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２. 三井家の場合 

 

 2.1 本章の目的 

 

米村千代氏は『「家」の存続戦略 歴史社会学的考察』で、「近世家訓・家憲

では家業の存続が絶対的に重要である。経営体の拡大期や世代継承期は、家業

経営体が不安定化する時期でもあり、その存続を確実にするために家訓・家憲

は制定されたといってよい。」22と述べている。 

 三井高平が三井一家の家法「宗竺遺書」23を制定した動機もまた、米村氏が述

べているような事情が背景になっていると考えられる。また、同苗組織の確立

と同苗及び事業の統括機関である大元方を制度化するため、「宗竺遺書」が制定

されたと考えられる。 

 「宗竺遺書」は高平が高利の遺書に基づいて制定したもので、「兄弟一致・身

上一致」はその中心思想であるといえよう。24その内容として、同族の処世法、

商業上の心得、同族組織や大元方に関する諸規定などが、整然と条文に記述さ

れている。25 『宗竺遺書』は三井家永世の家法として、同苗を結束させ、明治

                                                 
22 米村千代『「家」の存続戦略 歴史社会学的考察』勁草書房 1999、p.73 

23『宗竺遺書』について、三井礼子・山口栄蔵の「『宗寿居士古遺言』と『宗竺遺書』に、「『宗

竺遺書』は高利（宗寿）の長子で惣領家を継いだ高平が、享保七年（一七二一）十一月一

日日付で残した『遺書』の形をとる三井十一家の『家法』である。……末尾の条項に「子

孫に至る迄、此遺書之趣、親分の者申し聞せ、段々判形致させ置可申事」とある通り、末

代の子孫にまで向けて規制力を持つ家法として作らせたものである。このように家法を遺

書の形態で作ることは、江戸時代に広く行われたところであった。」（三井礼子・山口栄蔵

「『宗寿居士古遺言』と『宗竺遺書』」三井文庫論叢 第三号 1996、ｐ.229。）また、『三

井事業史』に、「すでに親分となっていた宗竺は、元禄七年(一六九四)に書かれた宗寿の遺

書を改め、三井家とその事業を規定する家法を制定したのである。この家法は宗竺と宗印

（高治）、宗利（高伴）の二人の奥書・連判を加えて同苗に示され、十二人の同苗がこれを

誓って連判することによって成立した。この『宗竺遺書』はこれ以後ながく三井家の同苗

の結束のシンボルとして意識されつづけた。」と述べている（『三井事業史』、ｐ.24） 
24 詳しくは本論のｐ.12～15 を参照。 
25『三井高利』、ｐ.266 参照。 
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時代に至るまで同族の子孫によって守られていた。26  

林玲子氏は『日本の近世』において、「『宗竺遺書』があってこそ三井は豪

商として近世を生き抜くことができたといえよう。」27と指摘している。『宗竺

遺書』が家存続に果たした役割がわかるであろう。28本章において、「宗竺遺書」

を中心にして三井家の家存続の考え方を分析する。 

 まず、２.２において、同苗組織の形成と共有財産制度の確立、そして、家の

管理機構である大元方の役割について述べる。 

２.３において、家業の存続を第一義としている三井家の「家業を専念すべし」

という精神教育について考察する。また、後継者を育成するために、施した家

業見習いの内容について述べる。 

２.４において、社会的信用を得る手段と政治権力との関わりから、三井的な

経営の特色を考察し論を試みたい。 

 

 

 

 

 

                                                 
26 明治三十三年七月一日施行した「三井家家憲」の前文に、 

三井家ノ祖先ハ苦辛百端同族ノ繁栄トヲ謀リ、宗竺居士二至リ、厳正ナル家制ト犯ス

ヘカラサル家格トヲ定メ、以テ同族ノ基礎ヲ固メタリ、我同族ノ久シキヲ経テ、愈興

盛シ、以テ能ク今日アルヲ致シタル所以ノモノハ、全ク先祖ノ余沢二依リ、居士ノ遺

箴ヲ確守シテ同族ノ家政ヲ統理シタル二由ラスンハアラス、（中略） 

とある。 
27 林玲子『日本の近世 第五巻 商人の活動』中央公論社 1992、p.73 

28『宗竺遺書』の機能について、入江宏は、「宗竺遺書」は以上のようにその成立当初から

単なる相続法的機能をこえて同苗中に機能していったが、その傾向は時代を経るにしたが

って一層顕著となり神聖視されていったようである。天保以降の度重なる火災や御用金の

賦課は、三井家自体の営業状況の不振と相まって相次ぐ家政改革をうながしたが、この間

大元方から同苗各家、各営業店に示された文書には、しばしば「宗竺遺書」の存在がひき

あいに出され、危機に直面してその機能を改めて認識されている。」と述べている。（入江 宏

「三井家における家法・家史・家訓の成立過程とその教育的機能」『宇都宮大学教育学部紀

要 第 1部』通号 20、1970、ｐ.51） 
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2.2 三井の同苗組織 

 

2.2.1 三井家の成立と同苗組織の特色  

 

中田易直氏は『三井高利』において、三井家の創業祖について、「三井高利は

いうまでもなく富豪三井家の元祖であって、今日の三越や三井銀行の前身であ

る越後屋や三井両替店を創業し、三井財閥の礎石を築いた人である。」29と述べ

ている。 

『三井事業史』には、「三井高利は三井家の創業祖と見なされてきたが、高利

のお母さん殊法は三井家の事業を実質的にはじめた人といってもよい。」30と指

摘している。 

本論において三井高利を三井家の始祖とみなし、その家について論を試みる

が、まず、三井家と事業の歴史のはじまりについて、簡単に触れておきたい。31  

三井高利の母殊法は、「女には又無類比売買に名を得」たと伝えられている。

また、殊法の商才、あるいは始末ぶりについて、『商売記』にも多くの逸話が

伝えられている。その殊法には八人の子供がおり、その内、男子は四人である。

養子に出された弘重を除いて、この時期の三井家の事業の経営に参加したのは

長男の三郎左衛門俊次（浄貞）と三男重俊、四男の高利である。寛永四年（一

六二七）、長男の俊次は江戸へ出て、本町四丁目で小間物店を開いた。のちに、

江戸本町の一丁目に俊次は弟重俊と共に小間物店を開いたが、俊次は博奕など

に手を出したため弟重俊と仲たがいし、重俊は店を退いて中橋に新たに店を開

いた。結局、中橋の店は本町四丁目店の顧客の過半をとってしまったため、俊

次の方から重俊へ詫びを入れて、俊次が京都で商品の仕入れに当り、重俊が江

戸店を差配するという、分担をきめて再び兄弟一致して商売をするようになっ

たという。寛永十二年（一六三五）高利は手代奉公として江戸に出て、長兄俊

次の本町四丁目店に勤務した。同一六年に、帰郷の次兄重俊に代わり、本町四

丁目店を管理した。この時期の三井家の店は、俊次家に一本化されており、そ

の系列以外に弟たちが店を持って自立していくことは、重俊のように中橋へ一

時的に店を開いたようにできないわけではないが、容易に許されることではな

                                                 
29『三井高利』p.1 
30『三井事業史 本篇 第一巻』p.6-7 
31 三井家の成立につて、『三井事業史 本篇 第一巻』を参照。また、本論文の付録に「三

井家の先祖略系図」を参照。 
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かった。こうした同族関係のなかの結びつきが強くなっていったのと同時に、

そこから独立することの難しさを知ることができよう。このような情況であっ

たが、延宝元年（一六七三）俊次の病死によって、高利は自立するチャンスを

得た。 

高利は兄の病死後一ヵ月足らずの間に、本町一丁目に「越後屋八郎右衛門」

の暖簾を掲げて小規模の呉服店を開業し、「江戸店持京商人」の理想をようや

く実現した。こうして延宝元年以来、江戸店は拡張をつづけ、また天和三年（一

六八三）六十二才のときに両替業を開業し、以後事業は急速に発展した。 

高利は長男の高平をはじめとして十男五女の子供をもうけた。その子供達が

高利を助けて営業組織を拡大したのであった。高利が元禄七年（一六九四）に

書いた『宗寿居士古遺言』から、同苗組織の構成の傾向が知られるが、高平の

『宗竺遺書』では同苗組織の構成について、本家六軒と連家三軒で、計九軒の

同苗32と定めた。そして、同遺書には、「相定候員数急度相守……於賄方は、右

員数之外加増之相談、末々曽而仕間敷候、畢竟身上向之儀は、内建を以〆くく

りに気を付候へは、如何様とも遣ひ合せ申事候 」と同苗の増加を厳しく禁止す

る。これに関して、「三井家憲物語」には、「新興商人も初期のころは血族の

集団が企業の経営に当っていったが、次第に店が大きくなると暖簾分けなどで、

血族以外の人間も経営に参画するようになった。そこで、同族の範囲を厳しく

規定する必要が出てきた」33と述べている。 

高平が決めた九軒の同苗組織に見られる特色は、 高平が高利の血を重視した

                                                 
32 三井礼子・山口栄蔵「『宗寿居士古遺言』と『宗竺遺書』」には「同苗」の定義について、

「『同苗』とは『三井』姓を名のる親族すべてを指すものではなく、三井高利（宗寿）、妻

かね（寿讃）を親とするつぎの家集団に限定されている」と述べている。この「同苗」組

織のメンバーは以下のようである。 

本家六軒 

 惣領家（北家）  高平（宗竺）……八郎右衛門高房 

 次男家（伊皿子家）高富（宗栄）……元之助高勝 

 三男家（新町家） 高治（宗印）……三郎助高方 

四男家（室町家） 高伴（宗利）……次郎右衛門高遠 

九男家（南家）  八郎次郎高久（宗悦） 

一〇男（出水家） 宗八高春（宗信） 
連家三軒（婿養子） 

 松阪家（長女みね）夫孝賢（了栄）……則右衛門高邁 

 松阪北家（五男の安長の長女）高古 

 小野田家（高平三女すた）  孝俊……八助高紀 

（三井礼子・山口栄蔵「『宗寿居士古遺言』と『宗竺遺書』」三井文庫論叢 第三号 1996、

ｐ.249、注 24 を参照。） 
33 越川三郎「三井家憲物語」『ダイヤモンド』ダイヤモンド社 1953、ｐ.66-72 
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ことである。同苗組織の血縁を維持するために、『宗竺遺書』には、 

  

一 同苗名跡之儀、子供無之ものは随分同苗之内より養子致し相続可致候、

男子無之候ハ、女子にても養ひ、名跡相続致候様に相心得可申事 

 

とあって、同苗各家の養子相続を、同苗中のうちで行うと規定している。 

また、女性の婚姻関係に関して、『宗竺遺書』「女子之事」に述べられている

「女子有之候ハ、随分同苗之内片付候様可相心得候（後略）」とあり、女子もな

るべく同苗の嫁に行くようにと規定している。 

『宗竺遺書』の同族関係に対する規定から、一族の血縁の維持を重視するこ

とがわかるであろう。「同苗中」という特定の家集団の範囲の内での血縁を維持

することによって「家」結合の緊密さを保とうとしているのであると考えられ

る。34 

高平は特定数の同苗による家業経営体を維持しようとした。しかし、同一世

代の子供の数がこの特定数以上になる可能性もある。高平が永世の家法『宗竺

遺書』を制定する時点で、すでにこのようなことの発生を考慮した。『宗竺遺

書』では、同苗組織の拡大を防ぐために、「次男」及び「末子」の処置に対し

て、細かく規定している。同苗の数と割法を規定した項の末尾には、「但次男

末子迄、自然別家取立候とも元手銀を相渡シ、自分賄身上致法也、此子細奥に

有」と次男以下の子供に対して、元手銀を渡して別家させ自立させる。 

元手銀の銀高について、『宗竺遺書』は「次男并末子に至、其親より為元手、

銀子とらせ候儀は、先は其親の分別たるへく候、勿論其時の親分之もの并同苗

元〆相談致し片付可申事」と規定し、親の同苗の内での格の違いに従って、大

元方から元手銀を渡すのである。 

また、別家した次男末子に対して、「次男末子別家に申渡候時、末子に至候

てハ家名は越後屋と名乗候とも、名字なとハ三井を不名乗儀」と、「三井」と

名乗ってはいけないという規定に注目する。要するに、三井家の同苗から排除

しているのである。 

三井家の同族組織は享保期までは九家からなっていたが、北家三代の高房に

よって新たに二連家35が取り立てられ、寛保期には十一家で構成されるようにな

                                                 
34 三井礼子・山口栄蔵「『宗寿居士古遺言』と『宗竺遺書』」三井文庫論叢 第三号 1996、

ｐ.224、注(39)参照。 
35 二連家とは家原家と長井家であった。家原家成立の経過について、家原政俊は高房の長
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った。36 

