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戦時期大丸百貨店［㈱大丸］の東南アジア展開

湯山

第 1 回研究会＞

戦時期大丸百貨店［㈱大丸］の東南アジア展開
－ハノイを事例に−

湯山

英子

本報告では，第二次世界大戦期の百貨店業界に
おける東南アジア進出の特徴を検討する。特に仏
領インドシナ・ハノイに進出した大丸を事例に，
現地での事業展開の特徴を明らかにしたい。先行
研究を概観すると，小売業・百貨店研究における
戦前・戦時期の海外展開は，中国進出に重点が置
かれ，東南アジア進出は研究の空白部分であった。
一方，ベトナム研究では，経済史研究の重要性
は認識されているものの政治史が主であり，戦時
期日系企業進出の全体像が解明されないまま今日

指摘している。また日本国内の要因を「大衆消費

に至っている。地域研究，業界史研究，植民地研

時代の大型小売業としての百貨店は，国策と衝突

究においても，戦時期百貨店業界の東南アジア進

する運命であり，回避するためには，配給機関に

出の特徴を明らかにする意味はあるだろう。

甘ずる状態にあった」として，国内の先行きは閉

今回の報告にあたって使用した史・資料は，
『日本百貨店組合調査彙報』（1941 年～），
『大丸
二百五拾年史』
『大丸興業 50 年史』など各社史，
「北
部印度支那邦人関係事業投資額調」（外交資料），

塞的で大陸進出に活路を見出すほかない状態だっ
たという認識を示している。
川端基夫（2009）もまた，国内要因を統制経済
による物資不足と従業員の出兵による人手不足の

「第二十一師団関係資料（仏印より引揚時の名簿

ため，海外に活路を見出さざるを得ない状況だっ

人員表）」などである。（＊本報告後，2017 年 8

たことを強調している。そして，1940 年代にな

月にハノイ国家第一文書館＜ Trung Tâm Lưu Trữ

ると日本軍による南方戦線の拡大に伴って，資源

Quốc Gia I-Hà Nội: TTLTQG-I ＞にて大丸関係資料
を見つけることが出来たが，次報告で活用したい）
1. 百貨店業界の中国進出
戦前・戦時期にかけての百貨店業界の海外進出
は，図 1 に示したように，1930 年代は中国およ
び満洲に集中している。戦時期中国進出の特徴を
分析した菊池敏夫（2012）によると，「日本の百
貨店の中国進出は中国大陸における日本の軍事行
動と一体化して展開された」と述べており，1937
年以降は国策に沿う形に徐々に変化していったと

