哈爾浜・秋林公司小史
井村

哲郎

はじめに
チューリン商会は1867年に極東ロシアのイルクーツクで創業されたが、ロシア革命を逃れて
1918年哈爾浜に本社を移した。中国名は「秋林公司」あるいは「秋林洋行」である（以下、と
くに必要ないかぎり、チューリンあるいは秋林とする）。創業時から1931年満洲事変までは主
に哈爾浜在住のロシア人、白系ロシア人、外国人を客として、高級商品、食料品を販売し、ま
たいくつもの工場を経営する全満洲屈指のデパートを中心とする企業となった。その後「満洲
国」期には、満洲国法人となって生き延び、さらに1945年8月のソ連軍の東北侵攻以降はソ連の
エージェントとなり、ソ連軍撤退以降もソ連系資本のデパートを中心とする企業体として存在
し、新中国成立以降、1953年中国側に売却されて、現在に至っている。文化大革命時期にはそ
の名前を東方紅百貨店などと変えて存続し、数年前経営危機に陥ったが、その後経営を立て直
し、所得水準の上がった哈爾浜市民を相手とするデパートとして規模を拡大し、現在は新館を
建設中である。チューリン・秋林は、創業以来、哈爾浜、ひいては中国東北の社会経済体制の
変化という時代の要求に応じて経営主体と経営形態を何回も変えながら、19世紀後半から現在
まで哈爾浜を中心に経営を持続してきたところにその大きな特徴がある。
1920年代に最盛期を迎えたチューリン・デパートについては、内山ヴァルーエフ紀子が論じ
1)

ているが 、この論文は、1920年代までのチューリンの活動について明らかにした大変興味深い
ものではあるが、満洲国成立以降の秋林についてはごく簡単に触れられているだけであり、ま
た戦後の秋林についても論じていない。これまで、日本では、秋林公司の全史を描いた論考は
存在しないため、本論では、現在利用可能な史資料を利用して、その小史を試みることとした
い。

１．1931年までの秋林公司
2)

I・I・チューリンは1833年生まれ 。若年の頃はイルクーツクで日用品、軽工業製品、簡単な
農具などを扱う行商人であったが、次第に利益を上げて、黒龍江の水運を利用して沿岸各地を
往来し大量の商品を売買した。冬期には毛皮などシベリアの特産、農産物を買い付けイルクー
ツクで販売して、次第に財を蓄え、1867年ニコライエフスクにI・I・チューリン商会を設立し、
3)

社長として経営を行った 。その後、チタの河港都市スレチェンスクからアムール河口に近いニ
コラエフスク・ナ・アムーレにかけて、すなわちチタから黒龍江沿いに沿海州まで配送販売を
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図 1 モスクワ商場

行い、1870年代にはブラゴヴェシチェンスクやウラジオ
ストックに支店（デパートなど）を開業して、事業を拡
4)

大していった 。さらに、チューリン商会は人材と出資
者を集めて、ハバロフスク、ニコリスコエなどに進出し、
イルクーツクに百貨店、化学工場、醸造工場、農機具製
造工場などを開設した。1882年チューリン商会がチュー
リン会社に改組された後、I・I・チューリンと同郷で大
株主であったA・カシヤノフが社長となった。カシヤノ
フは経営の才能豊かであり、チューリン会社をさらに発
5)

展させていった 。
I・I・チューリンは1895年イルクーツクで死去したが、
6)

その後のチューリンを育てたのは、カシヤノフである 。
筆者撮影。現在は黒龍江省博物館。

カシヤノフは出資者からチューリン商会の経営を委ね

られ、1897年「商工業株式会社・И・Я・チューリン後継人－А・В・カシヤノフ商会」に改組
7)

した。その出資者にはモスクワの紡績業経営者もいたという 。この会社は本社と理事会をモス
クワにおき、カシヤノフ自身もモスクワに住み、各地の支店・営業所にはそれぞれ支配人を置
いた。チューリンは20世紀初頭にはロシア有数の企業となっていった。
チューリンは、中東鉄道の建設にともなって、哈爾浜の都市建設が開始された1898年から間
もない1900年には早くも哈爾浜に支店を開設し、1908年にはカムチャッカ、1911年にアムール
鉄道沿線、1912年にはサハリンなどに支店を、またチタ、イルクーツクなどに営業所を開設し、
極東ロシア最大の企業となった。チューリンでは百貨店が有名であるが、工業製品の生産も多
かった。1893年にはブラゴヴェシチェンスクにロープ製造工場、皮革加工場、印刷所を、哈爾
浜、ウラジオストックにペイント製造、製粉、巻煙草工場を経営し、また金鉱採掘にも投資し
8)

ている 。
9)

チューリンは1900年5月に哈爾浜・香坊に支店を開設し「秋林洋行」と称した 。哈爾浜にロ
シア商人が入ったのは1898年の中東鉄道建設開始以降のことであるが、行商人を除くと、もっ
10)

とも早いのは1898年理髪兼化粧品を扱った商人であり、次いで木材商であったとされるから 、
チューリンはごく初期に哈爾浜進出を図った本格的企業ということになる。チューリンの哈爾
浜進出には当然中東鉄道会社との関係もあったと考えられる。1902年に秋林洋行は哈爾浜・秦
家崗（現在の南崗区）に2階建て煉瓦作りの建物を新築してデパートを開業し、ロシア商品を中
11)

