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大和総研について教えてください
大谷：最初に、大和総研様の企業紹介をお願いで
きますでしょうか。

岡野：大和総研は、大和証券グループのシンクタ
ンクという位置付けで、大和証券経済研究所、大
和コンピューターサービスおよび大和システム
サービス 3 社が合併して 1989 年に設立されまし
た。それ以来、リサーチとコンサルティングと、
それから証券会社向けの証券システムの業務を
やっています。リサーチの部門は調査本部として
まとめられていますが、経済調査、金融調査、そ
れから、新しいビジネスとして環境調査、この三
つを三本柱としています。さらにこの上に、エコ
ノミック・インテリジェンス・チームと、パブリッ
ク・ポリシー・チームをつくりました。これは、
機動的にどんどん情報発信をしていこうという
チームで、ご存じかもしれませんが、熊谷亮丸と
いうチーフエコノミストがエコノミック・インテ
リジェンス・チームを率い、鈴木準という主に政
策関係をやっている者がパブリック・ポリシー・
チームを率いる。こんな体制で活動しています。

大谷：熊谷さんは確か、消費増税による財政健全
化に肯定的なお立場だったと思います。

岡野：はい。そうなのですが、特にハウスオピニ
オンとして個人個人の主張を縛ってはいません。
ただ、消費税を上げて経済や財政にどう影響する
のか、短期的な視点や中長期的な視点で見るとど

うなるのかについては、なるべく計量的にシミュ
レーションをお示しすることで、われわれシンク
タンクの役割を果たしていこうとする考え方です。

大谷：何人ぐらいの方がいらっしゃるのですか。

岡野：現在、調査本部は 70 人ですが、会社全体
ではおおよそ 1,000 人ぐらいです。さらに、大和
総研ビジネス・イノベーションという、主にグルー
プ以外向けに仕事をしている会社が大和総研ホー
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ルディングスの中にありまして、こちらも合わせ
ると、大和総研グループ全体では 1,700 人ぐらい
の規模です。

オリンピックについて研究されてきた経緯
大谷：大きな規模ですね。先ほど調査本部は経済
調査、金融調査、環境調査とおっしゃいました。
その調査と関係するのかもしれませんが、東京オ
リンピック・パラリンピックに関して、深く調査
し研究されたレポートを発信されていらっしゃい
ますが、それはどういう経緯からでしょうか。

岡野：東京オリンピック・パラリンピックが中期
的に日本にとって大きなイベントであることから、
経済予測の面でも無視できない側面を持っていま
す。ただ、東京オリンピック・パラリンピック
2020 の場合、いわゆる一般的にいう経済効果より
も、もうちょっと文化的な側面などの方が大きい
と捉えています。こうした側面は中長期の日本を
考えたときに見逃せないものですが、加えて、私
どもの理事長の武藤敏郎がオリンピック・パラリ
ンピックの組織委員会の事務総長に就任いたしま
した。ですから、大和総研理事長としての情報発
信のためということもありますけれども、今後、
オリンピック・パラリンピック組織委員会の事務
総長として深く関与し、役割を担うことになりま
すので、われわれとしてもそこはしっかり勉強を
し、サポートしていきたいと考えています。そう
した勉強を始めているところです。

大谷：今、日本には財政問題もありますし、高齢
化社会の加速化、人口減少などの問題に直面して
います。さまざまな問題がある中でオリンピック
を迎えることになり、事前の準備の段階、開催期
間中の対策に加えて開催後はどうなるか、という
ことになります。各段階それぞれ大事だと思いま
すけれども、その中でも開催後が一番大事ではな
いかと。日本がともすると元気を失いがちな状況
の中で、今後の日本をどのように築いていくべき

なのかということが、最も知りたいところです。
今日はそうした課題を含めて、お話を伺いたいと
思っています。

東京2020の位置付け
岡野：まず、東京で夏季のオリンピック・パラリ
ンピックを開催するということは、アジアでは
2008 年の北京からは 12 年ぶりになるかと思いま
す。まずはアジアとの関わりで、東京 2020 を上
手に活用していければいいのかなと考えていま
す。特に今後、経済圏としてあるいは一つの文化
圏としても、アジアの国とどのように連携してい
くのか、その中で日本がどういう役割を果たせば
いいのかという点は、大きい問題であろうと思い
ます。あまりナショナリズムになってはいけない
と思いますが、日本で開催をし、世界から日本が
開かれた国である、あるいは東京が国際都市とし
て評価される方向になっていくべきであると思っ
ております。

