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NEC 
サステナビリティレポート
2018

マテリアリティに関する有識者との対話

社会の声のマテリアリティへの織り込み 
マテリアリティの特定にあたっては、サステナブル経営の基本方針の 1 つである「ステークホルダー・コミュニケーションの推進」の一環として、以下テーマで、サステナブル経営、

市民社会、中長期投資などの領域に精通した有識者を迎えて対話会を開催しました。対話には当社のスタッフ部門とマテリアリティに関連する事業部門の責任者が参加しました。 

対話をとおして、非財務(ESG)の取り組みをいかに事業や経営そのものにつなげるか、NEC の事業活動が社会にどのような影響を与えるのかについて、社外の有識者から幅広い知見を 
得ることができました。なお、一般社団法人 NELIS 代表理事の Peter David Pedersen 氏には、マテリアリティ全般を俯瞰していただくため、すべての対話に参加いただきました。 

特定非営利活動法人日本サステナブル投資フォーラム 会長 荒井 勝氏 
一般財団法人 CSO ネットワーク 事務局長・理事 黒田 かをり氏 
一般社団法人 NELIS 代表理事 Peter David Pedersen 氏 

株式会社エイテッククマヒラ 代表取締役 熊平 美香氏 
一般社団法人 NELIS 代表理事 Peter David Pedersen 氏 

サステナビリティ消費者会議 代表 古谷 由紀子氏
一般社団法人 NELIS 代表理事 Peter David Pedersen 氏 
情報セキュリティ大学院大学 教授 湯淺 墾道氏 

上智大学経済学部 教授 上妻 義直氏 
一般社団法人 NELIS 代表理事 Peter David Pedersen 氏 

マテリアリティ

社会感度の高い人財の育成 

社会受容性に配慮したプライバシー 

気候変動を核とした環境課題への対応 

対話のテーマ 有識者 
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NEC 
サステナビリティレポート
2018

マテリアリティ

昨年度から見直しを進めてきたマテリアリティにつ
き、昨年に引き続き、サステナブル経営、市民社会、中
長期投資家の視点をもつ有識者からコメントをいただく
場として、2018 年 5 月に対話会を開催しました。 

当社からは、経営企画を担当する CSO(チーフストラテ
ジーオフィサー)兼 CHRO(チーフヒューマンリソーシズ
オフィサー)と CMO(チーフマーケティングオフィサー)を
はじめ、経営企画、マーケティング、コミュニケーショ
ン、環境を担当する部門長のほか、社会公共事業を担当
する役員、理事が参加しました。

有識者の皆さまからは、各専門分野の視点から、マテ
リアリティおよびその進捗を測る非財務指標案について
コメントをいただきました。

バリューをだせるものを
Pedersen 氏 
「マテリアリティは、もともと資源を
集中し配分する考え方だが、その際、
自社および社会への影響度の 2 軸だけ
でなく、企業のインテンションを考慮

し、NEC として、社会にバ 
リューをだせるものを選ぶべき

だと思う。また、テーマ名も、社会価値創造型企業とし
ての NEC の強い意思を込めた表現にしたほうがよい」 

雨宮 
「インテンションが重要だということ
には大いに共感する。それが事業拡大
の壁を突破する、大きな力のひとつだ
と思う」 

 

黒田氏 
「社会価値創造の基盤テーマとし
て特定している“プライバシー”や
“気候変動”といったテーマは、 
その取り組み自体が価値創造に 
つながると思う」 

榎本 
「基盤のテーマが事業につながるとい
うのは、まさにその通りだと感じてい
る。とはいえ、例えば“犯罪率ゼロ”の
ような壮大な目標を NEC 単独では実
現できない。マーケティングの視点  

    から見ると、その社会課題を解決する  
 ための資金調達や仲間づくりをどのよ 

                   うに行うかが課題だと感じている。 
                   官民連携の社会的投資モデルである    

    Social Impact Bond の広がりに期待し 
    ている」 

荒井氏 
「Social Impact Bond はこれから
ますます広がっていくとは思う
が、通常のボンドに比べてコスト
がかかっているのが現状」 
「SDGs や ESG といったサステナ
ビリティへの取り組み自体が、企
業のガバナンスや戦略そのもので
あるともっと明確に表すべき」 

