の永瀬昭幸理事長の尊敬

クール・東進衛星予備校

今回は、東進ハイス

野村證券を辞めた理由の

期生でもあります。私が

證券に入社したときの同

古賀さんは、私が野村

こ

が

の ぶ

ゆ き

までは銀行が並

すなわち第３次産業への

位のうち銀行が六行も入

後のバブル期には上位７

下電器と続きます。その

グローバル化は、企業

とに注目してください。

車、東京電力、松
移行です。 年に約 ％

の株主構成をみれば一目

産業構造の変化とは、

グローバル化、IT化です。 び、トヨタ自動

ます。産業構造の変化、

先生

野村ホールディングス株式会社
前会長 特別顧問

古賀 信行

若 さ が変 え る 日 本の未 来

する友人である野村ホー
一つが、古賀さんの存在

未来の日本を牽引するビジネスリーダーについて

ルディングス前会長の古
賀信行先生をお招きし、
です。古賀さんの働きぶ

の割合は２０１５年に４

だった第１次産業就労者

末の時点では銀行は一

りましたが、２０１９年

個人、事業法人で約９割

瞭然。

年は金融機関、
％に、同じく第２次産業

リクルート

りを見て、こんなに人を

NTT

引きつける魅力的な存在

を占めていました。それ

野村證券

講演をしていただきまし

行のみで、通信関連が多

寄付を募るときにはQR

コードを使うのです。そ

のは日本企業なのに、日

のQRコードを発明した

本ではさまざまな規制の

ために導入が進みません

自動運転の技術が進歩

でした。

し、農業用トラクターも

自動走行できるようにな

りました。活用すれば、人

手不足に悩む農家の人た

ちに大きな助けとなるの

に、日本では使えません。

り、グローバル化やIT

らです。

道路交通法に違反するか

を自動走行で走らせると

なぜなら農地までの公道

化も急激に進みました。

本が居心地の良い社会に

に守られたおかげで、日

これらさまざまな規制

では、こうした環境の変

化に私たちは対応できて

いるのでしょうか。

例えば産業界はどうで

しょう。ユニコーン企業、 なった面は否定できませ

ん。日本社会が比較的安

減っていき、 年に３・

つまり現時点では非上場

松下電器

た。講演冒頭に永瀬理事

就労者も約 ％から ％

以降は個人がどんどん

10

に出会ったのは初めてだ

小売業では

く入っています。

ソフトバンク

長より、古賀先生の野村

へと減少しています。一

定しているのは、規制に

年に誕

方で第３次産業就労者は

守られているからともい

KDDI

武田薬品工業

と思いました。
『この人は

ながら上場すれば時価総

三井住友FG

トヨタ自動車

きっと会社を率いる社長

６％だった外国法人等が

NTT

東京電力

代の頃の印象を交えて

生したコンビニのセブン

トヨタ自動車

9

證券時代のエピソードや

％から ％まで増えま

えます。けれども、結果

8

になる』と直感したのと

額が１０００億円を超え

三菱UFJ銀行

は２割を切っています。

年には固定電

IT化の象徴は電話で

しょう。

話が３０００万台で、電

話のない世帯もあったの

です。これが２０１７年

は産業構造が大きく変わ

半世紀の間に、日本で

日本と世界の
大きな違い

変わりました。

ホを使いこなす社会へと

マホ、誰もが普通にスマ

も今ではほぼすべてがス

る計算になります。しか

て１人１台以上持ってい

日本では赤ん坊まで含め

２０４社で第３位の英国

メリカに２６５社、中国

２０２０年１月時点でア

グローバル化の遅れも

てしまったのも事実です。

わりにくい」社会になっ

社です。 目立ちます。外国人の視

翻って日本にユニコーン

ｉ」などと平気で表記し、

「国会前」を「Ｋｏｋｋａ

点を意識していないから

が大きく離れて

企業は何社あるかといえ

新幹線のチケットには英

ば、わずかに３社だけで

語表記がありません。日

英語は必要ないからです。

す。なぜ、これほどまで

大学での学びについても

本で暮らしている限り、

原因の一つは、失敗に

同様で、自国語だけであ

に大きな差がついてし

対する日本の厳しさにあ

まったのでしょうか。

ると思います。中国では

料３）
、路上生活者までが

コードによる決済で（資

います。その象徴がQR

術をどんどん取り入れて

また中国は、新しい技

ているのです。

容であれ、と誰もが認め

結果としての失敗には寛

きものだから、挑戦した

ンへの挑戦には失敗がつ

ています。イノベーショ

いう言葉が社会に浸透し

は約１億７３００万台、 「鼓励創新 寛容失敗」と

の段階で携帯電話の台数

国別にどれぐらいあるか。 的に日本が、極めて「変

今では全体の約３割で

売買代金シェアを見る

トップに躍り出ています。 ると想定される企業は、

舗から２０１９年には２

キーエンス

キャノン

紹介致しました。

［プロフィール］
1950年福岡県生まれ。1974年東京大学法学部卒業
後、野村證券（現・野村ホールディングス）に入社。
93年人事部長、95年取締役、99年常務取締役、2000
年取締役副社長、03年野村證券および野村ホールデ
ィングス執行役社長兼CEO（最高経営責任者）など
を経て、08 年野村證券会長、11 年野村ホールディ
ングス会長、20年4月野村ホールディングス取締役、
6月より特別顧問。14年日本経済団体連合会副会長、
18年5月より同会審議員会議長。

