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はじめに

現在、トルコ共和国（1923-）には多数の日本企
業が進出しているが、日本資本が参加した事業の
端緒は、トルコの著名人に加えて大谷光瑞（1876-

1948）も出資した、アンカラの農場（1927-?）とブ
ルサの絹布工場（1929-?）である。大谷光瑞は、
浄土真宗本願寺派（いわゆる西本願寺）の第22代
宗主であり（在職1903-14）、探検隊を三度（1902-

04, 08-09, 10-14）組織して、インドや中央アジア
を調査したことでも知られている。
日本最大の信徒数を誇る仏教宗派の長をつとめ
た人物が、宗主辞任後に共和国建国直後のトルコ
に投資し、しかもそれが日本資本の嚆矢となった
ことは、日本・トルコ（以後、日土）関係史はも
ちろん、大谷光瑞研究においても関心を引くが、
本格的な研究が刊行されるようになったのは、松
谷浩尚による紹介 1を除くと、2010年以降のこと
である。すなわち、エルダル・キュチュクヤル
チュンは、日本語の未刊行史料も部分的に用いて
光瑞の二事業を検討し 2、三沢伸生は、日土商業
関係史のなかにそれを位置付けた 3。そしてヤマ
ンラール水野美奈子は、日本とトルコの共同研究
を組織し、日本語の専論と報告書だけでなく、ト
ルコ語と英語が併記された論集も刊行した 4。そ
こに収録されている論文のうち、とくにジラル
デッリ青木美由紀によるものは、ブルサの絹布工
場に関する未刊行の日本語の報告書とトルコ語の
文書を本格的に利用した研究として重要である 5。
本稿では、こうした研究成果を参照しつつも、適
宜一次史料に立ち返って、トルコにおける光瑞の
二事業をあらためて検討したい。なお、引用文中
の括弧は、筆者による補足である。

Ⅰ．大谷光瑞の略歴 6

大谷光瑞は、1876（明治9）年12月27日、第21

代宗主大谷光尊（1850-1903）の長男として生まれ
た。母は、紀州和歌山藩奥詰御典医松原有積の娘
円明院藤子である。10歳（数え年、以下同様）で
得度し、法名を鏡如、諱を光瑞と称した。学習院
や共立学校に通ったが、後年の事績を見ると、個
別に師について学んだり、独学で得たものこそ、
光瑞の知的基盤を形成したように思われる。23

歳のとき、九条道孝の娘籌子（かずこ）と結婚し
た。籌子の妹節子は、後に大正天皇の后（貞明皇
后）となるので、大谷家は九条家を通じて天皇家
と結びついていた。なお、光瑞の妹武子は、籌子
や節子の弟九条良致に嫁いだ。歌人として有名な
九条武子である。
世紀がかわる前後の数年間、光瑞は清朝や欧州
を巡り、欧州から帰国する途上インドを探検し
た。その最中、父光尊遷化の報に接してただちに
帰国し、28歳で法灯を継いだ（1903）。宗主在任
中も、本務の傍ら探検隊を二度組織した。西本願
寺をめぐる疑獄事件の責任をとり、39歳で宗主
を辞任すると（1914）、海外にも拠点をもち、と
くに東南アジアでは、シンガポール、ジャワ、ス
ラウェシにおいて農場を経営した。この頃、孫文
政府の最高顧問にも就任している。そして、共和
国建国直後の1926年にトルコを視察し、翌27年
にはアンカラで農場を、29年にはブルサで絹布
工場を開いた。その後、近衛文麿内閣の参議およ
び小磯国昭内閣の顧問を歴任した。敗戦は大連で
迎え、47年に引き揚げた。翌48（昭和23）年、公
職追放にあい、同年遷化した。享年73歳であっ
た。明治のはじめに生まれ敗戦直後に没した光瑞
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は、近代日本の盛衰を身をもって味わった人物で
あった。
本稿において注目されるのは、東南アジアに
おける農場経営である 7。気候帯は異なるものの、
そのときの経験がトルコで役に立ったことは疑い
ない。ジャワ農園の総支配人廣瀬了乗は、後述の
ようにトルコにおける事業にも参加していた。

Ⅱ．大谷光瑞のトルコ視察

大谷光瑞は、このような生涯を通じて、トルコ
を四回訪れている 8。一回目は1901（明治34）年6

月、欧州滞在中に、オスマン時代のイスタンブル
に十日ほど滞在したときのことである。本来の目
的はアナトリアとギリシアの旅行であったが、送
金の遅延により、それは果たせなかった 9。
二回目は1926（大正15）年4月6日から5月13

