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はじめに
「悪いのは私らで、社員は悪くありませんから、

社員の再就職をよろしくお願いします」。これは、
1997 年 11 月 25 日、山一證券の野澤社長（当時）
が自主廃業発表の記者会見の席上で、最後に立ち
上がって頭を下げ、泣きながらお願いした言葉で
す。今でもマスコミにたびたび登場するシーンで
すので、ご存じだと思います。
「泣きの社長」のおかげでしょうか、同年 12 月

初めまでで約 1,300 社、約 16,000 人の求人情報が
集まりました。ただし、山一グループで約 10,000
人いた社員のうち、36 歳以上（約 3,400 人）の求
人は 200 人程度と厳しいものでした。そうした状
況下、社員は、それぞれ再就職先を模索し、第二
の人生を歩み初め、現在に至っています。それは
まさに人によって悲喜こもごもといってよいで
しょう。

以下は、山一證券では主に営業畑で勤務した同
期生 A 君からもらった失業時の状況、そして再就
職した後の体験記を、ほぼ原文に沿ってまとめた
ものです。A 君が、どのような第二の人生を歩ん
だのか、ご一読ください。

ある社員の体験記
1．地方銀行へ課長職として入社

私の山一證券における会社生活は苦難の連続で
した。ノルマの厳しい証券会社の営業は一時の心
の余裕も持てませんでした。40 歳代になり、支店
長になってから少しは気分的に楽になっていたの
ですが、そうした折、51 歳になって会社が突然倒
産してしまったのです。「これからどうしよう？」
と、途方にくれました。熟考の結果、再出発は九
州に戻って親孝行しようと決めました。山一證券
の新人時代を九州で 7 年過ごし、そこで社内結婚
し、長女・次女も九州で誕生し、家内の親にも大
変世話になっていたからです。また、私の実家も
九州でした。候補として選んだのは地方銀行でし
た。地方では銀行の存在感が大きく、働くなら最
高の場所、と思っていたからです。

破綻後の 12 月中旬、最初の社内人材募集で B
銀行から「投信立ち上げ準備室要員」の募集がき
ました。すぐ応募しました。確か 30 ～ 31 名の応
募が社内からあったようです。各支店では再就職
を考える時間がないほど顧客対応におおわらわの
時期でしたが、私はちょうど 3 カ月前に九州のあ
る県庁所在地の支店長から本社へ転勤してきたば
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Point
❶	 	元山一證券の部長は、51歳の時に自主廃業で失業し、地
方銀行に課長として再就職、株式運用で銀行の年間利益の
半分を稼ぎ出した。

❷	 	投信販売でも、スイス系投信会社と協力し、2,500 億円
を販売するなど実績が認められ、部長に昇格した。

❸	 	銀行退職後、その投信会社に誘われて入社、2兆 7,000
億円の投信を販売し、国内株式投信残高でトップとなった。

❹	 	激務のため講演中に倒れ、身体障害者となったが、現在も
社会奉仕などで活動中。
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かりで、幸いにして時間的な余裕がありました。
年が明けた 1 月 6 日に面接して、1 月中旬には

もう 3 名の採用が決定しました。年寄りは私だ
け、あとの 2 人は 30 歳台の若手でした。B 銀行
には実力者の頭取がいて、地銀の中でも積極経営
で知られていました。他行が投信窓販には様子見
を決め込む中、頭取だけは最初から投信窓販に驚
くほど積極的でした。「何で私みたいな年寄りを採
用したのか」を後で聞いたのですが、投信業務は
銀行内では誰も知らないので、「是非、投信業務の
ベテランを採用せよ」との頭取の命令があったそ
うです。しかし、いざ銀行に入ると、世間を騒が
せた倒産会社から来た社員、しかも 51 歳という
年齢の社員に対して偏見の、冷たい視線が待ち受
けていました。待遇は前職の 2 階級下で課長クラ
ス、退職金は一切無し、との厳しい条件も飲まざ
るを得ませんでした。このため、自分の存在感を
示すのは実績を挙げるしかないと考え直し、猛烈
に仕事をしました。

2．銀行の利益の半分を稼ぎ出す
1998 年の 10 月 1 日が銀行の投信窓販解禁日で

したので、銀行窓販の立ち上げでは頭取からほと
んど全権を任されました。投信システムの採用も、
内定していた某社のシステムをキャンセルして別の
会社のシステムへ変更しましたが、誰も文句は言い
ませんでした。10 月、投信窓販が立ち上がりまし
たが、ライバルの銀行はまだ投信窓販には消極的
で、準備室を立ち上げる気配もありませんでした。

しかし、B 銀行の投信販売もまったく伸びませ
ん。そこで、銀行の取引先の清涼飲料メーカーが、
ある証券会社の公社債投信を 20 億円保有してい
ることを知り、私が訪問して B 銀行の公社債投信
へと乗り換えてもらいました。これは銀行内で大
きな話題になり、地方新聞にも記事が載ったほど
です。この販売で投信販売が地銀ランキングで断
トツの 1 位となり、その後は行員の販売も順調に
伸びてきました。

そこで、今度は市場運用部へ転勤になり、株式

運用のヘッドに就任しました。銀行側からすれば、
証券にいた人は誰でも株式を運用できると思って
いたのです。しかし、山一證券では支店での営業
が長く、正直言って株式を販売するのは得意でも、
株式を運用することはあまり自信がなかったので
す。そのため、必死に株式の運用手法を勉強し、
検定テクニカルアナリストの資格を取得しました。

