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１．私のやってきたこと

１）経歴と実績

１９７８年、大日本印刷CDC事業部年史センターへ
社史制作実績：
日産自動車50年史、東京電力30年史、東京ガス100年史、東京ガス物語、三菱化成社史、三菱商事社史、続三菱重工社史、三井倉庫
80年史、明治生命110年史、カゴメ最近10年史、帝国石油社史、三菱樹脂50年史、プロミス30年史、帝国データバンク100年史、富士銀
行120年史、協和発酵50年史、日本セメント110年史、日証金30、50年史、をはじめ、150冊程度の編集・制作に従事
DNP年史センターのホームページ「ねんりん」立ち上げ(2000年）

２）ディレクターという立場で
常に１０数本進行
時には、プロデューサー的、時には、編集者的
執筆から請け負う仕事が多かった、力がつくチャンス
企画コンペのとき、企画の醍醐味－他人の会社のことを、仕事はいえ、よくここまで調べ、理解してくれた
ある得意先の言葉（T.工機） QCのコンサルタントと同じ（自分たちを指導する人間とはどういうものなのだろう）

３）レーゾンデートル、市民権を得るにはどうしたらいいか考えてきた

読まれない代表といわれる、しかし、社風が良く出る
歴史を大事にしない会社に、一流会社はない

社史の３羽がらす＝方針、組織、資料というが
史料、という言葉よく分からなかった、歴史資料、普通の「資料」
社史で使う資料と社史の信頼性（橋本寿朗教授の言）
せっかく集めた資料は、社史が終わるとまた段ボールにしまわれる
いまある資料、使っている資料はどうするのか、という疑問
周年の記念行事、アドホック的でいいのか、という疑問
プロジェクトXブーム、一方で資料の読み込みの甘さ
書籍、という形、一方でCD-ROM、ネットワークで
「資料」という観点がpoor、一方で恒常的に資料室、資料館あるところ
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２．わたしと「記録管理」の関わり合い

１）記録管理学会入会、２００３年

記録管理学会とは
記録、とは何だろう－世界のアーカイブズの潮流に学ぼう、周辺の業界や学問動向を知ろう
『レコード・マネジメント』の編集

２）『入門・アーカイブズの世界－記憶と記録を未来に』の出版、２００６年

記録管理学会、日本アーカイブズ学会の共編
いろいろな立場、理論の学者、実務家の論文、７本
Terry.Cook,世の中は記録というとその証拠（性）一辺倒であるが、文化の砦を守るアーカイブズの使命を
忘れてはならない
institutional archivesとcollecting archivesのこと
record continuum論

３）record continuum、archiefのことなど、アーカイブズの最先端理論とは

record continuum論、記録連続体、そこでは、archiveは組織記録、archivesは社会記録
archiefとは、いわゆる、現用、非現用の記録の総称

４）国内の動向

２００１年、情報公開法施行、これは行政の現用文書
現用文書は総務省、非現用文書は内閣府（国立公文書館）
２００４年、日本アーカイブズ学会の設立
アーカイブズという言葉、市民権？
文書管理法の制定の機運
日経・松岡資明氏
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３．少し離れて、外から社史の業界をみると

１）単行本の編集（日外アソシエーツ入社）

『企業不祥事事典』の出版、2007年、編集の工夫とは
対応を誤ると燎原の火のように広がる、説明責任の大切さ

２）会社法、内部統制のこと

特に、内部統制のくびきで、いい資料が残るだろう
逆にいうと、それだけあればいいということにもなりはしないか、これをどう説得するか
無数の事実の中から、重要（と思われる）事実を選択し、それに筋道をつけること、これがさらに問われるか
まさに構築力、構想力

３）レコードマネジメント、アーカイブマネジメントに携わる人の意識
社史、をやってきた、というと、世間相場の反応、一部のひとその価値を認める。しかし、記録管理全体では
いかにも領域が狭い、逆に専門で突っ込んでいるという強みはあるのか
なにより、両者（現用、非現用）がともに相手のことに無関心な人が多い

４）社史の今後、がどうみえるか

アーカイブズの俯瞰図のなかで、どう位置づけるか、がなされないと
理論武装
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４．企業をとりまく現状

１．年功序列、終身雇用の崩壊、愛社精神

内部告発、企業不祥事の発覚
公益通報者保護法 2006年施行
永続的な企業の成長が不可能
株主総会のある事例、荏原
会社の在り方が多様になる、運命共同体としての性格の会社
の復活はもうあり得ないだろう（東大・岩井克人教授）

２．金融恐慌、従来の手法の見直し

３．M&Aの今後
海外のファンド、日本の攻勢

４．内部統制は２００９年が初年
内部統制構築支援のAISは、内部統制用に作成された資料をも
とに、業務の効率化を顧客に提案するサービスを開始（2008.7.1日経）

５．技の伝承、団塊世代の退職
ハード、ソフトの伝承

cf.『わざの伝承－ものづくりからマーケティングまで』

野中郁次郎：「個人の型が組織において共有化され、内在化し
て伝統・風土となる。この型が戦略的意義を持つためには、茶道
や武道で「守・破・離」と言われるように、型自身が発展していく
「能力を生む能力」が組み込まれていなければならない」
（2007.4.13 日経）

企業内の技術伝承の橋渡しに商機を見いだす企業
経営コンサルティングのリアルコムは、火力発電所の保守業務
のノウハウをベテランと若手で共有できるシステムを構築、中
国電力に納入

６．環境への配慮

CSRの一環
環境ビジネス、CO２排出権

７．民間開放の潮流（PFI、指定管理者制度）の今後

８．知的財産権、特許、著作権、
知財権の信託化、信託法改正（２００４）、知的財産高等裁判所

９．産官学連携
大学の独立行政法人化
東大・藤本隆宏教授、東大ものづくり経営研究センター（2003）

東北大・掘切川教授
「中小企業を廻ると、実用化一歩手前であきらめた

開発テーマが意外に多い」
（2006.11.30 日経 「ご用聞き学者現場を行く」）
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５．私の社史論