大谷：オリンピック・パラリンピックを開くとい
うのは、単なるお祭りではなくて、相当準備もい
るしお金もかかる。後々のことも考えなくてはい
けないとなると、難しい問題がいろいろあるとい
うことをあらためて認識します。私は、日本人は
さまざまな課題にきちんと対応して、開催につい
ても何とか成功させるのではないかと楽観的にも
考えておりますけれども、その後に残るもの、残
すものが大事なんですね。

岡野：特に近年のオリンピックでは、「レガシー（遺
産）」という言葉で、オリンピックを開催したこと
によって、その都市に何を残せるのかということ
が、非常に大きな課題になっていると思います。
発展途上国でやる場合には、オリンピックを成功
させるためにスポーツ関連施設の建設や交通機関
の整備などが進み、それらによって、その途上国
が飛躍を迎える。起爆剤の役割を果たすところが
大きくて、それが一つの「レガシー」になるとい
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うことが大きかったと思います。次回のリオでも、
半分はそのことがコンセプトになっていますし、
北京はそうでした。それから、前回の東京オリン
ピックはまさに日本経済発展の起爆剤でした。

大谷：起爆剤でしたね。

岡野：前回の 1964 年は日本の高度成長のちょう
ど真ん中辺にあって、大きなイベントだったと思っ
ております。東京 2020 では日本は既に先進国で
あり、発展途上国からの飛躍は完了しています。
その中で何を求め、オリンピック・パラリンピッ
クを契機に何を起こし追求するのか、だと思いま
すね。何か交通インフラがそろったとか、箱モノ
ができたとか、そういうことではなくて、どちら
かというとやはり都市としての魅力だとか、文化
だとか、そのオープンネスだとかが重要なポイン
トになります。オリンピックは「参加することに
意義がある」ともいわれますが、市民がより多く
参加することによって社会自体が変わっていくみ
たいな、そういうものにしていく必要というのが
あるのではないかと思います。また、そのように
なって初めて良いオリンピックだし、その後に文
化的・社会的に良いものが残ったということにな
るのではないか、と思います。

大谷：過度にお金をかけたり、箱モノばかり造る
というのは、もう私たちの気持ちとは合いません。

岡野：そうですね。既に組織委員会や東京都でも
当初の計画についていろいろと見直しが行われて
いて、こうした見直しは必要なプロセスだと思い
ます。前回の東京オリンピックは、新幹線をはじ
め公共交通機関が整備され、そうした公共事業が
経済成長の一つのバネになるという位置付けでし
たが、今度の東京 2020 はそういうものではない
ことははっきりしています。2012 年のロンドンに
倣ってというか、学んで、いかに市民参加型のオ
リンピックをつくるか、ここのところがやはり一

番の肝になってくるところだと思っています。

スローガン、キーワードは
大谷：東京オリンピックのときの新幹線や首都高
速道路、また日本武道館や国立競技場、駒沢競技
場など今でも有効活用されている建造物が多いで
す。だから、今度も、造ったものは後々まで活用
できるものにしてほしいと思いますが、それに加
えて、外国からいらっしゃった方をおもてなしす
るというような心の問題というか、形ではない何
かとして残るものもあるといいと思います。前回
の東京オリンピックは、「戦後からの復興」がキー
ワードでしたが、今度の東京オリンピック・パラ
リンピックは、一言では難しいかもしれませんけ
ど、どのようなキーワードが考えられるでしょ 
うか。

