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33-38  環境経営への取り組み 

NEC 

サステナビリティレポート

2019 

ガバナンス 環  境 サステナブル経営 

 

社  会 

環境経営への取り組み 

環境への取り組み方針・長期指針 

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、環境面における行動

指針を「環境方針」として制定し、役員から従業員に至るまで、

方針を遵守した行動を徹底しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050 年を見据えた気候変動対策指針 

2017年7月に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、自社の経営基盤を持続可能なものへと強化し、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ました。本指

針に基づき、事業活動に伴うCO₂排出量 (Scope1、Scope2)を

2050年までに“実質ゼロ”とすることを目指します。 

 

図．2050 年に向けた気候変動対策指針の 4 つの構成要素 

 

NEC グループ環境経営行動計画 2020/2030 

2050年を見据えたマイルストーンとして、2020年、2030年ま

での目標を設定しています。 

  2020 年度 2030 年度 

１. 「緩和」

への貢献 

① IT ソリューションの提供を通じた 

社会全体の CO2排出量の削減 
2,300 万 t 5,000 万 t 

① 製品エネルギー効率改善 

（2013 年度比） 
30％改善 80％改善 

２. 「適応」

への貢献 

① 社会ソリューションの提供を通じた 

気候変動の影響への備え 

課題解決に寄与する 

ソリューション競争力強化と 

事業を通じた貢献の拡大 

３. 事業活動

からの排

出削減 

① 効率化による CO2排出量原単位の 

改善（2012 年度比） 
18％改善 30％改善 

① 再生可能エネルギーへの変換 

（2011 年度比） 
10 倍 － 

 

これら目標の達成に向け、3年間の環境経営中期計画「NECエ

コ・アクションプラン」へ落とし込み、各ビジネスユニット   

（以下、BU）・グループ会社へ展開しグループ一丸となって活動

を推進しています。 

 

 

SBT 認定「2030 年に 2017 年度比で 33％削減」 

2017年12月に、NECの温室効果ガス排出削減目標をパリ協定が目

指す「2℃目標（2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力）」の達

成に科学的に根拠ある水準の目標（SBT: Science Based Targets）

とすることにコミットしました。その後以下内容で、2018年10月31

日に「SBTイニシアチブ」からSBTとして認定されました。 

 

                      
   

 

すでに2018年度からの環境経営の中期計画をSBTに合わせて策

定し、活動を開始しています。再生可能エネルギーの活用につい

ては、2017年度比で2020年度までに約75倍へと拡大する目標へ

見直し、取り組みを開始しています。 

 

 

