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ご　挨　拶
同志社大学人文科学研究所長

　小　山　　　隆

本日は、同志社大学人文科学研究所第 105 回公開講演会にご来

場、また、オンラインを通じてのご参加をいただき、ありがとう

ございます。また、講師をつとめられる岩井先生をはじめ、登壇

くださる先生方に対し心よりお礼を申し上げます。

今回の講演会では、岩井先生が、カッターナイフで有名なオル

ファ株式会社の社史を通じて、事業の継承についてお話しくださ

るそうです。ご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、オル

ファの社名の由来ともなった画期的な「“ 折る刃 ” 式カッターナ

イフ」は、創業者の岡田良男さんが、かつて働いておられた印刷

会社でカミソリの刃を使っていて、使用者にとって安全なものに

できないか、刃の両端以外は使わず捨てるという無駄をなくすこ

とができないかという思いから、発明されたとのことです。講演

要旨に「現在世界中で使われているカッターナイフの原型である」

と書かれてありますが、このような創業者の思いを知れば、頷け

るものがありますし、その思いも継承していくことの重要性も感

じます。

企業と学校の違いはありますが、私たちも、新島襄の教育事業

を継ぐ者です。その意味において、本日の講演はたいへん興味深

く、楽しみでもあります。
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では、最後になりましたが、本日の講演会が実り多きものとな

りますようお祈り申し上げ、私からのごあいさつとさせていただ

きます。
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〔趣旨説明〕
経営人類学者、「社史」を書く
―「社史」作成からみえる
「継ぐ」ということ―

同志社大学人文科学研究所第 21 期第 5研究会代表

同志社大学社会学部教授　藤　本　昌　代

本日は同志社大学人文研第 105 回公開講演会にご参加下さり、

誠にありがとうございます。私は本日の司会を務めさせて頂きま

す同志社大学社会学部の藤本昌代と申します。どうぞよろしくお

願い致します。まず、本講演を企画致しました第 5 部門研究の

「伝統産業における事業・家族・制度・技術の継承に関する日・

中・韓比較」のテーマについてご説明させて頂きます。私どもの

研究テーマは、日本、韓国、中国などの東アジア諸国において、

極めて重要な問題となっている事業承継につきまして、従来は

「事業」（ビジネス）の側面に焦点が当てられ、その背後にある

「家族」「社会的制度」「事業に関連する技術や技能、後継者（経

営者や職人）の職業継続」などの関連性に関する研究に焦点が当

てられて来なかったため、社会学、経営学、文化人類学等の学際

的かつ、中国、韓国、日本の研究者による国際的視点から焦点を

あてようとするものです。本講演は、経営人類学の観点から企業

活動を観察された研究であり、日本の社史文化について述べられ

るものです。
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それでは、続きまして登壇者の先生方のご紹介を致します。本

日、「経営人類学者、「社史」を書く―「社史」作成からみえる

「継ぐ」ということ―」のテーマでお話くださいますのは岩井洋

先生です。岩井先生は帝塚山大学全学教育開発センター教授で、

ご専門は経営人類学、宗教社会学で、日本、韓国をフィールド

ワークし、企業経営について研究してこられました。経営人類学

関係のご著書に『経営理念：継承と伝播の経営人類学的研究』、

『アジア企業における経営理念の生成・伝播・継承に関する研究』、

『テキスト　経営人類学』などがあり、本日、ご紹介いただきま

す『オルファイズム：岡田良男とオルファ株式会社の挑戦』を含

め多数のご著書をご執筆されています。岩井先生は 2012 ～ 2017

年、帝塚山大学学長として大学経営にかかわってこられた経験を

もとに『大学論の誤解と幻想』というご著書もご執筆しておられ

ます。また経営人類学とは別に西洋社会をフィールドワークし、

民族、民衆宗教を研究してこれらました。宗教社会学関係のご著

書に『目からウロコの宗教－人はなぜ「神」を求めるのか』『グ

ローバル化するアジア宗教』『宗教社会学を学ぶ人のために』が

あり、現在、宗教を経営の視点から分析する『宗教と経営－宗教

経営学の視点から』をご執筆中です。

講演の後、コメンテーターとしてご登壇いただきます三井泉先

生についてご紹介させて頂きます。三井先生は園田学園女子大学

経営学部教授で、ご専門は経営学、経営学史、経営哲学、経営人

類学で、特にマネージメント思想における人間、組織、社会の関

係にご関心をもたれ、理論と学際的フィールドリサーチの双方か
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らこの問題に取り組んでおられます。ご著書に『経営理念：継承

と伝播の経営人類学的研究』『アジア企業の経営理念』、『テキス

ト　経営人類学』など、編集と執筆者の両方からこの分野の研究

をしておられます。『社会的ネットワーキング論の源流：M．P．

フォレットの思想について』も書かれています。後半の二つに書

かれています経営理念に関する 2冊、全世界の Springerの本の中

で上位 4分の 1に入る大ヒットをされた本を執筆しておられ、経

営人類学チームの先生方のご研究が世界中に高い関心をもたれて

いることがわかりました。4万ダウンロードを超える勢いで世界

中の人たちがこの本に注目したということがあります。私も先生

方といっしょに研究をさせていただいております。私たちの研究

チームですが、「継ぐ」ということをテーマに経営理念にかかわ

る研究、働く人々の思い、家族、技術など多様な形で継承にかか

わる現象に注目していまして、現在、日本、韓国、中国、東アジ

ア諸国において事業承継の問題が起こっており、この研究会では

家族の問題、社会制度、技術、技能、後継者の問題など、たくさ

んの「継ぐ」ということを家制度だけでなく、文化、宗教などを

含めて総合的にとらえていかなければ「継ぐ」という人間の行為

を理解することができないだろうと学際的に研究者が集まり、発

足したものであります。

研究チームに入っていただいている先生方は、1994 年、国立民

族学博物館で研究プロジェクトを発足した研究会のメンバーでお

られ、約 30 年の長い歴史をもつ研究会で国際的にも注目されて

いる日本の経営理念研究を世界中に発信されています。
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岩井先生に本日、お話いただく内容ですが、日本は「社史」大

国といわれ、会社の歴史を記した「社史」は、その会社の永続性

を目に見える形にしたものといえますが、岩井先生は、今年、創

業55周年を迎えるカッターナイフの製造販売会社であるオルファ

株式会社の「社史」作成にかかわられました。創業者岡田良男氏

は 1956 年、初めてオルファ式カッターナイフを発明されました。

これは現在、世界中で使われているカッターナイフの原型となっ

ています。岡田氏は一般にいう「社史」を嫌い、明確な経営理念

を文字として残されませんでしたが、岡田氏が残された多くのメ

モや元社員によって語られたエピソードなどから「オルファイズ

ム」ともいえる経営理念や行動指針が浮かび上がってきたとのこ

とです。本講演ではオルファ株式会社「社史」、物語の作成を通

して見えてきた事業を「継ぐ」ことについてお話をいただきます。

それでは岩井先生、よろしくお願いいたします。
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経営人類学者、「社史」を書く
―「社史」作成からみえる
「継ぐ」ということ―

帝塚山大学全学教育開発センター教授　岩　井　　　洋

はじめに：「継ぐ」ことと「南方曼陀羅」のこと

ご紹介にあずかりました岩井と申します。お集まりいただきま

して、ありがとうございます。

本日は、カッターナイフの製造販売をするオルファ株式会社

（以下「オルファ」）様の「社史」を書くことになった経緯と、そ

こからみえてきた「継ぐ」ということについてお話します。

ここでは、カッコ付きの「社史」と表記しています。オルファ

創業者の岡田良男さんは、一般にいう社史というものを嫌ってお

られたと聞きます。その理由をご本人から直接聞くことはかない

ませんが、おそらく岡田さんは、社長室の書棚に箱入りでドカン

とおかれた、家具の一部になっているような社史を嫌っておられ

たのだと思います。その意味で、今回書いた本は会社の「物語」

であり、いわゆる社史ではないと考えております。

長い話になりますので、最初に結論めいたものを出しておきま

す。後で、どうやってそこにたどり着いたのかをお話していきた

いと思います。まず、何を「継ぐ」のか。事業承継の教科書的な

ものをみますと、「人」「モノ」「金」を継ぐ、とあります。つま

り、人的なもの、物質的なモノ、そして金にあたる部分は資産に
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なるかと思います。土地、建物、資金などです。人の部分は拡大

解釈をすると、従業員、会社の人的ネットワーク、協力会社との

関係、会社が蓄積してきた事業に対する社会の信用、なども入り

ます。これらは一般に事業承継でいわれることですが、私はこれ

に加えて、次の二つが重要だと考えます。つまり、「コト」と「知

恵」です。「コト」は「記憶と記録」そして「出来事」、知恵の部

分は「ノウハウ」と「理念」にあたります。ノウハウは資産にも

かかわってきます。技術開発をしている会社にとっては、ノウハ

ウは直接、お金に反映されます。この 5 つが全部、複雑に絡み

合っていますが、今日、特にフォーカスするのは「コト」という

部分になるかと思います。

もう一つ最初にふれておきたいことがあります。南方熊楠とい

う博物学・民俗者がおります。柳田國男と双璧をなす存在ですが、

30 ～ 40 年前まではあまり注目されなかった学者です。彼はイギ
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リスにも留学していますが、和歌山県田辺を中心に活躍しました。

彼が残した、後に高野山の管長になった土宣法龍との往復書簡の

中に、「南方曼陀羅」と呼ばれるものが出てきます。これに関す

る説明を読みますと、森羅万象において「必然」と「偶然」が複

雑に絡みあっていて、その関係の中で特に多くのものが絡み合っ

ている点のことを「萃
すいてん

点」といっています。これは、「必然」と

「偶然」をモデルのなかに取り込んだ、一種の科学論だといえま

す。「南方曼陀羅」という名前は、インド哲学・仏教思想の大家

である中村元さんが、社会学者の鶴見和子さんにこの図を見せら

れて、「これは南方曼陀羅ですな」といったことに由来します。

会社の歴史も、そして我々人間も、実は「必然」と「偶然」の

非常に複雑な関係の中にあります。経営学の「経営戦略論」を否

定するわけではありませんが、「経営戦略論」の対極にあるもの、

「必然」と「偶然」がいかに絡みあって事業体をつくっているか、
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そういう考え方のもとにお話をしていきたいと考えております。

今日、お話する内容は大きくは 5つあります。まず、「『経営理

念』から『オルファイズム』へ」。これは、『経営理念』という

PHP研究所から出版した本が、今回の『オルファイズム』という

本に、まさに「南方曼陀羅」の如く「必然」と「偶然」の絡みあ

いの中からつながった、というお話です。次に、「カッターナイ

フ誕生秘話」。ここでは、一般にオルファのカッターナイフの誕

生について、ほとんど語られてこなかったことについてお話しま

す。あとは、「オルファ株式会社の展開」「岡田良男氏の思想」

「『社史』作成からみえてくること」の順番にお話いたします。

1　『経営理念』から『オルファイズム』へ

2018 年、「東大阪はじめて物語」という展示が宮本順三記念館・

豆玩舎 ZUNZOで催されました。大学の授業のヒントになるので

はないかと思って、ふらっと出かけました。そこで、2008 年に書

いたことがあるオルファのカッターナイフが展示されていまし

た。それを見て、学芸員の方に「実は 2008 年、オルファのこと

を本に書いたんですよ」と言うと、一人の女性を奥から連れてこ

られた。樋口須賀子さん（宮本順三さんの長女）という方ですが、

その方が「いいところに来てくださいました。オルファの創業者

の弟さんの岡田三朗さんがいらっしゃっています。三朗さんの記

憶と記録を何とかまとめたいと思っているですが、なかなかうま

くいかないんですよ」とおっしゃる。結局、私が本のお手伝いを
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することになりました。

