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今とは

今年4月にグループCEOに就任した奥田です。
昨年12月に次期グループCEOに指名されて以来、新しい経営チームと、
野村グループはどうあるべきか、
お客様、株主、
マーケット、
そして社会から

代表執行役社長 グループCEO

奥田 健太郎
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違う次元への
飛躍
何を求められているのか、突き詰めると私たちの存在意義とは何か、
につい
て本音で議論を重ねてきました。金融業は社会に不可欠な公共性の高い
機能で、
これからも進化を繰り返しながら成長していくと思いますが、将来
も野村グループがメインプレイヤーでいられる保証はありません。金融のデ
ジタル化で業界の垣根がどんどん低くなっている今、
マーケットやお客様の
ニーズを敏感に捉え、常に新しいことにチャレンジすることで変化し続ける
ことが必要です。
これらは、私自身、事業の責任者として、2018 年からはグループCo-

COOとして、何度も自問してきたテーマですし、若手社員とも対話しました。
それらを踏まえて、私はグループCEOとして、
「今、私たちが立っている場所と
は違うところ、違う次元に野村をもっていきたい」
というメッセージを、社内・
社外に発信しました。
「非連続的な成長を目指す」
「証券という枠組みを外
、
していく」
「 金融にこだわらなくてもよい」
という発言もしましたから、少し驚
かれた方もいるかもしれません。
現時点で、
私たちが目指す
「違う次元」
の完成
形をお示しできているわけではありませんし、
これから詳細を詰めていくもの
もありますが、本レポートでは大きな方向性とその真意をできる限りお伝え
できればと思います。
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2025年に向けて、今回の経営ビジョンを設定
しました。
ここから5年間、
この経営ビジョンを実