日にかけてである 10。その二年前の1924年2月14

日、東京の帝国ホテルで開催された講演会「海外
投資に就て」において、光瑞は「（横浜）正金銀行
がコンスタンチノープルに支店を設ける様になり
ますのも遠くはござりますまい」と述べ、投資先
としてのトルコに注目していた 11。トルコ共和国
建国（1923年10月29日の共和制宣言）から、わ
ずか三ヶ月余り後のことである。光瑞はつねに日
本人の積極的かつ周到な準備を踏まえた海外進出
を訴えていたが 12、翌25年11月には、門下生の
後藤智を、オスマン時代以来の名門男子校で、多
くの科目をフランス語で教えたガラタサライ校に
留学させ、トルコ語とフランス語を学ばせてい
た 13。光瑞は、日本の外国語教育における英語偏
重を批判し、欧州大陸での事業や貿易のためには
フランス語やドイツ語、もしくは現地語が必要で
あると主張していたが 14、それを門下生に実践さ
せたのであった。
こうした準備を経て、1926年2月8日、光瑞
は神戸からトルコおよび欧州に向けて出航した
が 15、その五日前の2月3日、光瑞は日土貿易協
会の発足式に来賓として出席し、「皆さんは売る
ことを考へる。私は買うことを考へる、今度私は
買ふべき棉や羊毛を視にトルコへ行きます、買ふ

べきものは仲のよい国から買ふのが当然だから
…」と演説し、「満堂を唸ら」せていた 16。日土貿
易協会は、大阪商業会議所（現大阪商工会議所）
の内部に設けられた社団法人で、会長には会議所
会頭の稲畑勝太郎（1862-1949）17が、理事長には、
長年日土貿易に従事していた山田寅次郎（1866-

1957）18が就任したが、この度の光瑞のトルコ視
察は、この大阪商業会議所の依頼によるもので
あった 19。そもそも同会議所は、日土貿易協会発
足式前の1925年12月19日、インドシナ航路、東
アフリカ航路とあわせて、大阪を起点とし、イス
タンブル等を経由して黒海沿岸のバツームに至る
バルカン航路の開設を、商工大臣・逓信大臣・大
蔵大臣に建議していた。また、同日、商務書記官
のイスタンブルおよび東アフリカ派遣についても
要望していた 20。光瑞のトルコ視察と、その結果
としての二事業の背景には、トルコ・バルカン・
黒海方面との貿易を開拓しようとしていた大阪商
業会議所の意向が存在していた 21。
光瑞は1926年4月6日、秘書の廣瀬了乗、上村
辰巳とともに 22、トルコ領のメルスィン（メツシ
ナ）に、そして4月11日、イスタンブルに到着し
た。十日ほど市内に滞在した後、新首都アンカ
ラに赴き、農務大臣メフメト・サブリ（Mehmet 
Sabri, 在職1925-27）および外務大臣テヴフィク・
リュシュドゥ（Tevfik Rüşdü, 在職1925-38）と会見
した。そして農相の勧めに従ってアダナとコンヤ
を視察し、アンカラ経由で5月5日にイスタンブ
ルに帰還した 23。農務大臣は、「日本資本を農産
開発に要する事を力説」し、光瑞も、「今日のト
ルコ新興の気運に際し、その財源を農産の開発に
より豊富ならしむるを最良の策」とした。そして
「日本資本家と同志相諮り、是れが開発に尽すべ
きを談」じたところ、農相は「快諾し、各種の便
宜を与」える旨、光瑞に伝えた 24。先に大阪商業
会議所の意向を見たが、トルコ政府も、日本資本
の受け入れを希望していた。
光瑞がイスタンブルに戻ったのは1926年5月5

日であるが、同地では4月26日からちょうどその
日まで、日本の外交官による近東貿易会議が開か
れていた。この会議は、「本邦トバルカン黒海沿
岸、近東及埃及方面トノ通商貿易促進策」を議論
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するために小幡酉吉駐トルコ大使（在職1925-28）
が主宰したもので、近隣諸国の公使や領事がイス
タンブルに参集した。当時トルコ大使館の一等書
記官で、戦後首相をつとめることになる芦田均
（1887-1959）と、同大使館の通訳官で、『日土交
渉史』で有名な内藤智秀（1886-1984）も参加して
いた 25。光瑞はこの会議において、「アナトリア
の状況を語り当局者の留意を求め」26たが、光瑞
がイスタンブルに帰還したのは5月5日の正午で
あり 27、会議が終わったのは同日の午後1時であ
るので 28、光瑞の報告は、会議閉幕の直前ないし
直後だったことになる。光瑞は、アナトリア視察
の結果、トルコは日本商品の輸出先ではなく、原
料の輸入元として適切であるとの結論を得ていた
が 29、同会議でもそれを披露したのであろう。
そもそもこの近東貿易会議は、1925年12月28

