
個人のウェルビーイング

社会の持続可能性 技術による社会変革

人財
独自の技術をもとに、人材ミスマッチの解消に向けた
さまざまなサービスを開発・提供。

グローバル展開
ベトナム、UAEの拠点を中心に、アジアと中東を
重点エリアとした社会課題解決事業を本格化。

都市・モビリティ
人と社会のウェルビーイングの実現へ、
多様な行動機会の創出と新たな需要創造に資する
独創的なサービスを開発・提供。

DX
5つのテーマを設定して
行政・企業のDX推進を支援。金融・カード

国民生活や経済活動の基盤となる社会インフラ
としての安定性を維持するとともに、その高度化
を通じて社会の持続的な発展に寄与。

エネルギー
カーボンニュートラル社会の実現に向けた
各種の取り組みを推進。

当社は、社会課題に対する研究・提言にとどまらず、
グループや社外のパートナーとともに社会実装を目指す方針を明確に打ち出し、
その実践に努めています。
社会課題の解決に大きなインパクトをもたらす「社会価値」を創出・最大化していくために
3つのマテリアリティを特定しました。
 
マテリアリティに基づく国内外での取り組みを紹介します。

国内外のパートナーとの
共創を通じて、
持続可能な未来を実装する
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人的資本可視化をめぐる好循環の形成

JOBMINEsのスキーム、メリット

企業が求める
人材の可視化

●教育 ●職務スキル
●多様性 ●人材要件
●賃金

DX・GX対応力を高め
投資促進

連動 市場への
より直接的なアプローチ

人的資本投資
有形資産投資

資本市場・労働市場の
評価獲得

生産性向上の
賃金への反映

企業価値向上
人材獲得

生産性向上
賃金上昇

パーパス

経営戦略

人材戦略

ジョブマッチングシステム
「JOBMINEs」

●棚卸制度
●業務生産性
●求職者
  納得感

●意思疎通
●紹介先発見

●再就職
●異職種
  転職

求職者
求職者情報 求人情報

キャリアアドバイザー

登録 登録

求人開拓担当

求人企業

●要件明言化
●人材提示

共通言語（職業辞書）による人材マッチング「JOBMINEs」

UP!

UP!

UP!
UP!

雇用獲得 人手不足解消

非財務価値

財務価値

社会価値

　人口半減社会に向かう日本は、今後一層の人材不足が懸念されま
す。また、グローバル化やDXの進展に起因する産業構造転換は、就
業者に求められる能力に変化をもたらし、人材のミスマッチが顕在化
しつつあります。
　その一方で、人生100年時代を迎える中、誰もが生き生きと活躍
する社会、個人のウェルビーイングを実現する社会を創造していくこ
とも求められています。
　こうした中、当社は、労働・雇用環境や人材育成の仕組みを変革し、
個人が求める「職」と企業が求める「人材像」を一致させ、人材ミス
マッチを解消していくための各種ソリューションを提案しています。

　人材を「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出す
ことで中長期的な企業価値向上を目指す「人的資本経営」。
当社はこの分野において、先進実践事例の共有、企業間協
力、効果的な情報開示などを検討する「人的資本経営コン
ソーシアム」の事務局業務を経済産業省から2022年に受
託しています。
　また、会員企業として、人的資本経営の普及啓発活動を行
い、企業、資本市場、労働市場の行動変容を促しています。
当社は、人材投資に積極的な企業に資金や人材が集まり、
成長へと繋がる好循環を実現すべく、今後も企業の経営戦
略と人材戦略の連動性を可視化し、資本市場・労働市場の
行動変容を促していきます。

　当社は、人材のミスマッチを解消していくために、自らの
適性や職業の要件を知り（Find）、必要な知識を学び
（Learn）、目指す方向へと行動し（Act）、新たなステージで活
躍する（Perform）という一連のサイクル「FLAPサイクルⓇ」
の社会実装を目指しています。
　その実践として、2021年10月から、人材事業者向けの
人材マッチングシステム「JOBMINEs」の提供を開始しまし
た。これは、約1,000職種、2万タスク（職務）のリスト（職業
辞書）を用いて、企業も個人も同じ辞書を見ながら、企業は
求人の要求を満たすポイントを、個人は自らの経験が活か
せるポイントをお互いに突き合わせながらマッチングする

サービスで、求職者に対しては不足する経験を補うリスキリ
ングを促すこともできます。

ビジネス・コンサルティング部門
キャリア・イノベーション本部 
政策・戦略グループ
大橋 麻奈

VOICE●人的資本経営の実践支援を通して
「企業と人の関係」を変えていく

　私は雇用・労働政策に携わりたく当社に入社し、働き方改革をはじめとした「働く
ことの変化」に関わる調査研究に多数従事してきました。コンソーシアムでは会員
企業の人的資本経営の実践に向けて、多様な専門性をもつメンバーが一丸となっ
て業務を実施しています。関心が高いテーマで責任も大きいですが、企業・投資
家・関係省庁の皆様と一体となって、「企業と人の関係」を変革する案件に関われる
ことに研究員としてのやりがいを感じています。