「“気候変動”は投資家だけでなく、各国政府からも注目
されているテーマである。環境のために事業をしている
わけではないが、ICT 企業にとって、気候変動へ対応す
ることはプラス面も大きい。この領域に優先的に取り組
みたいという会社の意志を明確に示すべきである」 

取り組みの変化を測れる指標の設定を 
荒井氏 
「非財務の指標とはいえ、数値化できるものはできるだけ
数値化したほうがよい。また、投資家は毎年の変化を見
ており、絶対量より変化量を示してほしい」 

Pedersen 氏 
「中期計画の成長領域の取り組み指標は経済指標で示して
もよいと思う。変革のエンジンとなる“共創・対話” 
“イノベーション・マネジメント”は、キャパシティビル
ディングやネットワーク作りを徹底的にやるという目標
でもよいと思う。経営の基盤として長期に取り組むテー
マは、何をいつまでにやるのか、といったプロセス目標
でもよいのではないか」

特定非営利活動法人 
日本サステナブル投資 
フォーラム会長  
荒井 勝氏 

一般社団法人 NELIS  
代表理事  
Peter David Pedersen氏 

一般財団法人 CSOネット
ワーク 事務局長・理事
黒田 かをり氏

NEC 社会公共 BU 
理事 雨宮 邦和

NEC 執行役員 
兼 CMO 
榎本 亮
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2018

SDGsは経営全体の取り組み目標に 
黒田氏 
「SDGs は価値創造の目標であるだけでなく、経営基盤の
取り組み目標にもなる。価値創造部分にだけ、SDGs の
目標を貼ることには違和感を覚える。SDGs では、変革
とイノベーションが重要と言われている。17 のゴールだ
けでなく、ベースにある考え方を活用して、NEC の取り
組みを説明するとよいと思う」 

荒井氏 
「SDGs は企業の ESG への取り組みを測る共通言語とし
て、投資家や行政府からも注目されており、注力する目
標を絞り込んで説明している企業もある。一方、絞り込
むことで事業での取り組みの可能性を狭めてしまうリス
クもあるので、無理に絞り込む必要はない。絞り込むな
らば、すべての目標、ターゲットを検討した上で絞り込
んでほしい」

田熊 
「SDGs の目標はそれぞれ深く関係して
いる。パブリックセーフティ事業は、
我々の強みであるバイオメトリクス技術

を活用した犯罪率低減という形で、SDGs
の目標 11 の「住み続けられるまちづくり

を」に貢献できる。一方、目標 1 の「貧困の撲滅」に目
を向けたとき、貧困が犯罪の温床になっているといって
も、犯罪をなくすだけでは貧困はなくならない。教育格
差に起因する貧困であれば、バイオメトリクス技術を活
用し、その地域の方々が ID を持つことで、目標 4 の「質
の高い教育をみんなに」に貢献でき、結果として目標 1
にも貢献できる。また、国や地域、文化によっても社会
課題は異なり、日本国内で成功した事例が他の地域では
受け入れられないということもある。その土地や文化に
合ったビジネスを進めていきたい」 

有識者からのコメントを受けて 

今回改めてマテリアリティ
を特定するにあたり、私がこ
だわったことは、これまで
NEC が継続的に積み上げて
きた非財務(ESG)の活動を、
いかに事業や経営そのものに
つなげるか、という視点を織
り込むことでした。 

今回特定したマテリアリティの特徴は、2020 中期経営
計画の成長領域をはじめとしてすべてのテーマが経営や
事業にプラスの影響があり、社会に価値を提供できる   
テーマとなっていることです。 

一方、ESG の視点を経営に十分に織り込むためには、
非財務指標の設定とその進捗管理を進める必要があると
考えていますが、まだ検討途上です。今回の対話で、有
識者の皆さまから頂戴した「経済指標やプロセス指標も
非財務指標と設定しうる」とのコメントは、これから中
期経営計画における非財務分野の取り組みの PDCA を回
していく中で参考にさせていただきたいと思います。 