日付で外務省によって計画され、それは翌26年1

月5日、『国民新聞』、『都新聞』、『萬朝報』といっ
た各新聞でも報道されていた 30。また小幡はトル
コへの赴任が決まると、幣原喜重郎外務大臣（在
職1924-27, 29-31）と度々懇談し、「幣原外交」の
柱の一つである「経済外交」の実現のために、出
国（1925）まで幾度も、神戸、大阪、名古屋の各
商工会議所で意見を交換していた 31。このときの
大阪商業会議所の会頭は、前述の稲畑勝太郎（在
職1922-34）である。外務省、大阪商業会議所、
大谷光瑞は、それぞれ、中央省庁、経済団体、前
西本願寺宗主の実業家であり、立場は三者三様で
あったが、ともに協力しつつ、トルコとの経済的
な関係を取り結ぼうとしていた。
イスタンブルで近東貿易会議に参加した光瑞
は、翌々日の5月7日、ブルサに向かった。同地
では農務局長と懇談し、また、農学校、蚕業学
校、種畜場、そして市の中心から西に75キロほ
ど離れた官有地カラジャベイを視察し、その租
借を農務大臣に申し入れた 32。ブルサを選んだの
は、土地が肥沃なだけでなく、彼の地に温泉があ
り、「従業の学生等の健康と精神の安慰と物資の
豊富」33が期待できるからであった。
光瑞は5月10日にイスタンブルに戻り、13日

にイタリアに向けて出航し、以後、欧州各地を
巡った。その間、パリ滞在中の6月に、農務大臣

がブルサ・カラジャベイの借用を許可したとの報
を受けた 34。こうして光瑞は、同地での農場経営
のため、欧州遊歴後に再度トルコに赴くことと
なった。

Ⅲ．アンカラの農場

1926（大正15）年11月3日、光瑞は再びイスタ
ンブルに到着した。同月24日に同地を出航する
までの三週間が、三度目のトルコ訪問となる 35。
光瑞は11月8日にイスタンブルからブルサに向か
い、租借地の境界を測定した。また、初年は500

ヘクタールを借用し、その後漸次1,000ヘクター
ルまで借りること、上村辰巳を農場主任とし、そ
の部下に、大連から呼び寄せた門下生塩尻彦一 36

と須山彰を充てることなどを決定した。その後ア
ンカラに向かい、メフメト・サブリ農務大臣らと
再会し、租借地について懇談するとともに、ア
ンカラ郊外にあるムスタファ・ケマル初代大統領
（以後アタテュルク、在職1923-38）のアヒー・メ
スウード（アヒマスツド、現エティメスグト）農
場も見学した。後にこの農場の一部を大統領と
ともに経営することになろうとは、このとき誰も
予想していなかったであろう。ともあれ光瑞はイ
スタンブルに戻り、小幡大使による宴の席で、事
業の保護と門下生の指導を大使に依頼し、24日、
上村等を残して単身帰国の途についた。途中、12

月25日に大正天皇崩御の知らせを受け 37、1927年
1月4日に神戸に到着した。帰国当日も翌日も新
聞各社の取材に応じ、トルコで日本商品を販売す
るのではなく、トルコから棉花や羊毛等を購入す
ること、そして彼の地との貿易のためには、英語
ではなくフランス語が必要なことを強調した 38。
他方、トルコに留まった上村辰巳、廣瀬了乗、
塩尻彦一、須山彰は、政府との交渉を重ねてい
た。廣瀬がジャワに戻るべく1927年1月22日に
出国した後は、専ら上村が交渉にあたっていた
が、突然、ブルサのカラジャベイ官有地の租借が
不可能になるという事態に陥った 39。上村自身の
言葉を借りると、それは「農務大臣一個の政治的
立場」40によるもので、「走馬灯の様な番組狂せや
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（原文ママ）、突発事件の連続」41であったという。
これを見たアタテュルク大統領は、自身が経営す
るアンカラのアヒー・メスウード農場およそ1,500

