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第 200回記念公開講座

江戸商人の経営と戦略

鈴　木　浩　三
東京都水道局東部第二支所長／博士（経営学）

はじめに……江戸時代は競争と市場の時代

　「遅れた封建時代」だと考えられがちな江戸時代には、実は、高度な市場経済システムが成立

していた。さまざまな業種で多様な市場競争が繰り広げられ、当時としての市場メカニズムが

機能する資本主義的な側面を色濃く持った時代であった。

　例えば、全国的な流通網の成立、貨幣（金・銀・銭）相互の変動相場制とそこから差益を獲

得していた両替、市場を通じた金利の決定、大坂堂
どうじま

島の米市場の先物取引など自由主義的な市

場経済システムが広範に機能していた。米などの農産物だけではなく、手工業製品を作って流

通経路に乗せて最終消費者に販売するまでの一連の流れの中でも、商工業者たちは競争を繰り

広げていた。商家経営では、新製品の開発、新規市場の開拓、多角化などはもちろん、事業再

編や新規事業の立ち上げをめぐっては現代のM&Aに相当する行動も日常の光景であった。

　そうした諸活動は、市場参加者＝商工業者たちが果たした自治的・自律的機能に支えられて

いた。この機能によって、市場での取引に際しての共通したルールが作られて維持されるとと

もに、商工業者が経済活動に伴う社会的責任を果たすための装置にもなっていた。この自律的

な機能は経済活動にとどまらず、都市の維持管理にあたってのガバナンスにも発揮され、江戸

幕府による都市政策や経済政策においても、この機能が十二分に活用されていた。

経済発展をもたらした条件

　江戸時代の経済発展の背景については、「市場の拡大という一般的な条件よりも画期的な条件

として、17 世紀初頭に年貢米などの物資を内陸から沖積地部に輸送する手段が確立したこと、

17世紀後半になると日本全国が海運路で結ばれたこと、河川交通と海運の発達により大坂や江

戸などの都市内部に船宿や問屋・倉庫といったインフラストラクチャーの整備が進んだこと」、
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と説明されることもある1）。これに対して、インフラ整備を含む経済発展の条件2）を検討すると、

まず、需要と供給の関係が日本列島を含むアジア大陸の太平洋沿岸という地理的範囲の中に確

立された点を挙げることができる。当時は世界史的にみれば大航海時代であり、東・東南アジ

アの地域においても、地域的に偏在するさまざまな財やサービスの交換をめぐる広範な市場が

形成された時代であった。

　そして、貨幣経済の発達も財貨のスムーズな交換を実現する上で重要であった。関ヶ原の合

戦の翌年、慶長6年（1601）徳川家康は貨幣制度を確立し、全国を統一通貨制度の下に置いた。

戦国大名が作った貨幣を廃して新たな貨幣を鋳造したことは、経済面での天下統一の象徴であ

った。また、伊豆や佐渡の金山、石見の銀山などの主要な金銀山は慶長 5年の関ヶ原の合戦以

降、徳川氏の支配下になり、国内産の金銀を徳川氏が独占する体制が整った。滅亡した武田の

遺臣の多くを家康が召し抱えているが、その中には武田家が経営した金山の鉱山技術者も含ま

れていた。これは鉱山技術という経営資源を徳川が内部化したことを示すものである。

　家康の通貨発行権の掌握により、ヒト・モノ・カネ・情報の交換に欠かせない価値＝価格を

定める際の評価基準が、統一政権という信用をバックにした貨幣によって裏付けられた。それ

は同時に、貨幣経済の浸透と商業資本の成長を促すとともに、年貢収入に依存する武家の経済

＝米本位経済が町人主導の貨幣経済に呑み込まれ、経済的な力関係では町人が武家を圧倒する

ようになっていく構造的な要因にもなった。貨幣経済の発達は徳川政権によって制度的に保障

されたといってよかったのである。

　そうしたなかで、商工業者の自律的機能が、当時なりに安定した取引ルールや信用秩序を作

り出すようになったことも市場の足腰を強める作用を果たした。

　さらに、徳川政権の成立後、後述の天
てんか ふ し ん

下普請と参
さんきん

勤交
こうたい

代によって江戸で絶えず大きな消費需

要が生み出される構造が定着し、それに必要な財貨・サービスが大坂を中継にして全国から供

1） 安岡重明「概説　江戸期―1880 年代」『日本経営史 1　近世的経営の展開』（安岡重明・天野雅敏編集）、岩
波書店、1995 年、15‒17 頁。
2） 鈴木浩三『江戸商人の経営戦略』日本経済新聞出版社、2013 年、37‒39 頁。

図表 1　江戸時代の経済発展の条件



173

江戸商人の経営と戦略  

給されるシステムが出来上がった。それは、江戸、大坂、京都、長崎という幕府直轄地の機能

分担の上に立ったもので日本全体の物資の流れを形づくる基盤となった。

　そうしたソフト面の条件とともに、ハードの側面も重要だった。戦国時代に蓄積された城郭

築造技術をはじめ、治水や鉱山、造船・航海技術などの当時のハイテク技術は、日本列島を一

周する海運網や内陸水運の成立など、地域差や情報の非対称性を物理的に調整する手段となっ

たのである。

　このように江戸時代は、日本列島を中心とする地理的範囲が一つの市場圏として成り立つた

めに必要なソフトとハード両面のインフラが整った時代だったといえる。そうした条件が重な

り合ったことが―これをJapanese Opportunityと呼ぶことができる―江戸時代を通じての経

済発展をもたらしたきっかけになったのである。

天下普請と参勤交代……江戸の経済成長

　徳川政権が成立すると、江戸や大坂、名古屋など全国の幕府直轄地では天下普請による築城

や治水工事が盛んに大名に命じられた。天下普請とは天下人が城郭や都市の建設、治水などの

土木・建築工事などの課
かやく

役を支配下の大名に命じたもので、家康も秀吉により伏見城の築造工

事に動員されている。大名は天下人の命令があれば、石高に応じて定められた基準以上の兵員、

武器をそろえて指定の場所に出陣しなければならなかった。それが軍
ぐんやく

役である。天下普請は軍

役と同じ扱いで、工事に必要な資金・資財・人員の一切を大名の石高に応じて供出させた。工

事の出来具合や工期を守れるか否かはその大名家の運命を左右した3）。それゆえ天下普請は大名

に経済力を持たせないための大名統制システムとしても確立していった。

　城下町江戸が完成するまでには家康の入府から 70 年、家綱までの 4代にわたるが、この間、

全国の大名を動員した公共工事が江戸に集中した。その結果、資材調達や労働力の集積などの

直接的な需要のほか、工事関係者などの日用品や娯楽などの需要も次々に発生した。

　天下普請は「有効需要」を刺激し続けるとともに、戦国時代以来の戦闘集団の維持・強化に

費やしていた資源を、国土開発や幕政強化とともに民生部門に転用させた。工事に必要な石垣

工事や楼閣建設、埋め立て、排水処理を念頭に置いた町
まち

割
わ

りなどは当時の最新技術の結晶であ

ったが、すべての大名が技術やノウハウを持っていたわけではなかった。建築資材の入手、運

搬、加工の各段階で相場が建ち、大名間で物資や役務が売買され、天候や工事の進捗状況など

によって価格が形成された。戦闘集団としての武士は民生事務や土木工事に転用され、人材、

資本、技術などの資源そのものが市場取引の対象となった。幕府の強権による天下普請は、実

際は市場メカニズムに支配される形で施工されていたのである。

3） 鈴木理生『江戸はこうして造られた』筑摩書房、2000 年、132‒134 頁。
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　参勤交代も江戸の経済を刺激し続けた。参勤交代のための旅行も軍役と同じ扱いとされ、禄

