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マテリアリティに関する有識者との対話
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、各領域に精通した社外有識者をお招きし、以下テーマで対話会を開催しました。
なお、一般社団法人NELIS代表理事のピーター	D.	ピーダーセン氏には、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。

社会価値の指標化と 
長期ビジョン策定に向けて

気候変動を核とした 
環境課題への対応

「 NEC Safer Cities」が生み出す 
社会価値

ピーター D. ピーダーセン氏

一般社団法人NELIS代表理事、リーダーシップアカデミーTACL代表。
1967年、デンマーク生まれ。コペンハーゲン大学文化人類学部卒業。日本在
住28年。2000年に、CSR・環境コンサルティングを手掛ける株式会社イー
スクエアを共同創業し、2011年まで同社の代表取締役社長を務める。その
間、日本の大手企業のサステナビリティ戦略を多面的に支援し、また米国から
LOHASなどの新たなコンセプトを日本に紹介する。現在は、世界と日本企業
における「次世代リーダー」の育成に力を注ぐ。

河⼝ 真理⼦氏

大和総研　研究主幹
一橋大学大学院修士課程修了（環境経済）。大和証券入社後、94年に大和総
研転籍。2018年12月より大和総研調査本部研究主幹。担当分野はCSR・
ESG投資、エシカル消費などサステナビリティ全般。アナリスト協会検定会員、
早稲田大学非常勤講師、国連グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン
理事、NPO法人・日本サステナブル投資フォーラム共同代表理事、環境省中
央環境審議会臨時委員（2018〜）東京都キャップ＆トレード委員会委員他。 
著書「ソーシャルファイナンスの教科書」生産性出版、など。

堀井 浩之氏

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社　
執行役員　チーフ・スチュワードシップ・オフィサー
山一證券、三井住友信託銀行を経て、2018年10月より現職。証券会社・運
用会社合計で30年に及ぶアナリスト経験、及びリサーチマネジメント経験を
活かし、ESG評価・非財務情報評価の体系化・高度化に注力。

荒井 勝氏

NPO法人社会的責任投資フォーラム（JSIF）会長、Hermes EOS上級顧問、 
早稲田大学大学院経営管理研究科非常勤講師。
FTSE Russell ESGアドバイザリーコミッティー委員。国連責任投資原則

（PRI）元理事。
1972年慶應大学商学部卒、1976年カイロ・アメリン大学アラビア科修了。
1972年大和証券入社 大和 ANZインターナショナル（オーストラリア）社長
などを経て、1992年大和証券投資信託委託入社。2003年常務執行役員運
用本部長（CIO）、2006年取締役兼専務執行役員運用本部長、2010年顧問、
2011年退任。

今村 敏之氏

野村アセットマネジメント　責任投資調査部長 
1994年野村アセットマネジメント入社。主に国内の公的年金基金向けの日本
株式、外国株式運用を経て、2003年よりニューヨークにて運用調査業務に従
事。主に米国株式の調査を担当。2006年に東京に戻り、投資信託の分析評価
業務を行うグループ会社において、外国株式ファンドの分析を中心に担当、
2008年12月より同社ロンドン支店長。2013年4月に野村アセットマネジメ
ントに戻り運用企画部長。2016年4月より現職。

永井 朝⼦氏

BSR（Business for Social Responsibility）ディレクター
米国ミシガン大学のロス経営大学院と自然資源環境学部にて経営学（MBA）
と科学（MS）の修士号を取得。
ソニー株式会社にて、10年以上にわたりCSR戦略に従事。エレクトロニクス
業 界 のCSR調 達 の 協 働 イ ニシアティブ であるResponsible Business 
Alliance （RBA, 旧EICC）のフレームワークの形成において、創設メンバ企業
として重要な役割を担う。2013年にBSR（米国サンフランシスコ本部）に入
社。主に日本の会員企業を中心にグローバルに250社を超える会員企業や
パートナーと協働し、サステナビリティについての推進支援を行っている。

⿊⽥ かをり氏

一般財団法人CSOネットワーク事務局長・理事。
アジア財団ジャパン・ディレクター。
民間企業に勤務後、コロンビア大学経営大学院日本経済経営研究所、アジア
財団日本の勤務を経て、2004年より現職。日本のNGO代表としてISO26000

