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環境経営への取り組み 

 

取り組み方針 
NEC は企業の社会的責任として、自らの事業活動に伴う環境負荷低減を図るとともに、製品・サービスの提供を通して社会全体の環境負荷低減に貢献する「環境経営」を推進しています。

また NEC グループにおける環境経営推進のため、環境面における理念と行動指針を「環境憲章」として制定し、役員から従業員に至るまで、憲章を遵守した行動を徹底しています。 
 
NEC は、「気候変動を核とした環境課題への対応」を ESG 視点の経営優先テーマ「マテリアリティ」の 1 つと位置付け、2016 年度から気候変動の「緩和」と「適応」を両輪とした活動

に注力しています。また、NEC がお客さまと持続可能な社会を共創していく姿を示した「2050 年を見据えた気候変動対策指針」を策定し、2050 年までに自社の事業活動にともなう CO₂ 
排出量（Scope1、2）を実質ゼロとするという目標を掲げています。 

 
これからも、省エネ型の製品サービスの提供や、洪水や土砂災害など気候変動リスクに備えるソリューションの開発・提供を進めることで、緩和と適応の両面からお客さまや社会の気候

変動対策に貢献していきます。 
 
 
環境経営への取り組みの詳細は、環境アニュアルレポート 2018 をご参照ください。 
 

 環境憲章 

 2050 年を見据えた気候変動対策指針 

 環境アニュアルレポート 2018 
 

https://jpn.nec.com/eco/ja/announce/charter/index.html
https://jpn.nec.com/eco/ja/announce/charter/index.html
https://jpn.nec.com/eco/ja/announce/policy_guideline/index.html
https://jpn.nec.com/eco/ja/announce/policy_guideline/index.html
https://jpn.nec.com/eco/ja/annual/index.html
https://jpn.nec.com/eco/ja/annual/index.html
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活動目標と成果・進捗 

中期目標（2018～2020年度） 
環境経営の中長期的な行動計画として「NEC グループ環境経営行動計画 2020/2030」を策定し、その実現に向けた、この先 3 年間の具体的な目標を「NEC エコ・アクションプラン」と定

め、活動を推進しています。「NEC エコ・アクションプラン」は「攻め（事業貢献）」と「守り（リスク対策）」、それらを支える「基盤」の 3 つの視点で具体的な目標や施策を策定し、
PDCA サイクルを回しています。 

 
以下の表は、ESG 視点の優先テーマの１つである「気候変動」に関わる主な目標と進捗です。なお、SBT（Science Based Target）を意識し、事業活動にともなう Scope1、2 の排出量を着

実に削減するため、絶対値目標を追加、あるいは絶対値目標へと変更しました。そのほかの活動目標と成果・進捗については、「NEC エコ・アクションプラン」をご参照ください。 
 

目標、成果・進捗、達成度 
（達成度：◎目標達成、〇目標ほぼ達成、△目標一部達成、Ｘ進捗なし） 
 

NEC グループ環境経営行動計画 2020/2030 
NEC エコ・アクションプラン 

中期目標 指標 2017年度の目標 2017年度の成果・進捗 達成度 2018年度の目標 
１．ITソリューションによる 

CO2削減貢献 
  2300 万 t（2020 年） 

ITソリューションの提供による CO2削減貢献
量（※2018年度の新設目標） 

－ 
 

1,639万 t － 
 

1,770万 t 

２．全製品加重平均での 
エネルギー効率改善 

製品使用時における CO2総排出量削減率 
（※2013年度製品比、当該年度に出荷した 
ハードウェア製品が対象） 

15％ 35% ◎ 20% 

３．事業活動からの 
(Scope1、2) CO2排出量の削減 

エネルギー使用量削減率 前年度比 -1% 8.4% Ｘ -1% 

エネルギー由来 CO2発生量の
削減率（※2018年度から絶
対値目標を追加） 

2017年度比 － 
 

－ 
 

－ 
 

-1.9% 

再生可能エネルギーの 
発電容量 
（※2018年度から絶対値目
標へ変更） 

2011年度比 6.6倍 9.7倍 ◎  

絶対値 － 323MWh － 520MWh 

 

https://jpn.nec.com/eco/ja/announce/environmental-plan/index.html?
https://jpn.nec.com/eco/ja/announce/mid-term/index.html?
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推進体制 

当社における環境戦略（環境方針、長期的な環境経営行
動計画）は、事業戦略会議で討議し、執行役員社長が最終
承認を行っています。 

 
この環境戦略を基に、各ビジネスユニットの環境経営委

員会から各事業部や国内外の関係会社に至るまで、具体的
な取り組みを進める体制を整えており、NEC として一貫
した環境経営を推進しています。 

 
さらに、製品環境規制対応、製品・ソリューションの環

境に配慮した開発推進、従業員への意識啓発など、横断的
な活動テーマについては、個別に部会等を設置して取り組
んでいます。 

 
また、各事業場、研究所をはじめサイト単位で環境推進

部門を設け、事業単位とサイト単位の両面から、環境経営
を維持・推進しています。 

 
環境経営推進体制 

環境ガバナンス 
  

 
環境経営推進体制（2018 年 4 月 1 日現在） 

https://jpn.nec.com/eco/ja/management/system.html?
https://jpn.nec.com/eco/ja/management/governance.html
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2017年度の主な活動実績 

