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社員第一世代インタビュー 

 

徳山 匡 

大阪カンパニー ヘリテージサービス 営業企画部、元大阪事業所長 

（2022 年 4月 26日、出版文化社 大阪カンパニー第一会議室にて収録） 

 

鈴木 出版文化社の社史・アーカイブ総合研究所、略称・社史・アーカイブ総研事務局の鈴

木と申します。よろしくお願いいたします。弊社は今年創立 38 周年を迎えましたが、社員

第一世代の知見や考えを残していこうと考え、インタビューをする企画を立てました。本日

は大阪カンパニー ヘリテージサービス 営業企画部の徳山匡さんにお話をお伺いします。

まず、徳山さんから簡単な自己紹介をお願いできますか。 

徳山 入社は 1990 年です。それ以前は大阪の出版社で 5 年半ぐらい社会科の教科書を編集

していました。教科書は 4 年サイクルで部分改訂を行いますが、基本的には小さな修正に

類するものが多く、退屈だなと思いました。今考えるとまったく若気の至りで、恥ずかしい

ことです。それで転職を考えて新聞広告で求人を探していたら出版文化社の求人があった

ので、応募したところ合格し、入社しました。 

 

鈴木 まず、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について伺います。 

徳山 新聞広告を見て入っただけなので、何を作るのかは全く考えていませんでした。面接

時に話を聞くと、いろんな自主出版物を出しており、バリエーションがあって楽しそうだな

と思いました。当時は、社史をそんなに扱っていなくて、ぽつぽつやっていた感じです。 

鈴木 主にどのような自費出版物を出していたのでしょうか。 

徳山 自費出版の分野は様々でした。句集、自分史、夫婦史、アマチュア研究家の小文集、

家系史、写真集、作品集など。ゴルフ場の写真集もあったそうです。割と多かったのは戦争

体験者の話でした。戦争から生き延びて帰国後、教師をしたり事業を起こしたりとか。自費

出版する方は当時、60 歳半ばから 80 歳ぐらいで、戦争体験が大きな共通のキーワードだ

ったのです。戦争体験と戦後の復興があり、そういう時代を背負ってきた方々でした。自分

が経験したことを子孫に伝えたいという気持ちが強く、仕事がうまく発展した人はそれな

りのお金を持っていますから、自費出版もできるのです。自分で原稿が書けなかったらゴー

ストライターに頼んで書いてもらうこともできたのです。 

その頃は今と違ってインターネットがないですから、本を作ろうかなと思った人はどう

したら作れるのかわかりません。ですが、お金を持っている方の自宅には、百貨店の外商さ

んが大体出入りしていました。外商さんに「本を作りたいのだが、何か方法はないか」と聞

くと、「できます」と応えるわけです。そういう外商さんが当社の担当をそのお客さんのと

ころに連れて行ってくれるのです。その仕組みを浅田さんがその何年か前に思い付いて、百

貨店の部長のところに通い詰めました。最初は、けんもほろろの扱いだったそうですが、1
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年間頑張ったところ、よく頑張ったということで、門を開けてもらえたそうです。今思うと

戦争体験をして、事業を成功させて、自分がやってきたことを後に伝えたいという気持ちを

持った人たちの存在に気付いて、そういう人たちにうまく合ったビジネスモデルを考え、百

貨店の外商というルートを見つけたのは、浅田さんの大変な慧眼だったと思います。 

そんなように、いろいろな自費出版をやっていた中で、少しずつ社史が入ってきていまし

た。事業を行っている人の自分史と言ったら、「自分の人生＝会社」ですので、自分史と言

いながら会社に関するエピソードなどがたくさん入っていました。そういうわけで、社史の

ような自分史、自分史のような社史がありました。その頃は、本を作ることや本を作る技術

が尊敬され、社会的に価値が認められていました。当時、世間知らずの若輩者だった私でも、

本を作る技術があるというだけで商売ができた有難い時代でした。 

 

