
それではみなさん、どうもあらためましてこんにちは。神戸大学の三品と申します。よろ

しくお願いします。みなさんは社史を作る側のお仕事をされているわけですが、私は社史の

ユーザーであります。最近の経営学者は理論に傾注する人が多くて、実際に個々の企業を調

べるという人はあまりいないのですが、私のところではスタッフを抱えて、そういう泥臭い

経営学をやろうということを心がけております。 

 

そして今日の本題であるところの社史というものは、いろいろと問題もありますし、ポテ

ンシャルも大きい分野だと思っております。社史と言うと、1 冊、社史の本というのが世の

中に出ています。ずっと経団連の図書館の司書をされていた村橋勝子さんという方が、社史

の研究というのに携わっていますよね。村橋さんによると、社史の目的は 3 つある。「社員

教育、経営者教育」、「資料情報の整理、保存」、あと「PR 活動、イメージ作り」です。経団

連の図書館や日本政策投資銀行の図書館には、プロの司書がいます。大学の司書では太刀打

ちできないぐらい、もうバリバリのその道一本という方々がいます。その中でも、親分方で

ある村橋さんによると、こういう話になっているんですね。 

ただ、私が研究を進めるうえで社史を見たり、企業の現場で実際に幹部教育に携わった

りしてみると分かるのが、1 つ目の目的であるはずの「経営者教育」という用途では、社

史が実際には使われていないということです。これはニーズがないという意味でありませ

ん。ともすると、みんな、未来に向かってフリーハンドで何でもできるような気持ちにな

るのですが、実は過去の制約によってできる事とできない事があります。それを踏まえる

ことから全てが始まるという視点から、私の幹部教育では、過去の足跡をもう一度確認し

ようということをよくやります。誰がどういう思いで始めた会社なのかということを知る

と、仕事に対する向き合い方も変わると思うのです。それにもかかわらず、幹部教育に社

史がちゃんと使われていないのです。こういうところに大きな問題意識を持っていまし

た。 

それでも企業はお金をかけて社史を発行します。社史を刊行するという現実的な動機を

見ていると、OB に対して敬意を表するという動機が結構あります。あとは、普段から取

引している相手に、我々の会社というのはこういう俎上の会社でありますということを、

知ってもらうために差し出すというのがあります。でも、1 番の本音はここです。自分た

ちが何を考えて、何をやってきたのかを記録として、未来の社員に伝承したい。後輩たち

に残したいという気持ちが、非常に強いのです。つまり、動機として、社員教育、ある程

度大きな責任を負うような社員教育に使うという動機はあるのです。 

そういうことで作るのですが、実際に私が会社の中に幹部教育をやるとき、社史を使うと

いうことは滅多にないですね。そして、私が、「せっかくだから使いましょう」と言っても、

いろいろな障害が持ち上がるということが、多々あります。だから、お金をかけて作ってい

るのに、村橋さんが言うような経営者教育には使われていないということですね。 



 