環境経営中期計画「NEC エコ・アクションプラン」 

これら長期・中期目標の達成に向けて、3か年の活動目標へ落と

し込み「NECエコ・アクションプラン」として、各BU・グループ

会社へ展開し、活動を進めています。 

・ Scope1+2（注1）：  

2030年度までに温室効果ガス排出量を 

2017年度比で33％削減 

・ Scope3（注2）： 

2030年度までに販売した製品からの温室効果ガス排出量を2017

年度比で34％削減 

 
(注1) Scope1（事業者が所有または管理する排出源から発生する温室効果ガス   

の直接排出）と、Scope2（電気、蒸気、熱の使用に伴う温室効果ガスの  

間接排出）の合計値 

(注2) Scope3（Scope1＋2を除く企業群(サプライチェーン)全体からの間接排出） 

環境方針 

NEC は環境との調和を経営の最高課題のひとつとして位置づけ、グロ

ーバルサプライチェーン全体で環境負荷の低減に努め、持続可能な社会

づくりに貢献します。 

1. 社会価値の創造を、先進技術による ICT ソリューション・サービス

により実現し、お客さまや地球環境の環境負荷低減、気候変動の影響

軽減に貢献します。  

2. ICT ソリューション・サービスの開発においては、ライフサイクル全

体の環境影響を評価し、環境負荷の低減に配慮します。 

3. 事業活動に伴う環境関連法規制、およびステークホルダーとの合意

事項を遵守すると共に、サプライチェーン全体での、省エネルギー、

省資源、化学物質や廃棄物などによる環境汚染の予防に努めます。 

4. 環境負荷の少ないハードウェア、ソフトウェア・サービスを優先的

に調達します。  

5. 事業活動、ICT ソリューション・サービスにおける環境関連情報を、

ステークホルダーに対し開示します。 

6. 社員一人ひとりの環境意識を高め、気候変動対応や資源循環推進、

生物多様性保全を始めとした地球環境保全に貢献します。  

7. 環境マネジメントシステムを構築し、環境目標を定めて運用すると

ともに、定期的に見直しを行い、継続的な改善に努めます。  

NEC グループの SBT 
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環境マネジメントシステム 

環境経営推進体制 

当社における環境戦略（長期的な環境経営行動計画など）は、

事業戦略会議（議長は執行役員社長）で討議し、執行役員社長が

最終承認を行っています。環境に関して事業に著しい影響を及ぼ

す可能性が確認された場合は、事業戦略会議にて対応を審議する

とともに、対策に関しては取締役会での承認を経て実行します。 

各BUは、環境経営委員会、さらに各事業部や国内外の関係会社

の中で具体的な取り組みにまでつながる体制を整えており、環境

戦略をもとに活動計画を立案することでNECグループとして一貫

した環境経営を推進しています。 

また、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、個別に部会などを設置して取り組んでいます。 

各事業場、研究所をはじめサイトごとに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。 

 

 

環境経営監査・ISO14001 審査 

NECグループ各社が主催する「内部環境監査」で、各部署（事業部

門）を詳細に監査しています。さらに、環境推進部が主催する「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を含む、各部署の業務と環境の

かかわりを重点的に、環境配慮型製品開発や環境負荷低減、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、Net審査（下図参照）や代替審査＊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。 

このほかに、環境・安全衛生関係の法令の遵法に特化した「環境法

遵守監査」を実施し、コンプライアンスの徹底を図っています。 

 

＊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ISO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 

 

 

ISO14001 認証取得状況 

NECグループでは、公的な信頼性を提供するため、1997年から

ISO14001の認証取得し、2012年度に当社全組織（事業場、研究

所、営業拠点含む）および国内子会社（ソフト・サービス会社含

む）からなる認証範囲を統合することにより、認証取得の一元化

を完了しました。 

さらに2016年度からは「ISO14001：2015年版」に対応した

環境マネジメントシステムの運用を開始しており、2017年度に外

部認証機関による移行審査を受審し、2015年版への移行認証を維

持しています。 

また、海外現地法人においては、生産子会社を中心に各社にお

いて認証を取得しています。 

・NEC Platforms Thai Company Ltd. 

・NEC Australia Pty. Ltd.  

・NEC Energy Solutions, Inc. 他 

環境経営推進体制 

（EMS 適用範囲の組織・サイト）

（2019 年 4 月 1 日現在） 
監査・審査の体系 
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環境リスク対策 

環境リスクを未然に防止するために、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。 
 

 

 

 

未然防止への取り組み：ヒヤリハットの水平展開 

環境事故の潜在要因はヒヤリハットレベルの軽微な事故にある

ことから、「重大環境事故」における緊急処置手順、緊急連絡手

順はもとより、ヒヤリハットレベルの軽微な事故であっても徹底

的な原因究明と技術対応、グループ各社への情報水平展開、対応

処置の確認を行い、未然防止を推進しています。 

 

 

法違反・事故・苦情の状況 

NECでは1998年度以降、環境に関わる罰金、科料の有無につい

てウェブサイトで公表しています。2018年度も引き続き環境に関

わる罰金・科料は受けていません。社外に影響した事故は0件、社

外に影響しなかった環境事故が3件、苦情は0件でした。 

 

気候変動によるリスク・機会への対応 

気候変動が企業に及ぼす影響は今後ますます拡大していきま

す。NECは、2017年度から環境推進部を中心に、TCFD（Task 

Force on Climate-related Financial Disclosures）提言を参考

にしながら気候変動による影響をリスクと機会の両面からの評価

を開始しました。2018年度には、持続的な成長実現の鍵となるテ

ーマ「マテリアリティ」のひとつに「気候変動を核とした環境課

題への対応」を位置づけ、将来の事業成長に向けて事業部門と連

携した活動へと拡大しています。 

 

 

気候変動によるリスク 

TCFDでは、政策や市場の変化などの移行リスクや、災害などに

よる物理的なリスクなど、リスクと機会に関連する項目について

評価することを提言しています。NECは、過去にタイの工場が洪

水で操業停止となった経験もあり、物理的なリスクについては、

地震対策を含めてBCP（事業継続計画）の観点から取り組んでお

ります。また、各国で検討が進んでいるカーボンプライシングに

ついて、導入された場合の業績への影響を評価しています。 

 

2011 年 10 月のタイの洪水の様子 

 

気候変動による機会 

気候変動対策では、ICTの利活用が不可欠だと言えます。NEC

は、緩和と適応のそれぞれに価値を提供する製品・ソフト／サー

ビスの開発を推進しており、今後世界で気候変動対策が進むほど

NECの貢献領域が拡大できると考えています。例えば、今後気候

変動の影響として増える自然災害（土砂災害や洪水、水不足、森

林火災など）に対しては、センサーやAIなどを活用することでシ

ミュレーションや予兆予測などを行うソリューションを開発して

います。世界的に気候変動対策が進むとどのくらいの貢献拡大が

期待できるかなど評価しています。 

   
 