心とする外国製品を主に販売した 。1903年の中東鉄道の全線開通を見越したものであった。
当初の取扱商品はウラジオストックからハバロフスク経由で、黒龍江、松花江を経由して運ば
れる日用品が主であった。なお、1903年には中東鉄道管理局商務部は商務公司を設立し、1906
年に哈爾浜駅にもチューリンのデパートにもそれほど遠くない南崗区中心広場（現在の紅軍街）
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図 2 秋林株式会社の広告

にモスクワ商場を開設している（図1参照）。ただ、
モスクワ商場は、1922年には中東鉄道建設25周年
を記念して設立された東省文物研究会がおかれ博
12)

物館となり 、はやくも商業施設としての役割を終
えている。
1904年に秋林洋行は秦家崗大直街と新商務街の
交差点に地下1階、地上2階のビル建設を開始し、
1908年に竣工した（図2参照）（現在では、地下1
13)

階、地上4階建である） 。これが現在の秋林百貨
出処：『満洲国現勢』康徳 9 年版、480 頁。

店の建物の元である。このデパートの家具調度類
14)

は、ウラジオストックのチューリン支店から運ばれた 。ちなみに、横浜の松浦商会支店、松
浦洋行の5階建建物がキタイスカヤ街（中国大街、現在の中央大街）に建築されて営業を開始し
たのは1909年のことである。日露戦争後の哈爾浜は開埠地となり、また中東鉄道管理局のおか
れるロシアの満洲経営の中心都市でもあったため、欧米・日本の企業家、銀行家、宗教人、文
化人が訪れ、洋行、銀行、教会、劇場、学校などが作られ、ロシア人をはじめとする外国人が
多数居住する消費都市となっていった。チューリンはこうした機会を捉えてその事業を拡大し
ていった。
当時哈爾浜には発電所はなかったため商店は通常照明にランプを使用していたが、チューリ
ン・デパートは自家発電設備を設置し照明暖房に使用し、また上下水の設備を設置した。チュー
リン・デパートは、大きなショー・ウインドーを有する、それまでの哈爾浜にはない最新式の建
15)

16)

築であった 。その後、この建物は1910年と1915年には建物両翼の拡張工事を行っている 。な
17)

お、チューリン・デパートの建物は中国に現存する代表的なバロック様式建築とされている （図
2参照）。
しかし、第一次世界大戦中ヨーロッパからの輸入が途絶し、またウラジオストック港から商
品を運んでいた中東鉄道は軍需物資輸送を中心とするようになったため、商品が入荷しなくな
り、1914年チューリンの経営は困難に陥った。また、1917年の10月革命以降の混乱のなかでロ
18)

シア国内のチューリンは3000万円程度の資産が掠奪された 。10月革命後チューリンは国有化
され、極東シベリア最大の企業は崩壊した。革命に際してモスクワのカシヤノフ等は哈爾浜に
亡命し、1918年チューリンは本社を哈爾浜に移した。この結果、チューリンは哈爾浜での経営・
営業を主とすることとなったが、哈爾浜の秋林洋行もロシア革命後の混乱のため経営困難に陥
った。しかし、哈爾浜にはロシア革命から逃れた白系ロシア人、ユダヤ人などの外国人人口が
急増したことと、株主の多くも哈爾浜に亡命してきたため、秋林の経営体制と経営基盤はかえ
って強化された。第一次世界大戦後の世界経済回復期には、秋林は再び欧米との取引を盛んに
行い、高級商品を調えた。1919年にはキタイスカヤ街の埠頭近くに3階建ての建物を新築し支店
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とした。この支店は中国語では秋林洋行五金日用品商店と称され、五金部（金物）、油漆部（塗
料）、家倶部、器皿部（日常用器）を置き、アメリカから建築用鋼材、ドイツから電動機、ま
た欧米の金物機材などを輸入販売し、哈爾浜ではもっとも品数豊富な金物・機械器具商であっ
19)

た 。その後、1927年に第三次の建物拡張を行い、1928年には哈大洋553万1000元の資産を擁す
20)

るまでになった 。
秋林で販売される商品は、欧米からの輸入品を主としていた。イギリスの毛織物生地、ドイ
ツの金属製品、アメリカ製の食品缶詰、蓄音機、フランスの化粧品などの高級品であったが、
また自社製品を多く製造販売した。1900年にチューリンは製茶工場を設立した。茶葉は中国華
南、セイロン、インドなどから直輸入され、製造された紅茶は優れた品質管理で有名であった。
主力製品の一つであった巻煙草は、1911年設立の自社工場で、トルコ、ロシア、朝鮮などから
21)

の輸入葉煙草を使用して、厳格な品質管理のもとで製造を行った 。また、1919年ソーセージ
工場を開設した。1920年代には中東鉄道およびソ連通商代表部と特別な関係を結び、安価なソ
22)

連商品も多数取り扱っている 。
秋林の経営上の特徴は、取扱い商品の厳密な品質管理にあった。機械販売では技術を重視し、
23)

その他の商品の販売前の検査、売り場での商品管理も厳重であった 。これは、満洲国期にも
受け継がれており、秋林を長く繁栄させた要因の一つである。

2．満洲国期の秋林商会
24)