岡野：招致のスローガン「Discover Tomorrow」は、
「未来（あした）をつかもう」ということですが、
来年 2 月には、大会ビジョンを決めなければなり
ません。そこではかなり具体的に良い言葉が出る
と思います。どういう点が盛り込まれるのかと考
えますと、まず、オリンピック・パラリンピック
はやはりスポーツの祭典ですから、「スポーツ」と、
それから「健康」ということになると思います。
オリンピック・パラリンピックでは金メダルを何
個取った、という話がどうしても前面に出てしまっ
て数を競うことに陥りがちです。これを完全に否
定することは無理だと思いますが、やはりスポー
ツは、人の健康のためにやっていく点が大きいの
で、「健康」と何かをうまく組み合わせることはで
きないだろうかと思います。競技に参加するアス
リートとともに、多くの市民がさまざまな形で参
加するというものをつくることはできないだろう
か、と考えています。さらに、パラリンピックを
考えますと、障がい者の方に優しい街づくりとい
うのでしょうか、インフラを造るような話にも、
通じる部分はあるかと思いますが、例えば、車い
すでの移動が楽にできるとか、ハンディキャップ
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を持った方に優しい街になっていくかどうか。そ
ういう点で、日本、東京はかなり進んでいると思
いますが、もう一度点検をして、2020 に向けて街
づくりをしていくのは必要ではないでしょうか。

大谷：文化とか教育という面ではいかがでしょ 
うか。

岡野：そこも大事な点です。オリンピック・パラ
リンピックでは、スポーツに限らずそこにいろい
ろな文化活動を絡めていく。ロンドンでは、相当
前の段階から市民参加のさまざまな文化活動を強
めていって、それを五輪に集約しました。そうし
たことによって市民参加が、多く得られたという
経験があるようです。そういう部分は学ばなけれ
ばいけないし、2020 年よりもっと早い段階からそ
ういう活動をやっていくのが必要です。よりソフ
トな感じのキーワードが創られると、いいコンセ
プトになるのではないかと思っています。

大谷：それは楽しみです。

箱物よりソフト
岡野：個人的な意見ですが、スポーツを通して、
健康に加えて友情とか連帯感とかフェアプレーと
か、そういう中で、国、民族が違っても互いに理
解し合うということで、平和でよりよい世界の実
現を目指そうと。これはもともとオリンピックの
精神だったと思います。もっと強調すべきでしょ
う。金メダルの数を成果にする面もあるでしょう
けれども、開催国としてはオリンピック本来の精
神を高揚させるような在り方、工夫が必要だと思
います。

大谷：スポーツ精神にのっとった祭典にすべきで
すね。平和の祭典にすることが大切です。

岡野：はい。今も、紛争だとか緊張関係が高まっ
ている地域があり、日本も例外ではありません。

日本が、国際国家として、開かれた国としてそう
したことにしっかり対応していくことは非常に大
事ではないかと思います。日本自身も変わらなけ
ればいけません。

大谷：そこをどう克服するかが課題ですね。

岡野：日本の、例えば国際都市としての視点やビ
ジネスという面になると、日本ではなかなか英語
が通じないとか、いろいろなマイナス面がいわれ
ます。ロンドンやニューヨークでは英語が通じて
当たり前でしょうけども、シンガポールや香港と
比べても、国際化が遅れているといわれる面があ
るのは事実です。今後それをどうやって克服して
いくのかとなると、これは、例えば「5 年間でで
きますか」と言われても簡単にはいかないと思い
ます。

大谷：難しいですね。

岡野：ただ、この 5 年間に、日本人の中にそうい
う気持ち、要するに「もっと国際化して外国人に
来てもらいましょう」「一緒に暮らしましょう」と
思う気持ちを持つ意識が高まり、若い人は海外に
転勤したくないとか言わないで、どんどん出てい
くし、また外国から来た方に対しても、交流を深
めましょうというようなマインドをつくっていく
契機になるのではないか。東京オリンピック・パ
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ラリンピック 2020 はそういう可能性を秘めてい
ると思います。

大谷：阪神大震災とか東日本大震災で、日本人の
ボランティア活動が相当進みました。ボランティ
ア活動が当たり前になってきたので、今度のオリ
ンピックでもそういう動きが出てくることが期待
されます。

岡野：ロンドンの場合ですと、オリンピックの数
年前からボランティア活動が動き出したというこ
とがあって、先ほども申し上げましたけれど、い
ろいろな文化活動をするとか、そういう活動を導
入口にして、市民参加型にしたところに工夫があ
りました。この辺りは、日本も学んでいいところ
なのではないかと思います。2020 年になって、い
きなり「じゃあ交通整理をやる人、募集します」
というやり方では、本当の意味での参加型という
かボランティアにはなりません。