（社会的責任）の策定に参加。現在、2020年東京オリンピック・パラリンピック
組織委員会「持続可能性に配慮した調達コード」WG委員、SDGs推進円卓会
議構成員、SDGs市民社会ネットワーク代表理事、国際開発学会理事、米国公
認会計士協会会員。
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定量化にこだわらず、 
ありたい姿に向けた達成度を示してほしい

　「2020中期経営計画」の成長領域のテーマである「NEC Safer Cities」につ
いて、2020年度海外売上目標2,000億円を目指すと同時に、社会に対して提供
できる価値を定量的に示すことに取り組んでいます。
松倉　アルゼンチンのティグレ市に納入した街中監視システムは、自動車の盗難
減少で治安が良くなり観光収入も増加した。この事例のように社会価値を高める
と、経済価値も高まるというストーリーで、事業全体で目標とする社会価値を定

量的に示せるような努力をしていきたい。
⿊⽥氏　社会価値を測る指標の参考例として社会的
投資利益率（SROI）というフレームワークがある。し
かし社会インパクトの積算方法の根拠となる公開デー
タが少ないなど、SROI値に客観性を付与する社会環
境 はまだ 成 熟していな
い。SROI値のみに注目す
るのではなく、多様なス

テークホルダーが一連の評価作業プロセスに参加す
ることの意味を理解することが重要。
荒井氏　投資家の立場としては、必ずしも定量的で
なくてもよいが、何らかの達成度は示していただ

きたい。自社の強みを明確にし、その強みを活かして、ありたい姿に向けて
どのように成長につなげていくのかを、長期戦略を持ってストーリーで見せ
てほしい。

ピーダーセン氏　設定する指標は、経営トップが真
剣に議論して、経営上の意思決定に資する経営イン
テリジェンスとなっていることがポイントだ。NEC
は、「社会価値創造型企業」を目指しているのだか
ら、財 務・非 財 務という表 現 はやめて、“Social 
Value Indicator”など独自の経営指標をつくって
みてはどうか。

長期ビジョン策定にはトップのコミットメント、営業・事業
部門を巻き込んだ議論と方向性の共有が必要

　NECでは、2030年以降の世界を見据えて、実現すべき未来像と解決すべき
社会課題について、検討を進めています。
ピーダーセン氏　世代間をつなぐことを目的に、次代を担う若手社員も巻き込
んで長期ビジョンについて検討する、いわば“Innovation Journey”を始めてみ
ることを勧める。
　長期ビジョンをつくるにあたって重要なのは、熟成のプロセスだ。営業・事業
部門が参画してサステナビリティを議論する場や、事業責任者が統合思考を理

解、主体的に動き、会社全体で方向性を共有する仕掛けが必要だと思う。自分た
ちの活動が企業価値、社会価値向上につながっているという確信が持てると、
会社は変わってくる。
荒井氏　サステナビリティに関する方針や目標について、投資家向けではなく
社員に向けて浸透活動を行っている企業もある。最終的には、社員が理解しな
いと会社は変わらないからだ。その前提として、経営者によるコミットメントを
示すことが重要だ。
　一方で、投資家の視点では、事業別の具体的な目標も示してほしい。会社の
本気度を知りたい。
清水　先日実施した気候変動をテーマとした対話で、
有識者の方から「気候変動に貢献する好事例はたくさ
んあるのに、環境の活動指針が会社のビジョンになっ
ていない」とのご指摘をいただいた。
　これまでもリスク軽減の観点で、事業部門の環境
担当とは密に連携していたが、今後、ビジネスユニッ
トとの対話の機会も設け、ベストプラクティスの発掘
など、気候変動対策における機会の視点も経営に織り込んでいきたい。

芦⽥　当社が「社会価値創造型企業」を標榜してから
5年以上たつが、若手社員を中心に当社のこうした方
向性に共感している従業員が増えていることを実感
している。
　彼らと話をすると、実にさまざまなアイデアが出て
くるし、何よりも行動力を感じる。これらを事業創出
へうまく結びつけていきたい。
松倉　非財務指標の設定については、まず、成長領