町歩（約1,500ヘクタール）の一部を提供し、そ
こを光瑞たちと共同で経営することとした 42。た
だし、小幡大使が幣原外相に宛てた報告書による
と、現職の大統領が外国人と共同で事業を行うこ
とは不可能なため、大統領出資分の約7割をトル
コ勧業銀行（Türkiye İş Bankası）が出資し、大統
領に代わる経営者とした。こうして以下の内容を
もつ契約が、1927年2月23日に三者間で交わさ
れた 43。
・ 会社はトルコの法人で「有限株式会社」とする
こと。
・ 会社の名称は「薬品香料化学産業株式会社」と
すること。
・ 大統領は100町歩（約100ヘクタール）の土地を
提供し、これを51,000リラと見積もること。大
谷光瑞は50,000リラ出資することとし、トラ
クター等の農具を15,000リラと見積もり、残る
35,000リラを現金で提供すること。

・ 理事は、大谷光瑞の代理人（史料では「代表者」、
以下同様）、アタテュルク大統領の代理人、勧業
銀行の代理人の三名とすること。理事全員の意
見の一致を見ない場合は、決議できないこと。
・ 日本人は八名まで事務員として使用できること。
労働者はすべてトルコ人とすること。
・ 大谷光瑞の現金出資完了および境界劃定と同時
に会社成立と見做すこと。
そして実際に3月17日、光瑞は35,000リラを送
金し、4月から香水の原料や除虫菊等の栽培が開
始されたわけだが 44、この契約について、いくつ
か補足しておきたい。一つは会社の名称である。
この会社は、「農林工業会社」「アンゴラ農工株式
会社」など、いくつかの名称をもっていたが 45、
本稿では、光瑞がとくに香料の製造に関心をもっ
ていたことに基づき、「薬品香料化学産業株式会
社」とする。
いま一つは、共同経営者となったトルコ勧業銀
行の当時の頭取は、後に首相、そして第三代大
統領（在職1950-60）となるマフムト・ジェラル・
バヤル（バヤルの姓を名乗るのは1934年以降）で

あったことである。光瑞のアンカラの農場は、ア
タテュルクとバヤルという大統領二人（バヤルが
大統領に就任するのは後のことだとしても）が
「共同資本家」46として参加した事業であった。と
くにアタテュルクは、元来自身の農場でもあるの
で、しばしば訪れたという 47。
そして会社の形態である。トルコ国内で事業を
行う場合、トルコの法人格をもつと法的な庇護を
より受けられるため、上述のように、日本側とト
ルコ側の出資額にわずかな差をつけてそのように
したわけであるが 48、その結果、「薬品香料化学
産業株式会社」は、1926年に制定・公布されたば
かりの商法（Ticâret Kânûnu）によって律せられる
こととなった 49。ただし同法には「有限株式会社」
という項目は存在しない 50。もちろん有限会社
（limited şirketler）と株式会社（anonim şirketler）に
ついては規定され、「有限株式会社」は「有限会社」
を意味するようにも思われるのだが、「薬品香料
化学産業株式会社」という名称のなかに「有限」
の語句はなく、上村も自身の会社を「アンゴラ農
工株式会社」と記していた 51。他方、小幡大使が
幣原外相に宛てた報告書では上述のように「有限
株式会社」とあり 52、キュチュクヤルチュンが引
用しているトルコ勧業銀行所蔵の文書史料におい
ても、「アンカラ農産業有限会社（Ankara Sanâ‘î-i 
Zirâ‘iyye Limited Şirketi）」と記されているようで
ある 53。当該時期の外国資本に関する研究も光瑞
の二事業には言及していないので 54、この点に関
して、今後の課題とせざるを得ない。
なお、もし外国の株式会社等であれば、商法
ではなく、オスマン時代に制定された別の法が
適用されたはずである。商法と同時に制定・公
布された商法施行法（Ticâret Kânûnunun Sûret-i 
Tatbîkı Hakkında Kânûn）55第12条に、「外国株式
会社、外国株式合資会社、外国保険会社に関する
1330年テシュリーンサーニー月30日（1914年12

