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1999年、当時世界的な複合企業日立の副社長
だった川村隆氏を含む500人の乗客が乗った
飛行機がハイジャックされ、非番のパイロッ

トの協力で助けられたことがあった。川村氏はこの
経験から、重要な決定は組織内の誰にでも委ねら
れるという証を得た。それは、彼が「ラストマン」と
呼ぶ従業員の仕事に関する考え方だ。川村氏はブラ
ンズウィックの取材でこう語る。「この『ラストマン』
という決定者を育てる機会は、結構あるものです」

川村氏は、後に日立の社長および会長に就任し、技
術の急激な変化と縮小する国内需要に直面していた
同社の改革に一役買った。2017年、川村氏は東京
電力の会長就任を受諾した。日本一大きな電力会社
である東京電力は、2011年の地震により発生した
津波の影響で同社の福島第一原子力発電所がメル
トダウンを起こした結果、会社存続の危機に陥った
が、今そこから浮上しようとしている。国内外から賠
償請求が殺到し、日本国政府に国内原子力発電所
の廃炉を求める声が高まる中、東京電力の株価は
90パーセントも急落した。被害規模は甚大で、除染
作業は今も続いている。

取材の中で、川村氏は原子力エネルギーの未来に
は楽観的だったが、東京電力は、事故炉周辺地域の
人々の生活を再建すること、原子力発電に対する懸
念を和らげること、そして特にスチュワードシップ（
コーポレートガバナンス）を確立しなければならな
いことを認めた。

「会社の評判を回復するには、長期にわたる継続的
な努力が必要です」と、川村氏は認めている。

一方で、東京電力はエネルギーを安定供給するとと
もに劇的に変化するエネルギー事業環境の中でも
成長し続けている。川村氏は、日本のエネルギー部
門が成長し続けるためには、イノベーションとグロー
バリゼーションに再び注力すべき岐路に立っている
と考えている。2017年に定められた日本の経済成
長目標をさらに上積むためには、国内で最も確立さ
れた電力事業を、それに携わる関係者が自らしっか
りと見直す必要があると感じているのだ。

何故今「ラストマン」の視点が重要なのでしょう？

海外では、人々は自己決断や自分の価値形成の必
要性について深く考えますが、日本人は慣習的にこ
れらを考えることをしない。日本人は、組織における
自らの役割を、組織がリーダーとして指名した人の
指示に従うことだと認識しているのです。

1980年代の半ばまでは、それでも問題ありませんで
した。日本は再生の途上にあり、人口が増加したこ
とから十分な需要もありました。しかし、今、日本人

が自らの意思決定プロセスを変えることなしに、こ
の国の行き詰った現状を解決することは難しいと考
えます。小さなグループのリーダーであっても、自分
の部署が進むべき方向を考え、部下に明示すること
で、ラストマンとしての最終責任を担う必要があるの 
です。

日本は今、高齢化など先例のない問題の数々に直面
していて、これらの問題に他に先駆けて取り組まな
いといけません。それに比べて、日本人は指導する
ための教育をほとんど受けてきておりません。社員
が、会社全体の進む方向性に自分たちがどう影響を
与えることができるのかを考えるよう、促す必要が
あります。探してみれば、そのような「ラストマン」と
いう決定者を育てる機会は、思った以上にあるもの
です。

私にとって最大の教訓は、私が日立に勤めていた
際、日本でハイジャックに遭遇した時の経験から来
ています。たまたま搭乗していた非番のパイロット
が、他の２人と共に強行突破してコクピットに入り、
ハイジャック犯から操縦かんを奪還して飛行機を救
いました。彼は、航空会社の規則を破ることになり
ましたが、結果的には500人以上の乗客の命が助
かったのです。

この体験は、世の中にはこのような重大な決定をす
ることができる「ラストマン」が存在しているという
ことを、非常にドラマチックな形で私に教えてくれま
した。日立の社長になった時、私はそのような「ラス
トマン」、最終決定者にならねばならないと決意し
ました。そして、社員もそれぞれの部署でのラストマ
ンになってもらおう、と決意したのです。

東京電力HD  
川村隆取締役会長 
がブランズウィック 
土屋大輔に、 
フクシマ後の未来と、

「ラストマン」の視点
によっていかにして
日本の従業員が 
活性化できるか 
を語る。

いれよ

2009年に日立の社長に就任された時、何が一番優先
度の高い事案でしたか？

一番肝心なのはスピードでした。それ以前は、意思
決定に非常に時間がかかっていました。もし、第二
のリーマンショックが起きたり、ギリシャ危機でヨー
ロッパの銀行が潰れたりしていたら、日立も潰れて
いたことでしょう。米国の一銀行が破たんしただけ
で、受注に大きく影響が出たのです。日立には膨大
な人数の株主と従業員とOBがいるので、彼らの株
式、年金なども考えなければなりませんでした。もし
会社が倒産していたら、悲惨な事態になっていたこ
とでしょう。