独自の技術をもとに、人材ミスマッチの解消に向けた
さまざまなサービスを開発・提供

人財分野VCPマネージャー
上田 啓行

人的資本経営コンソーシアムを運営

タスク起点の
人材マッチングの仕組みを提案

●知的資本： 知的財産の獲得

●人的資本： 研究員のプレゼンス向上
●社会関係資本： 事業パートナー連携強化

●ノンルーティン度の高い職種への転換
●人材流動化の進展

目標と成果

●日本の転職率が、全就業者の約5%（2021年）の中、当社推計では、2030年時点で生産職が110万人余剰、
事務職が120万人余剰となる一方で、専門技術職の不足は170万人に達する見通し。

●AIで人材評価に重みづけを加える「重みカスタマイズ機能」（特許取得済）
●職務（スキル）ベースのジョブマッチングロジック（特許取得済）

●自社サービスによる事業収益（PRaiOⓇ、crextaⓇ、COCOPRO、JOBMINEs、アスリートFLAP支援）
●PRaiOⓇは2022年度実績で約100社/年が利用。PRaiOⓇ、crextaⓇは株式会社マイナビの登録商標

個人のウェルビーイング

人財
C

設計・実証

B
分析・構想

A
研究・提言

C
設計・実証
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非財務価値

財務価値

社会価値

Region Ring®の全体イメージ

ACT5メンバーポイントアプリ

「『100億人・100歳時代』の
豊かで持続可能な社会」の実現へ

地域貢献・
生きがい創出

デジタル行政
の推進

地域・観光
活性化

SDGs
活動貢献

安全・安心の
食品流通

カーボン
ニュートラルの

実現

健康増進・
ウェルビーイング

の実現

働き方改革

都市・モビリティ
周遊活性化

地域の
生活者

地域
企業

関係
人口行政

社会課題の
総合的解決のRing

人と行動・人と人を
繋げるRing

　コロナ禍により人々の行動機会が大きく制約を受けたことに加え、
日本では人口減少・高齢化社会が進み、需要減少や財政悪化に直面
する中で生活サービスの水準をいかに維持するかなど、都市が抱え
る課題はますます深刻化・複雑化・輻輳化しています。これらの課題は
今や行政や企業だけでは解決できなくなっており、市民一人ひとりが
自身のウェルビーイングと地域社会の持続性を考えながら行動し、地
域との繋がりを形成しながら課題を解決していくことが必要です。
　当社は、ウェルビーイングの実現に向けた個人と社会の目指す姿
を提案するとともに、さまざまな地域課題を統合的に解決していくべ
く、個人、行政、企業、地域社会の多種多様なアクションを生み出すデ
ジタルプラットフォーム「Region Ring®」の社会実装を進めています。
また、ビッグデータ解析やIoT・AIなどの先進デジタル技術を活用し
て、新たな需要創造に繋がる地域DXサービスの開発、実装に取り組
んでいます。

　個々人がより良い生活・人生を実現していくためには、ワ
クワクする行動や心が豊かになる行動が不可欠です。こう
した観点から、当社は、人々の多様な行動機会の充足が
ウェルビーイングの向上に繋がる「actfulness」の概念を提
言しています。「actfulness」とは、人々の行動機会の選択
肢を増やし、行動の量や一つひとつの行動の質を高めてい

　当社は、独自に開発した社会課題解決サービスについて
ビジネスパートナーと協業し、その社会実装までを担って
います。「Region Ring®（地域課題解決型デジタル地域通貨
サービス）」はそのひとつで、全国の多様な地域で、ごみの削
減や省エネルギーなどの環境活動やボランティア活動など
の行動を経済価値に転換し、ポイントを付与。個人や社会に
とって有益な行動を促進することで地域の社会課題解決を
図っています。2021年度には、アプリ利用によるSDGsアク

SDGs活動普及・啓発を目的に2022年5月から11月ま
で東京の大手町・丸の内・有楽町地区で開催された「大
丸有 SDGs ACT5」において、当社はRegion Ring®を
用いたポイントアプリを提供。お買い物をSDGsアク
ションに繋げる実証実験を実施。

くことです。都市機能・交通サービスを提供する企業や公共
機関が、この「actfulness」の概念を取り入れることで、多様
な行動ニーズを満たすサービスが生まれ、新たな需要が創
造されます。これらは企業や地域の価値を高める契機にな
ります。当社は、多くの企業・地方自治体と協働して、地域社
会の「actfulness」を実践していきます。

ション創出効果として30,000件の新たな活動を誘発し、
SDGsの認知度が10%向上という成果が得られました。

ビジネス・コンサルティング部門
地域イノベーション本部 
地域DXグループ

VOICE●当社が自社事業としてアプリ・システムを
提供・運用することで得られるもの

　私が事業マネージャーを務めるRegion Ring®事業では、アプリを実際に市民の
方に利用いただくまで、計画、開発、運用等、多様な業務があり、多くのメンバーが
携わります。各関係者との調整や設計、変更管理には大きな責任を伴い、難易度の
高い応急対応が必要になることもありますが、一般利用者と多くの接点があり、社
会実装を実感できる仕事です。また、困難を乗り越えることでメンバー間の結束が
強まるなど、大きな収穫や手応えが得られることにやりがいを感じています。

