
経営センサー　2019.4
2828

社史を読めば、会社の未来が見える（前編）
̶『東レ90年史』編纂を終えて̶

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
　東レ（株）は15年史、25年史、35年史、50年
史、70年史を発行しており、社史を好む会社のよ
うである。もともと70年史発行に際して100年
史との間に 85年史を発行する予定としたが、
2011年の 85周年記念行事として社史発行を具体
化する最中にリーマンショックへの対応に追われ、
これを断念し先送りした。90年史発行に向けて具
体的に検討を開始したのは経営企画室に社史編纂
準備グループを発足させた2013年 5月のことで
あった。
　1997年 12月に発行した『東レ70年史』は大学
教授5名に分担執筆していただいた本編（沿革）
が1,000頁を超え、分冊の資料編を併せると1,200

頁の大部であった。これは学術的価値は高いと評
価され資料として用いられてきたが、読み通すの

Point
❶  東レの社史編纂に携わった筆者が、社史の読み方を前後編で紹介する。社史を読めば、その会社が
さまざまな時代背景のもとに体験した出来事の記録や成果の記述を通じて、経営風土や企業文化を
読み取ることができ、将来の経営行動を予測することさえも可能となる。

❷  東レは、創立90周年記念事業として『東レ90年史』を発行した。発行の主目的はブランディン
グであり、中でも社員への教育研修効果を注視し、ダイジェスト版の小史『未来を紡ぐ』、またそ
の英語と中国語の翻訳版も制作し、国内外の東レグループ社員へ配布した。

❸  前編では、東レ90年史編纂の目的、社内体制、読んでもらう工夫、執筆方針、社史に筆者が込め
た想い、新たに明らかにした東レ設立前夜の新事実を披露する。また、東レ100年史編纂に向け
たアーカイブ構築、OBなどによる記録や証言の重要性について言及した。

写真 1　『東レ 90 年史』

出所：東レ（株）
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は困難な分量である。誰のために、なぜ、今、社
史を発行するのかということを90年史編纂メン
バーは考えた。現役役員・社員に負担をかけない
という方針のもと、OB中心にメンバーは組まれ、
社史編纂グループメンバーは最終的には、現役社
員1名、嘱託社員2名、顧問 2名、派遣社員 2名
となった。今思えば、このメンバーの一人が欠け
ても、90年史は刊行できなかったのではなかろう
か。

1．社史編纂の目的
　そもそも社史編纂の目的は何か。その目的は一
般的には、①社員や関係者に会社への理解を深め
てもらう、②会社のアイデンティティーを確認す
る、③周年行事の一環として社員への動機付けを
行う、④先人の足跡に学び今後の経営に役立てる、
⑤資料を整理・保管し、歴史的記録として保存す
る、⑥社外にも共通認識や共感を広める、などの
ためである。多くの会社では周年事業として記念
式典の開催などと共に社史を発行し、取引先や図
書館に寄贈する一方で社員に配布して研修などに
活用し、また翻訳して海外関係先へも届ける。
　東レ90年史は「ブランディング」を主たる目
的に発行することとした。ブランディングとはブ
ランド価値を高めるための行為であり、それは経
営行動そのものともいえる。社史とは過去の経営
行動に関わる物語を通して、読者に現在の立ち位
置を理解し将来の経営行動の規範性や可能性を期
待していただくための刊行物である。社内外の読
者のうち、我々はまず社内・グループ内の役員・
社員に向けたインナー・ブランディングを意識し、
将来の東レグループのために、後世の役員・社員
に語り継ぐべき歴史的な事柄を記録し、温故知新
の役に立つ教育研修的効果と、それを読むことで
東レに愛着と誇りを持ってもらうことを第一義的
な役割と考えた。さらにアウター・ブランディン
グとして、東レに関心のある方々や関わりのある
方々に、社史を通じてこれまでの東レの経営をよ
り深く知っていただき、これからの経営にさらに