秋林は、1931年9月に関東軍が引き起こした満洲事変後に経営難に陥った 。関東軍が海関を
封鎖し、欧米商品の輸入が途絶したためである。ロシア革命時に続く2度目の危機であった。さ
らに、満洲国成立後日本の北満進出が盛んに行われるようになったため、日本商品が哈爾浜で
はほぼ90%を占めるようになった。東北全体では、1933年には満洲国の外国品輸入総額の60.6%
25)

を日本製品が占め、また輸出総額で日本は40.8%を占めるまでにいたる 。秋林がそれまで主に
扱っていた欧米商品が入荷しなくなったため、満洲事変前には粗悪な日本商品を扱わないこと
26)

を広告して顧客を吸収していた秋林も、日本商品を扱うようになった 。その後1935年に満洲
国が北満鉄道（中東鉄道）を買収した結果、秋林の経営はさらに悪化した。北満鉄道を退職し
たロシア人従業員が、本国の物資不足を懸念して大口の買い入れを行ったために、「退職金イ
ンフレ」によって秋林などロシア商の売り上げは一時的に急増したが、その後は激減した。1935
27)

年1年間で約100万円の欠損を出した秋林には，この時期身売りの噂まで流れた 。そのためも
あって利益を上げるために1935年春、秋林は特産部を設置し、ドイツへの輸出を目論み、同年
28)

11月15日には大豆5車分（１車30トン）を買い付け、さらに買い増しを行うと観測されている 。
この時期秋林は、香港上海銀行（匯豊銀行、香港上海匯豊銀行有限公司、英文名称はThe Hong
Kong and Shanghai Banking Corporation Limited）からの借入金でようやく経営を維持していた
が、1937年7月香港上海銀行が秋林の債務を引き継ぎ、「秋林股份有限公司」と改称し、香港上
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図 3 秋林の毛皮外套の広告

海銀行奉天支店に勤務していたドイツ人ヒュート
ラーを社長とした。さらに1938年には満洲国会社法
29)

に従って「秋林株式会社」と改称し 、経営組織を
日満独系合資に変更した。
ヒュートラーという人物は、秋林の社長であると
同時に、ドイツ国防軍防諜部の哈爾浜での情報員で
あった。後にゾルゲ事件に関連してスパイ容疑で検
挙されたイーヴァー・リスナーに対して秋林の支店
30)

網が集めた情報を提供したとされるから 、ソ連あ
るいはコミンテルンの情報員でもあったのかもし
れない。ヒュートラーは、哈爾浜日独協会の幹事で
出処：『浜江日報』康徳 6 年 11 月 11 日。

あり、哈爾浜ドイツ人社会の有力者であった。彼は、
秋林の再建に際して、ソ連共産党系の従業員の排除

31)

を行った 。また、ソ連軍と関東軍の小競り合いが1937年5月に2度発生した際に、ヒュートラ
ーを満鉄の顧問あるいは嘱託に推薦する者があった。直接この「小事件」に関係する推薦であ
ったかどうかは文書の上では明らかではないが、同一文書に記されていることからすると、関
東軍の軍事情報を集めようとする者が推薦したのではないかとも考えられる。これについて、
陸軍次官が関東軍参謀長に対して電報で問い合わせている。それに対して関東軍は、ヒュート
32)

ラーを満鉄嘱託とする必要を認めないとしたが 、これは関東軍が、ヒュートラーがドイツ国
防軍の諜報部門の要員であることを知っていたことを示唆していよう。
33)

ヒュートラーが社長に就任したあと、会社内部の粛正を行い 、秋林の業績は急速に回復し
た。秋林の本店と中央大街の店舗にはおよそ7万5000種類の商品が陳列された。満洲事変前には
大部分の商品は外国品であったが、欧米からの輸入が困難になったため、その後は日本品を輸
入するようになった。日本品の仕入れ高は1ヶ月6万円に達したが、既製品を仕入れるのではな
34)

く、デザインなどを指定して日本の工場に注文していた 。こうした品質管理は1920年代から
引き続き行われていたことである。秋林は、哈爾浜で刊行されていた中国語新聞にも広告を掲
載し（図3参照）、白系ロシア人だけではなく、富裕中国人層や日本人にも販路をひろげた。こ
の時期には、大連、新京、奉天に支店を有している。また、秋林はウオツカ工場、紅茶製造工
35)

場、自動車工場、ソーセージ工場 、葡萄酒工場、煙草工場などを経営した。さらに北部朝鮮
36)

の発展をみて清津に支店設置を計画している 。その後、自動車修繕工場、ラジオ技術部を設
け、さらに機械を扱う技術部、農具部、自動車部を設けた。1930年代には、飲食部、書籍部、
布匹部、電料部、玩具部、履物部、皮革部、旅行用品部、男女服装部、家具部、時計部、カメ
ラ部、金属部、機械部、金物部、煙草部、薬品部、建築材料部、燃料部が置かれ、取扱商品の
37)

38)

種類は非常に多かった 。1937年には黒河支店の開設計画をたてている 。秋林洋行は、1939
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39)

年には支店、営業所をあわせて86有していたとされ 、

図 4 秋林株式会社の広告

デパート経営だけでなく、建材、機械設備、自動車、
農機具、農産品、種苗を販売し、土地開発、耕作、糧
穀輸送なども行った。技術部門では各種機械の使用方
40)

法の指導、代理購入などを行っている 。
『満洲国現勢』康徳9年版の広告によると（図2参照）、
取締役社長エミール・オスカー・フュツトレル、本店
哈爾浜市南崗区大直街61号（すなわち現在もデパート
のある場所）、支店は哈爾浜市中央大街、馬家溝、大
連、出張所は四平街、奉天、斉斉哈爾、海拉爾、黒河、
三河地方、神戸にあり、資本金は461万4000円、「営
業課目」は、百貨店、機械工場、自動車修繕工場、ウ
オツカ・葡萄酒製造、輸出入・各種卸商、農具、建築

出処：Japan-Manchoukuo Year Book, 1939.

