
セイコーエプソン株式会社
代表取締役社長 CEO

　2021年度を振り返ると、新型コロナウイルス感染症
（COVID -19）の影響は続き、地政学的リスクの高まりも
あって、物流費や部材費の高騰、半導体不足、物流の混乱
など、多くの課題が生まれた一年だったといえます。しかし、
エプソンでは、COVID -19からの市場回復と、コロナ禍に
よって増加したリモートワークによる印刷需要の継続を捉え、
期初計画を超える売上となりました。こうした状況下で、需給
バランスに応じた販売価格の柔軟な対応や費用抑制に取り
組んだことで、前期を上回る利益を確保することができま
した。一方、商品供給は制約を余儀なくされており、需要に
対して十分に対応しきれていないのが現状です。

パーパス「『省・小・精』から生み出す価値で、人と地球を
豊かに彩る」を旗印に迷うことなく前進していきます。

CEOメッセージ

市場の追い風と利益成長に向けた努力

セイコーエプソン創立80周年を記念して、2022年5月に本社事業所内に
オープンした「エプソンミュージアム諏訪 創業記念館」。
世界初のクオーツウオッチ「クオーツアストロン 35SQ」（写真手前）、エプソン
ブランドの由来となった小型軽量デジタルプリンター「EP-101」（写真奥）
など、エプソンの歴史的な製品や史実を展示。
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→詳しくは、P.11-13「私たちのパーパス」を参照

　2021年度のスタートに当たり、「長期ビジョン Epson 25 Renewed」の発表と同時に
エプソンが将来にわたって追求していくありたい姿「持続可能でこころ豊かな社会を実現する」
を表明しました。しかし、エプソンだからこそできること、エプソンならではの要素が不足していま
した。それは、エプソンが長年培ってきた「省・小・精の技術」をベースに、「省・小・精」の生み出す
価値、すなわち省エネルギーでコンパクト、そして精緻な物やサービスです。これによって地球
環境を守り、そして人々のこころを豊かにしていく、という考え方や、さらには、社員の働く喜びや
ワクワク感を表したエプソンのパーパスを言葉として示すことが必要だと考えました。そこで
エプソンでは、2022年9月にパーパスを新たに制定しました。当社には経営理念とそれを実践
するための企業行動原則をはじめとする体系的な枠組みがあります。エプソンの存在意義を
示し経営判断の源流となるものがパーパスであり、社員が立ち返るよりどころとしてふさわしい
よう、理念体系の整理と再構築を同時に行っています。

　パーパス制定にあたっては、エプソンの本社部門や事業部のほか、海外にある関係会社からも
メンバーが参加し、少人数のグループに分かれて議論を深め、一般社員の意見集約・意見交換を
踏まえるとともに、経営層での繰り返しの議論を経て最終的にまとめていきました。私は、この制定
の過程こそが重要であると考えています。社員たちが何をよりどころとして仕事をしていくのかを
自分たちで考え、決めていくことで、自分ごとと捉えることができると思うからです。パーパスの
ような企業の根幹に関わるものであればなおさらでしょう。エプソンが強みとする「省・小・精の
技術」や、そこから広がる可能性についての考え方、そして実現したい未来の姿に向けて「人と
地球を豊かに彩る」という志をパーパスに盛り込んだことで、一人ひとりがそれを礎として、日々の
業務につなげていくことを期待しています。

エプソンと社会をつなぎ、社員の指針となるパーパス 事業戦略におけるマテリアリティとKPI

　エプソンは、社会課題の解決に向け4つのマテリアリティを設定していますが、各事業がどの
ように貢献できるかをより意識し、取り組みを進めるため今般、マテリアリティにひもづく具体的な
取り組みであるサステナビリティ重要テーマにKPIを設定しました＊1。エプソンの価値創造
ストーリーは、事業の方向性、すなわち社会課題を起点に、これまで当社が培ってきた「省・
小・精の技術」を基本にしたビジネス展開を描いたものです。このストーリーを全ての社員が
理解し、各事業で何をすべきかひもづけ、意識して取り組むために、マテリアリティとKPIは
重要な要素であり、私自身も社内で理解が進むよう重要性を積極的に発信しています。

　 

 循環型経済の牽引

　 

 産業構造の革新

　 

生活の質向上

 

