電機メーカー業界

自
信がありません
……」２０１４年

某日、日立製作所グロー
バルブランドコミュニ
ケーション本部コーポ
レート広報部で働く永本
多美恵さんは、うなだれ
ていた。上司から、ニュー
ヨークオフィスへの転勤
を打診された時のこと
もともと海外に興味が

だった。
あった彼女にとって、嬉

かの広報部員と比べて広

職から異動してきて、
「ほ

る中国支社の営業・企画

かし、三年前に広島にあ

たいと考えるようになっ

お茶の水女子大学に行き

あり、東京外国語大学か

迎えた。東京への憧れも

に移った後、大学受験を

風の香川県高松市の高校

行動科学科で心理学を専

あった小論文だけで受験

を書くのが得意で自信の

学を受験。もともと文章

ウーマン」と「広報」だっ

験を受けた。そのなかで

しいオファーだった。し

報の知識も英語も優れて

攻。大学２年生から留学

度目も点数が届かなかっ

永本さんはハッとした。 て再挑戦したものの、二

で失敗。一年間、浪人し

しかし、センター試験

第に打ち解け、友人とし

本語を教えていると、次

マーから来た留学生に日

出した。韓国やミャン

れていて。企業や社長の

る女性がよく取り上げら

よ。メディアでも活躍す

マが流行っていたんです

ウーマンが活躍するドラ

かの会社もどんどん受け

機会はないのだから、ほ

いろな企業の人と会える

就職活動ぐらいしかいろ

が日立だったんですけど、

「最初に内定をくれたの

懐の深さを感じたからだ。

岡山大学では、文学部

し、合格した。
いるわけでもないから」

た。海外への興味、女子

日立製作所に決めたのは、

た。もう後がなくなって、 て関係を築くようになっ

ことを自分の言葉で世に

たらいいと言ってくれた

業を中心に何社か採用試

と思わず後ろ向きな言葉

「学生の頃、キャリア

た。

従業員が３万人を超える

伝える仕事があると知っ

年６月、ニューヨークオ

永本さんは、２０１４

したい。

い。このチャンスを生か

る。上司の期待に応えた

戸大橋を渡ってすぐだか

た岡山なら高松からも瀬

ごし、好印象を持ってい

生から中学１年生まで過

と方向転換。小学校２年

元に近いところがいい」

キーワードは「キャリア

本さんの頭に浮かんだ

かを考えるようになる。永

どんな仕事に就きたいの

職活動が始まり、自分は

大学３年生になると就

た」

リ働きたいなと思いまし

ローバルな舞台でバリバ

ＰＲする広報としてグ

日立の面接官の方々の印

けましたが、最終的には

んです。実際に他社も受

1996

岡山大学文学部行動科学科で心理学を専攻。
家庭教師、保育園の先生の補佐、
市役所での事務などのアルバイトを経験。

株式会社日立製作所入社。
約10年間、中国支社（広島市）で
情報通信システムの営業や宣伝活動に携わる。

を決めました」

象が良かったので、入社

らと後期試験では岡山大

岡山県岡山市で生まれる。
父親の転勤で転校が多く、小・中・高校では、
入学した学校で卒業式を迎えたことがない。

就職活動中は、大手企

フィスに赴任。しばらく

1976

のすごい成果」と評価さ

日立製作所 グローバルブランドコミュニケーション本部
コーポレート広報部

れる仕事を成し遂げる。

センター試験で
二度失敗
岡山大学から
日立に入社
永本さんは１９７６年、
製薬会社で営業をしてい
た父親と専業主婦の母の
もとに生まれた。父親は
転勤が多く、永本さんは
小学校から高校まで、西

現在のグローバルブランドコミュニケーション本部
コーポレート広報部に異動。2014年6月から
2019年1月までニューヨークに駐在後、現職。

2011

日本を転々としていた。
校則が厳しく、カリキュ
ラムもハードだった鹿児
島の高校から開放的な校

永本 多美恵 TAMIE NAGAMOTO

後、日本の上司から「も

で働ける人は限られてい 「東京に行けないなら、地

て、送り出すんだぞ」

日立でも、ニューヨーク

た。それでますます海外

て、日本の企業を世界に

2000

への思いは募った。

「ちゃんとやれると思っ

生の生活をサポートする

すごくラッキーだし幸せなことだなと
思います。これも運と出会い。だからど
んなに困難な状況に遭遇しても、
これは
きっと私にとって何か意味があることだ
と考えるようにしています。

