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Point
❶	 	渋沢栄一は第一国立銀行を創設するなど明治期の殖産興業を促進し、日本の資本主義の父といわれ
る。彼はビジネス活動に強固な道理を考え、「論語」をその基本とした。

❷	 	昨今、企業の不祥事が報じられるが、経営者の姿勢のみならず、働く人全ての道徳意識にも関係する。
日本人が気質として持っている、「誠実で真摯に努力」することを忘れ去ったからではないか。

❸	 	日本が世界で存在感を示せるのは、この誠実で真摯な努力、道理をわきまえた人材によってであろ
う。自社の事業にふさわしい人材は企業が自前で育てなければならない。多数の企業を創設した渋
沢の今日的な意義はここにある。

ドラッカー、ハーバードも驚いた日本近代ビジネスの父  

欧米とは異なる日本のビジネス道は
これしかない！
—経済と道徳の融合を確立した渋沢栄一 —

明治元年 12 月、渋沢栄一は 2 年ぶりに横浜港
に帰ってきた。栄一 28 歳。パリ万博の幕府使節
団 1 一行 28 人とともにフランスに渡り、ヨーロッ
パの近代化をつぶさに視察して帰国した。渋沢が
仕えていた徳川家がひっくり返ってしまい、新政
府の命令によりやむをえず戻ってきた。

ところで、渋沢栄一という人物、名前だけ知る
人も多い。日本の資本主義の父ともいわれ、日本
の実業界を築いた人物、と知る人は少ない。彼の
功績は実に大きく、わが国で著名なドラッカーも
絶賛した人物。また、ハーバード大学においても
日本のビジネス人が注目 2 されているときであり、

わたしたちも、世界が注目する偉大な日本の先達
を再認識すべきである。

渋沢栄一の今日的な意義は、明治期にあって将
来の日本が向かうべき「ビジネス道」を方向づけ
していることにある、といえる。

1．ドラッカーに影響を与えた人、渋沢栄一
江戸末期から明治の初めに渋沢栄一が出現した

ということは、近代日本の建設にとって非常に幸
運なことだった。もし彼がいなかったら、明治の
日本経済は、開国してから急激な発展をし、極東
の島国が大国ロシアと戦うことなど到底不可能で

1    栄一は、将軍 徳川慶喜の弟・昭武が、1867 年パリ万博に派遣されたが、その後フランスにて留学するにあたり経理、庶務全般の
担当として随行した。

2  『ハーバードでいちばん人気の国・日本』　佐藤智恵著、PHP 新書 、2016
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あり、ましてや勝利することもできなかったであ
ろう。考えてみれば、日本は 300 年ほどの鎖国の
後、ハイスピードで大国と戦える近代国家の経済
力を身につけた世界的に珍しいケースとなった。

その中で大きなけん引役となった一人に、日本
資本主義の父といわれる渋沢栄一の存在がある。

渋沢栄一は、第一国立銀行の創設から後に頭取
に就任するなど、生涯に 500 近い企業育成にかか
わり、600 ほどの社会公共事業・教育事業の立ち
上げを助けた。また、実業団の団長として全米 53
都市への親善旅行など民間外交の中心的な役割を
果たした。このことは、政治家と経済人の二つの
能力を併せ持った、まれな人である。最終的には
子爵に叙せられた人だが、その時期に子爵に叙せ
られた経済人はいない。大財閥をつくった三井、

三菱（岩崎）、住友、古河、大倉もひとつ下位の男
爵だった。

渋沢栄一は、現在の埼玉県の深谷市（ネギの産
地で有名）に生まれ、自分のことを「武州血洗島
の一農夫」と称している。幕末の戦で功労をたて
たわけでもなく、一農家の出身であり、明治初期
から「経済人」として切り開いてきた人物である
ことがまたすごい。剣ではなく、「論語とそろばん」
で国家の基本をつくったのである。（図表 1）
「渋沢栄一が関係したおもな会社」を見てほし

い。第一国立銀行の設立、東京証券取引所の設立、
危険を保険する海上保険会社の設立、学問や芸術
の発達に欠かせない洋紙製造会社の設立、などな
ど。この表を一覧すると、現在もなお大企業とし
て日本のみならずグローバル企業として活動して

