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第 7 回 三方よしの経営論・・・日本のＣＳＲの源流  
 
ＣＳＲの歴史的流れ   （川村、2013、p.2)   
 
起点 (1956 年)           経済同友会の決議「経営者の社会的責任の自覚と実践」 
                          ⇔ 1956 年は日本のＣＳＲ元年 
 
第１期 1960 年代： 産業公害に対する企業不信・企業性悪説 
                          ⇒ 公害対策基本法の成立（特定汚染規制、出口管理）:1967 年 
                          ⇒ 企業現場での産業公害への個別対策 
  
第２期 1970 年代： 列島改造論・石油ショック後の企業の利益至上主義批判 
                           ⇒ ＣＳＲと商法改正の大論争、ＣＳＲ国会決議:1974 年 
                           ⇒ 公害部の創設、利益還元の財団設立 
 
第３期 1980 年代： 相次ぐ総会屋事件とカネ余り・バブル拡大 
                           ⇒ 企業市民としてフィランソロピーやメセナの展開 
 
第４期 1990 年代： バブル崩壊と企業倫理問題、地球環境問題の顕在化 
                         ⇒ 経団連「企業行動憲章」の制定:1991 年 
                         ⇒ ISO14001 の発行（環境マネジメント・システム）：1996 年 
                         ⇒ 企業行動規範の策定、地球環境部の設置 
 
第５期 2000 年代： 相次ぐ企業不祥事、新しいステークホルダーの認識 
                           ⇒ 欧米ＳＲＩファンドの襲来、ＣＳＲ格付の普及 
                           ⇒ ＣＳＲ部・室の設置、バウンダリーの認識 
                         ⇔ 2003 年は日本のＣＳＲ経営元年  
 
第６期 2010 年代：   ISO26000（社会的責任の国際規格）の発行：2010 年 
            ⇒ 日本経団連「企業行動憲章」の改訂：2010 年 
            ⇒ ISO26000 を基にＣＳＲ経営・報告の見直し 
           IIRC の「統合報告」公開草案の公表：2011 年 
            ⇒ 日本を含め世界的に統合報告書の発行企業の増加 
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経済同友会の第 15 回企業白書 「市場の進化」と社会的責任経営―企業の信頼構築と持続
的な価値創造に向けて― 
―議論から実践へ 
  ：経営者による具体的実践を促進する「企業評価基準」を提唱― 
 
第 1 部 企業と社会 改めて関係を問う   p.9 からの引用 
 
4. 社会要請の変化 ― 戦後期から 70 年代の公害問題まで 
「企業の社会的責任（CSR）」は、決して新しい概念ではない。欧米においても 1960 年代か
ら理念的かつ具体的に「企業の社会的責任」は論じられてきている。わが国においても、古
くは近江商人や住友家のような老舗の家訓や社是を見ても、近年では 1970 年代初頭に経済
同友会経営方策審議会委員長だった成毛収一氏著の『企業の社会責任 ― “利潤優先”を問い
直す』（日本経済新聞社、1970 年）を見ても、企業の責務が単に良い商品・サービスを提供
して社会に貢献し、利益をあげて投資家に報いるだけではないことが認識されてきた。・・・・ 
 
我営業ハ確実ヲ旨トシ、時勢ノ変遷、理財ノ得失ヲ計リテ之 
ヲ興廃シ、苟クモ浮利ニ趨リ軽進ス可ラザル事 
住友家法家法第 1 款・家憲第 3 条（1882 年） 
（住友グループ広報委員会 HP より） 
 
他国へ行商するもの総て我事のみと思はず、其の国一切の人 
を大切にして、私利を貪ること勿れ...... 
（「売り手によし」「買い手によし」「世間によし」の 
近江商人のいわゆる「三方よし」の家訓） 
五個荘商人中村治兵衛の家訓 
（五個荘町 HP より） 
 