域の事例をベースに社会価値の創出を示しながら、
事業全体の社会への貢献を図りたい。
　長期ビジョンについては、トップがコミットメントを
示した上で、従業員とその思いや目指す姿を共有し、
持続的に社会と自社の発展を目指すサステナブル経
営を進めていきたい。

社会価値の指標化と長期ビジョン策定に向けて
　NECは、「2020中期経営計画」に沿って特定したESG視点の経営優先テーマ「マ
テリアリティ」について、非財務目標と指標を設定し、取り組みの進捗を確認しなが
ら、サステナブル経営の改善・推進につなげています。この進捗や社会価値の示し
方、2030年以降にNECが目指す姿の策定をテーマに対話を行いました。
　有識者のみなさまからは「自社の強みを明確にし、ありたい姿から成長ストーリー
を描き、その達成度を示してほしい」「長期ビジョン策定にあたっては、経営者がコ
ミットメントを示し、営業・事業現場を巻き込んだ議論や方向性を共有することで、社
員の自主的な行動を促すような仕組みがあるとよい」とのご意見をいただきました。
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事務局長・理事
⿊⽥ かをり氏
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幸福な社会づくりは多様な文化と社会受容性の理解から

　当社は、セーフティ事業におけるグローバルカテゴリーリーダーを目指し、
2018年1月に英国のNorthgate Public Services社を、2019年2月にデン
マークのKMD Holding社を買収しました。

山品　私たちの事業の究極のゴールは、安全・安心・
効率・公平な社会の実現をとおして、市民に対して幸
福な生活を送れる環境を提供すること。これはSDGs
の目標16（平和と公正をすべての人に）や11（住み続
けられるまちづくりを）にも通じる。しかし事業を進
めるにあたっては、ゴールの手前に進捗が測れる
ターゲットを設定したいと思った。そこで、幸福度と、

社会の安全性や政府の電子化との相関関係を調査したところ、安全性や電子化
は幸福であることの十分条件ではないが、必要条件であることがわかった。先
日KMD社で従業員とのタウンホールミーティングを
行ったが、デンマークではダイバーシティがかなり進
んでいることを実感した。こうした文化の成熟度も幸
福度に影響するのではないかと思っている。
堀井氏　今回の買収はNECが成長を狙う領域への資
金投入であり、評価できる。成功事例の横展開でシェ
ア拡大や収益向上を実現させ、企業価値の持続的な
拡大を期待している。

ピーダーセン氏　異文化の企業に対し、どのような
価値観を提供することで同じ方向に向かっていける
か。これが成功の鍵である。幸福度と安全性の相関
は重要な視点。日本は、技術はあるのに、人間の暮ら
しや幸福度に活かされていないと感じる。
永井氏　NECがグローバルな会社になろうとしてい
ることを強く感じた。また、AIと人権やプライバシー

について議論が活発な英国に基盤を持つ企業から学ぶことも多いと思う。多様
な文化や社会の受容性を理解していくことが戦略的な強みにもなる。

「生命、自由、人間の安全保障の権利」を最優先にした事業を

　2019年4月、AIの社会実装や生体情報をはじめとするデータの利活用に関す
る事業活動を、プライバシーへの配慮や人権の尊重を最優先して推進するための
指針として、「NECグループ AIと人権に関するポリシー」を発表しました。
野口　AIをはじめとした技術の進化のスピードに、プライバシーや人権といった領域
での法律など社会のルール整備が追いついていない。
新たな技術を活かしながら社会課題の解決に積極的に
取り組み、企業価値を上げていくことを狙いにポリシー
を策定した。例えば、生体認証技術はNECの核となる強
みだが、社会により受容されるには、その利活用におい
てもプライバシーや人権が配慮される必要がある。ポリ
シーの検討においては、そのことも強く意識した。