高と格式に応じた供揃いと道順、日程の旅行など厳しい条件が付けられていた。参勤交代を含

む江戸在府の経費は、大名の実収入の半分以上を占めていたが、そのほとんどは貨幣で支払う

もので、それは領地からの年貢収入を大坂などで換銀して得る性格のものであった。

　このように、江戸は天下普請のラッシュと参勤交代の確立により巨大な消費都市に成長した

のに対し、大坂は全国の物資を集めて江戸に供給する都市として発展したのである。

水運網の整備と廻船組織の成立

　日本列島沿岸の定期・商業航路は、戦国時代末期から江戸時代にかけて開設された。戦国時

代末期には、日本海側の海運組織としての北前船と西廻り廻船、そして瀬戸内水運が経済先進

地域であった西国を中心に成立していた。琵琶湖や淀川水運を基盤に安土に本拠を置いた信長、

それに加えて瀬戸内水運を支配下に収めて大坂に本拠を置いた秀吉、江戸を本拠地にして全国

水運ネットワークを確立した徳川氏、というように水運網の発達と天下統一のプロセスは重な

り合う。

　家康が江戸という臨海部に本拠地を置いたのは、当時唯一の大量輸送かつ長距離輸送の手段

であった海運と、広大な江戸の後背地である利根川流域の水運の双方を活用するためであった

が、江戸での大規模で継続的な天下普請をきっかけに水運網がさらに発達した。江戸市街の運

河網や、江戸と日本各地を結ぶ水運網も発展し、その後の物資や商品流通の基礎をつくった。

　元和6年（1620）、大坂と江戸を定期的かつ商業的に結ぶ民営の菱垣廻船組織が成立した。正

保年間（1644 ～ 48）にはそれに対抗して民営の樽廻船組織もでき、両者は幕末まで競争を続

けた。民営の廻船組織が両立できるだけの輸送需要が、上方と江戸の間に生まれたのである。

　一方、江戸での天下普請を命じられた東北大名は、それぞれの持ち船で米と資材を江戸に運

んだ。このルートの流通が盛んになると民間輸送が有利となり、河村瑞
ずいけん

賢により東廻り廻船組

図表 2　日本列島を一周する廻船航路

11 (1671)

(1619)
15

(1730)

図表 3　三都と長崎の関係
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織が寛文年間（1661 ～ 73 年）に成立した。この航路は従来の日本海ルートを津軽海峡から太

平洋側に延長するもので、津軽・下北半島から太平洋岸を南下し、銚子沖を経由して伊豆半島

の下田で風待ちを行い、下田から江戸湾に至る。それが、従来の北前船や西廻り廻船に加わっ

て、日本列島を一周する定期商業航路が初めて完成したのである。

　菱垣、樽廻船は運賃収入を目的とした運輸業者で、北前船が海外に運送せずに大坂に持ち込

んだ貨物と、畿内・西国から集荷した物資を江戸に輸送した。一方、北前船や西回り廻船は

買
かいづみふね

積船であった。これは、船主が自己資本で積荷を買って船に積み、適当な相手に売るビジネ

スで、積荷と販売時期の如何によっては巨利を得られるものである。主な船荷は、鱶
ふかひれ

鰭・干
ほしあわび

鮑・

煎
いり

海
なま こ

鼠などの俵
たわらもの

物三品と呼ばれた海産物や、秋田の阿仁鉱山の金・銀・銅などの鉱産物だった。

これらは明（後の清）で非常に珍重された。鱶鰭や煎海鼠などは高級中華料理の食材として現

在でも欠かせない。多数の買積船が活動していたこともあって、「鎖国」（江戸時代には「鎖国」

という用語はほとんど用いられていない。）の下でも、長崎貿易という幕府の貿易独占に対抗す

る形の私貿易（密貿易）が盛んであった。寛文 10 年（1670）や享保 3 年（1718）、明和 9 年

（1772）の密貿易禁止令、天明 8年（1788）の唐船抜荷幷不正品売買取締令など、数十年に一

度の割合で「抜荷禁止令」が頻発されているほどなのである4）。

幕府直轄地の機能分担……三都の役割

　当時の日本経済の特色は、幕府直轄地であった大坂、京都、江戸の三都の異なる機能を水運

で有機的に結びつけてネットワーク化していた点にある。また、「鎖国」という手段で海外貿易

の独占体制を確立し、この三都の機能にプラスして輸入品を国内の流通経路に乗せていた。

　大坂は全国規模の集散市場として機能した。大名領を含む全国から集まる物資に価格を付け

て（貨幣上の価値を創造すること）、江戸などに送り出した。それゆえ当時から大坂は「天下の

台所」と呼ばれていた。大名の領国経営は将軍から委任されており、具体的な運営は幕府の支

配から独立していたため、大名は年貢や諸産品などを自らの責任で貨幣に換える立場に置かれ

ていた。この換金銀を行う場、すなわち市場は民間ベースで運営されていた。

　一方、大坂では近郊で生産された一次産品を原材料にした木綿織物業や絞油業などの製造業

も発達し、九十九里浜（現千葉県）で生産された干
ぼしか

鰯が、木綿や菜種の肥料として海上輸送さ

れていたほか、それらの産地形成のための資本投下なども行われていた。

　京都は当時最先端の工業都市で、京都の商工業者が扱ったということは「下りもの」という

4） 「唐船抜荷売買禁止其他」『東京市史稿　産業篇第六』東京都公文書館、1958 年、836‒837 頁。『御触書寛保
集成』（高柳眞三、石井良助編）岩波書店、1976 年、974‒975 頁。「密貿易厳禁再令」『東京市史稿　産業篇第
二十四』東京都公文書館、1980 年、44‒47 頁。「唐船抜荷并不正品売買取締令」『東京市史稿　産業篇第三十
二』東京都公文書館、1988 年、563‒565 頁。
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ブランド価値以上のものを生み出していた。江戸では上方で生産された「下りもの」への評価

が高く、江戸や東国で生産された地廻り産品は「下らないもの」とされた。とりわけ京都や伏

見では高級織物、工芸美術品、清酒などの生産が盛んであり、新製品の研究開発でも先端的な

役割を果たしていた。江戸時代中期になると、西陣織の技術は桐生などに伝えられている。

　江戸は全国一の消費都市として発展した。将軍をはじめとする幕臣や、参勤交代で江戸に集

まる大名とその家臣は大きな消費需要をもたらした。大名の正夫人とその嫡子はすべて江戸に

集住させられていたこともあって、女性用高級衣料・化粧品の需要の大部分が江戸に集中して

いた。それゆえ上方を含む全国から物資を受け入れて、将軍や幕臣、大名やその奥向に供給す

ることで成り立つものが多かったのが江戸の商工業の特色の一つであった。

米本位経済vs貨幣経済……金・銀・銭による貨幣経済

　家康の貨幣制度確立の時に、初めて定額計数貨幣としての金貨が鋳造された。慶長大判、慶

長小判などである。銀貨は慶長丁
ちょうぎん

銀、慶長豆板銀であり、定額ではなく天秤で重量を計る秤
ひょうりょう

量

貨幣であった。

　江戸時代の貨幣制度では、三貨制といって金・銀・銭の 3種類の貨幣がそれぞれ対等な本位

貨幣として通用していたのが最大の特徴である。銭は全国的に通用したが、東の金遣い・西の

銀遣いという具合に、金・銀それぞれが本位貨幣として流通する地域が分かれていた。

　上方では「米一石につき銀○○匁○○分」という具合に商品の名称を最初にいったが、江戸

では「金一両につき米○○石○○斗」と唱えた。これは金・銀の流通圏が分かれていたことに

もよるが、金が定額計数貨幣、銀が秤量貨幣だったためでもある。

　金・銀・銭の交換は変動相場によっていた。幕府は交換比率を公定したが守られず、市場で

図表 4　金・銀・銭（三貨制）の関係 図表 5　江戸と大坂の両替
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はその時々の相場で取引された。江戸では銀相場が安い時（金高銀安）に上方に商品注文をす

