企業倫理の源流と現代における意義

企業倫理の源流と現代における意義
──江戸中期の石田梅岩の思想を中心にして──

経営学研究科経営学専攻博士後期課程１年

萩原

道雄

目次
１．研究の目的と理由
２．先行研究
３．石田梅岩の時代背景
４．石田梅岩の生い立ち
５．石田梅岩の思想・哲学の源、神仏儒の教義
６．石田梅岩の思想・哲学
７．石田梅岩に影響を及ぼした鈴木正三
８．石田梅岩の思想・哲学が活きる現代の経営理念
９．終わりに
１．研究の目的と理由
本稿は、企業倫理の源流を江戸時代の享保年間に心学（石門心学）を説いた石田梅岩に求
め、梅岩の思想・哲学を明らかにし、その思想・哲学が現代の経営にどのような影響を与
え、また将来にどのような影響を及ぼすかについて考察をする。このような考察を行う理由
は、Capra（1995）が主張する文明の転換期における三つの大きな変化、家父長制度の衰退、
化石燃料の減少、パラダイムシフト 、このような大変化において、企業はこれまでとは違
1

う持続的可能性の求め方が問われているということから、また中谷（2008）が言うところの
アメリカ発のグローバル資本主義が社会の人間関係の崩壊と地球資源の飽くなき簒奪による
環境悪化をもたらしたことにより、人類の生活のバランスが崩れ始めてきており、それらを
防ぐための新しい思想・哲学、文明思想が要請されていることから、その解を企業倫理の源
流から導き出そうとするものである。
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２．先行研究
古来より、我々日本人の自然との営み（自然への畏怖、自然からの恩恵など）から生ずる
思想と仏教の思想は渾然一体となって日本の文化を作り上げてきたが、中村（2002）は、
「心は私たち人間全ての行為をなすときの倫理的な基盤であると仏教は強調してきた」と述
べている。江戸時代より我国の学問は朱子の四書集註『論語、孟子、大学、中庸』が主とし
て講義され、その文化的影響は現代の日本人の生活にも及んでいる。
諸橋（1981）は現代に生きる中国の古典『大学』における大学の三綱領「在明明徳。在親
民。在止於至善」、及び八条目の「修身、斉家、治国、平天下、格物、致知、誠意、正心」
の解釈において、心をまず正しくすることが第一であり、そこから誠の意が生まれ、さらに
知識を持ち、物事の本質を知り、身の修養が出来てこそ家を整えられると述べている。現代
に換言すると、斉家は斉企業、治国は治地方自治体、平天下は平日本国である。これらは石
田梅岩も説いているところである。
神谷（1995）は徳川時代初期に活躍した禅僧、鈴木正三が近代的な職業倫理を説いたとす
る。正三は各人（士農工商）がひたすら世俗的な職業生活に精励することがそのまま仏道の
修行になる所以を力説し、
「世俗的職業生活はあさましき罪業」という中世的な職業観を打
破した。正三の思想は当時の人びとの生き方の中から日本人の勤労観を職業倫理として定立
したことであり、この思想はのちの石田梅岩にも影響を与えた。
中村（1965）は近世日本の批判的精神として鈴木正三の批判的精神を取り上げ、既存仏教
に対する改革精神及びその実行、キリスト教批判について論じている。鈴木正三の士農工商
の職業倫理を仏教の真理から説き明かし、その実践としての説法、仮名草紙の発行などにつ
いて論じている。そこには職業が真正なものであり、各自の職業の実践追及が宗教的意義を
有するということにより、社会に一定の調和をもたらすことにはなったが、社会そのものの
変革には及ばなかったと論じている。この点においては、西洋近代史におけるプロテスタン
トの精神が資本蓄積の原資であったこととは異なる。鈴木正三の思想は既存宗教の徹底批判
に基づく職業倫理の徹底による社会改善を目指したが、経済社会の変革に至るにはなお数世
紀を要したのである。
R. N. べラー（1996）は徳川時代の宗教の一形態として石田梅岩の心学を研究し、心学は
商人階級の運動であったが武士を指導的階級として受け入れ、経済社会行為における武士的
な役割を商人にも行わせようとしたと述べている。経済的には勤勉と倹約を主張し、消費を
小さくして、正直の普遍主義的な水準と契約の尊重を主張し、これらを宗教的に強めたと主
張している。経済が産業化の過程においては、都市階級が世俗の仕事に対して規律を持ち、
その実践的、持続的な態度が、経済の安定或は成長に寄与すると考えられ、企業家と労働者
の両方にとって重要であった。心学は、伝統的宗教の儒教に準拠し、孟子にまでさかのぼ
り、「この伝統を、その時代の都市階級の欲求に適合させることによって、心学は、苦しみ
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悩んでいた商人の生活に意味をもたらし、さらに彼らのエネルギーを、社会に対してもっと
も深い意味を持ち得るような方向に向けたのである」と論じ、都市階級の勃興する産業の時
代のはしりと評し、心学の明治維新、明治時代への影響を述べている。こうしたベラーの解
釈は、心学の倫理の実践からその経済活動への影響にまで言及するものであり、経済進展に
おける心学の位置の研究に資するものと捉えられる。
柴田（1962）は江戸時代、享保に生きた石田梅岩の神仏儒にもとづく、商人の心の持ち方
や日ごろの実践に関する思想が、石門心学として高弟たちにより普及され、士農工商の身分
制のもとで最下位の商人たちを勇気づけたと論じ、さらにこの思想は武家にまで普及したと
主張している。徳川幕藩体制の中に於いて、石田梅岩の説いた商人道は体制に対する革命的
な側面を極力避けているものの、商人に対して自覚と誇りを持たせた。正しい商人のあるべ
き姿を説いた梅岩の思想は、現代の企業の経営理念の根幹にもおくべきものと考慮される。
山本（1991）は日本を作った二人の思想家として鈴木正三と石田梅岩をあげ、鈴木正三は
士農工商に成仏の道を説いたが、これは一言で表すならば「世俗の業務は、宗教的修行であ
り、それを一心不乱に行えば成仏できる」ということであり、その結果としての利益は善で
あるという思想をもたらしたと論じる。
また石田梅岩は、経済の実質は商人たちにあるものの、儒学的経済学者からは商人は社会
の中の穀潰しといわれていたことに対し、士農工商はそれぞれ行うべき道があり、それらの
間にはなんら差別が無いものであることを神仏儒の思想・哲学により解明し、商人は正直と
勤勉と倹約により、結果として利潤を上げることにはなんらやましいということは無い、か
えって世の中のためになることだと論じた、と山本は述べている。梅岩の思想は日本のプラ
グマテイズムの始まりであり、その正直に基づく勤勉さと倹約が日本資本主義の勃興におい
て示した役割についても山本は論じており、このことは本論文の参考となるものである。
澁澤（1985、p.83）は事業の執行者の心得を“論語とそろばん”で表した。論語は孔子の
教え即ち道徳、そろばんは事業の利益である。
「世の中の商売、工業が利殖を図るものに相
違ない、もし商工業にしてものを増殖するの効能がなかったならば、即ち商工業は無意味に
なる、商工業は何たる公益もないものになる、さりながらその利殖を図るものも、もしこと
ごとく己れさえ利すれば、他はどうでも良かろうと言うことを持って利殖を図って行ったな
らばその事物はいかに相成るか、〔中略（老子の言葉が書かれている）
〕
、それゆえに真正の
利殖は仁義道徳に基づかなければ決して永続するものではないと私は考える。
」この思想は
石田梅岩の思想と基を同じくするものであり、現代にもそのまま適合する言葉であり、将来
に向けても傾聴すべきものであり、事業における意思決定の基盤であると考える。また澁澤
（1985）の“論語とそろばん”の思想は、水尾（2003）やDeGeorge（1995）やPaine（2003
年）が経営倫理（ビジネス・エシックス）と事業利益との相関については相当に一致するよ
うになったと主張していることに通ずるものであり、このことは梅岩が正直と倹約により、
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相手の立場で物事の判断と行為を行うことにより、自分も利を得ることが商人にとっての道
であると述べたことに現代的意義を認めるものである。
３．石田梅岩の時代背景
３－１