会社名 栄一との関係 現会社名（1998年3月現在）（注）

（株）第一銀行 総監役、頭取、相談役 （株）第一勧業銀行（現みずほ銀行）
王子製紙（株） 頭取・株主総代、取締役会長、相談役 王子製紙（株）

（株）二十銀行 指導、相談役 （株）第一勧業銀行（現みずほ銀行）
東京海上保険（株） 創立主導者、相談役、取締役 東京海上火災保険（株）（現東京海上日動火災保険）

（株）七十七銀行 相談役 （株）七十七銀行
大阪紡績（株） 創立主唱者、相談役 東洋紡績（株）（現東洋紡）
日本鉄道（株） 理事委員、取締役 東日本旅客鉄道（株）
日本郵船（株） 取締役 日本郵船（株）
東京瓦斯（株） 委員長、取締役会長 東京瓦斯（株）（現東京ガス）
三重紡績（株） 救済に尽力、相談役、取締役 東洋紡績（株）（現東洋紡）
第日本人造肥料（株） 委員長、取締役会長 日産化学工業（株）
東京製綱（株） 委員、取締役、取締役会長 東京製綱（株）
日本煉瓦製造（株） 理事、理事長、取締役会長 日本煉瓦製造（株）（現太平洋セメント）
（株）東京石川島造船所 委員、取締役会長 石川島播磨重工業（株）（現IHI）
（株）帝国ホテル 創立発起人、理事長、取締役会長 （株）帝国ホテル
（株）東京貯蓄銀行 取締役会長 （株）あさひ銀行（現りそな銀行）
東京帽子（株） 取締役会長 オーベックス（株）
北越鉄道（株） 創立発起人会長、監査役、相談役 東日本旅客鉄道（株）
東洋汽船（株） 創立発起人、監査役 日本郵船（株）
汽車製造合資会社 業務担当社員および創立委員、監査役 川崎重工業（株）
浦賀船渠（株） 相談役 住友重機械工業（株）
岩越鉄道（株） 創立発起人、取締役会長 東日本旅客鉄道（株）
浅野セメント合資会社 出資社員、監査役 日本セメント（株）（現太平洋セメント）
北海道鉄道（株） 取締役 北海道旅客鉄道（株）

（株）日本興業銀行 設立委員、監査役 （株）日本興業銀行（現みずほ銀行）
品川白煉瓦（株） 出資者、相談役 品川白煉瓦（株）（現品川リフラクトリーズ）
古川鉱業会社 出資者 古河機械金属（株）
大日本麦酒（株） 取締役 アサヒビール（株）、サッポロビール（株）
中央製紙（株） 創立発起人、相談役 王子製紙（株）
帝国劇場（株） 創立発起人、創立委員長、取締役会長、名誉顧問 東宝（株）
日本皮革（株） 相談役 （株）ニッピ
澁澤倉庫（株） 発起人 澁澤倉庫（株）
清水満之介商店 指導、援助 清水建設（株）
合名会社中井商店 顧問 日本紙パルプ商事（株）
中外商業新報社 指導 （株）日本経済新聞社

図表 1　渋沢栄一が関係したおもな会社（現在も大企業会社として引き継がれている会社は多い）

原注　現会社名が同じでも組織上は変化していることもある。
（注）筆者注：現会社名欄のカッコ内は、2016年6月現在の社名（筆者調べ）。

出所：『常設展示図録　渋沢史料館』2000年刊、P.46から一部を抜粋し、筆者が編集して作成。
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いるなじみの会社は多い。そのことごとくに渋沢
栄一がかかわっていたことを思うと、「日本資本主
義の父」といわれるのもうなずける。

筆者はドラッカー学会の会員としてドラッカー
の研究をしているが、ドラッカーに影響を与えた
日本人・渋沢栄一というのがうれしい。日本でも
よく知られていないにもかかわらず、ドラッカー
は渋沢栄一という人物を研究して、その実績を絶
賛している。