高房が二連家を増加した動機は知り得ないのであるが、「このことによって

北家の地位が同苗の中でさらに強まったということもできる」37と『三井事業史』

が指摘している。また、「連家設立の事情にみられる高房の強引な意志の貫徹

は、三井家内部に様々な波紋をひきおこすことになったもとも否めない。安永

三年（1774）の持分一件38にみられる三井家分裂の動きの遠因はここにはじまる

といってよいだろう。」39と指摘している。『三井事業史』の指摘から、同族の

範囲の拡大は一族の結束を弱めたとみることができよう。 

この三井十一家という同苗組織は、安永三年（一七七四）に一旦分裂40したが、

寛政九年（一七九七）に十一家の同苗の意志でまた一致になった。41しかし、幕

末になると、大元方財政の窮迫化のため、 十一家の同苗組織を維持することは

困難になってきた。そこで、嘉永二年（一八四九）七月の「申渡書」では、家

原、長井の二連家を三井家の同苗組織から切り離した。42 

                                                                                                                                               
女りくと結婚し、享保十五年（一七三〇）の六月五日の大元方寄合で「今同苗之ママに申

渡候」と定められて、家原家の初代となる。後に高房の五男政凞を養子として家をつがせ

た。 

長井家成立の経過について、長井家は高利の四女かち（寿養）にはじまる。寿養は高房

の三男高陳を養子として家をつがせることになった。元文五年下期の「大元方勘定目録」

には始めて高陳の名で二・五割歩がつけられ、二年後には長井姓を名のるようになった。

（『三井事業史 本篇 第一巻』ｐ.145-146 参照） 
36『近世三井経済史の研究』ｐ.6 参照。 
37『三井事業史 本篇 第一巻』ｐ.187 
38 高房の親分就任にともなって、同苗間に次のような問題が出てきたのである。すなわち、

高房と同じくらいの同苗との間の意志の不統一と、若年の同苗の生活費の増大であった。 

元文四年（一七三九）に、松野・岡本らの大元〆の役人たちは同苗に対し、長文の意見

書を出している。このうち主なものをあげると、（1）文字銀流通によって経営にどういう

変化がおこったか、（2）同苗賄料の増額について、（3）公儀あるいは紀州家との結びつき

を強めることへの不安、（4）兄弟一致の三井家の原則と現状について（5）若年の同苗の行

状について、などである。いずれも、現状に対する強い不安の念を示しているといえよう。 

 この同苗借財は高房の子の高美系統が中心で、借財の増加と同苗不和は安永三年の持分

分けを導いた。寛政九年（一七九七）にはまた一致になった。（『三井事業史 本篇 第一

巻』ｐ.312 参照） 
39『三井事業史 本篇 第一巻』ｐ.146 
40 安永三年（一七七四）十月に、三井家、家制と営業組織の改革を断行する。（安永持分

け） 
41 寛政九年（一七九七）五月、三井家、家産と経営の一元制に復帰した。（寛政一致之建） 
42 その「申渡書」の内容は以下のようである。 

一 家原、長井両家共、発端御取建之節被仰渡候廉を以、手代並ニ致呉候様書付を以願

出、時節とも申気之毒にも存候得共、当節柄尤之筋ニ付願之通聞済遣し、以来同苗列席

相除、改手代ニ申渡、則左ニ、 

一 自雲 勘定名代上席 
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この二連家の切離しにより、三井家は「宗竺遺書」に定められた六本家、三

連家の構成に戻った。43 

以上に述べたように、三井家における同族構成は、基本的に高平の「宗竺遺

書」をベースとしている。本家と連家による同苗組織を構成する特色は、同苗

とは必ずしも同じ苗字ではないという点に注目したい。三井家は異姓をも含め

た十一家の同苗集団によって「三井」の家名と家業を維持しようとしたと考え

られる。 

 

2.2.2 財産の不分割相続と大元方の機能 

 

三井高利の生存中には、京都の両替店を本部にして、営業資本を一手に掌握

し、全事業を独裁的に運営していた。経営上の重要な問題も、すべて 終的に

は彼が決裁した。44高利の子供たちは父の指示を受けて、交替で店々に駐在勤務

した。子供たちの協力の下で、営業組織は拡大してきたが、高利は病気で再起

不能と自覚したとき、遺書を作った。それが「宗寿居士古遺言」45である。 

「宗寿居士古遺言」には遺産配分率（表１）46をきめたが、遺書のあとに掲げ

る長男高平に宛てた次男以下連判の誓約書である「一札」には、「身底一知」47と

                                                                                                                                               
一 伝蔵 平名代上席 

一 清蔵 通勤支配上席 

右之通申渡、尤店表江出勤為致候、廻文等者本店より差出し、店出勤・寄合・仏参等

之節列席之通相心得、尤役料筋本店より相渡候事 

（「申渡書」は『三井事業史 資料編二』資料６を参照）（二連家の切離しの経過について

は、『三井事業史本篇 第一巻』pp.600－605 を参照） 
43『三井事業史』によると、小野田家も実質は切離しと同じ状況にあったが、嘉永二年（一

八四九）の改革が『宗竺遺書』に立ち返ることを名目として掲げていたため、家格は残さ

れた。(『三井事業史 本篇 第一巻』p.605） 
44『三井高利』ｐ.254 
45 この古遺言は元禄七年（一六九四）二月に示された。 
46 表１は『三井事業史 本篇 第一巻』ｐ.49 による。高利の遺産は妻寿讃への遺産分を除

いた総有物高を七〇として十人の子供に分配し、それぞれにその中の割歩を与えるのであ

る。すなわち長男高平に全体の四十一パーセントにあたる二十九の割歩を与え、次男高富

に十三を、三男高治に九を、四男高伴（古遺言には高清と書く）に七・五を、六男利昌に

四・五を、長女みね夫妻に二を、九男高久に一・五を、十男高春（古遺言には高光と書く）

に一・二を、そして取立ての者として安長（高利の五男、一度他家へ養子に行き、不身持

のため実家にもどっている）と俊信夫妻（安長の娘みちとその夫吉郎右衛門）にそれぞれ

一・五と〇・八を与えた。 
47 三井礼子・山口栄蔵「『宗寿居士古遺言』と『宗竺遺書』」には「身底一知」について、

以下のように解説している。 

「身底」は「身代」、「身体」、「身上」などと共に資産ないし家産を意味した。「一知」は「一
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家産の共有を示している。 

 

表１ 高利の遺産の配分比率（元禄七年） 

 続  柄   名     前 割 歩 比率 備     考 

 

長  男 

次  男 

三  男 

四  男 

六  男 

長女夫妻 

九  男 

十  男 

 

八郎兵衛 高平 

八郎右衛門 高富 

三郎助 高治 

次郎右衛門高清 高伴 

源右衛門利昌 高好 

則右衛門 弘孝・みね 

勘右衛門 高久 

九郎右衛門高光（高春）

29.0 

13.0 

9.0 

7.5 

4.5 

2.0 

1.5 

1.2 

% 

41.4 

18.6 

12.9 

10.7 

6.4 

2.9 

2.1 

1.7  

 

 

 

 

 

 

則右衛門は孝賢のこと 

高平忰分として 

高富忰分として 

取立の者 

〃 

宗左衛門 

吉郎右衛門俊信・みち 

1.5 

0.8 

2.1 

1.1 

 

安長の長女夫妻 

計  70.0 100.0  

出所）『三井事業史 本編 第一巻』p.49 

 

高利の息子たちはその「身底（上）一致」という遺志を尊重し、遺産を分割

相続しなかった。この時から兄弟中の共同所有による事業体という形態が始ま

った。 

その後営業も拡大していき、営業組織と同族組織を統轄する管理機構が必要

となっていった。そのための機関として宝永七年（1710）に三井の事業本部と

もいうべき「大元方」が京都に設置された。そして、大元方成立にともなって

同族の共有財産を管理するために、資産全体を示す帳簿「大元方勘定目録」48が

                                                                                                                                               
致」と同義で、「分知」「分割」の反対語である。従って、ここで資産の不分割、つまり共

同所有が申合されているわけであるが、前後の文脈のなかで読めば、宗寿の遺書によって

兄弟各人への「元手金」の配分率が定められ、分割相続の原則が打ち出されたけれども、

それにも拘わらず、自分たち兄弟一代の間は従来通りの不分割を続けようといっているの

である。連判者のうちから、遺書に示された配分率による「元手金」の分与を請求する者

が出たときは、宗寿死後、父代りの位置につくことを一同が承認した長兄高平（八郎兵衛）

の判断に一任すると言う文節に続いているのもそのためである。要するに、この時点では

家産の共有は暫定な措置として申合わされているにとどまっていて、制度化されてはいか

なかったと解される。（三井礼子・山口栄蔵「『宗寿居士古遺言』と『宗竺遺書』」三井文庫

論叢 第三号 1996、ｐ.224、注 17 参照。） 
48 宮本又次「第一章 江戸時代の企業者活動 四 商店組織の整備」『近世日本経営論考』

ｐ.28。「大元方勘定目録」の決算方式について、宮本氏は「これにおいて複式決算がもっ

とよく行われている。各年度の「大元方勘定目録」の冒頭において期首純資産（期首資産

－初期負債）の計算が行われていた、これをもとにして期末決算が示されている。つまり

期首純資産に負債を加えたものを期末資産から差し引いて当期損益を算出している。そこ
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はじめて作成された。 

大元方の成立当初（宝永七年 1710）の人的構成は同族各家の主人によって構

成され、役員は高平・高治・高伴を中心に、高久・高春がこれを補佐し、それ

に常務役員として元〆役（重役）の中西宗助がこれに関係していた。そして、

この年から寄合49と称する会議によって万事を規定し運営した。 

事業の整備について、これまで本店一巻50、京・江戸・大坂の両替店、綿店、

御用所などが、それぞれ独立した経営を行い、営業成績のよいものと、悪いも

のとが生じていたが、それを大元方によって一括管理される。それまでは両替

店が越後屋呉服店の資金の管理を行ってきたが、代わって大元方が資金の管理

を行うようになった。51 

大元方が資本の全体を管理して、本店一巻や 京・江戸・大坂の両替店、綿店、

御用所などの各店に元建金（資本金）を融資し、それに対して功納金（投資資

本に対する利潤のようなもの。上納金）を受け取った。52そして、その中から同

族の賄料などの生活費や役料、普請料、諸雑費を支出した53。その残りを繰越金

（運転資金）として大元方の資本金に併合していく仕組みになっていった。店々

の自立54の上にたって、それを規制する制度としての大元方は、同時に同苗各家

を強く結びつけていった。55  

また、このような仕組みを通じて、大元方への店々の利益金の集中と資金の

増大によって、三井家の資産規模は急速に拡大していった。56元禄七年の『宗寿

居士古遺言』では全資産を七〇に割って各人の資産高を計算していたのが、享

保四年（一七一九）の「大元方勘定目録」には割法の数を二三〇57に改めている。

                                                                                                                                               
で両者の計算が完全に一致している。三井の財務報告は貸借対照表と損益計算書とを含む

複式構造をとっている。」と説明している。 
49 この時の寄合は月二回、だいたい一日と十五日の前後であった。春夏は巳時（十時）、秋

冬は辰時（八時）集合と厳しく申し渡されていた。（『三井事業史 本篇 第一巻』p.101 参

照） 
50 宝永二年（1705）、三都の呉服店は「本店一巻」として統合された。 
51『近世三井経営史の研究』p.2 参照。 
52 同上。 
53 この時期の同族への賄料の配分は各家一律ではなかったが、定率支給でもなかった。 
54 各営業店は独立採算制を採用していたので、この功納金は各店の営業成績により異なっ