享保の改革と梅岩の初講席

石田梅岩が京都に初講席を設けたのは享保14年（1729年）であった。この時期、徳川幕府
の治世は開府（1603年）より120年余が経過しており５代将軍綱吉（1680年─1709年）の強
権的ではあったが華やかな元禄時代から一転して、幕府の支配における弛緩を改革する時代、
即ち８代将軍吉宗（1716年─45年）の享保の改革の初期に当たり、放漫な政治と華麗な世相
とを特色とした元禄時代から、緊張した改革政治の享保時代の初期に梅岩は講席を始めたの
である。
梅岩が初講席に至るまでの政治・社会・経済状況は以下の通りである。梅岩が学問に励ん
だのは再び京都の商家に奉公をした（1707年）頃からと推察できるが、当時の治世は６代将
軍家宣（1709─12年）および７代将軍家継（1712─16年）を補佐した新井白石の活動に特色
がある。儒学の精神に基づき道徳的な政治を実現しようとしたもので文治政治という言葉が
適切といえよう。元禄時代の権力主義の政治は生類憐みの令に象徴的にみることが出来るが、
白石の文治政治は、そのような権力主義と対立するもので、幕府成立以来の政治手法とは違
ったのであったが永くは続かなかった。
短い６代、７代将軍のあとを継いだ吉宗は弛緩した政治体制のたがの締め直しと財政の均
衡を図りともかくも成功したと見られる。吉宗の政策は財政の再建であり、この目的遂行に
は行政機構の改革と有能な人物による強力な政治が行われたことが要諦である。吉宗は率先
して厳しい倹約を実行、このためには儀礼の縮小、通貨の安定のための統一施策、旗本への
俸禄の一部停止、諸大名にたいする「上げ米」令の施行などを行った。これらの政策により
収入不足を補ったが、収入増の根本策として新田開発を行い、殖産事業の開発を行った。
このような時代であったが、経済のほうは参勤交代による地方物資の流入と家臣団による
江戸経済の活性化、農業の余剰生産による商業的展開また諸国における殖産の物資の交流の
増大など、貨幣経済の進展による物資の流動化が生じた。この時代、経済の活性化のための
諸施策は幕府の金蔵が100万両増加したごとく財政の健全化が行われたが、町人の経済の活
性化はみられなかった。
３−２

商人の社会環境

江戸期商人のおかれた環境について弦間明、小林俊治（2006）は次のように述べている。
江戸期を概観すると主要産業は農業であり、工業は家内的手工業段階であった。各藩にお
いては殖産事業が奨励されその産物の卸商的分野は藩が営んでいた。したがって民間商人の
活動分野は小売の商いであった。流通経済の発展により寛文〜元禄期には、江戸初期の戦国
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諸侯・覇者の御用商人が没落した後の新商人（本商人）が台頭し、さらに元禄〜享保期にか
けてこの傾向は一層進み、新興商人は足場を固めて確固たるものになるのである。新興商人
は、戦国商人と異なり、革新的な才覚と商才によって新商法を開拓し、事業を創始し、業務
の転換をして、自力でのし上がってきたものであり、三井、鴻池、住友の三豪商をはじめ、
小野、西川、中井、天王寺屋、淀屋などがいわゆる老舗になって行くのである。
当時の大都市は江戸（人口約100万人）
、京都（約40万人）
、大阪（約35万人）の三都であ
ったが、それぞれが固有の特徴を持ち、江戸は政治の中心で大消費地、京都は手工業・文
化・宗教の中心、大阪は「天下の台所」たる商業の中心としてそれぞれ栄えていた。そして
この三都は安定的な商品流通で結ばれていたのである。
このような新興商人たちも、享保の改革を経たころから保守傾向を強くし、危険冒険を避
けるようになってくる。役人に迎合し、幕府諸藩の支配に誠実に追従する従順で控えめな町
人へと転換したのである。徳川成憲百箇条の「総じて万盤古法に準ずべく、新規の事は停止
すべきこと」という規定に従って、商人は旧習と掟を尊び、新しい企画をしないようになっ
た。したがって新規事業や新規取引の開始はほとんど無く、しきたりに従った伝統を尊ぶ家
業経営が第一とされたのである。商人にとっては倹約により自らのビジネスの持続的可能性
を追及する時代だったのである。また町人の識字率についても幕府の学問奨励策もあったで
あろうが、寺子屋の普及などにより70％あったと推察され世界の他の大都市に比較して非常
に高い数値であったといわれている。
このしきたりに従った伝統を尊ぶ家業経営が世の中の第一の風潮にあって、これに基づい
て梅岩が心学を説いたことになる。心学が普及した背景には、その社会は識字率が高く学ぶ
環境ができていたということも忘れてはならない。
３－３

商人の経営体制

商人の経営体制に関して考察すると、経営史学会（2004）は「徳川期に入って幕藩体制が
成立し、17世紀以降幕府の直轄地であった江戸・大阪・京都や博多・堺などの大都市を始
め、大名領国の城下町を中心に商人が多数集住して活発な商取引活動を開始した」と述べ、
商家の経営組織は家族経営であるが家長が最終的経営責任をとる仕組となっており、
「同族
間での共同出資企業の設立や複数の商家が共同で事業を実施することもあり、商家の経営管
理の手法は高度に発達していた」と論じており、個人経営の商家も多数あったが、近代的経
営・組織経営を行う商家も存在した。
３－４