また SDGs について、有識者の皆さまから「SDGs の
目標には幅広く取り組んでほしい」というご意見をいた
だき、心強く思いました。 

ICT は、いろいろなステークホルダーの皆さまと共創
することによって、SDGs の、どの目標、どのターゲッ
トにも貢献しうる可能性を秘めています。当社は、SDGs
が国連で採択される以前から、メガトレンドに対し７つ
のテーマで社会価値を創造していくと表明し、社会課題
解決に取り組んでまいりました。その誇りをもって、 
SDGs へも貢献していきたいと思います。

NEC執行役員常務  
兼 CSO 兼 CHRO松倉 肇 

NEC執行役員 
田熊 範孝 
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サステナビリティレポート
2018

社会感度の高い人財の育成

2018 年 4 月、「社会感度の高い人材の育成」をテーマ
に、人材育成、サステナブル経営の視点を有する社外有
識者との対話会を開催しました。 
当社からは、人材育成を推進する人事部門と、社会感

度を高める人材育成プログラムを受講し、実ビジネスを
推進する事業部門のメンバーが出席しました。 
有識者の皆さまからは、次のようなコメントをいただ

きました。 

自ら考え行動する“人財”の育成を 
熊平氏 
「『人財哲学』で目指している人材像
と、NEC の実際のリーダー人材育成 
プログラムはきちんとマッチしている
と思う。しかし、主体的に学ぶという
ことに関しては不十分なのではないか
と感じた。自分のやったことに対して
責任を持ち、学びのサイクルを自分で 
回せる(＝reflection：内省のできる) 
人材をぜひ育成してほしい」 

佐藤 
「人財哲学には“自ら考え”とある。
これは自ら考え行動してリスクを取
りにいくことが、学びの機会になる
と考えているからだ。 
しかし、主体的に学ぶための取り組
みは、まだ十分ではないと認識して 

        いる」 

失敗を恐れない 
Pedersen 氏 
「失敗を恐れずに、新しいことにチャレンジする雰囲気
はあるか。イノベーションは、命令からは生まれない。
社員一人ひとりが自己変革力を高める必要がある」 
網江 
「新しいことにチャレンジしよう
としたときに、はじめにリスクの
洗い出しを求められることが多い
と思う。社会基盤を支えるミッシ
ョンクリティカルなソリューション
を提供してきた NEC には、失敗を
許容しない文化があると感じるときがあった。しかし、最
近、トップ自らが、目指している夢やマイルストーンにつ
いて語るようになり、社内の雰囲気が変わってきた」 
熊平氏 
「失敗にもいろいろな種類がある。プロジェクトの早期の
段階で失敗することが大切。失敗から学び、それも共有で
きるような雰囲気をつくり出す“学習する組織”に進化して
いくことが重要だ。過去の失敗を振り返っていないことが
最大の問題。ぜひ振り返って学んでいただきたい」 

ダイバーシティはゴールではない 
Pedersen 氏 
「ダイバーシティを自然発生的に進める
のには時間がかかる。例えば、ボード 
メンバーに女性を入れるなど、意識的に
取り組んでいかないと変えられない」 

池谷 
「研究所の私のグループでは、
ダイバーシティを意識的に進めようと

 思ったことは一度もない。必要
な人材が、たまたま外国籍の方
や女性だったという感覚だ。ダ
イバーシティはゴールではな
く、手段でしかないと思う」

熊平氏 
「今や、全人格で勝負する時代。 
一人ひとりが違うことを自覚し、尊重し合うべき。 
これこそがダイバーシティ」 

研修を研修で終わらせない 
小西 
「まずはトップ層の意識が変わらない
と、会社も変わらないという仮説の 
もと、社会感度を高める人材育成 
プログラムを役員や幹部から始めて 
いる」 

ギャップを感じてしまう。実際の事業現場で、社会感度
を高めることができる仕組みをつくるのが、我々リーダー
の役割だし、今後の ビジネスには不可欠だ」 

Pedersen 氏 
「研修から戻ってきたときの受け皿をつくることも重
要。それには、育成を受ける側の定点観測も必要だ。 
Learning と Innovation はつながっているので
Perception(物の見方)の変化を見ていく必要があると 思
う。トップ層が変わっているようすが見えてくると、 
現場のモチベーションも高まっていく」 

