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代表取締役会長 兼 社長

今後10年を見据えると 

世の中の変化は加速していきます。  

　地政学リスクの高まりに伴うエネルギー価格

の高騰やサプライチェーンの問題など地球規模

の課題により世界経済は不透明感を増しており、

社会課題は複雑化しつつあります。  

　一方、あらゆるものがネットワークを介してサー

ビス化するXaaS（ザース）によって次々と新しい

サービスが生まれています。多様なサービスが

連携するプラットフォームの発展により、今まで

あった業種・業態の壁がなくなり新たな産業が立

ち上がってくるなど産業構造の流動化が進んで

いくでしょう。  

　また、先端技術の進化とコモディティ化も進む

でしょう。クラウドや人工知能（AI）が活用され、

次世代の通信技術が実用化されると、これまで

先進的とされてきた技術が汎用的に使われてい

くことが予想されます。  

　企業の経営環境はこれまでにない変化にさら

されていますが、中長期的な視点では、脱炭素の

ような重要性が高い社会課題への取り組みや投

資が拡大していくと考えられます。今後も、デジ

タル技術を活用した仕組みが果たす役割の重要

性は高まっていき、ビジネスとITの融合は新しい

時代の大きな潮流になるでしょう。デジタル技術

を活用した変革（DX）は、今後も個別企業の改革

から地球規模の社会課題解決まで幅広い領域で

求められていくことが予想されます。  

　欧州委員会が公表したDESI（デジタル経済社

会インデックス）と生活満足度について両者の関

係を見ると、一定の経済成長を遂げた国ではデ

ジタル化と生活満足度の相関が高いことが読み

取れます。そのようなデジタル化で先行する国々

では、例えば全世帯にスマートメーターを設置し

てエネルギー消費のトラッキングを行っているデン

マークのように、デジタルで社会や産業を支える

共通のインフラやサービス、すなわち「デジタル

社会資本」の蓄積が進んでいます。

　人口減少という深刻な社会課題を抱える日本

に目を転じてみると、過去10年のトレンドで労働

生産性、就業率、就業時間が推移した場合、2030

年代にGDPがマイナス成長となることが避けられ

ないという予測もあります。人々が豊かに暮らす

2030年に向けて、NRIグループは 
DXの先にある豊かさを洞察し、 
デジタル社会資本の創出を通じて 
社会に価値を提供します。  
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2030年に向けて、NRIグループは 
DXの先にある豊かさを洞察し、 
デジタル社会資本の創出を通じて 
社会に価値を提供します。  

ことができる社会を実現していくためには、日本

も官民、業種・業態の垣根を越えて、「デジタル

社会資本」を創出し、人口や労働時間等の減少を

上回る生産性や付加価値を創出していくことが

不可欠です。  

　言うまでもなく、こうした社会は持続可能なも

のであるべきです。とりわけ、気候変動問題は、

地球規模の課題として目を背けるわけにはいき

ません。脱炭素の実現に向けては、電源構成の

脱化石燃料化に加えて、DXが不可欠になってい

きます。リアル空間の様々な事象がデータによっ

て可視化され、デジタル空間でのシミュレーション

によって最適な解を導き出すこと（デジタルツイン）

なども1つの手段として省資源化を実現し、持続

可能な社会の構築に向けて前進することが求め

られていくでしょう。また、社会インフラや個人情

報等が高度なセキュリティサービスによって守ら

れている「安全で安心」が約束されている重要性

は今後も変わらないでしょう。

　現在、約500年間続いてきた資本主義が軌道

修正を迫られています。現在のままの資本主義

を続けていては、気候変動による自然災害の激

甚化や生物多様性の損失、社会的不平等といっ

た負の遺産を何十年先の地球や子孫に押し付け

てしまうことになりかねません。社会の持続的な

発展のためには、企業として社会へ提供する価値

をより重視し、社会課題の解決に成長戦略を同期

させていくことが大切だと考えます。
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未来を見据え、世の中にとって「なくては
ならない会社」であり続けます。  