ていたが、それは各店の収益率を反映しており、平均すると約十二％であった 。（『江戸期

商人の革新的行動』p.25 参照） 
55『三井事業史 本篇 第一巻』p.124 
56『三井事業史 本篇 第一巻』p.119 
57『三井事業史 本篇 第一巻』によると、この二三〇割のうちに一〇が「元〆心当」とし

て与えられているのであり、続いて「連家クラスよりも多い割歩が与えられているという
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58 

享保七年（1722 ）高利の長男高平は父の『宗寿居士古遺言』を改め、三井家

永世の家法『宗竺遺書』を作成した。『宗竺遺書』では財産の総有高を二二〇59と

し、九軒の同苗による財産の共有制を確立し、同苗組織と大元方の統合や規制

をさらに強化した。 

2.2.1 に述べたように、「宗竺遺書」には同族組織を九軒の同苗と定めた。同

苗の結束を強めるため、「同苗一致・兄弟一致」60の原則を掲示した。次のよう

である。 

 

一 同苗共益心を同ふし、上に立つものハ下をめぐみ、下たるものは上を

うやまふへし、我々ハ兄弟にしてむつましく、此末は又左にあらす、然は

弥心ひとつにし、建置家法・礼義をみたさす、能慎守る時は益栄へるの利、

人各其心有、かれが心をくみ、我を計て事をなさは能調る、己を立人を敬

さるハ、外調とも内和せす、ふくせさる時は乱也、此旨能々心得へし奢生

る時ハ家業を忘れ、其商にをろか成時はなんぞ繁昌せん、只一家したしく

身を慎、私はなく眷属を能めぐみ、家業おこたりなき時は、弥繁昌相続可

致事。61 

                                                                                                                                               
比率上の問題だけではなく、いわば同苗と同じように扱われているという元〆たちの位置

の高さを改めて知ることができよう」と指摘している。（『三井事業史本篇 第一巻』p.120） 
58 『近世三井経営史の研究』には享保三年（一七一八）と記している。（賀川隆行『近世三

井経営史の研究』吉田弘文館 昭和 60、p.3 参照。） 
59 享保四年の「大元方勘定目録」の身上割と違っているところがあることについて、『三井

事業史』には「享保初年の場合はこの身上割のなかに「元〆心当」として一〇が加えてい

たのであるが、「宗竺遺書」にはこれがない。遺書の場合、本家・連家のほかに余慶という

「本家連家次男并末子取立之心当」一〇を加えて財産分配がなされている。（本論文のｐ.16、

表 2を参照）ここには「元〆心当」一〇を加わっていない。このことは、宝永初年の「高

富草案」で「後見之家」とされた元〆層を三井家のなかに入れていたのが、「宗竺遺書」の

さいに、はっきりと排除されることになったことを意味している。」と説明している。(三

井文庫『三井事業史 本篇 第一巻』1980、p.127） 
60 家産、家業の同族による共同所有・管理。 
61 この項について、『三井事業史』は、「この一項は遺書前文のいちでも中心的な部分であ

って、同苗の一致協力を強調し、そのため各人の自制と謙虚、そして勤勉を求めているの

が印象的である。商人はまず身につけるべきこれらのことは、「頭領」としての三井家同苗

たちに求め、ついでに同じことが手代たちにも求められている。……宗竺・宗印・宗利と

いう創業以来力を合わせ、家族の発展に努めてきた兄弟たちの間に意思の疎通を欠くこと

はない。……しかし、それがいまでも続という保証はない。三井家の将来のことを考えて、

同苗一致の原則を家法として成文化して残すことがどうしても必要だと宗竺などは考えた

のであろう。宗竺が遺書の末尾において、再び「兄弟一致」の原則を強調して終えている

ところからも、これが遺書の も重要なポイントとみてよい。」と述べている。 
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    もし、「兄弟一致」で、同族が家全体の利益を第一義にすれば、家の和合と隆

盛を期することができると述べている。『遺書』の末尾には、「我等相果候以後、

兄弟一致にむつまじく、諸事申合励べし……各兄弟心合せ候時者、国に危うき

事なしと被申置候」と再び「兄弟一致」の重要性を強調した。 

そして、三井家の代表として親分が置かれ、同苗に対する規制力をもってい

た。62 

『宗竺遺書』には家格と各家間の釣合を考慮して、同苗の持分比率と賄料定

高について定めている（表２）。  

 

 

                                                 
62「親分之事并仕置之次第」の項は以下のようである。 

 

一 親分は一家惣親分と相心得、其以下のもの共、実の親のごとく能仕へ、其志にた

かず、申付る品、急度相守申候、夫過候ハ、総領家故八郎右衛門親分に罷成可申候、

併八郎次郎宗八は我等宗栄養子に、宗寿被致置候事、乍去老分之物ニ候へハ八郎右衛

後見に、両人一代 罷成可申候、諸事相談を以て家法旁可申付候、扨八郎右衛門果候後

ニ至、忰幼年に候ハ、順々に本家六軒之内年かさ成もの両人宛親分に罷成可申事。 

     

但八郎右衛門家はいつ迄も総領家に相立可申旨宗寿遺言也、然は八郎右衛門枠、

老分に無之候とも、其器量見届、其時の親分惣領へ相譲り、其節の親分は後見に相

成、かんぼう可致候、尤挨拶等の儀も順々に相心得、又は年かさ成もの其心得を以

時々見合、家の建を以、親分のもの可申付候、尤いつ迄も兄弟格に相心得事附末々

宗印宗利を始、親分に罷成候時、同苗之もの共より正月鏡餅すへ可申事、扨八郎右

衛門方之儀は、総領家に候得は、いつ迄も正月鏡餅送り可申候、勿論一家妻方并手

代共椀飯是迄之通八郎右衛門方にて祝ひ可申事。 

 

この項から、三井家の親分（首領）は原則として総領（長男）家から出すことを念頭に

おきながら、創業期の功績や総領家当主が幼年の場合の措置を考慮にいれていたことがわ

かる。しかし、『宗竺遺書』制定当時から、幕末期まで三井家親分の就任年代はつぎのとお

りである。 

高平（北家二代）享保四年（一七一九）〜元文二年（一七三七） 

高房（北家三代）元文三年（一七三八）〜寛延元年（一七四八） 

高弥（新町家三代）明和七年（一七七〇）〜安永三年（一七七四） 

［安永四年（一七七五）安永持分分け〜寛政九年（一七九七）寛政一致建］ 

高清（北家五代）寛政十一年（一七九九）〜享和二年（一八〇二） 

高祐（北家六代）天保七・八年（一八三六・一八三七） 

高満（新町家六代）安政二年（一八五五）〜同五年（一八五八） 

このように三井家の親分は総領家と三男家の両家しか出ておらず、この遺書の条項とや

や異なる展開を示している。（三井礼子・山口栄蔵「『宗寿居士古遺言』と『宗竺遺書』」三

井文庫論叢 第三号 1996、ｐ.250、注 26 参照）。 
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表 2「宗竺遺書」による同苗各家資産配分       

また、大元方が支出する同族関  

係の費用について細かく明示して

いる。各家間の紛争を回避するた

め、『宗竺遺書』の末尾には「尤賄

料は大元方より法之通受取、分限

相応之格を以兄弟一致にむつまし

く諸事申合相励へし」と書いてあ

る。この持分比率と賄料定高は各

家の生活水準の基準としての意味

を持つようになっていった。    
（出所：『三井事業史 本編 第一巻』ｐ.127） 

 

このように、家産は不分割で、大元方が同苗の財産を一括して管理し、各家

の持分比率で事業の共同出資をなす意味で、今日の持株会社と類似する。事業

と資本の共有は、同苗兄弟が共同してその運営を分つ仕組みになっていった。 

『宗竺遺書』には大元方を「一家根元之所」63と称している。大元方係りの同

苗について、「大元方頭領役之事」の項をもうけ、同苗のうち、老年で見識のあ

る者が三人ずつの頭領役を選び、大元方や店務の管理、親分の補佐、寄合の参

加、商の評議などを務めさせると指示している。 

『三井事業史』は、「『遺書』には大元方の仕事としての営業方針の決定、勘

定目録の吟味など営業全般の管理を行うことを定められてあり、いわば特定の

同苗が「元方掛同苗」となって三井家とその事業全般を統轄していたのである。」

64と述べているが、特定の家（例えば総領家）による支配・管理ではなく、同苗

内の有能な同苗が三井家とその事業全般を統轄していたというべきであろう。 

頭領役を補佐する元〆役についても『宗竺遺書』には、「元〆役之事」の項を

たて、以下のようである。 

 

一 元〆は家の守り第一役人ニ候、主にしつ有時ハいさめを入、下に非あ

れハ是を異見し、上下相調候て家相治り候心掛専要ニ候、主人たるものも

                                                 
63 『宗竺遺書』、「大元方頭領役之事」の項。 
64 p.129。 

名  前 割歩 比率  銀  高 

 

八 郎右衛 門（高房）

元  之  助（高勝）

三  郎  助（高方）

洽 郎右衛 門（高遠）

八 郎 次 郎（高久）

宗 八（高春）

則 右 衛 門（高邁）

吉 郎右衛 門 (高古) 

八 助(孝紀) 

余           慶 

 
  62 
  30 

  27 

  25 

22.5 

22.5 

   8 

   6 

   7 

  10 

      ﹪
 28.2

 13.6

 12.3

 11.4

 10.2

 10.2

  3.6

  2.7

  3.2

  4.5

      貫   匁
  3,707,104
  1,793,760
 1,614,384

 1,494,800

 1,345,320 

 1,345,320

   478,336

   358,752

   418,544

   597,931

     計  220 100.0 13,154,251
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猶元〆にハ其致し下の下知届キ候様の致方尤ニ候、主人よりも重ク其言葉

を用ひ請る時ハ、おのつから下其下知にたかふ事なし、併人々年老候てハ、

却而物ことくんじやうに成り申物ニ候ヘハ、元〆役人も且は五十五六才を

限り可申候、兼而其人を見立、見習に差入可申候、乍去年老候とも、未可

勤躰又は心得在之もの、右数年にハ限り申間敷候、役目ゆるし候とも、事

によりいつ迄も大切ニ相談ニハ相加へ、寄会等にも相勤させ申儀も可有之

候間、其心得可有事 

 

   但元〆役器量之ものを見立、新に申渡時ハ、名代より撰出可申候、然は 

  元手金等は名代役之節申渡置候上は、自今之所大元方ろり元〆役料可申渡  

  候、然る上は其店掛りより役料相止メ、元方一方口に片付可申候、尤元〆  

  申付候て、格別之働有之候ハヽ、同苗相談之上、臨時に褒美又は元手銀加   

  増なとの仕形も可在之事65 

 

この「元〆役之事」の項から、元〆役と家の主人とを区別し、店の奉公人で

ある名代から選出するので、非血縁者であると考えられる。66「元〆は家の守り

                                                 
65 但書きの下の付けたりは以下の通りである。 

付元〆役人数は六七人ニ可限 

    此内 

   江戸表     弐人 

   京都      三人 

   大坂      壱人 

  凡如此相建、本店両替店綿店以外其店々割を以、兼帯致させ、諸事手ぬけ無之様に可

申渡事 
66「『宗寿居士古遺言』と『宗竺遺書』」によると、『宗竺遺書』が制定された翌年、享保九

年（一七二四）享保九年（一七二四）末の元〆役は次の通りである。 

京都中西宗助（本店） 

  小林宗兵衛（〃） 

  岡本伝右衛門（〃） 

  橋井利兵衛 （〃） 

  松野次兵衛（両替店） 

江戸脇田太右衛門（本店） 

  遠山忠兵衛（両替店） 

（三井礼子・山口栄蔵「『宗寿居士古遺言』と『宗竺遺書』」三井文庫論叢 第三号 1996、

ｐ.259、注 88 を参照） 

このように、享保九年元〆役を担当した者は非血縁関係者である。しかし、『三井事業史 
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第一役人ニ候」と評価されていることから、元〆が重視されていることがわか