るのが有利で、逆に大坂では金相場の軟調時（金安銀高）に東国に売却すれば利益が多かった。

　金・銀の流通圏の相違とともに、品物の種類によっても、金・銀・銭それぞれの通貨建てが

成立していた。これが金
きんぎめ

極 ・銀
ぎんぎめ

極・銭
ぜにぎめ

極である。金遣いの江戸でも、上等な茶、材木、呉服、

薬品、砂糖、塩、職人の賃銀などは銀建てだった。ただし、東西交通の大動脈であった東海道

の宿場では客の利便のため、金・銀・銭が別建てになった女郎の料金表まであった。一方、吉

原の高級遊女との遊興費や、大名家の留守居たちが購入する書画・骨董といった高級贈答品は

金建てで、庶民の日常品のほか、旅籠の宿泊料などは銭建てであった。

　このように、一つの物に対して金・銀・銭という複雑で異なる価値基準が同時に成り立って

いたのが江戸時代の貨幣経済の特徴であり、「お金」に対する敏感な感覚が人々に自ずと求めら

れたのであった。

変動相場と市中金利―両替と為替

　米本位経済と貨幣経済の混在、三貨制と深く係わっていたのが両替と札差である。両替は江

戸と大坂を軸とする全国的な物資や資金の流れを支えており、経済が発展するにつれて大きく

成長を遂げた。札差の機能は米本位制と貨幣経済の仲介であった。両替は三貨の変動相場制を

通じて多額の為替差益を獲得し、札差は幕臣から購入する蔵米の価格と、それを江戸市中に売

却する時の米価差益で巨利を得ていたのである。

　江戸・大坂と大名領、大名領と大名領の間の商品流通や商品の売買代金決済の形は、現代の

国際貿易や貿易決済の方法と本質は同じであった。為替差益の獲得なども、現在の国際通貨市

場と機能的には同様であった。そのため、同じ商品でも販売先の地方、売却時期、その土地の

商品市況などの条件は千差万別で、さまざまな価格決定がされた。それゆえ商人たちは、商品

の発注時期、決済の潮時などを決めるために常に金銀相場に注意を払っていた。

　両替は金・銀・銭の両替のほか、融資、預金、為替、手形発行など今日の銀行に相当する業

務を行っていた5）。有力な両替は大
だいみょう

名貸
がし

や商人貸を手広く営んだ。彼らの収入は両替手数料や利

子だったが、上方と江戸の経済発展につれて為替取引の比重が増大した。幕府はたびたび金・

銀の交換比率を公定したが、実際は変動相場が成り立ち、本両替は日々の相場を見ながら金銀

両替・金銀売買を行った。

　江戸の両替には本両替と脇両替があり、脇両替には三
みくみ

組両替と番
ばんぐみ

組両替があった。本両替は

主に金銀を扱い、為替、貸し付け、新古金銀の引き換えのほか、公務として上納金銀の鑑定・

包
つつみだて

立、金銀相場や銭相場の幕府への報告業務などを行っていた。三組両替は銭両替だが金銀も

5） 幸田成友『江戸と大阪』冨山房、1934 年、167‒176 頁。
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扱い、ほとんどが酒屋、質屋、油屋などを兼業していた。江戸では日本橋の本両替町、駿河町

などの往来に三組と番組両替が集まって銀相場が建てられたが、後に相場立会仲間を結成して

取引所が設立された。銭相場は日本橋青物町、日本橋四日市と移転した後、本両替町で建てら

れた。

　大坂の両替には本両替、南両替、三郷銭屋仲間があり、本両替の上に江戸の本両替に相当す

る十人両替が置かれていた。江戸の三組両替に相当するものが南両替、番組両替にあたるのが

三
さんごうぜにやなかま

郷銭屋仲間である。大坂の金相場は寛保3年（1743）以降、北浜の金相場会所で建てられた。

相場の立会いは本両替の相場役に限られ、相場は金一両に対する銀価格で表示された。取引単

位は金百両以上であった。銭相場は金相場の終了後に建てられた。

　金相場会所には立会場があり、「立会い」は正月三が日と五節句を除いて毎日、午前 10 時頃

から 1～ 2時間開かれた。立会い時間を過ぎると拍子木を打って終了となるが、白熱して終わ

らない時には水をかけた。これを「水入り」といったが、取引の活発さを示している。相場取

引のなかで「仕切り」、「立会い」が行われ、「水入り」になる場合もあって、最後に価格が決ま

っていたのである。真剣勝負と“待ったなし”の厳しさが支配した「場所」であった。

　為替6）も発達していた。このうち公金為替は元禄 4年（1691）に制度化されたもので、幕府

の大坂御金蔵から江戸に向けての公金輸送と、江戸商人から大坂商人に送付すべき商品代金を

相殺する形で両替を介在する形で決済された。享保8年（1723）に始められた江戸為替の場合、

江戸商人に対して大坂商人が持つ債権を大坂商人から江戸の大名への融資に充当して、江戸か

ら大坂への現金輸送を為替で決済した。実際は、大坂の両替が北浜の金相場会所で為替を購入

し、大名の江戸屋敷には送金為替、取引先の江戸の両替には商品取立手形（逆手形）を送った。

江戸の両替はこの取立手形で江戸の債務者から現金を取り立て、大名の江戸屋敷は送金為替を

その両替に持ち込んで換金した。

　これらの為替決済を円滑に行うために、三都の両替はそれぞれの金銀相場を通知しあった。

江戸では三組両替、大坂では本両替為替仲間がそれを務めた。

　後述のように大名の財政難が深刻になると、大名貸の焦げ付きが急増した。そのため、江戸

初期に活躍した室町時代以来の大両替の多くが、天和から元禄期（1681 ～ 1704）にかけて倒

産した。それに代わって登場したのが鴻池や三井などの商品流通と結びついた新興両替であっ

た。それに対抗して、大坂の本両替は本両替為替仲間、京都の本両替は為替本両替仲間を結成

したが、逆に江戸では三組両替の主だった者が相場立会仲間を結成した。これが江戸、大坂、

京都の為替取引を独占的に行ない、通常の為替業務のほか、幕府の公金為替も扱った。

　一方、宝暦期（1751 ～ 64）以後になると、江戸周辺を含む東国全体の経済は順調に発達し

た。それまでは、江戸で消費される物資に関しては「下りもの」の比重が高かったが、江戸地

6） 幸田成友『江戸と大阪』冨山房、1934 年、180‒182 頁。
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廻り経済の成長により、江戸市中には上方以外の産地・ルートから消費物資が供給されるよう