ボランティア活動に精を

Q 憧れの仕事に就いてどう感じる？

大の教育への関心もあっ

旅行でアメリカの国立公園を巡るの
がすごく楽しかったです。途方もなく広
い大地を見ていると、自分の見てきた
世界の小ささを感じて、刺激を受けまし
たね。
てのことだった。

Q アメリカ時代に楽しかったことは？
を口にした。それを聞い

Q&A
これがききたい！
た上司は、こう言った。

英語の勉強は
今も継続しています

Personal Data
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広報編

株式会社日立製作所

営業で得た
“打たれ強さ”
憧れの「広報」で
アメリカ生活も経験
「大切にしたい仕事」に

「日本の企業を世界にPRする広報」
に憧れた学生時代。

しかし、
配属されたのは地方支社の営業。

暗中模索しながらも、
「いつか広報に」
と地道な努力を続けた。

迎えた12年目、
念願の広報に異動。

必死に学び、
三年後、
ニューヨークオフィスへ転勤する。

アメリカで難しいミッションを成し遂げ、

今は日本でチームを育てる。

約を取ろうと駆け回った。 とあり、それが不足して

的にはテレビ、新聞、雑

強を続けていた。そうい

ライベートでも英語の勉

さんは、仕事に没頭。プ

えられる」と感じた永本

ティングは数多く経験し

めているのでＩＲのミー

も投資家たちは情報を求

通用しないこと。それで

日立の知名度がほとんど

な違いは、アメリカでは

日本とアメリカの大き

「日本から来る

員に展示会の案内を送り、

人ほどリストアップ。全

いている記者を約１００

メディアで署名記事を書

と関連する事業について

たいていのことは乗り越

う姿勢が評価されたのだ

の

ろう。広報に就いて三年

たが、広報は難易度が高

インタビューをしません

か？」と一人ひとり、口

司だったので、日本で大

きな記事になるよりもす

ごい成果だと褒めてくれ

ました」

アメリカで５年弱過ご

した後、帰国。永本さん

は現在広報部長代理とし

て、アメリカでの経験を

にしないからだ。もちろ

あるニュース以外、記事

アメリカにインパクトが

アメリカのメディアは

ビューをセッティング。

し、

その記者を展示会に招待

かけに応えた記者がいた。 マガを発行、記者を集め

たった一人だけこの呼び

芳しい反応がないなか、

生かし、通常の広報業務

ん、日立の広報と親しい

記者がその様子をＳＮＳ

説いていった。それでも

関係にある記者は皆無

で発信したことで情報が

かった。

目、ニューヨークオフィ

だった。それだけに、ア

拡散し、ミッションを果

スに転勤した。

アメリカでは、広報と

メリカで日立の展示会を

した。そういう意味でも、

て広報という夢を掴みま

「私の場合は回り道をし

だ道半ばだ。

からの憧れの仕事は、ま

を始めている。学生時代

るための新しい取り組み

日立の情報発信を強化す

て勉強会を開催するなど、

のニュースを伝えるメル

に加え、記者向けに日立

インベスターリレーショ

行うことになり、本社か

たすことができた。

アメリカで
難航した広報
知恵を絞って
出した成果

ンズ（ＩＲ）が主な業務

「すごく小さな成果でし

とのインタ

だった。ＩＲとは既存の

ら「現地の記者を一人で

たが、アメリカでその成

永本 多美恵

大事にしていきたい仕事

とに時間を使うことをおススメします！

ですね」

お料理をしたり、自分の世界を広げるた

もらうために記者会見や

もいいから呼んでほし

果を出すことがどれだけ

めにも、少しだけ「お勉強」とは別のこ

いたと感じた永本さんは、 誌、ウェブに取り上げて

株主や投資家とのコミュ

い」と指示があった時に

難しいかを知っている上

の本や雑誌を読んだり、映画を観たり、

毎日のハードな営業をこ

ニケーションで、日立へ

は知恵を絞った。永本さ

を取っ払うためにも、さまざまなジャンル

厳しいお客様も多く、面

の投資を考えている投資

んを中心に、まず、日立

ね。偏った考えや凝り固まった価値観

談のアポイントを入れる

17:20 終業

家たちに魅力を伝える仕

は、今後邪魔にしかならないので、それ

営業に配属され
試行錯誤の日々
努力を続けて
広報に異動

16:00 チームミーティング

C
E