●知的資本： 知的財産の獲得
　例： Region Ring®における減価機能（特許取得済）

●当社主体のサービス収益
　例： Region Ring®を活用したプロジェクト数（2020~2022年度合計）7件

●人的資本： 研究員のプレゼンス向上

●社会関係資本： 事業パートナーとの連携強化

●地域ニーズに沿った外出率の向上

目標と成果

人と社会のウェルビーイングの実現へ、
多様な行動機会の創出と新たな需要創造に資する
独創的なサービスを開発・提供

都市・モビリティ分野VCPマネージャー
樋口 浩隆

個人・社会のウェルビーイング向上を図る「actfulness」コンセプトを提言

社会課題解決に繋がる行動を促す
「地域課題解決型デジタル地域通貨サービス」を提供

●共領域の構築
例： SDGs活動普及・啓発を目的とした「大丸有 SDGs ACT5」における実証実験

個人のウェルビーイング

都市・モビリティ

小瀬木 祐二
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ベトナムの人口動態および６５歳以上比率の推移
人口 65歳以上比率

　当社は、日系企業の事業進出も多く成長性に富むアジアと、脱炭
素社会の実現に力を注ぐ中東を重点エリアと位置づけ、幅広い分野
の社内専門家や国内外パートナーと連携しながら両地域の社会課題
解決と産業創出を同時に達成することを目指しています。
　2021年度に本格稼働したベトナム・ハノイおよびUAE・ドバイの拠
点を中心に現地ネットワークを拡充し、地域固有の課題に寄り添った政
策立案支援サービスやコンサルティングサービスを提供しています。
　2022年度は、ベトナムにおけるヘルスケア関連の取り組みに加え
て、サウジアラビアでの廃棄物処理・リサイクルに関わる政策提言、
カタールにおける気候変動関連国際会議での登壇などの活動を行
いました。

　アジア諸国の中でもベトナムにおける高齢化のスピード
は速く、日本を上回る速さで高齢社会に到達すると予測さ
れています※。そこで同国では、高齢者向け健康維持アプリ
の開発などの対策を検討していますが、現状ではより効果
的な介護サービスを利用できる人は一部の富裕層に限られ
ています。
　こうした中、当社は、ベトナム政府に対して地域包括ケア
システムや介護保険制度など日本の取り組みや経験を、政
府主催のセミナーへの登壇などを通じて共有し、各種の取
り組みを支援しています。また、2022年4月にはHung Yen
省（地方名）において、高齢者が抱える課題について調査を
行ったほか、2022年8月にはUNFPA（国連人口基金）ベト
ナム事務所と、高齢者を支える社会の在り方を検討・促進す
るための協力覚書を締結しました。さらに、介護事業者やデ
ベロッパーに対して、ベトナム高齢者向け事業の立ち上げ

※65歳以上の高齢者人口の割合が総人口の14％以上21％未満の状態

を支援するコンサルティングも開始しています。当社は今
後も、制度設計および産業創出の両面から、同国における
高齢者ケアに係るサービスの拡充に貢献していきます。

日本大使館主催によるサウジアラビアでの廃棄物・
リサイクル関連セミナー（2021年12月）。サウジア
ラビアの行政や産業界に日本の廃棄物処理関連技
術やノウハウを紹介

UNFPA（国連人口基金）ベトナム事務所と高齢者を支える社会の在り方を検
討・促進するための協力覚書を締結（2022年8月）

出所：世界銀行「World Development Indicators」
https://databank.worldbank.org/source/world-development-
indicators をもとに三菱総合研究所作成（最終閲覧日：2021/1/12）

ベトナム保健省や地方自治体と共同でHung Yen省で高齢者にヒアリングを
実施（2022年4月）

海外事業本部 
アジア事業グループ
伊藤 充洋

VOICE●アジアの未来を見据えて事業機会の創出に挑む

　21世紀はアジアの時代といわれ、成長が見込まれる一方で、多くの社会課題が
山積しています。当社で取り組んでいるベトナムの高齢化対策は、日本が十分に貢
献できる分野ですが、現地の事情や社会経済動向をふまえ、さまざまなステーク
ホルダーと協働し、ベトナムならではの解決策を導いていく必要があります。チャ
レンジングな課題ですが、未来を見据え、事業機会を通じてポジティブなインパク
トが出せるよう取り組んでいきます。

ベトナム、UAEの拠点を中心に、アジアと中東を
重点エリアとした社会課題解決事業を本格化

海外事業本部　
本部長
高島 由布子

ベトナム　高齢化対策に貢献

●知的資本： 海外事業に関する対外発信力、特に現地メディアへの掲載
●人的資本： 海外拠点を中心に多様な国籍・バックグラウンドをもつ人材による協働
●社会関係資本： 現地政府・国内外民間企業とのネットワーク拡充

●地域固有の社会課題の解決
例： ベトナム： 急激な高齢化社会への対応
　    中東： 脱炭素化に向けた産業構造転換
●日系企業との協働による社会課題解決に資する事業の創出

目標と成果

●官民の社会課題解決に貢献するコンサルティング業務の事業収益
●日系企業との連携による海外市場展開支援・現地での事業創出等による事業収益

個人のウェルビーイング

グローバル展開
A

研究・提言
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電力市場
●DERの諸元
●各種電力データ
●運用に係る要望