　NRIの前身である旧野村総合研究所は、1965

年に民間企業初のシンクタンクとして誕生しまし

た。その設立趣意書では、「技術と経済の両面に

わたった総合研究を行う」、「（一定の経済目的を

もった）応用科学の分野で調査研究活動を行う」、

「産業、政府、地方公共団体や一般大衆がそれぞ

れにもっている固有の問題を調査研究の対象と

する」ことを志向し、独創性を発揮しながら、「産

業経済の振興と一般社会への奉仕」をねらいと

することが明記されています。これは、当社が

2000年に公表した企業理念の「新しい社会のパ

ラダイムを洞察し、その実現を担う」、「お客様の

信頼を得て、お客様と共に栄える」に引き継がれ

ています。NRIの企業理念は、社会課題を解決す

ることの先にこそ、企業価値の向上があるという

信念を明文化したものです。  

　1988年、情報サービス企業のあるべき姿を予

見して旧野村総合研究所と野村コンピュータシ

ステムが合併し、リサーチ機能とシステム機能を

併せ持つ世界でも類のない情報サービス企業と

なりました。NRI独自のビジネスモデルである「ナ

ビゲーション×ソリューション」および「コンソリュー

ション」は、この合併に端を発しています。  

　NRIは、時代を先取りした企業戦略の提案、政

策提言、システム開発・運用に取り組んできまし

た。我々の真価をますます発揮して、社会の持続

的な発展に貢献し続けるためには、創業時より受

け継いできたDNAを社員一人ひとりが再認識し

なければなりません。「中期経営計画（2019–

2022）」で掲げた、NRIが創出する3つの社会価値

「活力ある未来社会の共創」「最適社会の共創」「安

全安心社会の共創」には、創業時の精神が埋め

込まれています。  

　企業理念の浸透を図りつつ、社会への価値提

供をボトムアップで考える活動として、2019年 

設立趣意書で掲げられた

「産業経済の振興と⼀般社会への奉仕」は、

当社のサステナビリティ経営の根底にある

ものです。
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より「価値共創活動」に取り組んできました。

2022年3月期の価値共創活動では、選抜された

価値共創リーダ一人ひとりがNRIの経営者になり

かわって未来の社会課題を洞察することをねらい

「2030年におけるNRIグループ統合レポートの社

長メッセージ」をテーマとしました。価値共創リー

ダーとのダイアログでは、2030年を見据えた未

来社会づくりとNRIグループの成長機会につい

て率直な意見交換を行いました。私自身も「NRI

未来創発フォーラム」で、未来の経済システムや

産業の在り方と、その想定に基づくNRIの取り組

みをご紹介してきました。このように、トップダウン

とボトムアップをミックスさせた取り組みを実践

しています。  

時代を先取りし、高い付加価値を 

提供することに軸足を置き続けます。  

　2016年3月期から2023年3月期までの長期経

営ビジョン「Vision2022」（以下、V2022）で、NRI

は成長軸のひとつとして、「デジタル」を打ち出し

