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「大学改革では大学がどうしたいの
耳を傾け，我々がお手伝いできる
何かをじっくり考えていきたい」
労働争議がピークに達していた頃の国鉄に入社し，厳しい業務環境
の中で鍛えられてきた石田義雄氏は，分割民営化を経て東日本旅客
鉄道株式会社（以下「ＪＲ東日本」
）で副社長，
副会長にまで上り詰め，
日本の鉄道業界のリーダーとして活躍。この間国際鉄道連合（UIC）
会長を歴任し，現在も JR 東日本監査役の他，
（一社）日本鉄道運転
協会会長などの公職も兼務されて多忙な日々を過ごされている。
2015 年 6 月，蔵前工業会理事長に就任されたのを機会に今後の蔵
前工業会の運営など抱負を語ってもらった。
インタビュー，写真撮影 2015.7.1 JR 東日本（株）本社にて

中学のころアマチュア無線で
海外と交信
――

大学に入学される以前で，その後の人生に

大きな影響を与えたことがございましたらお願いしま

す。

石田

特にないのですが（笑）中学生のときにアマ

チュア無線の免許を取ってアマチュア無線局を開局

しました。その頃は海外との通信はモールス信号が
中心でしたが，かなり熱中した覚えがあります。その

通信機を作るかというと，そういう選択しかなかった

のです。

大学では機械工学専攻
――

東工大に入られて，機械工学を専攻されまし

た。この選択のお考えなどございましたらお願いしま
す。

石田

その当時は自分の将来の方向性があまり明

経験がその後の自分の進路選択に役立ったと感じて

確でなくて，機械を取っておけば後々の選択肢が広

ろな人とコミュニケーションを取った経験が後々の自

ね。 最終的に卒論に選んだのは熱力学でした。 結

――

私はアマチュア無線のことは全く知らないの

ます。

石田

モールスのような通信方式は，ローワット（低

います。また，モールス信号を介して海外のいろい
分の人生につながっていったように思います。

ですが，モールス信号でやりとりをしていたのですか。
出力）で地球の裏側まで飛ばすことが可能だったも
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のですから。 中学生で，お金がない中でどうやって
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がるだろうというぐらいの感覚しかありませんでした
果的には機械を専攻したことはよかったと思ってい
――

ボート部の話は前回のインタビューでも述べ

られていますが，この 5 年間でボート部関連で何か
述べておきたいことがございましたらお願いします。

かに
ことは

●プロフィール

いしだ よしお：1943年，東 京都生まれ。1967
年，日本国有鉄道入社。
（1987年，分割民営化に
より東日本旅客鉄道株式会社発足。）1992年，取
締役。1997年，常務取締役。2000年，代表取締
役副社長。2004年，取締役副会長。2012年より
現職。2009年4月より2012年7月まで国際鉄道連
合（UIC）の会長を務めた。また，2012年より（一
社）日本鉄道運転協会の会長を務める。