大谷：2020 年の東京オリンピック・パラリンピッ
クにとって、ロンドンが一番身近な成功例という
ことになるんでしょうか。

岡野：近年のオリンピックは、財政的に大赤字に
なってしまって大変だった、というようなことに
ならない工夫がいろいろされているかと思いま
す。そこにはどうしてもビジネスライクなところ
が入ってしまうのは避けられません。財政的に帳
尻を合わせるという努力はやはり必要だと思い 
ます。

大谷：おろそかにできないことですね。

岡野：ですから、東京都の考え方として、「このぐ
らいは東京都として負担していいよ」という基準
はあると思うので、そういうところも含めて、今
回のオリンピックは、「お金を使うことが目的じゃ
ないよ」ということをはっきりとさせた運営が必

要だと思います。決してケチケチしろという意味
ではありません。

大谷：国威発揚のためにふんだんにお金を使うと
いう話ではありませんね。

岡野：この辺りは少し意見が分かれるところかも
しれません。私の個人的な意見ですが、お金をか
けてすごく立派な建物なり、あるいは建造物をつ
くって、「ほら、見ろ！」というようなことは、必
要ないのではないか。むしろ、外国から来られた
方に対するおもてなしだとか、フレンドリーな対
応だとか、あるいは、街の美しさを、東京は今で
も結構優れているのではないかなと思いますが、
そういう点を外国の方に見ていただいて、「なるほ
ど、清潔で、人々は優しくて、いい国だ」と思っ
ていただくと、これが最大のプライドになると思っ
ています。

大谷：外国から来られた方に、日本の街や日本人
に良い印象を持って帰ってもらえるようにしたい
です。

岡野：私はニューヨークに勤務していたことがあ
りますが、こういう言い方をしてはいけないけれ
ど、やっぱり相当違いますね。東京は本当にきれ
いです。きれいな街だと思います。それは、人々
の態度にも、表れていて、まず、東京の人は、ゴ
ミを道路に捨てたりしないですよね。こうしたマ
ナーなどは誇れる文化ではないかと思います。

大谷：ブラジルのワールドカップで、日本人の応
援団がゴミを拾って帰りました。あれがブラジル
でもまねされているようです。

岡野：そうですね。

大谷：障がい者の方のためのバリアフリーのよう
な対策は、オリンピック・パラリンピックの後も
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ずっと続いて、財産として残ると思います。とこ
ろで、先ほど岡野さんがおっしゃった、外国の方
が来られて、日本ではなかなか英語が通じないと
いう点について、例えば、日比谷公園という駅が
あるのか知りませんが、駅の名前が日比谷公園だ
と、固有名詞ですから、「Hibiya-kouen」と書くべ
きだと思いますが、日比谷公園の標識は「Hibiya-
Park」としないと外国から来られた方には分かり
ません。いろいろ難しい面があります。

岡野：そうですね。この辺りの工夫は大変かもし
れませんね。もう既にいろいろやられていると思
います。駅だとかそういうものは 3 カ国語表示に
なって、英語だけではなくて中国語や韓国語もか
なり使われるようになってきており、相当進んで
いると思いますね。あとはやはり、どうしても言
葉の違いといいますか、今、おっしゃった、「Park
と公園ってどうするんだ」とか、一工夫も二工夫
もいるなという感じがいたしますね。一言で「こ
うしたらいい」っていうアイデアはないのですが、
二重表示にするとか、いろいろあると思います。
あと 6 年たつと、日本人も日本に来られる外国の
方も、皆さんスマートフォンを持つようになると
思うので、IT 技術によっていろいろな情報が即座
に取れるような環境をつくっていくとか、環境が
整備されていくのではないかと思っています。

大谷： IT ですね。これからのこともありますが、
今でも結構使われています。外国から来られた方
が、スマートフォンで、「着物（kimono）」って聞
くと着物を着せてくれるサービスをする店を教え
てくれると、聞いたことがあります。これは観光
の話ですが、オリンピックでも同じようなサービ
スが多く出てくるのではないかと思いますね。