ニーズはあるのになぜ、使わないのか。理由はいろいろとありますが、その中でも最も重

要な要因は、次の時代に会社を引っ張っていく人に、教えておくべき情報が、現在作られて

配られている社史には書いていないからです。ここで念頭に置いておかねばならないのが、

世に公開されているような社史、謂わば、表社史とは別に、限られた人にしか見せないよう

な裏社史というものが存在するということです。実際に、多くの企業がきちんと製本されて

いない裏社史をいくつか持っていたりします。裏社史には、誰がどういう経緯でどのように

してその事業を作ったのか、どういう利益構造になっているのかということが事細かに記

されています。いろいろな会社を訪問してみると、なぜ、あの時にあの工場を閉鎖したのか、

なぜ、よりにもよってあんな場所に工場を建てたのか、誰にもわからない、誰にも答えられ

ない、というような事柄が結構あります。裏社史はこのような誰も真相を知らない謎の類の

ことが書かれていたりします。 

ちょっと大きな会社になると、こうした裏社史を事業ごとに持っていたりするのです。お

もしろいのですが、その中には社⾧にも見せていない、見せてはいけないというようなもの

も多くあります。それはなぜかと言うと、会社の中において、事業同士は予算の取り合いで、

常に競争状態にあるからです。そうすると、易々と相手に手の内を晒すわけにはいきません。

ですので、幹部教育を任される私ですら見せてもらえない会社が大半です。たまに、ノリの

良い経営者、本部⾧、事業部⾧が、実はこういうものがあると見せてくれるのですが、表社

史とは、内容が違うのです。「はー、なるほど、本当はこういうことなのか」ということが、

裏社史を見せてもらって初めて分かるということがあります。 

そういう事業の本音の部分というのは、語り継いでいかないと、事業がバカになりま

す。事業を継承していくエースたちには、それをしっかり伝えていきたいものです。その

内容を忘れてしまわないように裏社史として書いて残してあるのです。裏社史の存在を見

ると、語り継ぎ、漏れがないようにちゃんと文章にするというニーズがあるんだというこ

とをひしひしと感じます。この裏社史を作っているのは、だいたい、ある程度自由になる

予算を持っている役員クラスの本部⾧などです。世間には出せないので、誰かを異動させ

て、その人に自分が語って書き留めさせるか、出張に飛行機の中とかで、自分でバババッ

と急いで書いているようです。なので、裏社史はあまり、分かりやすい読みやすいものと

は限らないです。 

語り継ぐのであれば、口承でもいいはずです。それを時間や手間をかけて書くのには、単

なる備忘録としての意味ではなくて、引継ぎというものが意外と難しいということに起因

しています。みなさん、よく引き継ぎってやりますよね。終身雇用に近い日本は、情報が外

に漏れる心配がさほどないですから、ちゃんと引き継ぎはやるものかなと思っていました

が、意外とできていないです。これには、引き継ぐ側と引き継ぎを受ける側の双方に要因が

あります。一つは人事異動で自分の後を引き継ぐ人間が、自分が育てた部下ではないという

場合です。自分のライバルが育てた人間に、そこまで丁寧に教えるのは、バカくさいと思う



人も少なくはないでしょう。そういった教える側の要因もあれば、教わる側の要因もありま

す。社外から見ていると分かるのですが、引き継ぎ受ける側の人は、自分がその立場に立っ

た瞬間、会社をガラッと変えてやろうと思っている人たちが結構多いわけです。こういう

「手のひらを返す」ということが、日本の会社には結構あります。そういう人は引き継ぎを

受けているときに、どうせ自分がひっくり返すことだと思って、半分聞いていないんです。

引き継ぐ側は語っているつもりでも、向こうに訊く耳がないから、引き継ぎが起こらないと

現象は結構あるでしょうね。1 回ここで途切れると、この人は引き継ぐべき中身を持ってい

ませんから、その先の世代に共有されることはありません。だから、こうしてたとえ一度途

絶えても、その次の人が読めるように、口承ではなく、記録として残してあります。 

その記録がなければ、あるいは、それらの記録をうまく使わなければ、「1 人 1 人の人間は

賢いんだけど、組織を作って集団で仕事をするとバカになる」というような事態を招きかね

ません。実際に有名な財閥系の企業ですら、こういう事態に陥って同じ過ちを繰り返してし

まうのです。若手の社員が日々仕事をする中で、「自社はなぜこうしないのか、こうしたら

もっといいのに」と思うことが多々あるでしょう。でも、そういうアイデアの多くはだいた

い過去に一通り試していることが多いのです。いいアイデアに見えるけれど、実は何か落と

し穴があるとか、昔に痛い経験をしたとか、失敗の経緯を語り継がないと、わざわざお金を

かけて同じ失敗を繰り返すということになります。だから、後輩に会社を継いでいく側は、

なるべく防止策を打つために、裏社史を作ろうということになるのです。 

 