１）発注側：新しい世代の経営者が、社史をどう見るか

ex.50代の経営者
創業経営者、サラリーマン経営者

２）媒体：デジタル化、保存

デジタルの長短 CD-ROM年史
書籍の長短

３）コンテンツ：もっと使ってもらいたい

これだけ作られている国はない
研究者、好事家のためのものだけでいいのか

４）エンターテインメント：面白い、読まれる社史とは

『篤姫』ブーム
『プロジェックトX』『プロフェッショナル』 評価のこと
『帝国石油５０年史』の折、社長の言葉
口絵：「大事なシーンは引いて撮れ」（浦山桐郎）

５）受注側：
企業内運動、コーポレートコミュニケーションの一環
という思想を発信
そのためには、企業を熟知、さらには企業で出す
パブリシティーを熟知

６）企業内DB：企業アーカイブズという視点の導入
現用、非現用を串刺しにする理論、受け皿作り

社史

内部統制報告

CSR報告

蓄積、暗黙知

現用文書

企業

HP
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１）企業資料とはなにか

２）資料と経営

２-1 意思決定の手段として（以
下「の手段として」は略）

２-2 アカウンタビリティー

２-3 効率性

２-4 リクルート

２-5 IR
２-6 リスクマネジメント

３）資料と生産・営業

３-1 商品開発

３-2 生産・技術

３-3 営業活動

４）資料と広報・教育

４-1 社員教育・研修

４-2 広報活動

４-3 企業文化の創造

４-4 生涯教育、学校教育への
参画

５）資料と社会活動

５-1 観光資源

５-2 研究

５-3 ノンフィクション

５-4 各種の文化活動

５-5 資料館・博物館への展開

６）まとめ

６．企業資料の有効活用－２年（２００１～２００２年）の調査結果より
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１）企業資料とは何か

◆記録情報資源
・生の情報資源

文書・メモ・草稿
・文献情報資源

図書・新聞・雑誌・パンフ
・視聴覚情報資源

映画フィルム
録音テープ
ビデオ
写真etc.

◆非記録情報資源
・会話、講演、放送
・企業活動に関わるあらゆるもの

建物・制服・生産・生産用具
・社風・習慣・伝承
・技・技能etc.
・記憶（の場）

◆社史では

営業報告書、有価証券報告書、増

資目論見書、役員会議事録、常務

会議事録、社内報・（その中の）

社長年頭所感、経営計画書、場所長

会議録、労使（経営）協議会議事

録、技術報告書、（紹介された）

新聞記事、ニュース・リリース、

会社案内、製品案内、既刊社史

記録情報資源と非記録情報資源の両方を称して企業資料と捉える
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２）資料 と経営

２．1 意思決定の手段として

意思決定の経過とは何か

Context、文脈、脈絡
シークエンス（改革の筋道）が書き込まれてい
る。未来を拓くイノベーションや改革に糸口を
与えてくれる（一橋大・橘川教授）

テオ・トマセンの言葉

process-bound information
組織体業務のプロセスから生み出される情報の有機的

な集合体

経営者にとって、自身の過去の経験は意思決定の際、最後の

よりどころとなるに違いない。しかし一方で、成功体験にとらわれるな、

とも言われる。自身の経験を超えた、はるかに膨大な企業の経験を

考察すべき立場に立たされる、といっても想像に難くない。経営者は、

会社の歴史を振り返り、問題点を探り、それを現在の経営問題と照

らし合わせる、という行為を繰り返していると思われる。

経営学者・大河内暁男氏の『経営構想力』（1979）によると、以下の４

点が企業機能の遂行のために重要と説かれている。

①時間的射程（未来と過去をどこまで読み込んでいるか）

②空間的射程（企業内、業界内、国民経済的、世界経済的とか）

③射幅（問題の知覚、認識、それを基礎とした構想の広さ）

④選択精度（本質的なものを選び抜く能力）

ここで、特に、過去をどこまで読み込んでいるか、に焦点を当ててみ

よう。

「歴史とは、危機における自覚の一形態」

「歴史は例証からなる哲学である」

「経営は常に断崖絶壁、しかし後ろはアイディアの宝庫」

という箴言を引き合いに出すまでも無く、単に現実の現象面だけに囚

われて、ことの本質を見誤るのではなく、何十年に一回という意思決

定に際しては、歴史の例証を踏まえて議論する必要が今ほど問われ

る時代はないと思われる。



T.Asahi

◆事例１．歴史に学ぶ、

プロミスの事例：

この会社は８年の歳月を費やして３０年史を上梓した

（1994年）。その年の優秀会社史賞に選ばれ、オーナー

が、授賞式に見えて挨拶された。そのなかで、「社史には

経営のヒントが沢山詰まっている、是非活用してもらいた

い」といわれたのが印象に残っている。

たとえばこの社史にはこんなことが書いてある。創業のこ

ろ、何を担保にして貸すかを考え、対象者は机をもったホ

ワイトカラーとする、というくだりである。いまや銀行が土

地を担保とする時代は終わった、四十数年前に徒手空拳

で考えたこの発想は何を物語っているのだろう。

◆事例２．失敗に学ぶ

奉行シリーズで快進撃を続けるＯＢＣ（オービックビジネ

スコンサルタント）の創業社長・和田氏は、失敗に学ぶ

（日経ベンチャー・2001.09）として、「経営ビジョンにしても

経営戦略にしても、後から自分なりに振り返ってみると、

「あれは失敗だったかな」というものが必ずある。そこから

学ぶべき教訓をきちんと学べば過去の失敗はプラスの資

産に転ずる。企業がある程度の規模になれば、社長一人

で物事を決めるわけにはいかない。だから過去の失敗体

験は、全社で共有したほうがいい。それをベースに皆で

知恵を持ち寄って、未来に向けたビジョンなり戦略なりを

新たに作っていく、企業経営というのはその繰り返しでは

ないだろうか」と語っている。

ある倉庫会社で、社史担当後、法務担当役員になった方の
話を聞く機会があった。

「実現しなかった、あるいは失敗したプロジェクトのデータを
残すこと、１５年前の社史作成のときに、大事ではないか、
と思った」といわれた。

「しかし、現実は、それを隠す土壌」の言葉が印象に残った。

失敗学会

２００５年に失敗知識データベースを作成（JST)