岡野：ただ、例えば競技場でみんなが一斉に
Wi-Fi を使うと、それに耐えられる設備をどう造
るかが課題になります。あるいは IT を活用する
ということは、裏側で言うとサイバーテロに対す
るセキュリティーをしっかり考えていかないとい
けません。テロによってサービスがまひしてしま
うということが起きてしまいます。こうしたテロ
はロンドンでも相当あったらしいですが、その課
題は東京 2020 の場合でもきっと大きいのだろう
なと想像できます。

インフラ、技術面の課題
大谷：後ろ向きの話になりますが、サイバーテロ
だけではなくて暴力的な本物のテロだとか、それ
から、オリンピック開催期間中に、例えば大地震
に見舞われることだってあります。まあ津波はあ
まり関係ないかもしれないですが。

2020 年 東京オリンピック・パラリンピックに向けて
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岡野：噴火はあるかもしれません。

大谷：噴火はあるかもしれませんね。あるいは大
きな台風がくるかもしれません。自然災害への備
えも、きちんとしておかないといけないのだろう、
と思っています。

岡野：「レガシー」にも通じると思うのですが、
2011 年 3 月 11 日の東日本大震災の経験から、防
災だとかレジリエンス（resilience：精神的回復力）
だとか、少しお金がかかる話かもしれませんが、
テーマとしてあるだろうと思います。地震の発生
を防ぐことはできないですから、パーフェクトは
難しいのかもしれませんが、起きたときにどうす
るのか、より損害を少なくするためにどうするの
か。きっと施設の設備だけじゃなくて、外国から
来られた方に危険を知らせたり、避難を誘導した
りするようなソフト面での対策も非常に大きいし、
起きたときの対応をどのような組織がやっていく
のか、これも大きなテーマです。

大谷：起こらないでいてほしいですが、起きたと
きのことは考えておく必要がありますね。

岡野：おっしゃるとおりです。「想定外です」って
いうのは許されない。

大谷：いろいろ難しい課題があります。

岡野：安全対策や安全体制の在り方も、オリンピッ
ク・パラリンピックが成功か、否かの評価の一つ
として、大きな試金石だと思います。
大谷：オリンピックの期間中、何人ぐらいの方が
いらっしゃると想定されるのでしょうか。特定の
期間ですから、1,000 万人にはならないと思いま
すが。

岡野：はい。それでも 200 万人ぐらいを想定する
ということになるのではないかと思います。です

から、東京だけでは吸収しきれませんので、東京
以外の土地にも観光に行ってほしいのですが、ど
うでしょう。

大谷：ホテルや交通インフラなどの課題がありま
すね。

岡野：キャパシティーの問題が出てきますね。ど
こまで間に合うかが問題ですね。大勢の方にお越
しいただきたいですが、キャパシティーが間に合
わなくてそこまでは来ていただけない、というこ
とになるかもしれません。

大谷：オリンピック・パラリンピックを製造業と
しての立場から捉えると、技術立国日本として何
かアピールできるものはありますか。IT はその一
つだろうと思いますが。

岡野： IT はその一つでしょう。IT ではこれから
政府も本腰を入れてサイバーテロなどに対する活
動をしていくのだと思います。今、日本はエネル
ギー問題との関係で、コンパクトシティー、スマー
トシティーなど、地方自治体のいろいろな施策を
含めて取り組んでいます。日本は石油ショック以
降も、省エネについて先進国でありました。現在
はやや緩んでいる面がありますが、ここでもう一
度、今度は一つ一つのエネルギーをただ省きます、
効率化しますというだけはなく、都市の在り方を
含めて全体的に効率のよい、持続可能性のあるラ
イフスタイルを確立していくべきだと思います。
2020 年で完全に確立するのは難しいと思いますけ
れども、そういう未来が見えるような、まさに

「Discover Tomorrow」の見えるような技術の進歩
を示すことができると、アピールが強いのではな
いかと思っています。

大谷：夏に開催しますので、心配なことの一つは
病気ですね。エボラ出血熱は来ないかもしれませ
んが、デング熱や O-157 などは心配です。そこで

特別企画／新春対談
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はやはり、日本の科学や医療の出番というか、見
せどころがあるのではないかと思いますが、そう
いう検討はなされているのでしょうか。