日本人はバブル崩壊後の失われた 20 年の苦境
を経験して、どうも日本そのものに自信をなくし
ている。実に 150 年も前にこのような日本人が活
躍していたことに誇りを持ってこれからの 50 年
に立ち向かえば、今後の日本は成長と発展が十分
に見込めると思う。

未来は創るもの

将来を 10 年ぐらいのスパンで考えると、先が
見えないと思ってしまう。50 年ぐらいのスパンで
考えると見えてくる。それは、5 年、10 年先のこ
とは、その間の変化は激しくてもまだ知識の範囲
で読める。しかし、40 年、50 年先になるともう
知識のレベルではなく、英知のレベルになる。な
ぜなら、そこまで先になると、あまり目先の変化
の影響を受けないから、むしろ真理にのっとって
考えると正しい結論を得やすい、ということだと
思う。

これは人生にも当てはまり、50 年のスパンで考
えると、自分の思いを実現させる可能性は高いと
いえる。ドラッカーも「未来は予測することはで
きない。未来は創るものだ」という。

知識というものはいつも変化しながら流れてい
る。うわべを流れている流水はただの流行にしか
すぎない。その流水のごく一部が地面にもぐり、
長い時間をかけて地下に到達し、地下に至って水
脈となり、それが 30 年ぐらいたって再び泉とし
て地上に湧き出す。その水は、元の水とは違った
ものになっている。「知」も同じで、長い年月をか

けてはぐくまれた「知」は、それが出てきたとき
には元の「知」とは違って「英知」となっている。

2．経営哲学は武士道と論語にあり
経営を追求していくと、最後には哲学に結びつ

く、といわれる。特に、成功を収めた創業者はそ
れぞれ独自の経営哲学を持っている。

渋沢栄一の基本的な考え方は、武士道であり論
語にある。彼のビジネス行動には、それがそろば
んと合体した。これがビジネスにおける強固な信
念となり行動指針となるから、いかなるときでも
気持ちにゆらぎはない。この信念ひとすじに多く
の社会事業、教育事業を育て、民間人として 4 回
の訪米親善旅行では、毎回米国大統領と会見する
など民間外交にも尽力した。

（1）論語と算
そろ

盤
ばん

渋沢栄一の著書に『論語と算盤』がある。その
タイトルのユニークさに引かれる。どうして論語

（道徳）がそろばん（ビジネス）の役に立つのだろ
う。右手に「論語」、左手に「そろばん」をもち、
日本の資本主義の父といわれるようになったのは、
どうしてだろう。

渋沢栄一の自伝に、論語とそろばんの役割を次

写真　渋沢栄一の 43 歳（1883 年〔明治 16 年〕）頃

出所：公益財団法人	渋沢栄一記念財団提供
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のように説明している。
「まず真正の国家の興隆を願うならば、科学を進

めて、商工業の活動によらなければならない。商
工業によるには、どうしても合

がっ

本
ぽん

組
そ

織
しき

が必要であ
る。そこで、合本組織をもって会社経営するには、
完全にして強固な道理によらねばならない。では
道理によるとすれば、その基準をどこにおけばよ
いのか。これは孔子の残した教訓を採って、『論語』
によるほかにはない」3 と。

渋沢のいう「合本組織」とは、出資者すなわち
株主によってつくられる会社組織のことであるが、
その考え方は、「自己の利潤を追求するのではなく、
国の発展や国民の真の自立といった次元の高い理
想と大きな立場」にある「株式会社」が前提となっ
ている。

つまり、彼のいう合
がっ

本
ぽん

が意図するところは、資
本金を集めることを指すだけではなく、その元手
を運営する会社そのものの行動規範、いわばビジ
ネスを行う根本精神（道理、道徳）というものを
含めていた。道徳とビジネスの両者が一体となっ
て初めて、国の産業を盛んにすることができる、
との考えである。利益を求めるだけの考え方では、
その企業はやがていきづまり継続性が危ぶまれる、
と考えた。
（図表 2 は、「論語とそろばん」の関係のイメー