鈴木 当時はどのような気持ちで社史制作に取り組んできたかお伺いしたいのですが。 

徳山 1991 年にバブル経済が崩壊し、景気が悪化していく中、お金のある方々も資産の先

行きに不安を持ち、自費出版の受注も心細くなってきました。また、競合会社が増えてきて、

自費出版の受注競争が激しくなってきました。ライター付きですと料金が高くなるので、売

れませんでした。ましてや、お客さん自身がワープロで原稿を書くケースも出てきますから、

料金を高くすると売れなれないのです。並行して少しずつ受注が入っていた社史でしたら

客単価も確保できるので、社史のウェイトが徐々に高まっていきました。当時は、自分史の

DMと社史のDMがあり、名簿を買ってDM を出していました。意識的に社史にシフトし

たというより、両方やっていて、結果として社史に行ったという感じです。 

社史の開拓をする中で、1993～94年頃、浅田さんが A 銀行系のＢ社と、Ｃ社に社史セミ

ナーの企画を持ち込み、開催することになりました。どの会社も社史の作り方がわからなか

ったのです。大企業は過去に何回か社史を作っていることはありますが、戦後に設立された

会社や、中堅企業でも社史を作ろうと考えるようになっていました。戦後 50年が近くなっ

てきたので、それで社史ニーズが増えてきたわけです。いずれの社史セミナーにも多くの人

が参加。その中で提案した企画が受注したケースがたくさんありました。 

 その頃の自分は社史に関して、その会社さんにとっての意義や社会的な価値について深

く考えてはいませんでした。今はさすがにそんなことはありませんが、当時はただ、「注文

をいただく」という営業マンとしての面白さが半分、本を作り上げていく面白さが半分とい

ったところでした。お客さんから資料を借りて、どんな歴史像で仕立てたらしたいのかとか、

どんな本に仕立てたいのかとか、いろいろ考えて、お客さんと一緒に作っていく面白さはあ

ったと思います。 

 

鈴木 これまでの代表的なお仕事を教えていただけますか。 

徳山 社史の営業をする他にどのようなことをしてきたかというと、1990 年代の最初は一

番の若造ですからとにかく営業をしていました。それから 1994 年秋から 97 年夏まで東京
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に行き、畑さん、宮正さん、吉田さんたちと受注先を広げていき、東京で社史を受注できる