ました。当初「ビジネスIT」と称していましたが、

デジタルを活用したビジネスモデル変革がいず

れ始まり、それはコンサルティングとITソリュー

ションのケイパビリティを併せ持つNRIにとって

の大きな機会になるという確信を抱いていました。

まだ、「DX」という言葉や概念が一般的ではなかっ

た頃のことです。  

　2017年頃より当初想定していたデジタル化の

動きが本格化しはじめ、2018年頃に「DX」という

言葉が一般的になりました。他に先駆けてビジネ

スの舵を切ったことが幸いし、企画・構想段階か

らコンサルティングとITソリューションがチームと

なってお客様と併走して仮説検証を繰り返し、継

続的に価値を提供していくNRI独自のビジネスモ

デル「コンソリューション」により、DXの潮流を確

実に掴んできました。このように、コンサルティン

グとITソリューションのケイパビリティを組み合

わせることが高付加価値の源泉となっています。  

　NRIは、長い年月をかけて、業界や幅広い領域

で深い知見を蓄積してきた数多くのコンサルタン

トや研究員を擁しています。彼らは、10年後や15

年後といった未来を洞察しながらお客様をナビ

ゲートし、社会提言を行っています。総合シンク

タンクのDNAを受け継ぐ、NRIならではのケイパ

ビリティです。一方、ITソリューション分野では、

非常に複雑な業務ロジックが求められる情報シス

テムをスクラッチで構築してビジネスに実装でき

るシステム・エンジニア、DX人材がいます。NRIは、

ミッションクリティカルなシステムや社会インフラ

を支えるシステムに求められる高い「品質」を前

提としているため、優秀な人材を採用し、真のプ

ロフェッショナルを育成しています。人材を大量

に動員する「規模」の追求ではなく、「高付加価値」

を重視した人材の採用・育成を行っています。

　V2022の後半4年間における経営の方向性を定

めた「中期経営計画（2019–2022）」の最終年度と

なりましたが、この中計の3年目にあたる2022年3

月期は、DX戦略、グローバル戦略、人材・リソース

戦略のいずれも大きく進展しました。結果として、

営業利益1,062億円、営業利益率17.4%は中計の

目標を1年前倒しで達成しています。 

　グローバル事業に関して、V2022開始時の

2016年3月期は連結売上4,214億円に対して海

外売上146億円からの挑戦となりましたが、ここ

でも高付加価値の領域に軸足を置くNRIらしいス

キームで展開を進めてきました。内需型産業の

ITサービスで高付加価値な領域を狙う市場の候

補は、一定の成熟度に達した先進国であり、人口

増加率が高く、さらに法律・ルールに基づいた秩

序のあるものです。この条件に当てはまる北米

と豪州のうち、まずは豪州にフォーカスし、M&A

による外部成長を中心として事業基盤を構築しま

した。2016年にベースとなるASGを買収し、必
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要な機能を補完する形で、6年間で計8社の買収