◆事例３：事業展開への活用

グローバル化のなか、海外事業の展開に応用されるケース
もあると思われる。

これはある弁護士に取材した折の話である。海外に進出し
て現地で合弁企業を作り、それから10年くらいして、契約の
経緯を記した資料が必要になってくる場合に、当事者である
企業の方では、すでに担当者が代わっていて事情が分から
なくなってしまい、資料もどこにあるか分からない。そこで代
理人を務めた弁護士事務所に当時の書類が保存されて

いないか、と問い合わせがあるという。
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以下に掲げる項目の基底に据えられるべきと思われ

るものがこの「アカウンタビリティー（挙証説明責任）」であ

る。企業活動の上位の概念といえよう。21世紀は人権の

時代、ともいう。ミスを犯すことよりも、ミスの隠蔽が分

かったときのダメージが大きいとは、巷間を賑わしている

一連の企業不祥事でも明白であろう。組織を守るために

は、適正な情報の公開が必要である。あるトイレタリーの

会社は、問題ありと認識したらすぐ記者会見を開くと聞い

た。一方で、UFJ銀行は検査官の前で都合の悪い書類を

破ったという。 「･･･法律は守る。借金は返す。情報は公

開してていねいに説明する。こんな当たり前のことが、問

われている。」（日経、2004.10.15 春秋）とは、有価証券

報告書をめぐる西武鉄道グループの不祥事に関するコメ

ントである。

いまや、アカウンタビリティーがうまく機能しないと、手

痛いしっぺ返しに見舞われるということが現実的になって

きた。企業不祥事も多くはこの内部告発によって発覚し

たものである。こうした流れを受けて、この内部告発者を

守る「公益通報者保護法」も２００４年国会で成立した。

このアカウンタビリティーなる語、2001年9月に制定され

た文書管理の国際標準・ＩＳＯ１５４８９の基本思想をなす。

さらに、これは２００５年にJIS化された。この標準は、文書

管理の国際的ベストプラクティスとして、官民問わずすべ

ての組織の文書管理に指針を提供するものである。

◆事例１．電力会社

ある電力会社では、昭和４９年に料金の値上げをした。

それまで２０年間値上げはなく、では昭和２９年の値

上げを参考にしてみようという段になって、その記録がな

いことに気付いた。２０年前の記録がないとは、同じ企業

人として容易に想像がつく。社史には結果のみが記載さ

れていたということであろう。問題はその経緯を記した資

料（稟議書等）が欲しいのである。

◆事例２．食品会社

某食品メーカーの総務部長から聞いた話で、「企業資料

なんて、役立つシーンがそんなにあるのか」と尋ねる部下

にこんな話をしたという。この会社と取引のある会社から、

「上場申請準備している、ついては、はじめて御社に納入

した年月を教えてくれないか、自分たちも記録を持ってい

ない、有価証券報告書Ⅱの部に入れたいので」と調査の

問い合わせがあった。納入した相手企業は、一部上場の

会社であるので、実績をⅡの部に入れることは名誉なこ

とであるわけだ。問われた担当者も誰に聞くのが一番い

いのか、電話の盥回しだった。卑近な例でも、こういうこと

があるのだと。

２．２ アカウンタビリティー ２．3 効率性



T.Asahi

２．4 リクルート

◆事例１．企業史と学生
大阪大学の宮本又郎教授は、大要以下のようなことを言われて

いる。（企業アーカイブ支援サイト ねんりんより）

ゼミの学生から就職についての相談を受けた。ある業界を希

望していて、その中で志望をＡ社にするか、Ｂ社にするかで迷っ

ていたのだ。「図書館へ行って両社の社史でも読み比べたら？」

とアドバイスしたところ、数週間後にやってきてこう報告した。

「私はＡ社がよいと思っていたが、Ｂ社に志望をかえることにし

ました」

理由を聞いてみると「確かにＡ社は業界第１位だが、社史を見

ると宣伝色一色で、内容も浮ついている。これに対してＢ社の社

史はしっかりした内容で、好感がもてたからです。こういう会社

は社風が良いに違いない」こうして彼はＢ社に入社した。社史は

このような意味で読まれることがあるのだということを企業の

方々には知っておいてもらいたい、云々。

◆事例２．ゼミと企業資料

大学の経営史のゼミでは、企業の事例がよく取り上げられる。

例えば、ある業界のトップと二位について研究する。どうして、D

社はC社を抜けないのか、といった課題があらかじめ与えられて

討論する。学生は、社史やら営業報告書やら沢山の資料をみ

て準備に余念がない。経済誌あたりの負の記事がなぜ社史に

載っていないのか、質問されて教授もたじたじになる場面もある。

社史など企業資料がこのように使われるということを、よく認識

して欲しいとは、経営史学者の弁である。

熱心な学生は実際に企業を訪問して資料をもらい、好感をもっ

たところに就職するようである。

２．5 IR

◆事例１．IRと投資会社
市場は益々、情報開示と透明性を求めているといえよう。
企業価値を表す内容（アニュアルリポート等での記載項目）としては、
➀財務情報（商品戦略含む）
➁経営理念（経営者の方針・考え方）
コーポレートガヴァナンス対応の姿勢、ﾘｽｸマネジメントの徹底

➂事業戦略（研究開発、製品開発、海外展開ｅｔｃ．）
➃環境問題への取組み
➄社会貢献
➅事業概要の健全性
➆企業ブランド価値、ブランド資産
➇年金引当金の取組み
が挙げられる。また、格付け取得に必要な書類としては、
➀会社の概要 ➁生産・販売 ➂損益・財務 ➃投資 ➄事業計画

これら資料はまた各種ディスクロージャー用ツールの制作の材料に
もなりうる。

◆事例２．IRと個人投資家
最近では、機関投資家に加え、個人の投資家に向けた情報開示が
急がれている。個人投資家の求める情報は、
証券会社の資料、新聞・雑誌等のメディア、決算短信、有価証券
報告書、発行企業のホームページ、発行会社が作成するその他
の資料 （日経・2002.7.31）。
金融庁は、２００４年３月期の有価証券報告書から企業に経営上
のリスク情報の開示を義務付けている。これを受けて、上場企業は
多様なリスク情報を公開しはじめた。この背景には、個人投資家を
保護する狙いがあり、改正証券取引法（2004年）には、企業が経営
上の重大な情報を開示しなかったがために、投資家が不利益を
蒙った場合、訴訟を起こしやすくする規定が盛り込まれている。