ご縁はそれだけではありま

せん。宮本順三さんはグリコ

のおまけをつくり続けた方

で、記念館にはグリコのおま

けだけでなく、世界のオモ

チャが集められていて、国立

民族学博物館よりも世界のオ

モチャを多く所蔵しているの

ではないかと思います。三朗

さんと宮本さんは、私がカッ

ターナイフの展示と出会った

ように、ここで偶然に出会うわけです。オモチャの博物館ができ

たと聞いて、三朗さんは「何かカッターナイフのおまけにいいも

のはないか」と思って行く。そこで宮本さんに出会います。当時、

「大きいことはいいことだ」という、あるお菓子メーカーのコマー

シャルがありましたが、宮本さんは、逆に「小さいことはいいこ

とだ」といい、オモチャづくりに愛情を注ぎました。そして、宮

本さんと三朗さんが意気投合するわけです。それがまた、オル

ファとのつながりになっていきます。
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そして、この写真の絵画についてですが、私が勤めています帝

塚山大学と宮本さんのあいだにもご縁があることがわかりまし

た。大学にペルーのクスコのお祭りを描いた大きい絵画が置いて

あって、「これは何か」といつも思っていたのですが、宮本さん

が描かれた絵だということが後でわかりました。さらに、宮本さ

んのご子息の宮本順二朗さんは帝塚山大学の名誉教授でもあり、

いろんなご縁がつながっています。このようにして、『経営理念』

から『オルファイズム』につながっていったわけです。

2　カッターナイフ誕生秘話

さて、世界中で使われているカッターナイフですが、実は東大

阪の町工場から生まれたものです。会社は 1967 年設立。創業者

は岡田良男さん。今はご長男の岡田真一さんが社長を務めていま
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す。従業員数は 104 名の小さい会社ですが、商売は大きい。国内

シェアは 50 ～ 60％。世界のシェアは、さまざまな報道を総合す

ると 30％～ 40％、50％近くのシェアをもっているという報道も

あります。それくらいカッターナイフは大きな市場をつくりまし

た。そのカッターナイフを、良男さんが発明しました。私のゼミ

の学生にカッターナイフが日本で生まれたことを話すと、「あれ、

海外のものではなかったんですか？」という言葉が返ってきます。

実は、東大阪の小さな町工場から生まれた、世界に誇る発明です。

さて、世界に誇る発明がどのような経緯で生まれたのでしょう

か。ガラスの破片とチョコレート、そして生卵の画像があります。

ガラスの破片とチョコレートについては、いろんな本に書かれて

います。カッターナイフの発明のヒントは、ガラスの破片とチョ

コレートだとよくいわれています。創業者の岡田良男さんと弟の

三朗さんは、ともに印刷会社にお勤めでした。三朗さんはデザイ

ナーで、紙を切る時にカミソリの刃を使っていました。これは、

安全面で危険ですし、刃がすぐにこぼれてしまいます。そこで、

「いいナイフがないか」という話からカッターナイフづくりが始

まったわけです。良男さんは、「ポキポキ折れる刃をつくったら

どうか」と考えました。そのヒントはチョコレートです。岡田一

家の歴史ともかかわりますが、一家は大阪に住んでいましたが、

空襲から逃げるために和歌山の白浜に疎開します。戦後、進駐軍

がやってきて、アメリカの兵隊たちがうまそうに板チョコを食べ

ている。それを見て、子どもたちが「ギブ・ミー・チョコレート」

ともらいにいく。そこに、第一のヒントがあります。もうひとつ
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はガラスの破片。当時、靴の修理職人が靴底を削りとる際にガラ

スの破片を使っていて、切れ味が悪くなるとまたポキッと折って

使っていました。これらが、カッターナイフ発明のヒントです。

そして、卵の黄身についてですが、オルファのカッターナイフは

黄色いボディがトレードマークです。黄色は安全を示し、あたた

かいイメージがあります。さらに、カッターナイフが道具箱でも

目立つように、という思いが込められています。

良男さんは、父・勇次郎さんと母・マスノさんの 1女 4 男の長

男として生まれました。良男さんにはお姉さんがいらっしゃいま

すが、4人の男兄弟でオルファという会社をつくることになりま

す。もともと良男さんのお父さんは大阪市中央区の農人橋で岡田

紙工所を経営していました。紙を裁断する、いわゆる「断ち屋」

と呼ばれるお仕事です。道修町の薬品会社や本町の糸へん（繊維

関係）の会社に隣接していて、これらの会社と取引する印刷所が
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近くにありました。当時はカッティングの技術もなく、印刷する

前に必要な大きさに紙を裁断しなければなりませんでした。そこ

で、紙を裁断する町工場がありました。岡田紙工所の近くには、

元阪神タイガース監督の岡田彰布さんの実家があって、そこも断

ち屋をやっていて、よきライバル関係にありました。良男さんと

次男の三朗さんは印刷会社に丁稚奉公に行き、三朗さんは酒の

レッテル、いまでいうラベルのデザイナーになります。二人は貧

しいながらも、自分たちの秘密基地をもって、何か大きいことを

やりたいという共通の夢をもっていました。

3　カッターナイフ前史：「スワンペーパー」のこと

さて、「スワンペーパー」のことについてです。カッターナイ

フの歴史の中でほとんど見たことがありませんが、いろんな聞き

書きをしていくと、カッターナイフを開発する原資になったもの

の一つが、「スワンペーパー」と呼ばれるものでした。これは、

転写紙を応用したものです。転写紙とは、印刷する際に、直接、

紙に印刷するのではなく、転写して使うための紙です。三朗さん

は、デザイナーとして、転写紙をマスキングテープのようにして

使っていました。デザインする際、余分な部分に色がつかないよ

うに、必要な部分だけ紙をくりぬいて色を塗ると、その部分だけ

に色がつくわけです。良男さんと三朗さんは、これは商売になる

と考え、ブルーの転写紙を特注し、「スワンペーパー」という名

前で売り出します。名前の由来は単純で、動物園で動物を観察し
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ていると、前に白鳥が泳いでいたので、そう名付けたとか。最初

は、「これ、転写紙と違いますか？」と疑われたこともあったよ

うですが、今のようにコンピュータグラフィックスもなかった時

代、デザイナーの間で重宝がられて売れました。興味深いことに、

「スワンペーパー」が商標登録された形跡はありません。「スワン

ペーパー」は、しばらくのあいだ日本転写紙株式会社（以下「日

本転写紙」）から製造販売されていましたが、その後、ホルベイ

ン画材株式会社が製造販売し、やがて店頭からは消えていきまし

た。「スワンペーパー」の売上がなかったら、カッターナイフは

なかったかもしれません。

考えてみれば、「スワンペーパー」も切って必要な部分に穴を

開けて色を塗るわけですから、全部切ることに関係しています。

岡田兄弟が育ったのも、断ち屋という切る商売です。さらに、岡

田兄弟のお父さんの先祖をたどれば、丸亀藩の武士だったそうで

す。国立民族学博物館の初代館長・梅棹忠夫さんとの対談で、良

男さんは笑い話のように語っていましたが、その先祖は、切腹し

て亡くなったそうです。なぜ切腹したのかというと、不祥事など

ではなく、藩内の農民たちの肩をもって、藩主に歯向かったから

だったといいます。まさに、刃物つながりですね。

4　「折る刃式カッターナイフ」の誕生

その後、1956 年、世界初の「折る刃式カッターナイフ」が誕生

します。「刃を折る」という意味の「折る刃」が、「オルファ」に



－17－

つながることになります。

写真は、当時の試作品で

す。これが商品化されて

いく段階で、良男さんは、

3千本の手直しという大き

な試練を受けることにな

ります。

そもそも刃物の業界で

は、折れる刃というもの

をつくったことがありま

せんでした。良男さんが

大阪の町工場に行くと、

「刃は折れたらあかんのや。折れるものをつくってどないするん

や」と、どこも同じことをいいます。しかし、良男さんの思いは、

「折ると切れ味がよい刃がすぐに出てくるものをつくりたい」と

いうことでした。「もうだめだ、誰もつくってくれない」と思っ

た時、大阪・鶴橋の一軒の町工場が意気に感じて、仕事を引き受

けてくれることになりました。町工場といっても、2階建ての家

族がいっしょに住んでいるような小さな工場です。ところが、い

ざ納品されると使い物にならない。鞘にうまく入らない、サイズ

が違うものもある。引き受けてくれた人に「もう一回、やり直せ」

とはいえない。仕方なく、良男さんは 3千本をカチカチやりなが

ら、全部手直しして売り出しました。初めてのカッターナイフは、

「シャープナイフ」という名前で販売されました。最初、「ペー



－18－

パーナイフ」という名前にしようかと思ったのですが、封筒を開

けるときに使うナイフも「ペーパーナイフ」と呼ばれていました

から、それと区別するために「シャープナイフ」にしました。

5　岡田工業株式会社の設立

「折る刃式カッターナイフ」の発明と「シャープナイフ」の商

品化に続き、1967 年、岡田工業株式会社が大阪市東区十二軒町に

設立されます。そして、1971 年、現在地に本社が移転されます。

1979 年には、世界初の「ロータリーカッター」が発明されます。

1984 年、社名がオルファ株式会社に変更されました。「折る刃」

ですから、英語表記すれば「OLHA」になりますが、フランス語

やイタリア語といったロマンス語系の言語では、Hを発音しない

言語があるため、世界展開を見越して、英語表記を「OLFA」に

したそうです。今年、オルファは創業 55 周年を迎えました。今

回、会社の物語をつくることになったのは、55 周年のためにでは

なく、さまざまなご縁の中で、たまたま 55 周年にあたる年に刊

行されることになっただけです。

この会社も順風満帆ではなく、さまざまな苦難を経験していま

す。1963 年、カッターナイフの特許を良男さんと日本転写紙で共

有することになります。前にふれた「スワンペーパー」の関係も

あって、オルファは日本転写紙の資金提供を受けます。同時に、

良男さんは日本転写紙に社員として入ることになり、「シャープ

ナイフ」は、日本転写紙の頭文字をとって「NTカッター」とい
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う名前で販売されることになります。ところが、良男さんにとっ

てみると、自分がつくったカッターナイフですから自分の手で売

りたいわけです。会社の一員として人に使われて働くのではなく、

自分の会社を持ちたいという思いから、1967 年に退社します。同

年、兄弟 4人と良男さんの妻・輝子さんで、岡田工業株式会社を

設立します。

ところが、資金繰りで難しいことも出てきて、極東ノート株式

会社が協力することになります。そこで、「極東オルファカッ

ター」の名前でカッターナイフを売り出すことになります。この

時に苦労されたのは、自分がつくったカッターナイフなのに、一

度「NTカッター」として売っていますから、営業に行くとよく

いわれたのが、「これは、NTカッターのオルファ型ですか」とい

う言葉でした。全く違うものであるにもかかわらず、ブランド力

の怖さを思い知ったそうです。そこで、広告に力を入れるように

なります。当時、『アサヒグラフ』や『毎日グラフ』といった写

真誌にも大きな広告を出しました。社員のなかには、銀行の待合

室に置かれた写真誌を手に取り、わざとオルファの広告がみえる

ようにして銀行を出るものもいました。やがて岡田工業は、極東

ノートとも袂を分かつことになります。

6　DIY ブームの追い風

さて、1960 年代は刃物業界にとって受難の年でした。1960 年、

社会党の浅沼稲次郎氏が山口二
おと や

矢という青年に演説中に刺殺され
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る事件が起きました。ラジオの生放送中に起こったことと、青年