社員の
満足

な業績評価指標)を決め、
これからは、
このKPI
を見ながら、私たちが目指す方向に計画通りに
進んでいるのか、何ができて、何が遅れているの

らの信頼」「社員の満足」
という3つの側面で

かをモニタリングしていきます。
こうした課題認識とともに、経営ビジョンを実

社会課題の解決を通じた持続的成長の実現

社員の
満足

課題の一つです。

詳細は、各部門のページをご覧いただきたい

現していくための柱の一つ、
「ビジネスの成長」

のですが、まず営 業 部 門では、昨 年 実 施した

を策定しました。
まず3 年後の2023 年 3月期を

チャネル・フォーメーションの見直しとデジタル・

目途として、既存ビジネスの拡大と生産性向上

インフラの整備を活かして、お客様の属性に応

を目指すとともに、新たなビジネス領域への投

じた最適なサービスを、最適なチャネルで行う

資・育成を行うことで、野村グループの取りうる

ことにより、稼働顧客数を1.4倍、
コンサルティン

戦略上の選択肢を拡げていきます。
そして、5年

グ関連収入を2倍近く増やしていきます。
また、

後の2025 年 3月期までに、コア・ビジネスを起

この7月 に 設 立 し たCIO（Chief Investment

点として、
パブリックからプライベートまでビジネ

Office)グループの知見を活かして、付加価値の

ス領域を拡大し、私たち自身が違う次元に飛躍

高い資産運用サービスを提供することで、新た

することを目指します。数値目標は、ROEで8〜

な課金体系の導入にもつなげていく予定です。
ア

10%としました。

セット・マネジメント部門では、
マルチアセット、
オ

そして、
こうした社会課題に対するうえで、私

のビジョンを達成するためには、既存のビジネ

たち自身が克服しなければならない課題があり

既存ビジネスで税引前当期純利益 2 , 800 億円

用力の強化を通じて、運用資産残高を65兆円

ス領域から抜け出し、私たち自身が
「違う次元」

ます。それは、国内では人口動態を背景とした

（ 営 業 部 門 1,100 億円、アセット・マネジメント

まで積み上げていきます。ホールセール部門で

に飛躍していく必要があると思っています。

顧客層の高齢化とそれに伴う収益構造の変化

部門500億円、ホールセール部門1,200億円）
を目指します。今後3年間でそれぞれのビジネス

2023年3月期までの第1フェーズでは、まず、

は、2019年のビジネス・ポートフォリオの見直し

では、野 村グループが今 後 5 年 間で立ち向

への対応であり、
グローバルでは、
デジタルを通

かっていくべき社会課題とは、いったい何か。
ま

じたサービスの高付加価値化、生産性向上と

えていますが、向こう3年間で、
リソース効率とリ

ずは、歴史的な低金利環境や金融市場のボラ

業 務 効 率 化などがあげられます。さらに海 外

スク管理、業務効率を徹底的に追求しながら、

ティリティの高まりを受けて、投資家の運用ニー

ホールセール・ビジネスにおける収益の安定性

とにかく安定的な収益構造を構築していきます。

ズが多様化している事実があげられます。次に、

や資本に対するリターンを引き上げ、全社の資

同時に、社会課題に的確に対応し、
より長期

環境や社会との調和のとれた経済成長、ESG

本効率を改善させていくことも大きな課題です。

的な成長基盤を作っていくうえで、新たな事業

（環境、社会、ガバナンス）への関心の高まりと

また、不確実性の高い事業環境を踏まえながら、

領域への投資も行っていきます。一点補足する

いったことがあげられるでしょう。
そして、デジタ

新たな事業領域を育成することも、私たちが成

と、
この2,800 億円というビジネス部門の利益

ル化による生産性や付加価値の向上も大きな

長していくうえで必要不可欠です。

目標は、新型コロナウイルスの終息時期やその

により、基礎的な収益力は格段に高まったと考
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ルタナティブ、ESGといった成長分野における運

を通じて持続的な成長を実現すること」
です。
こ
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社会からの
信頼

私たちの経営ビジョンは、
「 社会課題の解決

社会からの
信頼

現していくために、
「ビジネスの成長」「社会か
推進していきます。

ビジネスの
成長
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創立100周年に向けた
経営ビジョン
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が何に注力していくのか、部門ごとにKPI（重要

野 村 グル ープ は、創 立 100周 年 にあたる

影響の大きさを見極めることができないなかで
策定していますので、今後の状況次第では修正
が必要になるかもしれません。
ただ、基本的な戦
略やそれを達成するための施策を大きく変える
つもりはありませんので、
その点、
ご理解をいた
だければと思います。
第2フェーズは、5年後の2025年3月期を目
途として、
ここから行っていく投資を成果に結び
つけ、パブリックからプライベートまで総合的な
サービスを提供するなど、野村グループとして社
会課題にきちんと対応できるようになっているこ
とを目指します。
また、
ビジネスの成長を目指す
上で、財務の健全性を維持しつつ、成長分野へ
の投資と株主還元のバランスも図っていきます。
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商品・サービス

「パブリック」
から「プライベート」へ、
ビジネス領域を拡大
では、
「 違う次元に野村をもっていく」、
そのた
めに
「パブリック」から
「プライベート」へ、
ビジネ
ス領域を拡大するというのは、
どういうことか。

収益源の創出にも繋げていきます。

2点目の「顧客基盤」については、例えば、イン

を含んでいますので、
「商品・サービス」
「顧客基盤」

発 行 体としての上 場 企 業が中心でしたが、ス
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ベストメント・バンキングのビジネスでは、従来、

します。

顧客との接点

ラットフォームを手 掛けることにより、新たな

私たちの考える
「プライベート」には多くの意味
「顧客との接点」の3つの軸で、
それぞれご説明
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タートアップのような非上場企業に対しても今
まで以上にビジネスを拡大できるよう、人員の