月13日）付臨時法および1331年アウストス月10

日（1915年8月23日）付補遺は、これまで同様有
効である」とあるからである。後述するブルサの
絹布工場も商法上の特殊会社（husûsî şirketler）と
されたので、光瑞の二事業には、確かに日本の資
本が投下されていたが、この臨時法（1914）56お
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よび補遺（1915）57ではなく、商法（1926）が適用
されたのであった。
さて、アンカラの農場では、キュウリ、ササ
ゲ、ラディッシュ、ニンジン、バラ、アニスなど
が栽培された 58。このうちバラは、農場をブルサ
で開こうとしていたときから、ジャワで製造して
いる香料の原料とするために、光瑞がとくに望ん
でいたものであった 59。ジャワの農場の責任者で
ある広瀬了乗が同行したのも、そのためであった
60。しかし夏季の乾燥は、作業にあたった須山彰
によると「悲嘆に値する」ほどであり 61、上村も
「天の恩寵も餘りに薄過ぎる」と嘆いていた 62。ま
た、農場の日本側の責任者は、遅くとも1927年
11月末までに、上村辰巳から「アンゴラ農工株式
会社代表者　長曾我部光親」63という人物に変更
された。氏名から推察するに、戦国時代に四国を
統一した長曾我部元親（1539-1599）の末裔のよう
にも思われるが、元親の菩提寺である土佐の雪蹊
寺は臨済宗の寺院であることを考えると、その子
孫が浄土真宗本願寺派の前宗主の事業に参加して
いるのは、やや違和感が残る。宗派をかえた可能
性もあるが、この点につき、なお不明である。
さらに詳らかでないのが、光瑞がアタテュルク
および勧業銀行との契約を解消し、アンカラの事
業から撤退した時期である。光瑞は後述のよう
に、ブルサで絹布工場を設立するが、1931年の6

月から8月の間に記されたその報告書「日土織物
会社業務状況」において、須山彰の職務は「色染
部補助、目下アンゴラ事業整理中」と記されてい
た 64。もしこの整理が進んだのであれば、それか
ら程なくして契約は解消されたことになるが、こ
れも不明とせざるを得ない。

Ⅳ．ブルサの絹布工場

これに対して、光瑞が絹布工場を構想し始めた
時期は、1927年と推定できる。上述のように、ブ
ルサで農場を経営するはずが、1927年1月末から
2月中旬にかけての「突発事件の連続」65でアンカ
ラになったという経緯から、それ以降なのは確か
である。また、上述の絹布工場の報告書「日土織

物会社業務状況」には、1927年、アンカラで農場
を経営していたとき（光瑞自身はアンカラにいな
かったが）、トルコの産業について調査したとこ
ろ、かつては「バルカン生糸」として知られてい
たが、世界大戦と独立戦争で衰退していたトルコ
の生糸の将来性に着目した旨、記されている 66。
興味深いことに、トルコではこの年の6月1日、
工業奨励法（Teşvîk-ı Sanâ‘î Kânûnu）が施行され、
官有地の無償提供や免税などの特権付与を通じ
て、工業の振興が目指されていた 67。しかも同法
の摘要は、「君府辺の資本家間には外資を輸入し、
合弁組織に於て事業を興さんとするの気運が益々
濃厚となりつつある」という小幡大使の解説とと
もに、12月15日刊行の『日刊海外商報』にも掲載
されていた 68。光瑞がこの記事に触れたかどうか
は分からないが 69、光瑞の絹布工場は、後述のよ
うに、同法の支援を受けつつも、それへの対応が
求められることとなった。
なお、工業奨励法施行の一年前にあたる1926

年6月19日には、蚕卵紙の製造販売、奨励金の
交付、免税条件などを規定した蚕業奨励法（İpek 
Böceği ve Tohumu Yetiştirilmesi ve Mu‘âyene ve 

Satılması Hakkında Kânûn）が施行され 70、工業奨
励法と同様、小幡大使によって日本にも紹介され
ていた 71。光瑞の絹布工場が同法によってどのよ
うに律せられたのか、あるいはどのような利益を
得たのか、現在のところそれに関する史料は見出
されていないが、光瑞の二事業（アンカラ1927-

?, ブルサ1929-?）は、商法（1926）、蚕業奨励法
（1926）、工業奨励法（1927）によって法的環境が
整えられた、共和国初期の産業振興の潮流のなか
に存在していたのであった。

