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社員第一世代インタビュー 

 

藤田 雅弘 

大阪カンパニー ヘリテージサービス 営業企画部、元常務取締役 

（2022 年 5 月 12 日、出版文化社 大阪カンパニー第二会議室にて収録） 

 

1．出版文化社で社史に関わる仕事をしようと考えたきっかけ 

前職は求人誌の編集長をしていたのですがもう求人誌は卒業したいと考え、求人誌以外

で出版業界での転職を考えていました。当時、出版文化社は社史以外にも書店売りの書籍

も結構やっておられたので、応募した次第です。 

入社前に社史はほとんど読んでいないしなじみもありませんでしたが、求人誌と似てい

るところがあります。通常は 1 つの業界の中で仕事をすると、その業界の事しかわかりま

せん。求人業界はさまざまな業界の会社を取材して求人広告をつくるので、いろいろな業

界を広く知ることができます。その点は社史も似ていると思います。前の会社では、一時

新卒求人の部署にいたこともあり、新卒ガイドブックを製作した時に見知った会社が、出

版文化社の社史棚にもあったりしましたので。 

やはり多くの業種を対象とする求人誌と似ているところがあります。儲かっている業界

がターゲットという点も似ていますし。 

 

2．これまで社史制作で取り組んできたこと 

私が入社した当時は 2000 年過ぎくらいで、社史と出版企画の 2 本立てでした。 

入社当時は社史の編集でした。雑誌編集出身ですので、書籍の用紙や名称さえ知りませ

んでしたが、これは覚えれば済むことなので問題ありません。どちらかというとお客様相

手の仕事なので、雑誌や単行本のように自分の企画を世に問うというものではありませ

ん。お客さんがどんな社史を作りたいか、工程ごとにお客様がどんな要望を持たれている

か、何を知りたいのかということを察知する能力の方が大事です。また、当時は 10 本以

上持って一人前と言われたので、各案件の進行管理と自分のスケジュールをどう組み立て

るかの能力も必要です。その点、雑誌はいろいろな記事をパラレルに走らせますので、雑

誌編集者の方が得手ではあります。 

最初に担当させて頂いたのは 100 年を迎える歴史をもつ会社様でした。ご担当者の方が

総務畑出身で引退されて社史製作専任になられた方です。私よりも大先輩です。小さい字

が読みにくいと虫眼鏡をもって資料を見ておられたのを覚えているのですが、今は私もそ

の方の気持ちがわかるようになりました。この頃の担当者様は、役職者で引退された方が

多かったように思います。また専任も。 

私は社史編集者としては素人でしたので、その方の質問に対して真摯に調べて答えるこ

とをやっておりました。手間はかかるのですが、これが私にも役に立つことで、質問に対
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して答えるうちに社史編集の力がついたように思います。この方は図書館へ行って、会社

周辺の中之島の昔の古地図を探してきたり、大阪駅へ行って明治時代の貨物の荷下ろし作

業の写真を入手されたりと、地道にその会社に関係がある資料を社外に出て、足で収集さ

れました。資料は社内ではここまでしかないと終わる企業様が多いのですが、100 年を迎

える社史づくりは当時のことを知る人が存命されていません。どのように調べていくかの

ノウハウももちろん大事ですが、調べようという情熱をその方から感じました。いい勉強

になりました。 

また、あるメーカーさんの時は、社内で 20 名くらいの社員で執筆するという事にな

り、2 週間に 1 回くらいの割合で、原稿の書き方等のレクチャーをしたことがあります。

まだ入って 1 年目だったので、結構勇気があったと思います。まっ、編集の基本は変わり

がないので、社史の部分は当社で出版している『企業を活性化できる社史の作り方』を熟

読し、今回はこういうテーマでレクチャーしなあかんのでと、事前に諸先輩方に教えを乞

いながら挑みました。質問が来るとひやひやものでしたが、なんとか乗り切れました。お

陰様で、1 年で結構力がつきました。 

私は、社史編集から始まり、出版企画に異動して、書店売りの企画、営業、編集、販

売、マネジメントを経験して、それからまた社史部門に戻り。今度は 1 営業マンとして社

史の営業をしました。 

社史の営業は、企画勝負です。当社の社史は企画営業が企画した企画書が、編集者に渡

され、編集者はその企画書を元に編集していきます。編集者としては、企画営業の企画書

通りの社史を仕上げるのではなく、そこに創意工夫が欲しいものですが、わりとその通り上

がってきます。そういう意味では、企画営業の方が編集らしいなと思うことがあります。

私の場合は、諸先輩方に比べて、社史編集一筋、社史営業一筋という訳ではないので、社

史の編集経験年数や営業経験年数は意外と少ないです。東京ではマネジメントをしていま

したので、社史製作というより、社史をつくるための仕組み作りに時間を掛けて来まし

た。 

 

■仕組みづくり 

これから述べる社史の仕組み作りは、主に東京で本部長、常務取締役をしていた時代の

ことです。もちろん、私一人でしたわけではありません。それぞれスタッフに指示をして 

一緒に改善していったものです。 

（1）旧業務台帳を活用した「進捗管理一覧表」 

現在のダビンチでは、お金の流れで把握することに変わりました。 

入社当時から既に業務台帳はありました。社史 1 案件に 1 つの業務台帳が作成され管理

されます。例えば、1 社で正史、ハンディ版、ムービー、アーカイブなどがある場合も、1

案件ごと管理されます。簡単に言えば、売値、原価、人件費、営業利益、使える所要時

間、ページ数、原稿枚数などの仕様までが 1 つの台帳でわかるというものです。 
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この業務台帳に進捗スケジュールの欄があり予定がありました。これに、予定だけでな