が犯人であったことにより、人々は大きな衝撃を受けました。そ

の結果、「青少年に刃物を持たせない運動」が大々的にはじまり、

刃物業界は打撃を受けました。兵庫県の刃物の町・三木市は、肥

後守という折り畳みのナイフの一大生産地でしたが、工場を畳ん

だり、他の製品に鞍替えしたりする会社も多かったようです。肥

後守にかわって売れたのが鉛筆削り器です。当時、鉛筆削り器は

高価で故障も多く、「財産を削る」と文具業界ではいわれていた

のですが、「刃物を持たせない運動」が追い風となり、売れ始め

ました。オルファのカッターナイフはどうかというと、新発明の

目新しさもあって、それほど落ち込まず、順調に売れたといいま

す。

1970 年代になると、DIY（日曜大工）ブームとホームセンター

の登場がカッターナイフにとって追い風になります。1960 年代～

70 年代にかけて、漫画家・作家の松下紀久雄さんが出演する、

『日曜大工 110 番』というテレビ番組がありました。松下さんは

DIYを日本に普及させましたが、彼の海外ツアーに岡田三朗さん

も行くことになります。そして、ヨーロッパにホームセンターと

いうものがあることに驚きます。松下さんは「これからはホーム

センターの時代が来る」と予言していました。そして、1970 年

代、ホームセンターが日本にも上陸します。今までは、文房具屋

さんやデパートの一角に商品を置くだけでしたが、売り場面積が

格段に大きくなります。それまでは箱に入れて売っていた商品を、

「ブリスターパック」と呼ばれる、商品が見える透明の容器に入っ
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たものが置かれるようになります。ホームセンターと DIYブーム

によって、カッターナイフは着実に売り上げを伸ばしていきまし

た。

7　海外への突破口：カナダから来た青年

1970 年、カナダからウォルター・アブシルさんという青年が、

突然会社を訪れます。そして、「カッターナイフをぜひ北米で売

らせてくれ」というのです。オルファは、すでに海外の貿易は始

めていましたが、それほど本格的ではありませんでした。彼は北

米の見本市でカッターナイフを見かけて、「これは商売になるな」

と思ったそうです。のちに新聞記事のインタビューに答えて、こ

ういっています。「本体を買うだけではなく、替え刃が必要にな

る。髭剃りのジレットのように消耗品ビジネスにもなりうる。両

方が売れるから、いいビジネスになる」と。アブシルさんが訪れ

た翌日には、社員旅行を控えていましたが、良男さんは、彼を社

員旅行に連れて行きました。酒を飲みながら、アブシルさんは自

分がユダヤ人で両親がアウシュヴィッツで亡くなったことなどを

涙ながらに話すなどして、良男さんや社員と親交を深めていきま

した。

社員の方に聞いた話ですが、初期のヨーロッパの代理店もそう

ですが、オルファの代理店の中には、どういうわけかユダヤ系の

人たちが多かったそうです。総務部長をされていた鴛
おしぶち

淵晋一郎さ

んは大学院で哲学を勉強された方ですが、彼がいうには、「ユダ
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ヤ人は国を追われて世界中に暮らしてきたから不動産よりも動産

に価値を置く。だから先端的な技術で、どこにでも持っていける

カッターナイフに目が向いたのではないか」というのです。なる

ほど、そうかもしれません。「タルムード」というユダヤ教徒が

大切にしている聖典がありますが、あるユダヤ学者は、「タルムー

ドはポケットの中の祖国だ」といいます。世界中に散らばったユ

ダヤ人たちは、「タルムード」という聖典をいつも身につけてい

ることで、どこにいっても「自分はユダヤ人である」と自覚する

ことができる、ということです。

8　コピー品と世界標準

さて、カッターナイフという新しい発明品が登場すると、コ

ピー品が世界中に出回ることになります。コピー品の中には、オ

ルファがつくっている英語の説明文の誤植まで、そのまま写真印

刷して、全く同じものを貼り付けているものもありました。そん

なものを相手にして「地球の向こうまでいって訴訟を起こすのは

割にあわない」ということで、それはそれで放置せざるをえませ

んでした。コピー品をみたとき、岡田三朗さんは、自分が印刷会

社でデザイナーをやっていたときのことを思い出すといいます。

あるとき、こういう発注がありました。「うちの酒のレッテルは

灘の銘酒を真似してつくってくれ」と。ブランド品の真似をする

ことで「人の褌で相撲をとろう」というわけです。三朗さんは、

「そういうものなんだろうな」と苦笑いしたといいます。



－23－

このように世界でコピーされたオルファのカッターナイフです

が、その刃にはひとつ秘密があります。その刃の角度は 59 度で、

事実上の世界標準になっています。ただし、実際には刃の角度が

さらに鋭いものもありますが。では、なぜ 59 度なのか。本当は

60 度にしたかったのですが、当時使っていた分度器の精度が悪く

て、あとで測ったら 59 度だったそうです。それをいまさら 60 度

に変える必要はないということで、現在も 59 度です。

世界中でコピー品が出てくることについて、岡田良男さんは何

といっていたのでしょうか。「負けたらあかんで。でもノックア

ウトしたらあかん。ノックアウトされてもあかん。判定で勝った

り負けたりしたらええなあ」というのが良男さんの考えです。も

し、オルファがカッターナイフのシェアを 100％もっていたらど

うなるか。みんなが儲かってしようがない。毎日、銀行が来る。

みんなが外車を乗り回す、そんな会社だったらダメだ、というわ
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けです。すべての商品を一社で独占することは不可能で、「共存

の道」を彼は考えていたということです。良男さんのデスクの引

き出しの中には、他社のものやコピー品を含めて、いつも 50 種

類くらいのカッターナイフが入っていたそうです。これも、自社

製品の改善に活かすためだと考えられます。

9　ロータリーカッターの登場

1979 年、「ロータリーカッター」が登場します。円盤状の刃が

ついていて、布を切る時に便利なように考案されたものです。重

ねた布でも一気に切ることができますし、切る深さを調節するこ

ともできます。キルティングの分野では新機軸でした。この商品

ができたとき、布を切るといったら背広だろうと、良男さんは、

イギリス・ロンドンの高級紳士服店が並ぶサヴィル・ロウに行き、

実演販売をしました。ところが、ハサミを使って高級紳士服をつ

くっているというプライドからか、全く相手にされませんでした。

ところが同じ頃、海を隔てた北米では大きな流れが生まれ始め

ていました。キルトブームです。1976 年、アメリカ建国 200 年を

迎えた年、移民と開拓の歴史をふりかえるなかで、キルトブーム

が起こります。キルト協会が各地にできて、キルトの愛好家が増
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えます。1981 年、ヤーン・ロフト・インターナショナルという会

社のバーバラ・スィートマンという女性が飛び込みでオルファに

やってきて、「ロータリーカッターを売ってくれ」というのです。

よく聞いてみると、彼女のお父さんはミシン糸を日本から輸入し

ている業者でした。日本に出張にいった際、ロータリーカッター

をお土産に買って帰ったらしく、「これは面白い、商売にしたい」

と思ったそうです。そして、自分が持っているキルト教室でも

ロータリーカッターを使わせるようになります。また、『シンプ

リー・キルト』というテレビ番組でもロータリーカッターが紹介

され、さらにミシンの老舗であるシンガーミシンも教則本のなか

で紹介しました。こうして、北米のキルト愛好家にとってロータ

リーカッターは手離せない存在になっていきます。

さらに、当時、布を切る時にはシナベニヤ（シナノキの合板材）

を敷いていたのですが、これが重くて移動しづらい。そこで、樹

脂製のキルティング用カッターマットと透明のアクリル製ルー

ラーも売り出すようになりました。ロータリーカッターと透明ア

クリル製ルーラーとカッターマットの 3点セットは、キルティン

グファンにとっていまや必需品になっていっています。

10　訴訟の洗礼

1987 年、香港から始まった株式の大暴落、いわゆる「ブラック

マンデー」の年、アメリカから一通の封筒が届きます。開けてみ

ると、「カッターナイフで目に怪我をした。賠償金を払え」とい
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う訴状でした。これは、PL法（製造物責任法）に基づくもので

す。「会社としては特に安全性に配慮して製品をつくっている。

目を怪我することはありえないはずだ。一体どういう使い方をし

たか」などの疑問がわきました。よく調べてみると、普通はボ

ディから刃の先の部分だけを出して使うのですが、刃をいっぱい

出して使っていたようです。それで、刃がポキッと折れて飛び、

目を怪我したというのです。これは、カッターナイフの本来の使

い方ではありません。

しかし、訴えられたのですから仕方がありません。訴えてきた

のは、ミシガン州デトロイトの市民でした。当地は自動車産業の

中心地で、フォード、ゼネラルモーターズ、クライスラーなどの

「ビッグ 3」があるところですが、日本車が売れはじめて自動車産

業が斜陽になってきた頃で、日本に対する風あたりが強かったの

です。弁護士は「すぐに和解をしろ」といいますし、現地の代理

店も消極的でした。しかし良男さんは、「ここで負けて自分が引

いたら、第二、第三の被害者が出てくる。負けたらいかん」と、

訴訟に挑みました。当時活躍したのは、貿易部長の児玉俊英さん

です。彼は単身アメリカに乗りこみ、長身のアメリカ人を見上げ

ながら、ものおじひとつせず、得意の英語でオルファ製品の安全

性をアピールし続けました。そして、「オルファはまじめにカッ

ターナイフをつくってきました。アメリカ市民の正義を信じて、

一切をお任せします」と、良男さんから授けられた言葉を、切々

と陪審員に訴えました。その結果、1989 年、全面勝訴となりまし

た。残念ながら、この翌年、良男さんは亡くなられます。
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11　岡田良男氏の思想

ここまでは会社の話をしてきましたが、今度は岡田良男さんの

思想についてお話します。

『経営理念』と『アジア企業の経営理念』を書いた時、いずれ

においても、経営理念が血となり肉となり、社員の間に浸透して

いくことが大事であるという考えがありました。ところが『オル

ファイズム』の場合、良男さんが、そもそもまとまった文章を全

く残していなかった。しかも社是・社訓を朝礼で唱和することも

嫌っておられた。「一分の唱和をするより、その日、1日、23 時

間 59 分を、いかに生きるかが大事だ」というのが、良男さんの

考えでした。今でも、いろんな企業が朝礼で社是・社訓を唱和し

ていますが、少なくともオルファにとっては、そのやり方は当て

はまらないと考えたわけです。現在は、真一社長によって経営理

念と行動指針がホームページに掲げられていますが、少なくとも

良男さんは明確には語らなかった。

12　実践と道具に込められた経営理念

私が『経営理念』の原稿を書いた 2006、7 年の頃、研究会等で

良男さんの経営理念についてお話をしたことがありますが、数人

の経営学者から嘲笑されました。「これは典型的な町工場の親父

だな。町工場では経営理念なんかなくても経営はできる」という

のです。面と向かっていわれたわけではないですが、そのような
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言葉を漏れ聞きました。しかし、経営理念があるかないかで、経