主な経営リスクは、「経営者への依存、大型投資、事件・事故関係、
再建途上企業、特定の顧客や事業・商品などへの依存、大株主と
他の株主との利益相反」となっている。（日経、2004.07.16）
米国では、２００２年、大統領の署名のもとに、サーベンス・オクス
レー法（SOIX法：企業改革法）が制定された。適正な財務データの
公表を経営トップに義務付けたものだが、背景には、エンロン、ワー
ルドコムの不祥事があったことは、いうまでもない。
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◆事例３．IRとCSR

CSR推進手段として、IRを考えていこう、という傾向

も著しい。SRI(社会的責任投資)はその最たるもの

であろう。欧米で歴史のある同ファンドがわが国で

誕生したのが１９９９年、以降燎原の火のごとく、広

まっている。運用額は世界規模で３００兆円に達す

るとされる。

◆事例４．IRとGRI
国連環境計画の公式協力機関であるＧＲＩ（Global 
Reporting Initiative、本部アムステルダム）の動きも注目に
値する。この機関が作成した「持続可能性報告書を作成す
るためのガイドライン」により、非財務の報告が、GM、ノキ
ア、シーメンス、松下電器など２００社近くの企業で行われて
いる。
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◆事例１．訴訟と文書
訴訟と文書では、企業法務の第一人者、長谷川俊明弁

護士は次のように言われる。（『リスクマネジメントの法律知識』1999）

「民事訴訟と証拠、なかでも文書の関係と文書管理が企
業の法的ﾘｽｸマネジメントにとっていかに重要か。民事訴
訟では、法人や本人の証言もさることながら、最も有力な
証拠となるのは文書といってよい。そのため主張はしたも
ののそれを裏付ける文書が無かったために主張が認め
られず、裁判に負けてしまうこともよくある。民事訴訟は、
文書を中心とした証拠をめぐる闘いと言い換えてもよい
ほど訴訟ﾘｽｸを直視した文書管理を徹底できるかどうか
が、今後の企業の死命を制することになる。欧米の伝統
が我が国にも根付くかどうか」
新民事訴訟法は９８年１月に施行、さらに２００３年に改
正され、証拠収集手段の拡充など、文書管理に影響を及
ぼす内容になっている。米国のディスカバリー制度を思
い浮かべる方も多いかもしれない。経営の米国化が進む
現状では、日本企業の資料管理も米国化が進むといえ
るだろう。

◆事例２．クライシス・マネジメント
危機発生直後のクライシス・マネジメントでは、事故や事
件そのものへの対応、原因の特定、説明責任の遂行が
大事といわれるが、ここで、記録や文書が残されていな
ければ、事故や事件の原因は迅速に特定できない、さら
に、説明責任も貫徹されない、ということになる。いままで
は、資料がないから分からない、で済まされてきた。今後
は、資料を残さなかった責任が厳しく問われることになる
だろう。

◆事例３．PLの観点から
PL（Product Liability）という観点からも企業資料は見逃せない。
ここでは『Q&A PLの実際』（三井俊紘・相澤英生、日経文庫）から、
文書保存期間の目安を引用してみる。
１） 永久に保存することが望ましいと思われるもの

・設計承認図（量産に移るために作られる最終設計図）
・法律で定められた各種の基準に合致をしていることを確認した
テストの実験報告書、写真、記録映画等
・品質検査基準
・事故を起こした当該製品の検査表

２） 製品の耐用年数、時効等を考慮して１０～１５年位は保存してお
いた方がよいと思われるもの
・基本設計図
・社内確認テストの記録
・製造工程図
・受け入れ時および製造時の検査の記録
・工場出荷時および製品販売時の記録等

３） 社内の文書保存規定に従って数年間（５年間または５～１０年間
位）保存しておけばよいと思われるもの

・開発の打ち合わせメモ、販売用パンフレット
・設計に関する打ち合わせメモ
・実験に関する打ち合わせメモ
・製造時の作業手順書
・輸送、保管の記録等

さらに同書では「･･･適切に作成された文書は、自社製品に欠陥がな
いことや、設計・製造において製品の安全性を徹底的に追究したことを
示す証拠になり得るものです。また、設計承認図等の重要な文書が製
造開始からわずか数年で廃棄されて存在しない場合には、逆にそのこ
とが安全性追求や品質管理体制がずさんであることを示す格好の材
料にもなるでしょう。･･･」と論じている。
私は、PLがらみで個人に訴えられたある包装材メーカーを取材したこ
とがあるが、証拠書類の入った整然とした裁判記録を見せられたとき、
上記の引用のとおりの状態で感心した思い出がある。裁判は勝訴した。

工業所有権（商標・デザイン）をめぐる係争でも、現物資料が重要な証
拠となる。例えば、虎屋の「夜の梅」という商品は元禄時代にさかのぼ
る、商品名は１９C。これを、同じ名前を付けた相手に伝え、やんわり牽
制する

