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誘いがかかり、そこへ移った。ここでは解版から文

字返しまで覚え、さらには、活字棚から活字を一文

字ずつ拾って小箱に入れる文選工になった。文字を

覚えたいという一念が仕事の面にも表われたのであ

ろう。誰よりも呑み込みは早く、学校で教わるより

も、はるかに速く多くの文字が読めるようになって

いた。腕ききの最年少工となったが、暮れに、この

会社は倒産してしまった。

文選の兄弟子に誘われて三ノ輪の印刷工場に移

る。ここは前の工場よりも何かにつけて規模は大き

く、英一も経験者ということで前よりは待遇は良

かった。しかし、工員達の話は労働関係の暗い話

か、酒や遊びの話ばかりで、とても英一にはなじめ

なかった。将来の希望も見出せないまま、3か月ほ

ど勤めて飛び出してしまった。しかし、この1年余

の印刷工場の経験は、英一に何物にも代え難いもの

を与えた。

商売のコツを覚える

印刷の仕事をあきらめて次に住み込んだのが時

計の外蓋を作る店であった。ここでは主人に睨まれ

扱う商店兼工場に住み込みの店員となった。ここの

おかみさんは小言グセの持ち主で、何事につけても

それは絶えなかったが、英一はじっと耐えた。それ

る。ここでおやじさんとおかみさんの両者から商売

のコツが少しずつ分かるようになって3か月ほどで

辞めた。

転々と仕事を変えてきた英一は飽きっぽい性格

のように思われがちだが、仕事が嫌いな訳でもな

く、怠け者でもなかった。仕事に没頭できる環境に

恵まれなかった、というのが真実であろう。

英一の浮き草人生はもう少し続く。兄と相談し、

集めてくる。集めた皮はそれぞれの用途に選別し、

小切れを必要とする所に売る。商品として使えない

に精を出す、お得意先も増える、というように仕事

は順調に回転し始めた。しかし、好事魔多しといわ

れるように、兄の金遣いが荒くなるのが目に見える

ようになってきた。英一にしても何のために働くの

か、心の中にポツンとした寂寥感があった。商売を

辞める決心をして兄とも別れ、また浮き草のように

新しい職を探す羽目に陥った。

1928（昭和3）年、東京市小石川区（現在の文京区）

石切橋の近くにある太田屋酒店に、英一は住み込み

店員として入った。当時多くなってきていた小売市

場に店を出していた新しい商店で、酒類と菓子を

扱っていた。今でいうスーパーマーケットである。

英一はこの店の分店で飯田橋際にある新諏訪市場の

売場で働いた。月の手当は5円であった。

もう一つの店が本郷三丁目にあった。そこの店

17歳の若さであったが、まじめな性格と積極的な

1 創業者の生い立ちと
職業遍歴

相次ぐ災難

1911（明治44）年4月6日、池田英一は父傳吉・母

モトの四男として埼玉県蕨町5番地（現在の蕨市）に

生まれた。男6人、女6人の8番目であった。蕨は中

山道の宿場町として栄え、また紡織、染色が盛んで、

ことに綿織物双子縞の特産地として知られていた。

池田家も綿織物の機屋で、由緒ある旧家として、か

なり羽振りをきかせていた。

やがて思いもかけない災難が一家に襲いかかる。