ジ図。国家の興隆、産業発展に必要な行動規範と
なっている。）

（2）武士道とビジネス
栄一は、『論語と算盤』の口述著書において、次

のように記している。
「わたしがとても残念に思うことがある。それ

は武士道が日本の代表的な長所だったにもかかわ
らず、古来もっぱら武家社会だけで行われ、経済
活動に従事する商工業者の間では重んじられな
かったことである。（略）昔の商工業者たちは武士
道をひどく誤解している。（武士道を）大事にして

いては、商売は立ちいかないと考えていた」

道徳とビジネスが結びつく

「封建時代には、商工業と武士道は相反するよ
うに思われた。なぜなら、社会正義のための道徳
と、経済活動の結果で生まれる富とはお互いが相
いれないように解釈されてきた。これは、道徳と
富とが並び立たないと、儒学者たちが信じていた
ことと同じ誤りにほかならない。この二つは決し
て背を向け合うようなものではない」4

孔子の教えに、「多くの財産や高い身分とはすべ
ての人がのぞむものである。しかし、正しいやり
方でそれをえるのでなければ、なんの価値もな
い。貧しさと低い身分は誰もが嫌うものである。
しかし、正しい生き方をしていながら貧困と低い
身分となったのであれば、それは仕方がない」（論
語、里仁第四）。

ここにいたって「論語とそろばん」が合体した。
つまり日本人のビジネス精神が誕生したのである。

武士道は日本民族の精華

桜の花が日本の誇りであるように、武士道もま

3  『現代語訳　渋沢栄一自伝』渋沢栄一　守屋淳 = 編訳、平凡社新書、2012
4  『現代語訳　論語と算盤』渋沢栄一　守屋淳 = 訳、ちくま新書、2010

武士道

道徳と経済が融合する合本組織

そろばん
（ビジネス）

論語
（道徳）

国家の興隆
国民の真の自立

科学の
振興

産業の
発展

論語とそろばんの役割

図表 2　「論語とそろばん」をどう位置づけたか

出所：『現代語訳　論語と算盤』（脚注4参照）より、筆者作成。

欧米とは異なる日本のビジネス道はこれしかない！
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た日本の誇りである。武士道で重要なことは、新
渡戸稲造の著書『武士道』（“BUSHIDO The Soul 
of Japan”）5 によると、次のように説明している。

義（公益の正義を行う。無条件に従うべき絶対
命令である）

勇（勇気をもって正義を行う）
仁（他者への同情、憐憫。武士の情け）
礼（他人に対する思いやり）
誠（真実または誠意。武士に二言はない）
そして、「名誉」のためなら、苦痛と試練に耐え

られる。
「恥となることを避け、名をかちとるためにサ

ムライの息子はいかなる貧困をも甘受し、肉体的
あるいは精神的苦痛のもっとも厳しい試練に耐え
たのである」。この世で「最高の善」である。

フランス滞在で目の当たりにした近代社会

栄一の少年期からの経験と知識には幅広いもの
があった。自伝によると、7、8 歳頃から年上のい
とこにあたる尾高のもとに通い学んだ。尾高は数
多くの書物を通読させて、自然と読解力を身に付
けさせた。11、12 歳の頃から、いくらか書物が面
白くなってきた。『通俗三国志』『里見八犬伝』な
ど低俗な小説がいたって好きだった、という。

14、15 歳までは、読書・剣術・習字などで日を
送っていたが、父親から、そろそろ家業の農業と
商売にも従事するようにいわれ、麦や藍（あい）
作り、養蚕の仕事をする。そして、藍染めの原料
を買い付けに旅回りする、一方、仕入れた原料は
信州、上州、秩父の染物屋に売る。こうして商売
上の値付けや駆け引き、損得勘定というものを学
んだという。

その後、幕末に一橋家の家臣として仕え、より
幅の広い知識と見聞を広める機会をえた。その間
2、3 年ではあったが、財政を立て直すなどで頭角
をあらわした。パリ万博（1867 年）に徳川慶喜の