る。「上下相調候て家相治り候心掛専要ニ候」とあるように、元〆役は三井家全

体を管理する役であるので、元〆役の能力が重視される。元〆役は基本的に定

年制であるが、有能な者は年限を越えても健康でいれば任用することになる。 

親分と頭領役という「元方掛同苗」と元〆は大元方運営の中心となる。各店

は大元方によって統括された。また、大元方は各家の家格に従って旦那衆賄料、

同苗役料、隠居料、養育料、婚姻料など同苗生活における諸費を支給し、同苗

の生活を規制していた。そして、諸事を検討する会議として寄合は定期に行わ

れていた。67 

以上に述べたように、大元方は営業組織の統轄という点と、共有財産の管理

という点で機能していた。また、上記のことについての協議機能を有している。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
本篇 第一巻』によると、元〆役になった同苗（小石川家四代高董）がいた。（『三井事業

史 本篇 第一巻』ｐ.324） 
67 この点に関して、土屋喬雄氏は「大元方及び家憲に通ずる根本精神は封建的家族主義の

それにほかならないのであろうが、総領家の独裁・專制を排し、諸事を協同・合議によっ

て決定する點、全体の運営において綿密なる計画性がある點、その他多かれ少かれ合理主

義的精神も加味されていることを、看過してはならない。」と述べている。(土屋喬雄「徳

川時代における三井家経営史-〔1〕-」『経済学論集』東京大学経済学会 1953.07、p.32) 
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2.3 三井家における家訓・教育の特色 

 

2.3.1 家業第一主義   

 

2.1 に述べたように、三井家は「同苗一致」、「身底一知」により、家の拡散を

回避し、家意識68 を強化している。入江宏は「封建庶民において、『家』の具体

的表現の場は家業であった。家業こそ、家の存在根拠であり、その精神の体現

であった。」69と述べている。家の永続すなわち家業（family business；family 

occupation）70の永続を図るために、同苗の家業意識の強化が要求されると考え

られる。 

『宗竺遺書』はまず家業は祖先から伝来したものだと強調し、同苗の家業意

識の強化を図っている。その二項目は、 

                                                 
68 商家の『家』意識について、『東洋倫理思想史』には、「江戸中期以後の町人の性格を

理解するためには、そこに生じた家意識に注目せねばならない。それまで武士や農民上層

部には家意識は相当に強かったが、町人たちのあいだでは家意識はそれほど強いとはいえ

なかった。しかし享保頃から商業組織の確立とともに商家の経営が個性ある個人経営から

組織的経営に移っていくと、彼らの中の家意識が次第に強くなった。」とある。（「町人と『家』

意識」、相良亨『東洋倫理思想史－現代哲学選書 7』学文社 昭和 52 年、ｐ.176） 

 また、『日本史講座 6 近世社会論』には、「近世には村においても都市においても小経営

体の家が広く形成され、死者・祖先崇拝の主体ともなって、子々孫々へと永続してゆくこ

とを希求する主体的な『家』意識をもつようになったが、それは子供を家を連ねてゆく存

在として強く意識する契機となる」と指摘している。（大藤修「Ⅰ小経営・家・共同体」、

歴史学研究会『日本史講座 6 近世社会論』東京大学出版社 2005、ｐ.17） 
69 同上、p.6 
70「家業」について、『歴史学事典【第八巻 人と仕事】』には「生業を家族で継承する意味

合いでは、世界の各時代・地域に広くみられる。日本史の社会構成上は、特定の氏族や家

が、特定の学問や知識・技芸・業種（道・業）を占有し世襲する仕組みを言う。」とあり、

「商家の家訓でも、家業の維持が多く強調された。日本の近世社会では、家業の種類によ

り家の身分が分けられ（兵農分離）男性家長による単独相続を基本に経営を維持した。一

面では嫡子以外の成員が新たな生業を開拓して社会を活性化させたが、家業を固定に世襲

する体制が国家と社会を覆い、個人の自立や才能発揮、自由な競争を阻害した面も否めな

い。」と指摘している。（pp.83-84） 
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  一 我家は宗寿より伝へ置れ候家業相改相続、于今至益繁昌する事、是祖

父之冥加也、子孫弥難有可存事 

 

とあって、家業は先祖から伝えられたもので、子孫は感謝の気持ちを込めて、

それを後世に伝えへるべしと教諭している。 

安藤重雄は「店主は、経営体統合の中心でもあり、その権威づけはどの家訓

においても腐心している。その共通的な傾向は、権威の源泉を「先祖」にもと

める所である。」71と述べているように、『遺書』は子孫たちに家に対する求心性

を持たせるため、権威の源泉を「先祖」にもとめている。 

また、宮本又次氏は『近世商人意識の研究』において、先祖の心にかなうよ

う身を慎み家を大切に守ることを、「吾即ち先祖の手代なりとも思うべし」72と

述べている。 

『町人考見録』の跋にも「元親の働きより世上の通用金銀、しばらく預るに

同じ。」73 とあって、親が残った財産は子孫の物ではなく、家に属しているので

ある。子孫は先祖の手代同前で、家業を相続し益々繁昌させることは子孫の責

務であると述べている。 

家業を相続し益々繁昌させるために、三井家の家長たちは家訓や教訓書にお

いて、子孫たちに「家業の励み」の大切さを強調し、「家業に専念すべし」と諭

している。三井家の家法である『宗竺遺書』の四項目に「家業おこたりなき時

は、弥繁昌相続可致事。」と述べている。また、五項目に「多年心に無懈怠商の

みちを能勧、眷属を養内を治め外家業をこたらされハ家栄る也」と述べている。

高平の考えでは、三井家の家業の存続はすなわち家の存続であるので、家業に

励むことを極めて重視する。 

三井家の創業祖である高利の教訓書『松樹院殿御教書寫』には、「人になれ餓

鬼畜生もめのまへにあるそ家業をせんに行へ」74とあって、後の世代の者に奢る

心が生じることを戒め、家業に専念して出精しろ、と説いている。高利が「日々

商売人ハ片時も商の心離れ候てハ、立身成不申候」75と述べているように、商人

                                                 
71 安藤重雄「商家の家訓」『大阪商業大学論集』通号 50、1977、p.45 
72『近世商人意識の研究』ｐ.223 
73 三井高房『町人考見録』、中村幸彦『近世町人思想』所収、東京：岩波書店、1996、ｐ.231 
74 これについて、高蔭「人の心卑劣にして、貪るハ餓鬼也、業を怠り自立事能はず、人の

ために養るゝハ畜生なり、故受得る家業を專一に行ふべしとの示なり、」と註釋している。

（『本稿三井家史料北家初代三井高利』ｐ.92 参照） 
75「北家初代高利 逸事」、『本稿三井家史料北家初代三井高利』、p.123 
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として、商賣によって身を立てるので、片時も商に励む心を忘れてはいけない、

だから、商売すなわち家業に励むことは商人の職分であると述べている。 

家業の専念を強調していた高利の家業経営の姿勢について、『商売記』には、 

 

宗寿被仰候ハ、人一生、商売之外のたのしみ致申儀無分別成事、碁・将棋

或ハ博奕など、勝負を楽しみ申もの、人々在之、晝夜商の道、無油断工夫

候へバ、其規模一日ゝに商売の工面能成候、是楽の第一、惣じて我家職の

儀を、昼夜はまり候へバ、色々の妙出来、楽に成申事に候。更に勤苦労な

どヽ、心得候ものは、夥敷了簡にて候、依之外遊芸に気を入申事無之、一

生商の道楽に思召候事、76 

 

とある。商売のほかに「遊芸に気を入申事無之、一生商の道楽」といわれたよ

うに、趣味も道楽もせず営々として商いに努力した高利の家業に対する集中度

をうかがうことができよう。また、『家伝記』に「元祖生得第一正路にし家業

の外、假にも他念なく、少も奢無之、勿論一銭の費を第一きらひ（後略）」77と

記しているように、高利は家業に専念し、三井家の模範とされている。 

しかし、中田易直は『三井高利』の序の冒頭に、「高利は仏教を信仰すること

深く（後略）」と述べている。鬼沢正も『三井の縁故社寺』の序において、「三

井家は、家祖高利以来、代々神仏の信仰が深く、祖先の祭祀を殊のほか大切に

してきたようである。」78と述べている。高利は「神仏の信仰が深く」といわれ

ているが、『北家初代高利』の逸事に、高利の仏道に偏らないようにという訓戒

は注目に値する。以下のようである。  

  

宗寿被仰候は、商人にかぎらず、儒佛両道に心得、一向佛道にかたより候

へば、家危成候事79 

 

高利は職分80を意識して、「商人に限らず」と発言したのであろう。商人の職

                                                 
76『本稿三井家史料北家初代三井高利』所収、pp.121-122 
77 『本稿三井家史料北家初代三井高利』所収、ｐ.118 
78 鬼沢正『三井の縁故社寺』経済界 平成 7年 9月。中田易直も『三井高利』の序の冒頭

に、「高利は仏教を信仰すること深く（後略）」と述べている。(『三井高利』p.1) 
79「北家初代高利 逸事」『本稿三井家史料北家初代三井高利』ｐ.129 
80 職分の意識について、宮本又次は「近世社会の集団意識は職分関係を通じて認定すること

が出来る。職分とは士・農・工・商の関係である。職業は封鎖的家内経済の解消と共に、
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分は家職に励むことであるから、家職を他人に任せると、家の破滅を招く恐れ

があるので、たとえ仏教信心でも度を越さないように戒めている。 

宮本又次は『近世商人意識』において、「信仰の要素は案外に家訓・店則に於

てを重きをなしてゐる。」と述べているが、『宗竺遺書』の末尾近く特に設けら

れた「仏神信心之事」の項で次のように戒めている。 

  

  神仏を敬ひ、儒学を心掛候事、人道に候。然ともいつれにても過候へハ、

其身の家業おこたり、おのつと異形の人の様に罷成候。仏に心さし過たる

ものハ出家のことく、神道にたより候へハ禰宜巫のやうに成、儒者は利に

つくし人をあなとる、おのつと商売うとく成家を滅す、各それぞれの行作

有、然るに外之事に気を移し、代々の家職粗略に致候事、仏神の妙慮に叶

へき哉、又仏神の為に金銀財宝をなけうち、莫大のつゐへ致候事大キ成非

が事（＝僻事；筆者注）と存候、仏神は其人の心に有、然るを金銀出し候

て善を調候様成事はあるまじく候、中川等之仕形は先祖の不孝、其身の私、

是より外あるましく候、親類たるもの、なんぞ其非をとかめさらん。 

 

仏神の信仰などは、本来その人の心にあるものである。自分の身を慎み、家

業に専念することはなによりも大切なことで、それに努力をせずに、安易に神

に祈り、仏を供養し、僧に手向をなしても、何の利益もあるものではない。高

平はそういうような人を「異形」だと喩え、そんなことを「非が事（＝僻事）」

だと考え、家業に専念しないものに対する批判が強い。また、仏神のため、金

銀を浪費するのは筋道が通らないことで、「先祖への不孝」だとされている。「宗

竺遺書」には神仏のため、家職を粗略した中川等は「先祖の不孝」だと批判し

ている。 

高利も、「人々家職能勤候へバ、主人の忠、親への孝、世上よりも被誉、直に

後世の道にも相叶候事、」81と述べて、家職を務めるのは親に対する孝行であり

「後世の道」＝仏道にもかなうものだと説いている。 

高利をはじめ三井家の子孫たちは、佛教信仰はほどほどにすべきであると意

                                                                                                                                               
特化と生産分割により職業の分岐が現はれたが、封建社会の固定化すると共に、特に近世

封建に入り身分制度が厳然となると共に、身分と職業とが結ばり、一定の職業は社会的身

分に一致し、茲に『身分的職業』の概念が生じた。」と「職分」の定義を示した。（宮本又

次『近世商人意識の研究』ｐ.4） 
81「北家初代高利 逸事」『本稿三井家史料北家初代三井高利』ｐ.127 
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識してきた。佛教信仰のため、家業を粗略にし、家を潰すことは何の利益もな

いというのが三井家の考えである。 

家業を粗略にする者や商いに心がけのない者への処置について、『宗竺遺書』

には、 

 

一 同苗之内、親分之差図を不請家業粗略に至し、不届之ものは、同苗相

談之上隠居至させ候歟、又は勢州押籠仕置可申付候、夫とも別心在之もの

ハ、評議之上手前之列を除可申事 

 