ピーダーセン氏　将来都市人口の半分弱がスラムに住むと言われている中、safer
の前提として、サーベイランス（監視）社会にならずにhumaneness（人間らしさ）
を担保することと、都市人口の増大や気候変動による災害リスクが高まる中で
livability（生存能力）やサステナビリティを確保することが必要である。
永井氏　NECにとって、「世界人権宣言」30条項のうち第三条（すべて人は、生
命、自由及び身体の安全に対する権利を有する）が最も重要なリスクだと思う。
NECの製品・サービスを通じて生命を脅かす可能性
があるかないか、その影響を評価すべきだ。人権課
題は技術の使われ方によって異なる視点が出てくる
ため定期的に見直す必要がある。影響評価の結果、
こういう顧客には売らないという方針を打ち出す企
業もグローバルには現れている。
堀井氏　投資家の目線も大きく変わるものではない。
客先でのNEC製品の使われ方によっては企業価値の
毀損要因となる可能性があり、リスクファクターとなる。

外部視点を入れた中長期のストーリーづくりが先決

榎本　非財務指標は、社会の安全・安心への貢献を
実感できブランディングにも資するものにしたい。
堀井氏　長期視点の投資家としては、5年間の利益率
目標より、目標達成のために資産をどの分野にどう配
分していくのかというストーリーの方が重要。また、投
資家は客観的視点で競合他社との比較を行うため、
NECの強みや課題点がよくわかっているはず。投資家

との議論を重ねることで、課題解決の道筋が見えてくるのではないか。
ピーダーセン氏　“What kind of business do we do”ではなく、“What 
kind of society do we want”を考えねばならない。NECがhumanenessや
livabilityを真剣に考えているかが見えてくると、次元がひとつ上がり、ブランド
価値を高めるポテンシャルにもなる。
永井氏　世の中がどう変わるかは、社会に対する価値がどうであるかというこ
とに集約される。外からの視点での軸を入れると、社会受容性にも持続可能な
事業にもつながる。ただし今の考え方と大きく違うのでマインドチェンジが必要。
コストの点では、リスクのプライオリティづけをし、戦略上重要なリスクに特に集
中するべきだ。

「 NEC Safer Cities」が生み出す社会価値
　「2020中期経営計画」の成長領域のひとつである「NEC Safer Cities」が生み出す社会価値とは
何かや、その価値をどのように測るかをテーマに有識者のみなさまからご意見を伺いました。
　「買収をとおして取り入れた異文化は多様性や社会受容性の理解深耕につながり、NECの強みに
もなる」「saferにhumanenessの担保、livabilityの確保といった人権の考え方が含まれるのであれ
ば、NECが創出する社会価値は一段高いレベルになる」「非財務指標を定量化できればベストだが、
まずは中長期に何に投資し、資産をどのように配分するかをストーリーで示してほしい」といった 
コメントを参考に、引き続き事業活動における社会価値とその目標の示し方を検討していきます。
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オフィサー
堀井 浩之 氏

NEC デジタルトラスト推進本部 
本部長

野口 誠

一般社団法人 NELIS   
代表理事

ピーター D. ピーダーセン氏

BSR （Business for  
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ディレクター
永井 朝⼦ 氏

NEC 執行役員 兼 CMO
榎本 亮



15

環境は経営そのもの、千載一遇のチャンス

　対話冒頭に、ファシリテータのピーダーセン氏より、気候変動を含む世の中の
環境に関する最新動向について紹介いただき、三氏から企業が目指すべき方向
性を語っていただきました。
ピーダーセン氏　ESGは健全な事業成長に直結する
ものであり、環境を事業業績に“Trade on”するマイ
ンドセットが必要。NECは、CDPやTCFDなどの気
候変動対策をイノベーションドライバとして活用する
先駆者を目指すべき。
今村氏　企業価値は将来キャッシュフローの現在価
値であり、ESGを単なる取り組みだけにとどめず、一
連の非財務活動をいかに財務情報化していくかが課
題。非財務情報は将来の財務情報であり、連続性があるものとして考えるべき。
この文脈で、投資家が一番注目しているのはガバナンス。EやSの活動に関して、

将来にわたりきちんと取り組まれるかはガバナンス
の仕組みがしっかりできているかによる。
河⼝氏　気候変動に重点を置いているが、サーキュ
ラーエコノミーなど、気候変動以外の動向も結びつ
けて考える必要がある。例えば、使い捨てプラスチッ
クがなくなると、包装の考え方から物流までのシステ
ムに大転換が迫られる可能性があるが、そのときに

