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多様なステークホルダーとの対話事例

2017 年度の対話事例 
2017 年度も、マテリアリティに関する有識者との対話のほか、さまざまなステークホルダーとの対話を 

進めてきました。 

多様なステークホルダーとの対話は、NEC の事業活動に常に組み込むべきプロセスと位置づけている 
ことから、本レポートでは、その一部の事例をご紹介します。 

・国連・国際機関との対話
- 世界経済フォーラム年次総会(ダボス会議)
- 国連ハイレベル政治フォーラム 日本政府主催レセプション

・地域社会、NPO・NGO との対話
- プロボノを通じた地方創生への取り組み
- 絶滅危惧種「オオモノサシトンボ」の保護活動について

・従業員との対話
- 社会課題発見講演会「難病療養から学ぶ ICT 活用・ビジネス・マネジメント」
- 品質・安全性の確保「品質対話会」

・株主・投資家との対話 ⇒ 詳細はこちら

・お客さまとの対話 ⇒ 詳細はこちら

・お取引先との対話 ⇒ 詳細はこちら

http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_10.pdf
https://jpn.nec.com/ir/events/pr/others.html
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_05_03.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_09.pdf


22 

03-06 サステナブル経営 07-13 ESG視点の経営優先テーマ「マテリアリティ」 14-19 マテリアリティに関する有識者との対話
20 ステークホルダーとの対話・共創 21-25 多様なステークホルダーとの対話事例    26-29 CS（顧客満足）への取り組み
30-34 地域社会との連携 35-44 イノベーション・マネジメント 45-47 社外からの評価

NEC 
サステナビリティレポート
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国連・国際機関との対話：ダボス会議、国連ハイレベル政治フォーラム 

世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議） 
2018 年 1 月 23～26 日、世界経

済フォーラム年次総会（ダボス会
議）に NEC から遠藤会長と森田副
社長が出席しました。 
同期間中に行われた各種会合、個

別面談、レセプションなどにおい
て、当社は顔認証のデモを含めたセ
キュリティソリューションを紹介し
ました。また NEC のソリューション
が SDGs や国際的な安全対策に貢献す
ることを伝えるとともに、各国政府要人、国際機関幹部、グ
ローバル企業経営者などと活発な議論を行いました。

上記会議終了後に各分野で行われたフォローアップ会議
にも積極的に出席し、グローバルな人的ネットワークを構
築しました。このネットワークを活用し、今後、さまざま
なステークホルダーとの対話を継続的に深めていきます。 
特に、ダボス会議期間中に設立を発表した「世界経済 

フォーラム第四次産業革命日本センター」*1 に積極的に関
与・参加した機関・企業とともに、AI、ブロックチェーン
など先端技術を活用した新サービスの実証実験や導入によ
るメリット／デメリットも含めた議論を進めていきます。

*1 世界経済フォーラム第四次産業革命センターの世界の姉妹
拠点の一つとして、経産省、日本企業や有識者を中心に東
京に日本の拠点を立ち上げた。今後、サンフランシスコの
世界経済フォーラム第四次産業革命センターや世界各地に
立ち上げられる予定の姉妹拠点と積極的に連携していく。 

国連ハイレベル政治フォーラム 
日本政府主催レセプション 
2017 年 7 月 18 日、ニューヨークにおいて「持続可能

な開発のための国連ハイレベル政治フォーラム（HLPF）
が開催され、各国幹部や企業、市民団体などが集まり、持
続可能な開発目標(SDGs)の取り組みや進捗状況について
の議論が行われました。 

これに先立つ現地時間 7 月 17 日
夜、外務大臣主催のレセプション
「JAPAN NIGHT FOR 
SUSTAINABLE FUTURE」が開催さ
れ、同会場において当社は最先端の顔
認証技術を展示しました。レセプショ
ンでは、岸田前外務大臣から、日本の
官民一体となった SDGs 貢献への取り
組みが紹介されるとともに、ピコ太郎
（外務省 SDGs 親善大使）によるパフォーマンスが行わ
れました。 

会場には、NEC も含めた日本の企業・団体 10 数社が
ブースを設け、訪れた国連関係者、グローバル企業、各国
政府、市民団体など約 300 名に自社の SDGs 達成に資す
る活動を紹介、意見交換を行いました。 