父傳吉が友人に頼まれて借金の保証人になり、その

債務を一人で負う羽目に陥ったのである。借金の肩

代わりに家屋敷を取られ、織物工場も人手に渡り倒

産の憂き目をみた。1913（大正2）年、英一2歳であっ

た。この少し前に英一は突然小児麻痺に侵され、右

足が不自由になった。八方手をつくして治療につと

めたが、当時の医学ではマッサージでもするよりほ

かはなかった。

貧乏はその頂点に達し、一家は母の実家がある

栃木県芳賀郡茂木町に移った。一家が落ち着いたの

は町の北のはずれ、土地の人達が城山と呼んでいた

山麓に住居を求めた。土間と六畳一間の辛うじて雨

露をしのぐだけのものであった。両親はそろって専

売局の煙草工場へ働きに出た。煙草工員の給料は安

く、家計は火の車であった。そうした中で学齢期を

迎えた英一は、1918年、茂木小学校に入学した。

上京して職に就く

1919（大正8）年、父は煙草工員を辞めて、東京の

三河島にある応用化学研究所（現在の田島ルーフィ

ング(株)）に勤めることになった。応用化学研究所

はその年に田島武長氏が創業したばかりの会社で、

アスファルトで防水処理をするアスファルトルー

フィングを国産化していた。

池田一家は工場への通勤に便利な三河島の千軒

長屋に居を移し、英一はここから転校先の峡田尋常

小学校に通った。兄や姉達は早くから奉公に出てい

たが、英一は、小児麻痺を患ったこともあって、奉

公には出ることなく小学校だけは卒業することがで

きた。

英一が生まれた1911（明治44）年から小学校を卒

業する1924年ごろまでの日本の社会は、どん底の

状態であった。日露戦争（1904～1905年）では日本

はロシアに勝ったが、戦費は莫大で世界各国から大

きな借金を背負った。講和条約では樺太の南半分を

割譲されたものの賠償金は一切なしであった。この

結果、1906年から1914年の8年間は深刻な不景気に

見舞われた。1914年に第一次世界大戦が勃発する

と日本は空前の大戦景気を迎えるが、1923年9月に

発生した関東大震災により、再び不景気に逆戻りし

た。

震災発生時、英一は小学6年生で、罹災した三河

島から尾久に移り、ここから峡田小学校に半年間

通った。1924（大正13）年3月、卒業と同時に父の勤

めていた応用化学研究所の給仕になった。英一の最

初の就職であったが、1年ほど過ぎたころ、父の定

年に合わせて辞めた。

ここから英一の職業遍歴が始まる。

転々と職を変わる

最初はセルロイドの玩具に色付けする工場で、

すぐに辞めた。

次に印刷工場で働く。英一は小学校卒業だけで

は将来に不安を感じていた。上級学校に行かなくて

も、多くの文字が読めるようになりたいと思い、他

のどこよりも文字を扱う所だから、勉強するのには

便利だと考えたのである。

最初の仕事は解版で、組んだ活字を印刷が終わっ

た後、解いて活字棚などに戻す作業であった。3か

月ほど経ったころ、別の印刷工場に勤める友達から
戦闘帽にゲートル姿の若き日の池田。当時の働く男子の
典型的な服装であった。
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官庁を通して地方の商店を開拓し、大口は工場から

