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４． おわりに――三井家と徽商の家存続の考え方の比較―― 

 

第二章と第三章において、三井の同苗組織と徽商の宗族について述べた。そ

して、家における家訓書や教訓書の精神教育と家業教育の特色と商業経営の特

色を考察した。これをふまえて、本章においては、三井家と徽商の比較を行い、

三井家の家存続の考え方を一層明らかにするのが本章の目的である。 

社会背景の違う日本と中国の前近代において、三井と徽商は生き残るために

それぞれの家存続戦略を考えていた。三井と徽商の家存続の考え方の比較を行

う前に、まず、日中の社会の差異について述べる必要があると思う。 

前近代の日本と中国は身分制社会282で、社会的序列として同じく「士・農・工・

商」だといわれていたが、それは日本と中国とは同質の身分制社会だと誤解さ

せやすい。ここではまず、近世日本社会の身分制の特質について述べる。 

 大藤修氏は近世身分制の特質について、以下のように述べている。 

 

武士の全国的規模での階級的結集によって成立した幕藩制国家は、社会  

編成の一環として士・農・工・商を基本とする身分制を確立した。それは、

職能的身分制といわれるように職業と身分を一体化させ、尊卑観念によっ

て政治的・社会的秩序として上下の序列に強権的に編成したものである。

その職能的身分は家＝家族・世帯についたものとされ、それぞれの職能は

家業として世襲されることになった。このように、家の社会的地位と職能

が国家的制度として固定化されたため、個人はどの家にうまれたかによっ

                                                 
282 日本の身分制度について、『歴史学事典【第十巻 身分と共同体】』には「日本の近世社

会における支配身分は、将軍とその直臣（旗本・御家人）、及び将軍に臣従する諸大名とそ

の家臣団からなる武士、天皇家・公家、上層の僧侶・神職などから構成されていた。被支

配身分は、農業を中心に林業・漁業に従事する百姓、商人を中心とする都市の家持町人、

大工・鍛冶などの諸職人などからなっていた。以上のほか、一般の僧侶や神職をはじめの

宗教者・芸能者など、職業や居所による身分の区別が多々なり、その 底辺に穢多身分・

非人身分があった。支配・非支配関係は、中世以前のように多少とも私的・人格的関係に

伴うのではなく、一定の領域＝藩などを単位として公的な関係として成立する。近世の身

分は、地縁的・職能的な身分共同体（身分集団）がこれを決定した。（『歴史学事典【第十

巻 身分と共同体】』弘文堂、2003、p.567） 

 中国の身分制度について、『歴史学事典【第十巻 身分と共同体】』には、「中国では、国

家の法によって身分階層を定め、支配体制の維持を計ることがあった。こうした国家的な

身分は唐代まで存続し、概して生得的で世襲されることが多かった。宋代以降も、田主（地

主）に対する佃戸（小作人）のように法的差別を設けられた存在もあったが、その地位は

後天的に変動し得る。法による社会的身分は宋代以降はなくなる。」と説明している。（『歴

史学事典 第十巻 身分と共同体』 弘文堂、2003、p.568） 
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て、その能力にかかわりなく特定の身分・階級・職業に繋縛されることに

なった。283 

 

要するに、日本の場合、職業が身分と一体化している。  

しかし、中国の場合、身分と職業はかならずしも一体化していない。明清時

代、科挙の合格によって、身分も職業も変えることができた。職業も家によっ

て固定されていなかったので変えることができた。 

 宮崎市定氏の『科挙』には、科挙について、 

 

だれでも受けられる、開放的な制度であることがその特徴だといえる。

ただし若干の例外、たとえば、祖父、父、自身の三代が特定な賎業に従事

した者であってはならないなどの制約はある。しかしこれはきわめて特別

の場合であって、またそれにはそれなりの理由があるので、この点をしば

らく除外すれば、科挙は士・農・工・商を問わず、だれでも応ずることが

できるから、非常に民主的な立派な制度だといわなければならない。284 

 

と述べている。 

 中国の場合、「職業」は「商」であっても、科挙制度の下で、「士＝官僚」と

いう身分に変えることができ、身分の移動は可能となる。職業の選択は可能で

あるから、職業は完全に固定化されるとはいいがたい。 

日本と中国の身分制は異質なものだということができる。三井と徽商はこう

いう社会の差異の下で、相異なる家存続の戦略を考え出した。 

 