２．6 リスクマネジメント



T.Asahi

◆事例４：株主代表訴訟

麗澤大・高巌教授（企業倫理の標準「ECS２０００」策定の中

心メンバー）によると、

株主代表訴訟では、善管注意義務（取締役の職務遂行にあ

たって負う善良なる管理者として注意義務）がいつも争われ

る、という。これは、トップが管理するシステム・組織をつくっ

ていたかどうかが問われるもの（大和銀行の裁判など記憶

に新しい）。資料を残しておかないと、結局和解せざるをえな

くなる。東電やＪＣＯは前任者からの口頭の引継ぎだった。講

演などでいつもいうのは、evidence(証拠)を残せということ、

保険としてＤＢを残さないと株主代表訴訟に勝てないと力説

されている。

◆事例５：ＴＯＢ（敵対的株式公開買付）

ＵＦＪホールディングスを巡る三菱フィナンシャル・グループ

と三井住友フィナンシャルグループの争奪戦やライブドア、フ

ジテレビによる日本放送株の争奪戦が喧しかったが、敵対

的買収からの企業防衛策というとわが国でも特効薬がない

ようだ。最大のリスクマネジメントは、企業価値を高めること、

具体的には金融資産や無形資産を死蔵せず、これを価値に

還元すること、ブランド力を強化することといわれる（日経、

2004.9.20）。企業が、無借金経営を誇る時代は去ったかの

印象を受ける。

今や知識資産が７割という現実をどうみるか、ということで

あろう。米国では、機械・設備・建物などの有形資産３１％に

対し、特許・ブランド名・DB・経営者の企画力・技術者の開発

力・従業員のノウハウなど無形資産が６９％という調査があ

る（米国98年末、非金融業、株式上場企業）。20年前は全く

逆であった。

◆事例６：顧客情報

2005年４月の個人情報法全面施行を控えて、各企業は対

応に懸命であった。プライバシーマーク獲得に躍起なってい

る企業も多かったが、器作って魂入れずでは、立ち行かな

いであろう。顧客情報は、これまでは当該企業の競争力を

支える資産であった。これらは、持っていることが最大のリ

スクになり得ることが、最近の流出事件で証明されてきた。

この場合のリスクとは、訴訟リスク、損害賠償、企業ブラン

ドの失墜、株価への影響等である。

情報セキュリティを中心に、漏洩対策のビジネスも盛んで

ある。

２００７年３月に発生した大日本印刷の顧客情報漏洩８４

０万件など記憶に新しい。



T.Asahi

３）資料 と生産 ・営業

◆事例１．休眠特許の活用

プロセス・イノベーションとプロダクト・イノベーションの二つの概念が

ある。日本の製造業は、従来、工程（プロセス）の管理で競争力を

持ってきたが、今後は、高付加価値のオリジナル製品を生み出す、

プロダクト・イノベーションの時代に突入している。

製品開発の迅速化が強く求められている。ゼロから基礎研究を行う

よりも、過去の技術を組み合わせて新しい商品開発を行い、付加価

値の高い創造的な製品開発に力を注いだ方が得策、と企業は判断

している。休眠特許や大学の研究成果を特許化するなど、埋もれた

技術の発掘と再利用が注目されている。さらに、２００４年から、長ら

く不備が指摘されていた信託業法が改正され、特許権などの知的財

産権の信託業務が許可された。

私は、特許とは、企業資料（ここでは暗黙知も含めて）の極限に集

約された形、と考えているが、ここでは、２００４年NHK放映の「２１世

紀ビジネス塾」を紹介したい。この内容は、書籍としても出版されてお

り（『NHKビジネス塾の教科書 Ⅴ 技術立国ニッポンの底力』）、その

中に、休眠特許を使って「美肌ゼリー」を開発した、元証券マンの活

動が紹介されている。「…特許を分析すれば、その企業が何につい

て研究し、数年後どのような方向に進もうとしているか」見えてくると

いう。「特許はもっているだけでは、何も生み出さない。大切なのは特

許を横展開させていくこと。つまり、これまで使われていない分野に

応用して、世の中に出すことです。それによって、新たな価値を生み

出します」と語っている。

工作機械販売のマックマシンツールと三菱UFJ信託銀行は、トキ

メックの休眠特許を、この手法で活用、文書処理機の開発に乗り出

した。（2008.7.9 日経）

◆事例２．知的財産情報開示方針

経済産業省では、２００４年に「知的財産情報開示指針」を作成し、

知的財産の戦略的活用を推進することを高らかに宣言した。「…企

業側としては、知的財産報告書を年次報告書と共に定期的・継続

的に発行することや、インターネットを通じて当該報告書を広く一般

に利用しやすく提供すること、当該報告書を基礎として知的財産に

焦点を当てた投資家向けの説明会を経営者が定期的に開催するこ

と等が期待される。…」

企業では、オリンパスや日立、旭化成、味の素が「知的財産報告

書」を出している。

◆事例３．ラボノート

最近、「ラボノート」の重要性を知った。これは、研究過程を精緻に

記録するためのノートのこと。日時を明記し、研究の進捗を証明す

るサインを記入してもらうことで、発明がいつ行われたかを明確に

する。米国のように、先発明主義の国では、発明がいつ行われた

かが証明できるかどうかが特許取得に関する紛争で重要視される

ため、一般的に利用されている。国際特許が一般化されている今

日では、先願主義を取っている日本の研究者にとっても、「ラボノー

ト」の重要性が高まってきている。さらに、知財に関する社内文書と

しても有効である。特に、医薬品企業では、この存在は重要である

ようだ。「･･･研究開発段階の文書・情報は医薬品企業の最も重要

な企業秘密に属する。そこで実験ノートの管理や情報入手で不正

競争防止法の適用を意識して企業秘密としての適切な文書管理を

行う必要がある」（記録管理学会、『レコード・マネジメント』４８号、黒

済晃氏）

３．1 商品開発
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◆事例４．過去の商品の分析
過去の商品を分析し、新商品開発に役立てたい、例えば、トイレ
タリーの会社では、リンスの入ったシャンプーの資料が系統立て
てないか、と資料室に質問。

リバイバル商品の投入などは、ビール会社お得意の巻。レコード
会社が復刻盤を作りたいといって最初のラベルを調べる例。

日本建築学会なども、アーカイブに熱心。近代建築の取り壊しの
なかで、多様な資料が廃棄されている。日本アーカイブズ学会の
研究集会(2004.11.6)では、建築資料の有用性として、業務上の
用途（新規設計の参考として、改修・リノベーションの参考として、
ISO９０００対象文書として）、愛惜、伝統的財産、が挙げられた。
三宅一生氏は月に１度、終日、７１年以降の自分の作品を整理。
作品や記録を通じて、時代が見えてくる、それがあらたな創造の
源泉となる、という。

◆事例５．粗朶沈床
新潟の建設会社はこの「忘れられた工法」を武器に年商を一気
に４倍に上げた。これは、ナラなどの雑木の枝を束ねた十メート
ル四方の箱状の構造物で、上に石を置いて川に沈めた粗朶沈床
は、コンクリート製のプレートより護岸の効果は大きい。しかも生
態系の回復にも役立つというから、環境問題の喧しいわが国で
は、一挙両得である。たまたま残っていた図面をヒントにしたのか、
あるいは大事にとっておいたのだろうか。OBの記憶に残っていた
のか。いずれにしても、技術資料の有効活用格好の事例と考え
る。（『NIKKEI VENTURE』 2001.12）

◆事例６．販売促進
販売促進的な資料の使い方もある。

あるマーケティング専門家は、自身の家に配られる折込チラシ
（２紙）を収集・分析して、販促のプレゼンテーションの材料として
いる。GMS（総合量販店）のものが中心だが、丹念に分析してい
けば、力になる調査結果がでるという。