ようになりました。97 年秋に大阪に戻る頃には、当社の規模も少し大きくなり、社史の営

業以外のこともやり始めました。その頃、インターネットが出始めており、当社も浅田さん

が外部の SE さんに頼んでホームページを作りました。私はその頃、ホームページのことが

よくわからなかったのですが、インターネットにつながるパソコンが 1 台あったので、み

んなが退社した後、ビールを飲みながらネットサーフィンをしているうちに、これはなかな

か面白いものだということがわかりました。 

 大阪の事業所長に就いたので、営業以外に会社のインフラ整備もするようになり、まずホ

ームページをメンテナンスしている人とやり取りするようになりました。ちょっとした修

正などはその方にいちいちお願いするのも面倒なので、やり方を教えてもらったところ、簡

単にできることがわかりました。最初はその人が作ったホームページのテキストの書き換

えなどをするレベルだったのですが、段々と興味が広がってきて、2000 年頃には新しいホ

ームページを自分で作り始めました。既存のホームページと同じドメインでデザインを変

えたり、今のドメインでデザインを変えた一新したものを作ってみたり、それから何年か経

ってから別の社史サイトを作ってみたりしました。これはデザイン会社に外注しましたが、

主にどんなものかを考えたり、取りまとめたりするのは自分でやって、デザイン会社とやり

取りして作りました。 

 また、社内のＬＡＮの管理をしたり、たまに通信が落ちたりしますのでその対処をしたり、

新しくケーブルを引いたりとかもしました。メーリングリストを趣味の集まりで使ってい

て、便利だと思っていたので、無料のサービスをダウンロードして社内のメーリングリスト

を作ったり、メールの管理人もしたりしました。新しい人が来たらその人のメールボックス

を設定したり、辞めた人の受信メールの処理をしたりしました。 

 それから、2001 年からですが、営業用のデータベースを作りました。当初、ＣＭ（コミ

ュニケーター）さんが会社年鑑を基に電話して、アポイントが取れたら紙のシートに書いて

営業に渡していました。しかし、シートがなくなったり探せなかったりして完全に管理する

ことができませんでした。そこで、外部のシステムエンジニアと一緒にデータベースを作り、

大阪と東京にデータベースをリリースして使うようになりました。データベースについて

はその後、2011 年ぐらいに改定して、ポイントランクを導入しました。周年の種類と周年

の近さと会社の規模、この 3つをキーワードにして、大事な会社と、重点的に電話でアプロ

ーチする会社と、適当でいい会社と、もうしなくていい会社に仕分けることにしたのです。

これはかなり効果があったと思います。データベースについては 2018 年ぐらいにまた改定

をして、今度はクラウドで運営するようにしています。 

 その他、図書館の社史収蔵拡大に手を付けました。これは 2009年ぐらいからです。神奈

川県立川崎図書館が社史を多く収蔵し、大阪府立中之島図書館では社史が開架になって並

んでいます。そういうのを見まして、出版文化社が作った社史を図書館に寄贈していき、出

版文化社製の社史が多数を占めるようになれば、社史編さんの担当者が図書館に行ったら
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問い合わせをしてくれるだろうと考えたわけです。最初に神奈川県立川崎図書館の蔵書検

索で当社製のものを調べていったら、ぽつぽつと数えるほどしかありませんで、がっかりし

たものです。 

東京と大阪を中心に社史の収蔵の多い図書館を 10館ぐらいピックアップし、社史の寄贈

受け入れを打診した上で、承諾を得られた図書館をリスト化しました。そして、企業などに

対して、「この図書館は社史を多く収蔵しているので寄贈してください」「御社の作った社史

は社内で使うだけでなく、公的な施設にも残したら何十年後も何百年後も残るものだから、

値打ちがあります」と言って、図書館への寄贈を促しました。寄贈の状況を時々チェックし

ました。川崎図書館は蔵書検索ができるので、ある期間に出版文化社で作ったはずの社史が

寄贈されていないことがわかれば、お客さんに連絡を入れて「寄贈してあげてくれませんか」

と再度お願いしました。そうするうちに、川崎図書館との関係が深まっていきました。向こ

うからしたら、当社経由で社史がたくさん来ますから、有難いわけです。そのうち図書館寄

贈は当社経由であまりしなくなりました。川崎図書館自体が当社のことをチェックしてい

て、例えばホームページで当社の実績を見たら、そろそろできてそうだと企業に直接電話し

て寄贈をお願いしているようです。お客さんのほうから「川崎図書館からこんなことを言っ

てきたよ」と言われるのですが、専門の図書館だから、社史に関しては鵜の目鷹の目で探し

ているようなのです。当社の商売を離れて社史が残っていくのは、すごく値打ちのあること

だと思います。 

 受注リストというのも作りました。現在、業界別リストと言っているのがあって、少し前

まではうまく回っていたのですが、業務台帳管理システムの「ダビンチ」を導入してから整

合がとれなくなって、更新が滞っていると思います。ところで受注リストですが、当社が社

史中心の出版社であればその実績を取りまとめたり、過去の社史を調べて 10年後にアプロ

ーチをしたりするのもいいのではないかと考えました。最初に手を付けたのは2006年です。

2006 年頃にそれまで作っていたいろいろな受注リストを集約したのです。その時点で私は

当社社員で最古参の 1 人だったのです。もう一人、東さんというすごい営業さんがいたの

ですが、それに次ぐ長い社歴でした。昔のことも大体わかるし、自分が入社する前のことも

いろいろ話は聞いているから、ある程度はできるであろう、またそれは自分のすべき仕事だ

とも思ったのです。社史受注第 1号はＤ社さんで、そこからずっと時間を追って 2006 年ま

での受注のリストを作ったのです。 

その後は 2014 年ぐらいに少し手を入れて、それまで作ったものを見直して、間違いをチ

ェックして直したり、新しいデータを追加したりしました。ちょうどその頃、経理で意欲的

な人がいて、その人が「そういうものがあるのなら、経理のデータとくっ付けたら更新しや

すくなります」とアドバイスしてくれました。彼にその仕組みづくりをお願いすることにな

り、その頃の終了業務台帳からCSVを出力して受注リストにくっ付けていくことにしまし

た。それによってある年限以降のデータは本の仕様、担当者、収支関係がわかることになり

ました。前の社史はいくらで受注したのか、きちんと利益が出たのか、制作時間はどれくら
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いかかったのかがわかるようになってきました。そうしたら、10 年前の社史の 10年後の営

