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　環境問題をはじめとした社会課題解決や、「分散」社会に
おける「つながり」や「情報」への要求が高まる中、人・モノ・
情報をスマートにつなげるソリューションを、個人の生活や
産業・製造の現場にまで広く社会へ提供し、ビジョンの実現に
取り組んでいます。
　このビジョンで重要となるのが、「環境」「DX」「共創」です。
特に「環境」への貢献に重点を置き、その上で、イノベーション
実現のためにデジタル技術を活用するとともに、これまでの
過度な自前主義から脱し、多くのパートナーと協業することで、
社会課題の解決に取り組んでいます。また、イノベーション
領域を、社会課題やお客様の視点で5つに再編するとともに、
取り組みにメリハリをつけるため、「成長」「成熟」「新」領域に
区分しました。これらを支える営業・生産・技術開発・人材など
の経営基盤はさらに強化しています。財務目標は、資本コスト
をより意識してROIC（投下資本利益率）を加え、事業ポート
フォリオを明確にして適切な経営資源配分を行うことで、収益
性と資本効率を重視した経営に取り組んでいます。

「Epson 25 Renewed」 2021年度の振り返り

2021年3月、「持続可能でこころ豊かな社会の実現」に向け、「Epson 25 Renewed」
を策定しました。

Epson 25 Renewed
「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

長期ビジョン

・ サブスクリプション・ソリューション提供の推進・強化によって、 
   商品・サービスの価値向上および収益を複層化
・ ECサイトの立ち上げなどによる顧客接点強化、商品創出の仕組みを構築

● 事業領域の戦略進化
• 顧客情報を活用した商品企画
• ソリューション強化

・ 環境 国内拠点100％再生可能エネルギーへの移行を達成
 資源循環に向けた紙や再生プラスチックを活用する技術開発
・ DX 顧客接点強化と収益複層化につながるデジタル・サービス基盤を構築
・ 共創 共創のためのプラットフォームを整備
 社会課題解決に重点を置いた出資拡大および連携を開始

● 事業領域を跨いだ全社戦略の強化
• 環境を軸に据えた戦略の策定
• DXによるソリューション提供
• 共創の仕組み構築

・ 成長領域、成熟領域で2021年度業績目標は達成、新領域では未達　
・ 領域別の考え方に基づき、将来成長に向けた投資・費用投下も行いながら、
  メリハリのある資源配分が進展

● 事業ポートフォリオ明確化による
成長・新規領域への経営資源配分

・ デジタルを活用した顧客支援型営業を展開
・ 高度専門人材の採用、強化領域への重点配置

● 戦略を実行するための経営基盤強化
• データを活用した顧客支援型営業強化
• 多様な人材の獲得および育成

「Epson 25 Renewed」で取り組む課題 2021年度の進捗

→ROIC、事業ポートフォリオ管理の詳細は、P.28「CFOメッセージ」を参照
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　SDGsを定めた2030アジェンダの宣言第50条に「我々は、地球を救う機会を持つ最後の世代にもなるかもしれない」とあり、地球の
危機を認識するとともに早急な対応が必要であることが明示されています。現文明は資源を消費することで成立しており、人間による
膨大な資源消費が地球環境や人間社会における多くの側面に負の影響を与えていることも事実です。気候変動の深刻化が人為的要因で
あるということは、その克服も人間の対応次第であると言えます。
　エプソンはこの認識に基づき、「Epson 25 Renewed」の重要テーマである環境の取り組みに「『脱炭素』と『資源循環』に取り組むとともに、環境負荷低減を実現する商品・サービスの提供、環境技術の開発を
推進する」ことを掲げました。気候変動問題克服のためには脱炭素が必須条件です。また膨大な資源消費からの転換には、資源を現在のワンウェイ型の使い方ではなく、繰り返し使い続けることが重要だと考えて
います。
　「環境」の取り組みは早急な着手とともに、長期間にわたる継続的な取り組みが必要です。エプソンでは「長期ビジョン Epson 25 Renewed」に加え、その先の目指す姿「環境ビジョン2050」をも見据えて
事業活動を展開しています。