石田

実はあの後ボート部 OB 会の理事長になりま

した。3 年前に築四十数年の老朽化した戸田の合

くなくて，いわゆる国立系というか大きな組織の研

究所に行こうかな，とか国鉄の研究所か通産省のロ

宿所の建て替えが行われる際，約 3 億円の費用の

ケットの研究所に就職しようかなと思っていました。

300 名弱の OB で何とかかき集めました。 大学が

に訪ねていったところ，面接をしてくれた方から「君

成しました。寄付集めは非常に大変だったのですが，

か」と言われたので，つてをたどって当時国鉄の役

うち，10 分の 1 に相当する 3000 万円の寄付金を，
その情熱を汲んでくださったので，合宿所は無事落

やってみてあらためてクラブ活動の求心力の強さを

国鉄の選考が少し先だったので，国鉄の研究所

は行政サイドの本社を受けた方がいいのではない

感じましたね。

国鉄入社のいきさつ
――

卒業されて JR 東日本，当時は国鉄に入社さ

石田

幾つかあるのですが，一つ明確な理由として

れましたが，国鉄に入られたいきさつは。

大学の 4 年間ボートに明け暮れたため勉強をしたと

いう感覚がなかったので，少し勉強しようかなと思っ

たんですね（笑）。でも大学院に行くという選択は全

ボート部（ S41）右端が石田氏
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活躍中の同窓生
今、

員をしていた方を訪ねていきました。そうしたら，そ

ながらも，時間の経過の中でお互い何となく分かり

分で今から何かを勉強するよりは，優秀な人をどう

に自分の身を置くことで度胸が付きましたし，組織の

合致するのではないか。話をしているとどうもそうい

学んだような気がします。

優秀な人間の使い方を知っている人間は少ない。自

使うかということを考えた方が君の言っていることに
う感じがする」と先の面接官と同じようなことを言わ

合えるということも学んだ時期でした。 対立の先鋒

力とは何であるかというようなことを，あの当時随分

れて諭され 「そうですか，じゃあ受けさせてもらいま

国鉄分割・民営化とその成功

そういったアドバイスをくれた方は，やはり大したもの

――

1987 年に国鉄分割，民営化がスタートしま

石田

国鉄は，私が入社したときには 40 万人を超

す」ということで受けたというのが本当のところです。

だなと今も思います。

した。この民営化は成功だったと言われていますが。

入社後労働運動がピークに

える大組織で，北は北海道から南は九州まで，全

――

国鉄に入社されて，若いころに経験されたこ

するのはかなり問題がありました。それぞれの地区，

石田

入 社したのが昭 和 42 年の初めで，当時，

できるかということを模索する意味で，分割民営化

とは。

国鉄では 5 年未満で管理職になって，数百人の現

場の長になるというのが一つのコースでした。 折し

も国鉄の労働運動がピークを迎える前後に当たって
いたので，さまざまな労働法制に対する反論や指摘

への対応のため，労働基準法その他，労働法規を
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一生懸命勉強したことは今も忘れません。 対立をし

の方にも「優秀な人は世の中，山ほどいるけれども，
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国を統一的な基準，ルール，価値観で管理しようと
地域，あるいはゾーンで何が望まれているか，何が

は避けられない選択肢だったと思います。 私は入社

以来黒字を経験したことがありませんでしたが，民営
化で初めて黒字になりそれを実感したとき，民営化

してよかったなと思いました。それまでわれわれは自

分たちの事業を輸送業であると考えてきたのですが，

民営化に伴いお客さまへの対応の重要性に気づき

商談を結び，ニューヨークやワシントンの地下鉄は川

換することで，組織内部の価値観が大きく変わった

かつては初期単価，購入単価という概念で，そこに

輸送業ではなくサービス業であるという考え方に転

崎重工の車輛のウエートが相当大きくなっています。

ということが成功の一つの要因として挙げられます。

しか目が行かず，その時点での安さが評価のバロ

北陸新幹線開業

ストという概念で見るようになってきたことで，日本の

――

新幹線は 1964 年に東京オリンピックに合わ

せて開業して，その後順調に延伸してきています。
特に今年の北陸新幹線の開業は日本に明るい話題

を提供したと言われていますが。
石田

おっしゃるとおり，東京―大阪間を新幹線が

走って 50 年，それ以降，最初に岡山―博多とい

メーターになっていたわけですが，ライフサイクルコ

良さや強みが理解され始めたのではないでしょうか。

東日本大震災から学んだ教訓
――

話題が変わりますが，東日本大震災が起こっ

たのは，昼間の鉄道運行真っ盛りの時間帯でしたが，
鉄道事故での死亡者はゼロでした。この震災から学

う九州，仙台―盛岡という東北，新潟という上越

んだ教訓は何だったのでしょうか。

1964 年開業時はまだ学生でしたが，岡山―博多開

う歴史があったので，われわれは常に設備の強さを

から見ると，この 3 月の金沢開業は世の中に対する

きました。その中で，1995 年の阪神・淡路大震災

線，それから長野ということで逐次やってきています。
業時には鉄道業に従事していました。それらの経過

インパクトは非常に大きかったと思います。開業して

まだ数カ月ですが，金沢というゾーンが持つポテン
シャリティはやはり大きいなという印象です。

石田

関東大震災で鉄道が壊滅的にやられたとい

どうするか，その経験から学ぼうということで働いて
で高速道路が倒壊し，あれだけの構造物があっとい

う間にやられたということに対する衝撃は，計り知れ

ないものでした。その教訓を生かし，JR 東日本では

鉄道事業の輸出環境
――

安倍政権の一つの目玉として，イ

ンフラ輸出が叫ばれています。このイン
フラ輸出，特に鉄道事業の輸出環境は

どのように見ておられますか。
石田

購入単価の話が常に出るのです

が，例えば鉄道車両の寿命は 40 年ほ

どです。 今の電気製品などは壊れたら
捨てるというものが大半ですが，鉄道車

両は 30 〜 40 年，トンネルや橋梁にな

れば 100 年オーダーの寿命になります。

そういう長期間のメンテナンスを含めた

トータルのライフサイクルコストで考えれ

ば，日本の鉄道はある程度世界に伍して
いけるのではないでしょうか。そのぐらい

に個々の製品レベルは高いと思いますし，
その後のパーツをどういうふうに補給す

るか，あるいはメンテナンスのためにどう
するかという長いレンジでの評価は極め

て高いのではないかと思います。

今回，イギリスが日立とかなり大きな
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活躍中の同窓生
今、
設備強化を相当やってきました。その後 2004 年に