ある経営史学者は、オーディオメーカーの社史執筆時に、チラ
シが大量に残っていて、それを大いに参考にしたという。チラシが
格好の資料となった。チラシレベルまで取って置いて欲しい、とい
うその学者は、「しかしそこまでは無理だろう」といわれていたが、
１年間程度のレベルでいえば、チラシの分析が販促の力になる
のだ。
ある年齢以上の人には懐かしいテレビ番組「てなもんや三度笠」
のスポンサー、前田製菓は、CMで受けた「あたり前田のクラッ
カー」を、３面前から商品のパッケージに印刷し、業績を伸ばして
いる。（朝日新聞、2004.11.6)

３．2 生産・技術

◆事例１．シャープの取組み
シャープでは、日本が２１世紀の産業をリードしていくためには、日本
発の独自技術の創出が不可欠、それには単に最先端技術を追い求
めていくだけでなく、現在の地位を作り上げてきた技術風土を受け継
いでいくことが必要というコンセプトのもと、ものづくりの伝承が急務と
して、「ものづくり塾」を1997年に開設した。ｆａｃｅ ｔｏ ｆａｃｅにて伝授す
る、そこが「塾」とした所以という。さらに、ノウハウをマニュアル化（Ａ
４ ４０００ｐ）している。

◆事例２．マイスターをおく企業
全米科学アカデミーで２０年後の製造業のあり方を提言している
（2000)。それによると、画期的な製品といえども、せいぜい４～５年で
終わり、生産手法や開発体制は７～８年もつかもたないか、最も
キャッチアップが難しいのは「人の能力と資質」という。こういう背景を
受けてか、技術の伝承として、技監・マイスターをおく企業がある。
日経記事（2001.07）では、キャノン・三菱重工・不二越・三井ハイ
テックなどの事例を伝えている。三菱重工は、2008.11.3日経にも登場。
日立も、2000年より、「eマイスター活動」を開始。職人の持つ技能を
静止画や動画として収録、データベース化。

東大では、２００３年に「ものづくり経営研究センター」を発足させた。
産学連携の一環で、企業の６０歳代「ものづくりプロ」の知識や技術に
再登板してもらう、という。

◆事例３．国立科学博物館の取組み
国立科学博物館では、平成９年より、「産業技術史資料の評価・保
存・公開等に関する調査研究」を５カ年計画で行っている（１４年度最
終）。併行して、「技術の系統化 調査報告」第１集刊行（VTR、コン
ピュータ、塩ビ）を刊行している。
本来は、博物館をつくる予定だったが、その前に、産業資料のDB
作りが重要と判断、そして技術の系統化（これを技術革新学という）を
つくる、さらに、バーチャルなナショナルセンターをつくる方向である。
曰く、歴史資料は急速に消滅しつつある、次世代の若者にきちんと伝
えたい、と。2003年には、「産業技術史資料情報センター」を開設した。
同様の試みは、社団法人産業研究協会でも行われている。

曰く、「平成６年度から、戦後の日本の技術開発において顕著な業績
を残した研究者に対して、「先達からの聞き取り調査」と題するインタ
ビュー調査を行っています。一年に１０人程度の先達を選んでインタ
ビューしており、その数は累計で７０人を超えるに到っています」
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◆事例４．産業遺構

「産業遺構」が、数年前より脚光を集めている。住友
別子銅山は１９７３年に廃山になったが、２８２年の歴
史を誇るこの遺構を残すべく、２００４年４月、産業遺
産活用室を設け、世界遺産への登録準備を進めて
いる。水力発電所や選鉱場、精錬所跡などが残って
おり、主な遺産だけでも百か所にのぼるという。（読
売、2004.10.31)

◆事例５．技術資料のDB化

名古屋市科学館の馬渕浩一氏は、従来モノ重視だっ
た博物館の機能をさらに記録史料にも広げ、そこに
技術資料を蓄積しDB化して、産業振興に役立てるべ
きと主張されている。（『IT時代の産業技術博物館構
想』）

例えば、電力会社は、発電所の立ち上げの映像を
保存してある。これが、ODAなどで発展途上国のプ
ラントの立ち上げに参考になる。現在の最新鋭のプ
ラントは、インフラが整備されていないのでなじまな
い。ところが、立ち上げのころを知っている電力会社
の社員はいない。ここに、映像のデジタル化・DB化
の必要性がある。

ステンレスの深絞りによる携帯電話用電池ケース製
造については、今をときめく職人技術者、岡野雅行
氏（『俺が、つくる！』２００４年）の例がよく出される。ス
テンレスのライターが１００円ライターに駆逐されたが、
そのときの技術が、携帯電話のリチウムイオン電池
のケースに蘇った例である。古い技術はいつまた復
活するか分からない。

◆事例６．復元と公開
三菱重工業名古屋航空宇宙システム製作所では、第二次大戦
末に開発された有人ロケット戦闘機「秋水」を復元した（2001.12）。
残っていた1600枚の設計図を頼りに2年がかりで行った。「貴重な
歴史・技術的遺産」として、公開している。

◆事例７．MOT
名古屋工業大学では、２００３年度より大学院にて、産業戦略工
学専攻を設け、産学連携を進める精鋭の若手教官とともに、もの
づくり産業の発展に貢献するリーダーの育成を狙っている。

MOT（Management  of  Technology）とは、企業の研究開発から
製品化・製造というプロセスと、マーケティング、資金調達、人材
育成などのノウハウを組み合わせるもので、特に特許戦略や他
企業との協同などに強みを発揮すると言われている。

三菱商事と東京工大が、大学発ベンチャーの育成事業で提携し、
環境・エネルギー・ITなどの分野で事業化できる技術がないかと、
調査する時代になった。（日経 2004.7.2）

4．3 営業活動

営業活動的な利用法はどうであろうか。

過去の得意先との関係を洗い直してみよう、現在取引の関係に
ないならば、取引の復活も考えようといった場合、これなどは欧
米企業は得意という。

消費者の苦情・質問をデータベース化して、新たな営業・商品
展開を図ろうという試みもある。あるトイレタリーの会社は、クレー
ム処理的なシステムを発展させて、製品の改良・開発に結び付
けている。NHK放映のクローズアップ現代では、「クレームで”企
業力”アップ」と題して、多くの事例を紹介した。（2004.11.10)
自社資料館兼売店で事業に関する資料を展示、端末で必要な
情報も検索といった館も聞く。
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４）資料 と広報 ・教育