の貨車出荷、小口は大阪からの出荷とした。周辺の

県庁はもとより、衛星都市を形成する市町村、それ

に鉄道省など中央の出先機関を回り、指名の売り込

みに奔走した。

このような販売方針が効を奏して、防水工事に

はギルソイドルーフィング、スレート・ラス・トタ

ンの下貼りには三星印フェルトが指定になり、扱い

店も増加し、3年目には大阪出張所は支店に昇格し

た。

地方商店の大所を得意先にできた田島応用は、建

築用アスファルト製品では最大の会社となった。こ

の時の池田の関西地区販売開発の成果は、後に日瀝

化学工業株式会社を興し、関西以西に進出する際の

大きな力となった。

京城で大仕事を成し遂げる

1936（昭和11）年、25歳の時、田島応用の京城（現

在のソウル）出張所長として転勤となった。

所長といっても他に所員がいる訳ではなく、池

田は一人で朝鮮全道を回って販路の開拓に努めた。

満州の錦州にある合成工場には田島応用の製品を常

時送っていたので、様子を見るための遠出もした。

ソウルの冬は寒い。右足が悪いため、気温が零度以

下になるとズキズキと痛んだ。寒さのため酒を覚え

たのもこの頃である。やがて胃までおかしくなり、

床に臥す日が続き、やりかけの仕事が一段落したの

を機に帰京した。

好きな本を読む気力さえ失うほどの憔悴（しょう

すい）ぶりで、本社でも定まった仕事はなく、1年間

ほどは自分の机すら持たない社内浪人であった。ほ

とんど工場の現場と研究室で過ごし、製品の改良に

精を出した。

当時、田島応用から相当量の砂付き便利瓦が台

湾へ送り出されていたが、表面の砂が剥離するとい

う苦情が頻発した。池田は海砂に原因があることを

突き止めた。山砂を熱処理することで解決する方法

を発見し、この方法でルーフィングを作って出荷す

ると苦情はピタリとやんだ。図書館学習から得たア

スファルトの知識が役立ったのである。

1938年3月、27歳の時、朝鮮の鐘淵紡績株式会社

の平壌（ピョンヤン）工場に派遣された。田島応用が

施工した、同工場の防湿工事でのトラブルに対する

善後処理のためである。アスファルト防水1万余坪、

室内防湿保温工事4万5,000余坪という大工事であっ

た。

すでにアスファルト防水工事は約1,000坪（約

3,300㎡）完成していたが、その仕上がりにクレーム

がついた。最初に提出したサンプルの誤りが発端で

あった。

到着の翌早朝、現場に行くと、工事詰所に工員

が50人ほどおり、寒いので焚火をしていた。燃や

しているのは薪ではなく、支給品である炭化コルク

の破損品であった。コルクは保温工事に使う大切な

材料で、全部輸入品であった。コルク置場の広場に

はその破損品が山になっていた。

その日のうちに薪を購入し、コルクを焚火に使

うことを禁じた。そして山になったコルクの破損品

を工員にきれいに継ぎはぎさせて、製品として使え

営業態度が見込まれ、給料も15円に上がった。英

一は当時、誰もやらなかったことを考え、実行し

た。店が比較的暇な午前中、近くの家を一軒一軒御

用聞きに回った。それも自分の店が扱う商品だけで

なく、市場にあった米屋や肉屋への注文まで引き受

けて、奥さん達の手間を省いてあげた。これが大当

たりで、英一は近所の誰からも好かれたし、太田屋

でも大変重宝がられた。

また英一は、働きながらよく本を買い、読んだ。

5円の給料のころから辞めるまでの約1年半、英一

の「文庫」は百冊を超えていた。この文庫は、そっく

り後輩のために残してきた。

2 田島応用で
アスファルトを学ぶ

帝国図書館へ通う

1929（昭和4）年11月、古巣の合資会社田島応用化

学工業所（1927年に応用化学研究所から改組・改称）

から呼び出しがあり、英一は迷った末、田島応用へ

移った。今や18歳半ばという立派な青年であった。

田島応用での勤務は工員を望んだ。工員ならば定

時勤務の後、夜学にも行けるからである。ところが、

それまでの仕事で客扱いに馴れているから、という

理由で営業に回された。回る先は金物店、トタン板

店、ラス金網・スレート店、防水工事店、請負業者

などで、その数は東京だけでざっと150軒に上った。

営業先での話といえばアスファルトの説明であった

が、会社に入ってもう半年近く経っているのに、ア

スファルトに関する知識は、まだまだ不十分であっ

た。図書を買って勉強したいと思ったが高価で買え

なかった。何か良い方法はないかと考えて、気がつ

いたのが図書館だった。会社は尾久、自宅は三河島

だったので、上野の帝国図書館（現在の国立国会図

書館国際子ども図書館）へ通うには、京成電車を利

用すれば便利であった。1930年の春から日曜日ご

との上野通いが始まった。

アスファルト関係の図書は5冊あった。利用者も