社会的責任の遂行 

エプソンのパーパス

 社会課題解決に向け、

「循環型経済の牽引」 「産業構造の革新」
「生活の質向上」 「社会的責任の遂行」
をエプソンのマテリアリティとして取り組む 

エプソンが取り組むマテリアリティ
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　「Epson 25 Renewed」を2021年3月に策定しましたが、事業活動の急激な方向転換では
なく、「集中から分散」「環境」「持続可能な社会」などをキーワードに取り組んできたこれまでの
活動と方向性にブレはありません。コロナ禍で加速した社会環境や価値観の変化は、エプソンが
進んでいる方向性に間違いはなく、自信を持って進められることを明確にしてくれました。
「Epson 25 Renewed」は非常に良いスタートを切れたと実感しています。
　この度設定したマテリアリティにひもづいたKPIにより、各事業そして社員が長期ビジョンにより
納得・共感し、価値創造ストーリーに沿った活動がさらに進展すると期待しています。

　「Epson 25 Renewed」における「環境」への取り組みは、マテリアリティの「循環型経済の
牽引」にひもづいています。「省・小・精の技術」は、省エネルギーでコンパクト、かつ精密な
ものをつくる技術であり、それは環境負荷低減に貢献する商品・サービスを生み出し、持続
可能な経済活動の牽引につながる技術です。そして「環境ビジョン2050」として、2050年
までにカーボンニュートラルを超えたカーボンマイナスを、さらに地下資源＊2の消費ゼロを
掲げ取り組みを進めています。社員の意識も高まっており、こうした目標に向かってどう
進むのか、具体的なシナリオを描き始めたところですが、2050年までという限られた期間の
中で目標を達成するには、解消しなければならない課題も多々あると認識しています。

　エプソンが強みとする「省・小・精の技術」は、持続可能な環境を維持する上で大きく貢献

「Epson 25 Renewed」で掲げた「環境・DX・共創」

→詳しくは、P.59-60「マテリアリティとサステナビリティ重要テーマ」を参照

*1 サステナビリティ課題への取り組みにおいては、全てのマテリアリティに対してKPI検討を行ってきましたが、まずは

　 企業の持続性に重点を置き、ESGに関連する2つのマテリアリティ（「循環型経済の牽引」「社会的責任の遂行」）のKPI

　 開示を先行しました。「産業構造の革新」「生活の質向上」におけるKPIについては、2023年度以降に開示を行う予定です。

できるものであり、これから先もさらにこの技術を磨き、社会が要望する環境に配慮した
商品をつくり続けていく考えです。ただ、それだけでは社会課題全般の解決には及ばない
ことも理解しています。そこで有効になるのは、マテリアリティの一つとして掲げる「産業
構造の革新」から生まれる新たな価値、新たな事業です。これには「DX」が非常に大きな役割
を担うと判断し、「Epson 25 Renewed」の中心的な取り組みの一つと位置付けました。
一般的に「DX」と聞くとソフトウェア（ソフト）をイメージしがちですが、人と接する所には
必ずハードウェア（ハード）が介在します。人・モノ・情報がつながるというソフトに加え、
ハードの進化も欠かせません。「DX」の取り組みはエプソンの業容を変えるものではなく、
現在の事業活動をさらに発展させるものです。多少時間が掛かったとしても取り組み続け
ればさまざまなアイデアが生まれると信じています。

■ 環境への取り組み

■ DXへの取り組み

*2 原油、金属などの枯渇性資源
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　「共創」は、自前主義にこだわり過ぎずさまざまなパートナーと協力し合うことで、エプソン
が持つ「省･小･精の技術」を核に新たな価値を見いだし、社会課題の解決に貢献して
いこう、というものです。プリントヘッド外販はその姿勢をまさに示しています。エプソンが
商業・産業プリンター本体で参入していないプリント市場にもデジタル化ニーズは存在
します。そうした市場において当社のプリントヘッドを使っていただくことで、良い商品が
でき、世の中のためになるのであれば、それは私たちが目指す姿の一つです。
また、私は、ここで言うパートナーはビジネスパートナーだけでなく、お客様もその一員
であると考え、社員に伝えています。これまで、エプソンは良い商品をつくり、お客様に提供
していくという考え方でしたが、これからはお客様と共創していく発想を持たなければ
なりません。例えば、お客様からは、商品へのご意見に加え、使用したデータという形で
フィードバックを頂くことができます。これらを分析することで、新たな価値のヒントになったり、
新しい商品を生み出したりすることができます。こうした価値の創造も、これから一層重要
になってくると考えています。