本当に使われている社史は、こういう類の裏社史であることが多い。でも、そういうニー

ズというのは、みなさんのところには来ていないです。経営者教育や幹部教育に使えるよう

な社史を出版社が作るには、いくつかクリアしないといけないバリアがあります。 

まずは、物理的な問題です。社史というのは、大体大きくて、分厚くて、場所を取る上に

重たいですので、刷ったら、社員、OB、取引先に早急に配ってしまうことが多いです。そ

うすると、いざ教育に使おうというときに、数が足りないということが多々あります。これ

をクリアするためには、使わないときは邪魔にならず、必要なときには潤沢にある状態にす

る工夫が必要です。オンデマンドでプリントできるというような体制を整えることが求め

られます。 

2 つ目のバリアは、幹部に教えておきたい情報は、公開したくないようなものが満載であ

るということです。従来の日本の社史は「配る」、つまり「公開する」ことを前提に作って

います。だから、出版する際は、国会図書館や大学の図書館に一部寄贈をするものです。我々

はそういう風にして、公開された社史をたくさん使っているので、ありがたいとは思うので

すが、先ほど言いましたように、会社にとって大事なことは、同じ企業内の事業同士でも知

られたくないこともあるので、当然、競合やお客さんに知られてはまずいということだらけ

です。よって、公開するバージョンにはそういう大事なことを避けて当たり障りのないこと

だけを書くので、読んでも役に立たない、おもしろくないというものになってしまいます。 



また、「誰が書くのか」ということもバリアの一つです。これがある意味今日、1 番みなさ

んにお伝えしたい話でもあるのですが、本当に使われる社史を書こうと思うと、書き手側に

相当力がいります。やはり、幹部教育に使おうと思ったら、50 歳ぐらいの執行役員とか、

事業部⾧とか、その人たちよりも、ある意味上の立場に立たないと書けないですね。小学生

が書いたものを、学校の先生が勉強するということは、ありえないです。それと同じで、そ

れを読んで使うという人よりも、もっといろいろなことを深く理解しているという人が書

かないといけません。その意味で経営者教育や幹部教育に使う、使用に耐える社史を書ける

人は、基本的に経営者ということになります。実際に事業を自分で切り盛りしたとか、会社

を切り盛りしたという人にしか書けないです。ただし、この人たちが読みやすい文章を書け

るとは限らないので、日経新聞の「私の履歴書」みたいに語り書きでもいいから、少なくと

も喋ってもらうということをしないといけません。実際にはこの語り書きですら、やってい

る人が少ないです。 

なぜ、これ難しいのかというと、経営者という人は、自分が会⾧、相談役になるとみんな、

口を閉ざしてしまうからです。現役のときは、一緒に飲みに行くと、驚くほど生々しい話を

するものですが、自分が役職を下りると、急に世間話しかしなくなります。それはやはり、

自分が責任を持てないからでしょう。その代わり、この人たちは大体、誰にも言えない、自

分が墓まで持って行くしかないというような事をたくさん抱えています。たまに、その中身

を聞くことがあるんですね。あの時なぜ、あいつが社⾧になったか、実はあいつがなるはず

じゃなかったとか、そんなのが出てくるわけです。この類の話は、社⾧になった人が傷つく

わけですから、やっぱり会社の中の人に知られるとまずいですね。それと同等に、こういう

人たちが語りたがらないものが過去の失敗話です。過去の人の名誉を守るために、失敗の経

緯、理由を有耶無耶にするというのは日本企業ではよくある話です。ですが、永遠に生きて

いるわけでもない人の名誉を守るために、残り上手くいけば 50 年の事業をだめにする可能

性がある以上、私個人としては、隠しておくべきことではないと思っています。 

 

表社史、従来の社史の最も大きな問題は、限られた視点からみた、あたり障りのないもの

になってしまっているという点です。この限られた視点というのは、勝てば官軍について考

えれば、理解できるはずです。例えば、明治維新は、当時の人からしてみると、何の正当性

もない人たちが日本の西の方からわーっとやってきて、徳川さんを引きずり下ろしちゃっ

たというものです。これはクーデター以外の何者でもないです。でも、勝てば官軍です。こ

ういう風にして、世の中には正史というものがあります。今の社史というのはそういう意味

では、ある視点から見た一方的な歴史といえます。実はそれと違う見方をする人の視点から

見ると、ごそっと抜け落ちている情報や捉え方ということがあります。よって、歴史のせめ

ぎあいと言いますか、現実というのはこうやって動くものだという事実が抜け落ちている

のです。だから、今の日本で貸し出し可能になっている社史に書いてあることだけを真に受

けていると、本当に危ないです。少なくとも、経営学の研究や実際に経営をする人が参考に



するには、頼りない情報源となってしまっています。 

実際に、話としては社史に書いてあることより、経営者と酒を飲みながら出てくる方がよ

っぽど、現実味があっておもしろいです。やはり、社史には大事なことが盛り込まれていな

いようです。そこに書きそこねているからこそ、社史が上部だけのものになってしまい、お

ざなりにされてしまうと思うのです。 

 