41)

請負とされている 。Japan-Manchoukuo Year Bookの1938年版の広告には支店は10掲げられてお
42)

り（図4参照）、またManchoukuo Year Book の1940年版広告では支店数は24である 。『満洲国
現勢』康徳9年版の広告とは支店数が異なっているが、その理由は明らかではない。
満洲国期の哈爾浜には秋林のほかにも百貨店がいくつかあった。松浦洋行、同記商場、登喜
和百貨店などである。松浦洋行は、横浜・松浦商会の満洲国法人であり、もともとウラジオス
トックにあったが、ウラジオストック自由港の閉鎖に伴い本拠を哈爾浜に移し、帝政ロシア期
には、モスクワ、チタ、イルクーツクに支店を開いたが、ロシア革命後は哈爾浜を中心とした。
資本金30万円、キタイスカヤ街に本店を置き、支店が斉々哈爾、訥河、海拉爾にあった。同記
商場は中国人実業家武百祥によって1927年に設立されたデパートであるが、資本金100万円であ
った。また登喜和百貨店は哈爾浜在住日本人によって設立され、資本金は50万円。これに対し
て、秋林は資本金462万4000円であり、哈爾浜最大の百貨店であった。なお、合名会社秋林洋行
（資本金哈大洋553万7000元）がデパートを経営する秋林株式会社とは別にあり、卸小売、宝石、
43)

貴金属、食料品、煙草取次を業としていた 。また、時期はかなり後、1941年のデータである
が、『満洲事業会社成績分析

康徳八年度』によると、百貨店では、資本金こそ新京に本店の

あった東亜三中井が公称資本金500万円で最大であったが、東亜三中井の払込資本金は175万円
であり、また南京など大陸各地に営業所をおいていたため、秋林株式会社が満洲国最大の百貨
44)

店であった 。1942年度決算では、秋林の利益金は164万9000円、第二位が同記商場160万5000
45)

円である 。
1940年代には戦時経済統制の進行に伴って、生産から消費までの価格や配給の統制が満洲国
においても強化された。百貨店では、消費統制とりわけ奢侈品の販売が制限され、次第に生活
必需品の配給所的傾向を強め、取扱商品は変化したが、業績自体は比較的好調であったとされ
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る。1941年度には、対日輸入物資の減少、主要生活必需品の輸入統制、物品販売価格表示令（1940
年10月）、奢侈品等販売制限（1941年1月から）などによって大きな影響を受けたが、生活必需
品の取扱額が増加したことによって、1941年度の利益は前年度並みであった。また対払込資本
46)

金利益率も26％の高率を維持し、配当率も9.9％を維持した 。1942年度も、不要不急部門の生
産・輸入の抑止、購買力消費の規制、価格政策に基づく利潤率の低下はあったが、日用品・生
活必需品の取扱増加、経営合理化によって経営自体は良好であったとされ、また生活必需品生
47)

産部門への投資傾向が強まっている 。前年までとほぼ同様の推移をたどっており、秋林も同
様であったと考えられる。
その後の百貨店の業況は明らかに出来ないが、日本の対英米開戦のあと、1942年1月にまとめ
られた「満洲国ニ於ケル敵産等処置ニ関スル件」は、秋林洋行を敵性資産として扱っている。
先に触れた日満独系合資に改組されたとされていることと矛盾しているようにみえるが、これ
は香港上海銀行が保有する株式があったためである。この文書では、香港上海銀行の有する秋
林洋行に対する債権と株式は秋林の措置と関連して決定するとし、また秋林洋行の取扱につい
て、「（イ）取敢ス現高木重役ニ管理ヲ命シ営業ヲ継続セシム。（ロ）白系露人ノ生活維持ニ
マ

マ

重要関係アルヲ考慮シ、香上銀行ノ所有スル秋林株式ハ特務機関ト連絡ノ上、白系露人事務局
マ

マ

マ

マ

マ

マ

等 適ナル露系ニ肩代 セシム。（ハ）右肩代リ 実現ノ上ハ指定外国人ヨリ除外ス」とされてい
48)

る 。その結果、満洲中央銀行が秋林株式会社を接収管理し、高中木繁中佐が社長に就任した。
しかし高中木は経営に通じておらず、店員と職工を抑圧し、また1941年の7・25価格停止令の影
響で哈爾浜以外の都市にあった支店は閉鎖された。さらに1944年には高中木に変わって、石賀
繁が社長に、中村有三が専務となり、ロシア人別列瓦洛夫、布洛果菲耶夫を理事に、日本人富
49)