営に雲泥の差が生まれるはずです。それが明確に文字化されたり、

本になったりしていることは二の次であって、会社の中にどれだ

け定着しているか、また、実践の中にいかにそれが込められてい

るかが大事だと思います。

確かに、100 人ちょっとという会社のサイズは、意思疎通に適

しています。ロビン・ダンバーという人類学者は、世界の狩猟採

集民族の歴史的データを分析し、150 というサイズが多いことを

指摘しています。そして、150 というのは、特段、何かいわなく

ても全体的に意思疎通ができる数であると。しかし、組織の規模

にかかわらず、経営理念は重要です。その重要性について考えて

みたいと思います。

京セラの会長・社長を歴任された伊藤謙介さんが、十数年前に

『日経ビジネス』の中でインタビューに答えて、こういっていま

す。要約しますと、「会社はコマのようなものだ。社会の動きが

周りから攻めてくる。会社には遠心力と求心力が必要。遠心力は

革新で求心力はぶれない軸だ。その軸は何か。いつもそこに立ち

返っていく経営理念である。コマのように回転していても、そこ

からぶれない軸が必要だ。それが求心力だ。とはいっても、外に

向かっていくことも必要だ。それは革新という力として出てくる

はずだ。その二つが重要である」と。まさにそうだと思います。

この本が完成に近づきはじめた頃、良男さんが断片的なメモを

いっぱい残しているということがわかりました。初期の社員のお

宅に、何箱かのダンボール箱にメモがあると。たとえば、「勝ち



－29－

残るためにはどうすればよい

か」という言葉が、何かの紙

の裏に書かれています。良男

さんは、使用済みの封筒を

カッターナイフで切るのが日

課で、メモ帳がわりにするた

めと、カッターナイフの切れ

味を試すためだったようで

す。メモに書かれた良男さん

の言葉が文書にまとめられた

ことは、これまで全くありま

せんでした。しかし、社員た

ちが社長の考え方を吸収しようと思ってコピーしたり、書き写し

たりしたものが断片的に残っています。そこから、彼の思想を理

解することができます。

13　シンプルが一番

良男さんは、「目と耳で感じてものを観ると、内側、機能性だ

けではなく、作った職人の技術力、創案者、研究者、経営者、会

社の考え方、性格まで観えてくる」といいます。そして、「シン

プルが一番」ともいいます。昨今、ものづくりの現場で「アーキ

テクチャー」（基本設計思想）という言葉がよく使われます。こ

のアーキテクチャーを読み取ることができる良男さんの言葉に、
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以下のようなものがあります。「手道具づくりは『切る』『納める』

『携帯する』ことを、いかに単純にまとめるか」「手道具のデザイ

ンは機能を追求し、機構を単純に突き詰めると自然にグッドデザ

インになる」など。また、「納めるということが大事だ」という

ことを人間にあてはめ、「つくり出す人間も心身を『おさめる』

ことの大事さを忘れた手道具は世に残らない」「創り出す人間も

心身をおさめないと、よい手道具は創れない」といいます。

14　自信と誇り

「機能をシンプルに表現し、シンプルに作ること」「奇をてらわ

ずに、品質本位に作ること」という、良男さんの言葉があります。

カッターナイフの部品は、実は 10 に満たないんです。そして、

一つひとつの部品が創意工夫の集大成、結晶であるわけです。シ

ンプルであるだけに、消費者の目も厳しくなります。つまり、自

動車のように、とてつもなく多くの部品でつくられているもので

はなく、一個一個の部品の出来が厳しい目に晒されるわけです。

当然、品質には格別の注意を払わないといけない。

タッチナイフというベストセラー商品がありますが、タッチナ

イフが売れるとわかった時、ある材料メーカーの人がきて「1円、

ハガネの質を落としただけでも儲けになりますね」ともちかけた。

でも良男さんは頑として断った。「お客さんが知らなくても私が

知っている」と。ここが重要だと思います。そして、「私自身、

力を入れている商品とは、いつも一体になっている」「まだまだ
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改善点がある」といっています。

15　自分の力 50・見えない力 50

良男さんの弟・三朗さんは、良男さんが寝ても覚めてもカッ

ターナイフのことばかり考えていたエピソードをよく語ってくれ

ました。たとえば、次のようなものです。「兄貴はいつも社員旅

行にいっても、ホテルについたら即、カッターの話しかしない。

部屋に入った途端、『おい、あそこな、こうやったらもっとよく

なるのと違うか』という。休みに来ているやないかといっても、

いっこうに言うことを聞かない」と。このように、寝ても覚めて

も、ひとつのことを考えることは、ある種スピリチュアルなこと

にもつながっていきます。

「自分の力 50・見えない力 50」「物質 50・魂 50」という言葉が

示すように、良男さんは、見えない力の存在を真 に、そして謙

虚に受け止めていました。そのことをあらわすエピソードがあり

ます。カッターナイフの刃を前に動かす時、カチッと音が鳴りま
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す。それは、下にギリシャ文字のΩ（オメガ）のような丸いバネ

が入っているからです。しかし、それがなかなかつくれなかった。

どうやったら、うまくカチカチと送り出すことができるか悩んで

いたとき、良男さんの夢の中に、触覚をもった昆虫が出てきたそ

うです。起きたら「これだ」と。夢のお告げが、バネにつながっ

たわけです。

ロボット工学者の金出武雄さんは、「アイディアは閃かないん

だ。よく閃くというが違う。いつもそのことを考えているから閃

くんだ」といいます。そのことばかり考えていると、すっと答え

が出てくるというわけです。同じような話は、パナソニックの創

業者・松下幸之助さんにもあります。電球の不良品が出たとき、

それを幸之助さんが家にもって帰って毛布で温めていたら、電球

がつくようになったというのです。そこで、社員に「君ら、これ

だけ一生懸命やったことがあるのか？」といいます。念が通じる

ようなことがあるのですね。

「馬鹿な人間には神様が手伝ってくださいます。私はいつも神

さまに手伝ってもらいながら生きてきました」「カッターナイフ

は『半製品』で、製造者の手を離れて、お客さまの手に渡って初

めて『製品』になる」という良男さんの言葉があります。後者に

ついて、カッターナイフが思いもしないような使われ方をしてい

る例をあげることができます。以前オルファは、カッターナイフ

が世界中でどう使われているのか、代理店に調査させたことがあ

ります。そうすると、驚くような使い方が明らかになりました。

たとえば、鮭の腹を切り裂いてイクラを取り出すのにカッターナ
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イフを使う。フランスパンのバゲットに線を入れる時に使う。服

の修理をする時、カッターナイフの先の部分で糸を切る。プラモ

デルをつくるとき、カッターナイフの刃先をピンセットのように

して、小さな部品を拾いあげる、などです。カッターナイフがお

客さまの手に渡ることで、製造者が思いもしなかった使い方が生

まれる。そして、その現場を見ることが製品開発や改善につな

がっていくわけです。まさに良男さんがいうように、「現場に答

えあり」です。

16　無知の知：大馬鹿だからできること

「無知の知」という言葉は、自分が「知らない」ということを

「知っている」という認識の重要性を意味します。良男さんは、

「自分は学がない、学校にもいっていないから大馬鹿者である。

阿呆ではないが、大変な大馬鹿者である」「やってみなけりゃわ

からないし、失敗を恐れずに、（金がないところ以外は）、どこで

もカッターナイフを売りにいく」「世の中には頭のええ人間はぎょ

うさんおるけど、物事がわかっている人間はほとんどおらんなあ」

などといいます。最後の言葉は、特にバブル期に出てきた言葉で

すが、オルファにも銀行とか証券会社が日参したそうです。「今

は稼ぎ時ですぜ」というわけです。しかし、「そんなもん、絶対、

いつか潰れるから、こんな景気がいつまでも続くはずがない。土

地転がしで儲けたらカッターナイフを一本一本つくるのが馬鹿ら

しくなる。うちはカッターで飯を食うんや」といって、良男さん
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は頑として取り合わなかった。その結果、バブル経済は崩壊しま

した。オルファは損害を全く受けずにやってきました。そういう

堅実さがあります。

「わしゃ何も知らん、馬鹿者！　しかし、わかる！」。これが彼

の人間味でもあり、重要なことだと思います。「大馬鹿者」とい

う言葉の中には、怖いもの知らずという部分もあって、良男さん

は役所とか大企業を相手にするのが好きだったそうです。かつて

は通産省（現・経産省）がやっていたグッドデザイン賞にオル

ファが申請した際、「同業他社が選ばれているのに、どうしてう

ちの会社が選ばれないのか。選んだといったじゃないか」と喧嘩

を売る。「役所に盾ついても、どうなるわけではない。やめとき

なはれ」といわれても、「そんなわけにいかん」と東京までいっ

て直談判したといいます。結局、役所のほうも認めることになり

ました。

「わしはなあ、小学校しか出てへんから勉強してへんねん。何

も知らん、そやからいろいろ教えてな」。この言葉は、部下にう

まく教えを乞うものです。良男さんは、総務部長だった鴛淵さん

に、「なんかええ文章あったら鴛淵くん、コピーしてきてよ」と

いっていたそうです。鴛淵さんは、「こんなんだったら社長は読

むかなという文章を、いつもコピーして置いておく。そのまま放

置されたら、あまり興味がない分野だな」と思って、また別の分

野をコピーして持って行ったそうです。こうして、鴛淵さん経由

で良男さんが様々な知識を吸収していきました。

良男さんは読書が苦手だったそうです。というのも、印刷工場
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に勤めていたので、本を読むと校正しているような気分になって、

いっこうに進まないからです。そんな彼が最初に読破した本が、

『韓非子』でした。中国の戦国時代の古典で、岩波文庫版でも 4

巻あります。「矛盾」とか「信賞必罰」といった言葉の出典であ

り、「非情の書」、つまり、冷徹な哲学をもった書だといわれてい

ます。人情深い良男さんとは合わないのではないかと思うんです

が、彼はそれを読破した。「情けなければ、よい仕事はできず、

情けに流されれば失格」という良男さんの言葉は、『韓非子』の

哲学とも通じるとともに、商売で人に騙された苦い経験ともかか

わるのでしょう。

17　商売は人間学

「商売は人間学」という言葉については、多くの経営者が同じ

ようなことをいっています。「人間がわからないと商売はできな

い」というあたりまえのことですが、良男さんにいわせると、こ

うなります。「人間とはどのようなものかを少しでも多く知ろう、

わかろうと追求するようになってきた。生きていくにも、大事を

成していくにも、人間を知る、わかる努力をする事が一番むずか

しいが、この努力を続けることが難題の多い現在においても、何

事にも対応する勇気と知恵を得る、また、先を読み解く近道であ

るように思う」「人間を知るために、わかるために、一般的常識

に欠けることがあるかもしれないが、自分は自分なりの行動と生

き方を祈る心で追求して生きたい」と。
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18　風呂をローソクで沸かすな！