とあって、祖先から引継いだ「家業」を粗略する者は同苗の合議の上、隠居さ

せるか三井家の発祥地の地の伊勢松阪に押し籠めてしまえ、さらには同苗から

除名せよと説いている。 

 「家業」を粗略にする同苗に対する処置から、三井家は「家業」を如何ほど

重視していたかがわかる。「家業」を存続させるために、同苗子弟に「家業への

専念」の態度と家業への勤労を要求している。三井家の場合、商人の職分を堅

持し、儒学も信仰も「家業」の次としている。三井家は「家業第一主義」であ

ると言えよう。 

 

2.3.2 同苗子弟の教育 

 

すでに述べたように、「子孫は先祖の手代」であり、「家業」と「家産」の「管

理者」であるので、「家業」と「家産」の管理に際し、それなりの能力が問われ

る。 

相良亨は「町人と『家』意識」において、「徒弟主義と能力主義」という項を

取り上げて「商業社会は当時の武士たちに較べてはるかに変動と危険の多い世

界であり、ただ祖先のやったことを踏襲するのではなく、その時々の状況に即

応して判断を下し適切な行動をする必要があった。……すなわち江戸中期以降

の町人社会では、一方において奉公・分限・体面等の封建意識を強くし、家意

識を強化したけれども、他方では能力主義・実力主義が重んぜられた。」と述べ

ている。82 

大藤修は「家における子育ての目的は将来家を担いうる一人前の主人・主婦

                                                 
82「町人と『家』意識」、相良亨『東洋倫理思想史－現代哲学選書 7』学文社  昭和 52 年 ｐ.178 



 25

に育て上げることにあった。子育ての良し悪しは家の存続・浮沈に関わったた

め、人々の関心が高まり、百姓・町人の家訓にも育児と教育の仕方に言及した

ものは少なくなく…略。」83と述べている。三井家は家訓及び教訓書によって、

同苗の家（家業）意識を強化するほか、家業管理者の能力を極めて重視してい

る。 

『町人考見録』の序文に、 

  

京・江戸・大坂の町人は、其先祖、或は田舎又は人手代より次第に経あが

り、商売をひろげ、富を子孫につたへんと、其身一代身をつめ、家職の外

に心をおかず、かんなんしんくを積で、其子家を継、そのものは親のつま

しきことを見覚え、又は其家のさめでと富ざるうちに生立習ふ故に、漸其

一代は守り勤むといえとも、又其孫の代に至りては、はや家の富貴より育

立、物ごとのかんなん、金銀を大切ということをしらず。故に自然と世風

を見習ひ、心高ぶり、家職をひとにまかせ仕置て、うかうかと月日を暮し、

身躰に物入多成行まゝに、その身も漸年老、物心付といえとも、家業の道

をしらず、物入の多なるにまかせ、手廻しに人の金銀を請込、次第に利ま

どひに成、果は家をつぶす者、世のならわしと成。凡京師の名ある町人、

二代三代にて家をつぶし、あとかたなく成行事、眼前に知る所也。 

 

とあるように、およそ京の有名な町人の二代、三代目は「家の富貴より育立、

物ごとのかんなん、金銀を大切ということをしらず」がため、創業の艱難も知

らず、守成の難しさも分からない。二代、三代目が家を潰した原因は、「家職を

ひとにまかせ」、「家業の道をしらず」に帰結することができよう。子弟を育て、

「家業の道」を教えるのは家長の責務であり、後継者の良し悪しも教育に関わ

っている。 

 『商売記』には高利の長兄三郎左衛門家における教育を誤った例を取り上げ

ている。俊次（浄貞）は河村瑞賢と相識る程の人物で、事実天才的商才の持主

で家業は隆盛を極めた。しかし後嗣の教育を誤り、一子韶貞には遊芸を習わせ

て屋敷に舞台を造り与える程であった。『商売記』は「右の通り先浄貞儀は、無

隠商人にて候へども、一子計在之故、子の教方あしく」「韶貞儀は一生秤目も不

                                                 
83 大藤修「Ⅰ小経営・家・共同体」、歴史学研究会『日本史講座 6 近世社会論』東京大学

出版社 2005、ｐ.18 
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存候」と述べている。三郎左衛門家の衰微はこの二代目の無能によって決定的

になり、同書は、「後韶貞商人之心無之故、子三郎左衛門幼少より、家職の教え

方存不被申候故、三郎左衛門商人之心無之、手代他人迄是を見下す」と述べて

いる。後継者の無能は教育を誤っているからであると見ることができよう。 

このような身近な例で三井家の家長たちは家存続の難しさと後継者の育成の

必要性を痛感したのであろう。商業能力を重視した後継者の育成につとめてい

る。 

入江宏は「町人社会における家業意識と教育」において、三井高利が子供に

行った教育について以下のように述べている。 

 

三井高利は、寛政七年、長男の高平が十五才になると直ちに長兄の江戸

本町四丁目店に出向かせ、店務について商売の道を見習わせている。翌八

年には次男高富が十五才になり、これも高平同様長兄の店に出して、手代

同様に働かせた。本町四丁目店ではこの両人に対し、一年間に木綿の着物

一つ、惟子一つの仕着と、五節句、夷講などに銭百文ずつを小遣いに渡し 

た程度の待遇であった。三男高治が同店に出向かされた時などは、他の丁

稚と全く同じ扱いで、店の手代全員の給仕をしてから後、裏店の男共と一

緒にようやく食事をするというような生活であった。84 

 

 高利は子供たちに「商売の道」を身に付けさせるために、長兄の店に送って

見習いをさせた。「手代同様に働かせた」・「他の丁稚と全く同じ扱い」というこ

とは、京の大町人の二代、三代目のように「家の富貴より育立、物ごとのかん

なん、金銀を大切ということをしらず」のようなことを避けようとする考慮を

込め、子供たちに質素倹約を躾けるためと考えてよい。また、子供たちが「家

の手代」であることを意識させるためであると考えられる。 

その薫陶を受けた高平は『遺書』において、「子孫家業入見習之事」の項を立

て同苗子弟教育のカリキュラムを示している。その訓練課程はより具体的で体

系的である。 

 

一 男子十弐三才より京本店に差置、子とも同前ほとに致させ諸事仕入方

見習せ、十五才より江戸本店へ遣し、二三年相勤初登り致、在京之内又本

                                                 
84 入江宏「町人社会における家業意識と教育」、日本史研究会『日本の教育史学』、p.16 
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店に差置、此節は一方の買方承り、帳面当り等役目相勤させ、二十より又

江戸へ差下、此度は本店にて一方之役儀受取、帳面等之儀委ク呑込、二十

四五にて登り、本店へ前のことく相勤、買方帳面等之儀を相覚へ、其内一

年大坂へ罷下り第一呉服店差置候て、呉服方之儀不及申両替店綿店買方見

習、又廿八九にて江戸へ下り、此度は綿店罷在、一切を見覚、此節上州ま

たは郡内、山方買物等、所々見廻り、見覚可申候、尤二十以上は店々罷在

候内、所々目録の節は支配人と立会、勘定致し方自身手掛、尤判形仕可差

出候、右之内一ヶ年計、京都両替店にも相勤可申候、三十以上は夫より親

分の者勤方差図可申付候間、其旨相心得可申事 

 

以上のカリキュラムについて、『三井事業史』は年令順に次のように整理して

いる。 

 

 十二、三歳 京本店で子供同様に諸仕事仕入方の見習いを行う。 

 十五歳   江戸本店で二、三年勤めさせ、初登りのあとは京本店で買方

を担当し、帳面当り役などを勤めさせる。 

 二〇歳   また江戸へ出向き、本店で一つの仕事を引き受け、帳簿のこ

とも委しく呑み込む。 

 二四、五歳 京本店に勤め、前のように買方、帳面のことを覚える。この

うち一年くらい大坂へ行き、呉服店に住み込んで呉服店だけ

でなく両替店や綿店での買方を見習う。 

 二八、九歳 江戸へ下り、綿店において一切を見覚え、上州・郡内・八王

子などの買方にも当る。 

 三〇歳   親分の指示する勤めに従う。 

このほか、二〇歳以上のときに店々の目録作成のさい、支配人と立ち会い、

勘定の調整にあたり、自分で判形をつくこと、またこの間に

一ヵ年は京両替店で仕事を覚えることが必要とされている。85 

 

このように、三井家同苗の子弟は、京都・江戸・大坂の各店において、仕入 

れ、販売、計理という実務を次第に習得し、経営者の一員としての資格を身に

付けていくことが求められている。 

                                                 
85 『三井事業史 本篇 第一巻』pp.132-133 
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後継者が無能な場合、『宗竺遺書』には、「縦惣領たりとも不行跡にて一家之

かいにも可成ほとの者、一子とても勘当致し可申候……其外惣領にかぎらず其

身愚鈍に生得一分之渡世も難成もの、出家を為致可申候」と能力主義にもとづ

き経営者として不適格者であった場合の措置を示している。86 

これについて、大石慎三郎は「プレステージを追求する競争社会の発達」に

おいて、「江戸時代もはじまってから五、六十年経て来ると、だんだんと経済化

が進んで、競争原理が出てくるのである。元禄というのはそういう意味でそう

いう意味で非常に競争の激しい社会であった。それがもしそのまままっすぐ進

んだら江戸時代社会は崩壊したかもしれません。その階段から幕府の権力も、

それに対応するように猛烈に組織の切り替えをするわけである。商人達も体勢

を整えて、永続を図った。」と述べて、「三井家の同族組織というのもそういう

ような意味で、個々が猛烈に才覚を働かせて勝ち抜くわけである。同族でも才

覚のない者は蹴落とす。そういうことで固まっていくわけである。」87と指摘し

ている。 

同苗を働かせる原理について考え見れば、同苗の持分比率と賄料の差によっ

て家格が示されたが、「元方掛同苗」になることで、同苗内における名声も上が

る。88これによって同苗を働かせるのであると考えられる。また、家の経済面か

ら考えてみると、家格の低い同苗、特に連家クラスは役料によって賄料の不足

を補うこともできる。89 

                                                 
86 入江宏「町人社会における家業意識と教育」参照。 
87 中根千枝「プレステージを追求する競争社会の発達」（『江戸時代と近代化』1986.11.10、

ｐ.282) 
88  中根千枝は「プレステージを追求する競争社会の発達」において、「日本人は何のために

競争するのか」について、「競争に勝てばプロフィットがあったり、良い成績をとればリタ

ーンがそれだけ大きいかというと、必ずしもそうではありません。競争の結果そのものが

プレステージでありステータスであるわけです。ここに日本人が非常によく働く理由があ

ると思うのです・・・月給が増えるよりランクが上がる方が日本人にとって重要なのです。

こういう、プレステージとステータスが非常に物を言う価値観が江戸時代に形成されたの

ではないでしょうか。こういう、プレステージとステータスが物を言うのは同質の社会、

同類によって形成されている社会です。」（中根千枝「プレステージを追求する競争社会の

発達」大石慎三郎・中根千枝『江戸時代と近代化』筑摩書房 1986.11.10、ｐ.271） 
89 図(上)：旦那衆賄料の内訳（寛政 10 年上期）、図（下）：旦那衆名目役料の内訳（寛政 10

年上期）（出典：『三井事業史 本篇 第一巻』ｐ.348、349）
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三井家における同苗子弟教育のカリキュラムは十二、三歳から二十八、二十

九歳まで、約十六年間の長い修業期限が注目される。また、修業の内容として、

京本店、江戸本店、大坂呉服屋、両替店、綿店での実習によって、三井家の事

業全般を習得させる。三井家では実践的な商業教育しかない、事業経営者や大

元方役を育成することを目的としている。三井家における同苗子弟教育と同族

競争機制から、三井家は家業を第一とし、同苗子弟の商業能力を重要視するこ

とがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 
この旦那衆賄料の内訳（寛政 10 年上期）と同期の旦那衆名目役料の内訳から、「元方掛

同苗」になった給料は賄料少なくない、更に賄料を超えていることがわかる。 
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2.4 三井的経営の特質 

 

2.4.1 合理的な商法による社会的信用の獲得 

 