1999 年の 1 月から試験的に運用を開始しました
が、3 月まではマーケットにも恵まれ、テクニカ
ル運用で確実に利益が出ました。そこで、銀行は
4 月から本格的に自主運用に乗り出し、なんと 1
年間で 52 億円と、銀行の半分の利益を稼ぎ出し
たのです。頭取からは銀行の年金債務が 100 億円
あるので、これを早く処理したいので来季も是非、
残り 50 億円を稼ぎ出してほしいとの命を受けま
した。そして、2000 年度も運用を開始しましたが、
まもなく 5 月の NY 株大暴落に遭遇しました。テ
クニカル分析では大天井を暗示していましたので
即刻、運用を止めるよう提案し、何とか損失を食
い止めました。

このように、実績を挙げ始めると、銀行内でも
評判になり、廊下を歩いていると役員から声が掛
かるようになり、ようやく銀行での私の存在感を
示すことができました。部長への 2 階級の特進も
伝えられましたが、よそ者としてはまだ素直には
喜べませんでした。銀行では 55 歳以降の給料は
それまでの 6 割まで下がります。上司は人事と交
渉してそのまま継続してもらいました。一文無し
の私には一番うれしかったことです。

3．再び投信販売部へ異動
その後、再び投信販売部へ異動し、投信販売の

指揮を執ることになりました。その際、銀行の顧
客に合う商品を探そうと上京し、出会ったのがス
イス系の C 投信会社の D 常務で、元山一證券の国
際部長でした。提案されたのがユーロ建ての欧州
の AAA 国債へ投資するファンドでしたが、3 カ月
分配でしたので希望商品とは違っており、お断り
しました。そこで、私が投信会社へ条件を出しま
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した。それは、①毎月分配型、②当時売れ筋の国
際投信より分配金を多く出す、③女性の社員を私
の銀行へ派遣する、でした。半年ほど経過して D
常務が若い女性を連れて来ました。その女性を見
てビックリです。なんと元山一證券転換社債部で
全国支店へ CB の販売をしていた E 女史ではあり
ませんか。そこで、毎月分配型も OK、分配金は
売れ筋国際投信の 40 円を上回って 42 円で OK、
その E 女史を半年派遣してもらう、という条件を
飲んでいただきました。その結果、2,500 億円の
販売額を達成し、銀行も C 投信会社もビックリす
るほどの大成功となりました。その後、私は銀行
を 60 歳で定年退職しました。

4．外資系投信会社に誘われて入社
定年退職して東京の自宅へ戻って、ぶらぶらし

ていましたら、C 投信会社の社長から誘われて C
投信会社に入社しました。外資系では初めての英
語が話せない唯一の外資系社員の誕生です（笑）。

「新型株式投信を設定した。地方銀行へ提案したい
ので協力してほしい」との話でした。商品内容が
電力・ガス・水道等の公益株へ投資するファンド
でしたので、これは銀行で売れる投信と直感し、
即刻、地銀への提案を開始しました。地銀への提
案方法は、私の得意とするところでしたから、瞬
く間に地銀から地銀へ口コミで広がり、驚くほど
の速さで拡大しました。地銀は地銀協での横の連
絡が一番の信頼情報ということを知っていました
ので、これを利用させていただきました。C 社の
戦力は、私と D 常務と E 女史と現社長 F 氏の山
一證券 OB4 人組です。結果、2 兆 7 千億円もの巨
大投信の誕生となり、C 投信会社は日本の投信業
務への進出から、わずか 10 年で国内株式投信残
高トップの投信会社になりました。

5．激務で身体障害者に
しかし「人間万事塞

さい

翁
おう

が馬」と言いますが、そ
れからはますます業務が忙しくなりました。ある
日、岐阜県の地方銀行の依頼で講演していました

ら、講演途中に脳卒中で倒れてしまいました。岐
阜の病院で 1 カ月入院していましたが、その間、
スイス本社の頭取が来日した折、病院にお見舞い
に来てくれたのがうれしかった思い出です。しか
し、現在も後遺症が残り、右手右足が不自由な身
体障害者となりました。ただ、今まで見えなかっ
た世界が見えるようになり、人間としては大きく
成長したような気がします。

66 歳になった今も、日本テクニカルアナリスト
協会で非常勤として勤務し、市場のテクニカル分
析を広く普及させたいと頑張っています。また、
引き続き日本障害者ゴルフ協会で障害者のゴルフ
普及・促進・社会復帰を支援しています。

おわりに
同期会では、入社当時の話や、病気の話などが

話題の中心で、自主廃業後、どのような人生経路
をたどったのかについてはあまり話題にならず、
また、積極的に話す者もいませんでした。話をす
れば、つい、自慢話が出てしまうからでしょう
か。ただ、A 君は、身体障害者となり、杖を頼り
に同期会に出席していましたので、どうしてそう
なったのかが話題になりました。そして、投信会
社を退職する際、はがきで簡単にこれまでの経緯
を書いて同期に送ってくれたのです。かなり波乱
に富んだ内容でしたので、A 君にもう少し詳しい
経緯を書いてくれるよう頼みました。それが、上
記の体験記となっています。ただし、具体的な固
有名詞は差し障りがあるかも知れませんのでイニ
シャルに変更させていただきました。

山一證券の自主廃業によって、そのまま継続し
て勤務していたら想像できなかったドラマのよう
な体験を、A 君に限らず山一證券の社員は少なか
らず体験しています。中には、勤務先が 8 社目の
者もいます。勤務先を異動することに抵抗感がな
いようで、たくましく生きています。新人で入社
し、同じ会社で平穏に勤務している方に、こうし
た生き方もあることを知っていただければと思い
ます。
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