を進めました。そして現在、ITコンサルティング

から開発、運用・BPO、ITインフラストラクチャー、

情報システムの品質向上に取り組むクオリティ・

エンジニアリング等をフルラインサービスで提供

する国内同様のビジネスモデルを構築しました。

2022年3月期の海外売上収益は前期比で約72%

増の765億円となり2023年3月期の業績予想は

中計の目標を上回る1,050億円としています。 

　また、期中に自己株式の買い付けを実施したこ

ともあり2022年3月期のROEは21.3%となりま

した。利益成長と共にROE20%水準の維持に取

り組んでいます。  

「Group Vision 2030」に向けてあゆみ
を開始しました。  

　V2022で掲げた目標達成の目途が立ったこと

から、当社は、2024年3月期から2031年3月期 

までの新たな長期経営ビジョン「Group Vision 

2030」（以下、V2030）について、成長ストーリー

の骨子を2022年4月に発表しました。  

　V2030においても、NRIの企業理念は変わりま

せん。企業理念の根幹となる2つの使命「新しい社

会のパラダイムを洞察し、その実現を担う」、「お客

様の信頼を得て、お客様と共に栄える」、および、

コーポレート・ステートメント「未来創発–Dream up 

the future.–」は、普遍的な価値観として引き継いで

いきます。設立趣意書で掲げられた「産業経済の

振興と一般社会への奉仕」は、当社のサステナビリ

ティ経営の根底にあるものです。私たち一人ひと

りが価値観を共有し、共にビジョンを実現していく

ために、「私たちの価値観」について社内での議論

を進めているところです。NRIグループの一人ひと

りが主人公となり、DXの先にある豊かさを洞察し、

デジタル社会資本で世界をダイナミックに変革す

ることに挑戦していきます。 

　2022年4月に発表した成長ストーリーでは、「コ

ア領域の拡大・深化」「DX事業の進化」「グローバ

ル事業の拡大」という3つの重点テーマを設定し

ています。各々の重点テーマについて精査した

内容は2023年4月に発表予定ですが、ここでは、

その骨子をご紹介します。  

顧客企業や顧客業界の変革を支援する
DXを進化させ、成長を続けていきます。   

　「コア領域」は、顧客の変革実現を担うDXコン

サルティング、コンソリューションとデジタル開発

力を梃子にしたDX成長企業の支援、レガシーIT

資産のマイグレーションなどの進化に加えて、共

同利用型サービスに代表されるビジネスプラット

フォーム事業のさらなる成長、様々な生産革新を

通じた確かな利益成長を実現していきます。この

ような従来のシステムインテグレーション（SI）、

プロセス変革やインフラ変革を支援する当社の

DX1.0は、引き続き収益の源泉であり続けます。  

　「デジタル資本主義」では、スマートフォンと同じ

ように、ハードウェアではなくプラットフォーム上の

デジタルサービスが商品となり、データが価値の

源泉となります。そしてビジネスモデルは、時間

の経過と共に減価する従来の「減価償却型」から、

新品の価値が最も低く、サービスをアップデートし

ながら増価していく「増価蓄積型」への変革が求め

られると考えています。コマツ、NTTコミュニケー

ションズ㈱、ソニーセミコンダクタソリューション

ズ㈱、そしてNRIとの協働により発足した㈱

EARTHBRAINは、新たな業種横断型プラット

フォームでありNRIが考えるDX2.0の好例です。

　㈱EARTHBRAINが進める「次世代スマート

コンストラクション」は、建設現場のあらゆるデー

タを集約し、「デジタルツイン」によって現場全体

を可視化し、全工程をプラットフォームでつない

で最適にコントロールし、安全性・生産性・環境
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性に優れた未来の建設現場を創造していくもの

です。これは、蓄積したデータを活かしてアルゴ

リズムを進化させ続ける「増価蓄積型」ビジネス

モデルそのものと言えます。  

　こうしたビジネスモデルを創り上げていくため

には、「デジタルファースト」に発想を切り替え、

企業全体をデジタルで変革していくという、経営

トップの強い意志が求められます。そこではNRI

が蓄積してきたビジネスに対する深い洞察や「コン

ソリューション」の真価が大いに発揮できると考

えています。  

「豊かさと活力がある社会」に向けて、 
デジタル社会資本を創出していきます。  

　V2030の骨子で示したNRIが創発する2030年

の社会、「豊かさと活力ある社会」を実現するた

めには、個々の企業から顧客業界や社会全体へ

とビジネスの対象範囲を広げていく必要があり

ます。そこでは、関与するステークホルダーが多

岐にわたるなど、ビジネスの難度が極めて高くなっ

ていきます。また、個々の企業に最適化したシス

テムを開発するSIではなく、プラットフォーム化し

て様々な主体にご活用いただくサービスが中心

になっていくものと想定しています。この中で、

NRIらしいビジネスをどのような切り口で見出し

ていくかを議論しています。  

　DX3.0の領域において現時点で約30のテーマ

を探索・研究中ですが、早期に事業の萌芽を期待

しているのは「ソーシャルDX」です。ソーシャル

DXでは、行政サービスのデジタル化、地方創生・

地域スマート化、デジタルアセットに代表される

新たな金融サービスなどのテーマを検討してい

ます。日本が行政サービスのデジタル化で巻き

返していく上で根幹となるデジタル社会資本の 

ひとつが、マイナンバーのプラットフォームだと

企業理念の根幹となる2つの使命と

コーポレート・ステートメントは、

普遍的な価値観として引き継いでいきます。
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考えています。そこでNRIが軸足を置いていくの