少なく、いつでも借り出すことができた。市川良正

の『最新化学工業大系』第七巻、藤井真透の『土木大

全』の中の一巻、世界的権威とされていたアメリカ

のアブラハム博士の『アスファルト・アライド・サ

ブスタンス』の訳書などを精読した。1年半の図書館

通いでアスファルトとアスファルト防水に関する事

柄の大半は英一の頭にビッシリと入った。図書館学

習が終わってからは、得意先回りにも自信が持てる

ようになり、ますます仕事に打ち込むようになって

いった。

徴兵検査で兵役を免れる

1930（昭和5）年、英一は数えで20歳になり、麻布

3連隊区で徴兵検査を受けた。当時、男子は特定の

者を除いて20歳になると徴兵検査を受けなければ

ならなかった。結果は丁種ということで不合格で

あった。小児麻痺の後遺症で、右足が不自由であっ

たためであり、兵役を将来にわたって免除された訳

である。

この時代、徴兵検査が済めば一人前と見なされ

た。英一も田島応用での扱いが変わり、防水工事関

り、いっそうの知識吸収に励んでいった。

関西への販路拡大

1934（昭和9）年、池田23歳、関西への販路拡大の

ため大阪出張所勤務となった。

販売方針を市中の商店の開拓に置き、池田は業

者販売を担当した。2～3か月が経ち、商売の中心

は品質より値段、特に安値が重要なポイントである

ことを知り、方針変更を決意した。

重要なことは官庁への宣伝を強化して、田島応

用の商品のマーク・三星印を売り込むことである。 田島応用の京城出張所長時代の池田英一
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るようにした。この結果、コルクの消費量が大幅に

減った。8万坪分必要とされていたものが6万坪分

で済むことになり、3万円以上の材料費節約が可能

になったのである。

この工事に関する収支は、池田が朝鮮に渡った

当初予想された2万円の赤字を解消した上、6,000円

の利益を計上することができた。請負工事というも

のは、現場に配置する人によって結果は大きく変わ

るという教訓を得たのである。

結婚、そして田島応用を退社

朝鮮での2度目の仕事を終えて帰京した池田は、

1939（昭和14）年4月15日、藤原太助の三女・チヨコ

と結婚した。新郎28歳、新婦23歳であった。

池田が大阪出張所に勤めていたころ、藤原チヨ

コはその近くの叔父の家で暮らしていた。彼女は樺

太（現在のロシア領サハリン）の生まれで、都会生活

を知るために大阪の叔父の家に来ており、毎日、田

島応用に出勤する池田の男らしい働きぶりを見て、

秘かに慕っていた。池田もまた少なからず、彼女の

そういう気持を察していた。しかしそのころ、池田

は京城出張所長として転勤の話があり、見知らぬ土

地へ新妻を同行させる勇気はなく、慕い合いなが

ら、別れ別れになった。

朝鮮での仕事を終え、東京に帰って大阪の様子

を聞くと、彼女はまだ独りでいるという。かねてか

らの恋の結実として、池田もようやく家庭を持つこ

とになった。そして翌年、池田は29歳の若さで田

島応用の子会社である、三星産業株式会社の取締役

営業部長に転出した。

このころ、日中戦争は泥沼の状態で、次から次

へと人を動員し中国大陸へつぎ込んでいった。米英

との関係もますます怪しくなり、陸軍は戦争気運を

あおりたて、国民には耐乏生活を強いるようになっ

ていた。重要物資は統制され、アスファルトもその

例外ではなく、工事を受注しても、戦争に貢献する

ものでなければ、配給は受けられなかった。

1941年12月、太平洋戦争に突入し、国の経済、

国民の生活はすべて戦争を軸として回り始めた。物

資統制は一段と厳しくなり、加えて働ける男子はそ

の多くが軍隊に召集されたり、軍需工場に徴用され

たりして極端に減ってきた。池田のアスファルト

商売もその難しさは増すばかりであった。1942年

のある日、三星産業から工事代金を親会社の田島応

用の大阪支店へ送金した。それが後日になって帳簿

に記帳されていないことが判明し、立場上、池田が

疑われた。池田にとって寝耳に水の出来事であっ

た。後に事実が判明するが、池田はそれまで誠心誠

意を貫いてきた人生哲学からして、大きなショッ

クであった。田島応用を辞める決心をし、1年間の

お礼奉公を済ませた後、1943年7月31日付で退職し

た。三星産業を含め、池田が田島応用に在職した期

間は14年8か月で、退職金は2万円を贈られた。こ

の中から在職中の借金5,400円や株の代金など、い

ろいろ差し引かれて、最後に池田の手に残ったのは

7,000円であった。

鐘淵紡績（株）平壌工場防水工事現場
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