期待していただくことも重要な役割と考えた。書
店で販売する予定はないので、多くの寄贈先や図
書館などに受け入れていただき、世間一般の方々
にも広く読んでいただきたいと考えた。
　また誰であっても1,000頁にも及ぶ社史を読み
通すことは難しいと考え、90年史では会社全体の
通史を「沿革編」として214頁に収めた。そして
部署・事業単位ごとの通史を「テーマ編」として
425頁、口絵等を含め全体で720頁を「本編」と
してまとめることとした。さらにインナー・ブラ
ンディングを専らの目的として、ダイジェスト版
の和文小史を制作した上で、英語版と中国語版に
翻訳し、国内外東レグループ社員に配布すること
とした。小史を読んだ社員が興味を持ち、本史購
読に挑戦してくれることを期待している。本史の
原稿を仕上げた2018年 4月には社内イントラ
ネットに掲載し、同年5月に印刷を上げて本史の
裏扉の内側にDVD（本編と各種データをまとめた
資料編を収録）を添付して発行した。同時に、謹
呈先への発送や役員・社員・OBへ有償頒布の案
内をした。同年9月には、小史『未来を紡ぐ－東
レ90年小史』（新書版224頁）を発行し、翌2019
年 2～ 3月にかけて、英文版『Creating a Brighter 
Future － Toray’s 90 Year History』（A5版 188頁）
と中国語版『編織未来－東麗90年小史』（A5版
184頁）を発行した。

2．社史編纂の体制
　世の中には社史編纂室を常設したり、それを職
掌とする組織を明確にしたりしている会社も多い
が、東レの場合は社史を制作するために時限で組
織を作り、社史を発行すればその組織は解散する
ということを繰り返してきた。それでも90年史
以前に社史を5回発行してきたが、継続的に資料
を収集・整理する体制ができていないことから、
70年史制作当時の社史編纂室の資料が段ボール箱
19箱、それ以前の社史制作関連資料が9箱、合計
28箱のダンボール箱が引き継いだほぼすべてで
あった。70年史制作に携わった方々からは70年
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史を信頼してよいように聞いていたので、それを
前提に90年史はそれ以降の近20年についてまと
めればよいと考えていた。ところが、その70年
史を厳密に読むと間違いや誤解があり、丸ごと信
頼できるものではないことが判明し、大元をたどっ
て調べ直す必要も出てきた。
　東レは70年史については1994年 6月に経営企
画室に社史編纂室を発足させ、編集を（財）日本
経営史研究所に委託し、対象期間を創業から1996
年 9月までとし 1年 3カ月後 1997年 12月に発行
している。今回の90年史は 2014年 7月に経営企
画室に社史編纂グループが発足、対象期間を2017
年 3月末までとして1年 2カ月後の 2018年 5月
に発行した。社史編纂グループ発足からは3年
10カ月、準備グループ発足の2013年 5月から数
えれば、90年史の制作には丸5年間を費やしたこ
とになる。
　90年史制作に当たって、外部執筆者による70
年史を参考に今回は「主語は東レ」の社史を作ろ
うという考えで内部執筆者による社史を目指し、
社史編纂グループの5名が自ら執筆することとし
た。歴史的な出来事を記述する時、その場面に立
ち会っていたことは大きな強みであることを実感
した。2001年度に業績が急落し、2002年 4月に
開始するNT改革につながる経営懇談会を期中に
複数回開催したが、今回の執筆者のうち3名が
各々の役割を担って出席していた。執筆者各人の
職歴が活かせたこととその中に取締役経験者が複
数いたことが、特に近20年の執筆に幸いした。5
名は着任以降の年数で割ればほぼ同分量の原稿を
分担した。5名以外のOB2名にも執筆補助をお願
いし、協力いただいた。