足立政男は「京都における老舗の経営理念――家訓および店則から見た――」

90の冒頭に、「創業以来、幾世紀にもわたって永続し、これを発展せしめていく

ための絶対的な要件は、顧客、すなわち、消費者の信用である。一にも信用、

二にも信用が大切である。経営者にとって顧客の信用を失墜したらおしまいで

ある。ことに、商人にとって信用を失ったら致命傷である。」と信用の大切さを

強調している。そして、その信用を得るための第一条件について、「『先義後利』

＝義を先にし、利を後にし、顧客の側に立って商売する」ということであると

説いている。 

   足立氏は続いて「商人道の大本、原点は『自利利他』で顧客尊重の経営理念

にある」と指摘し、「老舗が永続し、発展して来た秘訣の一つはここにあるとい

っても過言ではないのである」と述べている。 

社会的信用は商家の存続に緊密に結びついていることは明らかである。三井

家の越後屋が二百年以上にもわたって存続してきた理由は、足立氏のいう『先

義後利』と『自利利他』で顧客尊重の経営理念にあるのではないだろうか。越

後屋の成立をたどりながら、三井家の存続と社会的な信用との関係を明らかに

したい。  

 三井高利は延宝元年（一六七三）、長兄の病死を契機に、江戸本町一丁目呉服

店を開業した。翌年、次男高富を江戸に遣わし、店の管理をさせた。当時営業

の状況について、『商売記』には、 

 

  江戸店八月より出し被申候、惣註文之賣物高五十貫目計、右京都より賣物

参候へ共、中々江戸店箪笥巻物立積入候事、三ヶ一も無之故、木綿羽織島、

櫻井店より当分借り、見世に飾置申候、町内せり子ども、せり物に参り、

箪笥引き出し候へバ、賣物ハ無之、紙くず、あみ笠などを取出し、あまり

賣物無故、手代共気毒致候、其比皆々手代共始、半季に何とぞ四十貫目計、

商致し申度存念候處、宗壽其後段々買物多く被致、賣物御下候、依之半季

                                                 
90 足立政男「京都における老舗の経営理念――家訓および店則から見た――」『季刊日本思

想史』第十四号、ｐ.81 
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八十貫目計商高致候、尤其節商候儀をも、町見世并聖商91切賣の賣子、ヶや

うのいづかたも商にて、御屋敷方出入、手前に一軒も無之事、92 

  

とある。 

まず、「木綿羽織島、櫻井店より当分借り、見世に飾置申候、」に注目する。

呉服屋に木綿羽織島が飾られているのはめずらしいことであろう。従来の呉服

屋は高級品しか売ってないが、三井の呉服屋に木綿類という大衆向きの安い衣

料を置くことは、大衆を客相手とし、高級品を売る店ではないということを示

しているといえよう。まさに、木綿感覚で呉服を販売致したいという理念が込

められていると見ることができよう。 

また、「御屋敷方出入、手前に一軒も無之事、」に注目する。 

『三井事業史』にはこれについて、「この当時の本町通の呉服屋が大名屋敷等へ

掛売りを主たる販売法としていたのに、開店当初三井家はそうしたルートをも

たず、商人売りなどに依拠してスタートしたのである。」93と解釈しているが、

むしろ高利が創業当初の時点で、武士たちを商売の相手としない、町人をター

ゲットとする経営方針も持っていたと見る方が妥当ではないかと考える。 

この町人をターゲットとする経営方針の成功は、当初四十貫の営業目標を超

えて八十貫目になったことによって説明することができよう。 

『商売記』には、「江戸一丁目店段々致繁昌候故、其後本町二丁目の店を出す」

                                                 
91 喜多村信節『嬉遊笑覧』（一八〇三年刊）には聖について次のように説明する。 

   呉服を売る商人に聖というものがいる、……さまざまな絹を背負い、左右の肩の処

から削った竹を前に垂らすように二本差し、それにさまざまの絹の切れを付けた様子

は手が四つのようで、これを背負って絹の商品の色や品の看板にするのであろうか。

むかしの絹売はみなこうした格好であった。その形は高野聖が笈を背負う姿に似てい

る、……今せり呉服というのはこれである。 

 吉田伸之は、「これは、近世後期の風俗を解説する中でふられたものであるが、呉服物 

や絹切を扱う行商で商う商人を高野聖なぞらえて聖とよび、近世後期にはせり呉服とよ 

んでいるとある。」と説明している。（吉田伸之『日本の歴史 第 17 巻 成熟する江戸 

講談社 2002、ｐ.75） 
92『商賣記』（『稿本三井家史料 北家初代三井高利』所収、p.47-48）。 
93『三井事業史 本篇 第一巻』（ｐ.24）によると、当時の経営拡大は、店舗数を増すこと

に重点を置くのが一般的であったのである。 
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94とあり、延宝四年の秋に、江戸本町二丁目店を新設し、高富・高伴に管理を任

せた。 

この二丁目の店の商売の様子について、『商売記』には、「次第に店商高多く

成、後には店前賣を仕はじめ精出し、屋敷方衆中、現金買に被参候……。」95と

あって、本町の呉服商人たちは「屋敷売り」を行うが、この二丁目の店は店前

売りと現金売りをはじめたのである。結果として、町人に対して尊大な態度を

とっていた武士たちも町人と同じように、自ら店に来て現金で買ったことは、

武士たちも三井が行った新商法を認めたことの証しであると考えられる。 

これら新商法により、越後屋は大成功したが、本町や本石町の呉服仲間たち

はこれに対して「仲間はずし」の行為を行い、いろいろな営業妨害をした。そ

れを契機に、まず天和三年（一六八三）本町一丁目店が駿河町へ移り、さらに

翌年には二丁目店も合流して、次のような引札を配って賑々しく店を開いたの

である。 

 

駿河町越後屋八郎右衛門申上候。今度私工夫を以て、呉服物何に不依、格

別下直に売出し申候間、私店に御出御買可被下候。何方様にも為持遣候儀

ハ不仕候。尤手前割合勘定を以て売出し候上ハ、一銭にても、空直不申上

候間、御直ぎり被遊候ても、負ハ無御座候。勿論代物は、即座に御払可被

下候。一銭にても延金ニハ不仕候、 以上。 

  呉服物現金           駿河町 二丁目  

   安賣無掛直           越後屋八郎右衛門 96  

 

江戸市中に配った引札から、工夫された三井越後屋の斬新的な営業方針をう

かがうことができる。以下の三点にまとめることができよう。 

第一に、「掛け値なし」という新商法である。 

「尤手前割合勘定を以て売出し候上ハ、一銭にても、空直不申上候間、御直

ぎり被遊候ても、負ハ無御座候」と述べているように、三井は「手前割合勘定」

という厳密なコスト計算の上で、呉服に一銭でも空値のない正直な販売をする

ので、もう一銭でも値切ることが不可能だと主張している。 

第二に、「店先売り」という新商法である。 

                                                 
94『三井事業史 本篇 第一巻』、ｐ.24 
95『本稿三井家史料北家初代三井高利』、p.77 
96「高俶伝写書類嘉永五年」（『稿本三井家史料 北家初代三井高利』所収、p.75-76）。 
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従来の「屋敷売り」は手間もかかるし、資金の回転も悪い。また、得意先が

大名、武士という特権身分に限られていて、武家財政の行き詰まりと共に、商

売もできなくなる状況が生じていた。これに対し、三井越後屋は「呉服物何に

不依、格別下直に売出し申候間」という薄利安売の販売法をするので、出張や

集金の手間を省くことで経費を節減して、「何方様にも為持遣候儀ハ不仕候」

というコストが高くなる「屋敷売り」をしないと主張している。ここで、従来

の販売法と袂別していることがわかる。さらに、客層において町人と武士とを

区別しているとみることができ、「私店に御出御買可被下候。何方様にも為持

遣候儀ハ不仕候。」といったように、町人を販売対象と設定しているのであろ

う。 

第三に、「現金売り」という新商法である。 

従来の「屋敷売り」は即座に会計せず、支払いは、盆・暮の節季払いか、年

一回の極月払いを習慣とし、資金の回転が悪い。それに対し、三井越後屋は「勿

論代物は、即座に御払可被下候。一銭にても延金ニハ不仕候」といい、「現金

売り」の方針を打ち出し、即座決算で、たとえ一銭でも延金を受け入れないこ

とに決めた。「現金売り」の経営上の重要ポイントは資金を早く回転させられ

ることである。また、店の成立当初の営業方針として、武士層目当てではない

が、金さえあれば誰でも商売の相手として同一視するという合理性も見られる。 

三井越後屋は「掛値なし」という『利他』的な商法を行い、合理的な利潤を

取って、『自利』の目的を達成しようとした。 

その効果として、『商売記』には、 

  

呉服物の事は、外の売物とは違、色品多く、地合高下紛敷者にて、そらね

多く申、素人呉服物買に出申儀難成様在之候処を、遠国の田舎もの、女童

に、盲人も買に参候ても埒明申様に致し、現金そらねなしに商売致し始め、

天下一統此方買物直ぎり不申、何ほどの買物にても、此方付札の通、買調

悦参候。又遠方より買手衆被参詰かけ、朝より昼時分迄も、時により買人

衆待、買調被参候事。97 

 

と述べている。  

この『商売記』の記述によると、当時の呉服は種類が多く、また、一般民衆

                                                 
97『三井高利』ｐ.111-112 から引用した。 
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は呉服の品質を判断する能力がないのが普通のことであり、悪質な商人はそれ

を利用し、呉服に掛け値をし、不正な利益を貪っていた。高利はこれに変えて、

天下一統掛け値なしの商売を行った。「遠国の田舎もの、女童、盲人」も越後

屋の得意になることは、「掛け値なし」が成功し広く社会から信用を得た証拠

であるといえよう。 

また､「何ほどの買物にても、此方付札の通、買調悦参候。」というのは、当

時の呉服屋は反物単位の販売しか行わなかったが、三井高利は「切り売り」を

実施し、どんな長さでも自由に販売した。一般民衆の需要に応じる「切り売り」

は大衆顧客にとって非常に便利である。また、高利の小利をも軽んじない薄利

多売主義も察知し得るのである。 

安価な商品を適切な利潤で売ることにより新しい顧客層としての町人を獲得

した。また、大衆顧客の側に立って商売することは店が繁昌する理由であろう。 

この駿河町の越後屋の繁昌振りに注目した井原西鶴は、その『日本永代蔵』98

において、「昔は掛算今は当座銀」と題し、駿河町の越後屋の商売の様子を詳細

に描いている。即ち、 

 

商ひの道はある物、三井九郎右衛門99といふ男、手金の光むかし小判の駿河

町と云所に、面九間の四十間に棟高く長屋作りして、新棚を出し、万現銀

売にかけねなしと相定め、四十余人利発手代を追まはし、一人一色の役目、

たとえば金襴類一人、日野郡内絹類一人、羽二重一人、紗綾類一人、麻袴

類一人、紅類一人、麻袴類一人、毛織類一人、此のごとく手わけをして天

鵞絨一寸四方、緞子毛貫袋になる程、緋繻子、鑓印長、竜門の袖覆輪かた

かたにても物の自由に売り渡しぬ。殊更俄目見えの熨火目、いそぎの羽織

などは其使をまたせ数十人の手前細工人立ちならび、即座に仕立てこれを

渡しぬ。さによって家栄え毎日金子百五十両づつならしに商売しげるとな

                                                 
98 元禄元年（一六八八） 井原西鶴が経済を題材として書き上げた小説「『日本永代蔵』が

刊行された。江戸時代前期、とりわけ十七世紀後半の高度成長から十八世紀の低成長へ移

る過渡期を時代背景として、成功した商人や破産した商人を取り上げ、「ただ銀が銀をため

る世の中」という当時の経済社会を描写する。また、「大福新長者教」を副題としているの

で、致富への教訓書、金持ちになるための教えといった側面が強調され続けて来た。 

99 正しくは三井八郎右衛門。西鶴は実名を使うことをはばかって、少し変えて用いた。 
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り。世の重宝是ぞかし。此の亭主を見るに、目鼻手足あって、外の人にか

はった所のなく、家職にかはってかしこし。大商人の手本なるべし。 

 