まず、同族（三井家の場合は同苗）の結合・結束と家産相続から家存続の考

えを考察し、比較を行う。 

三井家の場合、幕末まで同苗の範囲を六本家と五連家で計十一家に固定して、

それ以上に増やすことはしなかった。各家の長男はその家の主人とし、名跡を

相続する。次男以下は元手金を渡し、別家させる。また、末子に対し、養子に

されてない者は手代同然とし、別家したら、家名は越後屋と名乗ってもいいが、

                                                 
283 大藤修「4 章 身分と家——身分制支配下の家と村」深谷克己・松本四郎編『幕藩制社会

の構造 講座日本近世史３』有斐閣 1980、p.14 

284 宮崎市定『科挙』中央公論社 1984、p.212 
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苗字は三井と名乗ってはいけないと規定している。 

「宗竺遺書」は、三井家の永世の家法として、「兄弟一致・身上一致」の原則

を打ち出して、財産の不分割相続によって同苗を結束する。そして、大元方は

同族組織の中核として、同苗生活と同苗の共有財産を統轄している。 

「宗竺遺書」は制定当初の九家の同苗に持分比率と賄料定高について定めてい

て、「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」と規定し、同苗間の序列をつけ、生活には分限相応を要

求している。それによって兄弟は金銭で揉めることを避け、同苗の和合をはか

った。 

同苗の範囲を十軒くらいに設定し、同苗の近親婚によって、同苗の結合の緊

密さを保つ点は、公家285に似ている。また、三井家の同族（苗）組織は、連家と

いう異姓の「同苗」をも含めている点は、中国の同姓同族とは大きな違いであ

る。また、同苗間の養子相続や限定的な同族（苗）団で婚姻関係を結ぶことで、

同苗組織を維持する。 

このように三井十一家は宗族集団ではない、家業＝「三井越後屋」を維持さ

せるための閉鎖的血族集団である。 

 徽商の場合、同族の範囲は大きければ、大きいほどいいと考えているので、「大

きな宗族」が形成された。臼井氏は「明清時代の商人とりわけ徽州商人の経営

方式の特徴として、注目すべきは、彼等が宗族関係を尊重、重視し、これを利

用したことである。」286 と述べている。それは宗族が徽商の商業経営に果たした

機能が大きいからである。 

唐力行氏は、「徽州の人が商業を営む資本金の多くは宗族と関係した。およそ

宗族のなか、『官有餘祿（俸禄で生活に余裕のある官員）』或は『商有餘資（資

金に余剰のある商人）』は常に族人が商業に参加する資本を援助する」287と指摘

している。有力なメンバーは宗族の頼りになることがわかる。 

また、藤井宏は新安商人（徽商）と山西商人と比較して、山西商人は独自経

営のケースが多いが、徽州商人のほうは宗族観念が強く、同族の共同経営や同

族間の商業資本の（貸借・合夥）が行われているのがほとんどであると指摘し

た。288 

                                                 
285 五摂家と七清華家のことである。 
286『徽州商人の研究』p.95 
287 唐力行『明清以來徽州區域社会研究』p.4 
288 藤井宏著（傅衣凌．黄煥宗譯）「新安商人の研究」『徽商研究論文集』（『江淮論壇』編集
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徽商の事業体の人的構成も資本的構成も宗族に基礎を置いている。宗族は徽