雪印乳業。当社は昭和３０年代にも不祥事あり、社史に掲載し、研修
にて反復復唱していた（同社史料館にも展示）。いつのまにか、それ
を課さなくなった、そんな矢先の食中毒事件であった。社史を研修で
活用すべきとつくづく思う。（信用を得るには100年かかるが、失墜す
るのは一晩という見本であった。)当社は、お客の苦情電話を夕刻に
各部署に流している。
日本航空「安全啓発センター」２００６年 美谷島邦子氏
全日空「安全教育センター」２００７年
JR東日本「事故の歴史展示館」２００２年

記憶の継承には、事故の実物を展示する施設が必要：畑村教授
「現場、現物、現人」

４．2 広報活動

会社案内、入社案内、会社経歴書、社史、環境報告書、CSR報告書、
講演資料、企業出版、ＰＲ誌、ミニコミ誌、企業博物館、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄＨp
などは、広報活動を行う上で欠かせないツールであろう。
戦略的な使用のされ方、というと欧米の企業のほうが一歩も二歩も
進んでいるようである。欧米の会社では、たとえば環境問題に関する
対応が見事という。問い合わせに対して、一種の企業防衛でもある
のか、首肯と反論、特に反論に添付する資料の詳細さには舌を巻い
たとは、ある経営史学者の弁である。
わが国でも、CSR報告書の発行が相次いでいる。（日経、2004.9.23）
従来の環境報告書を発展させ、多様なステークホルダーへ、積極的
に雇用問題、法令遵守などの情報を開示する方向である。国際的に
は、CSRのISO化が進んでいる。
コーポレート・コミュニケーションという観点にて現用から非現用
（アーカイブ）までの資料を取り込み活用する企業が登場してきてい
る。キヤノン、トヨタ、資生堂などは最たる企業であろう。

４．3 企業文化の創造

◆事例１．資生堂
資生堂の福原義春氏はそのオピニオンリーダーとも言うべき先人で
あろう。著書の『文化資本の経営』の見出しだけ追ってみても、「企業
活動は文化を生産している」「経営とは経済的・文化的・社会的な総
合活動」「経営活動の活性化を可能にするのは文化資本の働きであ
る」と並ぶ。さらに福原氏は大要こういわれる。曰く、「優れた作品は
、１００年前のものだろうが、２００年前のものだろうが、常に現在的な
力をもつ。いまは作品と評価されずに資料にしか見えないものでも
将来の別な読み取り方によって、その作品性が見えてくる資料もあ
る。資料と作品を区別して安易に切り捨てることはしないで、過去の
ものを大事にしたほうがいい。後世の人が何を発見してくれるか分か
らない。社会に対して、人類に対して、文化に対して、商品や価値を
どうつくっていくかということは、企業の大きな目的である」

◆事例２．他の企業の取組み
資生堂やアサヒビール、ファイザー製薬、トヨタには、企業文化部や
歴史文化部なる組織がある。トヨタの産業技術記念館や資生堂の
「HOUSE OF SHISEIDO」は注目に値する。産業技術記念館では、
その設立の目的に、「モノづくり」と「研究と創造の精神」の伝承を
謳っている。誤解を恐れずにいうと、よい企業文化がよい資料を生み
、活用し、残す。また残された資料がよい企業文化を醸成し、社会に
よい影響をもたらし、これがスパイラル状に発展する、という印象を
持つ。

5．4 生涯教育他

生涯学習ｾﾝﾀｰの設置が盛んである。市民文化センターあたりで、生
涯学習の講座も開かれている。例えば鉄の歴史を学ぶとする。その
疑問なら企業の広報あたりに行ったら、というアドバイスも聴講生か
ら聞かれる。企業側は、企業文化の発信として、よき企業市民として、
おおいに宣伝の場であろう。理科の移動実験車で巡回（協和発酵）し
たり、実験を学校で実際に行う（東電）というケースがある。企業マン
が校長になる時代である。

４．1 社員教育・研修
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５）資 料 と 社 会 活 動

「新名所は産業現場」（日経、2004.8.18）と題して、トヨタ
やノリタケの工場見学や実際の製作体験の紹介がされ
ている。製造業の現場を見せる「産業観光」は、外国人の
増客の新たな切り口という。（実際、ノリタケのファンは全
世界にまたがっていると言われる）モノ作り大国の看板を
担う中部圏にてこのような動きがあるのは注目される。
企業資料のイメージを大きく考えると、このような発想も
沸くということか。
新潟県村上市では、明治年代創業の老舗和菓子店を大
正から昭和初期の外観に戻し、売上復活につなげた（日
経、2004.9.6）。建築業界では、古いもの、懐かしいもの
取り入れる風潮があるのだと聞く。
巷間を賑わした、「温泉」では、不当表示が問題になった。
浴槽内の泉質の情報開示が望まれる。さらにいえば、
正々堂々と公開して優位にたてばいいのだ。
温泉でいえば、「五右衛門風呂」が温泉でブームという。
旅館の個性化、懐かしさ、スローライフが背景にある。こ
こでは、たたら製鉄法という、３００年前の製法が生きて
いる。
産業現場は最高のセールスマンである、という。

２００４年 酒田 山居倉庫 全農から２棟を買い取り、
「酒田夢の倶楽（くら）」に改装
日本酒テーマパーク設立の流れ。お客に蔵まで来てもら
おう、という発想 2007.1.7日経

２００８．１０ 国土交通省の外局として観光庁設置

２００８．１２ 「地域活性学会」設立 従来の大学間や地域内での産
学連携では地方の衰退に歯止めがかからない 法政大、早大
全国の２２大学

５．1 観光資源 ５．2 研究

学者は、企業資料を経営史、産業史、文化史、地方
史の研究の糧にする。特に経営史の分野では、一
次資料ほど、論文に使う価値高い。一次資料は学
者といえどもなかなか見ることができず、手弁当で
も整理して研究、という先生は多い。社史の執筆は
その有力なチャンスである。