3．社史執筆の方針
　東レ90年史の執筆方針としては、近 20年間に
頁を割き詳述しつつ 90年間を概括することとし
た。また社史である限り最も重要と考えたのは物
事の「起点」であった。70年史等既存社史をベー
スにしつつも100年史編纂に向けて正しい史実を

掘り起こし、必要に応じて原資料に当たり、既存
社史の記述を修正することもあり得ることとし
た。対象期間は会社創立前後から90周年を迎え
た 2016年度（2017年 3月）末までとし、2017年
4月以降の後発事象についても、執筆中に発覚し
た対象期間に発端がある重要な事案は記述するこ
ととした。また沿革編については、世界と日本の
社会・経済状況について重要な動向を記すことと
した。歴史の中にはそれを語らなければ、経営環
境の変化を説明できない事柄がある。資料編の「年
表」にも、東レの出来事と共に時代を画した社会・
経済状況を併記した。       
　第一義的には読者を東レグループ役員・社員と
したが、東レの業容は広く、社員は自ら関わりを
持つ事業分野以外の他事業分野について詳しく知
り得ないのは当然のことである。ましてや東レ関
係者以外の読者にも理解していただくためには、
我田引水にならないような慎重な記述姿勢が問わ
れると考えた。したがって、まずは ｢ 分かりやす
く書く ｣ことが基本であり、物事の因果関係や外
部環境が与えた影響の度合いについても極力簡潔
に説明した。図表で業績推移と景気の変化を併記
して、ひと目で分かるような工夫をすることもし
た。また使わざるを得ない分かりにくい用語につ
いては脚注で分かりやすく説明することとした。
『未来を紡ぐ－東レ90年小史』は国内外東レグ
ループ社員に配布し、とにかく通読してもらうた
めのものであったから、小史の執筆方針は「簡潔
かつ読みやすく書く」ことであった。
　執筆方針を立てても現実には複数の資料から相
互に矛盾する記載なども見つかり、判断を迷うこ
とも多かった。経済活動などの歴史的事実の正確
な把握と経営環境の変化とその影響といった因果
関係について、頼みは執筆者自身の知識と洞察力、
判断力であった。社史編纂メンバーで50回以上
実施した合評会を執筆者間の相互チェックの場と
して活用したが、全員参加で1回 4～ 5時間ほど、
1頁に 1時間をかけることもあった。完成前の1
年間は、執筆する時間とこの相互チェックの時間
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に労力を費やしながら、時間と闘う日々が続き、
瞬く間に月日が流れた。特に入稿直前の1カ月間
は、体力的に限界を感じる程だった。

4．東レ90年史に込めた想い
　前述したように第一の読者として現在および将
来の東レグループ社員を想定したのは、彼らが温
故知新の糧として、東レの過去の出来事をまず知
ることが大事と考えたからであった。東レはどこ
から来たのか、東レは何者なのか、そして東レは
どこへ行くのか。そうしたことに役員・社員が関
心を深め、継承されてきた東レの経営のあり方を
学びつつ、これから先も時代の変化に即して適応
し、健全に発展を続けてほしいと考えるからであ
る。また、東レは素材産業に属するため社外の方々
からは事業内容が分かりにくいが、そもそも素材
だからこそグローバルな展開が可能であり、素材
だからこそ社会を変革し得るという、そもそもか
らご理解いただくために、東レが生まれてから今
日までの素材産業としての歩みを、読みやすい魅
力的な物語に仕上げようと考えた。
　創業者であった安川雄之助会長に始まり、歴代
の会長・社長がどのような想いで経営に携わり、
前任者から何を引き継ぎ後世に何を継承しようと
したのか。社長就任の辞からは想いが溢れ出てい