イレブンが、当初の 店
社会情勢の変化を反映

した。

ホンダ

三和銀行

同時に、私は社長にはな

東京電力

三和銀行

れないとも感じました。

第一勧業銀行

7

「今日は、私のたくさん

万店を超えました。売上

6

いる友人の中で最も尊敬

して、東証一部時価総額

と、 年にシェア７割と

圧倒的多数を占めていた

ソニー

それならば、自分で会社

はスタート時の７億が、

今や７０００倍を超え

日産自動車

する、野村ホールディン

上位トップ に入る企業
も大きく様変わりしてい

三菱銀行

を興そうと決意したので

三菱銀行

す。今日はその古賀前会

のが個人投資家です。こ

5

グス会長を務められた古

る５兆円です。すさまじ

ソフトバンクG

賀信行先生をお迎えしま

年の

みずほFG

ま す （ 資 料 ２ ）。

れも当時６％弱だった海

第一勧業銀行

長に、リーダーシップに

いまでの急成長、その背

住友銀行

した。古賀先生は経団連

トップは新日鉄で２位が

4

超え、日本の個人投資家

外投資家が今では７割を

NTTドコモ

の副会長も務められたり、 ついて、仕事や社会、世

75

景には規制緩和があるこ

出典：日本取引所資料より野村證券作成

三光汽船、３位から７位

三菱東京UFJ銀行

す。もっともそれには理

富士銀行

を受けて１ドル３０８円

富士銀行

界についてお話をお聞き

3

その立場からコロナ禍に

NTT

由もあり、この年には消

NTTドコモ

費者物価も ％上がって

住友銀行

に切り上げられました。

を取り巻く環境の大きな

三光汽船

ただし固定相場制そのも

変化です。それまで安定

2

したいと思います。ぜひ

ル１５０円にまでドルが

る要素が、この頃から一

トヨタ自動車

真剣に聞いて、考える、動

急落します。急激な円高
り知れない影響を与えま

74
2019年末

トヨタ自動車

おける経済情勢について

います。ただし賃上げ率

これらの数字が象徴的
す（資料１）。これが１９

していた世の中を構成す
した。

uki
y
u
Nob oga
K
2004年末

日本興業銀行

天皇陛下にご進講された

のはまだ維持されていま

ていき、２０００年以降

はその後どんどん下がっ
ところが１９７３年か

した。

はずっと２％程度で推移

に示しているのは、日本

ださい」

らは変動相場制に移り、
１９８５年のプラザ合意

円高がどんどん進みます。 しています。
トイレットペーパーの奪

の結果、翌 年には１ド
７３年の第１次オイル

ドル安は、日本経済に計
第２次オイルショックが

私はずっと証券業界で
した。それまでの１ドル

74

りと、一企業だけでなく、 き出すきっかけとしてく
日本をひっぱるリーダー
です。

◆ご講演内容 ◆

い合いまで起こったので

私が社会人になったこ

ショック、続いて 年に

1970年代から
変わり始めた世界
ろ、１９７０年代から世
界では変化が起こり始め

起こり、このときも原油

も明らかです。今ではあ

生きてきました。そこで

変ぶりは、ほかの指標で

斉に変わり始めたのです。
ま し た 。「 オ イ ル シ ョ ッ

年代以降の日本の激
価格が２倍になっていま

りえない数字ですが、１

証券業界から見た
三大変化
ドル円の為替レートも

９７４年の年間賃上げ率

いたことがあるでしょう。 す。
中東戦争のあおりを受け

年代から変わり始めま
４倍に暴騰しました。そ

本社会の変化を三つ示し

証券市場を通してみた日
料が３割も上がったので

14
25
1989年末

新日鉄

74
1974年末

1

24

75

34

71

75

75

15

52

資料2：東証一部時価総額上位企業トップ10の変遷

▲資料1：第一次オイルショック(1973年)。警備員を押しのけてトイレット
ペーパーを買い求める客たち。

は実に
年のスミソニアン合意

32

10

順位

23
９.％、１年で給

て、原油価格が一気に約

70
３６０円の固定相場が、
がって銀座の灯りが消え、

▲資料３：日本よりもQRコード決済が進んでいる
中国。QRコードで寄付を募る様子。

86

ク」といえば現代史で聞

79

の結果、電気価格が上

70

71
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Learn with a Top Leader