NEC は、最先端の顔認証技術を活用したデモンストレー
ションを実施しました。事前に登録した顔情報をもとに、
リアルタイムで個人認証を行い、その人物の氏名を画面に
表示するというデモで、迅速かつ高精度に本人確認ができ
る様子を紹介しました。

また応用例として、チリに導入した給食管理システム
も紹介しました。これは、各生徒へ適正に給食を提供する
ため、チリの公立小学校に導入した生体認証システムで
す。同システムは、チリで大きな社会課題となっている
肥満対策にも貢献しています。この他、公共空間を安全に
楽しむことができる国／都市環境づくりに、生体認証が
重要な役割を果たしていることを実感いただけるデモも
実施しました。 
ブースをご訪問いただいた別所浩郎国際連合日本政府代

表部特命全権大使をはじめ、国際関係機関、各国政府要人
などさまざまなセクターの方々と SDGs 達成のために共
に取り組める分野などについて意見交換を行いました。 

NEC 代表取締役 会長
遠藤 信博

顔認証技術の 
デモンストレーション 
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地域社会、NPO・NGOとの対話：プロボノを通じた地方創生の取り組み

NEC では、従業員の持つプロフェッショナルスキルを
社会課題解決に活かす「プロボノ」活動を、従業員のボラ
ンティア活動のフレームワークの一つに位置づけていま
す。

2010 年度にプログラムを開始した「NEC プロボノイニ
シアティブ」では、従業員の業務スキルを活かして、社会
課題に取り組むさまざまな NPO や社会起業家を支援して
います。

概要 
2017 年度 の NEC プロボノイニシアティブの支援団体

の一つである（株）アイローカル（三陸石鹸工房 
KURIYA）は、地元の自然素材を活用した手作りの石鹸を
製造・販売しています。同社の工房兼店舗が位置する宮城
県女川町は、東日本大震災の被災地であり、須田善明町長
を筆頭に持続可能な地域社会づくりに取り組んでいます。 

女川町では、震災直後から、30 代、40 代の町の若手が
中心となり、民間と行政が連携して地域一体となった復興
まちづくりに積極的に取り組んでいます。 
そのようなまちづくりに可能性を感じ、女川のテナント

型商業施設への出店を決めたのがアイローカルであり、当
社の従業員は、アイローカルの事業拡大に向けた業務プロ
セス分析および業務システムの導入サポートを行いまし
た。

2017 年 11 月に行われた「NEC C&C ユーザフォーラ
ム & iEXPO」では、「自治体×社会起業家・NPO と企
業」による、東北復興から地方創生への共創の可能性につ
いてトークセッションが行われ、女川町の須田 善明町長
が登壇されました。

須田町長からのコメント 
女川町の須田町長からは、プロボノの活動に対して、以

下のようなコメントがありました。 

「女川町は、復興の歩みと町の将来像を踏まえたスロー
ガン“あたらしいスタートが世界一生まれる町へ”を掲げま
した。そのスローガンの下、女川町に町内外のさまざまな
人が集まり、交わることで化学反応が起こり、新たなアイ
デアやアクションが生まれています。 
今回の NEC のプロボノもその一つだと考えています。

女川町で起業した若者と NEC の技術が結びつくことに、
新たな可能性を感じています」 

NEC プロボノイニシアティブ 女川町での打ち合わせ 

https://jpn.nec.com/community/ja/resources/business_supporter.html?
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地域社会、NPO・NGOとの対話：絶滅危惧種「オオモノサシトンボ」の保護活動について

2018 年 2 月 23 日、絶滅危惧種のオオモノサシトンボ
の保護活動をテーマに、手賀沼水生生物研究会（市民団
体）、我孫子市（行政）、千葉生態系研究所（有識者）、
千葉県生物多様性センター（有識者）、NEC（企業）が
集まり、総勢 17 名で対話を行いました。この対話は、
2015 年 3 月に始まり、今回で 4 回目の実施です。 

NEC 我孫子事業場内には、利根川から派生してできた
とされる湧水池「四つ池」があります。この池の周辺で
は、絶滅危惧種であるオオモノサシトンボの生息が確認さ
れています。オオモノサシトンボは腹部に物差しの目盛の
ような模様があり、2000 年 4 月、環境省発行の「レッド
データブック」で絶滅危惧種の I 類に指定されています。 