●独自のマルチユース
  シミュレーション技術
●電力システムの制度知見
●電力供給の将来見通し

●最適な
  DER運用計画
●収益性/
  リスク評価

DER運用事業者
DER運用価値の提供

DER： Distributed Energy Resourcesの略

発電施設
（再エネ電源、自家発電 等）
蓄電施設（蓄電池 等）
需要施設（生産設備、空調 等）

対価

2018年（実績値） ２０５０年（カーボンニュートラル達成シナリオ）

石炭

石油
産業

民生

運輸

産業

民生
運輸

天然ガス
原子力
再エネ

石炭
石油
天然ガス
原子力
水素

再エネ

電力

電化進展

再エネ拡大

省エネ進展
絶対値では約半減

電力

一次供給

エネルギーフロー図は一次エネルギーの輸入・生産から、転換部門を通じて、セクター別の最終消費までの流れを示している
また、縦軸のスケールは一次エネルギー供給の合計を100%として示している
出所：三菱総合研究所　実績値は資源エネルギー庁　総合エネルギー統計より

最終消費 一次供給 最終消費

VOICE●シンクタンクの枠を超えて
エネルギー領域の社会実装に挑む

　私は現在、当社の電力制度への知見と独自のシミュレーション技術を組み合わ
せたサービスプラットフォーム「MERSOL」の開発と事業展開に取り組んでいま
す。構想開始から数年間、お客様をはじめ、事業スキームに関わる多様な関係者と
議論しながら開発を進めています。試行錯誤もありますが、従来のシンクタンクの
枠にとらわれない挑戦ができるのが当社の魅力。やりがいを感じながら、当社なら
ではの社会課題解決を目指していきます。

●人的資本： 研究員のプレゼンス向上

●MPXサービスの提供主体数…60件（2022年度）
●再生可能エネルギー発電のアセットマネジメントの提供主体数…6件（2022年度）

●知的資本： 卸電力取引に必要なデータを網羅する独自のモデル構築力の獲得

●社会関係資本： パートナー連携※による、蓄電池を活用した分散型エネルギーシステムに関する
　事業構想力、実装ノウハウの強化

●再生可能エネルギーの主力電源化を通じた２０５０年の日本のカーボンニュートラル達成

目標と成果

※超高速で充放電が可能な蓄電池技術を有するエクセルギー・パワー・システムズ株式会社に出資。同社と連携することで
価値を創出。また、欧州のクウォンツハウス、KYOS社と業務資本契約を締結し、共同で日本市場向けの電力フォワード
カーブを開発。KYOS社のモデリング技術などを用いることで、最高30分単位、最長3年先までの電力フォワードカーブ
を生成することが可能。

エネルギー分野VCPマネージャー　
佐々田 弘之

　近年、地球温暖化による海面上昇、生態系破壊、大規模な自然災害
などが頻発しています。2021年の気候変動に関する政府間パネル
（IPCC）第6次評価報告書では、人間活動が温暖化に及ぼす影響につ
いて「疑う余地がない」と断定されました。地球温暖化の影響を軽減
するために、日本はもとより全世界でカーボンニュートラル社会を実
現する必要があります。
　こうした中、当社は再生可能エネルギーの主力電源化を推進して
いくため、中長期にわたる健全な運用の仕組みを整備するとともに、
卸電力価格や発電量などの予測技術の精度向上、蓄電池・EVの有効
活用など、分散型リソース（DER）が効果を発揮できる環境づくりに
努めています。加えて、安定な非化石電源としての原子力の安全利
用、イノベーションによる新しい技術開発を目指しています。

カーボンニュートラル社会の実現に向けた
各種の取り組みを推進 　ロシアのウクライナ侵攻以降、エネルギー市場の混乱に

拍車がかかる一方で、脱炭素化への社会的要請はますます
高まっています。当社では、独自構築したエネルギー需給モ
デルと経済モデルを用いて、カーボンニュートラルが日本

の経済・社会に与える影響を分析。従来の縦割りの議論を
超えた領域横断的な取り組みを提言するなど、脱炭素化に
向けたアクションが日本の新たな産業競争力に繋がるよ
う、産官学のステークホルダーとの連携を強化しています。

カーボンニュートラル実現に向けた提言を発信

　既存の火力発電所からの電力供給に代わり、蓄電池や太
陽光発電、電気自動車など身近な電源を活用する、分散型
リソース（DER）への期待が高まっています。
　当社は、独自のDER運用最適化アルゴリズムを用いて最
適な運用計画を立案するサービス「MERSOL（MRI Energy 
Resource Solution）」を提供し、DER運用ビジネスを支援
しています。また将来は、当社自身でDER運用を担う事業化
も目指しています。さらに、関連するベンチャー企業との連
携も進めており、独自の蓄電池を用いて欧州で高速調整力

を提供するエクセルギー・パワー・システムズ株式会社へ出
資参画しています。

分散型リソースを活用した電力システムを社会実装

分散型エネルギー運用サービス「MERSOL」の概要

非財務価値

財務価値

社会価値

ビジネス・コンサルティング部門
イノベーション・サービス開発本部 
エネルギー新事業グループリーダー
三浦 大助

社会の持続可能性

エネルギー
A

研究・提言

D
社会実装
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電力市場
●DERの諸元
●各種電力データ
●運用に係る要望