になった。「下りもの」は廻船で上方から江戸に送られ、その代金決済・送金業務は本両替が行

っていたが、江戸地廻り経済という新規分野に参入したのが江戸の三組両替だった。

　三組両替は江戸の問屋商人への信用供与や商業金融に乗り出してビジネスを拡大した。本両

替のビジネスだった大名貸にも参入した。その結果、それまでモノ、カネの流通を独占してい

た上方系の本両替は三組両替にシェアを奪われた。それに対抗する形で、大坂の本両替は本両

替為替仲間、京都の本両替は為替本両替仲間をそれぞれ結成したが、江戸では三組両替の主だ

った者が相場立会仲間を結成した。これが江戸、大坂、京都の為替取引を独占的に行い、通常

の為替業務のほか、幕府の公金為替も取り扱った。このような両替の大競争の中で、それ以後、

江戸、大坂共に本両替の減少、江戸の地元資本である三組両替の成長が著しくなった。

武士と町人の逆転……米本位経済への貨幣経済の浸透

　幕府、諸大名も主な収入は領地からの年貢米で、それを換金・銀した貨幣で領国や江戸での

生活、家臣の「給料支払」、領地経営などの経費をすべて支払った。多くの大名の現米収入は大

坂などで換銀された。幕臣である旗本と御家人へ支給される蔵米は、札差によって現金化され

た。これが米本位経済ないしは幕藩経済体制の実態である。

　幕府成立から寛文期（1603 ～ 61）頃までは、領主が農民の農業収入から生産維持に必要な

部分を除くすべてを徴収することや治水工事を含む農地開発に力が注がれていた。それによっ

て幕藩体制の基盤であった農村支配が確立したが、その頃になると開発適地は底をつくように

なっていた。

　江戸時代の年貢率は寛文頃までは七公三民で、農民の生産物の 7割を領主が取り立てたが、

寛文頃を境に急減した。労働集約的な農業や商品作物の作付けによる単位面積あたりの収益性

の向上など、量から質への転換が始まったからである。寛文・延宝期（1661 ～ 81）になると

図表 6　江戸為替の流れ
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農民に可処分所得が残るようになり7）、宝永・正徳期（1704 ～ 16）には三公七民となった8）。

　七公三民の場合、大名の実収入は公称禄高の約7割である。禄高10万石の大名では米換算で

7万石の収入となるが、この収入で江戸と国元の生活や参勤交代、何年かに一度命じられる天

下普請の費用のすべてを賄っていた。参勤交代を含む大名の江戸在府の費用の割合は実収入の

約 60％といわれるので、10万石の大名の江戸在府の費用は、禄高の 42％で 4万 2千石となる。

つまり、江戸初期の場合、江戸在府関係だけでも全国の米の生産高の4割以上が江戸に集中し、

これとは別に天下普請の負担があったので、寛文期頃までの江戸には国の生産力の半分程度が

投入されていたとみられる。

　天下普請と参勤交代は全国の富を江戸に集中させたが、その経費は貨幣で決済されたので、

大名財政は自ずと貨幣経済に取り込まれていった。多くの大名は大坂などの大商人から多額の

借金（大名貸）をして江戸屋敷や参勤交代の経費に充てたが、すでに耕作適地は開発し尽くし

ていたため農地拡大による年貢増収は困難であった。そのため、質素倹約に努めて支出を切り

詰めても借金の返済は難しかった。経済面での武士と町人の力関係の逆転が始ったのであった。

　結局、参勤交代関係の義務的経費は、大名財政の硬直化や慢性的な赤字体質の原因になった

が、江戸の消費を刺激した。殿様に従って全国から江戸に随行する大勢の家臣団も江戸の消費

需要を継続的に拡大させた。

　一方、寛文期以降の生産性の増大や、大消費地の江戸・大坂向けの商品作物の生産を通じて、

自給自足的であった農村にも貨幣が普及した。武士も収入は禄高（米）が尺度とされたが、大

名から下級武士に至るまで消費生活は貨幣で支払う構造となっていった。制度上は、米本位制

は幕末まで残っていたが、貨幣経済が武家の経済を支配する程度は強まっていったのである。

幕臣の金融を支えた札差

　旗本の役職手当と御家人の給料は浅草御蔵で現米支給された蔵米で、これが蔵前の札差の手

で現金化された。蔵米の受領と売却を旗本・御家人から請負うことが札差業の起こりである。

札差は米本位制と貨幣経済を仲介する機能を持ち、旗本・御家人から購入する現米と、それを

江戸市中に売却する時の米価差益で大きな利益を上げていた。札差は支給予定の米を担保に

札
ふだだんな

旦那（旗本・御家人）への金融を行った。享保 9年（1724）に 109 株の札差株が公認された

が、彼らは幕臣たちへの金融を独占し、浅草の幕府米蔵付近に大店を構え、江戸の代表的な豪

商として活動した。ここから江戸市中に供給される米は年間 40 ～ 50 万石に上ったといわれて

いる。

7） 大石慎三郎『享保改革の経済政策　増補版』、御茶の水書房、1979 年、44‒46、51‒52 頁。
8） 大石慎三郎『田沼意次の時代』、岩波書店、1991 年、9頁。
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　札差には幕藩体制に寄生する商業資本という性格もあったが、米本位経済が貨幣経済に取り

込まれていくなかで、幕藩経済体制を支え続ける役割も果たした。寛政改革や天保改革では、

札差からの借金に苦しむ旗本の救済のために古借棄
きえん

捐や金利引き下げを強行したが、これに対

抗して札差は金融逼迫を理由に札旦那への新規融資を停止した。その結果、かえって幕臣たち

の資金繰りが行き詰まり、幕臣たちからも強い反対が出る有様であった。改革の意図とは裏腹

に、米価と融資金利は、札差が支配する市場で形成されていたのである。

市場で決まった金利水準

　金利も市場で決まっていた。例えば、幕府は明和から天明期（1764 ～ 89）と文化・文政・

天保期（1804 ～ 43）に、資金を町人に貸し付けて運用を行った。この政策には老中から江戸

の町奉行に至る官僚機構と、江戸の町人組織の頂点に立つ町年寄などが組織的に関与していた。

　一連の運用の中で最大のものは明和 8年（1771）の貸し付けで、幕府資金 5万両を町年寄経

由で江戸の有力商人に貸し付けて、町年寄は取り立てた利息のうち、5～ 10％（250～ 500 両）

を事務諸経費の名目で受け取り、残額を幕府に納入する仕組みだった。

　この融資条件の決定プロセスでは、担保の有無と利率に関して町人側と幕府側の主張が対立

した。当初、幕府は年利 10％で貸金相応の家
かじち

質（土地家屋担保＝抵当）を差し出させようとし

たが、町年寄は「家質を取る場合の市中金利は年4～ 7％なので、それでは借り手がいない」と

主張した。結局、財政再建に迫られていた幕府は町年寄の主張を受け入れた。幕府も当時の市

中金利と融資慣行に従わざるを得なかった点が、当時のマーケットの状況であった。

問屋株仲間と江戸時代の経済システム

　当時の経済の仕組みやビジネスを語る上では、幕府と、町人の自治的機能や問屋株仲間との

関係への視点が不可欠である。個々の商家の経営活動には彼らが所属する問屋株仲間が関与す

図表 7　札差の仕組み
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るとともに、幕府の経済政策は問屋株仲間を通じて個々に行き渡っていたからである。