る。推敲を重ねられた式典挨拶などからも、本人
の想いが伝わってくる。現在の東レの礎を誰が築
いたのかと言えば、それは田代茂樹社長・会長で
あろうと思う。田代は終戦直後に社長に就任後、
GHQからの公職追放令で一度は辞職するが会長と
して復帰し、ナイロン繊維とポリエステルの技術
導入を主導した。1957年に英国 ICI社からポリエ
ステル技術を導入するに際し、当時 ICI社でも開
発途上にあったポリエステルフィルムを含む技術
提携をしたことに彼の先見性を垣間見ることがで
きる。1966年 4月の会社創立 40周年記念式典の
挨拶で田代は「80年代はネオプラスチック・エー
ジが到来する」と予言している。当時のプラスチッ
ク事業の売上高比率は3～ 4％であったが、研究
開発投資額は総額の20～ 30％を投入し次代の柱
事業に育てようとしていたし、やがてその通りに
なった。
　現在も重要な経営上のキーワードをいつ誰が言
葉にしたのか、しなかったのかということも明ら
かにした。例えば東レの経営戦略であった「多角化」
という言葉をいつ、誰が公式に発したのかを知る
べく歴代会長・社長の原稿を読み漁った結果、
1971年に新任の藤吉次

つぐ

英
ひで

社長が社内報インタ
ビュー「経営のあり方の転換」で、｢現状が 90％
は合繊であるけれども（中略）、多角化の方向に進

写真 2　安川雄之助

出所：東レ（株）

写真 3　田代茂樹

出所：東レ（株）
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まねばならない ｣と述べたのを知り、これを90
年史で紹介した。一方、70年史では 1987年に前
田勝之助社長が就任し「従来の脱繊維の経営戦略
を180度転換」（796頁）と書いているが、そのよ
うな脱繊維戦略を「従来」の社長が採ってきたの
かを検証するべく、前任の伊藤昌

よし

壽
かず

社長に始まり
過去の社長発言記録をたどった。1970年代以降東
レは「繊維事業の再構築・活性化」と「多角化」
を経営戦略の二本柱として掲げてきたが、少なく
とも社長の立場にあった方が脱繊維という言葉を
発した記録はない。90年史では沿革編第3章
（1971～ 1986年）冒頭で「折しも家電、自動車産
業が急成長し、これら用途に向けたプラスチック
事業が二つ目の柱事業となった。さらに、東レは「多
角化と国際化」を経営方針として邁進した。ただ
し売上高非繊維比率が高まれば評価も高まる風潮
の中で、歴代トップは誰一人として、脱繊維と唱
えたことはなかった」と記した。
　歴史的事実の中から教訓として残したい事実を
抽出して、読者が興味を持って読めるように背景
や前後の事情も示しながら記した。過去に陥った
苦境から脱するために先人は何を考え何を実行し
たのか。終戦直後の民間事業への転換の模索、ニ
クソンショックや石油危機に見舞われ日米繊維協
定が締結された1970年代の激動期の経営の舵取
り、事業のサバイバル作戦（APS）や新事業への
継続的な投資配分、2001年度の業績急落への対応
策（NT改革）、それを応用したリーマンショック
への対応など先人が実践したリスクマネジメント
を知って未来のリスクも想定しておけば、被るダ
メージを最小限にできるはずである。
　また東レは人々に身近な繊維素材を扱いつつ社
会性のあるイベント等を長年行ってきたことから、
素材メーカーの中では比較的知名度が高く、親近
感を持たれてきた。「社会への奉仕（貢献）」を企
業理念としてきた東レの面目躍如たる、国内外に
設立した東レ科学振興財団の存在や東レ パン パ
シフィックオープン（東レPPO）テニストーナメ
ントは、継続してきたことが力となりつつある。

海外でも上海国際マラソンとの関わりは長い。そ
うした社会活動の来歴を知り、社員には会社に愛
着と誇りを持ってもらい、社外の方々には東レが
「社会への奉仕」を社是とし「社会の公器」と自認
してきた経営哲学を知ってほしいと考えた。