図1

60
地域経済経営ネットワーク研究センター年報

第7号

獲得とともに各店が東南アジアに進出することに

南部仏印進駐の翌月にはサイゴンに進出したこと

なる。

になる。このときは，㈱大丸の輸出入部門及び商
品仕入れ業務（共同仕入）として 1933 年に設立

2. 各百貨店の東南アジア進出

（資本金 500 万円）された大丸興業が実際の業務
を担った。

1930 年代半ば以降，日本の百貨店業界が，中

大丸興業の海外進出は，1937 年の上海出張所

国大陸への進出を活発化させたことは前述した通

が最初であり，続く商工省の百貨店への大陸進出

りである。続いて，日本が南方進出に大きく舵を

要請（1938 年 3 月）を受けて，次々と中国各地

切ることになり，日本軍による東南アジア各地の

に拡大していった。当初は，大丸興業として海外

占領とともに，百貨店進出も南に拡大していった。

展開を推し進めたものの，1942 年 7 月に大丸本

但し，どの百貨店も自主的な現地住民向けの販売

部（大丸株式会社）第一局に吸収された（以下，
「大

業務というよりは，日本軍が占領地で接収した店

丸」とする）。図 2 は，1943 年の東南アジア展開

舗やホテルの従業員を引き継ぐ形で業務にあたっ

の組織図である。他の百貨店と比較すると，大丸

た。そして，業務内容は，各占領地での軍納品が

はハノイを皮きりに東南アジア展開を進めてお

主である。例えば，酒保経営（売店），軍向け石

り，ビルマ，インドネシア，マレイ，タイと広域だっ

鹸や歯ブラシ工場の経営などがある。

たこと，しかも各主要都市を押さえていたことが

各百貨店の東南アジア進出を各（百貨店）社史

特徴としてあげられる。業務については，僅かな

から概観すると，三越は，シンガポール（1943

がら百貨店の経営（シンガポール，ペナン）は日

年開業：売店），クアラルンプール（食堂，売店），

本軍の占領に伴い接収したもの，日本軍の酒保経

タイピン（酒保，工場），白木屋はシンガポール

営と物品販売，小工場経営などは，他地域の百貨

とスマトラ（酒保・工場），高島屋が海南島（1943

店と同じような形態を取っていた。但し，ここで

年開業：工場），松坂屋が香港（1942 年年開業：

特筆すべきは，大丸ハノイの業務に「黄麻栽培」，

百貨店），シンガポール（1943 年開業：百貨店，

のちに「麻袋製造工場」があることである。

ホテル），クアラルンプール（1943 年開業：ホテ
ル），パレンバン（1943 年開業：ホテル），ジャ

4. 仏印黄麻栽培協会に加盟

ワ（1943 年開業：各地でホテル）となっており，
小売業に関しては，軍関連の酒保，売店が主で

戦時中，仏領インドシナに課せられた農業資源

あった。工場の内容は，石鹸，皮革，什器，事務

は，綿花と黄麻（ジュート）の増産である。イン

用品などを軍に納品するための製品製造を行って

ド産黄麻の輸入が激減したことで，仏領インドシ

いた。松坂屋は，マレイとインドネシアを中心に

ナが気候的にも栽培適地とされ，現地での増産計

ホテル経営に当たった。
3. 大丸興業㈱から㈱大丸・本部へ
ここで扱う大丸について若干説明をしたい。果
たして小売業「大丸百貨店」として進出したと理
解していいのかという疑問がある。大丸が仏領イ
ンドシナに進出したのは，1941 年 1 月のハノイ
から始まり，同年 8 月のサイゴンに出張所を開設
した。これは，日本軍の仏印進駐と時期を同じに
している。北部仏印進駐の 4 ヵ月後にハノイに，

図1
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画が推し進められた。森周一（1938）によると，
「近

（フンイエン省 400ha）となっていた。麻袋製造

年内地並びに台湾に於ける黄麻の栽培が増加して

工場の操業は 1943 年 10 月からで，北部フンイエ

きたため，内地の必要数量は辛うじて自給自足の

ン省に工場 7 棟，倉庫 2 棟，織機 150 台，工員

域に達しかけたけれども台湾の砂糖，満洲の雑穀

80 人が充てられた。どういった割合で，日本人

用としての需要に対しては到底輸入の外に俟つよ

社員や台湾の農業指導員が配置されたのかは，現

り外はない」と，台湾における黄麻袋の必要性を

資料では分かっていない。

指摘している。仏領インドシナでの黄麻栽培は，
台湾の資本および農業技術力が投下されることに

まとめ

なり，台湾拓殖（子会社・印度支那産業）と台南
製麻が仏領インドシナでの黄麻栽培に関与してい

日本の百貨店の南アジア進出は，軍と一体化し

くことになる。多くの農業指導員が台湾から供給

た進出であり，中国と同様の形態が採られた。中

された。

国および満洲は 1930 年代からであるが，日中戦

1942 年頃には，現地に仏印黄麻栽培協会が創

争と共に進出地域が拡大していった。東南アジア

設され，①担当企業者として，印度支那産業，台

へは，1941 年から活発化した。大丸の場合，中

南製麻，又一，大同貿易，三興，江商，大南公司

国（広東）の日本軍からハノイ進出要請があり，

が，②特定蒐貨業者の三井物産，三菱商事，東洋

1941 年 1 月にハノイ出張所を皮きりに，東南ア

綿花，日綿実業の合計 11 社が組織された。この

ジア全域に拡大することになる。

仏印黄麻栽培協会は，日本側の組織は，統制機関

仏領インドシナにおいては，百貨店業界から大

である黄麻栽培協会である。仏領インドシナでは

丸が最大の投資額（ハノイが主）となっていた。

黄麻の種子を配給し，それを現地契約栽培農家に

業務としては，本来の百貨店業務とはいかず，軍

配布し栽培を行うことになっていた。そして，上

への納入，酒保（売店），工場設立（商品の現地

記の現地 11 社が収穫・買集し，日本へ送ること

調達のため），物品販売など主に軍御用達商社と

になっていた。最終的には，ここに大丸が加わり，

いう役割を担った。大手商社が扱わない分野を担

12 社となる。大丸加盟のいきさつは不明である

当し，軍向の外商部的な業務だったと言える。ま

が，軍の後押しがあったことは推測できる。以下

た，ハノイではそれが，農業分野にまで及び，黄

の表 1 は，大丸のハノイ進出の年表である。

麻栽培と麻袋製造工場の経営に参入していたこと

大 丸 の 黄 麻 栽 培 は， 社 史（1967） に よ る と

が特筆すべき点である。

1943 年度から着手され，1943 年度の割当（バク

戦争は，百貨店の「直接民衆と接触し，その日

ニン省ジャラン地方 200ha），1944 年度の割当（ニ

常生活の需要を満たす」（里見大丸社長：1944 年

ンビン省ジャカイン郡 200ha），1945 年度は割当

3 月株主総会）という理念から外れていくことに

表1

大丸ハノイ進出年表

1941 年 1 月

ハノイ出張所開設（大丸洋行広東支店に仏印進出の要請があった）

1942 年 2 月

軍の酒保開業。喫茶室，食堂，宴会場経営，軍払下げ物資および台北，広東から
の物資販売

1942 年 11 月

仏印政庁に一般事業会社申請

1943 年 2 月

会社認可

1943 年 4 月

ハノイに商品陳列場設置

＊業務：軍納，酒保経営。ミシン，綿織物販売。軍納品製造・小工場（石鹸，歯ブラシ，歯磨き）
経営，黄麻栽培（のちに麻袋製造工場設立）
（出所）『大丸二百五拾年史』1967 年から作成。
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なった。こうした「理念と実践の矛盾」が，東南
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