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～日本の商業史を築いた商人たち～～日本の商業史を築いた商人たち～近江商人近江商人
江戸時代以降、滋賀から全国各地に出向き、近代

商業史の礎を築いた「近江商人 。なぜそここまで」

栄えることができたのでしょうか？

彼らは自分たちの商売が末永く発展する為には、

社会のよりよい一員であることが大切と考えていま

した。そのため 「正直」を旨とし 「三方よし」の、 、

精神で地域産業育成に貢献し、時には私財を投じて

社会に貢献しました。

ところが現代社会では、自己の利益を優先するあ

まり、消費者の姿を見失ってしまう企業があとをた

ちません。企業の倫理観や社会的責任もますます問

われています。

今こそ、近江商人たちの経営理念や、進取の気性

に富んだ経営手法を見直す時ではないでしょうか。

そこで今回は、近江商人の様々なエピソードや資

料からその実像にせまってみましょう。

・ 特集）近江商人～日本の商業史を築いた商人たち～・・・・・・１～３面（
・今月のBookまーく－ ご存知ですか？水資料コーナー・・・・・・・・・３面
・郷土資料紹介・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４面

図書館の催し

おはなし会 文化の日 文化ゾーン探検隊□ □
１０月１７日（水 ・１１月２１日（水） １１月３日（土・祝）文化の日））
午前１１時と午後３時の２回 好評の地下書庫探検、絵図の公開もあります！
１階談話室にて （詳細は、ちらしやホームページでお知らせいた

します ）。

『 』（ ［ ］）東海道名所図会 秋里 年 寛政 年1797 9

「梅の木 「ぜさい」と看板が出ている店が現」

在栗東市に残る「旧和中散本舗 。」
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◎近江商人の経営手法 
編み笠に合羽を着込んで天秤棒を担い

だ近江商人像が県内各地に残るように、
商売の基本は行商でした。行商で成功し
た土地に出店を開き、そこから全国に進
出していきました。 
その特徴は、卸売り商であること、往

路は国内の特産品を持って出先で売り
（持ち下り荷［もちくだりに］）帰路は出
先の特産品を仕入れて販売（登せ荷［の
ぼせに］）する効率のよい商法にありまし
た。また全国に出店が増えると、そこか
ら直接必要な地方に商品を送りました。
これを「諸国産物廻し」といいます。こ
れにより、流通コストを軽減し、現代の
商社活動の原型をつくりました。 
 市場の動向を的確につかむには、情報
収集が不可欠ですが、八幡商人や日野商
人には各宿場でそれぞれ専用に利用でき
る「定宿」が決められていました。それ 
            らの宿は世襲 

経営で信頼で 
るうえに、同じ 
出身の商人同 
士様々な情報 
交換をするこ 
とができ、為替 
取引きも可能 
で、大変便利な 
ものでした。 
         

     
                        
 
 
 
◎時代を先取りした販売戦略 
吉原でＣＭソング・薬の実演販売 
現代では当たり前になっているＣＭソ

ングを最初に考案したのは、伊吹山麓の
柏原宿（現米原市）のもぐさ屋伊吹堂・
亀屋左京の六代目松浦七兵衛でした。 
彼は、伊吹もぐさを全国ブランドにす

るため江戸行商に出て、蓄えたお金で七
日七晩吉原で豪遊しました。すっかり有 

 
名になった彼は、吉原に来るすべてのお
客に「江州柏原 伊吹山のふもと 亀屋
左京のきりもぐさ」と歌い聞かせるよう
芸者に頼みました。 
当時の流行の源・吉原から流れたＣＭ

ソングと屋号入りの派手な半被での行商
が効を奏して七兵衛は千金を得ることが
できたのです。 
その財で街道ぞいの店舗隣の住居に大

名向けに無料休憩所をつくったため、大
名たちもこぞってもぐさを購入しました。
皇女和宮の下向の折には、商品が底をつ
いたと言われています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
また、徳川家康の腹痛を瞬時に治した