株式会社エイテック 
クマヒラ 
代表取締役 熊平 美香氏

NEC 人事部 
部長 佐藤 秀明

NEC 執行役員 
網江 貴彦

NEC 中央研究所 
価値共創センター 
研究部長 池谷 彰彦 

NEC 人事部 
シニアエキスパート

池谷 

 「若い人が研修で刺激を受けると、
実際の職場に戻ってきたときに小西 勝巳

一般社団法人 NELIS  
代表理事 Peter David 
Pedersen氏 
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NEC 
サステナビリティレポート
2018

社会受容性に配慮したプライバシー

2018 年 4 月、「プライバシーに関わるビジネス課題」
をテーマに、アカデミア、市民社会、サステナブル経営
の視点を有する社外有識者をお呼びして、対話会を開催
しました。 
当社からは、データ流通に関する全体戦略立案、研究

開発、サービス開発、営業を担当するメンバーが出席
し、「プライバシーに関する方針を示すことの重要性」
を中心に、有識者の皆さまと次のような意見交換をしま
した。 

Human Rights by Designを競争力に 
湯淺氏 
「個人データの流通・取り扱いに関
しては次の 3 つの潮流がある。 
（1）GDPR のような越境流通規制
の動き（2）中国のインターネット
安全法のようなデータのローカリ
ゼーションの動き（3）個人デー

タとナショナルセキュリティ
の関係性の深化、という

動きだ。日本の状況を見ると、企業としては、合法であっ
ても消費者にとっては感情的に受け入れられない状況が
あることについて、経営がどのように取り組もうとして
いるか、その姿勢を示すことが大事になってきている」 

古谷氏 
「消費者側の不安を起点に、企業は
何をすべきなのかを突き詰めた方が
よい。消費者にきちんと情報を開示
し、説明責任を果たすというプロセ
スを経営方針に組み込むべきだ」

若目田 
「2017 年 4 月に立ち上げたデータ流通
戦略室では、法制度、倫理、生活者の
受容性など総合的な視点から、データ
流通に関する戦略立案・推進を行って
いる。プライバシーや公平性など、
人権尊重の考え方をバリューチェー
ンの各プロセスに組み込む Human
Rights by Design を旗印に、
競争力にもつなげていきたい」

技術の裏には人権問題がある 
谷  
「プライバシーなどについても考慮する
ことの重要性は、研究開発段階から意識
しており、社会受容性に関する研究を 
大学や外部の研究機関とのオープンイノ
ベーションで取り組んでいる。 
しかし、技術を磨くことを優先するこ
とも多く、研究所内での議論がさらに
必要だと認識している」 
湯淺氏 
「技術の裏には人権問題、高度な倫理問題がある。 
しかし、サプライチェーンの末端にいくほど、それが 
浸透していない可能性が高い」 

橋谷 
「我々は常に QCD を意識して活動を
進めているが、提供するサービスにお
いてプライバシーが守られているか、
ということも品質要件の 1 つである。
取り扱っている製品・サービスが、使

い方によってはプライバシーの問題に発

展してしまう瞬間が出てくるだろう。バリューチェーン
全体で、発生し得る問題を共有し、どのように対応すべ
きかをまとめた指針を作り、その指針をもとにステーク
ホルダーとコンセンサスを取ることが必要だと感じる」

方針を示すことで選ばれる企業に
小野田 
「最近の商談の場では、プライバシー
を含む品質をどう担保するか、データ
をどう価値に変えるかが重要になって
きていると感じる。海外ベンダーの　
データ提供サービスの方が、国内ベン
ダ―のサービスよりも消費者に受け入
れられているのではないか、と感じる
ことがある」 
古谷氏 
「海外の企業は方針が明確で、コミットしていることから
選ばれやすいのではないか。日本企業も方針をきちんと示
した上で、具体的事例で説明すれば、消費者の理解を深め
るだけでなく、結果的に選ばれる企業になれると思う」 

Pedersen 氏 
「Human Rights by Design は 骨太
のコンセプトであり、経営トップで
議論すべきこと。これからの時代は 
QCD“E”の時代である。 儲けようと
するあまり、倫理観が後回しになっ
ていないか？テクノロジーより先に
人間性を考えているか？を確認しな
がら“E”thicsや“E”cology を価値に
変えていく会社になってほしい」