どのような影響があるか。また、エネルギー対策を考える際には、電化につかう
鉱物資源の制約まで考慮しないと具体性がない。

気候変動対策の方向性を示しコミットすること

　NECの環境経営の取り組みを環境担当役員である清水執行役員兼CSCOよ
り説明し、NECが世界で環境面で貢献している具体的な事例についてグローバ
ルBUの室岡理事より説明した上で、今後の活動における課題をテーマに対話
しました。
今村氏　NECは、機関投資家の視点で見ても十分に
活動している。ただし、2050年の活動指針の図は受
け身に映る。ビジネスを目指すという意気込みを示す
べき。この指針に沿って、どう資源配分していくのか
会社としてのコミットメントを示してほしい。現経営陣
がバックキャスティングの発想で未来にコミットし、次
世代の経営陣へ承継する枠組みを構築できるかが鍵。
河⼝氏　漏れなく取り組まれているが、きれいに整理されすぎて迫ってくるも
のがない。泥臭い部分も見せた方がいい。活動事例は素晴らしい内容なので
もっと発信すべき。社内にも周知すれば社員のモチベーションにつながる。ま
た、環境は経営のど真ん中にあるべき課題で会社のビジョンとしてもおかしくな
い。気候変動対策で目指す方向を大きなビジョンとして描き、会社としてコミッ
トすることが重要だ。

室岡　グローバルで社会価値創造を進める中、気候
変動対策でいくつか成果につなげることができた。
ただ、テーマが大きくすぐに売り上げにつながらな
いので、トップのリーダシップや情報発信による仲間
づくりが大事だと実感している。
清水　2050年の指針を
発表したときと経営の状
況も変わっている。社内

アンケートでは社員の96％が積極的な気候変動対
策に肯定的。具体的な方向性やコミットを示すこと
で、気候変動対策分野での価値創造を促進してい
きたい。

事業をESGで語れる人材育成を

今村氏　これからIRが企業価値を高める強力な武器になる。多くの日本企業は
組織が縦割りで、全体を語れる人がいない。⾜元の業績に加え、投資家に将来
価値を認めさせることが差別化となる。それが投資資金の呼び込みにつなが
る。ESGを戦略的にアピールできる人材が必要。
河⼝氏　ボトムアップで新しい気候変動ビジネスを考えるチームを作るといい。
そういう取り組みはモチベーションになり、本来業務の中でも常に気候変動を意
識するようになる。
ピーダーセン氏　気候変動対策は企業戦略そのものというマインドセットと、目
指す方向をビジョンとして示すことが重要。まず、既存事業を気候変動視点で
マッピングして共有するところから始めるのがいい。
森⽥　環境、サステナビリティ、IR、広報、マーケティングなど、各組織が連携し
て取り組んでいるものの、組織が違うことで、面での活動になりきれていない
ところもある。大きな方向性・ビジョンへのコミット、
トップのリーダーシップやそれを継承するガバナン
ス、そして人材育成に至るまでサジェッションいただ
いた。気候変動対策を事業成長へつなげるためにど
うすべきか、引き続き検討していきたい。

気候変動を核とした環境課題への対応
　気候変動を核とした環境課題への対応を持続的な成長実現の鍵として
いくために必要なことは何か、有識者との対話の中から、「環境課題を経
営課題と捉えること」、「トップのリーダーシップと継承のためのガバナン
スが重要」、「情報発信・共有をしっかり行う」「ESGの面からも人材育成を
進める」など、今後の課題が明確になりました。

NEC
サステナビリティレポート
2019

サステナブル経営 環　　境 ガバナンス 社　　会

05-07 サステナブル経営 08-11 ESG視点の経営優先テーマ「マテリアリティ」 12-15 マテリアリティに関する有識者との対話
16-19 ESGに関する目標、成果・進捗、達成度 20-21 多様なステークホルダーとの対話事例 22 CS（顧客満足）への取り組み
23-24 地域社会との連携 25-31 イノベーション・マネジメント
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責任投資調査部長

今村 敏之氏
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（当時）
室岡 光浩
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清水 茂樹
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森⽥ 隆之