「気候変動への対策」を強化 
2017 年 7 月、2050 年を見据えた長期視点の気候変動

対策の指針を策定し、NEC の事業活動にともなう CO₂ 排
出量（Scope1、2）を 2050 年までに実質ゼロとすること
を表明しました。 

 
 2050 年を見据えた気候変動対策指針 

 
また、2017 年 12 月には、2030 年までの CO2排出削減

目標を SBT（Science Based Target）とすることを宣言
し、具体的な目標設定を進めています。 

「環境経営行動計画 2020/2030」の進捗 
中長期的な目標として「環境経営行動計画

2020/2030」の推進を通じて、2020 年までに NEC のサ
プライチェーンが及ぼす環境負荷に対して、製品・サービ
スの提供を通して 5 倍の環境負荷削減に貢献することを
目指しています。 

 
2017 年度の結果は、負荷に対して価値が 3.5 倍となり

ました。引き続き目標達成に向けて提供価値の拡大とサプ
ライチェーンの負荷削減を推進していきます。 

 
 2020 年気候変動対策目標 

サプライチェーン全体での CO₂ 排出量 
2016 年度と比較して CO₂ 排出量が 160 万トン減少し

616 万トンとなりました。主な減少要因は、消費電力の大
きい機器の出荷減少に伴い、製品使用による排出（カテゴ
リー11）が大幅に減少したことによるものです。 

 
Scope3 の集計は、「Scope3 スタンダード」に基づい

て行い、一般財団法人日本品質保証機構（JQA）による第
三者検証により、透明性・信頼性を確保しています。 

 
 サプライチェーン全体での CO₂ 排出量 

 
 

サプライチェーン全体の CO₂ 排出量（2017年度） 

 
2020年気候変動対策目標 

https://jpn.nec.com/eco/ja/announce/policy_guideline/index.html
https://jpn.nec.com/eco/ja/announce/goal/index.html?
https://jpn.nec.com/eco/ja/announce/co2/index.html?
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事業を通じた環境価値の提供事例 
NEC は自社製品・サービスの提供による社会全体の環

境負荷低減を推進しています。 
 
その中でも特に環境負荷低減への貢献が大きい製品・

サービスについては「エコシンボルスター」として認定
し、カタログやホームページなどで訴求しています。 

 
 環境に配慮した製品開発 

 
以下に、2017 年度に「エコシンボルスター」を取得し

た製品・サービスの中から 2 つ事例を紹介します。 
 
インド DMIC物流可視化ソリューション 
NEC は DMICDC*1と合弁会社「DMICDC ロジスティク

ス データ サービス」を設立し、物流インフラを可視化し
て、輸送中のコンテナ位置情報をリアルタイムで把握する
情報サービス基盤を 2016 年 7 月から提供しています。 

 
これは、ムンバイの港で荷揚げ・荷積みされるコンテナ

に RFID タグを装着し、港の出入口ゲートや高速料金所、
内陸通関基地などに設置した RFID リーダ・ライタを通じ
て情報を読み取り、クラウド上で他システムとも連携でき
るサービスです。 

 
本サービスにより、荷主や運送業者は、コンテナ番号の

検索だけで、デリー・ムンバイ間（約 1,500km）を輸送
中のコンテナの正確な位置情報をリアルタイムに把握でき
るようになりました。 

 
その結果、輸送リードタイムの短縮や在庫削減、生産計

画の精度向上などに繋がり、効率的な輸送が実現できたこ
とで化石燃料の使用量の削減にも貢献しています。 

このたび、サービス提供による貢献価値を算出したとこ
ろ、リードタイム短縮と輸送コスト削減に加え、年間約
17 万トンの CO2排出量の削減が期待できることから、エ
コシンボルスターとして認定しました。 

 
*1 DMICDC：Delhi Mumbai Industrial Corridor  

Development Corporation Limited.  
デリー・ムンバイ間産業大動脈開発公社 

 
インド国内の携帯電話基地局のエネルギー効率化 
インドでは、全国的な携帯電話加入者の急増にともない、

基地局数が急激に拡大しています。しかし、停電が頻繁に
発生する電力供給が脆弱な地域や、電力供給を受けられな
い地域も多く存在し、これらの地域では、通信事業者は基
地局を継続運用するために、停電時などにディーゼル発電
機を利用しています。その結果、発電機のディーゼル燃料
費の経済的負担が大きな課題となっていました。 
一方、国からはグリーン化の要請もあり、インド国内の

