどめ, もはや,一線 にて売 り込みをす るな どの ことは遠慮 しているが,一九七十年 の見本市
巡航船 さ くら丸には,実演のために乗 り込み, イ ン ドネシア, マ レーシア, シンガポール, メ
イ, フィ リッピン,台湾 と巡回 し,実演,紹介 に務めた｡その他,東南 アジア各地 にての,実
演,見本市な どには時間 の許す限 り参加 し,私 自身 として も,未だ見 ぬ土地 に胸 おどる気侍 に
て,新 しき友人をその地で作 ることな どに今 なお熟を入れ, これ らの人 々 と将来の発展のため
の議論を した り,共 に計画を練 った りしてい る｡ 会社 は,将来 の 日本商会 の主義を徹底 し営利
主義でない もの とし,民間人 としての,東南 アジア諸国に対す る経済 協力の一助にな るべ き仕
事 を主 とす る｡ これ らの国々は長年欧米各国の植民地下 にあ り,独立後ナシ ョナ リズムに燃 え
ているとはい って も,今 なお,依頼心 は強 く,熱帯民族特有 の大 らか さ故,北方民族 の如 き厳
しさがない｡ よって,発展 は遅 々たる ものがあるが, 日本人 としては,将来共, これ らの民族
との共存共栄を企 り,努力を重ね ることが任務であると思 ってい る｡
私 は, 日露戦争の直後 よ り今 日まで, ひたす らに南洋に対 して興味を持 ち続 け, 日本が未だ
東 洋の一小国であ った時代か ら,今や経済,工業力に於いて欧州を しのぎ,米国に追いつかん
とす る貿易国 にまで成長 したことを, その成長の第一歩を,私 の年代が担 っていた こ と を 思
い,運命的な ものを常 に感 じている｡ 私が中学校を出る頃には, それまでのパ イオニアとして
の南洋行商人 の時代が終 り, トコ ･ジ ャパ ンに移行す る時代であ った｡それ は, 日本 の南洋関
与 が個人の移動販売 とい う根無 し草的な時期を終 えて,よ り発展的に都市な り,町村な りに定
着 し,規模を大 き くし,現地 に円本の影響を強め始めた ことを意味す る｡私が初めて ジ ャワに
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渡航 した大正六年 は,第一次大戦の最 中で, この第一次大戦が, トコ ･ジャパ ンを定着 させ,
成長 させ た最大の原因であ った と思 え る｡ それまでは,手先 の器用 さを買われた技術者か,せ
いぜ い 日本の特産品 とか,売薬類が主 たる対象であ った ものが,欧州製品が途絶え た こ とに
よって,止むを得ず南洋 の人 々は粗悪 の見本のよ うに嫌 っていた 日本品を使わざる を 得 な く
な ったのだ｡特 に, 白人や,中国人 まで もが,嫌 々なが らも日本 よ り輸入 された 日常雑貨品を
買 う姿は, それまでは決 してなか った ものである｡ 日本 内地 に於いて も,輸 出といえば,
生糸 ,
覇織物を中心 に,現在の発展途上国の如 く,第一次産品ばか りであ った ものが,第二次加工品
の輸 出が急激 に伸びて, いわゆ る商社的な動 きをす る会社が にわかに成長 したの も 同 時 期 で
あった｡ この時 に私 はジ ャワにいて,飛ぶ ように売れ る日本品の仕入れ,販売 に従 事 し て い
た｡私 のいた潮谷商会は, トコ ･ジ ャパ ンの小売ではな く,一種 の商社的性格を持 った問屋の
ような ものであ ったので,取 り扱 う多種類の商品を通 して,多数の トコ ･ジャパ ンの主人 と接
す る機会 も多か った｡又, ジャワ, スマ トラ,ボルネオ,セ レベス, マ レー半島, シンガポー
ル と, 出張 も多か ったので, 自然 に古 くか ら南洋 に住みついてい る日本人 との付 き合 い も出来
て,明治の始 めよ りの先人の足跡を,直接,間接 に知 ることがで きたのである｡ 南洋各地で,
第一次大戦を機 に, トコ ･ジャパ ンはい っせいに活動の場を拡げ, 日本人は,売 りさば く日本
品の数がふえるにつれて,肩身の広 い思いを深 めてい った ものである｡第一次大戦が終 り,悼
