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　日本とカナダの関係も修好 90 周年を迎え、両
国の交流は文化、政治、経済共に目覚ましい発展
を遂げてきた。日加両国に関連する事柄は多方面
にわたるが、その中には両国の歴史的背景を持っ
て起業したビジネスもある。今回はそれらの企業
の一つ『チーナ＝ Cheena』を紹介しよう。

エジンバラからビクトリアへ
　 ア ダ ム・ グ ラ ン ト・ ホ ー ン 氏 (Adam Grant 
Horne) は、1829 年、スコットランドのエジンバ
ラで生まれた。1851年、21歳の時にホーン氏は『カ
ナダで働いてみませんか』というハドソン・ベイ・
カンパニー（HBC) の広告を見て、この会社に入
社するために英国植民地であったバンクーバ島の
ビクトリア市に渡った。
　ハドソン・ベイ・カンパニーは 1670 年５月２
日にロンドンで設立され、ハドソン湾南岸のヨー
ク・ファクトリーに拠点を持つイギリスの毛皮交
易会社であったが、当時イギリスのビーバーは捕
りつくされ、良質の毛皮を求めて北米に進出して
来たのである。同社は 1957 年まで毛皮交易を行
い、カナダで大規模にデパートや小売流通業を営
む北米最古の会社となった。現在でも年間７千億
円の売り上げを保っている。　
　1850 年代、カナダではまだ先住民との争いや
虐殺が発生し、またヨーロッパ系の人たちが持ち
込んだ疫病で多くの先住民が亡くなった時代でも
あった。ホーン氏の HBC での仕事は、当初の毛

皮売買から鮭や二シン、材木等に発展していった。
　ホーン氏は先住民からの信頼が厚かったため、
1858 年にバンクーバ島の中部東海岸からクアリ
カム川を上って西側の太平洋につなぐ貿易ルート
を見つけるよう命じられた。そこで彼は、ハドソ
ン・ベイ・カンパニーに多数勤務していたフラン
ス系カナダ人（当時は現 BC 州はカナダに加盟し
ていない）や東カナダで有名なイロクァー族の
開拓者をガイドとして連れ、ビクトリアから 150
キロほど離れたビッグクァリカム川まで行った。
その際、千数百キロ北に住む、太平洋の “バイ
キング” として知られたハイダ族の 30 隻以上の
ウォーカヌー（war canoe）群がクァリカム地区
の部族を皆殺しにした BC 州史に残る事件を、川
口の森の中に身を隠して目撃している。ホーン氏
はこのことを、ビクトリアの新聞『The Colonist』 
に書いている。（BC 州立博物館保存）

先住民との交流
　さて話は近年に飛んで、ホーン氏の子孫、チー
ナ創始者ウェイン・リトン氏の母親エイブラムス
- リトンさんは若い頃から BC 州海岸独特のアー
トに興味を持ち、絵描きとして地元ではそれなり
に名も知られるようになった。1950 年代の半ば
にはハイダ族の里であるハイダグアイ諸島出身の
人と組んで、「クラハウヤ・クラフツ（Kla How 
Ya Crafts）」という有限会社を作り、太平洋海岸
の先住民のトーテムポール、カヌー、住居、生活
道具などの絵やクラフトを売った。またそのかた
わら、先住民の文化や酋長を含めた人々のプロ
ファイルなどの裏づけや歴史を研究した。社名の
Kla How Ya は、いわゆる共通語リングアフラン
ケ（エスペラント語のような言葉）で、意味はハ
ワイのアロハに等しく、「こんにちは、お元気で
すか、さようなら等社交用語」である。
　エイブラムス - リトンさんは集めた情報を題材
に絵を描き、当時としては珍しかった本物志向の
絵や手紙用ノートなどを作成した。
　こうしてウェイン氏の母親がアートを通して地
元の先住民とつながったことを誇り、“西カナダ
の太平洋が供給してくれるすばらしい海の幸を、
自社商品の原材料にするというアイデアで、リ
トン夫妻は後に「チーナ（Cheena）」を設立する
ことになる。ちなみに、“チーナ” とはハイダの
人たちの言葉で “silvery salmon”　( 背中がピカピ
カっと光る鮭)を意味し、ロゴもハイダのアーティ