これは、お金や時間を無駄に使うなということです。良男さん

は、「五時半に終われるように頑張ろうな。時間を見て勉強して

や。オルファがなくなっても、辞めても食べていけるようになっ

てや。といっても勉強の仕方はむずかしい。勉強の仕方を勉強し

ような」といっていました。「風呂はローソクで沸かせない」と

いうたとえですが、『経営理念』の原稿を書いていた頃、韓国『エ

コノミスト』誌のコラムニストの方と取材をして、その記事が韓

国版で出ています。「30 年間、残業のない希有な会社」とありま

す。今も残業はありません。40 数年間、残業をしていないという

と、ウソでしょうと思われるかもしれませんが、本当なんです。

5 時半に終わり、30 何分か 40 分近くに、最寄りの緑橋駅から、

社員の皆さんが地下鉄に乗って帰られます。

「風呂をローソクで沸かすな！」というたとえは、「自己管理し

なさい」ということにつながります。昔は、会社が終わったら麻

雀をしに行く人がいました。麻雀は四人でやりますから、メンツ

の一人が残業すると、あとの 3人も残業する。そうすると、残業

する人を誰が管理するのか。管理をする人を、また誰が管理する

のか。人を管理する、人に管理されるというのは下級のことであ

る、というわけです。「自分を管理しなさい。決められた時間内

に仕事を終わらせるようにしよう」と良男さんがいうように、5

時半近くになるとオフィスの電灯が徐々に消えていきます。仕事

ができなくなります。仕事の生産性が低いかというと、全くそう
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いうことはありません。社員の皆さんは、決められた時間で仕事

を最大限できるようにしています。しかし、良男さんは残業がな

いのを自慢することを戒めていました。そして、「『うちは残業な

い』と偉そうにいうなよ。協力会社さんが一生懸命残業して支え

てくれているのに自分たちだけ残業がないというもんじゃない」

といいました。

19　「自己管理」の哲学

「自己管理」の精神から、オルファにはタイムカードがありま

せん。また、義務ではありませんが、始業前に社員が掃除をしま

す。鴛淵さんは、「掃除の担当を決めるなど愚の骨頂、決められ

たことしかできなくなる。目の前が汚れていても通り過ぎてしま

うことになる」といいます。鴛淵さんは総務部長席にいて 15 分

掃除をすると、社員の顔を見て「何かあったの、今日は具合が悪

そうだな」と社員のこともよくわかるともいいます。

良男さんは、映画監督の山田洋次さん、京大教授の会田雄次さ

んとテレビで座談会をしたことがあります。そのなかで、「オル

ファは、東京大学を何番で卒業した、というような人材はいらな

い。アフリカのジャングルにヘリコプターで連れていかれて放置

されても、日本に帰ってくることができるような人材が必要なの

だ」といっています。まさに、「自己管理」の哲学です。この言

葉には後日談があって、良男さんは鴛淵さんに、「テレビであん

なことをいうたけどな、もし僕がジャングルに閉じ込められたら
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連れて帰ってや」といったそうです。良男さんの人間味がよくで

ているエピソードです。

20　牛肉 1キロのボーナス

人間味あふれるという意味では、牛肉 1キロのボーナスについ

てもふれる必要があります。良男さんは、ボーナス時に、社員に

1キロの牛肉を手渡すことをはじめました。これは、現在も続い

ています。なぜ、1 キロ牛肉を出すのか。かつては振込ではな

かったので、給料袋といっしに牛肉を渡していました。冷蔵庫が

普及していなかった時代、牛肉をすぐにもって帰らないといけな

い。いきおい、家族といっしょに牛肉を食べることになる。独身

者は、独身者同士で肉を食べればよい。ここには、「家族が大事

である」という良男さんの考えがあります。社員が仕事に打ち込

み、会社が繁栄するためには、社員の家族が円満でないといけな

いということです。一時期、良男さんは社員の家庭訪問もしてい

ました。これは、家庭が円満かどうかを知るためでした。今だっ

たら「プライバシーを侵害しないでください」といわれるかしも

しれませんね。また、社員の配偶者の誕生日にはプレゼントを贈

るとか、靴の商品券を支給することもありました。デパートで高

級靴が 2足買えるくらいの商品券を贈って、家族の分を一つ、自

分の分を一つ買えるように、という心遣いをしていたようです。
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21　組織はあって、ない方がよい

「社長から新入社員まで、みんなが同じ部屋で仕事をすると楽

しいやろなあ」という言葉の通り、良男さんは、上下関係のない

フラットな組織を理想としていたようです。そして、「組織はあっ

て、ないほうがよい」、さらには「組織を作ることも大事だろう

が、ぶっ壊すことも！」「破壊工学について勉強しよう！」など、

形式ばった組織に対する違和感と、常に変化する組織を作りたい

という思いがあったとも考えられます。また、「オルファは、戦

車・タンクのような無限軌道を採用すべきだ！　タンクなら道な

き道をどこまでも行ける！」という言葉からは、柔軟で適応力の

ある組織のありかたを望んでいたことがわかります。

良男さんは、「会社の寿命 30 年」という説にこだわっておられ

たようです。1983 年、『日経ビジネス』誌に、「会社の寿命は 30

年」という説が発表されました。これは、会社は 30 年でつぶれ

るという意味ではなく、「会社が繁栄を謳歌できるのは 30 年くら

いだ」という意味です。会社が成長期に入った時期でしたから、

良男さんは、さらに 30 年は頑張りたい、と考えたのでしょう。

良男さんの心配をよそに、オルファは今年創業 55 周年を迎えま

した。

22　「社史」作成から見えてくること

最後にまとめたいと思います。冒頭にいいましたように、「継
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ぐ」という場合、「人」「モノ」「金」に加えて、特に「コト」と

「知恵」が重要になってきます。この時、記憶について考えない

といけないと思っています。いろんな方にインタビューしていく

と、そんなに大きな齟齬はないのですが、一つの出来事に対して

記憶の仕方が違っていることがあります。会社の物語を書くとき、

「記憶の整合性」をどう保つのか、という問題があります。それ

は、「記憶の共有と錯綜」の問題といえます。そして、記憶には

いわば「回帰点」があります。それは、記憶がいつも回帰してい

く場所です。『オルファイズム』は、岡田三朗さんの「記憶と記

録」をまとめるところからはじまりました。三朗さんにも、思い

出がいつも「回帰」する場所があります。それは、彼にとって重

要な場面だと思うんです。

すこし話が別のところにいきますが、私が初めてフィールド

ワークをしたのは 1982 年でした。鹿児島・奄美大島の小さい島

に一カ月間入って、いろんな調査をしましたが、その後も何年間

か通い詰めました。あるおばあちゃんに何度もお話を聞いたんで

すが、どう聞いても、いつも同じところに物語が帰っていく。そ

このお嫁さんは、「岩井さん、おばあちゃんボケてるから適当に

聞いておいてね」といいます。当時の社会調査法の教科書には、

「高齢者は記憶違いが多いので信用できない。文書等で裏取りを

する必要がある」といった内容のことが書かれていました。高齢

者が物忘れをすることや同じことを繰り返すことは、ネガティブ

にとらえられていたんです。その後、1990 年代から、社会科学で

も「記憶」が重要な研究テーマになってきました。先ほどのおば
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あちゃんの「記憶の回帰点」は、彼女の言葉でいう「ジラー鍋」

（ジュラルミン製の鍋）でした。昔、アメリカ軍の戦闘機が墜落

した時に、機体のジュラルミンをはがし、それを打って鍋にして、

「ジュラルミン鍋」として売って大儲けしたそうです。いつ話を

聞いても、結局、同じところに戻ってくる。これは単なるボケな

どではなく、そのおばあちゃんにとっては、「ジラー鍋」の記憶

が人生の中で重要な位置を占めていていると考えるべきなので

す。

社員にいろんなことを聞いていく際にも、おそらく「記憶の回

帰点」みたいなものが出てくるはずで、それが重要な意味を持つ

と考える必要があるのではないか。私の場合は、三朗さんの話を

聞いた時、いつも戻っていく良男さんの思い出があることを発見

しました。そして、その思い出は、彼にとって重要な部分なんだ

ろうなと思います。

23　現在＝過去＋未来

私は、記憶に関する論文を 1980 年代の終わりから書いてきま

した。「現在＝過去＋未来」ということについて、社会学者の

ジョージ・ハーバード・ミードは、現在という時間の中に、実は

過去と未来がしみこんでいるといいます。記憶のなかで過去は変

わる。そして、回想するたびに過去が変わっていく。では、未来

はどうかかわるのか。未来の希望に照らし合わせて、過去も変化

するといえます。たとえば、未来に芸術家になりたいと思ってい
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れば、その人が過去を想起する時、「そういえば小さい時、外で

ボール遊びするよりも家の中で絵を描くことを好んだな」と思い

返すわけです。

会社も同じです。社史をつくる、あるいは会社の物語を紡ぐこ

とは、未来に向けて開かれています。未来をどう描くかによって、

会社の過去も変わってきます。経営学の世界では、「レトリカル・

ヒストリー」という言葉があるようですが、ステークホルダーを

納得させるために、自分の会社の過去をうまく利用して、うまい

具合にプレゼンテーションする。そんなこともあると考えられま

す。

24　理念と実践の往還

さて、最後のテーマです。オルファの場合、「理念」が明確に

示されているわけではないですが、「実践」の中にそれを読みと

ることができます。「理念」がどう「実践」に落としこまれてい

くかを研究する方法もありますが、「理念」が明文化されていな

い場合は、「実践」に埋め込まれた「理念」を抽出・解読してい

く必要があります。しかし、組織の規模や発展段階に応じて、「理

念」が明確化されていくこともあります。さらにその先には、ま

た「理念」をどう「実践」に落とし込むかという問題が生じます。

このように、研究者の視点としても、また経営者の視点としても、

「理念」と「実践」の「往還運動」が必要になってきます。

このたび『オルファイズム』を書かせていただいたことで、オ
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ルファ様にとっても「理念」と「実践」を往還する一助になれば

と思っています。この本を、社員教育に役立てていただくととも

に、どう会社を運営していくのかの手がかりにもしていただきた

いと思います。さらには、産業史の役割も、若干担えればよいと

思います。

ご清聴ありがとうございました。
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コメントと応答
園田学園女子大学経営学部教授　三　井　　　泉

帝塚山大学全学教育開発センター教授　岩　井　　　洋

三井　みなさま、こんにちは。園田学園女子大学の三井泉と申し

ます。私は「経営人類学」創設の時からチームに加わり、みな

さんといっしょにいろいろな調査をしてきました。その応用研

究として、天理大学の住原則也先生と PHP研究所の渡邊祐介

氏とともに「経営理念の研究をしよう」というところから、こ

の研究会が始まりました。確か 2005 年だったと思います。そ

の「経営理念」の研究は日本語、英語、中国語を含めて 5冊ほ

どの本を出版して一段落がついて、次は「継ぐ」だと言い出し

たのが実は私です。忘れもしません、この同志社に 2019 年度

にサバティカルで半年ほど滞在し、「次、どんな研究をしよう

かな？」と思っていて「ああ、『継ぐ』って大事だな」と思い

ました。新島襄の理念を継いでいく、というような同志社の学

風からも影響されました。また、前任校のゼミには事業後継者

がたくさんいまして、多い時は 3分の 2 くらいに上りました。

その人たちと議論をしていると、必ず最後にいうことは「先生、

私は何を継げばいいんでしょう」という話が出ます。「だって

事業も変わっていくでしょう。お客さんも従業員も変わってい

く。出資者も変わるでしょう。次の世代は何を継ぐのか。継ぐ

しかないから継ぐのか」と。何がつながって、どうなっていく
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のかわからなくなって最後は「会社という理念を継ぐ、あるい