く実績と遅れの日数を付け加え、工程ごとで何日遅れているか管理できるようにしまし

た。本社のシステムの N さんに、すべての案件を Excel で一覧にして見られるようにでき

ないか依頼しました。業務番号、社名、担当者、ページ数、原稿枚数、売上、原価、原価

率、主な各工程の予定と実績、遅れ日数などを一覧で見ることができるようにし、遅れが

何日以上なら赤字で表示されるというものです。営業責任者や編集長に毎週配布してマネ

ジメントに役立てもらうためのツールです。古い人でマネジメントをされていた人は、ピ

ンクと白のストライプ版の「進捗管理表一覧」と言えばわかると思います。 

 

（2）原稿枚数230枚以上の発注書 

毎週配布し、遅れがわかるようにしました。マネージャークラスには毎週配布していた

のですが、これにも欠点がありました。スケジュール管理で一番肝の第 1 次原稿の提出日

の管理が大型案件ではあまり役に立ちませんでした。大型案件になると原稿枚数が 200 枚

以上、通常 300～400 枚くらいです。大型案件も当時は、ライターさんにお支払いする第

1 回注文時支払、第 2 回第 1 次原稿提出時、第 3 回完成原稿支払時の 3 回払いです。原稿

枚数が多いと 3 分割にして第一次原稿を提出したりしますが、そこまで業務台帳もライタ

ーさんへの支払ルールも細かくしておらず、進捗管理表では遅れを把握できないという問

題点がありました。 

それで、大手の仕事をされていた T さんに、支払方法を聞きました（T さんは経営史学

会の橘川先生に優秀な編集者として紹介して頂き知り合いになりました）。仮目次作成

時、あとは何章かに分けての出来高払いでされているとわかりました。ライターさんによ

り、毎月支払われる方もおられるようです。それがヒントになり、原稿枚数230枚以上の

場合、支払を細かくするルールを作成しました。例えば、発注時、仮目次提出時、第1章～

4章提出時、第5章～10章提出時、第11章～第15章提出時というような発注書です。大

型案件と言っても人により主張する定義がわかれるので、原稿枚数とした訳です。（230 枚

なのか 250 枚なのかの議論もありました）。 

この当時、優秀な A ランクライターさんには、毎月支払をしようという案も出て何件か

実施しましたが、毎月原稿料を支払っているのに、いっこうに原稿が上がって来ないとい

うトラブルもありました。また、ライターさんにとってはお金だけ毎月もらっていても遅

れがちで予定通り進まず、追い込みをかけてもらおうと思っていても月々払っていたお金

はもうなくなり、日々の生活のために他の仕事を入れられ更に遅れるというケースもあり

ました。先払いでお金を払ってしまうとなかなか人はコントロールできません。 

 現在の業務台帳システムのダビンチは、旧業務台帳の「進捗の部」をなくしました。こ

れは、進捗の部では、予定のスケジュールは、キックオフ会議後に製作スケジュールを変

更してもよい。但しそれ以降は予定の年月日は変更不可というルールにしていました。但

し、お客さまに遅れを取りもどすための製作スケジュールを作成しお客様のサインか押印



 

 

 4 / 16 

 

をもらえば予定の変更もありとしました。問題はそのルールに則り予定変更が実行され台

帳の進捗の部を更新したか、実績をちゃんと記入したかなど、編集者がそこまできっちり

と台帳管理できるかというところにありました。「案件進捗管理表一覧」を毎週だしてい

ても、元データが正しく入力されていないなら絵に描いた餅で管理できない、という問題

点です。 

 そこで、後にできる現在の業務台帳管理システムの「ダビンチ」では、進捗管理の部をな

くし、お金の流れで進捗管理をしようという発想に変更しました。進捗の部はちゃんと入力

しないが、毎月外注さんに支払うお金の方は、モノがあがってこないのにお金を支払う訳

にはいかないので、編集もちゃんと更新します。それならお金の流れだけで管理しようと

いう発想です。もともと本社経理の方はそちらで把握していたようです。 

ダビンチでは、各支払科目の中に、発注予定、発注日、終了予定、終了日があります。

これは進捗の部をつくろうと思えば、元データがあるので作れることと、あとある程度の

量の案件データが蓄積されれば、どれくらいのクラス（例えば、売上基準、ページ数基

準、原稿枚数基準など）で、各工程にどれくらいの期間がかかっているか、どれくらいの

時間が必用かなどのデータをとり、東阪名別に標準指標も作成出来るはずです。従来はマ

ネージャークラスの勘と経験で、仕入比率がクリアされていても所要時間が足りないので

はと予測していました。 

今でも変わらないかもしれませんが。このようなデータ分析のために、各支払科目の中

に、発注予定、発注日、終了予定、終了日を設けています。現状のダビンチの実態をみる

と、そこまできっちり入力されている編集者がどれくらいおられるのか不安ですが。この

ようなデータがあれば、クラス別に標準製作スケジュール表作成できるようになります。 

 

（3）企画書カタログ 企画書の汎用化・流用化 

第 1 世代といわれる私たちですが、古い昭和世代ですので、だいたい今のようにしっか

りした研修や教育はありませんでした。編集マニュアルを 1 日読んで終わりの時代です。

現在の営業マニュアルはもっと後につくられました。そのため、社史営業にきた時には、

誰かが作成した企画書をもらって、それをアレンジしていくという時代でした。一太郎と

Word が混在していた時代です。企画書といってもビジュアル的には限界があり、どちら

かというと文章で説得することに主眼を置いた企画書でした。 

やがて、営業が Word で作って、手書きラフで図解やビジュアルを指示して、DTP の人

にイラストレーターで企画書を作ってもらう時代が来ます。ここらあたりから、イラスト

レーターのデータを流用してつくることが始まります。また、クライアントの課題に沿っ

た解決方法はオリジナルなものが追加されていきました。結構蓄積できた段階で、企画書

のパーツごとにフォルダを作成して、貯めていきました。東京に異動になる置き土産とし

て 2011 年頃に、イラストレーターで作成した企画書のパーツの頁を集めて、企画書カタロ
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グを作りました。ターゲットのお客様にあわせたデザインや内容を選択して組み合わせれ