5．東レ100年史発行に向けて
　東レが創立100周年事業として100年史を発行
するかどうか今は分からないが、90年史制作時に
苦労したようなデータの散逸を少しずつでも改善
していければよいと思う。100年史に向けて正し
い史実を伝承するため、90年史制作時に 70 年史
以前の既存社史の誤りを見つけ出して一部の史実
を正しく書き換えた。なぜ既存社史に誤りが多い
のかを考察すると、①事実誤認－事実を掘り起こ
しても、筆者が時系列などを誤解すれば、こじつ
けて新しい史実を創作することにもなりかねな
い。②既存社史の丸呑み－事実確認を怠れば、同
じ過ちを繰り返すことになる。③勘違い－社員の
誰もが誤りに気づくようなことを、70年史では社
外の方が一部の資料で判断して執筆したためで、
時間切れでチェックし切れなかったということも
あったと思う。90年史でもすでに誤りが発覚して
いる。原因は、①校正ミスなどのチェックミス、
②既存社史を引用し、90年史発行後に指摘され改
めて誤りが発覚したなど総じて時間的余裕があれ
ば防げたと思うが、中には気づけないものもあろ
う。
　今回、既存社史に疑念を持ち元資料を調べる中
で最大の発見は、前史に当たる東レ創立に至る経
緯についてであった。既存社史は25年史の「大
正 14（1925）年 8月 4日に三井物産取締役会、次
の日に三井合名理事会に上程され即日裁断が下さ
れ、万事淀みなく運ばれた」との記述を引き継ぎ、
50年史も 70年史も同様の記述をしている。とこ
ろが実際は三井物産が多角化事業として起業しよ
うとしたレーヨン糸製造事業について、持株会社
である三井合名会社は容易には承認しなかった。
三井物産常務取締役安川雄之助は、この事業が国
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の経済発展に寄与するとの信念のもと、三井合名
理事長團琢磨など関係者の説得を続けつつ、会社
設立と工場建設に向けて粛々と準備を進め、三井
家のガバナンス体制を破りかねないほどの熱意を
持って東レを設立しようとした。三井物産取締役
会議事録では東洋レーヨン設立についての決議は
1925年 9月 22日であったが、三井家のルールで
は三井物産取締役会が決議しても三井合名理事会
に付議されて承認されるまで、これは「未決」と
された。三井合名理事会議事録には同月26日の
理事会に付議された記録があるが、理事会は承認
を回避して先送りし、翌1926年 1月 13日の理事
会で初めて承認している。これまでの間、三井物
産取締役会議事録で該件は毎回「未決」と記され
ている。一方東洋レーヨン設立総会は、前日1月
12日に開催された。安川の回想録などから類推す
れば、東洋レーヨン設立総会当日の同年同月12
日、安川は團三井合名理事長に直談判して口頭で
了承を取り付け、團はやむなく翌13日に三井合
名理事会を招集し、事後承認をしたということで
ある。
　既存社史に記述された1925年 8月 4日の三井
物産取締役会では本件は議題となっておらず、9
月 22日に初めて上程されている。「淀みなく運ば
れた」と書かれた8月 5日の三井合名理事会は開
催された形跡もなく、9月 26日の理事会記録に議

題として記録されている。三井家に伝わる文書や
美術品を保管・展示・研究を続けている（公財）
三井文庫の学芸員たちは、東レ社史に誤りがある
ことを認識していたようで、今回快く協力をいた
だいた。
　その他に会社設立や製品の開発・生産・発売の
開始時期について調査をした。東レの海外事業の
始まりとしてTrilon 社の設立については多面的に
調査した。50年史や 70年史は本編では「昭和30
（1955）年 7月」としつつ、いずれも各論編や資
料編ではなぜか「昭和31（1956）年 7月」として
いる。当時送金が1年遅れたという混乱の原因と
思える事実にもたどり着いたが、設立年月は正し
くは1955年 7月であり、90年史ではそのように
記述した。
　こうした事実をさらに確認しつつ修正したり追
加したりしていくとしたら、相当の年月がかかる
し、史料を順次更新していく必要もある。今回、
東レグループのイントラネット上に「東レ史料ラ
イブラリー」を構築し、90年史（本編と資料編）、
小史を掲載すると共に、 同資料編をベースに随時
追加修正していく「東レ社史アーカイブ（東レ90
年史資料編更新版）」を公開することにした。これ
が常時アクセス可能となれば、社員が東レの歴史
について知りたい時に調べられ、また更新や追加、
修正などが随時可能となるであろう。