 

    
 

 

TCFD 提言への賛同を表明 

NECは、これまで環境に特化したESG IRスモールミーティング

を実施したり、環境省の環境情報開示基盤事業への参加を通じ

て、気候変動のリスクや機会を含む環境活動情報を積極的に開示

してきました。TCFD提言は、ガバナンスを含め企業が気候変動対

策として必要な活動や仕組みを体系的に示しており、企業にとっ

て気候変動のリスクや機会への対応が適切に管理できると考えて

います。TCFD提言への賛同を表明することで、自社での活動を加

速するとともに、社会全体での気候変動対策の推進につながるこ

とを期待しています。 

洪水や土砂崩れに関するシミュレーションシステム 

土砂災害予兆検知システム 

テム 
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事業を通じた環境価値の提供事例 

インドネシア・森林火災監視・即応システム 

インドネシアでは、毎年発生する森林火災により、農業への影

響や森林の減少、健康、運輸、観光など環境・社会・経済的に多

くの影響を受け、さらにCO2排出量の増加にもつながることから

大きな社会問題となっています。 

NECは、2017年11月から独立行政法人国際協力機構（JICA）

の民間技術普及促進事業として住友林業株式会社と協働で、パラ

ンカラヤ大学、中部カリマンタン州地方防災局等と連携した「森

林火災監視・即応システム普及促進事業」を推進してきました

が、導入評価を通じてシステムの有効性・実用性を確認すること

ができました。 

システムは、広範囲をモニタリングしながら火災発生を迅速に

把握し、消火隊員のタブレット端末へ出動指令を表示することで

緊急出動につなげるとともに、火災の状況や消火活動の進捗など

をタブレット端末を通じ

て共有することで、効果

的・効率的な消火活動を

支援します。 

導入評価では擬似火災

を起こして、本システム

で火災発生の把握から消

火隊員の出動や消火活動

の状況把握ができること

を確認し、現地の消火隊

員にもシステムの有効

性、実用性を理解してい

ただけました。 

今回の成果をもとに、

システムや運用の改善を

行い、2019年度の本格導

入・拡大を目指していき

ます。 

 

食品ロス・廃棄の解決に向けた需給最適化 

世界人口が現在の70億人から2050年には1.3倍規模の90億人

を超え、それに伴い食料需要が1.7倍になると予想されています。

一方で世界中では生産された食料の1/3に相当する13億トンもの

食料が食べられることなく廃棄されています。日本も年間643万

トンもの食料が廃棄されていて、その約55％は流通過程（製造、

卸・物流、小売り）の過剰生産や売り残しが原因です＊。 

NECでは、ICT、特にAI（人工知能）を活用しながらサプライ

チェーンを最適化し、食品ロス・廃棄を減らすための仕組み”需給

最適化プラットフォーム”を提供しています。従来食品製造や小売

業が個別に行っていた需要予測に対し、需給最適化プラットフォ

ームでは、個々のプロセスの最適化はもちろん、バリューチェー

ン全体でデータを収集し、AIを活用して需要予測の精度を高める

ことができ、バリューチェーン上の生産や在庫、発注の最適化を

実現します。 

2018年2月から一般財団法人日本気象協会、2018年６月から

株式会社インテージと協業し、多様な業種・業界における製造、

卸・物流、販売のバリューチェーン全体で需給を最適化するビジ

ネスの展開を開始しています。 

今後も需給最適化プラットフォームを活用することでバリュー

チェーン全体での効率化を実現していきます。 

 

 

一般財団法人日本気象協会、株式会社インテージとの協業の概要 

 

＊農林水産省「食品ロス量（平成 28 年度推計値）」の公表について     

（平成 31 年 4 月 12 日） 

 

NEC エナジーソリューションズ蓄電システム 

近年、環境保全・低炭素社会の実現に向けて、再生可能エネルギ

ー発電が普及・拡大しています。再生可能エネルギー発電は天候に

より発電量が大きく変動するため、電力利用の効率化や電力系統の

安定化が課題となっています。こうした中、電力の需給バランスを

調整し、電力系統における周波数や電圧などの電力品質を維持する

ためにエネルギー関連子会社である米国のNECエナジーソリューシ

ョンズで製造する蓄電システムの導入を進めています。 

[2018年度の主な納入実績] 

