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社史を読めば、会社の未来が見える（後編）
̶課題解決のための社史活用術̶

斉藤 典彦（さいとう のりひこ）
東レ（株）社友
慶應義塾大学法学部法律学科卒。1969年東洋レーヨン㈱入社。繊維営業を15年間経
験後、1984年に広報宣伝室広報課に異動。1994年広報室長、2003年取締役IR室・
広報室・宣伝室担当IR室長、2006年常務取締役総務部門長、法務部・IR室・広報室・
宣伝室統括、2008年専務取締役CSR全般・総務法務部門・IR室・広報室・宣伝室統
括、2012年退任。

はじめに
　会社を知るために皆さんは何を参考にしている
のだろうか。会社が公表している会社情報はどう
か、証券会社の発行しているレポートはどうだろ
うか。何か深刻な事態が起きた時にその会社はど
う対処するのか、将来ビジョンは期待してよいの
だろうか。その会社の行動の規範性はどの程度な
のか、その会社は持続的に成長する可能性がある
のだろうか。そうしたことを知りたい方々はその
会社の沿革である、社史を読むことをお勧めした
い。
　会社は社史を制作し、①取引先や関係先に贈呈
する、②マスコミ記者や証券アナリストに提供す

る、③図書館に寄贈する、④役員・社員に頒布す
るなど活用するのが一般的である。そして、読者
はこれをどのように活用するであろうか。本稿で
は社史の活用法として、①社長・役員の教科書と
して、②ブランディング活動の一環として、③コ
ミュニケーションの手段として、④リスクマネジ
メントの事例集として、⑤（組織や社員、さらに
会社としての）アイデンティティーの確立のため
に、⑥社員教育・動機付けの材料として、最後に
⑦（散逸しかねない社内資料や情報を、次なる社
史制作に資する目的で）整理・保管・記録しつつ
更新していく、アーカイブの構築を図る契機とし
て活用する、などを紹介する。

Point
❶  前編では、2018年 5月に発行した『東レ90年史』編纂に携わった筆者が、発行の目的、制作
体制、執筆方針、執筆者が込めた想い、新たに明らかにした史実などについて触れつつ、社史編纂
の課題、読んでもらう工夫、史料の更新に向けた提案、などに言及した。

❷  後編では、社史の活用法を提案する。役員・社員が過去の経営を深く知ってその風土を継承するた
めに学ぶ、いわば温故知新的な効果を期待しつつ、企業と社員のアイデンティティーの確立や、ブ
ランディング、リスクマネジメントの教科書として活用してほしい。

❸  また、投資先や転職先の会社の歴史を知れば、将来の経営判断に影響を与えるであろう一定の規範
性を見いだすことができ、内在するポテンシャリティーに触れることでその会社の発展性や可能性
に期待する糸口をつかむこともできるので、社史や沿革に注目してほしい。
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1．社長・役員の教科書として
　社長は会社の経営風土を継承しつつ創造する立
場にあるから、歴史のある会社の社長であれば、
また社長を目指す者であれば、社史の中から先輩
社長の経営判断とその根拠について学んでおく必
要がある。経営の目的は企業価値の向上であり、
それを期待するステークホルダーに実績で成果を
示すことが社長の最大の役割であり、高い目標を
掲げても達成できずに期待を裏切ることになれば、
たちまち評価は覆る。即ち社長の評価と企業価値
は、いずれも実績によってステークホルダーが決
めることであって、経営者や会社がいくら言葉を
尽くしてアピールしたとしても世の中の評価を変
えることは難しい。オーナー会社の社長でなけれ
ば社長の在任期間はせいぜい数年であり、その期
間内に大望を成し遂げることはもともと困難であ
る。しかし代々の経営者から継承された実績に上
乗せして成果を積み増すことができれば、それが
評価につながる。社長は謙虚に前任者までの経営
を学び、後継者に引き継ぐまでの駅伝ランナーと
して任された区間を懸命に走り続け、不祥事で交
代するようなことなく自らの判断で引き際を見極
め、襷