O

とがゴールではないとわかっているのに

なしながら勉強を始めた。 取材の場を設定するなど、

部内の各種承認・認可業務

15:00 チーム内の業務整理、

たいないかもしれません。大学に行くこ

事である。

験勉強ばかりしているのは、ちょっともっ

C
E
O

反対に、大学への憧れが強すぎて受

ことすら簡単ではなかっ

活動計画についてミーティング

13:00 広報活動実績と今後の

ら間違いありません。

学んでいった。

した毎日を送っている私が言うのですか

さまざまな情報発信をす

最初の頃に戸惑ったの

他部門への問い合わせ

ざまな挑戦の機会を与えてもらい、充実

る。営業・企画とはまっ

は、メディアとの関係

れることもあった。しか

10:30 メールへの返信、

からたくさんの素敵な人に出会い、さま

そして、ことあるごとに

争のなかで契約を得るた

実ったのは、２０１１年。

だった。質問されたこと

し、営業は自分一人では

送付メールの最終確認

どんな時も努力は裏切りません。これ

上司に「広報の仕事がし

めには泥臭いコミュニ

その数年前、永本さんは

どうにもならないことも

ことに対応できる。
「どん

9:30 幹部への日立関連記事

要はないですよ。

同業他社との激しい競

は日立製作所の中国支社

ケーションがときには必

営業か ら 企画に移ってい

に話していた。それがきっ

多いが、広報の業務は知

なつらいことでも、営業

ざっとメールの確認

し、叶わなかったとしても、落ち込む必

た。

（広島市）に配属された。

要だ。そんな地道な営業

日立には、人手がほし

想いが東京に伝わり、念

かけで永本さんの存在と

広報の仕事は、企業の

時代の経験があるから、

そのための受験勉強を楽しんでいること

２０００年、永本さん

就活時には広報希望と伝

で得たものは、営業成績

にすぐに答えられないと、

い部署が社内から人材を

が、書類選考で落ちた。

製品や取り組みを世に広

ule

憧れの大学に合格すれば、バラ色の

たく違う仕事をイチから

えていたが、任されたの

て、その上司が「広報をや

業は永本さん一人。当時

募る制度があり、三年目

識を増やし、しっかりと

その時の選定基準に「英

hed
ある１日のSc

未来が約束されているような気がして、

3
4
広報に異動してすぐに購入した１台
目が黒のレコーダー（左）
。現在使っ
ているグレーのICレコーダー（右）は
すでに３台目で、ニューヨーク時代に
も使っていた愛着のある子
（笑）
。アメ
リカの投資家とのコミュニケーション
では、どうしても聞き取りにくい方の
会話を録音して、自宅で何度も聞い
たことが忘れられない。

8:50 始業、記事チェック、

と思います。希望が叶ったらラッキーだ

地道な努力と種蒔きが

はパソコンやサーバーな

だけでなく、今も生きる

と東京本社の広報担当者

りた いという人間がいる」 記者に厳しいことを言わ

は今ほど男女平等の意識

願の異動が叶った。入社か

扱いを受けたりすること

語力」「財務会計の知識」 く知らしめること。具体

高校時代への自分へ
手紙を書いてもらいました

たい」と訴え続けた。

ど情報通信システムの営

んは言う。

〝打たれ強さ＂だと永本さ

も高くなく、営業先では

に広報の募集が出た。永

ら 年が経っていた。

中国支社で、女性の営

女性というだけで軽く見

本さんはすぐに応募した

もあった。それでも歯を

準備をすればほとんどの

られたり、時には不快な

食いしばり、なんとか契

11

1 2021年11月時点も在宅勤務が推奨されており、オフィスに
来る頻度は個人によってまちまち。広報は女性も多く活躍してお
り、顔を合わせた打ち合わせは会話も弾む。2 メディア担当者や
記者の方と話すことが多く、話す際はわかりやすく、聞き取りやす
く、
笑顔を忘れない。3 ニューヨーク勤務時、
日立アメリカのコミュ
ニケーションチームのメンバーとの一枚。右から2番目が永本さ
ん。 4 オフィスがある東京丸の内は、大学時代に憧れを持って
いたキャリアウーマンや広報という言葉にぴったりの洗練された
街。

Letter to myself in my highschool days

1
業だった。
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