岡野：先ほど震災対策についての話がありました
が、防災だとかレジリエンスだとか、そういう中
に含まれるだろうと思います。ただ、どうでしょ
う。今のところ、医療技術というところで何か、
というふうには結び付いていないかもしれませ
ん。確かにそれは、ご指摘のとおりだと思います。

大谷：暑い夏に開催するのは、マイナスの要因で
あるかもしれませんが、夏には日本のいろいろな
地域でお祭りがありますから、先ほどのソフト面
で日本をアピールするきっかけになる可能性もあ
ります。

岡野：7 月 24 日から 8 月 9 日という日程で開催期
間が決められるようですし、パラリンピックは 8
月 25 日から 9 月 6 日で一カ月遅れですけれども
暑さのピークです。それに対してどういうふうに
していくのですか？という問いかけには、例えば
省エネについて言うと、私はいろいろ工夫がある
のではないかなと思います。まだ 6 年ぐらい準備
期間がありますので、いろいろな取り組みができ
るのではないかと思います。

東京2020の「レガシー」は
大谷：ロンドンの場合は市民参加型の文化活動を
かなり前から始めて、それが成功の要因の一つに
なったというお話を伺いました。そういう動きは
今の東京でもあるのでしょうか。

岡野：そうですね、これからだと思いますね。東
京はロンドンに比べると文化活動は少し出遅れて
いますから、ネジを巻いて頑張らないといけない
かもしれません。2015 年にはそういう動きを始め
なくてはいけないでしょう。

大谷：そうですか。少しスタートが遅れていま 
すか。

岡野：はい。2019 年にはテストイベントもやりま
すので、それに向けて何ができるかですね。ボラ
ンティアの参加について、訓練のような準備を、
やっていく必要があるのではないでしょうか。オ
リンピック・パラリンピック組織委員会には既に
多くのアイデアが持ち込まれており、その中から
いいものを選んで、大会ビジョンに練り上げてい
く。そのような作業を今一生懸命やっているとい
うことです。アイデアが全くないというわけでは
ないようです。

大谷：東京オリンピック・パラリンピックを成功
させるために、ここがポイントという点を整理し
たいと思いますが。

岡野：オリンピックの「レガシー」をまとめて整
理すると、「スポーツレガシー」「社会的レガシー」

「環境レガシー」「都市レガシー」「経済的レガシー」
という、5 点が指摘されています。全て大事だと
は思いますが、個人的には特に「社会的レガシー」、
これが日本にとっての課題ではないかと思いま
す。というのは、日本の社会が開かれた社会に変
わっていかなくてはならない。例えば「環境レガ
シー」みたいな話であれば、環境技術をどういう
ふうにしていくかとか、「都市レガシー」であれば、
障がい者にも優しい街づくりをするにはどうすれ
ばいいか、などについてわれわれもアイデアを持っ
ているし着実にやっています。それらについて、
その先にある「tomorrow」を見せることは可能だ
と思いますが、「社会的レガシー」というのは、ま
さにこの、日本の社会の在り方だとか、人の心の
持ち方も含まれていますので簡単ではありませ
ん。難しいけれども、この東京 2020 の一番の課
題になってくるのではないか。外国の方に対する

「おもてなし」という言葉が使われますが、そうい
う、心の底からの「welcome」の態度が日本社会
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全体で示せるのかどうかというところです。それ
から日本の人口減少、高齢化などの問題はそう簡
単には解決しないと思いますが、日本が生きてい
く道に、国際化をもっと進めていくべきというこ
とがあるのではと思います。そして日本人全体が、
こうしていこう、オープンにしていこう、とその
ような覚悟を持つことになって初めて、それが本
当の意味での「レガシー」になるのではないかと
考えています。

大谷：私は 2020 年には 70 歳になりますので、そ
のような日本を、健康を保ちながら見て感じたい

と思っています。

岡野：はい。オリンピックと健康。やはり日本人
にとって、健康はもう一つの大きなテーマである
かもしれません。そういうことを頭に入れながら、
みんなが参加するオリンピック・パラリンピック
になっていくといいなと思います。

大谷：本日は、オリンピック・パラリンピック開
催に関わる貴重なお話をお聞かせいただき、あり
がとうございました。
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