商の経済活動の基盤をなしている。宗族を結束させるために、徽商は宗法制度

を用いる。その祠堂と族譜を通じて、同祖の親族を結びつけ、男系血統のネッ

トワークによって互いに助け合う。289そして、こういう宗法制度の下で、同族間

の序列が定められた。宗族の祠堂は同族秩序と同族関係を管理を機能を持って

いる。祠堂で定期的に族規家法を読み聞かせ、同族を規制する。族規家法を犯

し、厳重な場合は族の籍から外した。祠堂は宗族の議事機関に相当し、族長の

権力は大きい。同族が揉めたとき仲裁・調停の機能を果たす。 

徽商の祠堂と三井家の大元方は同族管理の機能を果しているが、祠堂におけ

る族長の権限が大きい、同族の共同利益に関することについて、族長は 終的

な決定権を持っている。それに対して、三井家における親分は一家の家長とし

て同苗内に権威的な存在であったが、合議制を用いる大元方における三井十一

家のメンバーの発言権は同じであるといわれている。290『宗竺遺書』に、しばし

ば「同苗相談之上」で議事すると明記している。 

また、大元方は三井家の全事業を統括し、事業の損益を計算して明らかにし、

家産を存続させる機能を果している。 

それに対して、祠堂は事業経営体の管理機能はない、商業資本の増大に直接

に繋がってない。家産相続について、祠堂と祭祀用の田圃は宗族の財産として、

分割できないが、家の財産は「諸子均分制」で分割相続して、商業資本の累積

に差し支えた。資本が脆弱化し、家の存続を困難させる。 

  

次に、同族子弟に対する教訓と後継者に施す教育やから家業の存続の考え方

を考察し、比較を行う。 

三井家の場合、家法『宗竺遺書』では、学問や信仰のため、家業を粗略する

者は「異形」だと喩え、先祖への不孝だと批判し、学問や信仰のため商業資本

を浪費してはいけないと諭している。三井家にとって家業の存続は何よりも先

                                                                                                                                               
部編、安徽人民出版社 1985） 
289『歴史学事典 第 10 巻 身分と共同体』には「宗族」について、「宗族の性格は、世臣の

家系の樹立という原理的なものから、男系血統のネットワークによって互いに助け合い、

個人の生活・生産を防衛する組織へと広義化していった。」と述べている。（ｐ.376） 
290 三井同苗組織の発言権について、『近世的経営の展開』には、「大元方は三井九家の全財

産を資本として一括所有し、九家がこの大元方の持分権利をもつという仕組のもので、各

家は持分比率は異なるが、平等の発言権を有し、大元方の評議に参加するとともに、それ

ぞれ三井営業店の経営を担当し（機能資本家）、大元方に無限責任を負っていた。この意味

で、大元方は合名会社的資本結合であった。」とある。（『近世的経営の展開』ｐ.112） 
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である。家訓及び教訓書ではしばしば子孫に「家業専念すべし」と強調してい

る。 

そして、後継者を経営管理者として育てるために、厳密な商業教育を行って

いる。同苗集団は子弟たちを「家の手代」として、競争意識によって働かせる。

家業を粗略にする同苗は勘当までもする。要するに、家の後継者の商業能力を

も重視している。 

 徽商の場合、子供の能力によって「賈」に従事するか「儒」に従事するかを

決めて、職業に従って専門的な教育を受けさせる。一般的に、一番有能な者は

「儒」に従事させる。291しかし、科挙官僚になるために、かかる費用は大きいも

のである。商業資本のバックアップがない限り、科挙の準備に励むことはでき

ないのである。そこで、官側の宗族関係を作るために、宗族は貧困な徽商子弟

の教育を支援する。 

宗族の科挙官僚によって家業（商業）を保護し、存続させることができると

徽商は考えている。もし宗族の内に科挙官僚ができれば、権力との繋がりもで

きるのである。 

また、科挙官僚になることで、宗族の名を上げ、先祖に対する孝行の実践に

もなる。以上の動機で、徽商は科挙官僚の育成に積極的であった。 

 後継者にたいする教育及び教訓から、三井は商人の分を堅持し、商人家を存

続させようとしていることがわかる。それに対して、徽商は「士＝官僚」を兼

業することによって、家の存続を図っていた。三井家の商業経営に対する集中

度は徽商より高いと言えよう。 

 

後に、商業経営の特色から家（業）存続の考え方を考察し、比較を行う。 

三井家にとって商は商人の立身である。三井高利は社会的信用を得、商業的

成功するために、「自利利他」の新商法「現銀（金）掛値なし」を考え出した。

この合理的な商法によって社会的信用を獲得した。「現銀（金）掛値なし」は三

井家の商売の礎石となった。 

また、その呉服の切り売りから高利の小利をも軽んじない薄利多売主義も察

知できる。高利が『支配勤集』に「金銭は仏神を奉拝ごとく、尊び遣ふと時は、

                                                 
291 この点は同時期の山西商人とは正反対である。晉商家族のなか、一流の子弟は商業に従

事させ、それに劣る子弟は科挙を参加させる。更に、科挙を合格しても功名を放棄し商業

に従事した進士もある。（孫紅「晉商、徽商、成功与及落交織的時光」『中關村』總 29 期 014、

2005.09 参照） 
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無仕落身体能持、分限に成よし、尤道理也。疎略に取扱ときは、必元をうしな