●独自のマルチユース
  シミュレーション技術
●電力システムの制度知見
●電力供給の将来見通し

●最適な
  DER運用計画
●収益性/
  リスク評価

DER運用事業者
DER運用価値の提供

DER： Distributed Energy Resourcesの略

発電施設
（再エネ電源、自家発電 等）
蓄電施設（蓄電池 等）
需要施設（生産設備、空調 等）

対価

2018年（実績値） ２０５０年（カーボンニュートラル達成シナリオ）

石炭

石油
産業

民生

運輸

産業

民生
運輸

天然ガス
原子力
再エネ

石炭
石油
天然ガス
原子力
水素

再エネ

電力

電化進展

再エネ拡大

省エネ進展
絶対値では約半減

電力

一次供給

エネルギーフロー図は一次エネルギーの輸入・生産から、転換部門を通じて、セクター別の最終消費までの流れを示している
また、縦軸のスケールは一次エネルギー供給の合計を100%として示している
出所：三菱総合研究所　実績値は資源エネルギー庁　総合エネルギー統計より

最終消費 一次供給 最終消費

VOICE●シンクタンクの枠を超えて
エネルギー領域の社会実装に挑む

　私は現在、当社の電力制度への知見と独自のシミュレーション技術を組み合わ
せたサービスプラットフォーム「MERSOL」の開発と事業展開に取り組んでいま
す。構想開始から数年間、お客様をはじめ、事業スキームに関わる多様な関係者と
議論しながら開発を進めています。試行錯誤もありますが、従来のシンクタンクの
枠にとらわれない挑戦ができるのが当社の魅力。やりがいを感じながら、当社なら
ではの社会課題解決を目指していきます。

●人的資本： 研究員のプレゼンス向上

●MPXサービスの提供主体数…60件（2022年度）
●再生可能エネルギー発電のアセットマネジメントの提供主体数…6件（2022年度）

●知的資本： 卸電力取引に必要なデータを網羅する独自のモデル構築力の獲得

●社会関係資本： パートナー連携※による、蓄電池を活用した分散型エネルギーシステムに関する
　事業構想力、実装ノウハウの強化

●再生可能エネルギーの主力電源化を通じた２０５０年の日本のカーボンニュートラル達成

目標と成果

※超高速で充放電が可能な蓄電池技術を有するエクセルギー・パワー・システムズ株式会社に出資。同社と連携することで
価値を創出。また、欧州のクウォンツハウス、KYOS社と業務資本契約を締結し、共同で日本市場向けの電力フォワード
カーブを開発。KYOS社のモデリング技術などを用いることで、最高30分単位、最長3年先までの電力フォワードカーブ
を生成することが可能。

エネルギー分野VCPマネージャー　
佐々田 弘之

　近年、地球温暖化による海面上昇、生態系破壊、大規模な自然災害
などが頻発しています。2021年の気候変動に関する政府間パネル
（IPCC）第6次評価報告書では、人間活動が温暖化に及ぼす影響につ
いて「疑う余地がない」と断定されました。地球温暖化の影響を軽減
するために、日本はもとより全世界でカーボンニュートラル社会を実
現する必要があります。
　こうした中、当社は再生可能エネルギーの主力電源化を推進して
いくため、中長期にわたる健全な運用の仕組みを整備するとともに、
卸電力価格や発電量などの予測技術の精度向上、蓄電池・EVの有効
活用など、分散型リソース（DER）が効果を発揮できる環境づくりに
努めています。加えて、安定な非化石電源としての原子力の安全利
用、イノベーションによる新しい技術開発を目指しています。

カーボンニュートラル社会の実現に向けた
各種の取り組みを推進 　ロシアのウクライナ侵攻以降、エネルギー市場の混乱に

拍車がかかる一方で、脱炭素化への社会的要請はますます
高まっています。当社では、独自構築したエネルギー需給モ
デルと経済モデルを用いて、カーボンニュートラルが日本

の経済・社会に与える影響を分析。従来の縦割りの議論を
超えた領域横断的な取り組みを提言するなど、脱炭素化に
向けたアクションが日本の新たな産業競争力に繋がるよ
う、産官学のステークホルダーとの連携を強化しています。

カーボンニュートラル実現に向けた提言を発信

　既存の火力発電所からの電力供給に代わり、蓄電池や太
陽光発電、電気自動車など身近な電源を活用する、分散型
リソース（DER）への期待が高まっています。
　当社は、独自のDER運用最適化アルゴリズムを用いて最
適な運用計画を立案するサービス「MERSOL（MRI Energy 
Resource Solution）」を提供し、DER運用ビジネスを支援
しています。また将来は、当社自身でDER運用を担う事業化
も目指しています。さらに、関連するベンチャー企業との連
携も進めており、独自の蓄電池を用いて欧州で高速調整力