決定はすばやく行うことが必須でした。３ヶ月の間
になすべきことを決定しました。必要とあれば事業
を閉鎖し、縮小し、拡張し、働き盛りの従業員にも

スイッチを

2014年福島第一原子力	
発電所で、作業員が汚染水
を保管するタンクの基礎	
工事の準備をしている。
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再教育を受けてもらい違う職場に異動してくれと、
場合によっては日立を離れてくれと頼まなくてはな
りませんでした。それはとてつもなく大きな変動で
した。痛みを伴うことを、それも急いで実行する必
要がありました。やらないという選択肢はなかった
のです。

東京電力の会長職を受諾した理由は何ですか？再び、
厳しい状況に直面している会社です。

エネルギーは国の基盤です。自国のエネルギーのわ
ずか４％しか自給できていないのは、世界でも日本
と韓国くらいです。低価格のエネルギーを安定的に
供給することは、全ての産業にとって、そして全国民
の暮らしにとって重要です。私は、それを達成する
ためにできる限り貢献したいと思っています。

経営を間違うと東京電力は倒産するでしょう。その
ような事態を起こしてはなりません。福島の事故で
発生した様々な問題に取り組むために、東京電力の
全従業員は、エネルギーが社会の真の基盤である
ことをもう一度認識し直す必要があります。長期的
な取り組みを行う資金を確保するため、これまで以
上に多額の収益が必要です。

東京電力には、携帯電話の充電から信号機の作動
まで、社会的な責任があります。小さい離島は、利
益という観点からはありがたい顧客ではないでしょ
う。しかし、離島に電力を供給することも私たちの
仕事です。公益性を追求しながら利益を生むこと
は簡単なことではありません。更に、電気事業は利
害関係者が極めて多岐に渡る為、調整に時間がか
かることから、（日立の時の様に）スピード感ある
経営改革、収益改善は難しいと感じています。

当社はさらに、電力全面自由化にも直面していま
す。有利な地域独占構造から、はるかに競争が厳し
い環境へと変化する中で、安全性を担保しながら大
きな利益を上げなければならないのです。独占市場
では顧客離れは起こりません。全面自由化における
競争は非常に厳しいものです。

今日の企業のリーダーにはどのような資質が必要でしょ
うか？	

東京電力の現社長が素晴らしい例です。電力会社
のリーダーは、新規開発に取り組む際、堅く保守的
すぎる決定をしがちですが、東京電力の現社長は
非常に先を見越した決定ができます。

会社内部を変革しようとする時は特に、コミュニケ
ーションが重要です。過去のリーダーの多くはカリ
スマ的で、人々が自分についてくるように旗振りをす
るような人たちでした。現在では、非常に多様な視
点、従業員、株主、他のステークホルダーの視点を
反映してくれるコミュニケーションを行う人が、より
よいリーダーでしょう。

企業は、イノベーションやグローバリゼーションに関
する取組みを発信することができなくてはなりませ
ん。エネルギー分野には驚くほど多くのイノベーシ
ョンがあります。例えば、コンピュータを使って、電

気自動車が発電する余剰電力を取り扱うような企
業が今後出現してくることも考えられます。このよう
な動きは、米国や欧州でも見られます。

エネルギー分野が変化しているもう一つのポイント
は、日本の国内需要は徐々に落ちている反面、海外
市場へと徐々に進出していることです。東京電力と
中部電力のジョイントベンチャーＪＥＲＡは、主に
海外市場に注力し、今後も積極的な燃料上流投資
を行います。また、米国の火力発電所の買収も行い
ました。火力発電及び燃料ビジネスは当社のグロー
バリゼーションの最前線です。

グローバリゼーションに重点を置くことは企業文化に影
響しますか？

前の会社では、株主や海外の従業員から学ぶこと
が多々ありました。私がCEOになったとき、海外子
会社の従業員を日本に呼び寄せ、現状に満足しきっ
ている国内事業分野を改革するのを手助けしてもら
いました。同じことが東京電力でも言えます。海外
の経験を積んだ社員が、帰国して、異なる視点で仕
事に向かってくれるのです。

日本では、多くの社員が終身雇用を前提に行動しま
すが、海外では一つの会社で一生を過ごそうと思う
人は誰もいません。彼らは自己啓発の観点で考え、
学ぶべきことが何もない場合は他所に移ります。こ
れが、彼らがスキルを磨く方法であり、最終的に特
定の分野で国際的なリーダーに成長する道なので
す。日本でもいずれは同じことが起こると、私は考え
ます。寿命が延びるにつれ人々はより長く働くよう
になり、転職したり自らを再教育したりする必要が
更に出てくるでしょう。

日本は、この移行期に衰退し、世界にさらに後れを
取りつつあります。西側諸国では、行き過ぎた金融
資本主義のせいで、一握りの人たちが膨大な金額を
稼ぐという問題が起こりました。このような極端な不
平等は悪いことです。しかし、日本のように必要以
上に平等であろうとする態度も、有益ではありませ
ん。人は、仕事の質と生産性によって適切に評価さ
れなければならないのです。