「脱炭素」と「資源循環」に取り組むとともに、環境負荷低減を
実現する商品・サービスの提供、環境技術の開発を推進する

2021年4月に加盟

環境

キーワード「環境」の取り組みについて

1 脱炭素 2 資源循環

3 お客様のもとでの環境負荷低減

4 環境技術開発

再生可能
エネルギー活用

サプライヤー

「環境配慮型の工場」

「商品の長期使用」
リファービッシュ

リユース

「資源の有効活用」

小型軽量化
再生材活用

「環境配慮型の商品・装置」

IJP

LP IJP 印刷のデジタル化

生産装置の小型化

ドライファイバーテクノロジー応用
天然由来素材（脱プラ）

原料リサイクル（金属、紙）

2019年10月に賛同を表明 2019年1月に加盟

長期ビジョン Epson 25 Renewed

　環境への取り組みとして、以下の4つをテーマに掲げ活動を展開しています。
　①脱炭素②資源循環③お客様のもとでの環境負荷低減④環境技術開発。
　2021年度の取り組み実績の一つに、2021年11月の日本国内拠点で使用する電力の
100%再生可能エネルギー化の達成（①脱炭素の取り組み）があります。当初の予定を
4カ月前倒して達成しました。これにより、2017年にはわずか1%であった再エネ利用率は、
2021年度には49%まで拡大しています。そして今後は、海外拠点の再エネ化を進め、
2023年までにエプソンの使用電力の全てを再生可能エネルギーに切り替える計画です。
日本だけではなく世界の製造業をリードする野心的な取り組みを今後も展開していきます。

→その他の環境の取り組み事例は、P.61-64「循環型経済の牽引」を参照
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　エプソンはDXを、「Epson 25 Renewed」を実現するための重要な戦略と位置付けています。エプソンの持つデータやサービス、
それらを活用する基盤を共通化するなど、強固なデジタルプラットフォームを構築し、個人や産業、教育現場や製造現場などで、お客様に
長く寄り添い続けることができるソリューションをパートナーと共創していきます。
　ソリューション共創に当たっては、例えば、API（アプリケーション・プログラミング・インターフェース）の公開を行い、他社の機器接続も
可能にします。また、多くのパートナーが参画する機会を提供するなど、オープン志向で進めていきます。同時に、お客様を深く知ることで、サポートの拡充、サービス・新商品の創出につなげ、お客様の成功に貢献
します。さらには、お客様の使用状況に応じて部品や消耗品のタイムリーな供給、データ分析による支援など、お客様に寄り添うことで、ビジネスモデルやライフスタイルの変革や創出にも貢献します。こうした取り
組みは一事業にとどまらず、企業全体の利益改善、持続性の強化にもつながります。

長期ビジョン Epson 25 Renewed

強固なデジタルプラットフォームを構築し、人・モノ・情報をつなげ、
お客様のニーズに寄り添い続けるソリューションを共創し、
カスタマーサクセスに貢献する

キーワード「DX」の取り組みについて

社会課題解決につながる
新たなカスタマーサクセス

を創出

新たなサービスで
カスタマーサクセス

に貢献

既存の
顧客価値を向上

新たなビジネスモデルの
創出
• 自社のハードウェアに制約せず、
 広くパートナーと共創し、ビジネス
 領域を拡大

既存ビジネスモデルを
変革
• 自社のハードウェア同士をつなぎ、
 収益の複層化

既存ビジネスの
デジタル化
• 仕組みの改善、効率化、自動化

DX
Level 
2

DX
Level 
1

DX
Level 
0

エプソンの取り組み 目指す姿

DX

①DXを支えるデジタル基盤の構築
　お客様とつながるポータルサイト、電子商取引サイトを刷新しました。さらに既存のエプソン
基盤を改良し、マーケティングオートメーションを加速させる取り組みを開始しました。印刷管理
システム「Epson Cloud Solution PORT」の市場投入など具体的な成果につながっています。
加えて、エプソン製品をデジタルでつなぎ、お客様のサポートやサブスクリプションサービスの
展開により、お客様の嗜好に合わせたサービス提供とそれによる収益複層化を進めています。