NEC では、手賀沼水生生物研究会の協力を得て、人工
トンボ池（ビオトープ）の設置や外来魚の駆除活動を行っ
てオオモノサシトンボの保護活動をしています。

概要 
手賀沼水生生物研究会から、2017 年度の保護活動の成

果について、「外来種のオオクチバスの駆除を進めたこと
により、同じく外来種のアメリカザリガニが激増した。そ
の結果、食物連鎖のバランスが崩れ、トンボの生息に負の
影響が出ており、オオモノサシトンボの個体数が減少して
いる」との報告がありました。 

これを受け、オオモノサシトンボを取り巻く自然環境の
改善に向け、日本全国でも問題となっているアメリカザリ
ガニを減少させる方策について話し合いました。 

参加した有識者からは、「このような対話は、活動をよ
り効果的にものにするために大変有効であり、今後も継続
して実施してほしい」「事業場内の自然環境は不特定多数
の人が立ち入ることがない貴重な場所なので、引き続き慎
重な整備が必要である」などのコメントがありました。 

なお、昨年度に引き続き、我孫子市民との協働について
は、2017 年 7 月 8 日に市民が参加できる機会を設けて
13 名の市民が参加し、オオモノサシトンボを観察するこ
とができました。 

今後 
有識者からいただいたご意見に基づいて、アメリカザリ

ガニの減少に向けた対策を含め、引き続きオオモノサシト
ンボの保護に向け、NEC 我孫子事業場内の自然環境整備
に取り組みます。

この我孫子事業場での事例のような活動を通じて環境の
保全に貢献できるよう、NEC は、今後もこうした活動を
推進していきます。 

 「関東・水と緑のネットワーク拠点百選」に 
NEC 我孫子事業場が選定（プレスリリース） 

 動画でみる、NEC 我孫子事業場での生物多様性保全 
活動（７分 55 秒）(YouTube) 

環境・生物多様性

我孫子事業場での対話 

http://jpn.nec.com/press/201409/20140929_02.html
http://jpn.nec.com/press/201409/20140929_02.html
https://www.youtube.com/watch?v=UdRaYwdcj6A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UdRaYwdcj6A&feature=youtu.be
https://jpn.nec.com/community/ja/environment/index.html
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従業員との対話：社会課題発見講演会「難病療養から学ぶ ICT活用・ビジネス・マネジメント」

NEC が世界を舞台に社会ソリューションビジネスを進
めていくためには、従業員一人ひとりが社会課題を理解す
ることが重要です。2018 年 2 月、難病を取り巻く社会課
題、ICT 活用について考えることを目的として、従業員向
けの社会課題発見講演会「難病療養から学ぶ ICT 活用・
ビジネス・マネジメント」を開催しました。 

概要 
元 NEC 社員 で、現在は創発計画株式会社代表の高野 

元 氏に、ALS 患者として難病療養を通じて感じた長期的
な社会の変化と、その中での社会課題やマネジメントにつ
いてご講演いただきました。医療・療養の進歩と課題を知
るとともに、障がいを持つ方々にとって、単なる生存の支
援だけでなく、自己実現のための支援が重要であることを
理解する場になりました。 

約 60 名の参加者からは次の感想がありました。 

・常に自身と向き合い、たくさんの支援者や患者仲間と
ともに立ち向かう姿や、ALS 患者であり ICT に詳しい
立場から積極的に ICT 活用の先端研究に参加し、ネッ
トワーク作りを行うお話から、新しい価値を創り出して
いくイノベーターマインドについて学ぶきっかけとなり
ました。

・ALS について実体験のお話を伺い、ご家族の負担が
非常に大きいことや、患者さんにとって社会との接点、
コミュニケーション手段が大きな課題になって
いることを再認識しました。

・日本の国家予算構造と人口減少トレンドから見て、今後
ヘルパーのなり手が減少する恐れがある中で、ヘルパー
の業務を細分化することで ICT で解決できる部分があ
るのではないかと思いました。

NEC 難病コミュニケーション支援講座 

高野氏(写真左)と参加者 

https://jpn.nec.com/community/ja/diversity/communication.html
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