　徳川政権は信長・秀吉の楽市楽座の方針を引き継いで、商工業者の団体である座や仲間を禁

じており、京都では板倉重宗の「御触書二十一ヵ条」のうち元和 8年（1622）に改正された部

分などには座の禁止条項がある。江戸では明暦 3年（1657）、①諸商人が同業仲間で申し合わ

せをして新規加入者に多額の礼金や弘
ひろ

メ（後述）を強要すること、②商品の占買いによって価

格を吊り上げること、③新規営業者への妨害行為の禁止、などを通達する町触れを出してい

る9）。幕府は仲間を禁止していたが禁令が頻出されるほど、すでに寛永期（1624～ 44）から明

暦期（1655 ～ 58）には商業者が仲間組織を広範に結成していたのであった。

　問屋株仲間が公的性格を持ったものとして公認されたのは、「米価安の諸
しょ

色
じき

高」が進んだ享保

期（1716 ～ 36）以後のことである。諸色とはもろもろの生活必需品のことである。この時代

になると、領主が米の増産に努めても実質的な増収どころか、生活必需品に対する米の価値が

低下するようになっており、収入が「米ベース」の武士たちは物価高騰に悩まされていたので

あった。

　享保改革の一環として、享保 9年（1724）、米、酒、薪、塩、木綿、銭などを扱う江戸の商

人が、町年寄奈良屋の役所に集められて組合（問屋株仲間）の結成を命じられた。組合による

価格調整と、同業者の相互監視によって生活必需品の高騰を抑制するためである。この措置に

より、「幕府―町奉行―町年寄―名主―町中一般」という居住地を基準にした従来からの間接

的な支配・被支配の関係に、「町年寄―問屋株仲間―商工業者」という産業別・職能別のコン

トロール機能が町奉行組織に組み込まれた。

　こうした間接支配は、町人や商工業者が構成する団体を前提に成り立っていたが、町や問屋

株仲間は規制当局の末端組織であるだけではなく、団体内の利害調整や業界からの幕府への要

9） 「諸商人仲間排他申合及占売禁止」・「諸問屋排他申合禁止」・「諸職人仲間申合及賃銀引上禁止」『東京市史稿　
産業篇第五』東京都公文書館、1956 年、456‒462 頁。

図表 8　江戸の行政システム



183

江戸商人の経営と戦略  

求を取りまとめるという自治的かつ公的性格を持つものとして扱われていたのである。

　町奉行所というと司法警察機関をイメージする場合も多いが、実際は都市行政と、金融を含

む経済政策を実施する機関でもあったのである。

　なお、江戸や大坂といった都市は全体としては自治体ではなく町奉行の官治行政区域にすぎ

なかったが、都市を構成している町々は、村と同じように組織を有する自治団体であり、一方

の農村＝村方における名主や庄屋は今日の村長にあたるもので、その地位はいわば半官半民で

あって、公儀や大名の傘下にある行政官の手先であるのと同時に、自治体としての村の理事者

としての機能も持っていた10）。

田沼時代の問屋株仲間

　しかし享保改革の時期を過ぎると、年貢に依存した幕府財政はさらに悪化した。この時期は、

宝暦8年（1759）に田沼意次が幕府の最重要事項の審議立案機関である評定所の実権を掌握し、

明和 4年（1767）側用人、安永元年（1772）老中となり、天明 6年（1786）に失脚するまで

の期間＝田沼時代にあたる11）。田沼の下では積極的な経済政策が展開され、外貨獲得のための

俵物などの清国向けの輸出用海産物や銅の大増産、対ロシア貿易を念頭にした蝦夷地開発など、

それまでにない経済政策を展開した。貿易で得た清国銀貨を原料に明
めいわごもんめぎん

和五匁銀や、その改良版

である南
なんりょうに

鐐二朱
しゅばん

判の発行にも踏み出した。秤量貨幣の材料だった銀で金貨と同様に通用する定

額計数銀貨幣を作ったもので、以後、銀貨が金貨の補助貨幣化していく契機になった。

　とりわけ問屋株仲間の公認では、同業者が構成する仲間のメンバーに対して営業の独占を保

障して、冥
みょうが

加金
きん

や運
うんじょう

上を上納させた。それまでの主要財源は年貢＝直接税だったが、冥加金や

運上は現在の流通税＝間接税に相当し、「税制」の直・間比率の転換ともいえた。

　問屋株仲間は、加入者に業界全体の利益を守らせ、仲間で定めた規範に従わせるといった自

主規制や指導などの自治的活動を行った。非加入者による業界利益の侵害や、ほかの業界との

利害衝突が生じると、町奉行に訴え出るなど幕府による保護や介入を求めた。

　この公認政策に関しては競争制限・独占保障といったイメージが強いが、問屋株仲間への加

入にはそれぞれの問屋株仲間内での承認が必要であったが、幕府の制度上は両替や札差などを

除いて参入自由が原則だった。むしろ公認には、新規参入者の増加によって上方商人を中心に

形成された従来の取引ルールが乱されるようになったなかで、仲間の自律的な調整機能を用い

て取引のルールを新規参入者にも及ばせて、流通を円滑化させる狙いが強かった12）。

10） 地方自治百年史編集委員会編『地方自治百年史　第 1巻』地方財務協会、1992 年、180‒182 頁。
11） 大石慎三郎『田沼意次の時代』、岩波書店、1991 年、68‒69 頁。
12） 上村雅洋・宮本又郎「3　経営組織と経営管理」『日本経営史 1　近世的経営の展開』（安岡重明・天野雅敏
編集）、岩波書店、1995 年、152‒157 頁。
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変質した問屋株仲間と諸問屋の廃止

　その後、問屋株仲間の競争制限的な側面は強くなった。文化 6年（1809）から 7年には、江

戸では冥加金徴収が強化され、営業独占は認めないものの上納者にはすべて鑑札が与えられた。

文化 10 年（1813）になると、菱垣廻船の積問屋から構成される十組問屋 65 組 1271 軒に対し

て株数を1995株と定め、以後の新規加入を禁止して株札を交付した。この措置により、株の譲

渡を受ける以外には参入の途が閉ざされた13）。それは、経済システムの円滑な管理のために問

屋株仲間を用いていた従来のスタンスの転換で、むしろ経済統制に近かった。

　文化・文政期（1804 ～ 30）は、実権を握った大御所家
いえ

斉
なり

と大奥などが贅沢三昧を続けた時

期で、家斉の子女の婚礼だけでも18組もあり、その特需もあって江戸は好景気に沸いた。化政

文化が花開き、江戸の爛熟期となった。

　ところが、その財源は年貢増徴や倹約政策では支えられるものではなく、天保12年（1841）、

家斉が死去すると将軍家慶の信任を得た老中水野忠邦は、家斉側近の大規模な一掃とともに天

保改革に着手した。享保、寛政両改革への復古を掲げ、質素・倹約の徹底、年貢増徴など幕藩

体制の維持に向けた旧来型の政策が強力に実施された。

　しかし、米本位制を基本とする武家の収入構造は、貨幣経済や市場経済システムの発展の中

ですでに崩壊に瀕しており、現実の経済状況との乖離は大きかった。そのため天保改革の諸政

策は、大名対策や農政などすべての面で以前にはないほど強権的に行われた。

　商業資本対策では、物価の強制引き下げなどの超緊縮・引締めが実施され、天保 12 年暮れ、

物価騰貴は問屋株仲間などの流通独占のためだとして菱垣・樽両廻船組織や十組問屋など商工

業者で作るすべての株仲間や諸組合を解散させ、「問屋」の名称を用いることさえ禁止した。参

入自由化による物価引き下げを図ったのである。

　ところが問屋株仲間の解散は、江戸・大坂をはじめとする経済の大混乱をもたらした。株を

担保にした金融が停止し、問屋を通じた零細業者への運転資金供給なども滞った。しかも資本

力や信用が不可欠な両替などの業種では新規参入は難しく、自由競争による物価引き下げには

つながらなかった。一方、新規参入の容易な分野では過当競争や従来の流通機能の破壊によっ

て、かえって流通は阻害された14）。

総合政策としての諸問屋再興

　忠邦失脚の 2年後の弘化 2年（1845）、江戸の町奉行（南町）に再任された遠山景元（遠山

13） 「あとがき」『東京市史稿　産業篇第四十八』東京都公文書館、2007 年、1008‒1009 頁。
14） 鈴木浩三『資本主義は江戸で生まれた』日本経済新聞社、2002 年、268‒270 頁。
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の金さん）が諸問屋の復活を建議したが、その時は見送られた15）。翌年になると、関東一帯の