はそれはフィクションなのかもしれない」ということになり大

変盛り上がりました。そこで、「これをテーマにしていこう。

理念を継ぐなんて、きれいごとを言うつもりはない。とすれば、

何を継ぐのかを、とことん考えよう」というところから始まっ

たのが、この研究会です。

 　岩井先生は面白いところを発見する方です。最初の本でオル

ファをとりあげた時も「ここは文言としての『理念』なんかな

い。だけど、そのような行為は現れていて」という話を、もの

すごく熱心に話されたんです。ところが、こうして本にまと

まって読ませていただくと「なんという凄い会社なのか」と驚

きました。そこで、今日は私の素朴な質問を岩井先生にさせて

いただくことから、このセッションを始めたいと思います。よ

ろしくお願い申し上げます。

 　我々の研究会を長年やってきて、私は「会社は乗り物、何か

を繋いでいく乗り物なんだな」ということを考えるようになり

ました。我々が Springer社から出した本の一冊では、「会社は

カルチャーの乗り物つまり、文化の乗り物である」という発想

からの本を企画しました。その発想でいくと、「オルファはど

んな乗り物なんだろうな」と考え始めました。後でみなさんに

聞いてもよいのですが、まず岩井先生、「オルファは何の乗り

物なんでしょうか？」ということを、まずお聞かせていただき

たいと思います。

 　次に、もう少し踏み込んで―乱暴な言い方はお許しください。
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「オルファは一体、何モノなんだろう。カッターナイフ屋さん、

ものづくり屋さん、いったいオルファは何モノですか？」。次

に、「折れるカッターナイフを作るとは、いったい何ゴトなん

ですか？」。つまり刃は折れないのがよいはずなのに、それを

「折る刃」という発想に転換したとは、いったい何ゴトなのか。

こんなのをつくってよかったのか。しかも 60 度の角度にしよ

うと思ったら 59 度だったという、そのアバウトさも含めて、

便利なものなんだけど、ハガネ屋さん、つまり刃をつくってい

た人たちにとっては大矛盾です。「そんなことあるわけないじゃ

ないか。折っちゃいけない」といっているのにあえて折れるも

のをつくってしまうとは何ゴトなのか」。このあたりをお聞き

したいと思います。

 　次には、理念を「イズム」と言い換えてみると「それは、何

サマの、つまり誰のイズムなのか、そして社史は誰のために書

かれた、誰の社史なのか？」、そのあたりを聞きたくなりまし

た。正解はまだわかりませんが、このようなことを考えていく

と、私が学生に対して何かを解答できるかなと思いました。そ

こで、まずこのようなところから、先生にお伺いして、この

セッションを開始したいと思いました。

 　「オルファ」は、岩井先生の本を読むと、ただの「ものづく

り会社」と言うのとは違う気がします。「存在意義」というか、

そのへんは何なのか。カッターナイフを「折る」とは何事なん

でしょうか。石器時代といわれましたね。それはただの切りや

すい、使いやいす刃ものをつくっただけなのか、それ以上に、
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そこで概念が変わっているような気がします。そこでは、いっ

たい何ゴトが起こったのか。そして、「理念」から「イズム」

へ。その主体は誰なのか。そのあたりをよろしくお願いいたし

ます。私のコメントと質問は、これくらいで。また後で質問す

るかもしれませんが、まずはここからお願いします。

岩井　早速、一番大きい質問から答えていきたいと思います。オ

ルファの場合、何の乗り物か、ということですが、これは 3つ

の質問全体につながってくると思います。それは、おそらく

「切る文化」の乗り物だといえます。本の中に、国立民族学博

物館初代館長の梅棹忠夫さんと岡田良男さんの対談を再録して

います。とてもいい対談で、切れ味が鋭いんですね。梅棹さん

は、「カッターナイフというのは現代の旧石器ですね」とおっ

しゃった。そして、「新石器は磨製石器だ。旧石器は打製石器

だ」と。石のある部分を叩いて鋭角な部分ができて、それが鈍

くなると、また叩いてまた鋭角にするという意味では、「現代

の旧石器」だというのです。良男さんも「切るということは、

人類がある以上なくならない。だからそこに自分たちの生きる

道がある」と考えられた。ですから、「切る文化」の担い手と

しての役割の重要性を感じられていたと思います。

 　さらに、カッターナイフはシンプルな手道具ですから、工作

機械のようなものではなく、手の延長線上でものを切るわけで

す。だから、シンプルでないといけない。このことは、人間の

考察にもつながっていきます。つまり、その手道具を使うのは

どんな人間なのか、ということから人間の理解にもつながりま
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す。ですから、オルファは「切る文化」の担い手であるといえ

ます。これが、一番目のご質問に対する答えです。

 　さて、「切る」といっても、切る対象によって刃物やその形

状を変えていく必要があります。現在、岡田真一社長が新しく

取り組んでいるのは、アウトドア用のナイフです。アウトドア

用品というと、一見、カッターナイフから逸脱しているように

見えますが、カタログをご覧いただくと鞘がついている。そこ

から刃が出てくる形状はカッターナイフと全く同じで、しかも

アウトドアの分野に進出したことは、実はある意味で原点回帰

ではないかと思っています。岡田兄弟は、疎開先の和歌山の海

や山でサバイバルしてきた。そのことが、今の社長になってア

ウトドアに行き着いた。その意味では、決してブレていないと

思います。

 　梅棹さんと良男さんの対談の中で、第二次世界大戦中、ラバ

ウルに行っていた兵隊たちから聞いた話がでてきます。兵隊た

ちがビールの空きビンをもっていったら、現地の人たちがたく

さん来て、「果物と交換してくれ」という。それは、ビール瓶

の破片で髭を剃るためなんです。本当に髭が剃れるのかと思っ

て、良男さんは実際にやってみたそうです。直角に割れた部分

はだめですが、斜めに割れたものだと足の毛でもシャアシャア

剃れるといいます。ガラスの破片や岡田兄弟が育ってきた環境、

紙を切るということ、靴の修理職人の技、いろんなことが語ら

れてきました。二番目のご質問の答えになっているかわかりま

せんし、端的に答えることができませんが、このような事柄の
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総体のなかに、「何者か」という答えが含まれているように思

います。

 　最後に、「何様？　誰のイズム？」ということについてお答

えします。『オルファイズム』という書名は、岡田真一社長の

ご提案によるものです。タイトルはやはり大事ですし、キャッ

チーなものも必要でしょう。会社としては、岡田良男さんの考

えをひとつの「イズム」として理解して、創業者の考えを再確

認し、それを自分たちの中に入れていこう、というお考えがあ

るのではないかと思います。「イズム」というと、一般論とし

ては大げさに聞こえてしまいますが、それほど大げさなもので

はないと思ってください。

三井　ですから「あり方、自分のスタイルを表す言葉だった」と

考えていいですかね、「イズム」は。

岩井　そうですね。

三井　それは「社長のスタイル」なんでしょうか。それとも「オ

ルファという会社全体のスタイルがある」ということをいいた

かったんでしょうか？

岩井　そこは、勝手に推測していえないところがあるので何とも

いえませんが、「自分の父が守ってきたものを形として残した

い」という思いはあったのではないかと思います。

三井　「何ゴト」ということで、もう少し聞きたいのは、すごく

身近なものですよね。私、大学を変わったので引っ越しが大変

でした。でも今や、このカッターナイフがなければ、代替物は

あるのに、これがなければ荷造りができないような気になる。
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つまり、生活を変えてしまったようなもの、私にとっても、お

そらく多くの方々にとっても。ある生活の部分に無意識に浸透

している商品だと思います。そういうものをつくりだしたとい

うことの意識、生活に不可欠なものをつくった、そういうこと

をやってしまったという意識は、社長さんに、あるいは会社に

はあるんですか。

岩井　あると思いますよ。実際、聞いてみないとわかりませんが、

自信と矜持をお持ちだと思います。「切るという文化」の根幹

のところを身近な手道具から支えているという誇りは、持って

おられると思います。

三井　同じような話を YKKで伺ったことがあります。内戦地帯

の工場の従業員が、「戦争していても敵も味方もみんな YKKの

ジッパーを使っているじゃないか。だから大丈夫だよね」と

言ったという話を聞いたんですね。オルファも、いってみれば

そのような商品だということですね、生活上、なくてはならな

いものをつくってしまった。つまり「何ゴト？」といえるよう

なことをやったんだなと、思いました。では、それを「継ぐ」

とは何を継ぐのでしょうか？

岩井　冒頭の図でお見せしましたが、自分たちの会社は創業以来、

紆余曲折を経て、こういうふうに生きてきたという、記憶・記

録・物語をいかに自分たちのものとして継いでいくのかが大事

だと思います。様々な出来事への対応の仕方の中に、実は「理

念」が込められているのではないでしょうか。たとえば、バブ

ル経済の時期でも軸がブレない経営をしてきた、また、その
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時々に会社はどう対応してきたのか、その「コト」の中に「知

恵」が含まれています。それをきっちり継いでいくことが重要

です。もちろん、事業承継の話でよくいわれる「人」「モノ」

「金」もありますが、それに加えて「コト」と「知恵」も重要

な要素です。実際、人間というのは「物語」がないと物事を記

憶できないですね。「物語」があるから物事がすっと入ってく

る。聖書がどうして世界中で広く読まれているのかというと、

単なる規則が書いてある規則集ではないからですね。「物語」

が書かれているからこそ人々の心を打つ、そして謎が生まれる。

そういうものが引き継がれていくべきだろうと思いますね。

三井　しかも、その物語は一人の一人称の物語ではない。関係す

る方、例えば宮本順三さん、その人との関係とか、いろんな物

語がいっしょになって紡がれているということですね。語って

いるのは社長であっても、そこの中に複数の人の「物語」が、

おそらくは紡がれていくようなストーリーなのではないか。も

う少し言うなら、その物語は、この商品を通じて私たちの生活

にも流れ込む。この会社の物語は、我々の生活の中に商品とし

て流れこんでくる。こういう関係性を振り返ると、「会社って

すごいもんだな」と私は思います。最後の「経営理念」ですが、

私たちが考えてきた「経営理念」は、実はみなさん、お考えに

なっているものとは、少し違っています。例えば、理念の浸透

といったときにも、私たちは一定の文言を、そのまま浸透させ

るのではなく、主体が「解釈している」という視点に立ちます。

何か上から降ろしていくようなものだけではなくて、それを各
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自が解釈して具体的な製品や行為として表現している、と考え

ます。そう考えると「この社長はどういうふうに解釈を変えた

のか、今の方はどう変えていくのか」、そのあたりも知りたく

なります。いかがでしょうか。

岩井　直接、岡田真一社長に「お父さまのお考えについてどうで

すか？」と聞いたことはないんですが、おそらく本にさせてい

ただいたことを契機に、ご本人もご存じなかったことが多く含

まれているので、その文言をかみ砕いて、自分のものにしてい

かれると思いますので、その時にまた改めて聞いてみたいもの

です。

三井　ぜひよろしくお願いします。私からは以上です。会場から

も何かございましたら、お願い申し上げます。
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質疑応答
帝塚山大学全学教育開発センター教授　岩　井　　　洋