たすき

をつなぐ時には後任社長に明るい未来を手
渡せるようでなければならない。そのような社長
であるために、社史は必読書である。
　筆者は長年の間、広報担当者として東レの歴代
会長・社長と親しく接する機会を得た。広報担当
者は社長の挨拶や講演の原稿、記者会見の質疑応
答集を作成することが多いから、その考えには精
通している必要がある。社長の考えが昨日と今日
では微妙に違っているかもしれないから、常に密
着している必要がある。筆者が広報課長であった
頃、当時の社長には何でも質問して回答を引き出
し、それで学ぶことが多々あった。広報室長にな
ると、経営判断の場面に立ち合うようにと、常務
会や経営会議への陪席を許された。やがて筆者が
取締役となり全社会議で議案について経営判断を
問われる時期が来た時、筆者は深く関わりを持っ
た歴代の社長だったらその案件をどのように判断

するだろうかと考えた。A社長ならどうなのかB
社長ならどう考えるであろうと想像した上で、自
分はこうと判断した。当時の現役社長がどう考え
るかと忖度したり、その顔色を窺うようなことは
しなかった。
　会社の歴史は経営判断の歴史である。どのよう
な経営環境下で、その出来事についてどのような
根拠で誰が何と言い、誰がどう判断したのかなど
という生々しい話まで社史に書ける訳もないが、
筆者がその場面に立ち会ってきた経営判断のプロ
セスも含めて、簡潔に記すよう努めた。経営判断
には、日常の決裁をしていく際の小さな判断と経
営の方向性の舵を切るような大きな判断がある。
前者では多少間違っても、後者の判断、即ち経営
の舵取りを過

あやま

たなければ、社長は役目を果たした
ことになる。時代変化の中で歴代社長がどのよう
に舵を取ってきたかに着目し、これから社長・役
員を務めることになる後輩たちのためにその経営
判断のヒントになるであろうことを確信して、東
レ90年史を取りまとめた。

2．ブランディング活動の一環として
　企業が持続的に発展するためには、社内外で企
業ブランド価値を向上させる必要がある。製品の
品質や性能、サービスの質の向上で顧客満足度を
上げつつ、社員満足度も向上させる必要がある。
そうしてブランド価値を高め続けることはもちろ

写真 1　小史（和文・英文・中国文）

出所：東レ（株）
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ん重要であるが、事故や不祥事でブランド価値を
損なわないようにすることは、より重要であると
もいえる。落ちたブランド価値を引き上げるのは
並大抵の困難ではなく、年月もかかる。企業価値
と企業ブランド価値はほぼ同一のものだが、ブラ
ンドはそのもの自身で対価が発生するものであり、
いざ買い取ることとなれば企業買収とは別の評価
額が算定されるものであろう。究極の企業価値は
資産価値なので、価値の高いブランドは企業価値
を上回るかもしれない。そのブランド価値は一朝
一夕に生まれるものではなく、会社の歴史がそれ
を生んできたのである。
　ブランド価値は放っておいて高まるものではな
く、それを高めるには戦略的な対応が必要であろ
う。そのブランド戦略を専らマーケティング活動
と捉えるのは誤りであり、経営戦略に基づくもの
でなければならないことから、ブランド価値の向
上は優れて最重要な経営課題である。その会社の
行くべき方向が示されないことにはブランドは可
視化できないから、多くの会社は「将来ビジョン」
を掲げる。しかしそれは往々にして抽象的であり、
「企業理念」のようにA社もB社も同じようなこ
とになっており、オリジナリティーを主張するの
はなかなか難しいものだ。そうしたビジョンや理
念に理解を仰ぐとすれば、それらに基づいた企業
行動の成果や実績を示すことで初めて信頼に値す
ることになるのであろう。
　取締役でなくとも会社幹部であれば、自らの担
当分野で持続的な成長に取り組む方法を見いだす
必要がある。また業績は景気で左右されることも
あり株価は会社事情以外の要因で変動するから、
持続的に企業価値を高めるには、東レの経営がそ
うであるように、長期の展望を掲げつつ中期の課
題に対して解決の方策を示し、実施した実績を公
表することでステークホルダーの信頼をつなぎ留
める必要がある。「健全な実態に薄化粧」とは、筆
者が東レの広報を長く担当してきた基本姿勢で
あったが、長期的に健全な企業実態を維持し続け
るためには体制作りから社員の意識変革まで息の