洪水に江戸の大火が重なり、米価や諸物価の高騰、それに伴う江戸の貧民層の生活難が予想さ

れ、幕府は打ち壊しや一揆を予防するための社会政策の必要に迫られた。そうしたなかで、元

南町奉行の筒井政憲が遠山と同様の提案を老中の阿部正弘に上申した16）。それが嘉永4年（1851）

の諸
しょとんや

問屋再
さいこう

興につながっていった。

　筒井の上申書では、「御
おすくい

救米
まい

や銭を与えても受給者が商売を始めるわけではなく、その場限り

に終わるので、廃止した諸問屋や仲買等を復活させるべきだ」とし、「復活させれば零細業者も

問屋から借りた商品を販売し、売上で債務を返済しながら儲け分を生活資金に充てられる」と

述べている。自己資金のない低所得層が商売を行う条件を整えて自助努力で生活を成り立たせ

る、つまり、バラマキよりも社会全体の経済活力を高める方が有効だという感覚は現在でも十

分に通用する。さらに重要なのは、「下り米その他の商品で注文取引（信用取引）が復活すれば

商品流通が促進される」「株を復活させれば金融が円滑になる」との指摘である。「幕府と業界

団体との関係を復活させて、町奉行所が物価対策などを遂行し易くせよ」とも記している。

　遠山も、「町人の事業力を強化し、零細業者の利便のために取引のルールを以前に戻せば、

人々が安心して暮らせるようになり、自然と民心も治まる」と述べている。この場合の「町人」

とは、一定以上の営業規模と財産を有し信用力を有する者を差す。落語に登場するハチ公やク

マさんではなくて、地主階層などを指していたことはいうまでもない。

　それゆえ有力町人の事業永続も重視されていた。町奉行所から再興の事務責任者だった諸色

掛名主に示された申渡書17）にも、「奢侈を慎み、太平をもたらす将軍の仁徳に感謝し、それぞ

れの営業を永続させること」「江戸城下に安住できる有難さを弁え、士農工商すべての利便を心

がけ、実直に産業を営むべし」とあり、諸商人の永続性の重視を謳っている。

　諸問屋再興という名称からは、この政策が流通・商業政策だけだと誤解されやすいが、その

本質は内政面での総合政策であった。商業資本に対する政策遂行のツールを復活させることは、

社会全体を対象とした政策展開への早道だったのである。

江戸時代の株式上場

　ところで、江戸時代の町は生活共同体であると同時に、連座制度があったために運命共同体

15） 「二　南町奉行上申書　老中宛」『大日本近世史料　諸問屋再興調一』（東京大学史料編纂所編）東京大学出
版会、1956 年、8頁。
16） 「四　寄合筒井政憲上申書　老中宛」『大日本近世史料　諸問屋再興調一』（東京大学史料編纂所編）東京大
学出版会、1956 年、16‒20 頁。
17） 「四　町奉行申渡書案　江戸世話掛諸色掛名主宛」『大日本近世史料　諸問屋再興調二』（東京大学史料編纂
所編）東京大学出版会、1959 年、5‒7 頁。
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でもあった。そのため、それぞれの町で新しく「市民権」を持つ地主になるには、その町の「地

主連合の満場一致」という厳しい条件が必要だった。

　商家も同様で、時代、業種、地方などの違いにより問屋株仲間は多様であるが、その属する

業界での「市民権」を同業者一同から承認されて加入できなければ、ある程度以上の商家の営

業は困難であった。問屋株仲間加入の商家とその営業活動は、仲間内部の自律的規制の枠内で

行われたが、万一その範囲を逸脱して幕府の規制に触れれば、加入者全員が連座して処罰の対

象になったからである。そのため、出自不明の金持ちがカネを積んでも加入できなかった。加

入者の財産だけではなく全人格的な責任や信用が問われたのである。

　仲間は既加入者やその事業継承者の品行性情についても目を光らせ、道楽者や怠け者の相続

人を排除した。婚姻についても同業者全員の承認が必要だった。つまり、「公職」である地主や

問屋株仲間に加入する商家の婚姻は公的色彩を強く帯びていたのであった。

　問屋株仲間では、全会一致を原則とした加入者の意思の集積が意思決定となり、それが仲間

の総意として町年寄や幕府に伝達された。つまり、これは幕府の諸制度に対する個々の事業者

のニーズを「公
おおやけ

」のルートに乗せるシステムでもあった。

　問屋株仲間は自ら取引ルールを定めて加入者に守らせた。それは商工業者たちに経済活動に

伴う責任を果たさせる仕組みでもあった。問屋株仲間というと既得権益を固守するものだと思

われがちだが、責任を無視する者による市場の混乱を回避する装置でもあった。だからこそ、

市場取引のルールの維持・管理を中心に、幕府は経済政策に属する権限を問屋株仲間に分権的

に任せることができた。そうした間接支配は都市（町）や農村支配でも共通していた。

　問屋株仲間が制定した仲
なかまじょうほう

間定法や仲
なかまおきてがき

間掟書は、現在の「企業の社会的責任」に相当する。そ

れらの多くには、法令遵守や政策への協力、同業者の利益確保に加えて、取引先の保護、取引

の透明性、同業者間の紛争処理、違反者の罰則などが定められている18）。

　仲間定法は同業者の自治的活動から作られたが、江戸では町
まちどしより

年寄の承認を経て町奉行から公

認されると法的拘束力を備えた。ここでいう責任の対象は、官でも民でもない「公」で、責任

の自覚が公
おおやけ

意識であった。その意味で商家は公的な存在といえた。公意識は単なる精神論では

なく、経済システムの一部でもあった。

　問屋株仲間の意思決定で重要だったことは、その業界の永続的な繁栄であった。というのは、

問屋株仲間に加入する特定の商家にとっても事業の永続性は最も重要な経営目的だったからで

ある。諸問屋再興でも見られたように、幕府も商工業者やそれらの永続性を重視した。問屋株

仲間の自律的機能と安定的な継続の上に、当時の経済システムが成り立っていたからである。

　認知された新規加入者は、加入の事実を先輩の同業者たちに披
ひろう

露した。これが「弘メ」で「広

め」「披露目」とも書いた。相続・暖簾分けによる事業承継を含め、新に問屋株仲間へ加入する

18） 鈴木浩三『江戸商人の経営戦略』日本経済新聞出版社、2013 年、257‒267 頁。
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際には弘メが不可欠であった。弘メでは同業者たちを饗応し、現金や引き出物を配った。弘メ