ふとなり。」292と述べ、定まった禄のない町人にとって、生活の資としての金銭

はまことに貴重なものであって、家を存続させるために、金銭はなりよりも大

事であると述べている。 

御用について、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い

る。また、創業初期の「三井越後屋」の社会的信用を増すために、利益の出な

い呉服御用幕府を引き受けたのである。 

公儀勤めのリスクは高いので、三井家の考えでは、政治権力に依存しない商

売、すなわち自立的な商売に専念したほうが商人としてふさわしい生き方と考

えたのである。 

徽商の場合、社会公益事業への寄付によって、社会的信用を獲得した点は、

事業体自体の充実にならない。社会公益事業への寄付のほか、知識人との関係

付けや権力者との結びつきによって、名声を高めようとしていた。徽商が社会

的信用を獲得する手段は、資金の回転に関わらないので利益はない、商業資本

の浪費となるとみることができよう。 

政治的な保護と莫大な商業利益を得るため、徽商は政治権力との結びつきに

積極的であった。特に、塩の販売をする商人においては、その事業は完全に政

治権力に依存している。 

政府は権力に癒着する徽商を利用し、国難や天災に逢ったとき、徽商に経済

的援助を要求し、実権のない官職、すなわち「虚名」と交換する。さらに、皇

帝と付き合いのある塩商はむりやりに皇帝が営んでいる高利貸しに借銀させら

れた。 

結局、徽商の場合、商業資本を政府の財政基盤に組み込まれたということが

できる。 

三井家と徽商の家存続の考え方で、一番大きな違いは、権力に依存しようと

するかしないかというところである。三井家が政治的権力に依存しないのは、

日本の身分制社会の構造の下で、職分に対する正しい認識にあると考えられる。

三井高利は、 

 

一、宗寿被仰候は始末を不致商人、何ど商能致候とても。始終一番之碁勝

                                                 
292『三井高利』、p.204 から引用した。 
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に成り不申候由被仰候、武士の上には、文武両道293、商人の上には商始末両

道缺候ては、鳥之翼一方無之同前、始終立身不成由被仰候事。294 

 

と述べ、商人は文武両道により立身する武士とは違うと説いている。また、 

先に掲げているように、武士は「人のために養るゝ」俸禄生活者であるのに対

し、高房が「元来町人の身上、極る禄無之もの（後略）」295と述べているように、

禄のない商人は家職を励まないと、家財は増やせない。始末しないと、家の財

産は減る。三井の考えでは、家職に励むことと始末することを自律しないと、

家の破滅につながるのである。 

また、高利が同族に示した教訓書『松樹院殿御教書寫』には、「心たにまこと

のみちにかなひなはたのますとても人やまもらむ」とあって、商人として「信

用」を守れば、人に信頼され、商売も繁栄すると考えていることがわかる。神

に祈るよりも、自力によって商人としての道を叶う方が確実だという考えを察

知することができる。 

中田氏の『三井高利』において、「彼が封建権力者に寄生的であるよりも、ま

ず町人的立場に立って自己を主張していて、むしろ商業的世界――商業組織と

商家組織――のなかで、自力でこれを開発していく、その主体性にこそ町人高

利の真面目があらわれていた。」296 と述べている。これも高利の商業経営の特色

である。この自立的な商人道は子孫たちによって貫徹され、幕末を生き残って

明治時代まで存続した。297 

これに対して、政治的権力との結びつきに積極的であった徽商は、そのため

に費やした資本が膨大で、家を潰した商人は少なくない。また、塩商の事業は

政府に依存しているから、政策が変わったと同時に、衰微の道を歩むことにな

った。 

 徽商の場合、三井家がしばしば強調している「商の本心」を忘れているので

                                                 
293 武士の立身に関して、『島津綱貴教訓』に、『為一国之守護為一郡之主行国政撫育民事、

不知文武之道難成、文武は車之両輪、鳥之両翼不可缺事』とある。（宮本又次『近世商人意

識の研究』ｐ.137） 
294 三井文庫『本稿三井家史料北家初代三井高利』三井文庫、ｐ.120  
295『町人考見録』ｐ.231 
296『三井高利』pp.150-151。 
297 幕末維新に際しても、三井は幕府に対する不即不離な立場を貫いていて、天下の動向を