田稔を監事として立て直しを図ったが、戦局の悪化により、経営はさらに悪化した 。
後に見るポーレー調査団報告書では、香港上海銀行は、その哈爾浜支店主任であったオスト
レンコ（Ostrenko）に秋林の資産管理をゆだねたが、オストレンコは戦後ソ連側に秋林株式会
50)

社の香港上海銀行保有株を売却したとしていることからすると 、香港上海銀行は、オストレ
ンコら白系ロシア人をダミーとするなど、なんらかの方策をとって「敵産処理」を免れ、株式
保有を続けていたと考えられる。なお、現在明らかになっている文書の上では、香港上海銀行
奉天支店あるいは秋林株式会社のヒュートラー（フュットレル）の名前を見ることはできるが、
オストレンコの名前は見い出せない。
51)

その後満洲国崩壊までの秋林の状況に関する史料は現在のところ発見できない 。しかし、
先に見たように、経営者の交代などがあったが、アジア太平洋戦争下の満洲国における物資不
足と悪性インフレの昂進のために、配給物資自体が減少していくため、次第に取扱品目と量は
減少し、経営状況も悪化していったと考えられる。
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3．満洲国崩壊後のチューリン商会
1945年8月9日ソ連が対日参戦を行いソ連軍が中国東北に侵攻した後、秋林株式会社はソ連の
対外貿易人民委員部が接収した。ソ連は「秋林股份有限公司」をあらためて組織し、モスクワ
から経営者を派遣し、旧従業員を雇用し、また満洲里、海拉爾、綏芬河、斉々哈爾、佳木斯、
吉林、長春、大連、営口などに支店を配し、輸出入を主要な業務とした。とくに、東北の特産
52)

品とソ連の工業製品、日用品、農機具などを交易したとされる 。哈爾浜では、南崗、道里、
馬家溝に百貨店を設け、卸売部1、外国語書籍店1、肉屋2、機械修理・自動車修理工場・酒醸造・
ビール醸造・ウオツカ醸造・ソーセージ製造・パン屋・石鹸・ペンキ・木材加工などの工場21、
53)

養豚・養牛・土木建築・運輸など、合計32の企業を傘下に置いた 。
この時期のチューリンが中国東北において果たしていた役割を「ポーレー調査団報告書」に
54)

よって見てみよう 。以下がその概要である。
ポーレー調査団が哈爾浜を訪問した際に、中国共産党幹部もチューリン幹部もチューリンに
ついては話したがらなかったが、後に奉天で情報が得られた。この会社は、モスクワのソヴィ
55)

エト貿易委員会 が獲得した。哈爾浜では、ソ連軍などによって略奪されなかったすべての日
56)

本の企業は、チューリンあるいは鉄道 の管理下に置かれた。チューリンはセメント工場、ビ
ール醸造会社、アルコール工場（ウオツカ、葡萄酒工場）、木材工場、冷凍工場、さらに、在
哈爾浜の多くの日本資産を接収した。チューリンは第二次世界大戦前には満洲の主要都市に65
57)

の代理店を有し、製造業、輸出入、卸、小売を営んでいた 。満洲国期の1936年には香港上海
58)

銀行が株式の98%を取得したが、その価格は、満洲国幣で461万4000円であった 。1941年12月
第二次世界大戦勃発後、香港上海銀行は当時この銀行の哈爾浜支店の主任であった白系ロシア
人のオストレンコに哈爾浜の資産の管理を委任した。ソ連軍が哈爾浜を占領してすぐ、香港上
海銀行が保有していたチューリン会社の株式は、オストレンコによってソ連軍票で額面通りの
金額でソ連に売却された。香港上海銀行は、オストレンコに彼の行動について説明を求めよう
としたが、オストレンコと接触することはできなかった。ソ連軍が奉天を占領中、チューリン
は醸造場、製壜工場、石鹸工場、製紙工場、印刷所、200戸を超える日本住宅を含む大規模な日
本側財産を得た。鉄道施設を除いて、これらは当時奉天でソ連軍による撤去・破壊を免れた重
要な日本側施設を含んでいた。ソ連軍撤退後、中国政府はチューリンから奉天の旧日本側資産
を引き継いだが、中国は、元の所有者であった日本人からチューリンによる取得は強制的売買
であり、例外を除いて、金銭の支払いはなかったとする証言を得た。
以上が、ポーレー調査団報告書にあるチューリンに関する記事の要約である。満洲国期のチ
ューリンの概要、そして、ソ連軍支配下の東北でチューリンがソ連の経済活動のエージェント
になっていたことがよくわかる。哈爾浜だけではなく、瀋陽でもソ連系企業としてソ連に協力
して活動したのである。チューリンのこうした活動は、東北の各都市に支店をおいていたとさ
れるから、各地で行われていたと考えられる。
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おわりに
1946年4月ソ連軍東北撤退以降も秋林はソ連経営の企業として存続した。1948年の時点で、秋
林は、製氷工場、製粉業2、醋製造1、砂糖・砂糖菓子製造、酒醸造業4などを経営しており、哈
爾浜有数のソ連系企業であった。1948年6月に組織された哈爾浜のソ連商工公会の主席には秋林
公司理事長衣・衣・結民が、また理事に秋林火磨（製粉）の波・衣・拉賓がついていた59）。こ
の時期の哈爾浜市は東北人民政府の支配下にあったが、中国側は、秋林ないし、ソ連系企業に
ついて複雑な感情を持っていたようである。哈爾浜市工商局のまとめた報告書は秋林について
特に一項を割いて、秋林系企業の処置について述べている。その内容は次のようなものである。
秋林系ソ連資本と私営企業の合弁経営は、秋林系企業の発展にとって有益でありかつ無害であ
る。工商局はその経営方針を知らず、また、哈爾浜の物価政策、賃金政策、対私営「奸商」闘
争に秋林がどのような役割を果たしたかも分からない。1948年には、哈爾浜の外国企業中、秋
林はとくに大きな位置を占めていた。しかし、秋林と連合して、私営企業を吸収し、あるいは
「奸商」と闘争できるかどうかは明らかではない。そして秋林自体は一定の条件のうちで発展
させるべきであろう、というものである60）。当時中国東北では、私営企業の国有化、また、利
益をむさぼる「奸商」対策が急務となっており、また哈爾浜になお数多く存在していた外国系
私企業対策が模索されていた。秋林はその中でもとくに重要な大企業であったため、その扱い
は慎重に行われる必要があった。哈爾浜市政府の上記のような方針には、社会主義国家である
ソ連の経営する秋林という企業体の活動を少しでも制限したいという意嚮があったようにも感
じられる。
その後、1949年中華人民共和国成立以降の国民経済回復時期には、ソ連経営の秋林公司は次
第に経営規模を縮小して、1953年に中国側に有償で売り渡され、国営デパートとなった。秋林
公司は大躍進時期と文化大革命時期には大きな打撃を受けた。1958年の大躍進時期には、それ
まで比較的中高級商品を取り扱っていた秋林公司に