長い活動が必要であり、市場や社会との対話も極
めて重要であろう。
　社外評価を高めるには、アウターブランディン
グより社内向けのインナーブランディングがより
重要であるともいえる。社員にとって仕事が充実
していて給与がそれに見合う満足な額であり、上
司の評価も適切であり職場の居心地がよければ、
その会社の知名度や規模がどうであれ、満足度は
高いはずである。そのように、まずは社員の満足
度が高くそのモラールが維持されていなければ、
企業活動はいずれ傷つき破綻することになりかね
ない。
　社員がわが社のよさを知ってそれを口コミや
SNSで拡散すれば、社員が発言するのだから信頼
性は高そうに見える。逆に、社員が不平不満を持
ち上司の悪口などを拡散すれば、いつの間にか評
判の悪い会社になっていくであろう。しかし社員
ではあっても、実は会社をよく知っているとは限
らない。職場は知っていても、それは会社の一部
でしかないので、彼らに会社を知ってもらう必要
がある。知ってもらうとすれば、それには社史を
読ませることが望ましい。東レで、90年史制作後
にダイジェスト版の『未来を紡ぐ－東レ90年小
史』とその英語版と中国語版を発行して国内外グ
ループ社員に配布した目的も、会社の成り立ちや
先人の想いや成果を知って、会社に誇りと愛着を
持ってほしいと考えたからである。

3．コミュニケーションの手段として　
　ステークホルダーが会社を理解するために、ど
のような情報を信頼したらよいのか。何か事態が
起きた時にその会社はどう対処するであろうか、
その会社はどのような行動原理で行動するのか、
その規範性はどの程度であり、その会社は持続的
に健全であり続け、かつ成長を続ける可能性があ
るのだろうか。その会社に関するニュース報道が
頻繁にあれば、それである程度は会社の様子が分
かるが、日本でそれほどの会社は滅多にない。一
方で、SNSなどで流される不確かな情報は氾濫し
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ている。会社について調べようとした時、ある程
度の歴史がある会社であれば社史があるので、ぜ
ひそれを手に取ってほしい。社史が手に入りにく
ければウェブサイトの沿革や、IR情報の来歴、プ
レスリリースのバックナンバーを検索すれば、過
去の経営判断や行動実績が将来のそれらの目安に
なると思える。会社やその社長が唱える将来ビジョ
ンが達成できるかどうかも、過去のビジョンが達
成できたかどうかで信頼性が決まる。歴史とは未
来を科学的に予測する重要な実績なのである。
　会社が永続的に存続していくためには、社会か
らの容認が必要である。株式を上場しているなら、
買い手も売り手もいるという状況でなければ適正
な株価形成もままならない。
　会社は社会のニーズを掘り起こし、新たな事業
で新たな需要を生み出すことができなければ発展
はない。消費市場、証券市場との対話は、会社の
発展に不可欠である。「コミュニケーションの改善
は最重要の経営課題である」と、筆者は広報担当
として30年間言い続けてきた。コミュニケーショ
ンを図るべき対象はステークホルダーであり、場
合によっては広く社会ということになる。通常で
あれば、顧客・取引先、社員・家族、株主・投資
家が対象であり、さらに与える影響次第で地域社
会・国際社会を含むこともあり得る。何らかのト
ラブルやアクシデントがあって説明責任を問われ
るような事態となれば、企業の透明性を発揮する
ことが是とされる時代であり、この時代風潮は薄
れることはあるまい。ある程度歴史がある会社が
企業行動について、より積極的にステークホルダー
や広く社会に対して理解を深めてもらうには、社
史そのものが格好のコミュニケーションの手段で
ありその材料となる。
　東レの事例で言えば、1970年代中頃、海外事業
のTALプロジェクトと国内における一村産業が
破綻に直面し、以降歴代の経営陣はねばり強く問
題解決に取り組み、いずれも経営再建を果たした。
東レの出資先であったTAL社は繊維生産の全段
階をグローバルに垂直統合する構想のもとに大規