ば、ある程度のところまで企画書ができるという発想です。 

鎌倉武士のように名乗りをあげて戦場で一騎打ちをしていた時代から、歩兵、弓矢隊、

鉄砲隊、騎馬隊と戦場をどう攻めるかに発展してきた戦国時代のようなものです。新しく

入ってきた中途採用者でも、企画書カタログがあればある程度の企画書は作成できるの

で、即戦力につながりました。このイラストレーター時代も人によってはクォークと混在

していた時代もあります。どのソフトを使うかは時代の流れもあり、中途入社で入って来

る人のスキルもあり変遷しています。イラストレーターの場合は、企画書のデザイン要素

の高いページを、社内 DTP や外注さんに作ってもらう時代でした。 

その次はイラストレーターとインデザインが混在した時代です。東京ではインデザイン

に統一することにし、営業マン用にインデザインを購入し切り替えていきました。当時

は、まだ社史編集経験者が企画営業に異動して社史営業をするという流れでした。編集者

はある程度インデザインを使える方が多かった。しかし、編集者を営業へ異動するという

流れでは、忙しくなって追い付かなくなりました。そのため社史編集の経験がない中途採

用者がいきなり営業をする流れに変わってきました。 

中等採用者には、インデザインなど編集者やデザイナー、DTP が使う専門ソフトは使え

ないが、企画書は PowerPoint で作っていましたという人が増えてきました。PowerPoint

なら Office で搭載されているので、インデザインのようにソフト購入代が要りません。そ

れで、自然と PowerPoint に変わってきました。今では企画書作りは殆 PowerPoint になっ

ています。 

表紙や本文デザインなど、大きな案件はデザイナーに発注しています。企画書の量産

化・スピード化の流れは、企画書カタログの発想から来ているといっても過言ではありま

せん。ただ、今は各事業所単位で蓄積されてきているので、一度ひとまとめにして、ま

た、企画書カタログを作成すればよいのではと思います。 

 

（4）社史編集ツール「ビジュアル・サムネールツール」 

サムネールツールは、Excel で作成されたツールです。台割りのシートに入力すれば、

別シートでサムネールができるものです。これは便利です。バージョンアップで内容毎に

色指定もできるようになりました。編集が資料編などのサムネールツールをつくる時に

は、文字だけでなく、Excel でラフデザインを作ったものを貼付けていました。時間もか

かるので、過去のサンプルデザインをサムネールに自動で入れられないかという要望が、

大阪の A さんから 5～6 年前にあった開発係に寄せられました。開発係といっても現在シ

ステムに勤務している N 君とアシスタントの T さん 2 人でしたが。で、N 君がその要望

に応えるべく Excel でバージョンアップをしてくれました。 

これが「ビジュアル・サムネールツール」です。ビジュアル・サムネールツールは、当

社が今まで制作してきた社史・年史の各ページをスキャンして、各ページ、企画毎にフォル
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ダに入れ、そのビジュアルサンプルデータにリスト番号を付与します。その番号を台割に入

力すると、別シートにビジュアルサムネールが自動でできるツールです。実際のページ画像

でサムネールが作られるので文字だけのサムネールよりもはるかにリアルです。 

営業は大型案件の企画書にも使えますし、デザインサンプル見本としても流用できま

す。編集は担当案件の口絵、資料編をお客さんと詰める時に使います。使ってみると大変

便利ですが、定期的に各ページの整理・更新、追加をしていく必要があります。 

 