そのような“CSR”を、今もう一度考え直そうとする理由は、企業に対する社会の要請が時代
とともに変化しているからである。ここではその変化について、戦後日本経済を振り返りつ
つ、考えてみたい。敗戦直後の 1946 年に経済同友会が設立された時、日本にとって最大 
の課題はまさに経済の復興であった。経済同友会設立趣意書には、その課題を真正面から受
けとめた先達の熱き思いが書き綴られている。 
「戦後」が終わって欧米諸国へのキャッチアップの過程に入ると、後・・ 
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三方よしとは？ 末永（2014） 
 売り手よし、買い手よし、世間よし ＝「三方よし」という。 
麻布商・中村治兵衛宗岸が宝暦 4(1754)年、養嗣子に認めた「書置」の一節が原拠 
近江商人「近江泥坊(泥棒)、伊勢乞食」 
「持ち下り商い」や「諸国産物廻し」による「他国稼ぎ」 
という商業活動そのものにある、 
高島商人や八幡商人、日野商人や湖東商人といった近江(現在の滋賀県)出身の商人達は、 
「近江に本宅を据え、近江国外で行商や出店経営に従事した広域志向の他国稼ぎ商人」
(p.24)と特徴付けることができる。 
そして、彼らの活動範囲が蝦夷地や奥羽などを含む近江国外に広がっていたため、他国人の
信用を得ることが“営業”における須要なポイントだった、 

「社会貢献」：京都の瀬田唐橋の一手掛け替えといった“インフラ整備”、中井正治右衛門 
 ＊江戸期の 3 大豪商（三井家、江戸、 鴻池家、大阪、 中井源左衛門家、日野商人） 
  中井正治右衛門は中井源左衛門家から出た、京都中井家。 
1 点目「近江商人は単に商売に熱心であっただけでなく、信仰心も厚かった」(p.80)浄土真

宗の信者が多かったらしい。 
補足：浄土真宗の盛んな地域であり近江商人の根底には「阿弥陀さまに見護られている」と

いう慎みの中に、それが「ありがたい、おかげさまで、もったいない、かたじけない」 
2 点目は石田梅岩(1685‾1744)が創始した「石門心学」の影響、「近江商人は石門心学の実践

者であった」(p.70)と述べている。 
3 点目：「日本資本主義の父」渋沢栄一子爵が唱導された「論語と算盤」と共通。 
近江商人の思想：「三方よし」、「陰徳善事」の思想、「始末して、きばる」「自利利他」「利は
余沢」などなど 商売の 10 訓 （スライド） 
 
井上政共編述『近江商人』（明治 23 年） 
中村治兵衛宗岸について 
「彼は、最も着実な人で、分をわきまえ、父祖の遺業に従事し農閑期には必ず紹糸(かせい
と)を繰って麻布を織り、商いをしたが、 
田畑の収穫がよくなく、地租も過当なものとなり、家計が行き詰まるようになった。 
ある日熟考し、農業には農閑期があるだけでなく、土地の公益を図って、名を挙げ、家を興
すためには、他国に出て、 
盛んに商業を営むことが最善であると決心し、自分の作った麻布を持って故郷を離れ、信濃
に行って販売した。 
世間に言う近江布はこの時に始まったと言われる。信濃から帰国の際には信州および上州
産の麻を買い入れ. 
繰方と織方に多年苦労を経験して販売に精を出したので、家は益々繁昌し、出るものは商品
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のみ、入るものは貨幣のみであった。 
この事業が有益な成果を生み出すことになった。これが持ち下り商売の起りの起源である。 
また、彼は幼少より学問を好み、家業の間に常に書物を調べ、特に家に伝わる仏書を読み楽
しんだ。 
中年になり家督を嫡子に譲って宗岸と号した。」と、記している。 
 
『家訓』 
第 7 条 
「農業には時期がある。春に植えて秋に収穫するまでの間には、かなりの時間があり、その
時間を無駄に過ごしてはならない。 
名を挙げ、家を興し、富裕の身になり、なお子孫にまでその家業を伝え、繁栄を保とうとす
るならば、 
水のように流れてゆく時間を無駄にしないことが肝要である」 
 
第 8 条 
「他国へ行商する際、すべて自分のことのみ考えずに、その国のすべての人々を大切にして、
私利を貪ってはならない。 
仏様のことは常に忘れないようにすべきである。」 
「たとえ他国へ行商に出かけても、自分の持ち下(くだ)った衣類等をその国のすべての顧客
が気持ちよく着用できる様にこころがけ、 
自分のことよりも先ずお客のためを、思って計らい、一挙に高利を望まず、何事も天道の恵
み次第であると謙虚に身を処し、 
ひたすら持ち下り先の地方の人々のことを大切に思って商売しなければならない。 
そうすれば、天道にかない、身心とも健康に暮らすことができる。自分の心に悪心の生じな
いように仏様への信心を忘れないこと。 
持ち下がり行商に出かけるときは、以上のような心がけが一番大事なことである。」 
＝商いは取引をする当事者双方(売り手、買い手)のみならず、取引自体が社会(世間)をも利
することを求めた 
『三方よし (売り手よし、買い手よし、世間よし)』の精神。 
 