社史のユーザー、言い換えると読者層って誰なのかということを改めて考えると、いくつ

か別の種類のユーザーがいることがわかります。そして、それぞれのユーザーのニーズは分

けて考えた方がいいかなと思います。よく分析、分析、分析って言いますよね。分析とは「分

けて考える」ということです。私の本職は戦略論なのですが、事業戦略も、この人たちのニ

ーズとこの人のニーズは違うだろうと分けて考えて、今までは両方同じものを使ってもら

おうとしてきたところを、ニーズが違う人に対して「あなただけのためのもの」という風に

すると、事業は高収益になります。本当にそれが欲しかったというぴったりのものが来ると、

消費者の財布はパカっと開くのです。これが高収益事業の秘訣であるというケースが世の

中にはたくさんあります。社史も一緒です。社史のユーザーは、例えば、社外にもあります。

社外の取引先とか、図書館に置いて市民に読んでもらう、または大学の学生、先生に読んで

もらうなどです。でも、最も一番多いユーザーは新入社員です。社史が会社の中で最も頻繁

に使われる局面は、新人教育です。新入社員が来たときに、うちの会社はこういう会社です

よというやつですね。ただ、使っている本人たちは喜んでいません。分厚すぎるし、面白く

ないと言って、大体みんな途中で挫折します。最後のユーザーは、経営幹部ということです

ね。こうしてみると、それぞれニーズが全く別々だということが分かります。それらを分け

て考えずに、1 冊の社史でみんな面倒を見ようとしているところに今の社史の問題です。 

実際のユーザーについてお話ししましたが、今度は、角度を変えて、潜在的にはどんなユ

ーザーがいて、どんなニーズがあるのかというふうに見ていきましょう。そうすると、社史

というのは、少なくとも、次の 3 つは別々に作るべきだろうと思います。 

1 つ目は、社外の人、または新入社員用です。新入社員向けにはビデオ社史で良いでしょ

う。どこの会社でも工場見学に行くと、まずはビデオ視聴室みたいなところに入れられて、

15 分ぐらいのビデオを見せられます。この工場の全貌とか、成り立ちとか、そういうのを

教えてくれるわけです。それは誰が来ても、共通でやらなければいけない説明を、毎回、毎

回やっていると、くたびれちゃうからということで、どこの会社も大体、工場単位で DVD

を作っています。これは標準 15 分くらいのものがほとんどですね。その 15 分くらいの⾧

さであれば、今の社史のように分厚い本を渡されたときのように、苦しくならないと思いま

す。新入社員向けだったら、もうちょっと⾧くていいかなと思うのですけどね。でも、15 分

から 60 分ぐらいの DVD 社史、ビデオ社史、これがこのユーザーにとっては 1 番目的に叶

うなと、そんな風に思います。 

２つ目は、あまり認識されていないのですが、30 代の中堅層用のものです。日本の会社は



20 代のうちはペーペーですから、会社を代表して外を回るということは、あまりしないで

す。でも、30 代になると、会社の名刺を持って、会社を代表してお客さんのところへ行く

ということが始まるわけです。そうすると、やっぱり外に出しても恥ずかしくないように、

うちの会社のことを訊かれたら、答えられるように、このくらいのことを知っておけよとい

うことを教えておきたいというニーズもあるわけです。そういう人に向けたものは、表社史

がいいでしょう。この人たちは必ずしも、経営の深いところを実際にやっていくわけではな

いので、まずは一通りのことを知ってくれれば十分です。例えば、今は一つの会社だったけ

ど、ある時は全く別の会社で、その時の社名、主事業はなんだったとかそういったことです。

そして、その中で、一貫をして何を大事にしてきた会社なのかというのを、広報の延⾧で知

ってもらえればいいですね。 

そして、３つ目は、経営幹部向きの非公開の裏社史です。これは難しいですが、やりよう

によっては、社史を作るという事業の中では、最もやりがいのある、高収益になる事業立地

である可能性が高いです。電子出版の世の中になると、15 分とか、せめて 1 時間で消費で

きる媒体に対するニーズが、高まります。読者が多い分、そちらは魅力的に見えますし、そ

れに乗らないというのは時代遅れになってしまうんじゃないかと思う方もおられると思い

ます。ですが、需要が一気に増えると同時に、供給もどっと増えてくると思います。そうい

うところはなかなか儲からないものです。さらに、真ん中に出版社が介在する余地なんて、

数年で無くなってくるでしょう。出版社が介在する余地があるのは、こうした誰でもアクセ

スしやすい文書ではなく、逆に世間一般に公開できないけども、ある特定の人に確かに読ん

でもらうために、記録として残したいという裏社史のようなところだと思います。 

 