トップ
と
ー
ダ
ー
リ
学ぶ

ワークショップ

研究やビジネスの最前線を走る“現代
の偉人”
を講師に迎える「トップリーダーと
学ぶワークショップ」
。今回は野村ホール
ディングスで会長を務められた古賀信行
先生をお招きし、
「日本経済を牽引するビ
ジネスリーダー」
をテーマに講演いただいた。

講演タイトル

20

EVENT
REPORT
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12
TOSHIN TIMES. THE“IMPROVE YOURSELF！”ISSUE

TOSHIN TIMES. THE“IMPROVE YOURSELF！”ISSUE
らゆる学問を学べるのは、 ドイツは

、中
Industry4.0

マハトマ・ガンジーは「明日死ぬかの

拓いていってください。

ように生きよ。永遠に生きるかのように

3

結果を出すまで
やり続けるための
秘訣を教えてください

A

大勢を掴む力のある人でしょう。世の中の動きを自分
の目で見て、それを頭のなかで自分なりに整理し、大
きな流れを外さない人ともいえます。そのためにはいろい
ろな経験を自分のなかで消化したうえで、世の中の動きを
自分の感覚として捉えなければなりません。そのような感
覚を持つ人がリーダーにふさわしいと思います。

6

仕事をするうえで
最も大切にされて
いることは何でしょうか

A

世の中の大きな変化は、実は社会のさまざまな細部に
散りばめられています。だから関心を幅広く持ち、自
分のキャパシティをとにかく大きく保つよう意識する。そ
んな人が結果的には、大きな変化を掴めるようになると思
います。

ワークショップ決勝大会Report

良いリーダーとは
どのような
人物でしょうか

Q

変化を予測したり
適応するためには
何に着目すべきで
しょうか

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Z- o
---------

omで
実施！

A

知らないことを「知らない」とはっきりいうことで
す。特に新しい部署などに配属されたとき、そこで
「わかりません」というと自分の存在価値がなくなるよう
で、なかなか言えないものです。けれども知らないからこ
そ、知るための動きを始められるのです。本当は知らない
のに、かっこつけて知っているなどと言わないよう気をつ
けてください。

Q

ワークショップテーマ

日本の中で今何が課題になっているのか
その課題をどのように変えていくのか
優勝チーム発表：グループH

日本の古い考えと意識、
宇宙開発のこれから
外国人に対する姿勢を改める
日本の問題点は、大きく三つあり
ます。年功序列や男尊女卑の風潮、
強すぎる集団意識、そして外国人留
学生に対する待遇の悪さです。
問題解消策も三つ考えました。
第一が外国人との交流を増やすこ
と。留学制度やボランティアなどを
通じて、外国の考えや文化に触れる
なかで、自分の考えをハッキリ伝え
る技術を身につけ、同時に年功序列
や男尊女卑などの考え方を改めます。

国は大衆創業・万衆創新、

問題よりもむしろ、若い人たちの潜在能力の広がり方
に私は注目しています。自分の関心領域をはっきり自
覚している人が増えているのではありませんか。ぜひダイ
バーシティを大切にし、
「自分はみんなと同じことなどしな
いんだ」という自負心を持って、何ごとにも取り組んでく
ださい。

きるかのように学べ」とは、まさに私の

A

Q

結果が出るまでやり続けるために、何より考えるべき
は、結果が出ないときにどうするかです。たとえ結果
が出なくても、シリアスに受け止めないよう心がけるので
す。むしろゲーム感覚ぐらいで、何ごとも気軽に取り組め
ばよいのです。そもそも成功するより、失敗するほうが圧
倒的に多い事実は覚えておきましょう。

5

今の若者の
問題点を
指摘してください

シンガポールは Smart Na
学べ」との言葉を残しました。
「永遠に生
と表現しています。
tion

Q

けれども、そんな環境

Q

ような年齢の人間に向けられた言葉で

A

革新的な技術をベースとしたものづくりを行い、その
使い方までをきちんと提示するような企業でしょう。
ものづくりの技術そのものに関しては、まだまだ日本企業
は優れています。今後は、そのものの使い方に関するデフ
ァクトスタンダードまでを押さえられる企業が成長すると
思います。