西鶴の着目した新商法として、「店先売り」、「掛け値なし」、「切り売り」

のほか、「即座仕立」が注目される。「殊更俄目見えの熨火目、いそぎの羽織な

どは其使をまたせ数十人の手前細工人立ちならび、即座に仕立てこれを渡し

ぬ。」といわれたように、武士が急に殿様にお目見えする時に必要な熨斗目や、

急ぎの羽織りの注文があると、使いが待っている間に即座に仕立てて渡した。

すぐ仕立てて渡すという機動性は大衆顧客にとっても便利であろう。また、武

士まで大衆客層に含まれていることに注目する。 

 また、西鶴の描写から、呉服の品を揃えた様子が見られる。その品物の内容

から三井越後屋が扱っている呉服は中級品を中心とすることがわかる。『我衣』

にも、三井越後屋が販売する品物について、「絹、紬、郡内、桟留、木綿染の類

を仕入、上物ハなく、上物ハ本町にて調る事なり」100と記している。 

西鶴の観察の眼を通して、越後屋の新商法と当時町人層の越後屋に対する考

えをうかがうことが出来よう。 

現金取引、薄利多売という革新的な商法や、「一人一色の役目」すなわち手

代の間で商品の種類別に業務を分担させる経営組織を編み出し、さらに「即座

に仕立てる」というイージー・オーダーに類似の方法や、「物の自由に売り渡

しぬ」という呉服屋切り売りを創始するなど、従来の呉服仲間では見られなか

った経営戦略と組織を導入し、現在の言葉でいうと、その「ブルーオーシャン

ズ戦略」101の大成功により、三井高利は江戸時代の代表的な豪商となった。 

                                                 
100 『本稿三井家史料 北家初代三井高利』p.83 
101 フランスの欧州経営大学院（ＩＮＳＥＡＤ）教授のＷ・チャン・キムとレネ・モボルニ

ュにより、2005 年２月に発表された著書『ブルー・オーシャン戦略』により提唱された戦

略のことである。ここでは、企業が生き残るために、既存の商品やサービスを改良するこ

とで、高コストの激しい「血みどろ」の争いを繰り広げる既存の市場を「レッド・オーシ

ャン」、競争者のいない新たな市場でまだ生まれていない、無限に広がる可能性を秘めた

未知の市場空間を「ブルー・オーシャン」と名づけています。この「競争」とは無縁のブ

ルー・オーシャンという新しい価値市場を創造し、ユーザーに高付加価値を低コストで提

供することで、利潤の 大化を実現するというのが、この戦略の狙いである。（『マーケ

ティング用語集』http://www.jmrlsi.co.jp/menu/yougo/my02/my0222.html 参照） 
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享保末年六月「申渡覚」102に「諸代物格外大安売致候時は、店家名信厚相成申

道理」と述べたように、三井の呉服屋は「安売＝掛値なし」によって、社会的

信用を得た。 

また、寛政六年（一七九四）の『江戸三店示合書』に、 

 

 一 御先祖様、商道御修行、御鍛錬相詰、根元現銀商御仕弘メ、追々御繁

昌、此現銀御鍛錬ニ及者無之、本町邊店々及滅却ニ、百三四十年之今ニ至、

御互結構ニ相続在之候ハ、全現銀商と申、此尊御寶物有之故ニ候、103 

 

と述べられているように、高利が始めた「現銀売り」のおかげで、三井越後屋

は本町における呉服商戦で勝ち組となった。そして、「現銀売り」によって、

富を築き、存続してきた。だから、「現銀売り」は「尊御寶物」と評価された。

「現銀売り」は三井家の商売の根元と見做され、基本的な経営方針として貫か

れていた。 

以上に述べてきたように、三井越後屋が成功を収めた理由は、「現銀売り」、「掛

値無し」、「切売り」、「即座仕立」といった合理的な経営方式にあるのである。

そして、これらの合理的な経営方式のなか、「安売＝掛値無し」によって、「店

家名信厚相成申道理」と述べられたように社会的信用を獲得したのである。 

 

2.4.2 あえて御用商人になる目的 

 

江戸時代において、武士階級は儒教を奉じ、営利に汲々たる商人を蔑視する

傾向を有していた。 

熊沢蕃山(一六一九～九一)の『集義和書』には、 

  

商人はあき人にて、いながらあきないするも、国々ありきて、有所の物を

なき所へ通ずるも、手に所作なくて、金銀をもって、世を渡る分はおしな

                                                 
102 三井文庫所蔵史料、本一〇三三−五。 

103「江戸三店示合書寛政六年」、三井文庫『本稿三井家史料 北家初代三井高利』三井文庫、

ｐ.76。同書はこの項について、「百三四十年ハ誤算ナリ」と注記した。 もし、天和三年（一

六八三）駿河町の越後屋の開店から寛政六年（一七九四）まで数えれば、現金売りは一一

〇年くらいに渡って実施された。 
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べて商なり。104 

 

とあって、「手に所作なくて」というのは、生産的労働に従事しないでという 

意味であるから、商人を軽視するニュアンスが読み取れる。 

 武士の生活基盤は、農民が納めた年貢に依存していたので、農民は商人より

重要視されていた。 

しかし、江戸時代が始まって七、八十年もたたないうちに、商品経済、貨幣

経済の発達により、町人は新しく経済の担い手として大きく成長した。それに

対して、幕府や諸藩は経済的な窮迫に立たされていた。農業生産を前提に農民

から年貢を徴収することによって成り立つ幕藩体制の基本構造の下で、貨幣経

済の浸透によって藩の財政支出が大幅に増大するのに対して、それに見合う租

税収入を確保することが困難になってきたからである。十七世紀中期から、多

くの藩では慢性的な財政危機に陥っていた。財政難を打開しようとする幕府や

諸藩は鉱山経営、国産奨励、これらの専売を進めた。また、大名たちが豪商に

借金する「大名貸」が盛んであった。 

宮本又次は『近世商人意識』において、「武力の威圧威服は、その内面に於て

逆に作用する金力による利圧利服を蔽ひ隠さねばならなかつた。武士は表面町

人を蔑視つつ、裏面に於てはこれに依存せねばならね運命に遭遇した。」105と述

べている。近世の商人身分の社会的地位は低かったが、実力に於ては隠然たる

勢力を持つものがあり、経済的には政治権力者を凌いでいるといってよいだろ

う。 

商人は経済的に武士を実質的に叩頭させるに至ったが、幕藩体制の下で、町

人はいくら経済力があっても、被支配階級に属している。 

安藤重雄は「商家の当主が守るべきものことは、先づ体制への順応であった。」

と指摘している。そして、商家が家を存続させるための家訓から、「公儀とのか

かわり合いを避けることが無事との意識が鮮明である。」と述べ、「店から縄つ

きを出すことは商家にとっては致命傷でもあり、また淀屋取潰しに象徴された

幕府の経済外的強制力の大きさに対する畏怖感も秘められている。」と指摘して

いる。106 

                                                 
104 石井良助「商人のこと――その身分――」、『新編 江戸時代漫筆 下』、p.129 から引用

した。原文は「熊沢蕃山」、『日本思想大系 30』、岩波書店を参照。 
105『近世商人意識』ｐ.7。 
106 安藤重雄「商家の家訓」、『大阪商業大学論集』通号 50、1977.12 、p.43 
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幕藩の権力は大きかった。町人にとって、御法度を守りながら分を守るから

こそ、身を守れるのである。 

三井家の場合、家法『宗竺遺書』の三項目は、 

 

御公儀時々御法度之趣、主人は不及申下々迄早速申聞せ堅相守申候、并博

奕諸勝負等堅仕間敷事 

 

とある。一家上下、公儀の御法度に違わないように強く要求された。 

また、五項目に、「江戸京大坂は御公儀より御法度之外恐るゝ事なく」とあ

るように、 商人たちにとって「御公儀」は家を潰し「存続」させなくする権力

を持つ恐ろしい存在である。 

次に、商人の「公儀勤め」について、三井高利は、 

 

宗寿被仰候ハ、商人の公儀致ものハ、十人が八人身體（代）潰れ二人ハ格

別の立身の筋になり候、乍去能々拍子の聞きたる商人にて無之候てハ、公

儀相勤、商売の品よく致候事、六ヶ敷物にて無之候107 

 

と述べ、公儀勤めのため身上を悪くすることがほとんどであると、公儀勤めの

難しさを説いている。 

そして、高房は『町人考見録』の「跋」において、 

 

一、公義の御普請、其外山事しなじなの請合にて仕合し、千里一はねの有

徳を得るといえども、世話にいふ、「川だちは河に果る」ためし、博奕の金

がごとく、其筋にて終になく成事、人々する処也。（略）108 

 

と述べ、公儀の普請などの商賣は博奕のような危険なことであり、 初から損

と考えた方がよい、と説いている。 

三井家は、幕府の御用は危険であると考え、経営方針として、基本的に公儀

との関わりのある事業を避けようとしている。公儀に依存しない、ただ自力で

自立的な商業的世界を開発しようとしている。だから「掛け値なし」という低

                                                 
107『本稿三井家史料 北家初代三井高利』p.127 
108 ｐ.228 
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価格戦略を立てたのである。しかし、これは本町や本石町の呉服仲間たちが「仲

間はずし」を起こす原因となった。 

『商売記』はこの事件のきっかけについて、 

 

一、越前様買物役、縮緬数物呉服所松屋方へ御申付候處、直段高直  

之由得にて、吟味役此方へ被参、此方にて縮棉（緬）不残、越前様 

へ賣申候、此商にハ入組候品在之、松屋方より致立腹本町仲ヶ間を 

廃し申候、一
マ

つ
マ

と店を始、本町、四丁目呉服店の者ども、兼てより 

偏執に存、いづかたも取引相止、一人仲ヶ間はづれに成、色々詫言 

候へども、承引不致候事109 

 

とあって、従来越前様は松屋の常得意であるが、越前家の役人は松屋の呉服が

高いと感じたので、ほかの人を遣わし越後屋の呉服を吟味させた。その結果、

三井の商品が廉価であることがわかり、越後屋より縮緬類を残らず買い取った。

松屋は安物を扱う三井家が越前家の御用を受けたことに不満で越後屋を仲間は

ずれにするように策動した。 

その後、本町、四丁目の同業者たちと提携して、一連の営業妨害をした。越

後屋への「悪宣伝」に関して、同業者たちは「御奉行所」へ、「近年越後屋八郎

兵衛門呉服商売仕候処、さまざまの古き物、手くろ染能致し」110と訴えつづけ、

越後屋の信用を傷つけた。 

徳田進が「町人における信用の有無は、あたかも武士階級における武名や家

名の高低と匹敵するものであったから、自尊心を傷つけまいとするのみでなく、

遡っては先祖を顧み、下っては子孫を思う時には、ゆるがせにできぬ問題であ

った。ことに暖簾が家名の代用にもなり、世俗にはこの方が通用する時、名字

尊重の精神は一層強められていく。」111と述べているように、信用は商人にとっ

て非常に重要である。「越後屋」という屋号は家名の代用だと考えられ、信用を

失うと、家業を続けられなくなる可能性がある。 

                                                 
109『北家初代高利』、pp.77-78 から引用した。 
110『北家初代高利』、ｐ.80。 
111  徳田進『孝子説話集の研究近世編』井上書房 昭和 38 年、ｐ.22。 
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この大ピンチに直面した三井は、貞享四年（一六八七）、幕府の御側御用人の

牧野成貞などから「其方儀商売簾直に仕、世上重宝成儀達御聞上」といって、

幕府にも三井の商品が廉価であることがよくわかり、幕府御納戸に呉服御用を

命じられた。幕府御用に対して慎重な三井も、呉服御用を引き受けた。この後

も元方御用を引受けたりして、「惣呉服所格式」という地位をえている。112『三

井事業史』は「この御納戸御用を命じられた効果は幕府公認という権威を背景

にして、これまでの呉服仲間との軋轢が解消されたという大きなものをもたら

したのであった。」と指摘している。113  

また、中田氏は『三井高利』において、「高利はこのような不利な商いには、

当初より気乗りがしなかったようであるが、しかもこの呉服御用達を敢えて引

き受けた理由には、やはり江戸の呉服仲間との紛争に、終止符を打つべき、い

わば対策として考慮にもとづいたものと考えられる。事実呉服御用達になって

からは、仲間の悪宣伝による世間からの疑惑を紛砕し、仲間はずれの一件を緩

和したことは事実である」114と述べている。 

従来、高利は幕府御用が不利益なことで破綻までもすると考えているが、あ

えて幕府御納戸から呉服御用を引き受けた。御用商人になる目的は、幕府公認

の信用を得ることにより、大衆顧客を安心させることにあると考えられる。 

幕府御用達という信用を背景にして、三井越後屋は社会的信用を得、大衆顧

客を獲得し、当時本町における激しい商業競争のなかから生き残った。また、

幕府御用達になったことは元禄四年（一六九一）に大坂近郊の富有な農民をも

対象として開店した大坂本店（呉服店）にとっても宣伝の効果があったであろ

う。115 

                                                 
112『三井事業史 本篇 第一巻』pp.39-40 参照。 
113『三井事業史 本篇 第一巻』pp.39-42 を参照。 
114  p.149 
115 大坂開店のことについて、『北家初代高利』、ｐ.100 には以下のようである。 