（5）基礎情報台帳作成ツールのバージョンアップ 情報地図作成ツール、仮目次作成ツー

ル 

基礎情報台帳の考え方は、私の入社当時にはもうありました。詳細年表なのですが、部

署別に区分けして作成するというもので、大先輩の A さんが基礎情報台帳と呼び始め、お

客さんにアピールし始め、その次ぎに理科系出身の S さんが Excel を使って、ランダム入

力した年表を別シートで各組織別に仕分けできるようにつくられた経緯があります。当時

は画期的でした。あと Excel 使いの総務スタッフの T さんがマクロを使いさらにバージョ

ンアップを図りました。ただ、マクロは大きい会社ではセキュリティ上使えないとのこと

で、マクロを使わずに同機能ができるように改良されました。 

あるとき、社内セミナーで社外の年史編集者の S さんが、売上、利益、従業員数などの

経営的数値の推移グラフに、事業別の年表を組み合わせて、その会社の歴史が俯瞰できる

グラフ表を見せて頂きました。これは、その会社の歴史を知る上でとても便利だと感動し

た覚えがあります。この社史作りのための地図のようなものを、基礎情報台帳を使って自

動でできないかと発想し、当時デジタル編集にいた K さんと情報地図の製作を開始しまし

た。基礎情報台帳の Excel を使った原型をその K さんがほぼ完成させてくれました。 

その後、基礎情報台帳につける重要度ランクと情報地図を参考に仮目次を自動でつくれ

ないかと思いつきました。残念ながら K さんは会社を辞めて独立しましたので、それで開

発係の N さんにお願いしました。沿革史のページ数、１ページあたりの文字数、項レベル

の文字数などを出して、ある程度までは自動でできるところまでいきました。ただ、完成

度 100％とはいかず、項をグルーピングするなどは手作業で、Excel の行を入れ替えたりす

る必要があります。 

この情報地図作成ツールと仮目次作成ツールは大型社史には便利なツールですが、ペー

ジ数の少ない社史にはオーバースペックです。ある程度の規模と歴史がないと価値がでま

せん。編集用に作成したのですが、実は企画営業が大型社史への提案時に使われるように

なりました。企画書作成は短期間ですから、「この短い間でよくぞここまで当社のことを

調べてくれた。さすが社史の専門家だ」とお客様からもよく褒められるツールです。編集

は大型社史経験者でないとその価値がわからないしろものですが、営業の方では重宝する

という嬉しい誤算でした。 
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（6）社史カタログ 

社史カタログは、当社の社史製作の一環として取り組みました。そのため、出版文化社

のエポックメーキングとなった社史を 100 点選出するというところから始まっています。

これを資料編として掲載するとともに、デジタル・アーカイブにして活用できるものにす

るという方針でした。 

そのため最初の社史カタログは、出版文化社にとっては歴史的価値がある社史でも、現

在のレベルで考えるとなぜこの社史が選ばれたのかと、疑問に思われる社史も入っており

ました。実質作業をしてくれたのは N さんを始め新卒の方でした。これは新卒の研修も兼

ねて、多くの社史を見てもらいスキャンの作業もしてもらうという目的で、社史をスキャ

ンしてもらったのです。 

ただ、なぜこのページをスキャンしたのかと思えるようなページや、スキャンが歪んで

いたりして、少し難がありました。それでも現在の社史カタログの原型は、アーカイブの

N さんにも入ってもらい、前述の退職された K さんと、N さんとで作っていてもらいまし

た。WEB 社史風に現在の「業界別」「目的別」「ページ構成別」「串刺し検索」などです。 

この社史カタログは、出版文化社の社史の延長で製作されたものですが、例えば、編集

がクライアントと装幀デザインや口絵、資料編、本文フォーマットを打ち合わせするとき

に、見本として使えないか。また、営業が企画書をつくる時に、切り口の参考として企画

ページを参考にできないかという意見がでてきました。もっと使える社史カタログをつく

ろうとなり、バージョンアップ 2 のプロジェクトリーダーとして H さんが選ばれました。  

変更点は、SB の歴史的社史よりも社史として特徴のあるものレベルの高いものを基準

に選び直し、スキャンも印刷データのあるものは印刷データから、ないものでスキャンが

汚いものは再度スキャンをやり直し、目的別やページ構成別の項目見直しなどを掲げて、

現在のカタチになっています。これも数年ごとに更新し、追加し蓄積していく必要があり

ます。社史コンテストが復活されれば、コンテスト後に定期メンテナンスするルールをつ

くればよいと思います。 

 

3．社史制作において留意してきたことは 

■編集 

（1）所要時間を気にすること 

入社して最初に就いた仕事が社史の編集です。出版文化社は 1 案件に使える持ち時間が

決まっています。売上に対して、営業、編集、DTPが使える％が決まっていて、それを個

人の時間単価で割って、所要時間が決まるというルールです。ベテランで給与の高い人は時

間単価も高いので、持ち時間が減ります。新人は逆に給与が安いので所要時間がベテラン

に対して多いという仕組みになります。 

この所要時間がマイナスになると報告書を提出し、マイナスが大きければ始末書に格上

げされます。結構これが嫌で、残マイナスにならないようやりくりをした覚えがありま
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す。えらく怒られたのは、編集より営業の時代でまだ社史営業初心者の時に受注した案件

です。ある会社で、企画を 5、6 本くらい盛りだくさんにして受注。社史が出来上がる頃

には、企画が多いため残マイナスが膨らみ 450 時間くらいのマイナスになりました。この

件に関しては、企画営業会議がある度に、長い間何回も何回も何回も嫌みを言われて切れ

た覚えがあります。それだけ利益に対してシビアということではありますが……。 

残マイナス対策については、営業の場合は仕様の追加を試みるしかないのですが、編集

者によっては、開き直り良いものを作るにはこれだけの時間が必用と残時間マイナスにな

っても、きっちりと仕事をする強者の方もおられます。大型案件では残マイナスが出る場

合もあるのですが、良い社史を作られると次ぎの営業サンプルとして、お客さんにお見せす

るだけで、その社史が営業してくれます。出版文化社の編集は良い社史を作りたいという

編集者の思いと時間との闘いですね。 

 

（2）その会社らしさを出す事 

社史は、企業文化、簡単に言えば社風がにじみ出ているのがよいと思っています。装幀

やデザインもそうですが、やはり読んでいて中身がその会社の理念や創業者の熱などを感

じさせてくれる社史は読後感がいいですね。私としては、成功話よりも失敗や不況を乗り

越えていく話しが好きです。苦難を突破する話しは元気がでてきます。 

編集の時は、表紙をどうするかを取材や原稿を読みながら早めに考えていました。並製

の場合は写真やマテリアルなどの素材をどう使うか。例えば、ある会社の 50 年史の場合

は、バックを炭のようなマテリアルにし、社長室に飾ってあった額の文字を使おうと思っ

ていました。炭の黒バックに、文字を赤であしらってその会社のイメージに合う表紙がで

きたと思います。 

 

（3）感謝されること 

社史は長丁場です。2 年、3 年とかかるとお客さんの担当者と二人三脚で作っている気

持ちになります。昔はクライアントの担当者と呑みにいくこともありました。お互いの家

族のことや趣味など、プライベートなことも知って仲間意識がでてきたりすることもあり

ます。編集者にとって一番の喜びは、社史を納品したときに感謝されることです。 

特に初めての社史の場合、無から出来上がった喜びはひとしおです。創業者社長でお年

を召しておられる場合、会社の集大成でもありその方の人生の集大成でもあります。これ

からまだまだ発展していかなければなりませんが、一区切りの歴史を本として世に出し、

残すということ。この達成感を共有させて頂けるのは、こちらもありがたいことです。 

 