民営化後，今日まで駅舎の充実を進めてきま

起こった中越地震では，脱線はしたけれども幸いに

したし，都市部では賑わっていることも事実です。し

から更なる安全を求めて脱線しても走っている場所

辺はシャッター通りといわれ鉄道の存在意義が問わ

も亡くなられたお客さんはゼロでした。しかし，それ

かし一方では，東京からちょっと地方へ行くと，駅周

から大きくずれないようにレールをガイドにして飛び出

れるような風景があります。

タル 1 兆円に近いお金をインフラ強化のために投資

ばならない人が増えている中でいろいろな変化が起

さないような台車構造に変えました。それ以降もトー

ただ，高齢化社会の進行で自動車を手放さなけれ

してきたことが非常に大きかったのではないかと思い

こっています。 例えば，富山では，LRT という市内

3.11 については，地震そのものというよりは津波

の人が LRT を利用するようになったことで，昔の業

ます。

被害が甚大でしたが，現場の第一線の人たちが，い

を走る路面電車がありますが，高齢者を中心に多く
態の店が昔あったところで復活するという新しい流れ

ろいろなことを予想しながら動いてくれていた，その

ができています。

ロにつながったのではないかと思います。

理事長に就任しての抱負

鉄道自体では対策は打てません。 線路や駅を高台

――

をつくるとかするほかないのではないでしょうか。

か。本ジャーナル盛夏号で述べられた所見の中で同

一つ一つの行動の積み重ねの結果が乗客の死亡ゼ
あるレベル以上の津波が起こることについては，

に移設するとか，高いところに逃げられるような場所

エキナカ
――

の賑わい

最近，エキナカの賑わいが復活してきている

といわれていますが。
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石田
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蔵 前 工 業 会の理 事 長に就 任されて，蔵 前

工業会をどのような同窓会にしたいとお考えでしょう
窓力の強化という話がありますが。
石田

そうですね。あまり具体的なイメージは出し

得ないのですが，「同窓力」 に関してひとつ面白い

話があります。子どもを持つ東京大学出身の女性を
集めて，「あなたの女の子のお子さんがそういうレ

ベルにあったら母校に行かせたいですか」と聞いた

ところ，「イエス」 と答えた人が 3 分の 1 しかいま
せんでした。「では，どこを選択しますか」と聞いた

ら，
圧倒的に慶應大学と一橋大学を選択したのです。
この違いは何かというと，「同窓力」 なのです。わ
れわれも，距離感は保ちつつも大学・学生・社会人

の 3 者がもう少し近づくように，それぞれが努力した
方がいいのではないかと考えています。
――

就任のご挨拶の中では，当会活動への女性

の参画，海外からの留学生の受け入れなどについて

コメントされていますね。
石田

東 工 大 の 今 年 の 1 年 生はようやく女 性が

15％を超えるぐらいです。ところが今年の工業会主

催の新入生歓迎会に出てみたところ，リードしている

のは圧倒的に女性なのです。それを見て同窓会そ

の他も男社会から女性参画社会に早く持っていくこと

がパワーになるのではないかと思ったのが第一です。

それから，日本人だけでなく優秀な海外からの留学

生にもどのような形でもいいので積極的に参加しても

らいたいと思っています。

特別なことを言っているわけではなくて，これまで

やって来たようなやり方にこだわることなく，女性の

力や海外からの留学生の力も大いに活用していくべ

働く若手へのメッセージがございましたらお願いしま

きだと思います。

す。

三島改革をいかに支援するか

とシンクロするのですが，学生時代というのは，与え

――

三島学長のリーダーシップのもと東工大は大

学改革に精力的に取り組んでいます。蔵前工業会と

石田 自分が若いときに何を考えてきたかということ

られた時間と個人のパワーの範囲の中で，精いっぱ
い，何でもいいから，やりたいことをやれる貴重な期

間であるということを，強く自覚できるといいと思い

してどのようにサポートして行くのでしょうか。

ます。私自身はその時代に体育会系のところで他律

をどういうふうにつくりたいか，どういうことが社会に

を置きましたが，何十年かたってその時代を振り返っ

いるのではないでしょうか。その部分については，わ

若い時代は体力も気力も，その他いろいろなものに

いできることは何かを考えるべきだと思います。「大

が残らないようにそれをどのように，何に向かって精

石田

今回の大学改革では大学自身がどういう人材

求められているのかという部分が，相当意識されて

れわれ OB・OG も大学の方針に耳を傾け，お手伝

学は」 と言って，何かと批判的になりがちですが，
先ほど述べたように学生・大学・OB・OG がもう少

し膝を突き合わせて，お互いに信を置くようなサロン

的に，そういうことをせざるを得ないような環境に身

て，良い時間を過ごしてきたのかなと思っています。
満ちあふれているわけですから，後々になって悔い

いっぱい発揮するかということに尽きるような気がし

ます。
――

今日はお忙しいところ，ありがとうございました。

やクラブをつくるといいのではないかと思います。

学生および企業で働く若手への
メッセージ
――

最後の話題になりますが，学生および企業で

インタビュアー・文 ：大野 博（S44 応化）
写
真
撮
影：魚住 貴弘

1051

7