商家の家訓

この時代の商人たちの商業倫理を内包した商業行為原則を文章化した家訓を検討する。家
訓の中に商業倫理が内包されており梅岩の思想の存在が概観できる。弦間明・小林俊治
（2006）より三井、住友、白木屋の享保期の家訓を取り上げその内容を列挙する。
三井家：
『宗竺居士家訓』三井高平、享保７年（1722）
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一族和親一致、同族範囲を拡げすぎるな、勤勉、同族協議による決定、利益配分の
方法、全店会計の掌握、新鮮な人事、一族子弟も小僧体験、退却の決断力、不心得
な同族の処分。
住友家：『住友長崎店家法所』住友友昌、享保６年（1721）
火の用心、勝負事の禁止、銀の取り扱いを慎重に、禁制品に注意、公私の区別、支
払・立替は厳密に、決算報告の期限、業者への無心、賄賂の禁止、遊女の立ち入り
禁止、一汁一菜と禁酒、粗服、門限、便乗遊興の禁止、個人的内緒商いの厳禁、合
議による価格決定。
白木屋：『白木屋享保定法』大村彦大郎勝全、享保８年（1723）
ご公儀第一、火の用心、小額の客を大切に、新規の工夫のご法度、印鑑を確実にと
れ、退職者の当地居住を禁止、退職後の他店転出禁止、退職後の同業就職禁止、解
雇者との接触、紹介・斡旋は一切禁止、世間づきあい無用、手元に金銀を所持する
な、出先からの無断私用禁止、土蔵からそのまま外出するな、持ち出す風呂敷包み
は検査を受けよ、商品持ち出しは厳正に、帳場を通せ（代金、手付金、仕立て発注
において）
、接待の大酒無用ほか。
これらの家訓からは質素、倹約、勤勉、家の存続第一などが共通項として読みとれる。第
８代将軍吉宗の家康公の教えを原則とした諸々の改革の時代において商人が存続を図るため
に、時代にあった家訓を、現代で言えば経営理念、経営方針を明確にした。これら家訓から
は梅岩の言うところの商人として正直と勤勉と倹約による利益の確保に基づく家業維持の思
想及び士農工商の枠組みから外れることなく社会の重要な存在として商人を位置づけそのな
すべきことを正しく行うとする意思が読み取れる。
４．石田梅岩の生い立ち
梅岩の生い立ちを以下において述べる理由は梅岩の人格や思想・哲学がどのように形成さ
れたかを知るためである。
おきなが

かんぺい

梅岩が生まれた時につけられた名前は石田興長である。梅岩は別の名であり、通称は勘平
じょうきょう

とう げ むら

である。貞享２年（1685）に丹波桑田郡東縣村（現在は京都府亀岡市東別院東掛六田16、石
田家が現存する）で生れた。11歳で京都の商家に奉公し数年後一度郷里に帰ったが、23歳の
ときに再度京都に出て商家（黒柳家、呉服商）に仕え、それ以後20年間その徒弟、番頭とし
て過ごした。梅岩の学歴はほとんどなく、商家勤務の折に余暇を見て時々町儒者の講義を聞
いた以外は全くの自学自習によるものであった。かれは後年に至って「我等如キハ文字ヲ正
テハ、手紙一通モ書キ得ザル者」
『都鄙問答巻一』とか「四書五経にさえ、仮名して読み来
れり」『倹約斎家論上』と告白しているが、彼の著作を通じてみる限り、相当幅広く孝経、
論語、孟子、大学等などの儒書を読みこなしており、また神道については神道の布教者にな
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ろうとしたこともあり、さらに仏教の経典をも読みこなしており、当時の学者のレベル以上
の知識・見識・胆識を持っていたと思われる。特に禅宗の哲理については、梅岩は独学では
あったが、梅岩より100年前の鈴木正三（1579～1655）の流れを汲む曹洞宗の禅者、小栗了
雲に晩年師事し、性（哲理）を知った。あるとき忽然として疑いが晴れたと『都鄙問答巻
一』に記してあるように、梅岩は徹底して物事を考え抜き或は瞑想してある種の悟りを得た
と思われる。あらゆる悩みや疑問を考え続けあるとき忽然と悟ったというのである。
梅岩の父の養育が正しく、かつ厳しいものであったエピソードがある。梅岩はそのしつけ
に対して、ありがたく、深く、父の恩に感謝すると『倹約斉家論』において述べている。（以
下はそのエピソードである。
）
「10歳ごろ、父の山に遊びに行き、栗を５～６個拾い、昼食の時に父に見せた。父は、我
が家の山の栗の樹は、その枝は山の境界にかかっていないが、他家の山の栗の枝は、わが家
の山の境界まで伸びている。それを知らずに拾ってきたのはまちがっていると言い、昼食の
途中だったが許さずすぐ返しに行かせた。梅岩はかしこまってもとの場所へ栗を返しに行っ
た。
」
そして、己がつかんだと信ずる真実の道を他人にも説くという志を得て45歳の時に勤めて
いた商家を退職し（奉公をやめる）
、京都に住居を定め講話の席を開いた。その講話の会場
には「席銭入り申さず候、無縁に手もお望みの方には、遠慮なくお通り、お聞きなられべく
候」と張り紙がしてあった。梅岩自身は一生を通じて哲理の追求、正直、倹約、勤勉を実践
し、かつ独身であり、倹約のために３食であったのを２食にし（後年講釈するために、弟子
に勧められ、身体を考え３食にした）
、無駄は一切省いた。貧しい人に対しては、施しを常
に行い、洪水の村には自ら出向き救済活動を行った。虚飾を捨てた人生を送ったのである 。
2

この梅岩の人生の生き方そのものに人を教化する何かが以下のようにあった。彼は実践の
人であり、生活の実践を商人としての道を説くことと広くは人としての道を説くことと融合
させたのである。それは理論のみを説いている学者や自分だけの修行に終わる仏教者と著し
い対照をなしていた。
５．石田梅岩の思想・哲学の源、神仏儒の教義
５－１

神道

梅岩は京都の商家に一度勤めたあと実家に戻ったが、神道に心を引かれ研究を重ねたよう
である。
『石田先生事跡』には梅岩が京都へ出たときから早く神道をしたい、自らそれを説
き広めることを願ったと記しているが、そのとき学ばれた神道がどのような内容のものかに
ついては明確ではない。
『都鄙問答』や『石田先生語録』のなかに神道についての記述が見
られるので神道についても相当の研究をしたものと推察できる。
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５－２

仏教（禅宗）

禅が民衆の宗教になったのは江戸時代の17世紀から18世紀にかけてである。当時の禅の民
衆における状況を『日本と世界の歴史』第15巻（1980）より概観する。
民衆に布教をするために仮名文字による法話が出現し、そこから禅は、民衆に普及して行
ようたく

った。さらに当時活躍した禅僧の中で、盤珪永琢（1622～1693、臨済宗）は仮名文字を書く
よりも優しく説法をした。その説法は記録され転写され広まっていった。座禅については、
人びとが生得の仏心を失わない限り日常の生活そのものにあると説いた。また時代は下がる
え かく