といわれる「和中散」を販売していた東
海道沿いの「ぜざい･和中散本舗」（現栗
東市）では、旅人へ無料の湯茶接待をし、
店頭で製薬機械を実際に動かして実演販
売をしていました。直径が４メートルも
あろうかと思われる機械が、きしみあっ
て動く様は当時の旅人には珍しく、薬を
多く買い求めたといいます。 
 これらのエピソードは「まずは人に喜
んでもらい、その後にもうけさせていた
だく」という近江商人の精神と販売戦略
を表しています。 
 

   
『近江商人事績写真帖 下』（塚本源

三郎著 滋賀県経済協会 1930 年）

より 北川與平行商の肖像 

『東海木曽両道中懐宝記』（須原

屋茂兵衛 1786 年［天明６年］）

「柏原宿」 
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◎地方産業を育てた近江商人 
 近江商人と他の商人の大きな違いの一
つに、各地の特産物の生産工程・商品開
発にまで関わっていたことがあげられま
す。たとえば、麻布［まふ］であれば、
原料である大麻［おおあさ］を北陸から
仕入れ、地元で加工して販売しました。
八幡の蚊帳、日野の薬「万病感応丸」な
どは代表的な商品開発の例です。 
一方、出先の土地で産業を興した例と

しては、関東での醸造業や東北での紅花、
北海道で開発した日本初のカニ缶、サケ
缶などがあげられます。東北・北海道・
北陸・山陰など、当時の経済的後進地域
へ進出し、生活物資と上方の文化を届け、
その土地で産業を育成することで、行く
先々で歓迎されました。 
ちなみに現在のおせち料理の定番であ

る棒鱈、数の子、新巻鮭などは東北に進
出した八幡商人によってもたらされたも
のです。 
 
◎近江商人の理念と社会貢献 
 近江商人の社会貢献の精神を表す言葉
として、「陰徳善事」があります。日野の
中井源佐衛門家に伝わる「金持商人一枚
起請文」に、良き経営者が代々続くには
人知れず社会を潤し神仏に祈るしかない
とあります。 
実際彼の息子は、瀬田唐橋の一手架替

工事を手がけ、幕府に三千両の寄付を願
い出ました。また、東海道の大津・京都
間の難所に車石を敷くという現代でいう
舗装工事も行いました。旧東海道の改修
工事の年に発見されたこの車石は県立図
書館横にも展示されています。 
ほかにも近江商人たちは、常夜灯の設

置や飢饉・不作時の年貢の肩代わり・お
助け普請、日野の曳山の寄進など、地域
の人びとへその利益を還元し、社会的責
任を果たしたのです。 
 
 
 
 

 
 

 
                        
◎現代に続く近江商人 
現代の大企業の中には、近江商人を起

源とするものも少なくありません。 
一番古くから続く店は八幡商人出身の

ふとんの西川です。蚊帳や畳表を関東に
売り込み、１６１ ５年（元和元年）には江戸
日本橋の一等地に店舗を構え、現代にい
たります。当時の日本橋の一等地は八幡
商人の店がその一角を独占していました。
（当館ホームページのデジタルアーカイ
ブでその様子がご覧になれます。） 
 商社や百貨店には近江商人起源の企業
が多くあります。大丸百貨店は八幡商人、
高島屋はその名のとおり高島商人が起源
です。伊藤忠商事、丸紅の祖は豊郷町出
身の伊藤忠兵衛です。他にもチョーギン、
外与、ツカモト、日本生命などがありま
す。 
 時代をこえて繁栄する近江商人の末裔
たち。その礎を築いた先達の遺した軌跡
をたどることによって、現代の企業が抱
える様々な問題を克服する鍵を見つけ出
すことができるのではないでしょうか。 
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●●●●  今今月月ののＢＢＯＯＯＯＫＫままーーくく  ●●●●  
 

 
 
 
 

参考資料室にある水資料コーナーは県立図書館で特 
別に収集しているコレクションです。このコーナーは、 
琵琶湖に関する資料だけでなく河川や水辺の生き物、上 
下水道やダム、淡水漁業、釣り、温泉などさまざまな水
に関する資料を集めています。 
水資料は、日本水道協会などの専門団体、また官公庁 