を済ますと、その事実を町年寄に届け出て帳簿に記載された。これは、現代の会社設立に伴う

登記と同じような効果を持っていた。それらの手続きがすべて終了すると、同業者内にとどま

らず、問屋株仲間のメンバーが受ける公的保護の対象になった。

　つまり、問屋株仲間への加入と、その事実を関係者に周知させることは、現在でいえば株式

上場にあたり、当該の業種＝市場への参入を公的に認知されることを意味していた。それは、

財産・信用といった経済的側面とともに、人格的な側面も評価された上でのことであった。

江戸時代の株の機能

　株は、譲渡や相続の対象でもあり融資の際の担保にもなった。株仲間が解散された際に金融

危機が発生したのもそれゆえである。問屋株仲間への加入のハードルは高かったが株の譲渡は

盛んだった。譲渡の際も、新規加入と同様に町年寄役所への届出や弘メの義務を負っていた。

株式所有者の移転（転居）、江戸店の支配人の交代等についても町年寄への届出が行われ、本

人・組合行事の連署のほか、名主がそれを承認したことを証明する名主の奥
おくがき

書も求められた。

　参入退出の多さゆえに株譲渡の届出書の様式化も進んだ。例えば、寛延 4年（1751）、江戸

の両替屋組合に関して、移転、相続、暖簾分け、名義変更などの際に必要な町年寄役所への届

出事項が定められ、該当する両替が所在する町の名主の承認を得るように手続きが整えられ

た19）。両替の人数は享保3年（1718）、本両替、三組両替、番組両替などを合わせて600名に限

定されていたが、入れ替わりが激しく管理が行き届かない状況を改善するためである。なお、

江戸の両替は、安永 9年（1780）635 名、天明 4年（1784）643 名となっている。

19） 「五四　江戸銭両替屋行事請証文」『大日本近世史料　諸問屋再興調三』（東京大学史料編纂所編）東京大学
出版会、1961 年、106‒107 頁。「両替屋中川休店」『東京市史稿　産業篇第二十三』東京都公文書館、1979 年、
693‒694 頁。

図表 9　株の譲渡と問屋株仲間

OK

図表 10　仲間定法の仕組み
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　安永 7年（1778）、札差仲間も自発的に株譲渡の際の譲渡人・譲受人のほか仲間行事の署名

や日付、譲渡の経過・理由などの書式を定めた。事務処理の効率化のためである。札差株は両

替株と同様、株数が限定されていたので札差になるには株の取得が前提だったが、当時は「優

良株」だったため、参入退出が盛んであった。

　株に関する権利関係の変更の中で、最も一般的だったのは家督相続であった20）。江戸板材木

問屋の内部にあって主として熊野産の材木を荷受していた熊野問屋組合の行事が町年寄に提出

したケースでは、深川嶋田町の鹿嶋屋源蔵が「私が病身になったので倅の源吉の名を源蔵に改

めた上、家督を相続させて問屋株を同人に譲りたいので、町年寄役所に備え付けの帳面の名義

を書き換えて下さい」とある。これは今日の取締役改選の登記に相当し、ここに名主の奥書が

あるのは、幕府による町人支配の単位であった町の責任者の名主が、商業登記にも似た形で事

業者の異動に深く関与していた実態を物語る。この史料は問屋株仲間の解散直前（天保 12年 7

月）における熊野問屋組合のメンバーであった八兵衛の相続関係書類で、株の譲渡人と譲受人

名を記した組合行事名の願書などからなっている。

　一方、養子縁組による株譲渡＝事業継承では、一族や同業者のほか資本関係にある者の中か

ら養子が選ばれることが多かったが、経営の傾いた商家の再建資金を提供する代わりに養子を

送り込む場合や、同業者一同が後継者を選ぶ場合もみられた。当時の養子縁組は、第三者に株

を取得させて事業を譲渡する方法として広く行われていた。

　天明5年（1785）に干
ほし

鰯
か

売場の家主の跡目を継承した際の記録21）には、継承者を問屋株仲間

が積極的に選定するプロセスが記されている。この文書には「一家内のうちにおもわしき者な

し」とあって、血縁関係者の中には後継者として適任者がいないため、干鰯問屋仲間が同業者

の手代たちの中から優秀な者を探してきて、それを跡継ぎに据えたことが記されている。

町人の経済感覚

　ところで貞享 5年（1688）に発表された井原西鶴の『日本永代蔵』には、当時のビジネスの

成功・失敗談が散りばめられている。西鶴の作品が超ロングセラーになったのは、当時の人々

が容易に思い描ける実際のモデルが存在するなど、リアリティがあったがゆえであろう。

　この年は元禄文化が花開く直前、幕藩体制がほぼ完成した時代で、天下普請などによる高度

成長が頂点に達した時代でもあった。当時の大坂はすでに「天下の台所」として発展しており、

「お金」に対する鋭敏な感覚が町人社会を支配していたのである。

　『日本永代蔵』では冒頭から「世にある願い事の中で、銀徳＝お金で叶わないものはほとんど

20） 「七〇　江戸板材木問屋熊野問屋組合源蔵願書」『大日本近世史料　諸問屋再興調三』（東京大学史料編纂所
編）東京大学出版会、1961 年、139‒140 頁。

21） 「干鰯売場家主跡目弘メ」『東京市史稿　産業篇第二十九』東京都公文書館、1985 年、643‒647 頁。
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なく、お金に勝る宝物はない」と、お金に対する感覚が披瀝される22）。一方、「銀5百貫目（当

時、金8333両に相当）以上を持っている者を分
ぶんげん

限、長
ちょうじゃ

者は銀千貫目以上の所有者で、それだけ

あれば利息が利息を生む」と「金持ち」の定義をしている23）。当時の米価は1石が銀60匁から

80 匁、最少の 1万石の大名の実収入は 4千石（4公 6 民の場合）だったので、銀換算でも 240

貫目、つまり町人の分限の半分に満たなかった。すでにこの頃には武士に対する町人の経済的

な優位性はゆるぎなくなっていたのである。同じ西鶴の『世間胸算用』には「銀が銀儲くるこ

とばかりなり」とあるように、金銭や資本に対する当時の町人の意識がはっきりと表れている。

資金を遊休化させずに、合理的な投資先を探すことは当然の経済活動であった。

江戸時代はM&Aの時代…営業譲渡の実際

　投資も多様であった。時代は下るが、新たな生産のために設備投資、多角化や規模拡大のた

めのM&Aや、原料となる商品作物の産地形成を狙ったものなどがある。当時は、株を購入し

てその株の業種に新規参入する形のM&Aが盛んで、これは現在の営業譲渡に類似している。

　その典型は問屋株仲間のメンバーに空席ができると、その株を問屋株仲間が預かり休
やすみかぶ

株とし

ておいて、然るべき人物に加入料を支払わせて株＝営業権を継承さることであった。

　一軒の商家が本業で複数の株を持ったり異業種の株を入手することもあった。その場合、得

意先や従業員、信用や暖簾といった前の所有者が培った経営資源の利用可能性が重要で、その

まま使える株は高く評価された。暖
のれん

簾分けのために株を予め購入しておくこともあった。

　このように、株の譲渡は単なる営業権の移転にとどまらず、事業のノウハウや得意先、場合

によっては従業員も含む一つのまとまった経営単位を対象とした取引だった。それらの目的は、

暖簾分けはもとより、新規分野への参入、多角化、新市場の開拓、産地形成などによる優位性

の確保、コストやリスクの低減、同業者の救済など、現代のM&Aの目的領域と重なる。

　そうした経営活動の背景には、実業としての家業をいかに永続・拡大させるか、つまり長期

的な経営を重視していたのが特徴で、短期的利益を重視しがちな現在との違いとなっている。

　明株の継承の例として、浅草御蔵前の札差で失踪した利倉屋甚兵衛が所持していた札差株を

札差組合が一度預かって、第三者に譲り渡した記録がある24）。札差組合には甚兵衛が所属して

いた森田町組のほか片町組と天王寺組の 3組があり、巨利が得られた札差の株は、幕末の暴落

を除いて千両株といって高額で取引されていた。

　甚兵衛が失踪したのは安永 5年（1776）12 月 16 日だが、彼は所持する札差株を担保に前年

22） 井原西鶴「初
はつむま

午は乗
のつ

てくる仕
しあはせ

合」『日本永代蔵』（野間光辰校注『西鶴集　下』岩波書店　日本古典文学体系
48）、1960 年、33 頁。

23） 前掲、34 頁。466 頁（補注）。
24） 「欠落札差株譲渡一件」『東京市史稿　産業篇第二十五』、東京都公文書館、1981 年、635‒641 頁。
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に同業者から金 60 両を借用し、札差組合もこの証文に奥書をしていた。失踪判明の翌々日の