が、白隠慧鶴（1685～1786）は和讃とか俚謡（さとうた）に托すことによって、禅に関して
はほとんど無知に等しかった民衆にまで説き及ぼした。白隠は俚謡の『大道ちょぼくれ』で
五倫五常を説き、
『孝道和讃』で父母への孝を説き、和讃のなかで『夫孝、徳之本也、教由
生所』（それ孝は徳の本なり、教えの由って生ずるところ）と説いた。
この時代、梅岩は自らの疑問を解くことが出来ず禅僧について修行をしたとされている。
その禅僧の名は小栗了雲。梅岩より17歳年上。姓は平氏、苗字が小栗。名は正順、通称源五
郎といい、了雲はその号である。
「端荘淵黙、性命の学を好み、自ら楽しんで世を忘る」と
評されている。了雲の学問や思想については、その著書として残るものが少なく、これらを
かつ

十分に明らかにすることは困難であるが、
『石田先生事蹟』の付録『姓名爵里』に、
「甞て性
うんのう

理の蘊奥を究め、且釈老の学に通じ」とあり、仏教はもとより老子とあるので、儒教にも薀
蓄が深く、且つ悟りについても深い認識を持っていたと考えられる。
５－３

儒教

徳川幕藩体制の支配者側の学問としては儒学（儒教の学）であるが、梅岩の時代は林家の
儒学支配からは脱却した状況となっており、京都では伊藤仁斎が現れ、儒教の正統性を意識
して古典を深く研究し、林家の御用学としての朱子学を理論的に攻撃した。仁斎に次ぐもの
としての荻生徂徠（1666～1728）が著名である。荻生徂徠は朱子学に対する新しい解釈を行
ったがそれは仁斎と同様、日本の思想風土に根ざすものであった。根本政策は農本主義と階
級制度の確立に有り「本を重んじ末を押し切るということ、是古聖人の法なり、本とは農な
り末とは工商なり」
「最初に町人百姓と武家との差別を屹と立つ可き事也」と説いており
（本庄、1966）
、商人を蔑視する思想である。徂徠他の学者も儒教の古説から自説の展開を行
っており、仁政と経済の根本を農本主義より脱却できなかった。徂徠は幕府の儒員ともなっ
ておりその後独立し塾を開き門人多数を数え当代第一の儒者として長く世に知られた。
梅岩は儒教については講話を聞いたり自ら学んだとされる。儒教の書物を懐に挟み暇を惜
しんで学んだとされている。以上の時代背景が梅岩の勉学、悟性、思想、生活態度に大きく
影響を与えていると考える。
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６．石田梅岩の思想・哲学
都鄙問答及び倹約斉家論より考察をする。
梅岩の思想・哲学の根底にある神仏儒とは何か。都鄙問答を探ると以下のような書籍や人
物が記述されている。
儒教：論語、孟子、大学、中庸（四書）
、易経、書経、詩経、禮記（これに春秋経が加わ
って五経）
、孝経、小学、曲禮、曹子、荘子、程子、厚子、韓退子、荀子、楊子、
告子
けん す

仏教：釈迦、達磨、南船和尚、蜆子和尚、天台宗、真言宗、禅宗、念仏宗、日蓮宗
神道：神 代の巻（神道の国つくりの話「天照大神、イザナミノミコト、イザナギノミコ
ト」
）
、日本記（日本書紀のことか）
文学：徒然草
梅岩の思想・哲学は神仏儒の教師の講義から、また前述の書籍の読み込みから形成され
た。書物を離さず寸暇を惜しんで勉強したとあるから、了雲禅師の悟りへの指導のあとは、
自ら工夫して考え抜き、梅岩独自の思想・哲学を形成した。
梅岩の著作としては『都鄙問答』
『倹約斉家論』がありこのほかに弟子が編纂した『石田
、
『倹約斉家論』から
先生語録』、『石田先生事跡』がある。梅岩の思想・哲学は『都鄙問答』
3

読みとることができる故、都鄙問答を中心に以下では論じる事とする。
６－１

梅岩の根本思想・哲学

始まりは、巻の一都鄙問答の段からであるが、ここで梅岩は教えることの志について、『孟
子』の滕文公章句上編から次の文章を引用して述べている。孟子曰「人之有道也。飽食煖
衣。逸居而無教。即近於禽獣。聖人有憂之使契為司徒。教以人倫。父子有親君臣有義夫婦有
別長幼有序朋友有信』これは尭の時代におけることを記述しているが、その言わんとすると
ころは、この文章の前段に、后稷は人民に農事をおしえ、五穀を種うえさせた。穀物が成熟
して始めて人民を養育することが出来るとの話があって、次に、前述の漢文の「人間は人た
る所以の道徳があるが、ただ食に飽き衣が足り、安逸に暮らすだけで、教育がなければ、禽
獣とちがわない。聖人はまたこれを憂いて契を教育長官とし、道徳教育を行った。それは人
間関係を規制する五つの原則を基本とする。即ち、父子の間には骨肉の親があり、君臣の間
には支配服従の義があり、夫婦の間には尊卑の別があり、長幼の間には上下の序があり、朋
友の間には相互の信がある。このことを良く知り行うことが学問の功である」と続く。そし
て老子、孔子、釈尊などの言葉や故事を披瀝して、自分は年をとってから学問の道を志した
ので間違いも多いかもしれないが、文字を知ることだけが学問ではない、学問とは心を尽く
して性を知ることであり、それは修行により到達できると述べている。梅岩は「われ初心と
ぐまい

かなへ

愚昧の病より、此ぞと心定まらず、心に合る所なく」と嘆いていたが、ある禅者（小栗了雲）
と出会い研鑽を重ねたところやはり心が定まらなかった。ところが20日あまり母の看病をし
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てその座を立ったところ忽然として悟ったという。
つまり自然の運行は自然の中にありといっているが、この悟りは文字からではなく修行の
するところだと述べている。
梅岩は理屈で神仏儒の諸々の教義を徹底的に考え抜き、あるとき、自然の中に、つまり生
の

み

くゞり

きることの中に、何かを悟ったと思われる。即ち「堯舜の道は孝弟而巳。魚は水を泳、鳥は
とぶ

ニ

トビトンデイタリテンニ

ウヲヲトルフチ ニ

あきらか

空を飛。詩云。鳶 飛 戻 天 。魚 躍 干淵（中庸12章）と云り。道は上下に察なり。何をか疑
はん。人は孝悌忠信、此外仔細なきことを会得して、二十年来の疑いを解く。これ文字のす
る所にあらず。修行のする所なり。
」と述べている。
梅岩はこうも述べている。
「天の心は人なり、人の心は天なり」
、人の心性と天（地）とは
本質的にひとつであり「人は一個の小天地」であると見る考え方は、同時にその人間の作っ
ている社会と天地（自然）との間に何ら隔てはないものと考える。いいかえれば、この世に
君臣・父子・夫婦・兄弟・朋友等の関係、また士農工商の別のあることは、自然界に日月の
運行や風雨寒暑の去来があることと、何ら変わるところがないものとして受け取られる。
梅岩は五常五倫が人の道の根本と述べているが五常とは仁、義、禮、智、信のことである。
五倫は前述した５つの原則のことである。したがって梅岩の根本思想（哲学）は儒教の教え
に基づくものである。
６－２
①