弟・昭
あき

武
たけ

に随行して 2 年弱フランスに滞在する。
このとき栄一は 27 歳。スイス、オランダ、ベル
ギー、イタリア、イギリスなどを旅行し、この頃
の欧州各国で資本主義の実情をつぶさに視察する
ことができた。汽車に乗り各国を回り、陸運・海
運（ロジスティックス）に興味をもち、新聞報道（マ
スメディア）がオピニオンリーダーとなる影響力
を知る。オペラ劇場では舞台のつくりに驚き、大
病院を見学して感動、後に日本の社会福祉事業に
関与することとなる。フランスに滞在して各地を
回った経験から、欧州列強の工業力を知ると同時
に、日本の実業界をつくらねばならないと感じる
と共に、その具体的な方法の数々も学んだ。

帰国後は、明治新政府の大蔵官僚をへて、民間
の人となり、日本の実業界の基礎をつくりあげる
ことになる。現在の経済大国としての日本の基礎
をつくったといえる。

3．		わが国のグローバル・ポジションづくりは
士魂商才で

日本人が国際社会でビジネスを進めるために
は、自分の考えていることをきちんと伝えること
が重要なスキルとなる。日本人は人前で話すこと
が苦手といわれるが、自分の意見をしっかり言葉
や文字にして相手に伝えることは極めて大切なこ
とである。

このとき、自分にしっかりとした信念、つまり
軸をもっていなければ、相手を納得させることは
できない。理由もなく前言をひるがえしたり、話
したことをコロコロと変えたりするのは、自分に
信念がないからであろう。信念があれば言い方は
変わっても、相手は理解できるはずだ。

渋沢栄一は、ビジネスの活動において武士道の
精神と論語を軸にしていたから、すべての言動に
は一貫性があった。彼は武士道の精神と誠実で真
摯にビジネス活動をしたから、自分の考えを周辺

5  『武士道』、新渡戸稲造著　矢内原忠雄訳、岩波文庫 1938、他に、奈良本辰也訳・解説、三笠書房、などがある。
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に率直に伝えるだけで賛同して協力してくれる人
たちが多くいた。このような「士魂商才」はまさ
に世界でのわが国の立ち位置としてぴったりでは
ないだろうか。

（1）ビジネス道を『論語と算盤』に探る
マスコミのネタになる大企業の不祥事は、世界

のあちこちで起きている。日本も例外ではない。
日本ではトップ経営者が記者会見の場でそろって
深々と頭をさげる。トップが部下に「善処せよ、
何とかせよ」、とあたかも不正を強いるかのような
言動をする。その指示を受けた部下たちも、「よく
ないこと、悪いこと」と思いつつ、結果的にそれ
に加担してしまう、このような構図が浮かんでく
る。

たとえ、直接的に指示を受けたとしても、誠実
で真摯な努力をする信念があれば不正に立ち向か
い正義を行う勇気は湧いてくるはずだ。それには、
自分自身にしっかりした、道徳に基づく信念を
もっている必要がある。しかも、信念は持続しな
ければならない。不正や不義に対して頑強に抵抗
できなければならない。そのような信念は、どう
すれば獲得できるのであろうか。

指示を「丸のみ」して従えば、一番てっとり早く、
努力も必要ない。一方、自分の理性に従おうとす
れば、努力と勇気が少しいる。さらに、自分の考
えや信念を同じくする仲間を求め、その人たちと
共に行動する、とすればかなりのエネルギーがい
る。もっとも望ましいのは、しっかりした道徳心
とビジネス感覚を備えた人材たちの存在である。
このような強固な共通の信念で結ばれた人材集団
の存在は頼もしい。

渋沢栄一は、「道徳」と「ビジネス」を合体する
信念をもち、その信念を共有した人材を育てた。
その信念の基盤の下に、それぞれの事業にふさわ
しい人材を企業が自前で育てることができたので
ある。

信念の源泉を何に求めるか

日本人の気質には、伝統的な文化あるいは価値
観があり、それを世界が注目している。日本独特
の貴重な「見えない資産」だと海外からもいわれ
ている。

評価されている企業には社是や社訓がある。日
本では昔から「家訓」（ミッション）として残され
ているものがある。それを引き継ぎ、企業文化が
確立しているところは強い。