 
「金持商人一枚起請文」  中井源左衛門 
 中井源左衛門（享保元年・１７１６年～文化２年・１８０５年）は、晩年になり新年を迎
える度に「起請文」を書いた。 
神・仏に対する誓いの言葉である。このような考えで商いに励むので、神様・仏様力を貸し
て下さいという願いを込めた、今で言えば新年度の経営方針である。 
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 最晩年の起請文は「金持商人一枚起請文」と呼ばれているが、源左衛門が書いたことは次
のようなことであった。 
 
もろもろの人々沙汰し申さるるハ、金溜る人を運のある、我は運のなき杯と申ハ、愚にして
大なる誤なり。運と申事は候はず。 
金持にならんと思はば、酒宴遊興奢を禁じ、長寿を心掛、始末第一に、商売を励むより他に
仔細は候はず。 
此外に貪欲を思はば、先祖の憐みにはづれ、天理にもれ候べし。始末と吝きの違あり。無智
の輩ハ思ふべきか。 
吝光りは消えうせぬ、始末の光明満ぬれば、十万億土を照すべし。 
かく心得て行いなせる身には、五万十万の金の出来るハ疑ひなし。 
但運と申事の候て、国の長者と呼るる事は、一代にては成がたし。二代三代もつづいて善人
の生れ出る也。 
それを祈候には、隠徳善事をなさんより全別儀候はず。後の子孫の奢を防んため、愚老の所
存を書記畢。 
 
文化二丑正月         九十翁中井良祐識 
 
 
「一、世間では『金を溜める人は、運がいいからで、金が溜まらないのは自分に運がないか
らだ』と言うが、それは愚かで大きな誤りだ。 
運などというのは無いのだ。金持ちになろうと思うなら、酒宴や遊興、贅沢をやめて長生き
を心掛け、始末第一に商いに励むより方法はない。 
他に欲深いことを考えると、先祖の慈悲にも、天地自然の道理にもはずれることになる。た
だし始末とけち（原文では「しわき」）とは違う 
。無知な人は、これを同じように考えているが、けちの光はすぐに消えてしまうが、始末の
光は現世の極楽浄土を照らすものだ。 
 
 二、これを心得て実行する人が、五万、十万の大金ができることは疑いない。ただし、国
の長者と呼ばれるようになるには、 
運も必要で、一代でなれるものではない。二代、三代と続き、善人が生まれて、はじめて長
者と呼ばれる家になる。 
そのためには、陰徳・善事を積むことより方法はない。のちの子孫の奢りを防ぐために書し
た」 
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「三方よし」運動がいかに広がったのか？  
 
1890(明治 23)年 井上政共編述『近江商人』 中村治兵衛宗岸について語る。  
1931（昭和６）年ころ  廣池千九郎博士[1866-1938]、－－－「三方よし」＝「自分よし、
相手よし、第三者よし」の含意で造語、[大野:2012]  
 
1988(昭和 63)年 小倉[1924-1992]『近江商人の経営理念』・・・「三方よし」を使い始める 
1991（平成 3）年 滋賀県 AKINDO フォーラムの開催・・・「三方よし」が全国へ発信され
はじめる 
               小倉榮一郎（1991）が無料頒布される。・・・「三方よし」と中村治兵衛宗
岸に関する記述。  
1992（平成 4）年 滋賀県商工労働部 AKINDO 委員会の設立・・・「三方よし」が継続し
て宣伝・・・「三方よし運動」の継続化  
1995（平成 7）年 情報誌「三方よし」創刊号   
 
2003 年 経済同友会 白書 ＣＳＲブーム・・・「三方よし」に言及  
 
2004 年 春 滋賀経済同友会、「三方よし」の経営理念に基づいて経営の現状把握と改善の
ための滋賀 CSR モデルを公表 
2004 年 全国的に「三方よし」という用語が利用されている。 [三方よし研究所］ 
 
 
「三方よし」の言説が新聞でいかに利用されているか   三木田（2019） 
 
【モラロジー型】 
特徴・分類基準： 廣池千九郎の教えに基づいていると判断されるもの。 1988 年より前に 
「三方よし」の言葉およびその名のつく 理念の存在、伝承、定着の事実があるものは、モ
ラロジーに由来するものと判断した。モラロジー型と思われる記事の中には近江商人に関
連する内容の記載はない。 
中心概念：最高道徳の実現、商人道徳キーワード：「自分・相手・第三者」、「三方善」、「理
念は先代から継いだ」など 
 