業ということだけでなくても、例えば 500 ページのものだったら、どのくらいの時間を要

するものなのかなども調べようとすればできるようになりました。私や一部の社員はかな

り活用していました。また、この頃だったか、浅田さんが「社史の編集制作年数が何万年」

とか言い始めて、例えば受注した●年史の数字を全部足すと 2 万何千年などとなり、それ

は先土器時代に相当するのだとかいうことです。わかったような、わからないようなアピー

ルですけれども、その計算がしやすいような細工もしました。 

リストはホームページにも掲載したりして当社のブランディングに大いに役立ったと思

います。しかし、今はあまり更新していません。管理を自分から他の人に移す際に、ISO の

受注礼状など他の色々な施策と絡めたフローにしたのですが、そうすると各部の担当が変

わると段々と更新が滞り、ついには担当が辞めるとその人の部分でフローが途切れ、時間が

たつと事情がまったくわからなくなってしまいます。仕組み化は良さもある反面、このよう

なリスクもあります。いずれにしても、一生懸命にやる人がいないと、いくらフローを整備

しても駄目ということです。 

また、情報セキュリティーの面で基準が厳しくなっているのと、お金の話はあんまり誰に

でも彼にでも見せないほうがいいだろうということになったのも、あまり使われなくなっ

た要因です。ですが、当社は記録の大切さをお客さんに説教しているわけですから、自身が

医者の不養生ではいけないと思います。 

 あと、2006 年から数年にわたって、海外の社史の調査も行いました。これは取り立てて

成果は得られませんでしたが、主に米国の図書館司書とのやり取りはとても楽しいもので

した。自分は英語がわずかにできる程度、他の外国語はまるっきりできませんので、さほど

価値ある知見は得られませんでしたが、少なくともアメリカでは日本のような形の社史は

あまりありませんというのが結論でした。 

社史の活用度調査も 2010 年頃、実施しました。社史は納品したらそれっきりになってい

ることが多いので、その後、お客さんは使ってくれているのだろかと疑問を持ちました。使

ってもらえないものなら、そのうち作られなくなるだろうと思いました。活用度調査には約

100 社が協力してくださったのですが、社史は作ることに最大の意義があって、実際はあま

り使っていない、それでいいではないかという誠にガッカリなコメントでした。意気阻喪し

ましてその調査はそれっきりです。 

 

鈴木 社史制作においてこれまで留意してきたことお伺いします。 

徳山 とりあえずお客さんの言うことを全部聞いてみることでしょう。話をさえぎらずに

最後まで聞くということ。それと、お客さんの属している業界、その産業でのお客様の立ち

位置などに関する知識とか想像力も必要です。産業の中での位置付け、会社の規模、仕事の

進め方などは会社によって全然違います。会社が大きくなればなるほど、あるいは産業界の

中で突出すればするほど世界の動きと絡んできますので、その辺の知識も付けないといけ
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ません。その会社の品物がなかったらある製品が成立しないといった会社になると、たとえ

企業規模が小さくとも、有力企業といえます。そうなると日本国内だけでなく、外国や海外

経済とも絡んできますし、その会社さんの行動様式や要求事項も一流企業と同様になって

きます。そこを見誤るとトラブルになります。 

 