商人の道

商人の社会における存在意義
武士の俸禄と商人の買利とは同じである。買利を得るのは商人の道であり、買利がないの

は、武士が俸禄が無くて仕えるのと同じだと言い切っている。
たすく

「四民を治め玉ふは君の職なり。君を相るは四民の職分なり。士は元来位ある臣なり。農
民は草

の臣なり。商工は市井の臣なり。臣として君を相るは臣の道なり』
『細工人に作料

を給るは工の禄なり、農民に作間を下さるゝことは是も士の禄に同じ。天下萬民産業なくし
て何を以って立つべきや。商人の買利も天下お許しの禄なり。
」徳川幕藩体制の中での士農
工商の役割を職分が重要なのであり、その職分をそれぞれがしっかりと聖人の道を究めて全
うすることが、天下を平らかにすることだと説いたのである。士農工商の階級制度について
も、武士から農民や商人への流動性はあったのであって、絶対的な階級制度ではなかった。
ちなみに梅岩の祖先は武士から農民になり梅岩は商人になったのである。
ここでの意義は、農本主義者の儒学者が商人を穀つぶしとか搾取者とか言って蔑んでいた
ことに対して、貨幣経済における商人の時代をはっきりと告げたところに時代認識における
梅岩の凄さがある。それでも、政治体制をきちんと容認したうえでの発言であり、幕府から
の圧力に対し繰り返し君を奉ることや士（武士）の君に仕えることの大事さを説き、その立
論には用心に用心を重ねていたことが窺われる。
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②

商人の利潤の積極的肯定

「商人は勘定委しくして、今日の渡世を致す者なれば。一銭輕しと云うべきに非ず。これ
を重ねて富をなすは商人の道なり。富の主は天下の人々なり。
」
商人は１銭を大事にして、心をこめて品質の良い商品を仕入れて売れば、客は最初、お金
が惜しいと思っても、その商品の使い勝手の良さ、品質の良さにより、惜しむ気持ちからあ
りがたいという善の心に変わる。商いは金銀を媒体にして商品、サービスの交流を行うので
あるから、それによって世間の人々の心が安まるのであれば、それは天地の四季のめぐりに
おいて万物が育成されることと同じことである。このようにして財産が増えても欲心からで
おおやけ

たものではないから、天下公の倹約に適い、かつ天命に適うことであり幸いを受けることが
出来る。しかし商人の道を知らなければ不祥事を起こし子孫が絶えることにもなる。子孫を
愛するのならば商人の道を学ぶことが必要であると述べている。
ここでのポイントは、利潤は商人の道に則った商売では当然得るものであることを明言し
たことと、世間の人々が富の主だと明言したことである。富の主が天下の人々なりと言い切
ったことを日本における経営における顧客満足の原点だと考える。
③

商人の心得
商人が商いをする上で、やってはならないことや守るべきことについては、二重の利益は

取ってはならない、下請けいびりはしてはならないと述べ、その事例として、反物の寸足ら
ずを売ることの客に対する欺瞞、染物の染め違いでも客からは代金をしっかりと取るのに、
職人には難癖をつけて染め代を渡さない下請けいびり、を例として挙げている。
このようなことを慎むことができるのは学問の力であるとしており、
「商人のように見へ
まこと

まぎ

て盗人あり、實の商人は先も立ち、我も立つことを思うなり。紛れものは人をだまして其座
をすます。
」と述べ、相手の立場で商いを行うことが結果としてわが身に善として帰ってく
ることを論じており、ここも顧客満足の源流といわれる所以である。
心得を問われて、梅岩は「一事によって萬事を知るを第一とす」と述べ、自分を養ってく
れるのは客であるので、客を大事に小さいことにも気をつけて正直に対応すれば客の心はこ
ちらに向いてくれる。そうなれば何も世の中を渡るのに心配することはない。その上に、第
一に倹約を守り、今まで１貫目あったコストを700目にして、１貫目あった利益を900目とす
るようにせよ。売り高10貫目の利益を１貫目から900目にすれば売り物が高いとはいわれな
い。ここは倹約による適正利益のことを述べ、さらに二重の利益を戒め、下請けをいびらず、
仲間内でのごまかしはせず、且つ奢らず、生活を質実剛健にせよと教えている。さらに賄賂
を戒め、武士の清潔さを真似せよと述べ、一事即ち行為の始めの小さいことから正しいこと
を行わないと、やがては子孫にまで影響を及ぼす重大な結果を及ぼすと論じている。以上で
明らかなように正直、倹約、勤勉がキーワードである。
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④

倹約論
梅岩は『倹約斉家論』において、倹約とはただの吝嗇とは違う、物の性に従いその正しい

使い方をすればそれが倹約となると述べている。梅岩本人は、無駄のことをせず、さらに自
然の循環に従って生活をしたのである。例えばご飯をほとんど残さなかったと思うが、残っ
た場合はそれをねずみや小鳥が食べるようにしたことや障子の古紙を便所の落とし紙に使っ
たことなどがあげられる。また金銭についてもその相互交換機能について、太平記にある青
戸佐衞門の10銭を天下のために惜しんだ故事について学ぶべしと述べている。この故事は流
れに10銭を落としたが50銭かけて拾い上げた。流れに落ちた10銭は経済にとって死物となる
が拾い上げることにより流通させることができる。50銭は人夫賃となり交換媒体として活き、
拾い上げた10銭も同じく交換媒体として活き経済の循環に役立てることができる。この故事
を引用して梅岩は吝嗇と倹約とは違うと論じるのである。
『倹約斉家論』でも梅岩の根本思想が述べられており、前述と重複するが以下にも記載す
る。
「故に士農工商をのゝ職分異なれども、一理を会得するゆえ、士の道を言へば農工商に通
ひ、農工商の道を言へば士に通ふ。何ぞ四民の倹約を別ゝに説いているべきや。倹約をいふ
は他の義にあらず、生まれながらの正直にかへし度為なり。天より生民を降すならば、万民
ことゞく天の子なり。故に人は一個の小天地なり。小天地ゆへ本私欲なきもの也。この故に
我が物は我が物、人の物は人の物。貸たる物はうけとり、借りたるものは返し、毛すじほど
も私なく、ありべかかりにするは正直なる所也。此正直行はるれば、世間一同に和合し、四
海の中皆兄弟のごとし。我願ふ所は、人々こゝに至らしめんため也。
」
これは梅岩の根本思想と行動準則である。
梅岩は社会の秩序をあるがままに受け入れその中で商人にとっての商人の道の心得（企業
倫理）やあるべき姿（企業倫理の行き着くところ）を説いている。革命的思想ではないので
あるが、しかし体制の中では革新的な思想であった。
７．石田梅岩に影響を与えた鈴木正三
石田梅岩は儒教、神道、仏教を学び自己と思想・哲学を打ちたて、商人の道を説いたが、
梅岩に影響を与えた先達として、仏教者として江戸時代初期、梅岩の生きた時代のおよそ
100年前に禅僧として仏教の伝道を行った鈴木正三を挙げておかねばならない。まず梅岩の
生まれた年の30年前に没している鈴木正三（しょうさん）について『朝日日本歴史人物辞
典 』にその履歴を見る。
4