それでいうと、社外、新入社員向けのビデオ社史は比較的簡単に作れますし、ニーズも多

くて、マーケットもそれなりにありますが、おそらく儲からない市場なのかと思います。こ

れは従来のある表社史を、簡潔にまとめて、それでも要点が掴めるように工夫を凝らしたも

のにするのが良いでしょう。もはや、紙で作る必要はありませんからね。そうなると、カラ

ーとか、場合によってはビデオクリップを入れるなど、そういう工夫もできます。これらを

効果的に使って、単なる事実の羅列ではなく、何も知らない人が読んでも意味を汲み取るこ

とができるようにしなければなりません。 

問題は、読者が意味を汲みとることができるようにするには、どうしたらいいのかという

ことです。それは当時の社外の情報を入れることです。例えば、何年何月にこうしましたと

いう記述の意味は、その時の世の中がどうだったかが分かって初めて理解できるものです。

その当時の競合他社はどのように行動したのか、世の中ではどういうふうなことが起こっ

ていたのか、そういう比較対象や周辺情報があって初めてある判断が早かったのか、遅かっ

たのかが判断できるようになります。世間はこう言っていて、競合他社はこうしたのにうち

はあえてこうした、その時の経営判断は冴えていたんだなというように意味がわかってく

るのです。実際に当事者の目線に立つことができる情報を入れること、それが過去の出来事



の意味を伝えるポイントです。でも、今の社史は、すでにボリューミーで、こんなにたくさ

ん書くべきことがあるから、これ以上余分な情報を入れてページ数を増やすわけにいかな

いと言って、そういう周辺情報を削っちゃっているので、意味を汲み取ることができない、

ただ事実の羅列になっているのです。だから、特に、周辺情報の知識が少なく、またこれら

の情報を結びつける力が弱い、若い人からすると、事実の羅列に見えて、おもしろくないと

いう風になっちゃうわけです。 

 