スト Donald Yeomans に頼んだ。歴史的背景への
誇りは、こうした社名とロゴへのこだわりにも表
れている。

ナナイモからバンクーバーへ
　ウェイン氏はナナイモ（バンクーバー島）で生
まれた。高校を卒業して、何を勉強したいのか考
えがまとまらないまま、ブリティッシュ・コロン
ビア大学（UBC）の文学部に入学した。その当時
ロシアが初めての人口衛星を打ち上げ、世界的に
注目されていたので、まずロシア語受付のデスク
に行ってみたが、案の定ロシア関係は大人気でデ
スク前には長い行列が出来ていた。そこでロシア
語はあきらめ、周りを見渡すと、すぐ近くに中国
人の先生が一人ぽつんと座っていた。誰も並んで
いなかったので話を聞きに行き、競争がなく、奨
学金も取れそうな感じがしたので、ウェイン氏は
そのまま中国語を選択することにした。ところが
それは中国文学科で、語学として基礎から教える
のではなく、すぐに李白などの本を読まされる大
変な授業だった。しかしクラスにはヨーロッパ系
の生徒はウェイン氏一人だけだったためか、先生
と一対一の授業を受けることができ、勉強になっ
たという。
　在学中、その頃では数少ない日本人留学生の一
人に出遭い、慶応義塾大学の交換留学プログラム
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日加の歴史がむすんだビジネス
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―日加修好90周年によせて―

エイブラムス - リトン画　「ハイダ族のチーフ」

エイブラムス - リトン画　「ツイムシャン族のチーフ」
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を紹介された。そのときは、同じアジア人でも随
分違う人間がいるものだと認識を新たにしたとい
う。中国語を選択しているということで交換留学
生に選ばれたが、日本語は全く分からない状態で
あった。先ず、英語が通じない東北地方へ旅立ち、
その約 2 ヶ月後、1962 年 9 月に慶応大学文学部で
の留学生活が始まった。知っている日本語は東北
弁だったので、からかわれたこともあったという。
　柔道部に入り、学業の合間には小唄や相撲にも
手を出した。相撲部道場での稽古で春日野部屋に
通い、当時の横綱栃ノ海に胸を貸して貰い、春日
野親方の元栃錦さんに股割りを教わるなどという
思い出深い経験も得たという。この留学経験から、
ウェイン氏は 2016 年 2 月に慶應特選塾員に選出
されている。
　慶応での 1 年間の留学の後、UBC に戻って卒
業し、今度はロータリークラブの奨学金と加藤周
一、鶴田和子両先生の推薦を得て、京都大学人文
科学研究所で歴史研究に携わった。そこでは桑原
武夫教授の元で宮本武蔵の「五輪の書」をテーマ
とした修士論文に取り組んだ。その頃京大のパー
ティーでかおりさんとの出会いがあり、後に結婚
することになる。
　卒業後は本州製紙（現：王子製紙）に入社し、
東京本社と釧路工場で計 7 年間勤務した。その後
神戸でイギリスの製鉄会社 FOSECO と伊藤忠と
の合弁会社に入社し、製鉄鋳造の勉強をして英国
本社へ移動。そこからメキシコ支社へ転勤した後、
ブラジルからの総支配人のオファーを断ってバン
クーバーに戻った。