「生年：天正７（1579）没年：明暦1. 6. 25（1655. 7. 28）
」
江戸時代の仮名草子作者。本名は鈴木正三。九太夫と称し、石平道人などと号する。三河国
（愛知県）東加茂郡足助郷の徳川家の家臣鈴木重次の長子として生まれる。慶長５（1600）

― 264 ―

企業倫理の源流と現代における意義

年の関ケ原の戦、同19年の大坂冬の陣、元和１（1615）年の大坂夏の陣に出陣するが、同６
年に江戸にて出家。寛永15（1638）年に平定された島原・天草の乱に弟・重成が出陣し、同
18年には天草の初代代官に任じられると、正三も翌年に天草へ渡る。３年間の天草滞在で、
仏教への帰依を説き、諸寺を建立、
『破吉利支丹』を著した。正三の仏法は『仁王禅』とい
われる特異なものであったが、著作には「７部の書」とされる『二人比丘尼』
『念仏草紙』
などがある。そのひとつ『因果物語』は没後に出版されたが、先に出された『平仮名本』と、
それを不当とした弟子達による『片仮名本』の２種類がある。仏書として書かれた『片仮名
本』の側からすれば、多くの話を重複しつつも正三の原本を改変し、挿絵を加えて読み物化
した『平仮名本』は許せなかったのである。
（樫澤葉子）
この文から推察されることは、正三は武士出身の禅僧であり仮名草紙作家であることであ
る。大衆庶民の教化に仮名草紙を活用しており、現代風に言えば劇画や人気のブログで大衆
を教化しようとしたと言い換えることができ、正三はマーケテイング・コミュニケーション
に優れていたといえよう。
鈴木正三の評価に関して、神谷（1995）は鈴木大拙 が評価していることを挙げている。
5

大拙は、日本の歴史上、武士で出家したものは見られるがいずれも出家＝世捨て人であっ
たが、しかし正三は彼が修めたものをそのままで世間に役立つものとしなくてはならないこ
とを主張した人物であり、出家しても依然として今までの武人であった。正三の禅、正三の
仏法、正三の道徳、正三の理念に最も日本的霊性的なものを見ることができると述べている。
正三の禅は仁王禅と称するぐらいであるから激しい貫徹姓を持つものであり、同時期の職
業的僧侶を攻撃して止まなかった。
同様に、山本（1991）、や中村（1965）も先行研究で述べたように、鈴木正三が仏教を庶
民にまで及ぼしたことを述べている。
正三の仏法の伝道者としての意図はどうであったか。まず、最初の著作を検討するが、そ
もうあんじょう

れは出家の前年（1619年）に書いた『盲安杖』である。その項目は次の通りであるがその項
目ごとに正三は丁寧に自分の考えを述べている。
１．生死を知りて楽しみ有事
２．己を顧て己を知るべきこと
３．物毎に他の心に至るべき事
４．信有りて忠孝を勤べき事
５．分限を見分て其性々を知るべき事
６．住る所をはなれて徳有事
７．己を忘れて己を守るべき事
８．立ちあがりてひとり慎べき事
９．心をほろぼして心をそだつべき事
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10．小利をすてて大利に至べき事
この書物は正三の著作における思想の総論にあたるもので、江戸時代を通じて庶民大衆の
修養の参考書として広く流布した。この書物が石田梅岩の石門心学に影響を与えた事は、
もうあんじょう

『盲安杖』を石田梅岩の弟子の手島堵庵（1718─1786）が再版したときの序言に書かれてい
る。
正三は1632年53歳の時に和歌山の加納氏邸で城中の武士に法話をし、求めに応じて『武士
日用』を書き、次いで『農民日用』
『職人日用』
『商人日用』を書き、さらにこれらをまとめ
て『四民日用』としたのである 。
6

正三は『武士日用』において凡夫は大病人であり、仏は大医王であるから、凡夫は三毒
（貪、嗔、迷（愚痴）
）を知ること、仏道修行とは、このような煩悩、悪徳を除滅するために、
我執を去って本来の心（真の正直）を明らかにすることと説いている。武士は世を治める役
人であるから、とくに、勇猛堅固の心を奮い起こし、生死を超越して平常心で勤めを果たす
ことが仏道修行であると説いている。
『農民日用』においては、農業即仏行なりと喝破している。一鍬一鍬に、南無阿弥陀仏、
なむあみだ仏と唱え、一鍬一鍬に住して、他念無く農業をすれば、それが人間的救済に通ず
ると説いている。
『職人日用』においては、何の事業も皆仏行なりと説いた。まことに成仏
を願う人ならば、
「唯自分を信ずべし。自身を信ずるということは、自身即仏なれば、仏の
心を信ずべし」ということから出発して、仕事をすることだと説いている。
『商人日用』に
おいては、一筋に正直の道を学び、身命を天道になげうって、
「先ず得利の益べき心づかい
を修行すべし」と説いている。売買の作業は、
「国中の自由をなさしむべき役人であって、
天道より与え給う所」である。結果的に利益の得られることは結構なことだが、享楽に使っ
てしまってはいけない。無漏の善（煩悩、迷いの無い境地）をもって、
「国々をめぐること
は、業障を尽くすべき修行なりと心得て」仕事をすることが「無碍大自在」の人となる道と
説いている。正三は正法たる仏教により世の中を正しくしようと願い、幕府に対し正三の正
法の採用を願っていたが適わなかった。正三は世の中の庶民大衆に対して、正法により毎日
の仕事に励むことにより成仏できると、仏教を職業としてそこに安住する当時の仏教者に対
抗して、戦闘的に説いた。
現世的には、
「一人ひとりの人は三毒（むさぼり、いかり、愚痴）という心の病に冒され
ていて、これが人間存在の現実であるので、まず、人びとがそれを捨てることを求める。一
人ひとりがそれを捨てれば、庶民大衆が生活をしている共同体が良くなると熱っぽく説いた」
（神谷1995、p.217）
。
８．石田梅岩の思想・哲学が活きる現代の経営理念
石田梅岩の思想・哲学が現代の企業に活きているか否かについて、経営理念に注目し、次
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の４企業、三菱商事、パナソニック、J・アート・レストランシステムズ、ネッツトヨタ南
国の経営理念の事例により考察をする。
８－１