模な投資を推進したが、自社ブランド品を各国の
大手ストアーに直接販売しようとしたアパレル展
開から行き詰まり、破綻しかけた。東レは数次に
わたってTALグループを再編し、結果として
ASEAN３カ国にまたがる紡・織・染の繊維高次
加工事業の一大ネットワークを保有することと
なった。一方の一村産業は北陸最大の繊維商社で、
もし破綻すれば連鎖倒産が数千社と想定されるほ
ど地域経済に甚大な影響を及ぼすことが懸念され
た。東レは人材、資金、技術、営業の支援を継続し、
同社を子会社化した上で再建した。いずれのケー
スも、東レは損失を極小化しつつ、国際社会や地
域社会への責任を強く意識し、かつこれを将来の
布石とするべく知恵を用い、年月を要しても問題
を解決したのであった。
　会社の歴史的事実を知れば、未来の行動をある
程度、想定ができるという例である。したがって
将来の役員・社員は、こうした経営風土をしっか
りと継承していかねばならない。そのためには、
現在と将来の社員たちが社史を読んでくれなけれ
ばならない。社員がそれを知り、わが社はどこか
ら来たのか、わが社は何者なのか、そしてわが社
はどこへ行くのか。そうしたことを学びつつ、社
員の一人ひとりが社内外に向けたコミュニケー
ションの媒介役となって情報発信をすることが望
ましい。過去のわが社の行動を知れば、社員自身
が将来に起こり得る事態にも対処できるというも
のである。投資判断や緊急時対応についても、過
去の行動が反復されることは多い。過去に失敗し
たことがある会社は二度と失敗を繰り返さないよ
う慎重に対処するであろうことから、より信頼し
やすいかもしれない。

4．リスクマネジメントの事例集として
　リスクマネジメントとは日常の中で潜在的なリ
スクを想定して対策を施すことを指すが、広義で
はクライシスマネジメント、即ち緊急事態対応も
含む概念であろう。その双方の対応について、社
史は最高のヒントを与えるであろう。自社の社史
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で足りなければ、他社の社史を参考にすればよい。
リスクは千差万別で無限にあるともいえるし、も
ちろん過去に事例のないリスクが発生する可能性
もあるが、対処法のセオリーはそうバリエーショ
ンがある訳でもない。リスクを洗い出しそれらを
想定して対処策を考案することが、日常的に必要
である。日々の業務や月々のノルマに追われてい
るような部署では知恵が浮かびにくい。かと言っ
て、スタッフ部署の人間が腕組みして考えている
だけでも名案は浮かばない。
　近年ではリーマンショックなど経済事変に遭遇
した際に企業経営者は「未曽有の環境悪化」と発
言したが、歴史のある企業であれば、あの程度の
事態が未曽有とは思えない。創業以来90数年の
歴史を持つ東レの事例で言えば、社史上最大の危
機は太平洋戦争戦中戦後の危機的状況であったろ
う。レーヨン製造業として産声をあげた東洋レー
ヨン（現東レ）は、満州事変以降政府が資源を軍
需産業に集中させる中で、平和産業であるが故に
辛酸を嘗

な

めた。戦時中はやむなく軍需事業を行い、
戦後は復員者を大量に迎え入れつつ民需事業転換
に向けて悪戦苦闘した。そうした生きるか死ぬか
の時代を思えば、現在の日本は平和そのものであ
り、経済的な変動が起きても、いちいち浮き足立っ
たように慌てる必要はない。
　2001年度に東レの業績が急落した。世の中では

ITバブル崩壊という事象があったが、東レの業績
悪化は複合的な要因によるものであった。中国が
繊維強国へと進化して日本国内への繊維製品流入
が加速し、国内繊維事業にとっての国内市場が急
速に矮小化した。またビデオテープが急速にディ
スクに切り替わったことで、プラスチック事業の
柱であったPETフィルムの需要見通しが大幅に
狂うなど、市場構造の変化が主因であった。この
時期にそれらの要因を深掘りして構造改革を断行
するべく、「中期経営課題NT21」という経営改革
プランを立案した。それを実行に移すこととなっ
た2002年 4月、会長に退いていた前田勝之助が2
年間の時限で会長のままCEOに復帰し陣頭指揮
を執った。外部環境の変化を受けて急速な収益悪
化があったことはやむを得ないとしても、状況変
化を早期に把握し切れない経営体制と、期中に業
績の下方修正をくり返した情報開示の姿勢に問題
があった。
　過去の事例の時代背景を変えて現代に当てはめ
れば、さまざまな事例が応用可能であろう。2008
年のリーマンショックへの対応について、東レは
リーマン・ブラザーズが破綻した同年9月以前に
異変の予兆を感じて、先立つ8月には第一次の全
社総合対策を打ち出した。こうした対策を第三次
まで施した東レは、リーマンショックの影響を極
限までミニマイズできたと思う。2001年度の経験