秋田から京都へ
　一方、ウェイン氏が「家内は本当の日本人・大
和なでしこですよ」とおっしゃる奥様のかおりさ
んの家系もまた、古い歴史を辿ることができる。
　彼女の旧姓は山王丸という珍しい名前で、先祖
は大阪冬の陣の落ち武者であった。元は北陸能登
からの移住者で、秋田能代柳町に定着したのが山
王丸家の始まりと言われている。現在この地名は
消失しているが、「大日本地名辞書」（吉田東吾著）
にも能登珠洲郡馬緤七名（のとすずぐんまつなぎ
ななみょう）の一つに山王丸があったと記されて
いる。1811 年には、秋田新町絵図にも山王丸の
名字が見られ、また秋田土崎商人人名録には、諸
物品、旅人宿、回船問屋として数名の山王丸の名
字が載っている。今野賢三著「港物語（土崎港町
史）」にも山王丸の名字が載っており、その当時
からビジネスに長けた家柄であったようだ。
　かおりさんの父親も秋田出身で、若い時から大
阪で暮らし、立命館大学に入学したため京都に縁
ができ、かおりさんの母親となる女性と結婚した。
彼は、いわゆる農林水産省の外郭団体である日本
中央競馬会の重役として活躍した。
　かおりさんは京都に生まれ育ったが、本籍地は
秋田であり、今は亡きご両親も秋田の墓地に眠っ
ている。この墓は 1673 年（延寶元年）、つまり
345 年前に秋田に定着した先祖によって建墓され
たものだ。
　兄弟は兄３人姉１人の末っ子だったが、母親は
かおりさんが 17 歳の時に他界した。そのときす
でに姉と兄１人は家を出ていたので必然的に家事
を負担することになり、四年生大学での勉強は無
理だろうと短大の家政科を選んだ。いわゆるこの
時代の平均的女性であった。

先住民の歴史をつなぐ海産物会社
　バンクーバーに戻ったウェイン氏は、西カナダ
やアメリカで石油関係の仕事をしていた叔父たち
を手伝いながら、UBC で経営学の勉強を始めた。
一方でビジネスの方向付けが進んだため 1 年で
MBA プログラムを中断し、1978 年にチーナ・カ
ナダを設立した。1970 年代は日本からの移住者

や旅行者が記録的に
増えた時代だったた
め、旅行関係への販
売、小売業者、免税
店、デパート、スー
パーマーケット、ホ
テル、レストランへ
と販路を拡大し、商
品も 200 種類以上と
なった。
　2003 年 に は、BC
州政府輸出開発局の

推薦で、BC 州における革新的な製品や企業を対
象にしたマーケティング・イノベーション部門の
最優秀者候補として上位３社まで残ったこともあ
る。日本国内では、新聞、雑誌や TV 朝日の「加
山雄三の悠々散歩」など、多くのメディアで紹介
された。
　ビジネスをするからには自分のビジネスプラン
を全うしたい。お客に喜ばれ信用される商品、品
質管理、そして本物志向に基づく商品開発を行う。
――チーナのビジネスの基本は中国文学を学んだ
時に知った孔子の言葉『言行一致』を重視してい
るという。
　数の子昆布やスモークサーモンなど、BC 州産
物の定量販売もチーナの商法から始まった。BC 
州、そして全カナダの “本物” の紹介を目指し、
安心・安全を心掛け『カナダがおいしい』をアピー
ルした。
　会社設立の翌年には東京・西新橋に『チーナ・
ジャパン』を日本法人として設立。ここから、か
おりさんは主婦業からウェイン氏の共同経営者と
して、商才を発揮していった。やはり秋田商人山
王丸の血は争えない。すぐに日本側のビジネスも
揺るぎないものとなっていった。
　日本法人チーナは現在配送センターを静岡に置
き、渋谷区広尾の広尾 AK ビルディング内に事務
所とショールームを設置。小売りは行わず、日本
コスコをはじめ問屋経由で注文宅配制度を取り、
中元・歳暮には百貨店やスーパーにも卸している。
　深く長い歴史の上に成り立った本物を感じさせ
る日加をつなぐビジネスである。

　2017 年 の カ ナ ダ 建 国
150 周年記念及びチーナ社
40 周年を記念して特別に作
られたスモークサーモンの箱の写真は、1859 年のアダム・ホーン氏とエリザベスさんと
の結婚式のものであり、右の絵は、ハイダ族のウォーカヌー（戦闘用カヌー）を描いたエ
イブラムス・リトン の作品の一つである。（カナダ国立美術館内保管）

ウェイン・リトン氏とかおり・リトンさん

（取材：Midori Seo）
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