情報セキュリティ大学院大学 
教授 湯淺 墾道氏

サステナビリティ消費者会議
代表 古谷 由紀子氏

NEC 執行役員 
橋谷 直樹

NEC データ流通戦略室 
室長 若目田 光生

NECセキュリティ研究所 
所長 谷 幹也

一般社団法人 NELIS 
代表理事  
Peter David Pedersen 氏

NEC 
未来都市づくり推進本部 
本部長 小野田 勇司
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 気候変動を核とした環境課題への対応 

2018 年 3 月、「気候変動を核とした環境課題への対
応」に関して、環境、サステナブル経営の視点を有する
社外有識者をお呼びし、対話会を開催しました。 
 当社からは、環境経営推進および環境起点のビジネス
推進を担当するメンバーが出席しました。 
 有識者の皆さまからは、次のようなコメントをいただ
きました。 

NECが目指す環境経営 
上妻氏 
「NEC の環境プランは、非
常によくまとまっている。
しかし、経営の視点が少し
欠けているのではないか。 
環境問題はいまや、グロー
バルでは、経営者がビジネ
スを行う上での根幹をなし
ており、ビジネスエシック
スではなく、企業の成長に
関わること。きちんとリス

クを評価して、経営と紐づい
た成長戦略を検討すべきだ」

Pedersen 氏 
「環境プランがきれいにまとまっているという印象は同
感。環境イシューを、いかに売りにつなげるか、ブラン
ド価値につなげるか、そのために、どういった人材を育
てるべきか、戦略的に環境経営を行ってもらいたい」 

取り組み改善に向け設定した KPI 
上妻氏 
「2050 年に CO2排出量を“実質ゼロ”にすると言っている
が、その対象範囲が Scope1,2 だけであることが気にな
った。最初に取り組むべきは、御社にとって大きな問題
である Scope3 のカテゴリ 11(販売した製品の使用)にお
ける CO2削減ではないか。 
しかし、いくら製品の省エネ化を進めても、それ以上に 
高い性能やサービスが求められ、結果的に消費電力
（CO2排出量）が減らない、という状況だと思う。こう
した状況に対して、将来、使用できる電力が限られるこ
とを想定してイノベーションを起こすなど、もっと大き
な視点で環境問題を検討していただきたい」 

Pedersen 氏 
「Scope1,2 にも取り組むべ
きだとは思う。しかし、環境
に関する課題を網羅し特定す
るだけでは、十分ではないと
感じる。KPI を設定するにあ
たっては、社会にとって価値
があること、NEC の競争力
となることをきちんと特定
し、考えるべきだと思う」 

上妻氏 
「将来的には、NEC は環境をテーマに稼ごうとして 
いるのだという意志を感じさせる KPI がよい。 
エコシンボルスター製品の登録“件数”ではなく、“売上
高”を KPI に設定し、どれだけ売上に貢献したのかを
測ると有効だと思う」

ビジネス化につなげるための取り組み 
上妻氏 
「今、社会的価値と考えているものが、5 年後には経 
済的価値になる。よって、NEC が経営計画を立てる 
際には、社会価値について考えることは必要。しかし、 
実際の商談で、お客さまが気になることは、社会的価値
よりも、業務の効率化や売上拡大の話だ。社会的価値だ
けでは、短期的に売上をつくることは難しい」 

有識者との対話を終えて 
堀ノ内 
「社内に、“環境問題は経営そ
のものである”ことを、より認
識・浸透させる意識改革が必
要だと感じた。 
また、環境経営を行っていくに
は、長期・短期の視点を持ち
ながら、バランスをとること
が重要であるとご指摘をいた
だいた。特に短期的視点では、
今の経営の課題を分析すること
が肝要であると感じた」 

上智大学経済学部 
教授 上妻 義直氏 

一般社団法人 NELIS 代表理事 
Peter David Pedersen氏 

NEC品質推進本部 
本部長代理 兼 

 環境推進部長 堀ノ内 力 
(当時) 
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