写真 4　ナイロン技術導入契約調印（1951 年）

出所：東レ（株）

写真 5　東レ科学振興財団第 1回贈賞式（1961 年）

出所：東レ（株）

社史を読めば、会社の未来が見える（前編）



経営センサー　2019.4
3434

6．傍証としての記録や証言の重要性
　90年史を執筆するに際しては、既存の東レ社史
をはじめ公式資料として有価証券報告書、社報、
全社会議資料・議事録、プレスリリース、社内報
に加えて、各種記念誌（「トレカ30年史」「全東
レ労組60年史」「東レプラスチック事業昭和史」
など）や遺稿集（「安川雄之助の生涯」「田代茂樹
遺稿集」など）、また個人の出版物や講演録、メモ
類（坂元晃平「わが心の東南アジア」、遠入 昇「あ
のファッションは、すごかった！」など）を活用
した。これら以外にもOBから 70年史等について
指摘するメモをいただき、参考にさせていただい
た。これらのメモや遺稿などの個人の記録は、公
式資料の行間を読み取るために参考になった。筆
者が45年の長きにわたり記録してきた手帳や
ノートも、今回の執筆に大いに役に立った。
　東レ90年史を執筆し終えた実感は、時代背景
を解析しつつ歴史的事実を紐解き文字にするとい
う作業は、新たな物語を編むに等しいということ
であった。その出来事について読者に正しく伝え
るためには、時代の流れの全体像を俯

ふかん

瞰し膨大な
情報を俎

    そ じょう

上に載せた上で個別事象を分かりやすい
言葉で簡潔にまとめるという、むしろ情報を捨象
する作業であった。歴史は現在進行形の物語であ
り、それを文字にするためには歴史的場面に遭遇
してきたであろう社員・OBの記録や証言と、執
筆者の体験と実感が重要となる。さらに、権力者
に忖度するような心構えであってはならないから、
執筆者の人格や確固たる意志も大切である。

むすび
　一人ひとりの体験と実績が積み重なって、初め
て会社の歴史が生まれる。社史を通じて、多くの
東レグループ社員が歴史的事実を知り、その時代
背景を学び、先人の想いをくみ取ってほしいと切
に願う次第である。また、社員の一人ひとりがこ
れから挑戦し体験していくことすべてが、会社の
未来を編み、やがて新たな社史の一頁になること
を心得てほしい。
　社外の皆さまにも、東レがこれから積み上げて
いく新たな歴史に期待していただきたい。90数年
の年月を生き抜いてきた東レがこれから10年、
20年、そして 100年と歳月を積み、未来にも発展
し続けることを、ぜひ見守っていただきたいと、
これも切に願う次第である。
　後編（本誌2019年 5月号掲載予定）では、社
史の活用法を提案する。役員・社員が社史を通じ
て経営風土や企業文化について学び、会社と社員
のアイデンティティー確立のために活用したり、
リスクマネジメントの教科書として役立てたりし
てほしい。また投資先や転職先の会社を知るにも、
社史を読めば、将来の経営行動に影響を与えるで
あろう出来事への対応が経験値として蓄積され、
会社のその経験から一定の規範性を見いだせるし、
内在するポテンシャリティーに触れることで発展
性や可能性に期待する糸口をつかむことができ
る。東レの事例を交えながら、「課題解決のための
社史活用術」と題して、社史の活用の仕方を提案
したい。
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