図 5 現在の秋林公司

は蔬菜部が設置され、経営・品質管理も十分には行わ
れなくなり、それまでの秋林の最大の特徴を失った。
また1960年代後半からの文化大革命下では企業経営
も混乱した。1966年には東方紅百貨商店と改称され、
その後1972年には松花江百貨商店と改称された。文革
終焉後、1978年にはもともと2階建てのバロック風建
築であった建物は4階建てにかさ上げされ（図5参照）、
建築のべ面積は1.6倍、営業面積は約2倍となった。
1982年には、松花江百貨大楼と改称され、秋林公司が
もと持っていた経営上の特色を回復し、1984年秋林公
61)

司の名称に復した 。

筆者撮影。
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このように、チューリン商会（秋林洋行、秋林株式会社）は、経営主体を何度か変化させて
いるが、中東鉄道管理下の哈爾浜で商業を営み、帝政ロシアの崩壊、ロシア革命の変革期を哈
爾浜に本社を移転することで乗り越え、1931年の満洲事変と1935年の満洲国による中東鉄道買
収によって生じた危機も生き延び、1930年代末期には総合商社的な活動を行い（そして、おそ
らくソ連と満洲国情報の収集も行い）、満洲国崩壊以降はソ連のエージェントとなった。さら
にその後新中国の哈爾浜で復活したことは周知のとおりである。このように長期間存続するこ
とが出来た大企業は中国東北では希である。極東最大のロシア系企業と称された秋林商会では
一貫して厳密な経営管理、商品管理が行われたが、そのことが秋林を100年以上にわたる経営を
継続することを可能にした一因であるともいえよう。
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1）内山ヴァルーエフ紀子「チューリン商会と哈爾濱のロシア系企業」（『セーヴェル』第16号、2002
年12月）。本論文は、1867年の設立から1920年代最盛期を迎えるチューリン商会の活動、1898年に創業
者のI・I・チューリンが死去した後、チューリン商会を極東最大の商事会社に育て上げたカシヤノフに
ついて詳しく紹介している。
2）内山「チューリン商会と哈爾濱のロシア系企業」49頁。
3）内山「チューリン商会と哈爾濱のロシア系企業」（50頁）と刘以忠「哈尓滨秋林公司」（『哈尓滨史
志』1990年第二期、27頁）は、チューリン商会の創設を1867年としている。なお、孙继周等「“秋林”
独特经营和美味食品」（『哈尓滨文史资料』第15辑、1991年、75頁）は、1857年創業としているが、こ
れは間違いであろう。
4）内山「チューリン商会と哈爾濱のロシア系企業」50頁
5）孙继周等「“秋林”独特经营和美味食品」76頁。
6）内山「チューリン商会と哈爾濱のロシア系企業」50頁。
7）内山「チューリン商会と哈爾濱のロシア系企業」50頁。
8）内山「チューリン商会と哈爾濱のロシア系企業」53頁。
9）刘以忠「哈尓滨秋林公司」27頁。また、「百度百科」の「哈尔滨秋林集团股份有限公司」の項による。
10）滕英武「哈尓滨市外国商业」（『哈尓滨史志』1991年増刊、1991年3月）32頁
11）石方・高凌・刘爽『哈尔滨俄侨史』黑龙江人民出版社、1998年、227页。
12）石方・高凌・刘爽『哈尔滨俄侨史』227页/「百度百科」の「黑龙江省博物馆」の項による。
13）中国東北では、地震がほとんどないこともあり、1945年以前に建築された堅牢な建物の上に一層な
いし二層を付け加えることは多い。満洲国の政府の建造物や満鉄新京支社などの建物がそうである。
14）「百度百科」の「哈尔滨秋林集团股份有限公司」による。
15）孙继周等「“秋林”独特经营和美味食品」76頁。
16）「百度百科」の「秋林