ソニーのエピソードを紹介したい。
前社長からバトンをうけた新社長は、今や技術

革新のパラダイムが変化する新しい時代を迎えて、
「第二の創業」（再出発、生まれかわる、リボーン）
をすべきチャンスと考えた。新社長には社員の意
識改革を図りたいとの思いがある。ついては、新
しい時代の「新しい設立趣意書」をつくりたいと
宣言した。創業時には井深大が書いた設立趣意書
がある。そこには、「技術者たちが技術することに
深い喜びを感じ、自由闊達にして愉快なる理想工
場の建設、不当なるもうけ主義を廃し、あくまで
内容の充実、実質的な活動に重点を置き、いたず
らに規模の大を追わず、技術上の困難はむしろこ
れを歓迎する（誰もやらないことに挑戦する）」な
どが書かれている。

たしかに、筆者が勤務していた頃、社内の雰囲
気はその通りだった。しかし、新社長は、創業か
ら半世紀近くたって、世界はパラダイム変化がは
じまっている。今後のさらなる成長を実現するに
は、いつのまにか社内にはびこっていた悪習を改
め、新しい時代に備えたい、との思いがあった。

社員に新しい趣意書の文案を求めた。たくさん
の案が寄せられた。が、寄せられた文は、表現こ
そトレンディーな言葉が使われているものの、創
立時の設立趣意書と同じ趣旨であった。結局、新
社長も「創業時の趣意書に勝るものはない」と再
確認して、見直し宣言をひっこめた。

それほどに、創業者の信念は明確であり、社員
は共感していた、という話である。

欧米とは異なる日本のビジネス道はこれしかない！
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（2）  「誠実で真摯な努力」によって世界を味方に
つける

運命と知力の関係について渋沢栄一はこのよう
に言っている。
「運命だけが人生を支配するものではなく、知

恵がこれに伴って初めて運命を拓くことができる」
と。

運命を開拓するためには、常に誠実な行動をす
る、それに自分の知恵を加えると運が開け、天を
味方に付けることができる。

日本が世界で存在感を示せるのは、誠実で真摯
な努力をし、道理をわきまえた人材によってであ
ろう。グローバリズムの渦中で、誠実で真摯な努
力や道理は無用のようにもみえる。しかし、ここ
にこそわが国の立ち位置があるのではないか。自
社のミッションを理解し、かつ正しいことを勇気
をもって実行する、そういう企業文化をもった人
材が必須であろう。そのためには、自社にふさわ
しい人材を「自前で教育」するしかない。自前と
は社内で行う人材教育のことであり、上司が部下
を育てる意思を持つことである。日本企業の多く
は、このことを忘れかけている。部下が上司の背
中をみて、「あの人のようになりたい」と思われる
上司になる。その「部下を育成する科学的な方法

論」を学ぶことは、多少の努力は必要となるが、
企業成長にもっとも効果的な方法となる。

ここまで述べてきたように、渋沢栄一は 500 近
い企業育成に関わり、また、600 ほどの養育院や
福祉ホーム、病院の運営など社会公共事業の運営
のための資金募集などに積極的に自分の役割を果
たした。東京女学館の館長、日本女子大学校の校
長に就任するなど、私立学校の運営支援に関係し
た。このことは、多様な人材を教育することに力
を注いだことを示している。渋沢の偉業で見落と
してならないのは、現場での人材教育の実践であ
り、その実績としての人材の輩出にある。渋沢の
今日的な意義は、ここにある。

・技術者たちが技術することに深い喜びを感じ
・真面目なる技術者の技能を、最高度に発揮せしむ
べき自由闊達にして愉快なる理想工場の建設

・技術上の困難はむしろこれを歓迎
・不当なるもうけ主義を廃し、あくまで内容の充
実、実質的な活動に重点を置き、
・いたずらに規模の大を追わず

井深 大　ソニー1946年
図表 3　設立趣意書にみる創業者の信念

出所：		「東京通信工業株式会社設立趣意書」（現ソニー株式会社）より、
抜粋して筆者作成。原文はソニー（株）ホームページで閲覧可能。
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