まず
「商品・サービス」ですが、今まで野村グ

再配置を行っています。
さらに、従来からの顧客

ループは上場株式や投資信託等のパブリック

である投資家に対しても、商品提供だけではな

な市場・金融商品に強みをもっていましたが、
こ

く、
コンサルティングやアドバイザリーによるニー

れからは、
プライベートの領域、
つまりプライベー

ズを掘り起こし、新たなサービスを提供していき

ト・エクイティ、
プライベート・デット、インフラな

ます。

どの事業性資産を含むオルタナティブ運用も強

3点目の「顧客との接点」では、物理的な面談

化していきます。
こうしたニーズにお応えするた

を中心としたサービス提供やハイタッチ・ビジネス

めにも、
プライベート投資ビジネスをグループの

だけでなく、
デジタルの活用も推進していきます。

成長戦略の一つとして位置づけ、
お客様に対して

これは、単なるネット経由の発注などを想定して

PROSPECTS AREA

PRESENT AREA
現在の領域

未開拓の領域

顧客基盤

提供できる商品を拡充し、運用から対価を頂く、 いるわけではありません。例えば営業部門では、

なります。例えば、公開情報の少ない非上場企

「違う次元」
を目指すということは、過去を否定

いわゆるフィー・ビジネスを拡大していきます。

さまざまなやり取りで得たデータをもとに、
お客

業やスタートアップに対する信 頼 性のあるリ

することでも、何かをゼロから作り上げることで

運用対象とするアセットクラスやファンドサイズ、 様ごとに最適なタイミングで、物理的な対面、電

サーチは、ベンチャー・キャピタルなどのお客様

もなく、野村グループが培ってきた
「パブリック」

運用チームなどのビジネスプランを練りこんでい

話、
メール、オンライン会議システム、オンライン

に対して高い付加価値を提供できるはずです。

での実績、お客様との関係、社員一人ひとりの

る段階ですので、詳細は追ってご説明します。

サービスのなかから最適なチャネルを選択して

また、
リサーチの枠を超えてお客様の課題を一

力を、新しいフィールドで活かしていくということ

プライベート領域の
「商品・サービス」
という

必要なサービスを提供する、ハイブリッド・モデ

緒に解決するコンサルティング・ビジネスにも、

です。米国では、EC分野でアマゾンの強さが目

意味では、新しいアセットクラスであるデジタル

ルに既に移行しています。今後は、
コンテンツも

その領域を広げていくことができると思っています。

立ちますが、
リアル店舗とデジタルを融合した

資産への取り組みも進めます。デジタル資産に

含めて、
いままで多くのお客様に同じように提供

さらには、新しいテクノロジーのビジネス化、新

ウォルマートがEC・リアルの両面で再成長をし

関するバリューチェーンの川上
（資金調達)を担う

していたものを、個々のお客様のニーズや都合

産業育成は、経済の活性化のために不可欠で

ています。中国では平安保険が、
リアルの保険

機能として、2019 年 11月に、野村総合研究所

に合わせたデリバリーへと、進化させていきます。

あり、環境を含む社会問題の解決への貢献も、

営 業 員を 活 かしながら、デジタル・トランス

との共同出資会社「株式会社BOOSTRY」が本

これもある意味、
プライベートなサービスと言え

私たちの大事なミッションだと認識しています。

フォーメーションを進め、対人営業（ハイタッチ）、

格稼働し、2020年3月には日本初となるデジタ

ます。

こうした知的資産やコンテンツの有効活用を

デジタルな対話（ハイテック）の融合で、保険の

ルアセット債/デジタル債の発行において、技術

いま申し上げた3つの軸が拡充できれば、そ

可 能とするため、2020 年 7月にグループのリ

範疇にとどまらず、医師の紹介、健康管理のサ

基盤の提供と引受を行いました。
また、バリュー

れぞれのお客様にカスタマイズされた、つまり

サーチ機能を集約・再編し、新たに
「コンテンツ・

ポートなど、事業領域を広げています。私たちも、

チェーンの川下（管理)についても、機関投資家

「プライベート」なサービス、
ソリューションが提

カンパニー」
という組織を設立しました。今後こ

デジタルにできるところは、デジタルに任せる一

の皆様が安心してデジタル資産に投資できる

供できるようになります。
「あなただけのために」

の機能を、単なる情報発信だけでなく、
グループ

方で、社員は、
お客様にとっての相談相手になる

よう、
デジタル資産の保管、
決済、
管理を代行する

という提案は、真に差別化された競争力に繋が

のビジネスを推進するためのプロアクティブな

べく、対面のハイタッチなコンサルティングやアド

サービス
「Komainu」
を、
フランスのLedger社、

るはずです。

集団にするための機能を組み込み、デジタルを

バイザリーのレベルを上げていく必要があります。

イギリスのCoinShares社とローンチしました。

また、野村の最も重要な経営リソースである

活用したデリバリー機能の開発部隊も加えるこ

野村グループは、対面での証券業を軸にしなが

デジタル資産に対するニーズは、今後、
ますます

リサーチ機能と、
リサーチが生み出すコンテンツも、

とで、
いままで以上に幅広い接点で付加価値を

らも、証券という狭い枠を外していくことで、
まだ

高まってくるでしょう。野 村グループがそのプ

これからの成長を実現するうえで重要な要素と

提供できるようにしていく予定です。

まだ成長の可能性を追求できると確信しています。
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社員の
満足