を提供するエクセルギー・パワー・システムズ株式会社へ出
資参画しています。

分散型リソースを活用した電力システムを社会実装

分散型エネルギー運用サービス「MERSOL」の概要

非財務価値

財務価値

社会価値

ビジネス・コンサルティング部門
イノベーション・サービス開発本部 
エネルギー新事業グループリーダー
三浦 大助

社会の持続可能性

エネルギー
A

研究・提言

D
社会実装
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非財務価値

財務価値

社会価値

　国民生活や経済活動の基盤となる社会インフラは、一旦その機能
が停止・低下すると社会に大きな混乱と損害をもたらします。そのた
め社会インフラには、国民が普段その存在を意識しなくても快適な
生活を送ることができる極めて高い安定性が求められます。加えて、
社会が持続的に発展していくためには、インフラ自体が高度化し続
けていく必要があります。
　三菱総研DCSは、社会インフラの中でも特に金融・決済分野にお
いて、安定性と高度化の両立に貢献。長年の経験に基づく豊富な業
務知識やノウハウに加え、先進技術を積極的に活用することで、多種
多様なITソリューションを幅広いお客様へ提供しています。
　今後は、三菱総研との協業チームを一層充実させ、グループ一体
で持続可能な社会の実現をサポートしていきます。

　日本を代表するメガバンクである三菱UFJ銀行は、「グ
ローバルに統一された金融犯罪対策プログラムの構築」に
積極的に取り組んでいます。
　手口が巧妙化するマネーロンダリングやテロ資金供与な
どの金融犯罪対策に向けたタイムリーなシステムが求めら
れる中、三菱総研DCSは、金融業務への知見と最新技術の
積極的な活用を通じてアンチマネーロンダリング（AML）シ
ステムを開発。安定的かつ効率的なシステムの運用・保守
を通じてお客様の業務を支援しています。

　2016年の電力の小売全面自由化により、市場の競争激
化が進む中、東北電力は小口・家庭のニーズに柔軟に対応
する多様な料金メニューを迅速に適用できる仕組みの導入
を計画していました。
　三菱総研と三菱総研DCSは、その仕組みの実用化に向
けて共同で業務分析を進め、料金試算機能を短期間で開発
するなどして「料金計算システム」を完成させました。また、
リリース後も法的分離に伴う各種制度対応、競争力強化や
再生可能エネルギー普及に向けた新メニュー開発など、シ
ステムの改修・運用・保守を通じてお客様を支援し続けてい
ます。

三菱総研ＤＣＳ株式会社
金融IT部門 金融事業本部グローバルバンキング開発部
津嶋 友貴

VOICE●メガバンクの重要システムに携わる責任感とやりがい

　AML業務は、銀行の必須業務に位置する重要な業務
です。その業務を支えるAMLシステムの開発では、国内
外のさまざまな法規制への対応が求められており、他
のシステム開発とは違った責任感――お客様の課題を
解決することが、同時に社会の安心と発展へダイレクト
に繋がる手応えを感じています。その中で、私が担当す
る業務は、銀行の店頭で使用されるシステムであること

から、トラブル発生時には迅速な対応が必要になりま
す。案件リリース時にはトラブルに備えた体制をとるな
ど大きな緊張感がありますが、安定稼働を確認した瞬
間は大きな達成感とやりがいを感じます。

社会インフラに求められる高い安定性、
高度化ニーズに多種多様なITソリューションで応える

アンチマネーロンダリングシステムを開発・運用

●人的資本： 金融・決済システムのスペシャリスト育成
●知的資本： 金融・決済分野の知識・スキル蓄積
●社会関係資本： 金融・決済業界における三菱総研グループのプレゼンス向上

●社会インフラである金融・決済の安定化と高度化を情報インフラ面で支援

目標と成果

●事業収益

電力会社の料金計算システムを開発

社会の持続可能性

金融・カード

三菱総研ＤＣＳ株式会社
決済IT部門
決済事業本部電力開発部　
清水 利広

D
社会実装

D
社会実装
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非財務価値

財務価値

社会価値

　国民生活や経済活動の基盤となる社会インフラは、一旦その機能
が停止・低下すると社会に大きな混乱と損害をもたらします。そのた
め社会インフラには、国民が普段その存在を意識しなくても快適な
生活を送ることができる極めて高い安定性が求められます。加えて、
社会が持続的に発展していくためには、インフラ自体が高度化し続
けていく必要があります。
　三菱総研DCSは、社会インフラの中でも特に金融・決済分野にお
いて、安定性と高度化の両立に貢献。長年の経験に基づく豊富な業
務知識やノウハウに加え、先進技術を積極的に活用することで、多種
多様なITソリューションを幅広いお客様へ提供しています。
　今後は、三菱総研との協業チームを一層充実させ、グループ一体
で持続可能な社会の実現をサポートしていきます。

　日本を代表するメガバンクである三菱UFJ銀行は、「グ
ローバルに統一された金融犯罪対策プログラムの構築」に
積極的に取り組んでいます。
　手口が巧妙化するマネーロンダリングやテロ資金供与な
どの金融犯罪対策に向けたタイムリーなシステムが求めら
れる中、三菱総研DCSは、金融業務への知見と最新技術の
積極的な活用を通じてアンチマネーロンダリング（AML）シ
ステムを開発。安定的かつ効率的なシステムの運用・保守
を通じてお客様の業務を支援しています。

　2016年の電力の小売全面自由化により、市場の競争激
化が進む中、東北電力は小口・家庭のニーズに柔軟に対応
する多様な料金メニューを迅速に適用できる仕組みの導入
を計画していました。
　三菱総研と三菱総研DCSは、その仕組みの実用化に向
けて共同で業務分析を進め、料金試算機能を短期間で開発
するなどして「料金計算システム」を完成させました。また、
リリース後も法的分離に伴う各種制度対応、競争力強化や
再生可能エネルギー普及に向けた新メニュー開発など、シ
ステムの改修・運用・保守を通じてお客様を支援し続けてい
ます。