写真 2　前田勝之助

出所：東レ（株）
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を活かした迅速な対策が実ったのである。災害へ
の対応についても、東レの事例では伊勢湾台風被
害への対応をベースに経験値を追加しつつ、阪神・
淡路大地震、東日本大地震などの対応へと進展し、
現在の災害訓練や事業継続計画につなげている。
歴史ある企業は体験した強みがある一方で、全く
同じ対応でよいということでもないことから、応
用する知恵が必要である。しかし基本動作につい
て知恵の蓄積が生きていれば応用も比較的容易で
あろう。要はいかに事例の経験値を継承するかと
いうことであり、経験を「見える化」するために
言葉にし、書き物にして伝達することが大切であ
ろう。

5．アイデンティティーの確立のために
　アイデンティティーとは「自己が環境や時間の
変化にかかわらず、連続する同一のものであるこ
と」である。企業経営において変革は常に不可欠
ではあるが、時流に合わせて変えていくことばか
りでは軸足が振れてしまいかねない。現代のよう
な不確実な時代にこそ、会社と社員のアイデンティ
ティーを確立することが極めて重要である。会社
のアイデンティティー、即ちコーポレート・アイ
デンティティー（CI）の確立には社内にあっても
社外から見ても「これこそ当社」を確認できるシ
ンボリックな存在が必要であり、したがってCI

の確立は、往々にしてVI（ヴィジュアル・アイデ
ンティティー）とセットで推進されることが多い。
東レが最初にCIを意識したのは 1960年代後半
で、当時の東洋レーヨン（株）という社名が、レー
ヨン事業の縮小などによって実態と乖離していた
ことから社名変更することとした頃であった。“東
レナイロン” などの商品ブランドで “東レ” は広
く知られていたから、1970年 1月の東レ株式会社
への社名変更は比較的スムーズに受け入れられた。
　また1986年の、人間で言えば還暦に当たる会
社創立60周年に向けて、東レは1984年から「新
創業運動」と名付けたCI運動を展開した。この
時にはコーポレート・シンボルと称してマーク（社
章）を刷新した。現在東レグループ社員は、そのマー
ク入りのコーポレート・バッヂを支給されてい
る。この運動の開始と共に、新創業キャンペーン
の中核イベントとして開始したのが「東レパンパ
シフックオープン（東レPPO）テニス・トーナメ
ント」であり、その知名度はすでに極めて高く、
まさに東レのアイデンティティーの一つになって
いる。また、東レは1992年から 1994年までの 3
年間にわたって「Identity‒2000（ID‒2000）運動」
を実施した。職場と個人のアイデンティティー（存
在意義）を宣言すると同時に ID文化展として、
事業所ごとに初年度は「温故知新展」、3年目は「未
来東レ展」を開催した。

写真 3　コーポレート・バッジ

出所：東レ（株）

写真 4　東レ PPOテニス・トーナメント

出所：東レ（株）
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　会社としてのアイデンティティーを確立するた
めには、職場と個人が各々明確なアイデンティ
ティーを保つ必要があり、一人ひとりが会社の方
向付けを理解し一致協力して事に当たれば、時代
変化に流されない真の力を発揮することができる
のではないかと考えた。
　会社のアイデンティティー確立のためには、連
続性の確認が重要な要素であることから、まずは
温故知新が重要になる。過去から学び、現状を確
認して、初めて未来が見通せる。「我々はどこから
来たのか、我々は何者か、我々はどこに行くのか」
ついて、誰も無関心ではいられない。どこから来
たのかが分かれば、「何者か」の一端は分かるので
あろうし、それが分かれば、これからどこに行く
のかも見えてくるのではなかろうか。過去の記憶
と未来への意思も含めて、現在の自分であるとい
うのがアイデンティティーではなかろうか。

6．社員教育・動機付けの材料として
　そもそも周年行事は何のためにあるのか？　創
立記念日とは人間で言えば誕生日であって、毎年
にぎにぎしく祝ってもよいようなもののそうもい
かず、5年 10年という節目に多少派手に行うこと
が多い。そのような周年行事は、会社創立以来の
社史を振り返る絶好の機会である。メインイベン
トは創立記念式典であり、そこで社長が挨拶する。
歴史ある会社であれば、その文面は先人への感謝
から始まらねば先輩に対して非礼とも取られかね
ない。来し方に想いを馳せつつ、現状を概観し、
将来展望に触れるという筋立てが常套である。
　そして、往々にして周年行事に関連して社史編
纂作業が行われる。これまでも触れてきたように、
社史編纂は多様な目的を有するが、常に上位の目
的として社員教育が挙げられる。東レ90年史も、
第一義的に役員・社員に向けた教育資料として制
作した。これまでの歴史の中で、会社がどのよう
な苦難をどのように乗り越え、前進してきたのか。
社員には、90年間の世界と日本におけるさまざま
な出来事と会社が被った影響を的確に理解し、か