商品への支持は、性能競争に勝ち抜いたかどうかではなく、お客様にとって必要な商品
であるか否かが基準です。諏訪精工舎（現セイコーエプソン）が1969年に世界初のクオーツ
ウオッチを発売し、爆発的な支持を得て普及したのも、当時、時計は狂うものだという一般
常識を技術力で一変させ、高度経済成長期を生きる人々に正確な時間を提供したから
です。これまでエプソンは、テクノロジーを軸にイノベーションを実現してきた歴史があり、
いわゆるプロダクトアウトの思考が強い企業であると社外取締役からも指摘されています。
しかし、プロダクトアウトが絶対に悪かと言うとそうではなく、重要なことは「それが世の
中のニーズに合っているかどうか」ということです。お客様から見て何が強みで弱みなのか
を問い、パートナーと共にアイデアを出し合うことで、よりニーズを捉えた多様な価値を
生み出すことが可能だと考えています。

そして「環境」「DX」「共創」は個別に機能することはもちろん、それだけではなく、これらが
連動することが重要であり、その事例も生まれています。例えば、エプソンが2011年から
提供している特定保健指導サービスでは、2022年3月より株式会社ベネフィット・ワンとの
協業を開始しました。エプソンが長年培ってきた独自のセンシング技術から取得・分析した
データを、ベネフィット・ワンが持つ保健業界の豊富なネットワークを使って、より多くの
方々に新たな価値としてお届けできるようになりました。 →詳しくは、P.21「特集１」を参照
また、商業・産業プリンティング事業では、クラウドを活用して複数のプリンターの稼働状況
やメンテナンスを管理できるサービス「Epson Cloud Solution PORT」を提供しています。
お客様は、パソコンやモバイル端末で複数のプリンターの状態を一元管理できるため、

「省・小・精の技術」とデジタル技術で
人・モノ・情報がつながる、持続可能でこころ豊かな社会を共創する

「Epson 25 Renewed」ビジョン

環境 DX 共創

「環境・DX・共創」が生む「つながる価値」

■ 共創への取り組み
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利益を生む事業体質にするにはどうすべきか徹底的に考え、自分たちで費用抑制の目標
も立て実行したことで、かなり前向きに進めることができました。結果として、この先DXを
活用し、どのような違った価値を生み出していくのかを考えられるまでに事業体力がつき
ました。
これまでのように全ての事業において売上成長を目指すのではなく、メリハリを持ち、
利益を重視した事業運営への転換は、投資家の皆様にもご理解、ご評価をいただいていると
感じています。この先も環境変化は必ず起こる中、エプソンの事業運営方針のこだわりを
明確に示すことができたと自負しています。

エプソンが現在、設定している社会課題やマテリアリティの方向性は、2030年、2050年
といった将来を見通しても、今後大きく変化していくとは考えにくく、「Epson 25 Renewed」
で目指す「持続可能でこころ豊かな社会」の実現は、次期中長期経営計画においても変わら
ないのではないかと思っています。先々を見据えた取り組みとして、「Epson 25 Renewed」
で分類した「新領域」の事業をエプソンの主柱事業に育てていくことが肝要です。経営資源
の投入とともに、パートナーとの共創で確実なものとしていきます。現在、エプソンの知的
財産活動への考え方は、以前とは大きく変化しています。自社の知財をいかに多く持ち、
囲って、強みのある事業を展開していくか、というスタイルから、他社とエプソンが持つ知財
を掛け合わせ新たな事業を生み出そうという意識の転換を図っています。社会においてどの
ような技術開発が行われ、企業はどのような力の入れ具合で取り組んでいるのか、情勢を
しっかりと把握した上で、エプソンの強み、弱みを俯瞰的に把握し、私たちが取り組むべき
領域や技術の見極めを進めています。こうした知的財産戦略は取締役会でも定期的に議論
しており、新しい領域の事業開発に注力することで、「持続可能でこころ豊かな社会」の実現
を目指します。

これまで大型の印刷工場に集中していた印刷業務を複数の拠点に分散できるようになり
ます。コロナ禍でモノやヒトの移動に変化が生まれ、集中型の大量生産から、消費地に近い
場所での少量生産への移行が加速する中、商業・産業印刷分野におけるDXは、多拠点で
の効率的な業務を実現し、環境負荷の低減に貢献しています。

「Epson 25 Renewed」では、メリハリをつけた事業運営を推進しています。成長が
見込める「成長領域」「新領域」の事業に経営資源の投下を進め、「成熟領域」の事業では
利益を重視した事業運営を進める方針ですが、「成熟領域」の中でも、当面は構造改革を
重点的に活動する領域であるプロジェクションやウオッチなどにおいて利益が改善する
など、事業構造改革は非常に良い方向へ向かっています。構造改革は、ともすると後ろ向
きな取り組みとなり、モチベーションの低下が懸念されます。しかし、今の売り上げの中で