鈴木 これまでの社史制作で最高点、到達点に達したと思えるお仕事について教えてくだ

さい。併せて、その理由も教えていただけますか。 

徳山 到達点というのはないです。全部途中、まだまだだと思います。印象に残っているも

のとか、自分なりに「これはよくできたな」と思うものは、例えば E 社さんの文庫版 50年

史や、F 社さんの 100 年史です。  

E 社さんは、社長さんから「読まれる本にしてほしい」という要望がありました。読まれ

る本とはどのような本かと考えたら、サイズとしては小さい本だろうと思いました。社史の

判型は大体 B5 か A4 で、特に A4 は大きいので読むのに机が必要です。単行本か文庫本の

サイズだったら机は必要なく、電車の中でも読めると。ただ、サイズが小さくなったからと

いって、社史を気軽に読むだろうかと疑問がわきました。「読まれる本」を目指すなら、難

しいことは言わずにお話にしたほうがいいと考えました。それで文庫版で縦書きにするこ

とを企画しました。横書きにすると数字を入れたくなりますが、縦書きで数字を入れると読

みにくくなるため、なるべく簡単な言葉遣いになるからです。この内容で提案すると、承諾

いただけました。 

 次の F 社さんの 100 年史は、分冊方式にしました。会社の歴史をきちんとまとめた正史

と、今後の展望について書いた薄い冊子を作り、ケースに入れました。ケースに付けた帯に

は「この本は面白いから、ぜひ読んでください」という趣旨の宣伝文句を書いたところ、お

客さんにはすごく喜んでいただきました。 

 G 社さんの仕事も印象に残っています。滋賀県を中心に福井県、京都府、大阪府にかけて

事業を展開している会社です。その会社が一番大事にしている理念がストーリー展開の軸

になっていたり、滋賀県や福井県、京都府、大阪府のマーケットの動きにも言及し、同業他

社の動向もわかったりします。競合大手が自分たちの商圏に入らないようにどのように頑

張ってきたか、業界内でどうやってランクアップしていったか、ということも書いてありま

す。自社ことだけなく、業界全体に目配りしてあり、良い内容だと思います。 

 その後取り組んだH 社さんの 50 年史もあります。これは正史が 3分冊、お客さん用と家

族用も作りました。さらに、地域に開かれたスポーツ大会（野球大会）で「50 周年記念で

す」と配るためのパンフレットも作りました。パンフレットはお客さん用と家族用を組み合

わせて作りました。また、OB さんにインタビューしている時の映像も撮りました。この映

像は結局、日の目を見なかったのですが、社史を通じて様々なことを試させていただきまし

た。 

この時に大きかったことは、提案書のキーワードとして「不易流行」を明確にしたことで
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す。意味は、新しさを求めて絶えず変化する流行性こそ、永遠に変わることのない不易の本