                               や NPO などが発行している資料なども収集の対象にして 
います。そのため担当者にとっては、出版情報をこまめ 
にチェックすることが大事な仕事になります。 
 

国立国会図書館が提供する『日本全国書誌』には、国会図書館が収集整理した本の情報が網
羅されており、かなりの出版物はこれで調査できます。また、さまざまな団体の活動が HP で
わかるようになり、以前では気づかなかったような資料が入手できるようになりました。さら
に全国の水環境に関係した市民活動とのつながりができ、様々な資料が集まってきます。 
また、滋賀県で開かれた世界水フォーラムや世界湖沼会議などでは実際に会場へ出かけて資

料を集めました。 
もちろん専門的な資料だけでなく、名水のガイドや手づくり石けんの本など実用的な資料も

たくさん揃えていますので、ぜひ一度ご覧になってください。 
 

 
 
 
 
 
 

ご存じですか？水資料コーナー 
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今月のデジタルアルバム帖 
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今月のデジタル・アルバム帖 
  
 

  

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 10 月「いにしえの寺 石山寺」 
 奈良時代の天平 19 年（747 年）の創建と伝え

られる石山寺は、紫式部がここで「源氏物語」

を著したといわれ、また、近江八景の一つ「石

山秋月」に挙げられる名所でもありました。 

 今回は、この石山寺とその周辺を絵はがきや

浮世絵などで紹介します。 

 

11 月「草津の名所と名産」（仮題） 

 草津市域の名所と名産を、浮世絵や「滋賀県

管下近江国六郡物産図説」を中心にご紹介する

予定です。 
 

ＦＬＡＳＨ☆ふらっシュ 

你好！ 中国・湖南省から研修生来館！！ 

滋賀県立図書館と中国湖南図書館は１９８３年以来

２４年間、資料の交換や職員の研修を通じて交流を深

めてきました。今年度は９月７日より、湖南図書館から

陳瑛さんと王雋さんの２名の図書館員が、滋賀県立図

書館へ来られています。１１月４日までの約２ヶ月間、

県立図書館をはじめ県内の公共図書館や県立大学な

どで図書館サービスを中心に体験される予定ですが、

お二人は今回の研修を、今後の図書館サービスに生

かすだけではなく、滋賀県立図書館と湖南図書館が今

まで培ってきた交流が更に深まることを願っておられま

す。 

 みなさんも、ご来館いただいた際にお二人を見かけ

られましたらどうぞ気軽にお声をかけて下さい。 

湖 国 の 本 棚 
今号の「湖国の本棚」では、近江商人に関連し

た資料から、入門的なものや経営理念をテーマと

したものを中心にご紹介します。Ｗｅｂ版館報で

もこの他に多くの資料をご紹介していますのでご

覧ください。 

http://www.shiga-pref-library.jp/ 

 

● 近江商人ものしり帖 

渕上清二著 三方よし研究所 2006 

● 近江商人学入門 ＣＳＲの源流「三方よし」 

末永國紀著 サンライズ出版 2004 

● 近江商人 

  末永国紀著 中央公論新社 2000 

● 近江の商人屋敷と旧街道 

三方よし研究所 サンライズ出版 2005 

● 三方よし 現代に生きる「世間よし」の理論 

ＡＫＩＮＤＯ委員会 編・発行 2003 

● 売り手よし買い手よし世間よし 

   渡辺一雄 実業之日本社 1998 

● 近江商人の系譜 活躍の舞台と経営の実像  

   小倉栄一郎著 社会思想社 1990 

● 近江商人の開発力 

   小倉栄一郎著 中央経済社 1989 

● 近江商人の経営史  

   上村雅洋著 清文堂 2000 
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郷土資料紹介 平成1９年７月～８月購入・寄贈分