（4）クライアントも編集も面白いと思って仕事ができること 

社史編纂担当になられたお客様の中には、日常の仕事もあるのに社史の編纂なんて通常

でも忙しいのにまた負荷がかかって嫌だなぁと後ろ向きな方がおられます。 
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これは専任でなければ、社史編纂に使う時間は二の次になりますので、通常の仕事が終

わってから残業するか、土日休日出勤して一気に工程ごとの締め切りに間に合わせるかに

なることが多いです。社史編纂も会社から任命された立派な仕事なのですが、意識の切り

替えがなかなかできにくいのも確かです。でも、社史編纂を終えられたお客様が、しんど

かったけど社史編纂やって良かったと感想を述べられことも多いのは事実です。それは、

会社の歴史に最も詳しい人になったこともありますが、会社の歴史を調べていき成長の過程

やなぜ失敗したかなど、知的好奇心をくすぐられるからではないでしょうか。重要史料が

見つかった時はまさに宝探しで財宝を発見したような興奮を味わうこともあります。 

一流の企業で、社長室の若手の方が社史編纂の専任担当になられ、初めての社史を 8 カ

月で完成させられた方がおられます。その時は編集者と夜遅くまで、メールがピンポン球

をバシバシと返すラリーを見るような勢いで仕事をこなされていました。その様子を垣間

見て凄く優秀な方だと思ったことがあります。その後その方は事業部長に昇進されたこと

を聞きました。あとで考えると会社としてはその若手社員に、会社の歴史を学ばせること

によって教育したかったのではないかと思います。 

編集者にとってお客様が社史編纂にのめり込むことほど、面白いことはありません。も

ちろん、こちらも火をつけてもらえるので燃えるわけですから。 

 

■営業 

（1）クライアントがどんな社史をつくりたいかを引き出す 

①社史製作の目的 

弊社は社史製作専門制作をメインにした出版社ですので、多くの会社の社史を製作して

きました。今や受注件数 1,700 社弱です。私は、お客さんがまず社史を何のためにつくら

れるのかを確認します。社史を作る過程、社史があることに何を期待されるかです。中に

は、背幅があり本が立つこと、世の中にない社史を作りたい、小説のような社史を作りた

いと言われるクライアントもおられます。まだカタチから入っていて目的が漠としている

場合があります。 

誰のために作るかも重要です。当たり前ですが、従業員のためという答えがまず返って

きます。では、従業員に何を学んでもらいたいのか。なぜなぜを深く掘っていくと、その

会社の本音が見えてきます。弊社のクライアントは中小企業が大半ですので、本音を知る

には社長様と面談してヒアリングするのが最も的確に目的を把握できるのですが、大抵は

お客様の担当者を通じて、その目的を探っていくことになります。ここが難しいところ

で、社史の目的を把握するための経営者アンケートもありますが、なかなか返答されずに

時間が過ぎていくのが現状です。トップ層にヒアリングできなければ、もっと、簡単に返

答して頂けるアンケートのようなものに改善が必要だと思います。 
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②企画書で具現化すること 

社史製作の目的は、企画書で具現化されていることが必要だと思っています。もちろ

ん、目的はある程度パターン化できます。「従業員に当社の歴史を知ってもらうことによ

り、創業の精神と企業理念を学んでもらう」など、よく出てくる目的です。その会社の沿

革史と創業の精神・企業理念は、当然その会社独自のものですし、沿革史の仮目次はオリ

ジナルになります。課題は、目玉企画です。企画書のプレゼン時は「ウケる」ことが必要

です。何を目玉企画とするかは、目的の課題解決になっている企画を作れるかにかかってき

ます。企画書を説明して、「もう社史が出来上がったみたいだ」と言われるように、出来

上がり像がイメージしてもらえる企画書をつくれたら、しめたものです。 

 

（2）予算感 

目的→目的の課題解決→出来上がりに社史がイメージできる企画書、と続く訳ですが、

中小企業をメインにしている弊社では、お客様の予算感を的確に予測することが重要で

す。お客様の社史にかける費用のふところ具合は、おいくらなのか。通常従業員数で、お

よその予算を予測します。そこに、何年史なのか、初めての社史なのか、社史を作りたい

と言い出したのは誰の意志か、社長か創業者かなどなどの要素も加味して予測します。次

ぎに競合他社はどこか。社史製作をメインにしているライバル企業なら見積もある程度予

測できます。予測しにくいのは、付き合いのある印刷会社。社史を作った経験が浅いの

で、雑誌や会社案内の経験から見積を出されるケースがあります。社史の出来上がりも沿

革史が浅く見た目重視が多いのですが、見積は当社より安いケースが多いです。 

弊社と印刷会社の差額を、企画書、プレゼン、専門性で、どこまで埋められるかを予測し

て、見積を作ることになります。社史製作は 10 年に一度巡ってくる機会が勝負です。印刷

会社のように毎年取引が発生する訳ではありません。そのため、今回は赤字でも他で取り

もどそうという訳にはいきません。赤字を出す訳には行きませんので、この見積なら負け

るかもしれないと思うことも多々あります。これくらいの差なら高くとも出版文化社に出

したいと思ってもらえる予算感の読み、未だに難しいですね。 

 