三菱総研ＤＣＳ株式会社
金融IT部門 金融事業本部グローバルバンキング開発部
津嶋 友貴

VOICE●メガバンクの重要システムに携わる責任感とやりがい

　AML業務は、銀行の必須業務に位置する重要な業務
です。その業務を支えるAMLシステムの開発では、国内
外のさまざまな法規制への対応が求められており、他
のシステム開発とは違った責任感――お客様の課題を
解決することが、同時に社会の安心と発展へダイレクト
に繋がる手応えを感じています。その中で、私が担当す
る業務は、銀行の店頭で使用されるシステムであること

から、トラブル発生時には迅速な対応が必要になりま
す。案件リリース時にはトラブルに備えた体制をとるな
ど大きな緊張感がありますが、安定稼働を確認した瞬
間は大きな達成感とやりがいを感じます。

社会インフラに求められる高い安定性、
高度化ニーズに多種多様なITソリューションで応える

アンチマネーロンダリングシステムを開発・運用

●人的資本： 金融・決済システムのスペシャリスト育成
●知的資本： 金融・決済分野の知識・スキル蓄積
●社会関係資本： 金融・決済業界における三菱総研グループのプレゼンス向上

●社会インフラである金融・決済の安定化と高度化を情報インフラ面で支援

目標と成果

●事業収益

電力会社の料金計算システムを開発

社会の持続可能性

金融・カード

三菱総研ＤＣＳ株式会社
決済IT部門
決済事業本部電力開発部　
清水 利広

D
社会実装

D
社会実装
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日本の企業のDXの進展状況

DXジャーニー®における5つの変革

UX
顧客接点/顧客体験

変化を起こす領域

ビジネスの変化ステージ

現状 現状の延長で変化 デジタル中心で変化 デジタル中心の高度化

オペレーション

ビジネスモデル

システム

組織

モノ売り中心

レガシーシステム +
メール・電話の連絡・連携

保守・運用強化

局所的な自動化/連携向上

デジタルアレルギーの払拭

保守でのIoT情報利用

システムモダナイズ

アイディアの創発、自律的改革

外部向けデジタル基盤

変革目標の共有

経営意向で都度作成する
分析資料

レガシー化した基幹システム

デジタルリテラシー不足/
人材不足

デジタルビジネス変革
デジタルトランスフォーメーション

デジタル業務改革
デジタライゼーション

データ化・オンライン化
デジタイゼーション

DXに取り組んでいない

28%

42%

24%

6%

DX進展度

出所：三菱総合研究所「DX推進状況調査※」
※調査時期：2021年12月
　調査対象：直近1年間の売上高が100億円以上の国内民間企業（1,000社）
　回答者：自社内のデジタル化・DXの取り扱いに関与している従業員

業務フロント改革

採算管理の改善

サプライチェーン改革

事業管理改革

サービスビジネスモデル
への改革
●利用サービス化
●動的プライシング
●収益管理高度化

非財務価値

財務価値

社会価値

　ライフスタイルの多様化、企業のグローバル化など、行政や企業
を取り巻く環境は急速に変化し、新たな社会課題が数多く顕在化し
ています。その解決を図るためには、デジタル技術やデータを利活
用するDXが不可欠です。
　ところが、日本はデジタル後進国であるのが現状です。国際経営
開発研究所（IMD）の調査では、2022年の日本の国際デジタル競争
力は、対象63ヵ国・地域中で29位、アジア太平洋圏14ヵ国・地域中で
8位となっており、特にデジタル化によるビジネスの俊敏性や人材、
規制面での劣後が顕著です。
　こうした課題に対して、当社および三菱総研DCSは「DXジャー
ニーⓇ」「データ駆動経営」「行政DX」「地域共創DX」「金融DX」をテー
マに掲げ、行政および企業、金融機関のDX推進を支援しています。

　当社が2021年12月に実施した企業のDX進捗状況調査
によると、アナログ業務をデジタル化する「デジタイゼー
ション」が2割、デジタル化により業務改革をする「デジタラ
イゼーション」が４割、デジタル技術を活用してビジネスモ
デルを変革する「デジタルトランスフォーメーション」が3割
と、本来のDXが意味するビジネスモデル変革にたどり着か
ない企業の割合が多くなっています。その原因のひとつが
「DXビジョンがない」ことです。DX進展度と業績には直接の
関係はありませんが、DXに関するビジョンを打ち出して計
画どおり実行した企業の約4割は業績が向上しています。こ
れら調査結果をふまえて、当社および三菱総研DCSはDX
ビジョンの策定や既存事業のデジタル変革など、日本企業
のDXリスタートをさまざまな角度から支援しています。

　デジタル技術を活用し、経営戦略に沿った顧客提供価値
の創出やビジネスモデルの変革などを実現するためには、
中長期的なビジョンと目標に基づく全社的な取り組みが必
要です。これらビジョンと目標を共有し、組織的なDX推進文
化を醸成しながら、短期と中長期の成果を両立させていく
施策が「DXジャーニー®」です。