米国のビジネススクール、ケーススタディの隆盛
は、企業資料の公開にある、といわれる。例えば、
ハーバード大にケースメソッドがある。これは実は、
corporate historyなのだが、ケースというごとく、あな
ただったらどうするか、という問いかけで、シュミレー
ションする。ケースライターがいて、どれだけよい
ケースが作れるかが勝負という。

しかし、米国といえども、独禁法がらみでは、個別企
業に訪問しても絶対に見せてくれない。レコード・マ
ネジメントをしている、ということと、これを外部に閲
覧する、ということは、米国の場合別のことと認識す
べきであるようだ。裁判に勝たなくてはいけない、だ
から、反対に負ける資料は絶対に外には出さない、
ということだ。

英国では、破産した有力企業の資料を地元の大
学が引き取る慣習がある。わが国でも、地元企業の
資料を、地域の文書館が引き取る慣例が根付かな
いかと思う。（埼玉県文書館で一部実行されている）
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５．3 ノンフイクション

放送関連（プロジェクトＸ、映画etc.）や書籍での作家の活
動、特に社史の活用を聞く。「…一度、公設の図書館や
大学の図書館で書庫に入っていただくとわかります。い
ちばんボロボロになっている本が社史なのです。つまり
それだけ使われている、コピーされたり手にとって見られ
ているということです」とは、東大・橘川武郎教授の言で
ある。（（企業アーカイブ支援サイト 「ねんりん」より)
杉山隆男、鎌田慧、佐野眞一等、当代一流のノンフィク
ションライターは実によく社史を参考にしている。
NHK放映のプロジェクトＸは、 2004年7月～８月にかけ
て、「プロジェクトＸ２１、挑戦者たち」と題して、特別展が
開催された。夏休みとあり、多くの家族連れで賑わった。

５．4 各種の文化活動

展示会への出品、自社での展示会、外部講演会に講師
で出講のケースが挙げられる。特に、展示会への出展
は、企業にとって社会的な責務といってよく、事業活動に
関連した文化・生活・歴史に関わる資料が多くなる。

こうした展示会で、無名時代の芸術家が、企業の宣伝
ツール（例えば石鹸の包装紙）に関わっていたことなど
知ることもある。

公立美術館は予算が厳しいので、企業の博物館の収蔵
品を頼るケースも多くなっている。

５．5 資料館・博物館への展開

これは、非記録資料の分野となる。企業と社会と
の接点がより密となる緊張する場面でもある。

日本では、企業博物館と呼べるもの（企業自体
の活動や結果が展示される館、美術館等は含ま
ない）、２００程度存在する。キュレター（curator）の
存在が重要で、アーキビストと両方置けというが、
日本の現実として厳しい。

既述した、国立科学博物館の動きなど注目に値
する。

日本の企業博物館に詳しい星合重男氏（国立歴
史民俗博物館）によると、「企業の史料を収集保管
して企業戦略に積極的に役立てる企業博物館も
増えて来た(虎屋資料館、資生堂企業資料館)。こ
れらの収集保存された資料は経営戦略の立案に
活用され、広報活動や営業活動に使用される。こ
れが社内組織としていったん完成すると、営業活
動の強力な武器となる。資生堂に見られるように、
社内ＬＡＮを活用して社内の各セクションから直接
に資料の検索ができるようになると、一気に企業
博物館の設立意義とその効果が直接的に目に見
えてくる。そしてこれらの資料はやがては企業史
料として系統的に蓄積され保存されることにな
る。」と自身のHpに書かれている。
自社の古い建物を企業博物館や企業資料室に
改装して、歴史資料を展示する傾向もある。新潟
の第四銀行や酒田の山居倉庫などの動きが注目
される。

また、公の美術館・博物館を企業の社交場として
利用するケースも出てきている。それらの持つ「文
化」のイメージが大きな魅力とされる。
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６）まとめ

１）defense  offense両面で

前者は裁判対応に多く現れ、後者は、産業創製に多く現

れる。今後の裁判では、電子情報の証拠解決（コン

ピュータ・フォレンジック）が云々される時代という。さらに

「ＭＯＴ」に代表されるoffense的な資料の活用、例えば知

的財産戦略などはその好例であろう。

さて、上記の項目を見直してみて、案外、offenseの面で

の活用が多い、と皆さんは気付かれたのではないだろう

か。商品開発以降の項目は殆どが、offenseでの活用で

ある。（別添表参照）

２）記録・非記録資料現用、非現用の両面で

記録・非記録資料ということでは、生産・技術以降の項目

では、非記録資料の活用が目立つ。さらに、現用・非現

用資料では、圧倒的に非現用資料の活用が多いのだが、

IRやリスクマネジメントでは、現用資料を多く活用する。

コンピュータフォレンジックについて
Forensic:法廷の、法医学的な。科学捜査のコンピュータやネットワー
クシステムのログや記録、状態を詳細に調査し、過去に起こったこと
を立証する証拠を集めることを意味する。
エンロン事件の解明にも貢献。

３）結論

企業資料の活用は、defense・offense両面、記録・非
記録資料、現用・非現用資料の多岐にわたって現れ

る、ということである。企業資料を扱うには、レコード・

マネジャー、アーキビストの両方が必要という結論に

筆者なりに達するのである（さらには、キュレーター

も）。考えてみれば当たり前のことであるが、いささか

荒っぽくいえば、企業資料を使って商売しよう、という

場合、過去も現在も関係ない、ということである。さら

に、昨今の記録連続体なる概念の再浮上が、理論的

には拍車をかけているのかもしれない。オーストラリ

アの専門家は、

Records are both current and historical from the 
moment of their creation.
（http://john.curtin.edu.au/society/australia/）と主張す
る。これを敷衍していくと、内閣府・国立公文書館主

催のシンポジウム(2004.11.12)では、「１０年後には、
アーキビストやレコード・マネジャーという用語は無く

なっていて、Information  Professionalという範疇が出
てくるであろう」という発言があったが、これが現実の

課題となって我々の前に突きつけられている、という

ことなのだろうか。

なにより、経営者によく理解してもらうことが肝要であ

ると思う。ナレッジ・マネジメントの世界では、すでに、

enable・実現可能にする、という概念が登場している
ようである。曰く、知識はmanagementするものではな
く、enableするものだと。まさに有効利用である。