じゃあ、具体的にどうやって、どのような情報源から得た情報を周辺情報、意味を汲み取

るための情報として入れるのかということが問題になります。これについて、2 つの作業方

針を紹介しましょう。これは、表社史や裏社史の作成の際にも参考になると思います。 

その 2 大方針のうちの 1 つが、客観的データを基に、外から描くということです。会社で

働かれている方は、研究者、ライターさん、編集者さんといった門外漢よりも、はるかに自

社のことを熟知しているものです。しかし、内部にいるからこそ、見えないことや、とらわ

れている常識と言ったものもあるのではないでしょうか。何の先入観も、偏見もない第三者

が、中にいては気づかないような考え方やあっと言うような視点を提示する、それが、第三

者が社史を書く意味です。ですので、インタビューといった内部から見た会社像を描くため

の手法にはあまり頼り過ぎず、主として有価証言報告書と既存の社史、昔の新聞記事や他社

の社史の情報を頼りに書くのが良いでしょう。事実の羅列に陥らぬために、想像力を駆使し

て、無味乾燥なデータの背後に流れる因果関係の推察をすることがポイントです。 

もう 1 つの方針が、他社との比較によって、その会社の姿を際立たせるということです。

社史と言えば、自社の事実を淡々と書き連ねていくというのが一般的です。しかし、先ほど

も述べたように、それではそれぞれの判断の本当の意味を理解することは難しいですし、ま

してや、それが良かったのか悪かったのか、他にどんな選択肢があったのかということまで

考えを巡らせる材料にはなり得ません。その時、他社はどうだったのか、という比較対象あ

って、初めて自社の経営判断の妙味がどこにあったのかが分かります。例えば、ある転機に

対して、競合他社とその会社はどのように経営判断が分かれたのか、それはどちらがベター

な選択だったのかということを判断できるような情報を入れると、今までの社史では分か

らなかった当時の経営の現場というものが目に見えてくるようになります。ポイントは、転

機に応じて、どこを競合他社とみるかです。創業時からずっと一つの事業しかやっていない

企業は意外と少ないです。その中で、永遠のライバルもいれば、時々に応じて、まさかこん

な会社がライバルになるなんてということが往々にして起こります。会社の変遷を追い、そ

の当時、同業者だった会社をちゃんと選定し直して、その判断はなぜ分かれたのか、そして

どちらが良かったのか、あとで読む人が考察できる状態にしておくことが重要です。どんな

企業も、ある場所で転機に立って、いろいろな取捨選択をしているのですが、それを振り返

って、その功罪について考えるという機会やそのための資料はあまりありません。ですが、

とても重要なものです。 



こういうものがあれば、今までそんな風に興味を持っていなかった若手の社員から幹部ク

ラスの人たちにも、昔の経営判断に対して、「いやーこの人すごいことをしてくれたんやろ

うな」、「あのとき、別の選択をしていたら、もっと知らない会社になっとったんやな」とか、

こういうことが明々白々になっていくわけですね。そして、それを見ると、経営者って重た

い仕事だなということが改めてわかるのです。どんな判断にしても、その当時の視点に巻き

戻すと、実際いろいろな可能性があったわけですね。文字通り取捨選択、こっちを捨てて、

こっちを取るというようなことを随所でやっているわけです。1 回取って、ある方向へ進み

出すと、もうこっちに逆戻りできないです。そのときに正しい方を取っていればいいのです

が、しょぼい方を取ってしまうと、会社が縮んでいくわけです。または、傾いていくわけで

す。そういう過去の選択の功罪を明らかにしていくということをすると、今、選択をする立

場にある人間は、「これはえらい責任を持っとるわ」と、「大変や」ということに、みんな気

がつきます。そして、より自分たちの選択の意味について真剣に考えるようになるでしょう。

また、経営の大きな判断に直接は携わらない人でも、現在の経営者の取捨選択について真剣

に考えるようになると思います。 

言うまでもなく、現在、会社を任されている経営者からしても、過去の経営判断がどうい

う意味を持つのかについて知るニーズは大きいです。経営者は昼夜、あらゆる取捨選択の分

岐に立たされていて、それらに失敗すると大変なことになることは十分に分かっています。

新しく来ると言われているものの中に飛び込むか否かというよくある判断にしても、世の

中にはそれを良しと見る見方もあれば、それは自殺行為だという人もいるわけです。その中

でも本当のところはどうなのか、それでどういう風に飯を食っていくのだろうと、経営者は

常に頭を悩ませます。経営というものは、こういうもので、どこでもそうです。御社だって

そうです。今もトップは相当、悩んでいらっしゃると思いますよ。どんな些細なことでも、

ヒントになるなら欲しい、そいう人にとって、差し込んでくる一条の光が社史なんです。過

去の先輩たちが、自分と同じ立場に置かれた人たちがどういう風に判断してきたのか、判断

の中身はわかっていても、どういう葛藤の中でそういう判断を導いたのか、そこが知りたい

と思うでしょう。でも、もう亡くなってしまった過去の経営者には聞けないわけです。そう

いう中で、過去の経営者の葛藤や、最後はこういうロジックで決めたんだとか、そのとき他

社はどうしていたとか、こういう状況をたくさん書いたものが、1 番力になるわけです。そ

ういうところをもっと裏社史として残していかないといけないです。 

さっきも言いましたように、こういった社史が必ずしも公開できるかどうかは分からない

ですが、少なくとも中堅社員のための表社史の質を上げるということは、できると思います。

こういった経営判断の材料や当時の状況を本当に伝えたい相手に伝えるための社史は、必

ずしも、当事者や会社のインサイダーではない、出版社であっても、工夫を凝らして作成す

ることができるのではないかと思います。 

 

 表社史の品質を上げるというのが、一つの社史の方向性ではあるのですが、裏社史を出版



社が管理するというのも一つの方向性としては可能性があるのではないかと思っています。

経営の重要な判断を任せられる人材に、過去の事業の本音を伝えるための裏社史は、重要で

あるがゆえに、デリケートな問題でもあります。まずは、信用ある第三者が制作をして、管

理をしないとダメです。これは絶対に門外不出です。まかり間違って、門の外に出たら、実

害が出てしまいます。場合によっては、競合相手やお客さんに訴訟をされかねません。怪し

いと思っているけれども、証拠がないから訴訟ができないというものがビジネスの世界に

はたくさんあります。何かの事故で、外に出てしまった裏社史がその証拠になってしまうと

いうことが十分にあります。そのくらい、この裏社史は管理が重要です。本当に門外不出と

言ったことが、門の外に一歩も出ることは絶対にあり得ませんというような扱いをしない

といけないです。それなら、社内から出さないのが一番だという考えに至るのが、通常です

が、よくよく考えてみると、会社も一枚岩ではありません。誰かを陥れようという意図がな

くても、今や経営企画とか、そういう中枢部にも派遣社員の人たちがたくさんいて、常に人

の出入りがあります。本当に、誰がどういう形で外に持ち出してしまうかわからない、会社

の中にあるから安心というわけにはいかないのです。 

 そこで、一つ私が考えたのが、紙にすると、物理的にどこへでも行けてしまってどこに出

て出回るかわからないので、データにしてしまって管理すればいいのではないかというこ

とです。ヒントになるのが、セコムのデータセンターです。ここはものすごくセキュリティ

が高く、ハッカーが入ったら困るようなクレジットカードの情報みたいなものが管理され

ています。データセンターがどこにあるのかも、限られた社員を除いて、誰も知りません。

あるテレビ会社がここに取材に入ったことがあるのですが、バス移動の途中で目隠しをさ

れて、建物の中に入ってから初めて目隠しを外されるという徹底ぶりです。そこが都内なの

か、埼玉県なのか、千葉県なのか分からないという場所に、データセンターがあります。そ

して、さらにそこの中に行く途中で、入館カードをかざして、虹彩認証とか、指紋認証とか、

ありとあらゆる認証をして、正式に登録した本人しか、最終的にはそこにたどり着けないと

いうふうになっています。 

そういうデータセンターの中に原稿を置けばいいのではないかと思います。そして、会社

側でこの人とこの人には見せてあげてくださいというキーを渡されたら、その人だけそれ

にアクセスさせてあげるというのが良いでしょう。そして、それを閲覧したければ、1 回出

張扱いで、データセンターに足を運んでもらうことを条件にして例外を認めませんという

形にしなければなりません。もちろん、データセンターに繋がっているターミナルはたった

一つしかないという状態にしておかねばなりません。見たければ、これもまた、異動がなく

漏洩の心配がない監視員と監視カメラの元で一切、コピー不能、メモをもできないという環

境で、やっと閲覧ができるという徹底した環境を作ります。そこで裏社史を閲覧したり、あ

るいは書き足したりする。実際にその事情を知っている人がちゃんとした文章を書けると

は限らないので、執筆代行を請け負う人が出てくるでしょう。執筆代行者も、万が一情報が

漏洩した場合、かなり重い処罰があるという契約を結ばなければ、その仕事に携わらせない



というふうにすると、裏社史の管理、作成業務は意外と第三者でもできる、むしろ、その方

が、都合がいいということもあるかもしれません。 

 