②お客様とつながるデータビジネスの創出
　お客様とつながることで、お客様から提供されるデータを基にした分析が可能となり、ベネ
フィット・ワンとの連携による保健指導サービスの拡大など、ハードウェアとデータを連携させ
た取り組みを開始しました。（→詳しくは、P.21「特集」を参照）さらに多くのパートナー企業と連携し、
データ活用の範囲を拡大することで新たな価値の創出を進めています。

③デジタル人材育成
　教育カリキュラムで連携している情報専門学校や地域の大学と共創し、エプソンの社員
自らも参加するアイデアソンなどを推進しています。アイデアソンには、地域の観光業や
スポーツビジネスといった異業種との連携を重視し、実践型の育成プログラムによって広い
視野で取り組めるデジタル人材を育成しています。
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活 動 範 囲
事業 社会技術・アイデア

コワーキングスペース

産学連携

人材交流・相互学習

スタートアップ企業への出資

オープンイノベーション
拠点の設置

業務提携

キーデバイス外販
イノベーションクラスター

コンソーシアム

資本提携

企画・開発 協調・連携

「省・小・精の技術」「省・小・精の技術」

ソフトウェア・デジタル技術活用
+

強いハードウェア製品群

ソフトウェア・デジタル技術活用
+

強いハードウェア製品群

協業・出資
（CVC）
協業・出資
（CVC）

共創の場・
人材交流
共創の場・
人材交流

コアデバイスの
提供

コアデバイスの
提供

Epson Innovation PlatformEpson Innovation Platform
世界で抱えているさまざまな社会課題の解決を、自社だけで全てに対応するには限界があります。私たちの持っている技術
資産をより多くの人々に有効に活用してもらい、また、他の技術と融合して新たな価値を創出することで、さまざまな社会課題の
解決に貢献できると考えています。そのような考えの下、世界中のさまざまなパートナーとの共創をより一層強化していきます。
「省・小・精の技術」を核とした特長のある強いハードウェア製品群やソフトウェア・デジタル技術活用をベースに、共創の場の提供や人材
交流の活発化、コアデバイスの提供、CVC（Corporate Venture Capital）を通じたさまざまな社外パートナーとの共創など、これまで以上に
活動の幅を広げていきます。
エプソンの持つ技術やデバイス、製品とパートナーの持つアイデアや技術を高次元で融合させ、新たな価値を創出するEpson Innovation 
Platformを創り上げ、パートナーと共に、さまざまな社会課題解決に向け取り組んでいきます。

　2020年より活動を開始したCVC子会社エプソンクロスインベストメント（EXI）では、「プリンティング」
「ロボティクス」「AI」「スマートインフラストラクチャー」「エドテック」「グリーンテック」「xR」の領域を対象
として、社会課題を起点とし、その解決に取り組むスタートアップ企業に投資しています。これまでに
6社のスタートアップ企業に投資し、その中から当社との協業の取り組みも生まれています。
　さまざまなスタートアップ企業と日々意見交換する中で、スピーディーな取り組みや試行錯誤しな
がら常に新たな解を求める姿勢など多くの学びを得ています。協業・出資を通じた人材交流も進み、
当社の持つ事業基盤とスタートアップ企業の良さを融合した、イノベーション創出の取り組みを推進
しています。
　また、インクジェットプリントヘッドなどのキーデバイスの外販を通じた、より広いお客様接点を持つ
パートナーとの連携や、オープンイノベーション拠点の開設による当社製品やデバイスの活用体験
なども行っています。
　2022年3月には、独立行政法人国際協力機構（JICA）と包括連携協定を締結し、両者の持つネット
ワークや技術資産を結び合せ、開発途上国の社会課題解決の加速に向けた活動を推進しています。

技術、製品群をベースとし、共創の場・人材交流、
コアデバイスの提供、協業・出資を通して、さまざまな
パートナーと社会課題の解決につなげる

共創

キーワード「共創」の取り組みについて

長期ビジョン Epson 25 Renewed
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