4．社史制作で最高点、到達点に達したと思えるお仕事とその理由 

■あるメーカーの90年史  

社史製作で最高点、到達点に達したと思ったのは、東京時代に関わったあるメーカーの

90 年史です。 

経緯は、2013 年当時斥候担当だった U さんが、私に営業担当をしてほしいと持ってこ

られた案件です。元広報宣伝部長の T さんと元役員の S さんと面談し、出版文化社がどん

な事が出来るかのメニューを欲しいと言われ提案書を持っていきました。後で概算見積も

付けました。 
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このメーカーさんは 25 年史、35 年史、50 年史、70 年史を作成されていて、90 年史は

100 年史を迎えるための中継ぎではありましたが、70 年史は大学の先生方が執筆されたも

のであり、ある特定の意図のもと書かれた部分もあり、そこを見直したいと言われまし

た。 

1 年半後には、編纂室を設けるがそれまでの間、編纂準備室として社史の製作を進めた

い。ついては社史をどのように製作していくかのアドバイスをしてくれるパートナーを探

しているとのこと。編纂準備室の間、コンサルティングができないかとの問い合わせがあ

りました。それで、コンサルティングメニューと製作スケジュールを作成して持っていき

ました。コンサルティングの期間はとりあえず 1 年間。1 年後、半年間コンサルティング

期間を更新して受注にこぎ着けた案件です。出版文化社でも初めてのケースだったと思い

ます。 

基本は月 1 回の編纂会議に参加、編纂会議前に担当者レベルでの準備のための打ち合わ

せミーティングが 1 回。月 2 回の拘束でした。当社のコンサルティングは編集長の Y さん

が担当してくれました。私は編纂会議には出席しましたが、準備のための打ち合わせミー

ティングは Y さんがメインで、次の編纂会議までに何をしてもらうかと、メーカーさんか

らの質問や相談・要望などの宿題をもらい次回に資料を作成して持っていくという流れで

す。編集の Y さんは大変だったと思います。準備のための時間が結構とられましたので、

実際コンサルティングの受注金額では大きな赤字です。ただ、本丸の 90 年史が受注でき

れば、本史以外にも資料編（当初はデジタルブックだったが WEB 資料編になる）、ダイジ

ェスト版（日本語、英語、中国語、韓国語（最終的に韓国語は製作せず）があるので、金

額的にもかけた時間マイナスは解消できる読みでした。社内会議で残時間マイナスを突っ

込まれると言葉は悪いですが、「海老で鯛を釣る作戦です」と言い訳をしておりました。

幸いにもメーカーさんに信頼して頂き、本丸の受注につながりました。年史製作に入る

と、メーカーさんも社史編纂準備室がとれ、メンバーも最終的には 6 名になり、当社も進

行管理にたけた M さんが Y さんのサポートに入り、デジタル資料編は 3 名、アシスタン

ト 3 名と大所帯になってきます。1 年位前から月間の使用時間予測と実績を管理する表も

作成しましたが、本納品が近づくと月当たりの使用時間が飛躍的に多くなりヒヤヒヤもん

でした。メーカーさんの主担当の T さんも予算管理のため、色々なケースのシミュレーシ

ョン見積を出して欲しいと要望があり、何十種類も作成しました。大型社史はまさにプロジ

ェクト管理で進行と予算管理が大変ですが、クライアント様と出版文化社のスタッフとの

一体感もあり、その分社史が完成した時の達成感はひとしおです。 

話しは少し脱線しますが、2012 年、13 年頃 CM（コミュニケーター）の改善で、電話

架電のコンサルティング会社のスリーピングエイトさんにコンサルティングをしてもら

い、東京にポイント制を導入しました。その時に主立った役職者にヒアリングが行われま

した。その中で、「社史に関しての夢は何ですか？」との質問がありました。Y さんと私は



 

 

 12 / 16 

 

くしくも日本経営史研究所が主催している優秀会社史賞をいつか獲りたいというモノでし

た。 

2020 年の第 22 回の優秀会社史賞で、メーカーさんの 90 年史が内定になったと Y さん

が携帯に一報を入れてくれました。私は家族と宮古島へ旅行中だったのですが、この時は

「やった！！」と大声が出てしまいました。「もうコレで思い残すことはない」と思った

のを覚えています。 

メーカーさんは 70 年史も獲られているので、もともと社史賞は視野に入れておられた

のでしょう。この賞は明らかにメーカーさんの編纂室メンバーの実力のお陰です。沿革史

の構成案、資料編の構成案（そして凝り性ともいえる、こんなことできない？ あんなこ

とでない？の連続でした）。そして、当社でリライトをしたとは言え、執筆者の原稿の質

の高さ。この 90 年史は、やはり「ザ・社史」です。756 ページの大作で読むのも大変です

が、読む価値のある社史です。 

 

5．社史の在り方について 

■読まれない社史 

大手企業の担当者から、「分厚い大型社史は読まれないと社長から言われている。ペー

ジ数は 100 頁くらいでいいから写真の多い読まれる社史を作れ！と言われています。」と

聞くことが立て続けにありました。今まで過去史を何冊も世に出してきた大手企業の社長

さんが、100 年を迎える時に自分が社長になって言うのですから、ここは重く受け止め

て、社史の存在意義を再構築する必要があると思います。 

大抵、社史の編纂担当になられた方は、「100 頁くらいの図録のような社史を 100 年史

でつくったら、退職された諸先輩から何を言われるかわからない、どうしたものか」と相

談を受けます。会社の歴史を残すための資料と沿革史を、10 年、20 年ごとに社史を製作

する意義は重々承知な方です。 

突き詰めれば、読まれないから必要ないのか。そもそも 500 頁以上ある社史は全部読ま

れるためにあるのか。何百頁もある社史は今まで社員全員に読まれてきたのか。 

そもそも流し読みや部分読みでもよくはないか。次世代のために歴史を残すことに意義が

あるので、必要な時に必要な人が、社史をひもとけばいいのではないか、と逆発想してみて

はどうでしょうか。 

社史の目的の 1 つには、会社の歴史をオフィシャルに次世代に伝える意義もあります。 

また、会社の歴史を知ってもらいたいという教育的な目的もある。この場合は、何百頁

もある本史をダイジェストにして、通勤電車でも読めるケイタイにすれば事足りる。新書

版でも、デジタルブックのスマホ社史でもよいと思います。 

もっと極端に言えば、ある一定期間（例えば10年置き）で、会社の史料を整理するアー

カイブ的なレールと、その期間の歴史を次世代へ残すための沿革史としてのストーリーを読

み物として残すこと。この沿革史の分量は会社によって異なるが、要は印刷して本にする
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から高くつくのではないか。別に印刷せず、デザインもせず Word 文章だけを PDF に残