三菱商事（株）の企業理念（経営理念）

三菱商事の企業理念（経営理念）は1920年の三菱四代社長岩崎小彌太の訓諭をもとに『三
綱領』として1934年に旧三菱商事の行動指針として制定された。旧三菱商事は1947年に解散
したが、三菱商事においてもこの三綱領は企業理念（経営理念）として継続している。
『三綱領』
所期奉公：事業を通じ、物心共に豊かな社会の実現に努力すると同時に、かけがえなのな
い地球環境の維持にも貢献する。
処事光明：公明正大で品格ある行動を旨とし、活動の公開性、透明性を堅持する。
立業貿易：全世界的、宇宙的視野に立脚した事業展開を図る。
企業構成員の実践行動指針として、
『三綱領』を価値基準におく企業行動指針が定められ
ており、それらは、企業活動の目的、公明正大な企業活動、人権・社員の尊重、情報の管
理・公開、地球環境への配慮、社会貢献活動の６項目である 。三菱商事の槇原相談役は社
7

長時代に経営の基盤を考え、
『三綱領』の『所期奉公』は社会への貢献、
『処事光明』はフェ
アプレーに徹する、
『立業貿易』はグローバルな視野での事業展開と読み替えれば今も十分
通用することにたどり着いたと述べている 。梅岩は全世界とは言っていないが天地を全世
8

界と読み換えることもでき、天地・自然における人の正しい生き方については梅岩も述べて
いることである。マーケットと政治体制が梅岩の時代とは違うものの、同社のビジネスの道
は梅岩の言うところと同じである。
８－２

パナソニック（株）の経営理念

パナソニック（旧松下電器産業）は2001年度に純利益で4,310億円という大幅な赤字を計
上した。このときに当時の中村社長は次の三つのキーワードを旗印にドラスチックな改革を
行った。
◦不変・・・・・経営理念（経営基本方針）
◦破壊・・・・・経営理念以外の全て
◦創造・・・・・グローバル価値創造企業
この経営改革によりパナソニックは社会における存在理由を明確にして存在し続けている。
以下にパナソニックの不変の経営理念を述べる。
経営理念は創業者松下幸之助の理念であり、それは『綱領』
『信条』
『私たちの遵奉すべき
精神』となっている。これらは根本理念というべきもので現在のパナソニックの経営理念は
次の５項目である 。
9

１．お客様第一
２．利益は社会からの評価
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３．物をつくる前に人をつくる
４．自社経営責任
５．社会の公器
この経営理念の基盤には前述の根本理念における『私たちの遵奉すべき精神』すなわち産
10

業報国、公明正大、和親一致、力闘向上、礼節謙譲、順応同化、感謝報恩の精神が存在する
ものである。
パナソニックの経営理念は、顧客を先にすることにより自分も立つ及び正直と倹約により
利益は付いてくる並びに商いの道は社会のためにあるという梅岩の商人道と一致する精神で
ある。
８－３ （株）J・アート・レストランシステムズの経営理念
名古屋市郊外に店舗を６店展開するファミリー・イタリアンレストランである。成果主義
の経営で2000年度に大赤字を出しその建て直しのために就任した望月社長のリーダーシップ
により再建に成功し2005年度の日本経営品質賞を受賞した。以下の行動基準は望月社長が従
業員とともに考え作成したものである。理念・スローガンは回復が軌道に乗り始めたところ
で従業員が発案し作成した。
経営理念・スローガン
１．美味しさの追求
２．利他主義の徹底
３．ありがとうの追求
行動基準（８つの約束事）
１．約束事を守る
２．嘘をつかない
３．愚痴、陰口をつかない
４．トライする前に出来ないといわない
５．失敗を他人のせいにしない
６．積極的に発言し果敢に行動する
７．他人の意見を聞く
８．人として恥ずかしいことをしない

11

同社の経営理念、行動基準には難しい言葉はひとつもない。望月社長は日本経営品質賞・
アセスメント基準書の考え方に基づき経営改革を行いともかくも成功したと述べている。ビ
ジネスの特徴である「美味しさの追求」それ以外の理念、行動指針は本質（哲理）の追及、
正直、倹約、勤勉を言い表しており梅岩の言う商人道そのものであることが理解できる。
８－４

ネッツトヨタ南国（株）の経営理念

高知市に２店舗を構えるトヨタの車の販売会社である。理念経営を行っており、2002年度
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に日本経営品質賞を受賞した。経営理念は働く人を重視しており横田社長のリーダーシップ
のスタイルは奉仕型であり、気づくのを待つタイプである。経営理念を以下に述べる。
『経営理念』
企業の価値とは社会の中の存在価値であると考える。社会的価値を生み出す組織を形成す
るためには、理念とビジョンに適合した人材の採用と能力開発、そして人材が能力を最大
限に発揮しうるやりがいのある組織（ESの高い組織）を作ることが優先されねばならな
い
◦自然の摂理を尊重し原理を踏まえた組織作りを目指す
◦倫理を重視し、人間尊重の企業を目指す
◦全従業員を勝利者にする
◦エンパワーマネジメントとチームワークの組織作りに挑戦する