は、国のデジタル基盤と民間をつなぐプラット

フォームの提供です。  

　NRIは、証券業界でマイナンバーを活用した

サービスを他社に先駆けて実現してきた実績が

あります。公的なサービスであるマイナポータ

ルと民間企業をつなぐゲートウェイの役割を果た

す「e-私書箱」も提供しており、構想からその実

現までNRIらしい事業と自負しています。こうし

た実績と知見を活かし、行政や地方のデジタル

新しいビジネスに乗り出していくためには、

緻密さに加えて、リスクをとって

チャレンジする気概を持つ必要があります。

化に資するマイナンバー関連事業をNRIの新た

な柱として拡大していきたいと考えています。  

　また、DX3.0の2つ目の柱である「バリュー

チェーンDX」では、バリューチェーン最適化を通

じたフードロス削減や資源有効活用によるサー

キュラーエコノミーに取り組んでいきます。さらに、

「インフラDX」では、社会インフラの維持管理を

効率化するデータ分析やお客様のCO2排出量削

減にも貢献する金融機関向けの共同利用型サー

ビスの提供など、NRIならではのプラットフォー

ム事業の実現に向けて取り組んでいきます。  

フルラインのグローバルDXを実現する
基盤を確立していきます。  

　V2030において、豪州事業は、組織をより筋肉

質にし、オーガニックを中心に成長するステージ

に入ります。そして豪州での成功体験や教訓を

活かしつつ、北米の事業基盤を構築していきます。  

　北米市場は競争が激しい市場であるため、ど

の市場セグメントに焦点を合わせるかが重要です。

北米市場においては、大規模なリソースを展開す

る米系やインド系のベンダーが存在感を発揮し

ていますが、一方で、顧客の複雑なDXソリュー

ションを専門的に提供する地域密着型のベンダー

も多数存在しています。日本でのNRIの強みは、

野村総合研究所16



コンサルティングから顧客のニーズに合った高度

なDXを実現するソリューションにありますので、

北米市場でも同じようなビジネスを志向する、ス

ケールではなく提供価値で勝負する地域密着型

のベンダーと組んで事業を拡大したいと考えて

います。

　NRIは、北米の事業基盤を構築するために、高

度DXに強みを持つCore BTSを当社のM&Aとし

ては最大規模の約531億円（Core BTSへの現金

貸付106億円を含む）を投じて、2021年12月に

買収しました。Core BTSは祖業であるインフラ

ネットワークのインテグレーションに加えて、近年

ではクラウドへの移行支援、セキュリティ診断、さ

らにはDXアプリケーション開発までの機能を保

有しています。豊富な顧客基盤を有するCore 

BTSを土台とし、さらなるM&Aを通じて日本や豪

州と同様なビジネスモデルを構築する予定です。

また、北米内での地域的な拡大も図っていく 

方針です。こうして次の8年間で、日本アジア・ 

オセアニア・北米の三極でDXの事業基盤を確立

した後に、機能やナレッジの共有によってシナジー

を生み出していく構想を描いています。

NRIは、「全員野球」で持続的な企業価値
向上を実現していきます。  

　私は社長就任の際、社内に対して「全員野球を

志向したい」と伝えました。経営トップや特定の

スーパースターに依存することなく、持続的に企

業価値を高めていく企業を作り上げたいという

想いが言葉の真意です。そしてマネジメントチー

ムに関しては、健全な議論を通じて、一度方向性

が定まれば一枚岩となって協力し合えるチーム

ワークを重んじてきました。こうしたチームワー

クは、NRIが持続的発展を実現していくためにこ

れからも継承していくべきものと考えています。  

　一人ひとりの社員が「全員野球」の一員です。

NRIは、極めて能力が高く、プロフェッショナリズ

ムが大変強い人々が集っている組織であり続け

たいと思います。経営が示した大きな方向性を

咀嚼し、自走してカタチにする組織力は、強みで

あり磨き続けていきます。これからも長期にわたっ

て成長していくためには、専門性の高い人材集

団が「全員野球」をしっかり続けていくことが必要

です。

　ところで、今後、組織や社員が潜在力をより一

層発揮していく上で課題もあります。緻密にロジッ

クを積み上げていくNRIの文化は、社会インフラ

を担っていく企業として絶対に守っていくべきも

のです。一方で、DX2.0やDX3.0といった新たな

取り組みには試行錯誤がつきものであり、未経験

の領域にもチャレンジする気概を養っていく必要

があります。また、社会全体へと範囲を広げて価

値共創に取り組んでいくためには、様々なパート

ナーの価値観や方法論を組み合わせて最適化す

る総合力が求められるようになります。従来の強

みを磨きながら、今までとは異なる新たなものを

見出していくケイパビリティを育てていくことが

V2030におけるテーマのひとつになっていきます。 

　2030年に向けた道筋は定まりました。V2030

に向かって、SDGsの達成に関わる社会課題の解

決に貢献する新たな社会価値の創出に向けてチャ

レンジし続け、持続的な企業価値向上を実現して

いくNRIグループにご期待ください。

代表取締役会長 兼 社長
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