●大いなる蕃山

茂木光春著 文芸社 2007年

●中江藤樹人生百訓

中江藤樹，中江彰著 致知出版社 2007年

●スミス記念堂復元再建工事報告書

スミス会議 編・刊 2007年

●琵琶湖をめぐる古墳と古墳群

用田政春著 サンライズ出版 2007年

●遺跡が語る近江の古代史 暮らしと祭祀

田中勝弘著 サンライズ出版 2007年

●中世・近世の村と地域社会

西村幸信著 思文閣出版 2007年

●黒田如水と一族 稀代の軍師 別冊歴史読本

新人物往来社 2007年

●京都・奈良・滋賀自転車散歩

多賀一雄［ほか］著 山と渓谷社 2007年

●まちづくりと共感、協育としての観光 地域

に学ぶ文化政策

井口貢編著 水曜社 2007年

●生態学の「大きな」話

川那部浩哉著 農山漁村文化協会 2007年

●穴太の石積

平野隆彰著 あうん社 2007年

●里山学のすすめ <文化としての自然>再生に

むけて

丸山徳次，宮浦富保編 昭和堂 2007年

●近江の常夜燈

中村良雄著 新風舎 2007年

●One day 或る日 勝本みつる初期作品集

勝本みつる著 月兎社 2007年

●岩根豊秀の仕事場 孔版画に映し出された湖

国のモダニズム

岩根豊秀作 サンライズ出版編・刊 2007年

●井伊直弼の茶の湯

熊倉功夫編 国書刊行会 2007年

●風の笛

笹ゆり著 文芸社ビジュアルアート 2007年

●水辺，西村恭子歌集

西村恭子著 不識書院 2007年

●湖(うみ)の韻(おと)，句集

永井雪狼著 角川書店 2007年

●うずら姫のひとりごと 働くおかんと家族の

日常エッセイ

まついゆみこ著 湖光 2007年



● 湖国の本棚 Ｗｅｂ版 ●
「 」 、 。湖国の本棚 では 当館で所蔵している近江商人の資料のうち主な図書をご紹介します

記載項目は ●書名,副書名,巻数,著者１～３,版次,出版社,出版年,請求記号 となって

おります。

（近江商人全般）
● 末永国紀著,サンライズ出版,近江商人学入門,ＣＳＲの源流「三方よし」,

Ｓ－６７００－０４2004,

● 木村至宏［ほか］著 淡海文化を育てる会編,淡海文化を育てる会,近江商人の道,

Ｓ－６７００－０４2004,

近江商人ものしり帖,ビジネス成功の源泉 「始末してきばる 「もったいない 「世間● 」 」

Ｓ－６７００－０６さま」のこころ,渕上清二著,三方よし研究所,2006,

Ｓ－６７００－８０● 渡辺守順著,教育社,1980,近江商人,

Ｓ－６７００－９０● 小倉栄一郎著,社会思想社,1990,近江商人の系譜,活躍の舞台と経営の実像,

Ｓ－６７００－００● 末永國紀著,中央公論新社,2000,近江商人,現代を生き抜くビジネスの指針,

Ｓ－６７００－０３● サンライズ出版編集部編,サンライズ出版,2003,近江商人に学ぶ,

Ｓ－６７００－９２● 羽生道英著,毎日新聞社,1992,商人道おもしろ史話,

Ｓ－６７００－９３● 邦光史郎著,経営書院,1993,商道の原点,豪商に学ぶ,

５－６７００－８２● 邦光史郎著,日本経済新聞社,1982,日本の三大商人,大阪・近江・伊勢,

５－６７００－８３● 内橋克人〔ほか〕著,ＴＢＳブリタニカ,1983,近江・伊勢の商人魂,

５Ｂ－６７００－３０● 世界聖典刊行協会,1979,近江商人事績寫眞帖,滋賀県経済協会編纂,復刻版,

● 脇本祐一著,日本経済新聞社,豪商たちの時代,徳川三百年は「あきんど」が創った,

Ｓ－６７０９－０６2006,

ＳＢ－６７００－９７● ＡＫＩＮＤＯ委員会編集,ＡＫＩＮＤＯ委員会,1997,近江商人の商法と理念,

● ＡＫＩＮＤＯ会議編集,三方よし,「世間よし」の理念は新しいビジネスモデル,

Ｓ－６７００－０３ＡＫＩ ＮＤＯ委員会,2003,

Ｓ－６７００－００● ＡＫＩＮＤＯ委員会編,サンライズ出版,2000,近江商人のふるさとを歩く,

Ｓ－６７００－０５● 三方よし研究所編,サンライズ出版,2005,近江の商人屋敷と旧街道,



（評伝・商人研究）
Ｓ－６７００－９１● 朝日新聞大津支局編,かもがわ出版,1991,近江商人,軌跡・系譜と現代の群像,
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