ちょっと早いんですけど、私自身の余生の送り方を考えるときに、1 つはこういう情報を

チームプロダクションでドキュメントしていくというをやってみる手はあるなと思ってお

ります。大体、私が引退をする頃、日本の名だたる企業の社⾧の結構な数が、私の元教え子

になりますから、その人たちの前任者や、重要な意思決定に携わった人たちに話を聞かせて

もらうということはできると思うんです。そこで、喋ってもらったことを、限定的ではあっ

ても記録していくというのをやってもいいかなと思っています。実際にこういう仕事を出

版社がやってみようとなった時のヒントになるかも知れないので、共有しておきたいと思

います。 

そのときに、スタッフとして雇うのにぴったりな人材が日本にはいます。従来の日本の企

業で行われてきた仕事の多くが、今は中国に流れしまっています。所謂単純作業に近いとこ

ろは、壊滅的ですよね。その中で日本人はどうやって飯を食っていくのかというと、頭脳労

働しかないです。この中で、文科省は大学院の定員をどんどん増やして、みんな大学院に来

い、高度教育なんとかといって若者を集めている一方で、実際、博士号を取った人がフリー

ターをやっているというのがどんどん増えているのはご存知でしょうか。そういう人が五

万といるんです。経営学の研究をしてきた人の中にもそういう人はいるでしょうね。そうい

う、ちゃんと勉強した人間の飯の食い方を作ってあげるのも私の仕事の 1 つなのかと思っ

ているところもあります。大学院レベルでちゃんと経営の勉強をした連中の飯の食い方の 1

つとして、こういうビジネスを立ち上げてもいいのかなと、そんな気もします。私は話を聞

いて、話のポイントはここにあると要点を掴んで、そういう経営学の素養があって、文章を

書くトレーニングをしてきた人に伝えます。一人の話だけを聞いていると、バイアスがかか

るものですから、今度は向こうに行って話を聞くからとうのを私がまた担って、全体の構成

は編集者さん、文字にしたり、バックアップデータをつけたりするのはスタッフに落とし込

んで、というふうにチームでプロダクションをやるというのは可能性としてあります。 

そういう風にやっていくと、日本の経営に役立つ知識のストックができています。それを

ちゃんと管理して、見るべき人に見せると、たまたま足元の地場市場が大きいから勢いづい

ているという中国企業には負けないような経営ができるようになるでしょう。中国も今は

勢いで伸びていますが、その中国も数年で成⾧が止まるとう局面がやってくるでしょう。そ

うすると、そこから先は本当の意味での経営力で勝負が決まる時代がくるでしょう。どの国

でも直面することです。日本企業はまだ、その経営力で勝つための知識が蓄積しているだけ

で、うまく利用できていない状態にあります。だから、いい経営をする人材を十分に育てら

れていないです。 

人材を教育するのが、私の本業の 1 つであります。それをするためには、武器もいるわけ

ですね。やはり、ポーター先生が何を言っているとか、三品先生がこういう本を書いたとか、



それでは本当の教育になりません。1 番の教材は、その会社で、今まで何が行われてきたの

か、何が上手くいったのか、なんで上手くいったのか、何を試したけど上手くいかなかった

のか、なぜ上手くいかなかったのかという会社の歴史そのものです。それを語り継いでいく

というのが、1 番の教材になるんですね。でも、そこに語り継ぎの機能不全が起きていると

いうのが、心配な要素でありました。 

そこをなんとかするとするという仕事は、実は実需のある、形だけではない、意味のある

事業になります。ありますよね、神社でもみんながお賽銭箱の前に立つと、1 番の前に出て

いるところの奥の奥にご本尊様が飾ってあるんですね。これも神社の人と仲良くなると、10

年に 1 回しか御開帳をしないというところに連れて行ってもらえて、なかなか拝めない御

本尊を拝めたりします。そういう奥の院が社史のマーケットにもあると思っています。そこ

は企業の本当の歴史に関わる部分なので、実はお金がたくさん落ちるわけです。本当にちゃ

んとしたものを作ってくれるなら、予算をたくさん取ってもらえるような場所なんですね。

みなさんもご存知のように、ちょっとした企業ですと、人材育成でも毎年大体 1 億円ぐら

い予算を取っていますね。その使い道は、結構しけています。ということは、そんなことを

やるぐらいなら、こういうのを作っておきなはれという風に営業をかける余地が結構ある

なというのが私の見方です。 

 

