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三菱東京ＵＦＪ銀行頭取

ＵＦＪ銀行（ＢＴＭＵ）
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で健康上の問題で退任した三菱東京

小山田隆前頭取が就任わずか１年
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大変革で信頼と強さを持ち続ける
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当行を取り巻く環境は、マイナス

対し確かな手応えを感じています。

を新たにすると同時に、その実現に

就任から今日まで、変革への決意

所信表明に続いて一問一答となった》

ンタビュー。最初に三毛兼承頭取の

を含む複数のメディアによる共同イ

《今回のインタビューは『経済界』

「三菱ＵＦＪ銀行」に

来年４月、行名は

していくのか。

いる銀行界で、ＢＴＭＵは何を目指

テックの普及など、環境が激変して

入社で国際畑を歩んできた。フィン

た三毛兼承頭取は、小山田氏と同期

三毛兼承
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甦 るには理由 がある
「失敗をしたことのない人間は、挑戦をしたことのない人間だ」
という言葉を残したのは、かのアインシュタイン博士。
世紀の天才が言うほど、挑戦には挫折がつきものだ。
あのイチロー選手でさえ７割は失敗している。
であるならば、クヨクヨしている暇はない。
次のチャンスに賭けるべきだ。そのためにも、
挫折から何を学び、失敗の経験をどう生かしていくのか。
誰にでも敗者復活戦は用意されている。
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総論

負けから何を学び、
糧にしていくか

負けは勝ちより

か、負けから価値をどう導き出した

かということを追っている。

劇が起こる話などは枚挙に暇がない。

か、失敗がきっかけで人生の大逆転

もない。運命のいたずらというべき

いってそのことで人生が終わること

こともあるだろう。でも、だからと

時代の流れから必要とされなくなる

同じように、人は誰でも挫折する。

人生が一生安泰ということはない。

一度勝負に勝ったからといって、

ひとつになったのかを市江正彦社長

たのではないか、社員はどうやって

変わったことで、社内の混乱があっ

を遂げている。あまりにイメージが

ての面影はなく、社風を変えて復活

時性」も飛躍的に上がるなど、かつ

ビスは向上し、時間どおりに飛ぶ「定

したこともあるが、それ以上にサー

年で黒字化し、数字上の復活を果た

カイマークもそのひとつ。わずか１

２０１５年１月に経営破綻したス

つまり、昔からいわれるように勝敗

に聞いている。詳しくはインタビュ

価値がある

はコインの裏表のようなもので長い

ーに譲るが、破綻、つまり挫折を機

以前のオーナー社長は確かにアイ

人生で考えれば勝敗自体の意味は小
らえ、勝って浮かれず、負けて学ぶ

デアマンでカリスマだった。しかし、

に社風が変わっていた。
姿勢のほうがよほど重要だ。負けた

ワンマンでもあった。現場はサービ

さい。それよりも、勝敗を挑戦とと

ほうが学ぶものが多い分、負けは勝

た意見が通る、風通しのいい社風で

スの必要性を感じていたが、そうし
本特集は「敗者復活戦」というタ

はなかったのだ。だから破綻後、ま

ちよりも価値があるといえる。
イトルどおり、一度、失意の底にあ

会長を務める佐山展生氏が早々に

ず社員がサービス改善をはじめ、新
目的を持ってすすめた。ひとつが、

「雇用を守る」と、宣言したことで

った人や企業が巻き返しに成功した

なぜ、その組織や人が復活できたの

社内は落ちつき、ＡＮＡからの出向

たな経営陣も動いた。

か、ということ。もうひとつは敗戦、

組が整備やサービスの新たな文化を

ものを集めたもので、大きく２つの

つまり挫折や失敗から何を学んだの
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