園田学園女子大学経営学部教授　三　井　　　泉
司会　同志社大学社会学部教授　藤　本　昌　代

岩井　関連するところからお話していきます。まずオンラインで

のご質問です。先程の理念の話で、「見えない理念というもの

を、どういうふうに従業員が受容して共感していくのかが気に

なりました」というご質問です。何かを吸い取ろうという気が

なかったら、何も吸い取れないと思います。おそらく何も考え

ないでやっている職場もあります。でも危機に瀕した時、ある

過去に出会った時、「あ、そうだな」と思う瞬間があって、転

換点やきっかけがない限りは、なかなか社員は過去のことを振

り返れないと思います。過去のよかった時代、悪かった時代を

思い起こして、学ぶべきことは随所にあるわけで、それをどう

とらえるかは受け手の社員の問題あるいは経営者の問題ではな

いかと思います。

 　これに関係して、「継ぐ」ということの中に「人」「モノ」

「金」「コト」「知恵」の関係性についてのご質問がありました。

「全部つながっている」と言うと、何事もいってないように聞

こえてしまいますが、たとえば、「知恵」という中に「ノウハ

ウ」も含まれている。知的財産も「ノウハウ」ですし、お金に

もつながってきます。人的なネットワークや信頼があるかどう
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かは、実は「コト」、過去に起こった出来事によって信頼があ

る、ないという人的ネットワークが築かれる。ある出来事の中

で、会社が著しく信頼を損なうようなことがある場合、それは

当然、人的ネットワークにもかかわってくることだと思います。

そう考えていくと、5つの関係性がすこし見えてくるのではな

いでしょうか。

 　最後に「記憶」の話をしましたが、「真実」というのは一つ

ではなく、記憶によって変わってくるんですね。昔、アメリカ

の人類学者・オスカー・ルイスが「羅生門技法」という方法を

使いました。黒沢明監督の映画『羅生門』（1950 年）に由来す

るものですが、映画自体は、芥川龍之介の小説『羅生門』と

『藪の中』をうまくミックスしたものです。映画のなかでは、

ある事件に対する認識が、人によってかなり異なることが描か

れています。ルイスは、様々な現象に対して、いろんな人にイ

ンタビューをして、それをうまく重ね合わせるようにして分析

していく手法を重視しました。

 　「社史」の世界もそうだと思うんですね。多くの場合、社史

の編纂室や外部の人に書いてもらうとなると、会社の意向で

「こんなことは書くな」ということが出てくる。本当は豊かな

記憶の錯綜とか共有とか、いろんなものがあるかもしれないの

に、それらが捨象されて、会社に都合のいいことだけが書かれ

てしまう。私の場合、都合の悪いことがあったわけではなくて、

細かいところでは記憶の錯綜が見られましたが、それは大きな

問題にはならなかったです。いずれにせよ、「人・モノ・金・
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コト・知恵」については、複雑な動きが全部つながっている、

ということをお伝えしたいと思います。

 　「社史」についてのご質問もいただいています。社史をつく

ることの難しさについてです。あるところの社史についてヒア

リングをされているようですが、現社長がご自身を正当化して

しまったり、息子さんが先代の武勇伝を語りたがったりして、

社史づくりの壁があるということです。

 　全くその通りだと思います。社史の研究では村橋勝子さんと

いう方が、ダイヤモンド社から『社史の研究』（2003 年）とい

う分厚い本を出されています。村橋さんは、経団連の図書館に

勤めていた方で、1万冊以上の社史を読んで、そこから抽出し

た事柄を本にまとめられました。ぜひ、ご参照いただきたいと

思います。社史は、なかなか一筋縄ではいかないんですね。タ

イプによりますが、社内の部署が書くものもあれば経営者が書

くものもある。さらに、外部の人が書くものがある。書き手に

よって焦点の当て方が違いますよね。だから、いろんな社史が

出てくる。比較的客観的に書かれているのは、学者が書いた社

史なのではないでしょうか。たとえば、由井常彦先生や土屋喬

雄先生といった有名な経営史の先生がいらっしゃいますが、大

企業の社史をたくさん書いていらっしゃって、比較的客観的に

書いておられます。社内で書くと、どうしても「書いてくれる

な」というところは削除される傾向がありますからね。

 　このことは、最後にいった「現代は過去と未来が入り込んだ

時間だ」ということとかかわります。「未来に向けてこんなこ
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とをやりたい」と「過去のこんな不祥事は書かないでくれ」と

いうことがあると思います。同志社大学は自校教育を早くから

やっていらっしゃって、その中でいいことも悪いこともきっち

り提示しておられます。会社の歴史も、そうあるべきだと思う

んですね。過去を教訓にして、どう書くか。いずれにしても、

社史づくりには難しい問題があります。

 　「社史は原点に戻って見直すということなのか？」というご

質問もいただいています。社史の使い方は様々ですが、社史は

常に自己を見直す原点にはなりうると思います。京セラの会

長・社長を歴任された伊藤謙介さんは、経営理念の働きを回転

するコマにたとえてこういいます。変化する時代のなかで、外

に働こうとする遠心力は革新であるが、中心に働く遠心力がな

ければコマは倒れる。その中心の軸が経営理念であると。この

ような、いつもぶれないでいるための標準点が経営理念であり、

また社史の役割でもあるといえます。

 　「南方曼陀羅」についてのご質問もいただいています。私が

うまく説明できるかどうかわかりませんが、鶴見和子さんの

『南方曼陀羅論』（1992 年）という本もありますので、ご参照い

ただきたいと思います。南方熊楠は、近代科学における科学論、

つまり、必然的な原因と結果ですべてが動いているという考え

方ではなく、そこに「偶然」という要素が絡まっているといい

ます。そして、必然と偶然の複雑な絡みあいが森羅万象にある

と考えたわけです。そこには、仏教思想の影響もあると考えら

れます。そして、必然と偶然が多く絡まる場所を「萃点」と呼
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びました。もちろん。これはひとつのモデルでしかありません

が。

 　あと二つ、コメントをいただきました。まず「ユダヤ人は不

動産よりも動産が大事だということは、中世ヨーロッパ社会か

ら始まっているのではないですか？」というコメントです。そ

して、「ユダヤ系住民が土地所有を禁止されたことがあって、

特にダイヤモンドの市場はユダヤ人の市場で、貴金属、アクセ

サリーなどをユダヤ人が重要視したのは、ある種の必然ではな

いか」というコメントです。これは、全くその通りだと思いま

す。

 　新聞の販売店をやっておられた方からのコメントです。「乱

売競争で業界がだめになって、正常販売を心がけてきた。その

こと自体、間違いでなかったことを確認した」ということです。

新聞の業界は難しくて、かつて神戸で聞いた話ですが、よくオ

リックスが新聞販売店を通して、大量にタダ券を配っていた。

ところが、そういうことをやめて、別のかたちで集客に成功し

た。新聞販売店はいろんなキャンペーンの受け皿になりやすい。

本来、新聞を売るというのはどういうことなのか。今日、お話

した岡田良男さんの「独占するな」ということも、どういうふ

うに自分の立ち位置を決めてやるかが重要になってくるのでは

ないかと思います。

藤本　ありがとうございました。三井先生及び岩井先生からのご

回答を聞いて、さらにご質問、ご意見等ありましたら、ぜひ、

フロアのみなさまからいただければと思います。いかがでしょ
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うか？

質問者　作家の城山三郎さんが社史に近い小説を書かれていて、

戦後、トラックのリフトとかについて書かれた小説があります。

「社史小説」についてコメントがありましたら。

岩井　社史は小説そのものではないと思いますし、私も小説を書

いたつもりはないのですが、書き方や書きぶりの問題はあると

思います。一般的な社史は年表があって、どんな製品をつくっ

て、どういうふうに発展してきたか、売上がどのように伸びた

か、などを記したがります。今回の本のもともとの企画は、岡

田三朗さんという、いま 88 歳になられて、兄とともに会社を

つくってきた人の「兄と会社のことを、何かの形に残しておき

たい」という思いからはじまりました。そして、堅苦しい社史

ではなく、物語として読んでいただけるものをつくろう、とい

うのが当初からの企画でした。事実を曲げるような脚色は一切

していませんし、聴き取った事実、語り口を物語として書いて

います。その意味で、フィクションの小説とは、一応、違うと

認識しています。

藤本　他にいかがですか？

質問者　同志社大学の職員です。大学も大学史がつくられるとか、

レトリカル・ヒストリーという部分ももっていますが、今日の

お話では家族の方々の理念が中心でしたが、それを未来に向け

て残していく時、どういう材料を残していかないといけないの

か。ヒアリングをされて会社の中でのモノ、資料、そういうも

のがないと難しいのではないか。そういうものを残してはいな
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かったが、たまたま社長が紙の裏に書かれていたものが残って

いた、偶然ですが、そういうものに頼ってつくられたと。実際、

組織として 50 年後に生き残っていたら「こういうものがいる」

という材料についてのお考えをお聞かせいただければありがた

いと思います。村橋勝子さんの知り合いで社史的な面から「書

くための材料がどういうものでないと将来、難しいか」という

ことを気にしているものですから、少しフォローしていただけ

ればありがたく存じます。

岩井　村橋さんは、もともとアーカイブをどうやっているかとい

う連載を、かなり長くされていました。おそらく今のご質問は

アーカイブにつながっていくのではないかと思います。この本

の作業をしていく時、会社に問い合わせをして「こういこう資

料はありますか？」と聞いたんですが、整理されている部分と

整理されていない部分がありました。もちろん、探せば出てく

るのでしょうが。これは、いい悪いの問題ではなく、それぞれ

の会社の姿勢の問題だと思います。今後、社史を書くとか、そ

ういう思いがある場合は、アーカイブ化をきっちりしているは

ずだと思います。それをあまり念頭におかずに仕事をしてきた

場合、アーカイブの視点から資料が収集・保存されてきたわけ

ではないと思います。

 　これから社史を書く会社を考えた時、資料はどこにだってあ

ります。研究者にとってもその視点は重要ですが、何が資料に

なるかは見方によって変わるんです。現場と人とモノとコトを

大事にして、会社が使っているカラー、ロゴ、社員が使ってい
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るモノ、モノの使い方とか細かいことに着目する。一般にいわ

れている資料、ドキュメント、紙になっているもの以外のとこ

ろに、何者かが宿っていると思います。それらをきっちり整理

して、後のために役立てるつもりで書いているのか、そうでな

いのかによっても全く変わってきます。したがって、会社の

アーカイブに向けた姿勢によって、資料の蓄積は全く違ってく

るのではないかと思います。

 　オルファの場合は、創業 55 周年の時にうまく本が出たんで

すが、何十周年記念誌というような社史を出すつもりは全くな

かったと思います。やはり、アーカイブの考え方が社史に大き

く影響しますね。

三井　ちょっと付け加えていいですか。渋沢史料館の関係者とお

話したことがあり、書かれた資料のみならず、栄一さんの孫の

渋沢敬三さん自ら各地で収集された民具のコレクションを展示

したアチック・ミューゼアムをお持ちですよね。あのような素

晴らしいものを、直接、渋沢家とか、会社の経営にかかわらな

いかもしれないものを、民族の生活様式や、その時の民衆の思

いや自然との関係なども含めて、モノとして表現されている貴

重なコレクションだと思います。同志社大学にも、新島にかか

わるような遺品もたくさん残されていて、サバティカルで滞在

していた時には興味深く拝見しました。そのようなものも、社

史といえるのかどうかわかりませんが、重要だと思いました。

 　最近、私は神戸大学で発見した資料で共同論文を書いて学会

賞をいただきましたが、その題材は、なんと図書館の本への
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「学生の落書き」なんです。昔のテキストへの落書きですが、