1928年6月9日、欧州の農業と、トルコにおけ
る自身の事業を視察するために、光瑞は門司を
出航した。トルコに滞在したのは、1928（昭和3）
年12月18日から翌29（昭和4）年2月3日までで
ある 72。トルコを発つ前日、「明年の再遊を期し
就業員を激励し」たが 73、結果的にこれが最後の
トルコ訪問となった。
門司を出た光瑞は、上海、シンガポール、コロ
ンボ、アデンを経由して、9月下旬ないし10月初
旬、エジプトのブールサイード（ポートサイド）
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に到着した。同地には、上村辰巳と、絹布工場の
相談役鈴鹿定次郎もトルコから来航した。ナポリ
まではともに移動したが、鈴鹿は、染織機械の受
け取りと未完成の機械の督促のため、パリに向
かった。他方、光瑞と上村は南フランスやオラ
ンダを回り、12月18日イスタンブルに到着した。
その間、たとえば南フランスのグラースでは、ア
ンカラの農場（薬品香料化学産業株式会社）に設
置すべく、ベンジン法による香料抽出機を発注
し、アレスでは、ブルサで開業予定の絹布工場の
ために、蚕業試験場を見学した 74。ブルサの絹布
工場に、工業奨励法に基づく免税許可が与えられ
たのも、欧州視察中の11月18日のことである 75。
イスタンブルに到着した光瑞は、マルセイユ以
来の体調不良のため直ちに入院し、ようやく大晦
日に、上村、後藤、大城など門下生の待つ新市街
オスマンベイの自宅に戻った。1929年の元日は
大使館の拝賀式に参加し、その後も自宅で静養に
つとめ、ようやく1月20日に回復した。そして、
イスタンブルからアンカラに向かい、自身の農場
を視察するとともに、勧業銀行頭取にしてアン
カラの農場の「共同資本家」たるバヤルと面会し
た。また、小幡大使の帰朝により臨時代理大使に
就任していた芦田均（在職1928.10-30.1）のはから
いで、大統領秘書官長テヴフィク（Tevfik）、トル
コ大国民議会副議長「フセンベイ」らとの宴席に
参加した 76。この「フセンベイ」は、その役職か
ら、ブルサの絹布工場の共同出資者の一人で、イ
スタンブル選出議員のヒュセイン・カヴァラル
（Hüseyin Kavalalı, 1882-1960）ではなく、トラブ

ゾン選出議員で、後に第7代首相をつとめるハサ
ン・サカ（Hasan Saka, 首相在職1947-49）である
ことが判明する 77。
イスタンブル経由でブルサに着いたのは1月26

日のことである。光瑞は、工事中の絹布工場を視
察しつつ、いま一人の共同出資者で、オスマン
時代の第二次立憲政期（1908-18）にブルサ選出の
議員をつとめたメフメト・メムドゥフ（Mehmet 
Memduh, 1877-1932）と会談した 78。また、メム
ドゥフの農場と勧業銀行の絹布工場も見学した。
イスタンブルに戻り、イズミト、コンヤ、アダナ
を経て、2月3日にシリアに入り、その後、エジ
プト、コロンボ、シンガポール、上海等を経由し
て、3月11日神戸に到着した 79。
残念ながら光瑞が参加できなかったブルサの絹
布工場の開業式は、光瑞がトルコを離れたちょう
ど半年後の1929年8月4日、トルコの有力者と在
留日本人が招かれて挙行された 80。芦田臨時代理
大使も得意のフランス語で挨拶し、後藤智がそれ
をトルコ語に訳し、喝采を浴びた 81。この会社の
名称も複数存在したが 82、本稿では、会社自身が
在トルコ日本大使館に提出した報告書「日土織物
会社業務状況」に基づき、「日土織物会社（Türk-
Japon Dokuma Fabrikası）」とする。
その報告書によると、創業当時、生産を指揮し
ていたのは鈴鹿定次郎であった。上村辰巳は名義
上「重役」とされていたが、実権はすべて鈴鹿が
握っていた。当時生産していたのは「平絹（plain 
silk, crêpe de chine）」という最も安価なものであ
り、資金的な支障と相まって、原料費にも満たな
い価格で販売していた。さらに原料の供給が滞
り、多大の損失を招いたため、早くも工場閉鎖の
やむなきに至った 83。閉鎖の前か後かは判然とし
ないが、上村とメムドゥフは別々に芦田臨時代理
大使のもとを訪れ、窮状を訴えていた 84。
しかし1929年10月24日、まさに世界恐慌が始
まった日、光瑞から損失を補填する旨、芦田に連
絡があり 85、実際に翌30年3月、光瑞の資金によ
り一時的に窮状を脱した。この失敗により鈴鹿は
引退し、上村が名実ともに会社を代表することと
なった。とはいえこれまでの傷があまりに大き
かったため、局面を大きく転換することはでき写真1　大谷光瑞とメフメト・メムドゥフ
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ず、しかもこの失敗と損失の負担をめぐり、ト
ルコ人との間に問題が生じた。紆余曲折を経て、
1930年5月3日から「臨時共同管理」として業務
を継続し回復につとめたが、一つの工場を二人の
指導者で操るのは困難であり、両者の協調は見出
だせなかった。1930年8月、あるいは会社の業績
により、あるいは日土間の感情の「疎隔」により、
両者はついに決裂し、工場は閉鎖された 86。
しかし工場は、日本大使館の「助力」により継
続することとなり、1930年10月、方針を一変し
て業績の回復につとめた結果、それ以降、利益を
あげられるようになった 87。当時の大使は芦田で
はなく 88、光瑞の旧知の吉田伊三郎（在職1930.1-