みなさんも激動の出版界の中で、日々悩むことが多いと思います。でも、よく見ていくと、

これから事業の地盤、事業立地が悪くなっていくぞという部分と。「そこにはお金落ちます

よ」、「もっと落ちまっせ」という事業立地に分化していきます。また、「ここに落ちまっせ」

というところは、今、どこの会社も事業化していないようなところです。そういうところに

新しくマーケットを作るという開拓者精神を持って、切り込んでいけるかどうかが、激動の

中を生き延びるか否かを分けると思います。これも、トップが号令をかけるだけではダメな

んです。やっぱり、実務を仕切る人で、ちゃんと体が動く人がいるかというのが、非常に重

要になってきます。「この間、神戸大学の先生があんなことを言っていたけど、ほんまかい

な」と、この後、みなさん昼飯を食いながら、向こう 1 ヶ月ぐらいは余韻を残しつつ、そう

いう話題で盛り上がっていただけると、出版業界のみなさんの会社の未来、これから何で飯

を食うんやというところの議論を盛んにするうえで、まあ酒の肴ぐらいになるかなと思い

ました。 

どうも、ご清聴ありがとうございました。 

 

質疑応答 

F : 表社史と裏社史、幹部向けと新人向けというのは非常に興味深く思いまして。実際作る

ときには、並行して作るものなんでしょうか?どうされるんですか?表社史で話がいろいろ

聞こえるのを、裏社史として編集をするのかなとか。幹部向けに作っていたのを、再度作る

のかなとか。そういう面も想定していかないとかなと思ったんですけど、どうでしょうか。 



 

A : 3 種類の社史は、一緒に作るとなれば、効率は上がりますよね。結局、その会社のこと

について、何かを書く以上、知らないと困るってことがあるわけですね。それを 1 人のライ

ターさん、またはチームがずっと一貫して 3 種類やれば、どれもその会社のことを知り直

すという手間が省けますからね。実際、大手の会社の社史を見ていると、実際に作っている

のは日刊工業新聞社というケースがあったりします。普段から取材しているから、社史を受

託しても、あらためて調べ直さなくても、大体頭に入っているというのが買われているのだ

と思います。そういう事業をやっている会社が有利になるという図式があります。 

ただ、これはそれぞれのものの性質、目的が随分違うのでね。その意味では、本当に同じ

チームでやらないといけないとは、限らないですね。例えば、ビデオ社史だったら、私が直

接関与する必要はほんどなくて。うちの学部の学生に作らせた方が、上手に作るかもしれま

せん。ところが、裏社史になってくると、やっぱり喋りたくない、または喋らずに済むなら、

済まそうかなと思っている経営者にツッコミを入れて、「それは腑に落ちませんね、本当は

もっと何かあるんでしょ?」とうまくツッコミを入れることができないと出てこない情報と

いうのがあるんです。経営者を相手にツッコミを入れられるとしたら、生意気な大学の先生

とか、そういう立場のある人じゃないと、難しいと思いますね。 

ですが、逆に一貫制作が絶対にできないかというとそんなこともないと思います。表社史

をちゃんと書くというところは、ライブラリーワークをいっぱいやって、このときの社会状

況はどうだったのかとか、競合他社は何をしていたんだろうというのを、日々の新聞とか、

または相手さんの社史とか、そういうところを調べていって状況を浮き彫りにすると、そう

いう作業ですね。ビデオ社史の方に近づけば、近づくほど作業の要素ができて、そして、裏

社史にいけばいくほど、鋭い質問を手裏剣のように飛ばすというところが肝心になってき

ます。こちらも最終的に書き留めなきゃいけないという意味で、プロダクションの要素はあ

る。そして、ビデオ社史の方も、結局ストーリーがぐちゃぐちゃしていると、すっと頭に入

ってこないです。良いストーリーにする必要はありますが、過度に分かりやすいストーリー

にすると、今度は薄っぺらくなってしまいます。そこでやっぱりちょうどいい落とし所を決

めてあげるという、頭を使う要素がありますよね。作業と内容を豊かなものにしていくとい

う、両エンドなので、その比重が変わるということはありません。そのどれでも対応ができ

ますと、その 3 つとも一貫制作、またはセットでお作りしますか?という風にして受託でき

ます。本当は、そういうチームプロダクションを立ち上げるのが 1 番いいかなという風に

思います。 

 

 

（全文終了） 