界的な不景気 にな ると,大世帯で進 出 して きた新生 の商社連 中は,みな撤退 してい ったが,一
皮,定着 した トコ ･ジャパ ンは, それが等 しく筆舌 につ くし難い苦役の結晶であ ったので,み
なが歯を くい しぼって耐 えたのであ る｡ 昔の行商で きたえぬかれた各地 の主人たちは,意気あ
が らぬ私のような青年を温かい言葉で励 ま して下 さり,再び立 ちあが る勇気を与 えて くれた も
のだ｡又,現地 に於いて も, それまで馬鹿 に していた 日本品が案外 に品質の良い もの もあると
い った評判で,終戦後 に再 び入 って来 た欧州品 との競争が始 ま り, トコ ･ジャパ ンは,切 りつ
めた薄利 と,夜 おそ くまでの営業や,単一価格や,安売 りデ ー, チェー ンス トア化 による仕入
原価の合理化な どで対抗 した｡各地 の トコ ･ジ ャパ ンはみなが仲良 く,決 してお互 い の 足 を
引っ張 り合 うことはな く,明治の 日本人 として のナシ ョナ リズムが ここで も役立 っていた｡ま
た,特筆すべ きは,現地 の住民の 日本人 に対す る格別の好意で, これがなん とい って も大 きな
味方であった｡ 白人国であるロシアを負か した とい うことが,植民地下 にあ った南方各地 の人
人 にどんな にか勇気を与 えたか分 らない し,特 にイン ドネシアに於いて は, この親 日的態度は
終始変 らず,今 日にまで至 ってい る｡ 日本人の南洋進出は,先ず 日露戦争の勝利によって足が
か りを得,第一次大戦 によって, その基礎を大 き く固めた とい って過言でない｡
私 はその後,満州事変がなければ,遠 くアフ リカに渡 って, かの地 に トコ ･ジャパ ンを開設
していた ことであろうが, それ も思いがけない ことで途絶 して しまった｡私 の人生 は, 日本 と
い う国が経て来た歴史的な大 きな 曲り方で必ず振 り子のように一転 し,何度で も裸で はうり出
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され ることにな ったが,最後にや って きたのは,第二次大戦開戦の 日の財産没収 と,終戦時の
消滅であ った｡
戦後, イ ン ドネシアは独立 し,普,若 き独立運動の志士であ った青年連が国政を担 当す るよ
うにな った｡必ず しもイ ン ドネシアは彼等が夢見ていたような発展を とげた とはいい難いが,
彼等 と共 に夜を徹 して語 った独立 は達成 され,いつ もか くし持 っていた紅 白旗は堂 々と各家 に
ひるがえ り, イン ドネシアラヤの国歌 も毎夜 ラジオやテ レビか ら流れ出る時代がや って きたの
だ｡私 は,一生を通 して,六十年以上 もの間, この国 と関 りあ って生 きて きた毎 日をいつ も貴
重 な もの と思い,子供達 も, 自然 に, イ ン ドネシアとの関係の仕事 に従事 してい ることを思 う
と,つ くづ く不思議なめ ぐり合 わせ のような気がす る｡私 の商業人 としての規範 とな った,昭
和六年創立の 日本商会 の定款 は次のように目的を規定 してい る｡
｢当会社は総て寄託を受 けたる財物を利用厚生 し,事業 は敬虞 の念を以 って担当 し,真の治
生産業 に奉仕せん とす る者柏侍 り,相互扶助の協同的生活を行 じ,人類社会共存共栄 の実を挙
げ,以 って平和的文化社会の将来 に資せん ことを 目的 とす｣
どこまで 目的を全 うして きたか,大 いに反省 もあるけれ ど, これか らの残 りの人生 も,又,
微力なが ら日本 と東南 アジア, アフ リカとの関係 に全力を傾むけたい と思 う｡ 日本商会は, こ
の気持 よ り, 昭和四十年 に社名を, 亜佐弗株式会社 (
ASAF CORPORATI
ON LTD.) と改
称 し, アジア, アフ リカの途上国の人 々との交易 と繁栄を念願 としてい る｡
(
一九七七年九月十五 日)
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