18日には、利倉屋の関係者と森田町組の札差 5名の連名で、札差の 3組の行事（役員）にその

事実を報告した。19日には甚兵衛の株を「組合預け」にしてほしい旨を奉行所に願い出て、29

日には許可された。1株でも取り消されては、その加入料を徴収できなくなるから真剣だった。

　この事件の処理が終わったのは翌安永 6年（1777）2月で、甚兵衛の債務 60両は札差組合の

メンバーが肩代わりして債権者に返済し、組合預けになった「札差名題株式」は浅草福富町の

伊勢屋喜八が購入して落ち着いた。甚兵衛の失踪は資金繰りに行き詰まったためとみられるが、

失踪の第一報から株を「組合預け」にするまでの手回しの良さが際立っている。関係者には甚

兵衛の「倒産情報」が行き渡っていて、組合主導で甚兵衛の株を組合の「めがね」に叶った新

規参入者に譲渡するシナリオが出来上がっていたともみることができる。

産地形成のための投資・多角化のためのM&A

　寛政期（1789 ～ 1801）になると、現在のさいたま市を含む江戸近郊の武州桶川宿、上尾宿、

大宮宿、浦和宿周辺の村々が紅
べにばな

花産地として急成長を遂げた。その立役者は江
えどとおりちょうぐみ

戸通町組小間物

問屋丸
まるあいぐみ

合組に加盟していた柳
やなぎやごろざぶろう

屋五郎三郎であった。紅花栽培の本場だった出羽国の最上地方か

ら紅花の種子や栽培ノウハウを取り寄せたのである。栽培を軌道に乗せるための資本も柳屋の

提供だとみられる。これは、有力町人が自社の製品原料となる商品作物の産地を開拓したケー

スである25）。さいたま産の紅花は高品質だったので、京都の老舗が柳屋経由で購入するまでに

なった。新産地での栽培から半加工、紅花関連製品の流通経路を独自に開発した江戸の柳屋と、

京都の紅花関連業者の間に、現代の提携に相当する関係が生まれたのであった。

　しかし、文化 5年（1808）、柳屋の臙
えん じ

脂・紅関係の事業の一切は近江商人の外
とい け

池家によって

買収された。当時の柳屋は全国の紅花流通の中で重要な地位にあっただけではなく、傘下には

多数の下請け業者が育っており、柳屋を核とした紅花製品の一連の価値連鎖が形成されていた。

柳屋が買収された理由は記録にはないが、北関東で実績を積み、江戸への進出を狙っていた外

池家から見れば、紅花の生産から加工、流通までの一連の価値連鎖で、しかも高いブランド力

を持っている事業をそのまま買収できれば、大きな利益が期待できたはずである。

　当時の外池家は、柳屋の買収の他にも関東で積極的に事業を拡大し、多角化も図っている。

安永 9年（1780）から文化 12 年（1815）にかけて常陸・下野国で酒造業・運送業に進出して

25） 「一二　江戸通町組小間物問屋丸合組紅花商人惣代願書写　町奉行所宛」『大日本近世史料　諸問屋再興調
四』（東京大学史料編纂所編）東京大学出版会、1962年、47‒52頁。鈴木浩三『江戸商人の経営戦略』、日本経
済新聞出版社、2013年、164‒183 頁。鈴木理生『江戸商家と地所』、青蛙房、2000年、203‒206 頁。「五〇　江
戸通町組小間物問屋丸合組紅花荷高書上　町奉行所宛」『大日本近世史料　諸問屋再興調　四』（東京大学史料
編纂所編）、東京大学出版会、1962 年、239‒241 頁。
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新規市場を開拓し、新田開発の経営を通じて水戸徳川家の財政運営にも関与している。

　文化 2年（1805）に下野国阿
あ

久
く

津
つ

河岸（栃木県さくら市）に酒造店を出店し、翌 3年には下

野国に支店を出店。文化 4年には江戸南鍛冶町（現在の中央区八重洲二丁目）の奈良屋煙草店

を奈良屋吉兵衛から 4千両で買収して葉煙草仲間売買問屋の営業を始め、日本橋柳屋油店の西

北隣に移転させた26）。外池家が葉煙草の産地だった水戸徳川家の常陸で基盤を築いていたこと

と奈良屋煙草店の買収は、原料調達と原料輸送、製品の製造と販売という価値連鎖の上流から

下流までをすべて自社内に内部化したことを意味している。

　そして文化 5年、江戸都心の老舗企業であった柳屋を買収して、紅花製品の原料調達から製

造販売までの一連の機能をワンセットで手に入れた。外池家による紅屋の株の買収は、水運や

醸造業によって蓄積した資本を基に、化粧品や嗜好品の製造・販売という大消費都市の江戸で

確実に利益が見込まれる業種の営業権をM&Aによって取得したものであった。

むすび

　これまで、江戸時代の経済システムと、そのなかで繰り広げられた商家の経営活動の姿、幕

府と民間との関係などをみてきた。そこで浮き彫りになってくるのが、現代人のイメージより

も、はるかにマーケット・メカニズムが機能しており、人々が競い合い・さまざまな工夫を凝

らしながら「封建制」下の社会的責任を果たす仕組みを持っていた点である。

　そうした経済システムや経営行動が成り立った条件は、幕府の統治システムと町人・商工業

者たちの自治的システムとが機能を分担し合っていた点であった。競争と協調という一見矛盾

する行為を調整するのが、それらの自治的機能だったからである。

　約 260 年間の江戸時代に培われた日本人の市場経済との付き合い方や、当時の官民関係に代

表されるさまざまな組織の自治的・自律的機能は、明治以降に日本が発展するための基礎にな

った。明治になって全国各地で大小さまざまなビジネスが勃興したが、それらの多くはチャレ

ンジ精神に富み、失敗を恐れず毀誉褒貶をものともしない無数の企業家たちによって興された。

そうした経済ないし経営風土の定着は、実は江戸時代の企業家活動の延長でもあった。この経

済活動に向き合う際のDNAは現代人にも引き継がれているはずである。

　現在、資本主義や市場経済システムに関して、さまざまな問い掛けがなされている。しかし、

新たなビジネスが生まれれば、既存のシステムとの何ならかの衝突は必然的に起こるものであ

り、市場経済システムの「発展」は、変更・補正の積み重なりの歴史であったともいえる。

　将来も、市場経済のなかでわれわれが生きて行くとすれば、チャーチルの「デモクラシーは

最悪の政治形態と言うことが出来る。これまでに試みられてきたそれ以外のあらゆる政治形態

26） 鈴木理生『江戸商家と地所』青蛙房、2000 年、178‒186 頁。
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を除けば」27）という有名な一節の、「デモクラシー」を「資本主義」や「市場経済」と言い換え

ながら、資本主義の姿そのものの見直しは絶えず続いていくことになろう。その意味で、日本

人が備えているはずである前述のDNAへの視点は、単なる懐古趣味を越えて、私たちが今後

の経済や経営との向き合い方を考える際に、役立つ可能性もあるだろう。

27） チャーチルは 1947 年 11 月 11 日の英国下院における演説で、“Indeed, it has been said that democracy is 
the worst form of government except all those other forms that have been tried from time to time.”と
述べている。