新たなデジタル分野への事業拡大・投資ニーズ
が出てきています。
これらは、
まさに野村グループ

経営ビジョンの要素として含めた
「社会からの
信頼」
には、幾つかの側面があります。
まずは、
お

「ビジネスの成長」
に加えて、
「 社会からの信頼」

客様一人ひとりのニーズや悩みに寄り添って最

そして、
「社会からの信頼」
という意味では、野

良なサービスやソリューションを提供することに

村グループへの信頼回復に向けた取り組みも重

より、
お客様の満足度を高めていくことです。
そして、

要な課題です。2019年5月に、東京証券取引所

本業を通じて
「持続可能な開発目標
（SDGs）
」
や

の市場区分の見直しに関する不適切な情報伝

パリ協定の目標達成をはじめとするサステナブル

達事案により、お客様をはじめ、ステークホル

な社会の実現にももっと貢献していきたいとい

ダーの皆様に多大なご迷惑をお掛けしました。

うことです。
そのために、グリーンボンドをはじめ

社員一人ひとりが、健全な資本市場の発展に資

とするサステナブル・ファイナンスや、野村アセッ

することが私たちの社会的使命であるということ

トマネジメントにおけるサステナブル投資比率を

を常に認識し、共通の価値観である
「挑戦」
「協

KPIとして掲げました。

働」
「 誠実」
を具体的な行動に移すことができる

こうした社会的ニーズに応えていくことは、当

ように、2019年12月に
『野村グループ行動規範

然、私たちのビジネスの成長にもつながります。

（コード・オブ・コンダクト）』
を制定しました。
そし

2020年4月、野村グループは米M&Aブティック

て、
この行動規範を社員に浸透させ、野村の良い

に役立てることももっとたくさんあるはずです。

のグリーンテック・キャピタルの買収を完了しまし

コーポレート・カルチャーを醸成していくためにも、

また、特に若い社員と話していると、
自分の仕事

た。
グリーンテックはサステナブル・テクノロジー

経営会議の直下に野村グループ・コンダクト委

や
「社員の満足」
という、ESGの要素を入れまし

が社会に役立っていること、誇りをもてる会社で

およびインフラ・ストラクチャー分野における

員会を設置しました。行動規範は、
ステークホル

たが、
この背景は、
いろいろとあります。社長就任

あることを大切にしていると感じます。

M&A助言業務のトップランナーです。今回の買

ダーの皆様に向けた、
私たちのお約束でもあります。

が決まってから、改めて社外の方々からご意見

収を通じて、
グリーンテックのもつ専門性、
ノウハ

世の中が大きく変わるなかで、社会のニーズをき

を伺ったのですが、一部の方から
「野村は以前

ESG経営を強化するために、私が議長を務め
るESG委員会のメンバーを、今回新たに経営会

ウと、野村グループがもつグロバール・ネットワー

ちんと理解するとともに、
お客様や投資家をはじ

より社会性が薄れてきている」
という印象をもた

議メンバーと一致させ、経営会議という執行の

クやソリューション業務のノウハウを融合させる

め幅広いステークホルダーに対するアカウンタビ

れているように感じました。
また、
それ以前から、

最高意思決定機関のなかで ESGを戦略的に

ことで、付加価値のあるサービスを提供し、
サス

リティが、
これまで以上に求められています。
アカ

お客様を訪問すると、ESGに関する話題が出る

推進していく体制にしました。
さらに、ESG委員

テナビリティ、地球環境に配慮した持続的成長

ウンタブルであることが、信頼される会社である

ことが多く、世の中が大きく変わってきているこ

会の下 部 組 織として、①サステナブル・ファイ

に貢献していまいります。

ことにつながるとともに、
そういう会社が、社員が

とを肌で感じていました。気候変動や大規模な

ナンスに関するビジネス機会や戦略を立案する

自然災害、格差社会の拡大に加え、新型コロナ

「ホールセール・サステナビリティ・フォーラム」、

高めていく社会の流れは、今後、
ますます加速し

ルダーとの対話も深めていきたいと考えています。

またデジタル化によって生産性と付加価値を

誇りをもてる会社ということにもなり、
ステークホ

ウイルスによる危機で、経済や社会のひずみがよ

②気候変動リスク等のシナリオ分析やストレス

ていくでしょう。
コロナ危機による極めて大きな

こうした取り組みに終着点はありませんが、私自

りあらわになり、持続可能な世界の構築に向け

テストを担う
「クライメイト・リスク・ワーキンググ

社会の構造変化も見据えて、多くの企業が新た

身が陣頭指揮をとって、規律ある組織を取り戻

た企業の取り組みは一層強く求められていくで

ループ」、③野村グループの環境負荷低減に向

な成長戦略を模索していく動きが出ているのも

すために取り組んでいきます。

しょう。

けた取り組みを推進する
「環境活動ワーキング

こういったなかで、野村グループを
「違う次元

グループ」、④ 気 候 関 連 財 務 情 報 開 示タスク

にもっていく」、
「 非連続の成長」
を目指し変革し

フォース
（TCFD）に関する
「TCFDワーキンググ

ていく一 方、変わらずにもち続けるべき軸は、

ループ」
という4つの分科会を置き、
サステナビリ
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今回の経 営ビジョンでは、いま申し上げた