元禄四年 高利七十歳、 

是歳、大阪ニ呉服店ヲ開ク 

〔諸用留一番、三井会所〕 

      覚○享保六年九月、

八郎右衛門抄出、 

一、大阪呉服店發旦（発端）之趣向、日本第一之大港、西国之人蔵、殊に隣国（江戸）共

に繁華之土地、依之店出し候處、年増に商高も有之、家業之冥加に相叶、是併手代共一致

に無他事相励候故也、 



 41

不利益が多いと予想された呉服御用を引き受けたほか、元禄三年（一六九〇）

に、三井家は幕府から大坂御金蔵銀御為替御用を引き受けることとなった。116そ

して、御為替三井組というようになった。117 

この大坂御金蔵銀御為替御用は、大坂金蔵に集まった銀貨を何万両分と受け

取り、それを六〇日（すぐ後で九〇日期限となる）118後に江戸の御金奉行のとこ

ろへ金貨で上納することである。119 大坂で受け入れた銀貨は江戸での上納期限

まで六〇日～九〇日あるから、その間に運用すれば多大な利息を計上すること

ができるのである。120 

『三井両替店』によると、御為替御用の引受は三井の資金運用において、 以

下の利点がある。 

第一、幕府は、手数料などを払わない代り長期の運用期間を認めたのであっ

て、これにより三井両替店は無利息の資本提供を受けた形となる。 

 第二、大坂で受取った銀は、大坂の町人に貸付けたり、京両替店に送って京

都でも運用した。貸付先はすべて幕府に届け、万一貸金が滯って訴訟となった

場合には、特別に保護されたのである。121 

しかし、以上の利点の外、御為替御用は三井の資金運用と補完関係があるこ

とに注目に値する。つまり、大坂御金蔵に集まった銀貨は京都（京本店）での

呉服仕入れで消費し、江戸の御金奉行のところへ上納する金貨は江戸（本店）

での販売代金で支払い、相殺しているのである。これによって、江戸−上方の間

の送金する手間を省くことができるのである。この資金運用の仕方は合理的で

                                                                                                                                               
 
116『三井事業史 本篇 第一巻』pp.39-42 を参照。。 
117 御為替御用は三井家の二人で組み合せた三井組と十人の本両替屋たちが組み合せた十人

組との二大クループに分けられた。三井の別格ぶりをうかがうことができよう。（『三井事

業史』p.41 参照） 
118 家質を提出した範囲で御為替を請負のであるから、大坂御金蔵から銀五〇〇貫目までの

範囲で渡されたならば、六〇日限りに江戸の御金蔵にその金子を上納する。元禄三年九月

に御金奉行に提出した口上書では、三井側では九十日を希望していた。元禄四年二月の段

階では六〇日が期限であったが、同五〜九年の間に五回の家質増しを行った分はすべて九

〇日期限となり、紛らわしいということで、 初の 銀五〇〇貫目分も九〇日となった。(『三

井両替店』p.45、48 参照) 
119 従来の金銀の為替のことについて、『三井事業史 本篇 第一巻』は、「これまで大坂か

ら東海道を大御番衆の宰領及び伝馬によって江戸へ現金で送られていたが、道中の宿や村

の伝馬役負担にともなう困窮状態を救うためである。当時畿内を中心とする農産物や大

坂・京都でつくられた商品が大量に江戸へ送られており、その販売代金は江戸から大坂・

京都へ送金されなければならなかった。」と述べている。（『三井事業史 本篇 第一巻』ｐ.41） 
120『三井事業史 本篇 第一巻』ｐ.41 参照 
121『三井両替店』pp.47-48 
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あろう。 

要するに、幕府の御金蔵銀御為替御用を引受けたことは三井家の経営にとっ

て安全で有利な資金運用ができるのである。三井は大きな利益を受けることに

なった。122 

三井は呉服御用から出たマイナスを考慮し、算用の取れる大坂御金蔵銀御為

替御用を受け入れたことで、マイナスが出ないようにバランスを取ったのでは

ないかと考える。 

そして、既に述べたように、宝永七年（一七一〇）、大元方の成立にともなっ

て、三井の全事業を一括管理するようになった。大元方はすべての営業店を完

全に掌握し、各営業店の利益金を吸収することで、資本蓄積に機能しているの

で、元禄末年ころから不振に陥った御用所に対して、享保三年に大元方の勘定

で銀で一六八貫目三七九匁余の損金を計上してから改めて本店への移管を行っ

ている。また、京・江戸の御用所を献上所と改称、両本店の一部門とする。123こ

れで、創業期の三井越後屋にとって社会的な信用を増すことに貢献した御用所

は幕を閉じたのである。 

御用所は三十二年続いたが、御為替三井組の幕府御用引受けは多種となり、

幕府権力が倒壊するまで続いた。124 

大元方が呉服屋、両替店とは別に幕府御用を担当していることは、大きな意

味を持つと考える。つまり、呉服御用の不利益を採算の取れる大坂御金蔵銀御

為替御用の引受の利益によって、均衡をとるのである。そして、社会的な信用

を得た上で、資本蓄積に障害となった呉服御用を解かれたのである。 

三井があえて御用商人になる目的は、創業当初の社会的信用を獲得するため

であると考えられる。呉服御用は利益の多くない商売であったが、その不利益

を三井の「宣伝費」だと考え、いわゆる「名誉の御用」にしたわけである。ま

た、御為替御用を引き受けることで、御為替三井組の特権的御用の商人として

の地位と信用は強固なものとなっていたのである。125 

要するに、幕府御用達という信用は社会的信用に繋がるので、三井は御用達

商人になったのである。 

 

                                                 
122『三井事業史 本篇 第一巻』pp.41-42、pp.85-86 参照。 
123『三井事業史 本篇 第一巻』ｐ.114、ｐ.648 参照。 
124 賀川隆行『近世三井経営史の研究』pp.32-36 参照。 
125 賀川隆行『近世三井経営史の研究』ｐ.37 参照。 
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2.4.3 自立――権力への非依存―― 

 

2.4.1 に触れたように、三井家は「諸代物格外大安売致候時は、店家名信厚相

成申道理」と記されている通り「掛値なし」によって、社会的信用を獲得した。

三井越後屋の引札に「私店に御出御買可被下候。何方様にも為持遣候儀ハ不仕

候。」はっきり武家を購買者層と考えていないと宣言した。三井は町人をター

ゲットして薄利多売を図っている。 

 こういう三井家の経営に見られる特質は、合理性を重んずるだけでなく、商

人としての自立性が高いと見ることができよう。当時の呉服商人の間で、三井

高利のような自立性を持つ商人はあまり見られない。 

高利が同族に示した教訓書『松樹院殿御教書寫』の 後の項である「人にな

れ餓鬼畜生もめのまへにあるそ家業をせんに行へ」に注目したい。 

高蔭126はこの項について、「人の心卑劣にして、貪るハ餓鬼也、業を怠り自立

事能はず、人のために養るゝハ畜生なり、故受得る家業を專一に行ふべしとの

示なり」と註釋し、人に養われることは「餓鬼」同然として、自分から立つこ

と（＝「自立」）は大切であると戒めている。高利は子孫に対し、「自立」の重

要性を説いているのである。また、高利の立場から見ると「人のために養るゝ」

武士は「畜生」ではないであろうか。ある意味で自立できない武士に対する皮

肉とも読める。 

御用商人になったことについて、吉田伸之は「三井は十七世紀の末までに、

呉服屋と両替店という二つの営業部門それぞれにおいて幕府の御用を勤めとい

う、類例のない特権的な商人として地位を確立することになったのである。」127と

述べているが、ここで指摘したいのは、三井はあくまでも権力に依存しようと

していない点である。 

呉服御用を勤めた理由として、事業の初期には、社会的信用が極めて重要で

あるので、多少損であっても、社会的な信用を得るための選択である。 

資金の面からみれば、三井の公金為替の請負は、資金面を非常に有利なもの

にした。算用を重視する商人として、三井は「呉服御用」と「大坂御金蔵為替

御用」の二つの幕府の御用を勤めたのは計算の上で、マイナスを出さないよう

に計ったと考えられる。 

                                                 
126 三井高蔭、連家の松坂北家四代目。 
127 吉田伸之『日本の歴史 第 17 巻 成熟する江戸』講談社 2002、pp.88-90 
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幕府の御用について、三井家の考え方は、高利が「商人の公儀致ものハ、十

人が八人身體（代）潰れ二人ハ格別の立身の筋になり候」と述べたように、幕

府相手のリスクの高い商賣をするのに、破綻しないのは「格別の立身の筋」、

すなわち、特別な運や商才に恵まれているからである。幕府御用請負のリスク

の高さを認識した三井家は、あくまでも家業を丸ごと権力に依存するものにし

ようと考えていない。 

二代目高平の『宗竺遺書』には幕府の御用について、 

 

御用ニ付公儀相務候面々己をへりくだり、上をたつとミ、又商徳之筋忘るゝ

事なかれ、世上多ク公儀勤候もの、或は呉服所銀座等其外御用聞之もの共、

内証能もの一人も無之候、是は公儀を専に致し、我家業を存不申候故如此

ニ候、まして手前は商人なり。御用は商の余情と心得べし、然は家職を外

になし、上下勤128ヲ心とし、店々の事を脇に致候てハ大キ成相違候、されハ

とて、勤方をおろかには成不申候、勤候者ハ表向之勤と、家職之儀を両輪

に可心得也、其承り之御用にしつ有時は、其ものゝ不念越度相成候間、能々

相心得大切に可存事。129 

 

と述べている。この引用から、三井家の幕府御用に対する考え方をうかがうこ 

とができよう。高平は商人の職分は利得を追求することであり、それを忘れて 

はならないと述べている。高平は世の中の御用を勤める者で潰れないのは一人 

もないと述べて、その原因は「公儀を専に致し、我家業を存不申候故如此ニ候」、 

つまり、御用に専念して、自分の家業を粗略することにあると指摘している。「手 

前は商人なり、御用は商の余情（＝余剰）」とあるように、三井家の考えでは、 

商人の本業は自分が創業した事業（＝家業）であり、御用は三井の副業に過ぎ 

ない。幕府御用を家業より優先することは大間違いであると高平は強調してい 

る。しかし、家を存続させるために、御用を引受けた以上、公儀勤めと家職（家 

業の勤め）と、両方を兼ねることが大切である。要するに、高平の幕府御用の 

心得とは、幕府御用達になっても、商人の分限＝家業に励むことを忘れてはい 

けないということである。 

確かに、三井は幕府御用によって特権商人の地位に上昇してきたが、三井家

                                                 
128「上下勤」＝裃勤、特権的商人として働くこと。 
129「公儀相務候者可心得事」の項 
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の事業は権力に癒着していない。ただ、合理的な商法を行い、堅実な商売によ

って家業の存続を図ったのである。あえて「御用商人」になった理由は社会的

信用を得、仲間外しといった同業者の妨害に対抗し、自分の事業の障害を打開

するためであった。 

中田易直も「高利は封建体制下の商業・利貸資本家とし、表面上は封建支配

者と妥協し、協調してもいるが、しかし公儀御用でも採算のとれないようなも

のは、なるべく辞退し、金銀為替御用のような採算にのるものには、大いにこ

れを積極的に利用して、この点決して卑屈な存在ではなかった。商人にとって

極めて困難の時代に、このように強く逞しく生きた高利の見識は、十分に評価

されてよいことである。」130と述べている。 

三井は「御用商人」になってもその自立性を失わなかったことを看過しては

ならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
130 中田易直『三井高利』昭和 34 年、p.216 