【近江商人型】 
特徴・分類基準：近江商人の倫理観への回帰、近江商人の家訓や商法を語り継ぐもの。 
中心概念：近江商人の精神 
キーワード：家訓、陰徳、信仰心、原点、原典、語り部、伝道者など 
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【CSR 型】 
特徴・分類基準： 
「世間」にあたるものが社会を示すと判断されるもの。社会的責任（CSR）に通じる考えや 
CSV になぞらえて提示さ れるもの。この型はさらに「社会」「地域」「環境」と三つの小項
目に分類できる。 
中心概念：「世間≒社会」「世間≒地域」「世間≒環境」 
キーワード① 世間≒社会：社会貢献、グローバルなど。 
「三方良し」の考え方を土台とし、商社ビジネスを通じて社会・経済の発展に貢献していく  
キーワード② 世間≒地域：地元密着、地域ぐるみ、まちゼミなど。 
 キーワード③ 世間≒環境：循環型社会、環境対策、地球よし、 CO2 削減等。 
 
【当事者・ビジネスモデル型】 
特徴・分類基準： 三方がビジネスの当事者または対象だけを示すもの。当事者・対象数に
よって「四方よし」「五 方よし」などに表現が変わるもの。但し、当事者を 4 つ以上示し
ていても「三方よし」の表現のままで、 「社会」「地域」などを 当事者に カウントしてい
るものは CSR 型とし た。なお、当初は「当事者型」として始めた分類であったが、作業を
進めるうち「ビジネスモデル」という概念が多く現れ始めたことから、 以降は「当事者・
ビジネスモデル型」と呼び名を 変更することとした。 
中心概念：社会や地域といった包括的な全体ではなく、あるビジ ネスの当事者だけを示し、 
当事者数に応じて「四方よし」「六方よし」などに表現も変わっていく。 
キーワード：利害関係者、ビジネスモデル、仕組み、システム、構図など。 
【語呂合わせ型】 
特徴・分類基準： 三拍子揃っていて申し分ないことを表す語呂合わせ的なもの。 
中心概念：優れている。三拍子揃っている。語呂合わせ。 
キーワード 事例 ：「街並みよし、水郷よし、風景よし」「歩いてよし、迎えてよし、交流し
てよし」「みばえ、香り、感触の三方よし」 
 
【商品名・ブランド型】 
特徴・分類基準：「三方よし」を滋賀の名産・名物として商品名に据えたもの。滋賀のブラ
ンドとして「三方よし」を用いているもの. 
中心概念：地元 近江・滋賀のものキーワード（事例）：近江うどん「三方よし」、近江商人
といえば「三方よし」、滋賀最大のブランド 、滋賀らしい 
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近江商人系企業 
https://e-omi-muse.com/omishounin/about9.html 
 
商社：伊藤忠商事、丸紅、トーメン、兼松、蝶理 
百貨店：高島屋、大丸、（西武） 
紡績：日清紡、東洋紡、東レ。 
繊維では、外与（とのよ）、塚喜商事、ワコール 
その他：西川産業、武田薬品、日本生命、ヤンマー、大阪商船三井 
 
企業家論（フランス経済学）と近江商人の類似性 

 
近江商人における共同出資・協働の事業形態  

https://e-omi-muse.com/omishounin/about5.html 
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Kanji Tanimoto ”Sanpo-yoshi and CSR” in Encyclopedia of CSR, Springer, 2013 より抜粋 
 
Future Directions 
Sanpo-yoshi is an ethical principle based on the experiences of the Ohmi merchants in their 
business transactions in the Edo period in Japan. It is regarded as one of the origins of CSR 
in Japanese corporations. We can say that sanpo-yoshi has developed into the basis of business 
ethics in Japanese corporations which has a strong focus on stakeholders: customers and 
communities. Current CSR in Japan, however, cannot be explained by sanpo-yoshi alone. 
Since the Japanese market exists only as part of the global market, CSR in Japan also should 
be considered from the perspective of global economic society. It is vital decisions for Japanese 
companies on how to incorporate CSR into management processes, develop management 
strategy, and enhance competitiveness, while they should understand the differences which 
exist between Japanese corporations and Anglo-American and European corporations, and 
recognizes the advantages (strengths) offered by the Japanese approach.    