そこにはきちんと先生方の論争を踏まえた議論がなされている

んです。その背後には当時、日本で初めての経営学部が神戸大

学にできる時で、その制度変更の論争もあった。これらを含め

て資料として見ると日本の経営学の発生という歴史的事実が立

体的に明らかになってきました。そのようなことを含めて、モ

ノも含めて資料を総体的にみるということは、難しいけれど、

重要なのだと思った次第です。

岩井　社史を編むこと自体に、どうしてもフィルターがかかりま

すね。現場の裏事情ばかり出したら発禁になるわけですよね。

今回の本は自由度が高く、仕事がしやすかったんですけれども、

社史には、おそらくフィルターやある種の拘束力が効いてくる

ので、そこは難しいところがありますね。

藤本　他にご質問はありますか。

質問者　経営者のタイプによって社史は変わると思うんです。私

が担当した時も、そうでした。編集企画を役員会で審査する時、

後になった社長が、それを読んで「俺だったら、こうは書かん

な」と。継続というのが、うまくいっていなかったからかなと

いうのがありましたが。その当時の社長が継続するものと任期

中に与えられた経営課題を投資家に対して実現するには、この

手法しかないと役員会に諮って。後から見れば「この社史では」

ということもある。そのへんは、いい、悪いではなく、両方あ

ると。私は広報責任者でしたが、それを英語にする時に問題に

なった。日本的なことを、どこまで英文で社史にするかは大変
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な問題でした。翻訳家にとっても。大きな企業は、そういうこ

とをやっているのかなと。

 　もう一つ違う視点で考えたのは業界紙の情報ですね。業界に

は情報誌がありますが、そこで吸収合併の流れをどう見たか。

吸収合併と産業界の再編を任されたのは私でしたので極秘の会

合がホテルでなされる。A社と B社が合併するか、しないかを

担当者としてやらされただけに「そのことを書きたいけれども、

情報誌がニュースで流したらいいやん。社史までやらんでも」

と。別に隠しているわけではなく、業界紙でオープンにされた

から、そちらの役目でいいと。いろんなややこしい問題も出て

きます。前任者と違うことをやろうと業界紙の手法を取り入れ

たのですが、プラスの材料だけでないこともあったもので、真

実と社史のあり方、タイプは違うんだなと感じました。いかが

でしょうか？

岩井　全く、その通りだと思います。フィルターも当然かかるし、

どの経営者の時期に社史をつくるかによっても全く変わってく

ると思います。私は「宗教経営学」をやっていますから、宗教

的な補助線を引いて、宗教教団を見る視点を経営に適用すると

面白いと思います。たとえば、教祖がいろんなことを言い出し

て、二代目になった時に違うことをやる。二代目になると「今

の教祖さん、小粒やな」と言われたくない。だから、目立つこ

とをやりたくなる。そして、先代とか前の教祖がやらないこと

をやる。かつての教えを全部引き継ぐのではなく、自分が重要

だと思うところをピックアップして大きく見せる。同時にモノ
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も大事で、教祖の聖地をもっと整備しようじゃないかとか、新

しい儀礼をつくろうじゃないかという動きも出てきます。そう

いうメカニズムと社史の編纂は似ていると思います。

藤本　他にいかがですか？

質問者　経営人類学が始まった頃から天理大学で文化人類学を教

えています。2006 年、オルファの書を書かれた頃の記憶が蘇っ

てきました。示唆に富む、ホリスティックな、いろんなエピ

ソードがあって、それらが因果関係で説明されるというよりも、

いろんな局面から全体的にホリスティックに物語として説明し

ていただいたことは経営人類学のアプローチだなと思いまし

た。これまで経営人類学が 30 年くらい行われてきましたが、

社史を意識してアプローチされたのは初めてではないかと。こ

れからまた新しい方向に向かうのではないかと思いました。自

分たちの歴史を語るということで、会社ばかりでなく、日本の

歴史を語るという時、『古事記』と『日本書紀』がある。『古事

記』の方は大和言葉、万葉仮名で書かれていて内部的に見るよ

うになっている。天皇家の悪いことばかり書いてある。倒され

た人たちの心境も書いてある。『日本書紀』は中国語で書かれ

ていますから、いい格好で書かれている。そういうのが社史の

中にもあるなと。見にくいところ、「これが真実だ」と出して

いるものと、いいところを書いて誇らしい部分もある。常に微

妙なバランスの中で。『日本書紀』と『古事記』のように全く

違うバージョンで書かれているものとか、そういう伝統が日本

にあるのではないかと思ったりもしたんですが。
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 　質問というかコメントですが、南方熊楠の「南方曼陀羅」を

面白く聞かせていただきました。11 月 27 日は松下幸之助さん

の誕生日ですね。その話の中に「学問的に扱いにくいな」と思

われるのは「運」というものです。松下さんがいろんな哲学を

もっておっしゃるけど、「運がなかったらダメですね」とおっ

しゃる。その部分を何とか学問の俎上に載せられないか。運を

どのように分析するか。経営学とかから完璧にアプローチする

ことはできないと思いますが、「運が、いい、悪い」でいうと、

それで終わりになる。今日のご講演の中に「逆風が吹いた」「訴

訟問題になる」とかの負の側面、若干、触れなくてもいいこと

もあるかもしれませんが、それを「見識あるアメリカ市民に任

せます」といってストップさせたということで事なきを得たと。

こういうのを見るとマイナスの側面があっても、運を引き寄せ

る姿勢が常にあるのではないかと思うんですね。運だからブ

ラックボックスに入れて、どうこうということではなく、どう

やって運を掴んだのか。天から降ってきたのではなく、何か引

き寄せたという、そういうところから少しアプローチできるの

ではないかなと。可能性はわかりませんが、松下さん曰く「学

者の意見通りやってうまくいったら苦労はしない」というくら

い、見えてきたものだけを見て分析して「これが学問だ」とい

う、科学の世界では、それでいいかもしれませんが、人間が

やっていることはそれだけでは難しいなと思いまして。経営人

類学ですので、そういうわけのわからないところを、どう上手

に扱えるか、先生はおやりになろうとしていると思いましたの
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で、よろしければ「運」について、どういうふうにお考えか、

お聞かせ願えませんでしょうか？

岩井　私が心の中にずっと思っていたことをご指摘いただきまし

た。いま『宗教の経営学』という本の原稿を書いていますが、

その次にやろうと思っている研究が、「偶然とインプロビゼー

ション」、つまりアドリブの研究をしようと思っています。人

生はアドリブだと思っている。

 　キャリア理論の中に、ジョン・D・クランボルツという学者

が唱える「計画的偶発性理論」というのがあります。幸運は単

なる偶然ではなく、それを引き寄せるような身の処し方や態度

を身につけることで、向こうからやってくるというのです。単

なる偶然に身を委ねるのではなく、それを引き寄せる生き方が

あるんだと。この考え方は、キャリア理論の中で支持されてい

ますが、ある意味で宗教的であったり、スピリチュアルであっ

たりするわけです。宗教書とか自己啓発本に書かれていること

は裏表で、「引き寄せ」とか「出会い」というキーワードを使

うと宗教的にみえてきます。しかし、別の側面からみると科学

的に分析できる部分があって、そのあたりを攻めていきたいと

思っています。

 　このように考えるようになった背景には、何か「経営戦略論」

的な考え方に対する違和感があります。もちろん、「経営戦略

論」を貶めているわけではありませんが、みんな成功した事例

を真似したがる。ところが、大谷翔平選手を真似しても大谷翔

平みたいになれるわけではない。確かに「型」として、あるい
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は「戦略」として役立つ部分はあります。しかし、自分は自分

であるし、自分史的なもの、生育環境や巻き込まれている世界

のありようは違うわけで、そこにインプロビゼーション、アド

リブというものが出てくる。たとえばジャズの場合も、一応

コード進行があって、外れてはいけないものの幅はあるんだけ

れど、かなり自由に多くのことができる。そして、全くのカオ

スではないが、その中に偶発性が含まれているというのが、ど

うも人間の生き方とか会社のあり方に似ているのではないか。

そのあたりのことを、少し理論化できればと思っています。

三井　付け足しますと、かつてシンガポールで日本の大きな投資

会社の支社長をやっていた方から、投資先をどう決めるかとい

う時に「その人間がどの程度、運がいいかも実は参考にする」

と伺ったことがあります。「それは、その人が経済的な能力が

あったというところではないか？」という研究者からの質問が

あったのですが、「そうではない。運は大事だ」と断言されま

した。アジアの国では、重要な決定に際して「その人間は運が

あるか」ということが、まともに議論されることも多い、とい

うことを伺って驚きました。経営人類学では、そういうことも

含めて扱ってみたいと思いました。

藤本　最後のご質問、よろしくお願いします。

質問者　従業員に対して格言を書くだけでなく、音声とか映像と

かマルチメディアが残っている部分を従業員に伝えていく方法

も考えられます。つまりメッセージを伝えるものとしての「社

史」は、必ずしも活字媒体ばかりではないということかと。そ
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れについてどう思われるか。それと、先ほどの「運」の話です

が、松下幸之助さんから「運は自分でとりにいくものだと思っ

ているか、どう考えているか？」といわれことがあります。

岩井　社史には、マルチメディア的な形態もあると思います。事

実、すでに社史をつくっている会社の中に、マルチメディア化

したものをつくっているところもありますね。松下幸之助さん

はそうですが、音声テープとかアーカイブにこだわられてきた。

あれほど自分のしゃべったことをアーカイブ化することに熱心

だった経営者は、他にいないと思います。これは、経営理念の

一端を後世の人に伝えていく現実的な方法だと思いますし、

もっというとバーチャルリアリティという方法もあるかと思い

ます。おっしゃる通り、文字媒体だけではない伝え方によって、

もっと広がる世界があると思います。三井先生のお弟子さんに

仏壇屋さんの息子さんがいて、バーチャル仏壇をつくろうとし

ているそうです。もうそんな時代にきています。どれだけリア

リティをもっているかどうかは別問題としても、方法としては

十分にありうると思います。

藤本　ありがとうございました。質疑応答の時間は以上とさせて

いただきます。今日の岩井先生のお話、三井先生のコメントを

伺いまして、アルヴァックスという研究者の「集合的記憶」と

いう概念と共鳴すると思いました。その時、同時性で経験した

人々が、その時の社会的な文脈の中で感じたことは記録しない

と、集団のメンバーがいなくなった時点でどんどん消失してい

く。私たちはすべての過去を覚えておくことはできないので、
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その時代、時代で再解釈されたものが形を変えて残っていく。

その当時の主観、その時の社会的な文脈を意識的に残さないと

完全に消失する。その過去自体をみんなが知らない状態になる、

「それを唯一、残す方法はストーリー的なものに書き残してお

くことだ。それがなされなかったものは過去として存在しなく

なる」と彼はいっています。今日の岩井先生の講演、三井先生

のコメント、これはその時にどういうことがあったか、どのよ

うな考えで、どのような社会的な文脈の中でなされたかをス

トーリーを立てて書き残されたということで、オルファの方々

だけではなく、他の企業、社史を読まれる次の世代に重要な仕

事をしていただいたと思います。

 　本日はどうもありがとうございました。もう一度、感謝を込

めて拍手をお送りください。それでは本日の講演会、これにて

閉会とさせていただきます。ありがとうございました。
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