熟視し、情報を蒐集して、冷静に商人としての去就を考えていて、決して幕府と行動を共

にして、自滅するようなことはなかった。（『三井高利』pp.217-218。） 
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ある。また、三井家のように自力で商業的世界を開発し、権力に依存しようと

ない主体性と自立性が見当たらない。結局、清朝とともに滅びた。 

三井家の家存続の考え方として、なるべく政治的権力と距離を置こうとした。

基本的な経営方針として、権力に依存しようとしない。三井家の経営に見られ

る特色は、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。 

以上の比較を通して、徽商の家存続の考え方の特徴も知ることができよう。 

徽商の事業体は宗族、すなわち開放的な血縁（さらに地縁）集団によって充

実される。人数の上限はないが、宗族におけるポストを上げることも難しい。 

宗族における序列は宗子との血縁の遠近によってが決められていたが、官僚

になることは宗族にとって名誉であるので、科挙に受かって官人になる者は宗

族内のプレステージが上がるのである。 

家の成員が多すぎるときは家産の分割を思いついた。しかし、家産の分割相

続を度重ねて、家の弱体化をもたらすのである。また、財産を相続した者は自

由にそれを利用することができる。要するに、徽商子弟の職業の選択は自由で

あるので、商を家業とする家業意識は三井家ほど強くない。298徽商の家における

個人の自由度が高いが、家を単位としてみるならば、儒・商（官僚と商人）は

一体化しているのである。299また、宗族とは人間関係に頼れる同族組織であり、

任官した同族の力を借りて、商業活動を円滑させる。政治権力に依存しようと

する徽商にとって、儒・商（官僚と商人）の一体化は家存続の戦略である。し

かし、政治権力に癒着した徽商は政治権力とともに衰微の道を歩んだ。 

 三井家の家存続の考え方の特徴を、以下の三点にまとめて置きたい。 

 第一、閉鎖的な血縁集団を作った点である。閉鎖的な血縁集団のなかで、 

激しい同苗中の競争が行われ、プレステージを上げることによって同苗を働か

                                                 
298 重田徳は「清代徽州商人の一面」において、「儒といい、商というも、いわゆる家業とし

て固定化されているのではなく、本人一個の問題であって、いわば一代一代において選択

しなおされるのだということが判明しよう。商は勿論、その際いわばベースをなしていて、

終的に帰着すべき方向である点、やはり「家業」としての枠をなしているとみられるが、

それは、いわば、たつきをたてる上では容易な道である点においてベースをなしているの

であって、価値観の上で優位をしめているからではない。」とのべて、「端的にいえば、儒

業を修めて、官僚への道を歩むことが、徽州商人――少なくともこの時期における――の

子弟にとっても、第一義的な生き方であり、 も望ましい方向とされたのではないか、と

考えるのである。」と指摘している。（重田徳「清代徽州商人の一面」『清代社会経済史研究』

岩波書店 1975.10.28、pp.306-307） 
299 上掲書、ｐ.306 参照 
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せる。そして、無能や金使いの悪い同苗を切り離し、家存続を困難にした者を

排除した。この厳しさが三井越後屋という家業を存続させたのである。 

第二、財産の不分割相続によって家の弱体化を防ぐ。 

第三、権力から自立的である。三井家の場合、商は家業として固定化され、

同苗子孫は「家の手代」であり、強い家業意識が要求される。三井家の家存続

の考え方は、「職分」＝「家業」実践という形態で「家」の自立を実現していく

のであると考えられる。 

このようにみてくると、三井家の家存続の考え方は、徽商と正反対であるの

で、明治時代まで存続したのであると見ることができよう。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