日本の企業は、海外企業の手本としての役割を果たす
ほどの力を持っているでしょうか？

もちろん持っています。日本人は、例えば他の先進
国に比べ非常に強い自制心を持っていて、汚職（腐
敗）のレベルも低く、効率性も非常に高いです。日
立が英国に鉄道システムを提供した際は、スケジュ
ールに対し数か月前倒して納品し、鉄道会社に数
か月分の追加の利益を提供しました。このようなこ
とができる国は、世界中にどこを探してもありませ
ん。日本だけです。

アブダビに住む人に、日本人がどれだけ違っている
かという話をされたことがあります。ビルの建設現
場ですら、日本人は最後まで仕事場を掃除し、モッ
プをバケツで洗って、片づけまで済ませてから帰り
ます。他の国の基準からすればやり過ぎに見えるか

もしれませんが、それも日本のセールスポイントの
一つなのです。

日本のもう一つの特徴は、国民の健康寿命の長さ
です。長寿の国民は、通常その国が正しく運営され
ているしるしです。日本政府が実施している健康寿
命を延ばす試みは良いことで、企業はイノベーショ
ンを通し、それに貢献する方法を探さなくてはなり
ません。当社は、一般家庭顧客にスマートメーター
を設置しました。そこから得られるデータ、例えば
電気の使用パターンの変化を利用して、高齢者に問
題が起こったことを検出するビジネスを構想するこ
とができます。

福島の事故に関する問題に取り組むために、今何をす
べきでしょう？

会社の評判を回復するためには、長い時間持続的
に努力する必要があるでしょう。帰還を望まない人
も含め、周辺地域からの避難を余儀なくされた方
々で今も帰還されていない方が６万人余もおられ
ます。そのため、当社は復興に向けた支援を続けて
います。福島県や東北地方の生産物は、流言や不
正確な情報のせいもあって、日本でも世界でも公平
に扱われていません。福島の海で獲られたヒラメは
とても上等で、東京の鮨屋でも仕入れているのです
が、価格が安く取引されています。当社は、市場に
おけるこのような誤認、すなわち風評被害を是正す
べく努めております。

もちろん、当社は原子力発電の総合的な安全性向
上に取り組む必要があります。まだ開発途上と聞い
ていますが、大型プールの中に小型原子炉を５列・
１０列並べる原子力発電方式があり、そちらの方が
安全性は高くなるはずです。原子炉をプール内に設
置することで、緊急時には原子炉を水に浸すことが
できるでしょう。また、バッテリーの使用を含めて、
事故時の自己制御性を増大したタイプの原子力発
電所の構想もあります。

日本の原子力については、大規模な公開討論が必
要です。私たちとしては、2050年までに日本国内
の温室効果ガスを2013年度比で80パーセントを
削減するという目標を達成するためには、自己制御
性を増した原子炉へと移行させつつ、原子力を利
用し続けることがよりよい道だと思っています。太
陽光発電だけでは目標は達成できません。太陽
光、風力、水力、地熱、バイオそして原子力を組み
合わせることで、辛うじて可能になるのです。

それは国民の信頼を得られるかどうかにかかって	
います	。

はい。英国は原子力の発電を続けることを決定しま
した。日本では、当社が起こした福島第一原子力発
電所の事故が原因で非常に難しくなっております
が、原子力は依然として必要であるということを国
民の皆さまに説得するため、様々な課題に取り組む
ことは、当社の責任です。非常に難しいことではあ
りますが。

「海外では、
人々は自己 

決断、自分の 
価値を形成 

する必要性に
ついて深く 

考えますが、 
日本では、これ

が慢性的 
に不足して 

います」

企業の社会的な役割をどのように見ていますか？

企業は社会の基盤です。その最も重要な目的は、
適切な収益をあげることです。それが、戦後の日本
を復興に導いたのです。すなわち企業は、従業員に
適切な報酬を支払い、株主に配当を支払い、金融
機関に利子を支払い、国・地方自治体に税金を納
めます。企業の最大の役割は、作り出した付加価値
を社会に還元し、分配し、それによって社会に継続
的な利益をもたらすことです。赤字の企業で従業
員の給料を払うことだけ考えている企業であって
はいけません。社会にも給与を支払うのが企業の
仕事なのです 。

ブランズウィックのパートナーである土屋大輔は入社前は 
日本外務省で勤務。日系企業の海外コミュニケーションや 
海外企業の日本でのコミュニケーションを支援。ロンドン 
事務所のエグゼクティブのセーラ・スクラーが取材を 
サポート。

川村隆

多国籍エレクトロニクス	
企業である日立製作所の	
元社長・会長の川村隆氏
は、1962年に日立に入
社。2017年に東京電力HD
取締役会長に指名された。

TEPCO

2017年の写真では、	
桜の木々が福島と東京	
電力の新しい始まりを	
告げている。
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