儒雅俊逸的巴洛克商行——秋林公司」の項による。

17）「百度百科」の「秋林

儒雅俊逸的巴洛克商行——秋林公司」の項による。現在の建物は4階建てで

あるが、図2にあるとおり、創建時には2階建であった。
18）満洲国通信社編『満洲国現勢』康徳3年版、1936年、438頁（クレス出版復刻、以下、『満洲国現勢』
はすべて復刻版を使用）。
19）滕英武「哈尓滨市外国商业」39頁。
20）孙继周等「“秋林”独特经营和美味食品」77頁。
21）内山「チューリン商会と哈爾濱のロシア系企業」54頁。
22）滕英武「哈尓滨市外国商业」36頁。

- 101 -

23）孙继周等「“秋林”独特经营和美味食品」79～81頁。
24）『満洲国現勢』康徳3年版、438頁。
25）宿丰林「解放前哈尓滨的外国商会」（『哈尓滨史志』总25期、1991年3月）28頁。
26）「北満の貿易界

外国商品を駆逐して断然光る日本品

（『報知新聞』昭和9年1月25日付
27）「歳末街を横切る（十六）

但し執着しらぬ国民ゆえその点安心出来ぬ」

神戸大学図書館「新聞記事文庫」満洲［1-005］）。

外商の影薄き哈爾浜

北鉄接収が響き邦商の進出に押さる

位に営業方針も変更」（『満洲日日新聞』1935年12月28日付

日本人本

神戸大学図書館「新聞記事文庫」満洲

［6-165］）。
28）「秋林洋行（ドイツ系資本）大豆買付に乗出す

浜北線で五車の初荷」（『満洲日日新聞』1935年

11月16日）（神戸大学図書館「新聞記事文庫」豆［2-169］）。
29）刘以忠「哈尓滨秋林公司」29頁。なお、石方・高凌・刘爽『哈尔滨俄侨史』227頁は、秋林株式会社
への改称は1941年のこととしているが、これは間違いであろう。また、1939年には合名会社秋林洋行
が、秋林株式会社と同じ住所にあった（満洲事情案内所編『在満主要会社要覧』東京、三省堂、昭和
14年、69頁）。
30）田嶋信雄「リュシコフ・リスナー・ゾルゲ－『満洲国』をめぐる日独ソ関係の一側面－」（江夏由
樹ほか編『近代中国東北地域史研究の新視角』山川出版社、2005年）197頁。
31）関東軍「満密第六八二号

国境ニ於ケル小事件ニ関スル「ソ」側ノ抗議ニ関スル件」（昭和12年6

月3日）（アジア歴史資料センター［C01003264200］10画像目）に「［フユルトレル―引用者］ハ目
下「チウリン」洋行総支配人且哈爾浜日独協会ノ幹事ニシテ日満ニ対スル理解深ク「チウリン」洋行
ヨリノ赤色分子ノ駆逐ニ貢献アリタルモ……」とある。
32）関東軍「満密第六八二号

国境ニ於ケル小事件ニ関スル「ソ」側ノ抗議ニ関スル件」（昭和12年6

月3日）中の「次官ヨリ関東軍参謀長ヘ電報（陸満密電）」（陸満密電二六

昭和12年6月3日）（アジ
ﾁﾕｳﾘﾝ

ア歴史資料センター［C01003264200］2画像目）に次のように記されている。「二、在哈市秋林 洋行
総支配人『イ、オ、フュルトレル』ヲ満鉄無給顧問又ハ嘱託ニ推薦ヲ希望スルモノアリ貴方ノ意見承
リ度」。これに対して「陸軍次官宛

発信者関東軍参謀長」（関参二電第五二四号

六月九日午後六

時五〇分発）では、「陸満密電第二六号ニ依ル『フユルトレル』ノ件ニ関シ……軍トシテハ特ニ之ヲ
満鉄ノ顧問又ハ嘱託トスル必要ヲ認メアラス、尚参考ノ為推薦者竝嘱託タラシメル目的理由等承知致
度」（同上文書、C01003264200

10～11画像目）として、関東軍はその必要はないとしている。

33）「営業方針一新の秋林洋行百貨店

独特の方法で日本品仕入」『満洲国現勢』康徳3年版、438頁。

「粛正」とは、先に見たように、ソ連系職員の解雇をさす。また注31参照。
34）「営業方針一新の秋林洋行百貨店

独特の方法で日本品仕入」438頁。

35）現在でも秋林のソーセージは有名である。
36）当時日本海側諸港と北満を最短・最捷ルートで結ぶために、清津、羅津、雄基の「北鮮三港」の整
備と建設が行われていた。なかでも清津は北部朝鮮の工業化の中心都市としても重視されていた。開
設年月は明らかではないが、Manchoukuo Year Book 1940 (Hsinking, Manchoukuo Year Book Co.)の広告
には、清津支店があげられている。また、「営業方針一新の秋林洋行百貨店