33.4）であった。「助力」した吉田がこの報告書を
会社に求めたためであろうか、彼らにとっては既
知の「助力」の具体的な内容が報告書に記されて
いないのは惜しまれる。

1931年1月にはアタテュルク大統領も工場を訪
れた。同年同月、高松宮宣仁親王夫妻がトルコを
訪れた際には、カラキョイ地区に設置されていた
コンスタンチノープル日本商品館（1929-37）にお
いて、その製品が閲覧に供された。こうした貴人
の来訪や設備の充実により、1931年5月には生産
高が10,000メートルに達した 89。
この頃の日土織物会社の状況を、報告書をもと
に再現してみよう 90。同社は、重役上村辰巳、工
場長塩尻彦一のもと、機織工場と染色工場から構
成された。機織工場は、工場長で技術指導を担っ
た桐村悌三のもと、準備工場と（狭義の）機織工
場からなり、前者では安達峯夫が、後者では伊

東謙三と天谷光雄が、トルコ人職工57名（男性3

名、女性54名）を率いた。他方、染色工場は、同
様に工場長かつ技術指導担当の岡本季族のもと、
（狭義の）染色工場と整理工場から構成され、前
者では北口繁治、永田富雄、岡本一が、後者では
壬生正行が、トルコ人職工19名（男性13名、女
性6名）を率いた。広義の染色工場の余力を活か
した外部からの依頼加工は、田村清生が一手に引
き受けた。こうして出来上がった製品は、後藤智
と大城築が販売した。工場には他に、トルコ人の
庶務会計係、倉庫係、夜警、給仕が各一名存在し
た。須山彰は、上述のとおり専らアンカラでの事
業整理を担当していたが、色染の補助でもあっ
た。このように、報告書「日土織物工場業務状
況」が作成された1931年6月から8月頃、工場で
は日本人15名、トルコ人80名、計95名が働いて
いた。トルコ人職工は、一般に、男性よりも女性
の方が優秀であったとも記されている 91。
しかしトルコ政府には、以下のように届け出
ていた。すなわち、資本代表者：上村辰巳、技
師：岡本季族、桐村悌三、通訳：塩尻彦一、伊東
謙三、後藤智、「土耳古語研究　余暇を利用して
工場業務に従事し得る了解を得たり」92：天谷光
雄、安達嶺夫、北口繁治、永田富雄、岡本一、壬
生正行、である。田村清生、須山彰、大城築につ
いては、表面上の手続きすら完了していなかっ
た。このように政府への申請と実情は大きく異
なっていたが、これは、工業奨励法第28条を意
識したものであった。同条は、工業奨励法で利
益を得る工業施設につき、社長（müdür）と会計
（muhâsebeciler）のみは外国人（ecnebî）であるこ写真2　メフメト・メムドゥフと大谷学生

写真3　大谷学生とトルコ人職工



大谷光瑞のトルコ投資｜長谷部　105

とを妨げないが、それ以外の従業員はトルコ人で
あることを要求していた（meşrût）。ただし、当該
施設で必要であり、外部では見出し得ない専門家
（mütehassıs）であれば、当局の許可とトルコ人の
養成を条件に、人数と期間を限ったうえで、外国
人を雇用することも可能とされた 93。
そこで日本側は、「土耳古語研究」という「方
便」を用いて、「大谷学生」と呼ばれた光瑞の門下
生に上述の業務を遂行させ、それが「黙許」され
ていた。そもそも日本側は、事業を営むこと自体
が「大なる目的」であり、技師以外は、利益が出
た場合の手当を除き、全員無給であった。それに
対してトルコ側は、技師以外の日本人は不要であ
り、高額の手当を支払うのであればトルコ人に替
えるよう要請していた。そのとき根拠となったの
が、この規定であった 94。
こうした「方便」の報告は、資金面についても
同様であった。トルコ政府には、資本金は総額
100,000リラで、大谷光瑞、上村辰巳、メムドゥ
フ、ヒュセインの四名が（日本側の代表は上村、
トルコ側の代表はメムドゥフ）それぞれ25,000リ
ラを、つまり日本側の出資額もトルコ側の出資額
も同じく50,000リラであると届け出ていた。これ
も、工業奨励法の特典を受けるためには、均等な
共同出資を必要としていたからであった。しかし
実際は、報告書が記された時点で、日本側は機械
と設備費として70,593.310リラを、トルコ側は土
地と建造物費として60,516.500リラを、それぞれ
出資していた（総額は131,109.810リラ）。このよ
うな超過分の処置と出資の均衡も、懸案の一つで