感をもって、対応力の強化に努めていきます。
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ESGを経営ビジョンの軸に

戦略・企業価値向上をサポートするため、
スピード
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価値創造のための戦略 005

の総合力が活かせる領域であり、
お客様の成長

「金融資本市場を通じて、真に豊かな社会の創

011

社会からの
信頼
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事実ですが、社会・経済構造の変化を見据えた
ビジネスの
成長

ティに関するあらゆる取り組みについてスピード感

造に貢献する」
というミッションであり、私はそれ

をもって意思決定できる体制を整えました。
また、

をいまの時代に合わせたESG経営として、強化

経営の課題と従来のESG課題について2019年

していきたいと考えました。私たちが得意とする

に統合的な検討を行い特定した
「野村グループ

証券業だけでなく、できることを増やし、殻を破

経営の重要課題（マテリアリティ）」
についても、

ることを目指していくなかで、社会や地域のため

経営ビジョンを受けて見直しを行っています。
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社員が誇りをもてる会社に
野村グループは、世界で約2.7万人が働く大
ビジネスの
成長

社会からの
信頼

社員の
満足

きなプラットフォームです。国内約 1.6 万人、海
外約 1.1 万人、国籍は約 90にわたっています。
社員の一人ひとりが野村グループの最大の財

サービスを提供することです。そのなかで特に

産です。
「 違う次元」
に進化するためには、性別、
国籍、年齢を問わない
「多様性」
がさらに重要に
なると考えています。2020 年 4月からの新しい
マネジメント体制では、インベストメント・バン

もらうために、専門性を磨き、
プロフェッショナリ

キングのコーポレート・ファイナンス担当だった

ティを高め続けるという意味の
「スキル」。次は、

役員を営業部門のウェルス・マネジメント担当に、

お客様からの質問にすぐにお答えする
「スピード」

フィクスト・インカムの担当だった役員をインベ

であり、時代の変化を見据え、世の中をリードで

ストメント・バンキング担当にするなど、
これまで

きるくらいの
「スピード」。
「スピリット」
は、業を通

あまりなかった部門の枠を超えたキーとなる役

じて社会に貢献しようという創業の精神や、新

員の異 動を実 施しました。投 資 家のことをわ

しいことは野村が最初に手掛ける気概といった

かっている者が発行体側へ行くことで、
いままで

私たちのDNAです。
スピリットは変わらずにもち

できなかったこと、特にプライベートの領域での

続けていきたいと思います。環境や社会課題の

新しいことができるようになると思っています。

解決に貢献して、
お客様に、社会に、
そして世の

また、新任役員12 名の半数は野村グループ

中から感謝される。社員がわくわくしながら働い

以外の勤務経験を経て、野村に来てくれた人た

て、一番身近な社会である家族や友人に誇れる

ちです。グループのさまざまなところで、新たな

ような会社を目指したいという思いから、今回の

化学反応やシナジーが生まれ、結果として社会

経営ビジョンの3つ目の要素として、
「社員の満足」

の変化、お客様のニーズの高度化に、貢献でき

を含めました。

ると信じています。

最後に、今回の新型コロナウイルスという目に見えない危機を受け、
いま
まで当然と思っていた普段の生活は一変しました。明日が今日の単なる延
長線上にはないことを、改めて思い知らされました。状況が落ち着いたとき、
人々の生活や考え方が以前と同じである保証はありません。だからこそ、
従来の発想にとらわれず、
将来のビジネスを考えるという思いから
「違う次元」
でということです。私たち自身も変わっていかなければいけません。常に
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大切なこととして、
「スキル」
「スピード」
「スピリット」
の3つのSを重視しています。お客様から選んで

最後に
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私たちの仕事は、お客様に付加価値のある

1987 年 野 村 證 券 入 社、第 一 事 業 法
人部配属。企業情報部長、インベスト
メント・バンキング・グローバル・ヘッド、
ホールセール共同部門長など、
フロン
ト業 務を中 心にマネジメント経 験を
積んできました。
また、コーポレート部
門でも、経営企画部長としてグループ
戦略の立案・実行に携わったこともあ
ります。2017年に野村ホールディング
ス アメリカ インク社長兼CEO、2018
年に野村ホールディングス グループ
Co-COO 兼 米 州 地 域 ヘッドを経 て、
2020年4月にグループCEOに就任しま
した。

新しいことに挑戦を続けていきます。引き続き、企業価値向上のために全
力をあげて取り組んでまいります。
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