12

社会と企業の存在意義を考え、人材を重視した経営理念であり、自然の摂理を尊重し原理
を踏まえるとしている。このことは梅岩の天地の理を知り人の性を知ることと同じであり、
まさに梅岩の商人道の説いているところである。
三菱商事、パナソニック、J・アート・レストランシステムズ、ネッツトヨタ南国の経営
理念を記述してきた。三菱商事、パナソニックは大企業でありそのマーケットはグローバル
である。一方 J・アート・レストランシステムズとネッツトヨタ南国は中小企業でありマー
ケットは国内の一地域である。このようにマーケットの大小はあるものの理念に述べられて
いることは共通しており、それは石田梅岩の言う商人の道と根本的には思想、哲学を同じく
するものである。公正という言葉は正直であり、自然の摂理を尊ぶ、環境への配慮は、聖人
の道であり、倹約である。人を育てることは梅岩の行為そのものであり、現代の企業の経営
理念に石田梅岩の思想・哲学が埋め込まれていることを確認するものである。
９．終わりに
梅岩の思想・哲学とその活動をまとめると以下の通りとなる。
① 神仏儒の哲理の修行により梅岩の思想・哲学は形成されたが、儒教の影響が強く見られ
る。儒教の精神は合理主義であり自然の合理的活用により人間社会に自然を従わせると
いうことであったが、単なる自然の破壊をもたらす収奪ではなく根底には自然の大きな
循環作用を前提においていた。
② 梅岩の思想・哲学は封建社会に順応し、士農工商それぞれの身分に応じた知足案分の処
世を知行合一で説いた。
③ 商人の営利追及を肯定し、商行為の社会的、倫理的正当性を理論化しそのあり方を商人
道にまで高めた。
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梅岩没後、門人たちは結束し、手島堵庵が中心人物となり、梅岩の教えを「心学」と呼ぶ
ことにきめ、塾、教え方など、組織体制を固め、堵庵が舎主として直営した明倫舎が全組織
を統括した。
「心学」の発展に貢献した著名な門人に中澤道二がおり、その後は中村徳水と
柴田鳩翁がいた。
（森田（1991）
R. N. べラー（1996）が言うところの宗教の一派としての心学は、むしろ学閥化し、森田
（1991）によると松平定信の寛政の改革（定信老中在任期間、1787年─93年）において、幕
府の指導理念普及に江戸心学をはじめ全国心学が機能的に貢献した。この心学という最大学
閥は明治13年の調査では正式門人が36,000人いたといわれるが、新しい学校制度によりその
活躍の場が次第に無くなり、現在は京都の明倫舎、東京の参前舎、大阪の明誠舎の三講舎の
みとなっている。講舎や門人は少なくなったが、しかし、先行研究で述べた明治時代におけ
る渋沢の『論語と算盤』はまさに梅岩の思想・哲学であり、それは後世にも伝わるものであ
って、明治時代から昭和、平成にかけて脈々と企業の倫理の奥底に流れており、社会との調
和と自然との共生なくしては存在が許されない文明の転換期にあって、その思想・哲学を根
本理念とする企業が、社会の存在であることを将来に渉って許されるであろうと確信する。
本論では企業倫理の源流を石田梅岩の商人道に求めたのである。従って梅岩の論じていると
ころは企業倫理を論じているのと同じであり、いま求められている企業倫理の原理であり行
動基準である。
梅岩の思想・哲学は現代社会においても企業の経営理念やCSR活動に多く見られる。梅岩
は江戸時代の社会における商人のあり方を説いたが、江戸時代の社会を地球時代の社会に広
げて捉えたとすると梅岩の思想はどのようになるであろうか。正直、倹約、勤勉、これを実
践するためには天地の理を知ることであり人の性を知ることである。現代の企業における奢
りを無くすこともまた重要である。社会の調和を求めるのが企業であり、その企業は自然と
の共生において諸活動を行なわなければならない。梅岩の言う天地の理を知り人の性を知る
ふるき

こととはこのことをいうのである。梅岩は温故知新を故は聖人の道を尋ねこのことを会得し、
新しきはそこから発明を自らすることとあると述べている。まさに現代の企業も神仏儒の教
えを紐解きその根本原理を学び、言い換えれば地球という生態系の本質を学び、その生態系
の一システムである人間社会の持続的可能性を考え抜き、人を生かす企業として社会に対し
てどのようなサービス及び商品の提供をすべきかを真剣に徹底的に考え抜かねばならない。
そのためには企業はこれまで述べてきた企業倫理をマネジメントとして経営理念、行動指針
によって企業の構成員はじめステークホルダーにまで浸透・普及させ、企業文化として定着
させることが重要である。
石田梅岩の思想・哲学である心学を地球規模で構築し、グローバル心学なるものを今こそ
世界に発信すべきことを次の課題として終わりとする。
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注
１

或特殊な価値観を形成している思考、認識、価値の大きな変革、例えば宇宙を機械システムと見
たり、社会生活は生存競争であるとするような価値観の変革を意味する。

２

石田先生事跡、石田梅岩全集（1994）

３

倹約斉家論、石田先生語録、石田先生事跡は石田梅岩全集上下（1994）に収録

４

朝日日本歴史人物辞典のウエブサイトより、2009年９月25日

５

鈴木大拙（1870-1966）国際的な仏教思想家、禅の研究等で著名、禅文化ならびに仏教文化を海
外に広くしらしめた。

６

慧中作『石平道人行業記』

７

三菱商事ウエッブサイトより、2009年９月26日

８

日本経済新聞、朝刊より、2009年９月25日

９

パナソニック（株）北代耿士代表取締役副社長講演より、2009年２月19日

10

パナソニック、ウエブサイトより、2009年９月25日

11

2005年度日本経営品質賞報告書［要約版］より

12

2002年度日本経営品質賞報告書［要約版］より

参考文献
【邦訳】
Fritjof Capra（1982）
, The Turning Point（condensed edition）
（吉福伸逸、田中三彦、上
野圭一、菅靖彦訳、1995年『新ターニングポイント』工作舎）
Lynn Sharp Paine（2003年）
, Value Shift, McGraw-Hill Companies
（鈴木主税、塩原通緒訳、2004年『企業倫理の新時代』毎日新聞社）
Richard T. DeGeorge（1995）
, Business Ethics, Macmillan Publishing Co.
（永安幸正、山田経三監訳、麗澤大学ビジネス・エシックス研究会訳、1997年『ビジネ
ス・エシックス、グローバル経済の倫理的要請』明石書店）
Robert Neely Bella（1985）, Tokugawa Religion-The Culture Roots of Modern Japan, Free
Press（池田昭訳、1996年『徳川時代の宗教』岩波書店）
【和書】
石田梅岩、足立栗園校訂（1999）
『都鄙問答』岩波書店
粕谷誠・山田雄久、経営史学会編（2004）
『日本経営史の基礎知識』有斐閣ブックス
柴田実（1962）
『石田梅岩』吉川弘文館
柴田実（1979）
『石門心学』岩波書店
柴田実（1994）
『石田梅岩全集上、下』清文堂
澁澤榮一（1985）
『論語と算盤』図書刊行会
弦間明・小林修二監修、日本取締役会（2006）
『江戸に学ぶ企業倫理、日本におけるCSR
の源流』生産性出版

― 271 ―

中谷巌（2008）
『資本主義はなぜ自壊したのか』集英社インターナショナル
中村元（2002）
『人生を考える』青土社
中村元（1965）
『近世日本の批判的精神/中村元選集７巻』春秋社
尾藤正英・辻達也・宮崎道生・大石慎三郎（1980）
『日本と世界の歴史18世紀』学習研究
社
本庄栄治郎（1966）
『江戸時代の経済学者』至文堂
水尾順一（2003）
『セルフガバナンスの経営倫理』千倉書房
森田芳雄（1991）
『倹約斉家論のすすめ』河出書房新社
諸橋轍次（1971）
『現代に生きる『大学』
』広池学園出版部
山本七平（2008）
『勤勉の哲学』祥伝社

― 272 ―

企業倫理の源流と現代における意義

The origin of business ethics in Japan
and its influence today
HAGIHARA, Michio
Abstract
As the origin of business ethics in Japan, the author can find the philosophy of Ishida
Baigan who was the great teacher about ethics（business ethics）and influenced
numerous merchants by his philosophy in the middle of Edo era.
The author tries to explain the essence of his philosophy with the political and
economical background of the age in which Ishida was active as the teacher of ethics.
Summing up his philosophy, there are three important words that are honest, saving,
hardworking. Adding important another word, it is learning of nature. The most
significant of his accomplishments was to declare the caste was no difference in essence
but had the difference of the duty and each duty had same precious meaning.
And then the author picks up today’s corporate values of companies and investigates
whether their values are influenced by the philosophy of Ishida Baigan or not.
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