あった 95。従業員にせよ出資額にせよ、日土織物
会社は工業奨励法への対応が求められていた。
日土織物会社は、上述の商法（1926）にもまた

律せられていた。日土織物会社は、「個人合弁の
形式」であり、商法上の特殊会社（husûsî şirketler）
と位置付けられ、株式会社（anonim şirketler）あ
るいは合資会社（komandit şirketler）としての登記
はなされていなかった。契約の解釈に疑義が生じ
て物議を醸したときも、契約自体には手を加え
ず、「臨時便法」で「共同管理」としていた。こう
した会社の法的性格に対して、トルコ人側から、
会社の基礎を確立するために株式会社ないしは合
資会社としての形式を整えたい旨、幾度も要求が
あったが、日本側は過去の確執に鑑みてそれに応
じず、いつでも分離できるようにしていた 96。
アンカラの農場と同様、ブルサの絹布工場も、
その後の展開は不明な点が多い。1932年にメフ
メト・メムドゥフが死去すると、工場は一族に引
き継がれたものの、おそらくその頃、光瑞との共
同事業は終了したようである。分離しやすいよう
特殊会社のままにしておいた甲斐があったという
べきであろうか。現在、工場の跡地には、メム
ドゥフの子孫であるギョクチェン家が経営する
ショッピングセンターが置かれている。

おわりに

本稿では、トルコ共和国における日本資本の嚆
矢である、アンカラの薬品香料化学産業株式会社
とブルサの日土織物会社につき、適宜一次史料に
立ち返りながら検討した。従来の研究と同様、大
谷光瑞の旅行記と門下生の雑誌記事、そして「日
土織物会社業務状況」を主たる史料としている以
上、光瑞の旅行日程や二事業の概要について、特
段の新知見はない。しかし本稿では、商法、商法
施行法、工業奨励法といった、当時のトルコの法
も参照することにより、光瑞の事業は、外国資
本でありながら、それを共和国になっても引き
続き規定したオスマン時代の臨時法（1914）では
なく、施行されたばかりの商法（1926）が適用さ
れたこと、そしてブルサの絹布工場は、工業奨励写真4　日土織物会社の紡糸機（於ブルサ市立博物館）
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法（1927）の恩恵を受けつつ、それへの対応が求
められていたことを指摘した。他方、光瑞の二事
業がいかなる終焉を迎えたのか、その経緯につい
ては明らかにし得なかった。引き続き課題とし 

たい。
本稿が対象とした1920年代後半は、ローザン
ヌ条約（1923）によってオスマン時代のカピチュ
レーション（通商特権）が廃止された後、まさに
商法等により、商行為の法的環境が新たに整備さ
れた時代であった。他方、もし光瑞が日本で株式
会社を立ち上げ、その支店をトルコに置いたので
あれば、商法施行法第12条に基づき、共和国の
商法ではなく、オスマン時代の臨時法が適用され
たはずである。オスマン帝国とトルコ共和国の連
続性、さらに言えば、オスマン帝国と、そこから
独立した諸国との連続性は、すでに多くの論者が
指摘しているが 97、文字改革（1928）などが断行

された1920年代後半においてもそれが見られる
ことは、あらためて留意すべきであろう。
光瑞は敗戦を大連で迎え、引き揚げ後、別府
で余生を過ごしていた。そのとき首相に就任し
たのが、かつての在トルコ臨時代理大使にして、
ベルギー赴任後政治家に転身した芦田均（首相在
職1948.3-48.10）であった。光瑞が遷化したのは、
芦田内閣が昭和電工事件に揺れ、総辞職に追い込
まれる十日前のことである（1948（昭和23）年10

月5日）。連日の報道を病床で見た光瑞は、若き
日の芦田を、そしてアンカラとブルサを、思い出
していたのかもしれない。
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