質があり、不易と流行は根元において同一である、とする松尾芭蕉一門の俳諧理念の 1 つ

です。当時おられた営業の東さんの発案です。それまでも使っていたかもしれませんが、東

さんが「不易流行」の説明文を書き、私がレイアウトしたらすごくわかりやすくなって、そ

れを現在も割とみんな使っていると思います。 

 社史制作に際し、基礎情報台帳を作ろうとしたのですが、資料があまりありませんでした。

ただ、社内報だけはたっぷりあったので、お客さんの本社のある京都に住んでいるフリー編

集者さんにお願いして、会社の編纂室に詰めてもらい、基礎情報台帳の入力をやっていただ

きました。その際、取り上げたい事柄を ABC 分けしてもらいました。基礎情報台帳の作成

とABC分けという手法が、出版文化社の社史制作のノウハウの根底になっていますが、そ

れが明確になったのもこの時です。社史は出来上がりもさることながら、制作ノウハウの整

備も進んだのです。  

 あとは、京都にある I 社の仕事です。社内教育用の社史の作成で、外には出さず、存在す

ることも秘密にしてほしいと言われました。社史は外に流通させると、当たり障りのないこ

としか言えないから本当の社史ではないというのが理由です。いろいろ話し合って原稿を

作るのですが、社長が確認したら皆ボツになります。「これはいかん。全然わかっていない。

誰が書いたのだ」と、ケチョンケチョンに言われるのです。それでも何とかしないといけな

いので食らい付いていたら、「この人は話を聞きに来てほしいだな」と薄々見えてきました。

ケチョンケチョンに言われながら行っているうちに「おお、来たか、来たか」という感じに

なってきました。相変わらずボロクソに言われるのですが、そのうち「俺が話すことをその

まま書け」ということになり、そのまま書いたら「よし、よし」ということになって、完成

しました。その時は、我々もお客さんの担当者も脱力状態になりながら。残っていた外部向

けの社史も制作しました。 

 東京に勤務した時に印象に残っているのは、J 社の 100 年史です。これは畠山さんと一緒

に営業しました。500 ページぐらいの正史と 100 ページ弱の英語版と 15 分ぐらいの映像の

3 つを作りました。英語版は普通、日本語版のダイジェスト版を英語にして制作しますが、

この時は日本語版のダイジェスト版がなく、いきなり英語版を作成することになりました。

編集の宮岡君がうまいこと作って、大好評でした。映像は当時映像担当だった箕輪君と安藤

君がかっこよく仕上げてくれて、お客さんに大喜びしていただけました。正史のほうは難航

しましたが、結果的にりっぱなものができました。 

 東京時代はもう 1 社、K 社の仕事があります。日本では業界トップの会社で、この業界の

会社の社史としては漏れのない出来栄えだと思います。編集は吉田さんで、吉田さんとお客

さんの担当者さんががっぷり四つに組んだ感じでした。担当者さんは学者肌の人で、吉田さ

んでなかったら完成してなかったのではないかというくらいでした。文章のクオリティー

に対する注文もレベルが高く、時間がない中で原稿の読み合わせに行ったりしました。すご

く時間がかかったのですが、後任の営業の畠山さんがいろいろとフォローしてくれました。 
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鈴木 そもそも論になりますが、社史の在り方について、どのようにお考えですか。 

徳山 社史は会社さんによって、いろいろな意味合いがあると思います。社員のご家族に会

社のことを知ってほしいとか、今この時に縁あって集まった仕事仲間としての連帯感を確

認したいとか、ある特定の事柄があってそれを残していきたいとか、自社が行ってきたこと

を思い出してもう原点を確認したいとか。しかしいずれの場合であっても、最もベースにな

るのは記録だと思います。記録を取る、残していくことです。ただ、社史は自社が作るもの

なので、手前みそになりがちです。そこを捉えて、社史は自慢話ばかりだとか、面白くない

とか、都合の悪いことはうまく隠しているとか、いう悪口もあります。それもあながち的外

れではありません。自画像を描いてもらうのに実際より不細工に描いてくれという注文は

ほぼしないものでしょう。社史を会社の自画像(文章ですが)と考えれば、多少、自慢や誇張

もあってよいと思います。ですが、都合の悪いことは隠すとか経営戦略上、オペレーション

上の大失敗を隠すとかいうことになると、これはどうかと思います。後世の社員たちが同じ

失敗に陥る可能性があり、悪く言えば後世の社員たちに落とし穴を仕掛けるようなものだ

と思います。 

社史が自費出版である以上、そんな欠点というかリスクはつきものですが、様々な会社の

社史があって、それらを集積していけば、日本のその時々の全体像がかなり正確に再現でき

るものだと思います。日本の産業史の史料として、社史はとても大切です。 

 また、自社の昔の事柄をきちんと伝えるのは値打ちのあることだと思います。最近、社内

限定社史の制作依頼があります。例えば、技術開発の歴史とか、創業から現在まで行ってき

たことを他社の社名も含めて包み隠さず書くとか。良好な関係下で行った事業や関係が悪

化した事業、自社にとって不都合と思われる事案についても言及しています。そういう社内

限定社史こそ出来がいいのです。なぜ出来がいいかと言うと、外の目線に忖度することなく、

自分たちの言いたいことや、残したいと思っていることを包み隠さず書いているからです。

ある意味、これはいい流れだと思っています。できればこういった社史も図書館に集積して

いければ、先ほど申しました日本の産業史の史料として超一流になりましょう。すぐには難

しいですが、例えば 30 年間は公開しない前提でそういった社史を収蔵していく機構がつく

れればいいですね。 

 自分たちとしては、なるべく多くの社史制作に関わることで、多くの社史が残されていき、

図書館にも収蔵されていく。そして 100 年後、200 年後、20 世紀末から 21 世紀頭にかけ

て、社史がすごく増えていますね、それがずっと続いていますね、と後世の人に言ってもら

えたら嬉しいです。 

 