すだけもストーリーとしての社史は読めるし意義がある。写真や図表は、印刷できるレベ

ルの解像度で、リンクさせて置き、デジタル・アーカイブとしてサーバーにフォルダ管理

しておけばいいのではないでしょうか。 

余力のある大手企業なら、社員や OB から専任で資料整理と執筆をさせる方法もある

し、ある程度の役職者に協同執筆させることもできます。素原稿的になるかもしれないが

中身はあるので、例えば本格的に年史を作りたいときに、その原稿や資料を渡し、プロの

年史ライターや編集者・デザイナーに任せるというやり方はどうでしょうか。 

教育的に社史をつくりたいなら、社内執筆文章と写真データ、図表データを渡せば、短

期間でダイジェスト版を作成してくれます。 

読ませる社史と記録を残すための社史は、そもそも目的が違うのではないでしょうか。さ

すれば、社内に社史を作れる仕組みを設け、定期的に社史を作れる資料やデータをまとめ

ておくだけでも社史を作る意義の半分はクリアできるのでは。あとの半分は社史をどう役

立てるかではないかということです。 

例えば、社史が役立つシーンを想像してみましょう。新卒や中途採用者に課題として読

ませること。縁あって我が社に入社してくれるのだから、我が社がどのように生まれ、社

会に何を提供しているのか、発展と苦難の歴史を知ってもらい感想文でも書かせるという

方法もあります。 

最も社史を深く読むのは、役職者で転職してきた中途採用者ではないでしょうか。特に

マネジメントをするために入った人は、その会社の歴史を手っ取り早く知ることができる

最高のツールとなります。まず、会社内の共通知識として取得する必要があります。 

あとは、在籍社員の教育として活用することですが、昇進試験に社史問題を数点付け加

えるというのはどうでしょうか。また、社史を読んで、「過去から何を学び、どう活かし

たいか」をテーマにレポートを書いてもらうという方法もあります。当社では自社の社史

を輪読で毎朝読み、1 分間感想をしたことがあります。 

ある大手の電器会社は、社史が出来上がったあと、社史編纂担当者を社史の教育係に任

命して、大作社史のレジュメを作らせ、企業理念教育と歴史教育を、社員教育の一コマに

組み込んでおられます。 

企業の社史編纂者は、社史を完成したら、とにかく肩の荷を下ろしてひと区切りをつけ

たいと思うので、社史の活用まで余力がないのが正直なところです。それならば人事部や

総務部が引き受けて、社員教育の一貫として組み込めばどうか。その役目を担う教育担当者

を、社史をつくるキックオフの時からオブザーバーメンバーとして参加してもらい、企画

などの要望にも社史の構想段階から入れておくというのはどうでしょう。どうしたら教育

社史として使えるかを真剣に考えてもらえるのではないでしょうか。「社史は未来の人へ

の贈り物」なのですから。 
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6．今後の社史はどのような方向に進化していくか 