　当社および三菱総研DCSは、お客様の「DXジャーニー®」
を描き、その実行に必要な❶組織変革、❷システム変革、❸
ビジネスモデル変革、❹オペレーション変革、❺UX変革ま
でを、コンサルティングとソリューションを組み合わせて支
援しています。

5つのテーマを設定して行政・企業のDX推進を支援

DX技術本部
本部長
本田 えり子

日本企業のDXリスタートを支援

DXへのストーリーを「DXジャーニー®」で支援

●知的資本： 当該サービスの知財（特許、商標等）拡充、戦略的活用
●人的資本： 三菱総研グループのDX人材拡充、プレゼンス向上
●社会関係資本： 4社連携およびスタートアップ企業を含むパートナー連携の強化

●住民およびお客様の体験価値の向上、企業競争力の向上
●「Society 5.0」社会の実現、日本の持続的な経済成長

●行政および民間企業サービスの効率化、高度化
　（手続きや業務等の対応時間の削減、受益者利益の向上）

目標と成果

●関連するコンサルティングやソリューションの事業収益

技術による社会変革

DX
A

研究・提言

B
分析・構想

A
研究・提言

C
設計・実証
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当社の考えるデジタル人材の類型 プラットフォームサービスの特徴

データ収集～分析・
AI～可視化・サービス化が
これひとつで

多様なデータソース・
サービスとの連携で

現場ですぐに使える
わかりやすい画面設計

FISC対応の高セキュリティ
ローコード・ノーコードで
自由なカスタマイズ

すぐに使える、
すぐに増やせる

類型
プロデューサー DXマネージャー ビジネス・サービス担当 システム・技術担当

●DX推進の主導
●CDOを含む

●DXを企画・推進
●関係者との調整

●サービス・業務の設計
●将来像の設計

●変革後のサービス・業務の実現・実装
  （技術力をもとに）

◆プロデューサー
  （プログラムマネージャー）

◆プロダクトマネージャー
◆ビジネスデザイナー

◆ビジネスデザイナー
◆データサイエンティスト
◆UI/UXデザイナー
◆プロダクトマネージャー

◆テックリード
◆先端技術エンジニア
◆エンジニア/プログラマ
◆データサイエンティスト

主な役割

職種の例

A社

住基
アプリ

A社

地方税
アプリ

D社

地方税
アプリ

B社

住基
アプリ

B社

国保
アプリ

ガバメントクラウド
（共通的な基盤・機能）

C社

国保
アプリ

Z市
データ

X村
データ

Y町
データ

Z市X村 Y町

　総務省が発行する令和4年版の情報通信白書では、DX
を進める際の大きな課題として「人材不足」が挙げられてい
ます。DX推進には、データサイエンスやエンジニアリング
といった技術系スキルと、サービス設計や組織・プロジェク
ト管理といったビジネス系スキルを有する多様な人材が必

　当社は2021年4月、フランスのDXベンチャー、ForePaaS
社と業務資本提携契約を締結。同社が提供するビッグデー
タ解析に関するすべての工程をオールインワンで実行でき
るプラットフォームサービス（PaaS）を活用してお客様の
データ駆動経営を支援しています。また、2022年4月には

要ですが、こうしたデジタル人材は圧倒的に不足しており、
外部からの調達も困難な状況です。
　そこで当社および三菱総研DCSは、具体的なDX案件推
進を通じたOJTプログラムや豊富な研修コンテンツを提供
するなど、社内でのデジタル人材の育成を支援しています。

　政府はデジタル庁を中心に、国民の幸福な生活の実現、
国際競争力の強化、持続的・健全な経済発展などのため、デ
ジタル社会の実現を目指しています。
　当社および三菱総研DCSでは、中央省庁および地方公
共団体など、行政のDX推進を多角的に支援しています。地
方公共団体が保有する基幹系業務システムのガバメントク
ラウド化の支援はそのひとつです。デジタル庁が整備する
政府共通のガバメントクラウドを、地方公共団体が活用す
ることで、住民に対して利便性の高い公共サービスを迅速、
柔軟かつセキュアでコスト効率高く提供することが可能に
なります。

ForePaaS社を買収した欧州有数のクラウドサービス・プロ
バイダー、OVHcloud社と業務提携契約を締結。日本市場
におけるデータアナリティクス分野での協業について合意
しました。

デジタル・トランスフォーメーション部門
金融DX本部 
金融DXエンジニアリンググループ
天野 厳斗

VOICE●海外IT企業と協業しDXの実現を推進

　私は、仏ForePaaS社との業務資本提携からクラウドBDAサービス「ForePaaS」
を活用した社内外のデータ利活用・サービス開発まで、幅広い業務に携わっていま
す。最先端の技術を迅速に社会実装し、DXを実現していくのは一筋縄ではいきま
せんが、当社や海外IT企業との協業によって実現の可能性が高まることを実感し
ています。また、これまでの実績が欧州有数のクラウドサービス会社である仏
OVHcloud社との業務提携にも発展しています。これからも国内外のパートナー
とともに幅広い分野のDX実現、社会変革に挑戦していきます。

多様なデジタル人材の育成を支援

政府が目指すデジタル社会の実現を支援

フランスのDXベンチャーおよび欧州有数のクラウドサービス・プロバイダーとの提携

ガバメントクラウド
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