「Epson 25 Renewed」と10年、30年先の目指す姿

順調に進む事業構造改革

取り組みにメリハリをつけることにより、収益性の確保と将来成長を目指す

「Epson 25 Renewed」方針

新領域 

センシング 

環境ビジネス 

新たな技術・ビジネス
開発に取り組む 

ホームプリンティング 

成熟領域 

プロジェクション 

ウオッチ 

構造改革や効率化などにより
収益性重視

マイクロデバイス 

成長領域 

オフィスプリンティング  商業・産業プリンティング

生産システム プリントヘッド外販  

環境変化を機会と捉えて
経営資源投下

 環境・DX・共創への取り組み

2020
成長
領域

成熟
領域

2025 成熟
領域成長

領域

新
領
域

20XX
成熟
領域

成長
領域

新
領
域

→詳しくは、P.35-36「知財戦略」を参照
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2020年の社長就任以来、社内に対して、エプソンの事業価値や目的、組織の風土改革
などについて、折に触れて何度も発信してきました。コロナ禍であったために、海外拠点
への訪問も制限される中、動画や文書など可能なツールを駆使して頻繁にメッセージを
発信したことで、海外拠点からも行動変化を感じられるフィードバックを得ることができ、
非常に手応えを感じました。今般、制定したパーパスについても同様に、トップとして自ら
積極的にメッセージを発信しています。一方で、社外に向けてはエプソンが提供する事業の
価値を伝える取り組みがまだまだ弱かったと反省しています。インクジェット技術を活用
したデジタル印刷は、環境負荷を低減させる大きな力があります。今後は、エプソンが環境
に配慮した商品づくりにいかに力を注ぎ、いかにエプソンの事業活動そのものが社会に
とってのサステナブルな活動になるのかを広く認知いただき、理解が深まるような発信を
目指していきます。
パーパスを制定することで、目指すところがより明確になったと同時に、エプソンの課題や
変えなければならないことにも一層、意識が向くようになりました。環境変化の激しい社会に
おいて、パーパスという立ち返るべきところを得た私たち、役員・社員は、判断に迷うことなく、
前進していけると確信しています。

パーパスを旗印に迷うことなく前進

私は、社長就任以来、社内に向けて「社会への貢献」とともに「社員の幸せ」についても
伝え続けていますが、現在、企業に求められているダイバーシティの推進は、「社員の幸せ」
の実現の一つであると考えています。例えば、子育てや家族の介護をしながら仕事を
している社員など、さまざまな背景を持つ社員がそれぞれにやりがいを持って、幸せに仕事
を続けられる環境を実現することは、結果としてダイバーシティにつながります。そして、この
ダイバーシティの推進が、多様な考えを受け入れる風土を醸成し、お互いが刺激し合うこと
で各自の視野を広げ、より大きな価値創出の源泉になると考えます。そのためにエプソン
は、さまざまな背景を持つ社員が活躍できるにはどうしたら良いかという視点を持ち、業務
の在り方や社内にある意識の転換を図る必要があります。男性社員、女性社員という視点
だけでなく、LGBTQ＋、人種、国籍、宗教、世代など一切の偏見なく、全ての社員が同等に
機会を得て活躍できるよう、社長直轄組織として「ダイバーシティ推進プロジェクト」を設置
し、取り組みを進めています。
会社の最終的な意思決定を担う役員にもダイバーシティへの意識は高まっています。
取締役会員数の半数となっている全独立社外取締役が参加し、役員の指名・報酬などに
関わる任意の諮問委員会を開催するなど、仕組みの導入を進めています。また、意思決定の
仕方や意識に偏りがないよう、独立社外取締役の声を聞きながら、取締役会がより充実
した意思決定機関になるよう努力しています。
また、昨年度は、取締役会実効性評価に基づく改善策の一つとして、ダイバーシティに
関する取り組みの促進について取締役会で議論してきましたが、今後は人的資本へと
発展させ、人材をより有効に活用できる組織づくりに向けた取り組みを行っていきたいと
思います。

「エプソンミュージアム諏訪 創業記念館」は、1945年10月に
竣工した当時の社屋である歴史的建造物を改修したもの。
「エプソンミュージアム諏訪 創業記念館」は、1945年10月に
竣工した当時の社屋である歴史的建造物を改修したもの。

「社員の幸せ」の実現によるダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン
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