つそうした経営環境による影響と自助努力による
成果の双方を併せて知ってほしい。先人の労苦を
知った上でそれに敬意を表し感謝すると同時に、
そうして培われた企業文化に誇りと愛着を持って
ほしい。それを継承する立場にいることを自覚し
て、発展に貢献してほしい。
　社員は日頃は業務に追われていることであろう
が、周年行事などイベントに触れた際にこそ、会
社の来し方と行く末に関心を持ってほしい。そし
て理解を深めるために、社史を手にしてほしい。
東レでは90周年行事の一環として東レ90年史を
発刊し、それを手にしてもらう切っ掛けとなれば
という考えで、そのダイジェスト版の小史を発刊
しグループ社員に配布した。社史の配布が、社員
が会社に関心を深める動機付けになればと考えて
いる。日頃、職場の業務に埋没し将来も見えずに
いる社員に、会社を知る機会を与えたいと思う。
社史を読めば、この会社の風土やポテンシャリ
ティーを感じることができるはずである。

7．アーカイブの構築を図る契機として
　アーカイブとは重要な記録を保存する場所であ
り、それを未来に伝達する仕組みを指す。
　現に我々 90年史編纂メンバーが苦労したこと
は、何かを知るために調べる原典が何であり、そ
れがどこにあるのかということを考え、知ること
であった。それ以前に何を知りたいのか、何を調
べたいのかということから始めなければならな
かった。会社の資料を頭から、何から何まで読み
尽くす時間はなかった。初めから調べ直すような
社史編纂作業を行うとすれば、そのための専任部
署を常設して図書館司書などの資格を持つ人材を
配置し、日頃から研究をしているような体制が必
要であろう。三井家の史料を研究・保管・展示な
どしている（公財）三井文庫のような仕組みを持
つ専任部署があれば、社史も充実するであろう。
　一方で、会社の情報は社外秘、部外秘、極秘、
重要事実など多段階の管理がなされており、作成
部署が保管責任を自覚して各々が保管している。

マネジメント
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またそれが一定のルールの下に、キャビネであっ
たり書庫であったり営業倉庫に保管されている。
これらを一律のルールの下でアーカイブとして一
括保存することは不可能に近い。それではどうし
たら会社の記録は継承されていくのか。東レでは、
100年史編纂のために新たに仕組みを作ろうとし
ている。
　グループ内のイントラネットに『東レ史料ライ
ブラリー』を立ち上げ、ここに「90年史本編と資
料編」「90年小史（和文・英文・中国文）」「東レアー
カイブ（90年史資料編更新版）」「過去の社史（15
年史、25年史、35年史、50年史、70年史）」を
掲載する。東レアーカイブと銘打つコンテンツは、
90年史資料編のデータ集と年表を基本的には年次
ごとに更新していく内容であり、いずれの社史・
小史もPDFで掲載するからキーワード検索が可
能である。東レアーカイブの特徴は、「すべて公開
用データ、公開用資料である」ということに尽きる。
　なお近20年程度の資料はテジタル・データと
しても保管されているが、それ以前の資料は基本
は紙資料として保管されている。これらのデジタ
ルデータ化は進めてきたものの不十分であり、こ
れを今後どこまでさかのぼり、どの程度の内容ま
でデータ化していくのかは考えていかねばならな
い。考え方のベースは、次の社史編纂に役立つか

どうかという一点である。

むすび
　社史制作を通じて、歴史とは何かを考察するこ
ととなった。「歴史とは現在と過去との対話である」
（E.H. カー）という言葉があり、筆者もその通り
と思う。その歴史を編むタイミングで時代背景が
異なることもあることから、ストーリーが変わる
こともある。しかし、「現在というものは、過去の
すべての生きた集大成」（T.カーライル）であり、
「過去の歴史に盲目な者は、現在においても盲目で
ある」（R.V. ワイツゼッカー）。また、「未来のこ
とは分からない。しかし、我々に過去が希望を与
えてくれるはずである」（W.チャーチル）。
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