鈴木 今後の社史はどのような方向に進化していくかと思いますか。 

徳山 最もわかりやすいのは、情報技術や IT 化との絡みです。一般的に印刷物での本を読

まなくなり、インターネットや電子ブックで読むようになっています。社史もそれに対応し
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ていかないといけないと思います。ハードを意識したデジタル化も必要でしょう。例えばデ

ィスプレイです。最初はブラウン管だったのが薄いディスプレイになりました。デスクトッ

プも薄いし、ノートパソコンはもっと薄い。そのうちタブレットが出てきて、現在はスマホ

がネットのデバイスの主軸になっています。今後も小型化・薄型化が進むと思います。例え

ば紙のようなディスプレイや、折りたためるディスプレイです。そのような端末に対応した

見せ方ができるデジタル社史を考えなくてはいけないと思います。 

本は一旦出版し、一旦流通してしまうと、秦の始皇帝のような人が不幸にもまた出現して

本を集めて焼かない限りはずっと残ります。図書館に収めた本は、図書館が管理していく意

思さえあれば、ずっと残ります。書き換えはできません。なので、昔作られた出版物を見れ

ば、過去の出来事が現在にも影響していることが比較的正確にわかります。それに比べてイ

ンターネットの場合、取り下げや差し替えが容易にできます。これは良い面でもありますが、

記録という点で言うと悪い面があります。 

私が危惧しているのは、記録を残すことの重要性について世の中全体に認識が薄くなっ

ていっているというか、記録されたものへの敬意が侮蔑に変わっていっているのではない

かということです。1990 年代後半から 2010 年頃にかけてせっかく情報公開法や公文書管

理法などを作っておきながら、公文書の管理がずさんだったり、記録を改ざんしてあったこ

とをなかったことにしたり、都合の悪いことを隠したりすることを、政府からして行ってい

たことです。モリカケサクラでの隠蔽・改竄・詭弁は言うに及ばず、政府のまとめる統計で

は集計基準をこっそり差し替えるという、常識はずれな作業が日常に行われていました。こ

ういったことに対し一時批判は起きましたが、当該官庁も政治家も、大方の国民もそういう

ことに対して無関心になってきています。この有り様ではメーカーのデータ偽装など起こ

るべくして起こったと言えるでしょう。こういった話は世界的な傾向のようですが、特に日

本社会において情報の扱い方に対する意識が劣化しているように思えるのです。そういう

ことではいけないと、昔の人たちが後の教訓になるように、いろいろなことを残してくれて

いるのに、それが役立てられていない。私自身も何とかしたいと思っています。 

 そういう意味で言うと、社史という媒体にインターネットはあまり馴染みが良くない。デ

ジタル社史とは別に、本の社史を守っていくのだという方向付けをしていかないといけな

いと思います。改ざんや、あったものをなかったことにする風潮は逆風になってくるでしょ

うが、「そうではないでしょう」ということを我々の仕事、我々の業界としては言っていか

ないといけないのではないかと思います。自分たちだけの、自分たちの商売のためだけの社

史ではなくて、日本の情報インフラ、記録インフラとして社史を捉え直さないといけません。

社史業界の中で出版文化社は、そういうことが言える地位にいると思います。 

 

鈴木 企業の社史制作担当者にお伝えしたいことを伺いたいのですが。 

徳山 普段仕事をする中で、昔のいきさつや歴史的なことを意識することはほとんどない

と思います。威勢のいい経営者の中には「そんな昔のことを知ってもどうにもならない」「大
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事なのは未来だ」と言う人もいます。私からすると、「大事なのは未来ですけれど、その未