独特の方法で日本品仕

入」438頁にも、清津支店設置の計画が触れられている。したがって、清津支店は1935年以降に設置さ
れたとみられる。
37）孙继周等「“秋林”独特经营和美味食品」80頁。
38）「百貨店秋林洋行黒河支店開設計画ニ関スル件」在斉斉哈爾総領事館黒河分館警察署長小池房治発
在新京警務部長東條英機・在黒河副領事本田隆平宛（昭和12年1月18日）（黒領警高秘第74号ノ2）（ア
ジア歴史資料センターB08061630700、第3画像）によると「哈市ニ本店ヲ有スル秋林洋行ハ満洲事変
前蘇聯系資本ヲ以テ高級品竝食料品ノ販売ヲ為シ居リタルカ事変後其ノ経営組織ヲ変ヘ日満独系合資
ノ株式ト為シ全満主要都市ニ支店ヲ開設シアリタルカ今般当地ニモ仝支店ヲ開設スルコトトナリ……
仝店ハ家屋修築完了迄ハ卸ヲ専業トシ当地方ニナキ日本産果実、魚類並自製商品ノ販売ヲ為シ本年六、
七月頃ヨリ小売百貨店ヲ開始スル予定ノ趣ナルカ巨資ヲ擁スル仝支店ノ開設ハ当地方日満商店側ニ相
当大ナル脅威ヲ与フルモノト思料セラル」とある。なお、その後「フュテレル」が黒河副領事本田隆
平を訪問し、日本製品、ドイツ製品を主として卸売するとして、この件は落着したようである（「百

- 102 -

貨店秋林洋行黒河支店開設計画ニ関スル件」在黒河副領事本田隆平発在満洲国特命全権大使植田健吉
宛（昭和12年1月26日

普通第30号）（アジア歴史資料センターB08061630700

第5画像）。

39）刘以忠「哈尓滨秋林公司」29頁。
40）孙继周等「“秋林”独特经营和美味食品」79～80頁。
41）『満洲国現勢』康徳9年版、480頁。
42）Japan-Manchoukuo Year Book, 1939（Tokyo, Japan-Manchoukuo Year Book Co.）, AD. 27および
Manchoukuo Year Book, 1940, AD. 38（この写真は ‘Notes on visit by Pauley Mission to communist-held
territory in northern Manchuria’, in E. W. Pauley, Report on Japanese assets in Manchuria to the President of
the United States, July 1946, Nov. 12, 1946, Appendix b.に収録されている）。
43）満洲事情案内所編『在満主要会社要覧』67～69頁。
44）「六．会社分析表」（満洲興業銀行考査課『満洲事業会社成績分析
45）満洲中央銀行資金部「満洲国会社業態分析一覧表

康徳八年度』康徳10年)。

康徳九年度決算（自康徳九年三月至康徳十年三

月）」74頁。
46）満洲興業銀行考査課『満洲事業会社成績分析
47）満洲興業銀行総務部『康徳九年度

康徳8年度』17頁

満洲事業会社成績分析』康徳11年［緒言］、82頁。

48）臨時貿易為替局「満洲国ニ於ケル敵産等処置ニ関スル件」昭和17年1月（アジア歴史資料センター
B02032845500

8画像目）。

49）孙继周等「“秋林”独特经营和美味食品」77頁。なお、これは、後掲のポーレー調査団報告書の記述
とは相違するが、理由は明らかでなく、今はそのままとする。また、ロシア人2人の表記も不明のため
漢字のままとした。この2人は白系ロシア人である。高中木とあるのは高木ではないかとは考えられる
が、現在のところ確認できない。
50）後掲ポーレー調査団報告書の秋林に関する情報の抜き書きを参照。
51）筆者は未調査であるが、哈尔滨秋林集团股份有限公司档案処に関連する文書が所蔵されているとの
ことである。また、哈爾浜で刊行されていた雑誌『新生活』などに関連記事がある。いずれも黒龍江
省社会科学院猶太研究中心張鉄江研究員のご教示による。
52）孙继周等「“秋林”独特经营和美味食品」78頁。
53）刘以忠「哈尓滨秋林公司」30頁。
54）‘Notes on visit by Pauley Mission to communist-held territory in northern Manchuria’, in E. W. Pauley, Report
on Japanese assets in Manchuria to the President of the United States, Appendix b, pp. 3-4.
55）対外貿易人民委員部のこと。
56）日本敗戦後、中国とソ連との合弁で設置された中国長春鉄路公司のこと。満洲国の鉄道は、すべて
満鉄が経営を受託していたが、それらは中国長春鉄路公司に引き継がれた。
57）1939年版のJapan-Manchoukuo Year Bookの広告によると、神戸、大連、四平街、寛城子、吉林、斉斉
哈爾、海拉爾、黒河に支店を有していた。また、1940年版のManchoukuo Year Bookの広告では、支店
数は24に増加している。
58）97頁に掲げた秋林株式会社の資本金462万4000円であり、その98%とは一致しないため、この価格に
ついての、叙述には混乱がある。
59）哈尓滨市工商局侨商科「侨商工作一九四八年工作总结（1949年1月）」（东北解放区财政经济史编写
组 [ほか]编『东北解放区财政经济史资料选编

第3辑』哈尓滨、黒龙江人民出版社、1988）190、193~194、

199頁。ロシア語の綴りが不明のため、人名は中国語のままとした。
60）哈尓滨市工商局侨商科「侨商工作一九四八年工作总结（1949年1月）」198頁。
61）刘以忠「哈尓滨秋林公司」30~31頁。
【付記】本稿は『セーヴェル』（第25号、2009年2月）に掲載した「1930~40年代のチューリン商会」を
全面的に改稿したものである。
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