幸いとでも言うべきかわかりませんが、当社は社史の製作会社なので、印刷は外注の印

刷会社に発注しています。 

ある会社は印刷会社でないと宣伝していますが、社史を契機に周年事業の印刷まで含め

た制作物を狙われる。残念ながら周年事業全体を請け負うのは当社ではレアケースです。

ただ、印刷を祖業として発展した社史制作会社（部門）よりも、印刷にこだわらず、次世

代社史へ舵を取りやすい出自ではあります。 

本がデジタルブックに取って代わると言われて久しいが、マンガ以外はまだまだ紙社史

が頑張っているように思えます。というよりデジタルブックの普及率が予測より大分遅い

のではないか。先程述べた大手の会社で、大型社史は読まないと喝破した社長さんはいず

れも昭和 30 年代くらいの年齢。実際スマホ世代は、Kindle やコミックシーモアなど本や

マンガでもスマホや iPad などで読む。メモもメモ帳でなくスマホに入力する。スケジュー

ル管理も Google で、という世代は紙社史よりもデジタルに馴染みが深い。昭和40年世代

が社長になる頃はほぼデジタル社史に置き換わっているのではないでしょうか。確かに

WEB 社史やデジタル社史は PC では読みにくい。しかし当社でも社史編集でプリントして

校正しているのは、昭和 30 年代から 40 年代くらい。20 代、30 代の社員は PC のモニタ

ーを 2 台使うデュアルディスプレイ（マルチディスプレイ）で校正して、Acrobat Pro

で、コメントやマーカーを使って、ゲラに朱書きを入れて、クライアントとメールでやり

とりしています。 

例えば、日経新聞の電子版の紙面ビューアーでは、紙の新聞のレイアウト画面が表示さ

れ、読みたい記事をクリックすれば、テキスト版になる。記事を保存もできるし、マーカ

ーもつけられる。昔はスクラップブックに必要な記事を切り抜いてステック糊で貼り付け

て、年月日と新聞名、朝刊か夕刊を手書きした。この手間はなくなり、保存した記事もキ

ーワドで検索できる。これは非常に便利である。情報を扱うなら今やデジタルでしょうと

なります。 

社史も社内の情報資産を集めたオフィシャルなものと定義すれば、紙社史のスタイルか

ら解放されます。沿革史をストーリーとして読むならデジタルブックのスマホ社史でも充

分で、付箋もマーカーもつけられます。さすがに資料編は PC のモニター画面の方が見や

すいですが。社史は次世代に残す記録媒体と定義すれば、加工方法は紙社史のようにデザ

イン・レイアウトにコストをかける必要ありません。 

沿革史は、テキストデータメインにスマホで読む。写真は解像度を印刷できるレベルで保

存しておき、検索で取り出せるようにしておく。年代別、年月日別、場所、ジャンル別（製

品、人物、建物など）、容量などタグをつける。イメージは、iPhone の写真のアルバムやラ

イブラリー。For You なんぞは、人物別のポートレートやこの日や地域別などで、勝手に

写真を集めて、メモリーというスライドショーをみせてくれる。社史の口絵や資料編の企

画で、「写真でみる 100 年史」や「製品年表」などを作るが、今やある程度は自動で AI が
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やってくれる。Google などが開発しているソフトを取り入れて組み合わせることはできる

はずです。 

例えば、沿革史テキストにマーカーをつけておき、写真のデータベースとリンクさせる

こともできるはず。また、難しい技術用語などは、ネット検索できるようにしておくこと

も。ただ社史は社内限りのイントラネットで管理することがメインになるので、社内の用

語集や社史テキストで詳細を説明したい場合など脚注として、別建てで作成しておき、こ

れもリンクを貼って飛ばせることはできます。 

これらは、デジタル・アーカイブを基本に、デジタル社史メニューの引き出し（ツリー構

造）を構築し、必要が生じれば目的に合わせたデジタル社史を作るという発想です。 

例えば、比較的歴史の浅い事業部の成果をアピールしたい時に、関連資料を抽出しその

事業部史を作成することもできるはずです。イメージとしては、社史の缶詰。デジタル・

アーカイブ・データを多くの引き出しに入れて置き、缶詰のように取り出して、その材料

を料理して目的別社史を作成する。 

今やタグ付のルールさえ上手く構築できれば、多くの引き出しも要らず、1 つの大きい

缶詰になんでもほりこめて抽出できる時代です。これらを仕組みとしてシステムにできれ

ば、儲かるのでないでしょうか。 

 

7．企業の社史制作担当の方にお伝えしたいことは 

社史編纂担当になって、「初めて自社の社史を読んだ。非常にためになったし、よくで

きている」と言われる担当者の方は割とおられます。まったく読んでないのではなく、じ

っくり熟読したというニュアンスですが。自社の社史をスタートに、同業の社史を読まれ

ることをお薦めします。同業ですから、業界の歴史の流れもわかっていますし、ライバル

会社なら興味をもって読めます。自社の社史と他社史の沿革史の内容の違いを意識される

と、問題点や課題が見えてきます。社史の本流は沿革史ですから、まずここを押さえるべ

きです。 

次ぎに、図書館でも行って色々な社史を見ることです。自社に献本された社史だけで社

史のイメージを固めてしまうのは危険です。最初は今まで見たことがない奇抜な社史に目

を奪われがちです。その奇抜な社史もその会社に合わせてつくられているはずですので、

他社史のアイデアが自社にあうかどうかは、客観的に見直す必要性があります。 

あれやこれやとさまざまな社史を見て、目を養う期間がとても大切です。こんな社史を

作りたいとイメージが固まってきた段階で、社史を何故つくるのか、改めて自社にとって

の社史目的を文章化してみることをお薦めします。今後、社内稟議を上げるにもコンペを

して製作会社を決定するにしても、何を伝えたいか明確化されていないと、方向性のピン

トが合いません。 

あと、業者選びですが、コンペに参加してもらう業者の実績はよく吟味して絞ることをお

薦めします。社史は何十年に 1 度か作るモノです。クルマ選びとよく似ています。10 年も
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乗らないでしょうが、1 年毎に買い換えるモノでもないでしょう。担当者としては、社史

製作にかける予算を決めるのも重要な仕事です。まずは、松竹梅的に、判型とページ数を

仮決めします。最少ページ数、最大ページ数、その中間ページ数を決めて、実績で絞った

業者数社に概算見積を出してもらいます。おおよその予算感をつかめるはずです。高すぎ

る先、安すぎる先は、外して行く方が無難です。次ぎに想定ページ数と予算の上限・下限

を決めます。 

その後は、選んだ数社にコンペを依頼します。オリエンでは①社史をつくる目的②仕様

（判型、ページ数、部数）③納期などは必須条件です。あとは、製作業者の担当者の熱意

と対応の早さなど、仕事がやりやすそうかも重要な選択肢だと思います。 

 

8．出版文化社の後輩に伝えたいことは 

出版文化社で製作した社史が毎月回覧されますが、社史のレベルがアップするときと金

太郎飴のように同じ社史がつくられていく時期とがあるように思います。当然、作り手の

熱意によって、工夫が変わってきます。出版文化社の社史づくりは、企画書から社史製作

過程まで ISO9001 の縛りもあり、ある程度標準化されています。新入社員でも 1 年もすれ

ば社史が作れる強みでもあります。ただ、そのレールに乗っかると作れてしまうので、持

っている案件が多いとついつい流してしまいがちになり、金太郎飴が出来上がってしまい

ます。守破離の言葉があるように、誰かがどこかでパターンを破る企画書や社史をつくっ

てくれると、また 1 ランクレベルアップします。 

 

以上 