来を考えるために歴史的ないきさつを参照する必要があるのではないでしょうか」と言い

たいのです。社史を制作するというのは、一見遠回りのように見えますが、自社が過去どう

いうことを行ってきたか、どんな理由で変化してきたかを知っていたら、今後のことを考え

るのにもすごく役に立つはずです。ほとんどの社員が自社の歴史を知らない中、自分だけが

知っているということは、すごいアドバンテージだと受け止めたらいいと思います。 

 また、社史を作る時、部門横断的にいろいろな部署からメンバーが集まって一緒にものを

作っていくので、自分が所属している部署以外の人たちと知り合いになれます。社内各署に

知り合いがいたら嬉しいし、何か困った時に違った視点でアドバイスしてもらえていいの

ではと思います。 

 心構え的には、いい社史を作りたい、いい社史を作って自分の会社の価値を皆にも知って

もらいたい、といった使命感は大事なのですが、使命感だけが 100％ですと、いつまで経っ

ても社史が完成しない懸念があります。そこは割り切りが必要です。時間で割り切るのです。

具体的には完成時期で割り切ります。質は人によって基準が違うし、質は高めようとすると

きりがないのですが、時間は「完成時期は何年何月まで」と客観的に見えます。そのために、

ここまでは粘るけれど、ここまで粘っても駄目だったら諦める、という見極めができるので

す。また、時間で切っていくためには、完成時期の理由も必要です。例えば、周年式典の時

に配るためとか、式典の様子を入れて配るためとか、年末に配って家でゆっくり見てもらっ

て家族にも自社のことを知ってほしいなとか。そういうような大義名分を同時に考えてお

くといいと思います。完成時期があやふやになってくると、直しが続いたり、挙句の果てに

社史制作の企画自体が雲散霧消したりすることあり得ると思います。 

 

鈴木 出版文化社の後輩に伝えたいこともお伺いします。 

徳山 出版文化社の社史を作るサービスは、浅田さんが言うところの「第一世代」の人たち

が中心になって作ってきたものです。自分もその 1 人です。この年代は社史が作りやすか

ったと思います。というのは、この年代は大きな物語を共有しているからです。それは戦争

と敗戦です。敗戦から立ち上がっていく高度経済成長、日本経済が絶好調と言われて世界中

を席巻するバブル景気、そしてバブルの崩壊、その後グローバル化が進み、中国が台頭して

くる。このように、戦後、世の中の様子が変わっていくのを体験しているのです。 

戦後間もない頃の子供たちは、私も含めて大体貧乏でした。戦争の傷跡も近くにありまし

た。大阪の人だったら森ノ宮の砲兵工廠の焼け跡だったりします。しかし、みるみるうちに

物が増えていきました。私が小学生の頃、世界の大企業について授業で習ったとしたら上位

に日本企業は 1 社も入っていませんでしたが、大学生になると、世界の大企業上位にトヨ

タ自動車やＮＴＴなど日本企業が何社も入っていました。そういうふうに社員第一世代は

日本が発展してきた経緯を共有しているのです。なので、社史が作りやすい。その大きな物

語にフィットする形でその会社の社史を作ると、大体当たっているのです。 
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 一方、当社の社員の一番若い方の世代になると、生まれた時から「失われた 30年」の中

です。この時代は、日本全体がどういう方向性をとっていいのか迷っている状態でした。そ

ういう背景があり、若い世代は歴史に対するイメージや、お客さんの社史を制作する際の物

差しになるものがないのです。私たち第一世代だったら、戦後の復興から高度成長、バブル

景気と崩壊と、その辺の体験が物差しなのですが、それがない若い世代は社史に関わる上で

やりにくかろうと思います。それでも細かく見ていったら、いろいろな分野で物差しになる

出来事はありますし、関心の持てる分野を調べて自分の人生と突き合わせ、「物差しはこれ

で行こうかな」というものが持てれば、やりやすくなるのではないかと思います。そのため

には、なるべく幅広く本を読んでみるとか、気に入った分野に対しては 10冊ぐらいまとめ

て読んでみるとかすると、大体のことはわかってくると思います。 

 今の出版文化社の社史の作り方は、第一世代が自分らのやりやすいように作ってきた面

があります。それは他の人にとっては作りにくい面があるでしょう。ですので、やり方は変

えていってもらっていいと思います。ただ、社史というのは記録として大事なものだとか、

書物として残すのは社会的に意味のある活動だとかといった根本的な認識は変えてほしく

ないと思います。 

鈴木 いろんなお話をお伺いさせていただきありがとうございます。 

 

 

以上 