これを受けて日本がめ

2

、創
Society5.0

て、日本の未来

を明るく変えて

ください。

Q

これからの
Withコロナの時代には
どのような企業が
成長するでしょうか

A

4

世界中でも日本ぐらいで

とは、皆さんの

を実現
Society5.0

質問

つの

要なのが自由化です。

では

人とは違うこと、まだ

減らして自由化を推進し、

挑戦と失敗を奨励する。

8

Questions

講演を聞き、参加した高校生たちから古賀先生に
たくさんの質問があがりました。ここでは、古賀先生と高校生との
質疑応答の一部を紹介します。

1

しょう。

センスを抽出し、その活

ような若い人た

産業構造の変化、グロ

----------------------------------------------------------------------------

もっと知りたい!
生徒から
参加した
へ
先生
古賀

Q

に安住していてはグロー

指す皆さんには、英語で

用法を人間が考える。人

ちのための言葉

ざすのは

学ばざるを得ない環境に

間の役割は本質的に変わ

です。日々を精

バル化の進行から振り落

自発的に身を置くことを

り、情報を活用して社会

一杯真剣に生き

とされてしまいます。こ

強く勧めます。大相撲の

課題を解決していくので

造社会です。ビッグデー し ょ う 。 一 方 で
タをＡＩが処理してエッ 「 明 日 死 ぬ か の
ように生きよ」

横綱白鵬関はモンゴル出

す。そのために何より必

れからの社会で活躍を目

身なのに、なぜあれほど

堂々と日本語を話せるの

するには、どんな人材が

でしょうか。相撲は、日

いくつかのキーワードで

本語で覚えていくしかな

表現するなら「金太郎飴」

求められるでしょうか。

IT化についても、コ

ではなく「ジェリービー

いからです。

ロナ騒動の際の給付金支

ンズ」型、
「何でもやりま

ら「発揮能力」へと変え

払いで日本の弱点が露わ

なければなりません。こ

す」ではなく「これなら

IT化が進む韓国の金

れまでのように号令一下

になりました。公的機関

融機関に、日本における

で一斉に同じ方向を向い

にIT基盤がない問題も

フィンテック導入につい

て走る人材ではなく、自

できます」とはっきり宣

て聞いたところ、導入は

分にしかできないことを

言する人です。人材の評

ありえないだろうといわ

断固とやる。まさにダイ

ありますが、そもそも

れました。なぜなら日本

バーシティが求められる

IT化を進める意識が日

では何事もきちんと決め

本には欠けているのです。 価基準も「潜在能力」か

られた手順を踏んで物事

のです。

誰もやっていないことに

を進めなければならない

どんどん挑戦する。その

が、そもそもフィンテッ

クとは、そうした考え方

ために規制は可能な限り

誰もが当たり前のように

とは対極にある概念だか

リスクを取り、自分の生

らというのです。

の導入のいずれにおいて

き方は自分で決める。そ

ーバル化の進行、IT化

も、日本は非常に厳しい

んな社会に変えなければ

状況にあるというのが実

情です。

投資において重要なの

てはまります。ぜひ自分

なりません。

の将来の成長を自分でき

は時間軸の捉え方ですが、

危機意識は日本政府にも

ちんと予測し、学びに

新しい日本へ
変えるのは若い力

あります。世界はイノベ

よって自分の人生を切り

これは人生についても当

ーションを競い合う時代

もちろん現状に対する

であり、目指すべき姿を
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第二は、何事も他人事とせず自分
事と受け止めること。世の中のさま
ざまな出来事を自分事として捉え
て、取捨選択していく能力は、これ
からの社会に不可欠だと思います。
第三には教育の拡張と充実です。
若いうちから意識的に、多種多様な
考え方に触れる機会をつくって、自
信をつけていくよう心がけるべきだ
と思います。

-------------------------------------------------------------

7

野村證券時代に
挑戦してうまく
いかなかった経験が
あれば教えてください

い
い
よ

A

失敗は、それこそいっぱいしました。担当していた企
業が増資する際、発行価格を間違って決めてしまった
こともあります。それでも、間違いに気づいてすぐに相手
の社長に電話して「すみません」と正直に謝ったら「いい
よ」と許してもらえました。話せばきりがないほどこの手
の失敗はたくさんしています。

Q

8

A

高校や大学で
学んでおくべき
ことは何でしょうか

高校や大学時代の最大のアドバンテージは、時間で
す。時間があれば、やりたいことができます。どこか
に行きたいのなら、好きなだけ行っていればいいし、おも
しろい本があれば、明日のことなど考えずに読みふければ
いい。そのように時間を自由に使えるのは、学生時代だけ
の特権であることを覚えておきましょう。