携帯基地局業界では、ディーゼル発電機の燃料使用量を減
らし、コストと CO₂排出量を同時に削減することが、経
営と環境の両面から求められています。 

 

こうした課題が、日印両政府間でのエネルギーに関する
議論において取り上げられ、2013 年、国立研究開発法人
新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の実証事
業として公募が行われました。 

 
 NEC は公募への応札の結果、NEDO からの委託を受け
実証事業（2013 年 9 月から 2017 年 3 月）を行いまし
た。この事業では、太陽光発電システムとリチウムイオン
蓄電システム、システム全体の遠隔監視、運転計画および
充放電制御を組み合わせたエネルギーマネジメントシステ
ムをインド国内の携帯電話基地局 20 か所に設置しまし
た。このシステムで取得したデータから最適な運転計画を
作成し制御することで、結果として年間の CO₂排出量を
約４割に低減できることが確認されたため、エコシンボル
スターとして認定しました。 

 
約 2 年間の実サイトでの運用を通じて、当社は、オペ

レーション上のさまざまな知見など、ビジネスとして必要
なノウハウを取得することができました。これらを活かし
て、今後 40 万局以上の携帯電話基地局を持つインド国内
において具体的な事業へと繋げていく予定です。 

 

 

 

コンテナに磁石で簡単に取り付けられる RFID 

インド携帯電話基地局での実証風景 

コンテナに磁石で簡単に取り付けられる RFID 

https://jpn.nec.com/eco/ja/product/eco_pro/index.html?
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食品ロス・廃棄の削減に寄与する需給最適化 
ソリューション 
NEC は、食品ロスや廃棄、労働人口の減少といった社

会課題にも、最先端 AI 技術群「NEC the WISE」や、IoT
プラットフォーム「NEC the WISE IoT Platform」を活用
して取り組んでいます。 

 
その一例が、2018 年 2 月に発表した「需給最適化プ

ラットフォーム」です。 
AI・異種混合学習技術を採用し、さらにバリューチェー

ンを構成する企業全体で販売情報や在庫情報、気象情報を
共有・活用することで予測精度を向上し、需要と供給を最
適化、食品ロス・廃棄の削減に貢献することを目指してい
ます。 

 
この取り組みは、当社だけで実現できるものではなく、

パートナーの方々とともに取り組んでいく必要があると考
えています。 

 
このたび、食品ロス・廃棄に積極的に取り組んでいる日

本気象協会とパートナー連携しました。日本気象協会が持
つ気象データやデータ解析技術を NEC の AI 技術と組み
合わせることで社会課題の解決に取り組みます。
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モニタリング・改善 

環境監査・ISO14001審査 
すべてのビジネスユニットや事業場、連結子会社などを

対象に環境配慮型製品の開発促進をはじめ、環境負荷低
減、遵法、リスク対策の実施状況などを監視しています。 

 
監査・審査の仕組み 
グループ各社が独自に実施する内部環境監査で、各事業

部門を詳細に監査しています。 
 
さらに、NEC 環境推進部が実施する環境経営監査で

は、公認の環境マネジメントシステム審査員を含む専門監
査員によって内部環境監査の有効性や環境負荷低減、リス
ク管理、ISO14001 適合性などの総合的な環境活動を監査
しています。 

 
これらの結果は、電子審査システム「NetAudit」や代替

監査*1の手法を用いた外部審査機関による ISO14001 審査
で確認されます。なお、2016 年度から ISO14001：2015
年度版に対応した環境マネジメントシステムの運用を開始
し、2017 年度に移行審査を受審し、認証を維持しました。 

 
*1 代替審査：質の高い監査員・監査体制・評価ツールで構成
された内部環境監査システムに対して認められる内部環境
監査を認証機関の ISO14001 審査の一部として代替するシ
ステム。環境経営監査の立会い審査（Witness 審査）と審
査機関が直接行う審査（Verification 審査）を組み合わせて
実施している。 

 

環境法遵守監査 
2012 年度からリスク管理を強化するため、環境経営監

査の対象会社に対して、毎年、環境法遵守監査を実施して
います。 

 
2017 年度は重大な環境汚染や健康被害につながる不備

はありませんでした。指摘した改善事項については、改善
計画を求め、対策の実施状況を確認しています。 

 
 環境監査・ISO14001 審査 

環境リスク対策 
環境リスクを未然防止するために、アセスメント評価、

日常点検を行うとともに、緊急時に備えてのリスクマップ
の整備、定期的な連絡体制の見直しなどを行っています。 
さらに、「環境リスク情報エスカレーションおよび対応

規程」を整備し、環境リスクに対するガバナンスの強化を
図っています。 

 
 環境リスクへの対応 

 

 

監査・審査の体系 

https://jpn.nec.com/eco/ja/management/audit/index.html?
https://jpn.nec.com/eco/ja/management/risk/index.html?
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