・ロンドンの主要港であるティルベリー港に9MWの大型蓄電シス

テムを設置。既存の再生可能エネルギー発電設備と連携し、需

要家であるティルベリー港における電力利用の効率化に貢献 

・ブラジル最大手の配電会社であるネオエナジア（Neoenergia 

S.A）に、中型蓄電システムを提供。本システムはユネスコの世

界自然遺産にも指定されている同国フェルナンド・デ・ノロー

ニャ島に設置され、日照条件な

どにより発電量が変動する太陽

光発電について安定的で高効率

なエネルギー供給を実現。既存

のディーゼル発電からの置き換

えを促進し、環境保護にも貢

献。 

また、2019年度にはオールイン 

ワン向け中型蓄電システムを 

リリースし、工場や商業施設に 

おける需給バランス最適化や近年 

増加している地震や洪水など自然 

災害に対する「適応」対策の価値 

を訴求しています。 

今後も蓄電システム事業を通じて 

CO2排出削減に貢献し、気候変動 

に向けた取り組みを進めます。 

オールインワン中型蓄電システム 
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33-38  環境経営への取り組み 

NEC 

サステナビリティレポート

2019 

ガバナンス 環  境 サステナブル経営 

 

社  会 

環境に配慮した製品開発 

NECは、「品質」「コスト」「納期」に、「資源循環」「地球

温暖化防止」「グリーン化」を含む「エコロジー」と「法令遵守

（コンプライアンス）」の視点を加えて、資材調達からお客さま

の製品使用、廃棄までを踏まえたライフサイクル全体における製

品の環境負荷低減に取り組んでいます。 

 

 

エコシンボル制度 

NECが定めた環境配慮基準を満足する環境配慮型製品を「エコ

シンボル」として認証・登録しています。「エコシンボル」は、

ISOで定められた環境ラベルのうち、自己宣言型（タイプII）環境

ラベルにあたります。これは、事業者が自らの製品に対して独自

の基準を設け、その基準を満たしている製品に対して付与するラ

ベルです。エコシンボル基準に適合した製品は、製品カタログや

ウェブサイトなどへエコシンボルマークを貼付することで、環境

配慮されていることをアピールしています。 

エコシンボルスター 

「エコシンボル」の中でも、従来製品比でCO2排出量を50％削

減するなど、環境トップランナー製品として位置づけられる厳し

い基準に適合した製品・ソフト／サービスに対して「エコシンボ

ルスター」を付与しています。2018年度は、ハード製品11件、

ソフト／サービス4件の計15件が「エコシンボルスター」として

認定されました。 

 

 

［2018年度の主なエコシンボルスター登録事例］ 

●SX-Aurora TSUBASA（ VEカード/水冷 ） 

最先端LSI技術へのチャレンジや独自のコールドプレートにより

最大40℃の冷却水で高効率な冷却を可能にする独自技術により、前

機種SX-ACEと比較して同一演算性能時に設置面積1/10・消費電力

1/5となる小型化・低消費電力化を実現しました。 
 

 
 

●共創ワークサービス Zoom 

Zoomは高品質なビジュアルコミュニケーションによる「共創ワー

ク」が可能なクラウドサービスです。Zoomを活用することにより、

遠隔からの会議参加やテレワークが可能となるため、移動時間や交

通費などの移動コストを削減。CO2排出量を約53%削減できます。 

 

生物多様性保全への取り組み 

我孫子事業場での生物多様性保全活動 

NEC我孫子事業場の敷地内には、利根川から派生してできたと

考えられる湧水池「通称：四つ池」があります。この池の周辺で

は環境省指定の絶滅危惧種IB類（EN）の「オオモノサシトンボ」

の生息が確認されているため、NECは、手賀沼水生生物研究会と

協働で2009年から「オオモノサシトンボ」の保全活動を推進して

います。2018年度は、ヤゴ（トンボの幼虫）の脅威となる特定外

来生物のオオクチバスやブルーギルの駆除するために2019年1月

から2月にかけて四つ池の2つの池を池干ししました。 

 

     

 

  
 

NEC我孫子事業場での生物多様性保全活動は、手賀沼水生生物

研究会のほかに、有識者の先生や我孫子市、千葉県生物多様性セ

ンターが参加するダイアログを年1回開催し、活動成果の確認と、

今後の取り組みについて検討しています。 

CO
2
排出量 79% 削減 

CO2排出量 53% 削減 

 手賀沼水生生物研究会

 鈴木 盛智 代表

2009 年から 10 年にわたり NEC と連携して

保全活動を行っています。2018 年も「オオモノ

サシトンボ」が観察できたので安心しました。

毎年成果を見ながらいろいろ対策を工夫してい

ます。引き続き、楽しみながら、味わいなが

ら、知ることを喜びながら活動していきたいと

思います。 

エコシンボル制度 
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33-38  環境経営への取り組み 

NEC 

サステナビリティレポート

2019 

ガバナンス 環  境 サステナブル経営 

 

社  会 

事業活動に伴う環境負荷 

NECは、事業活動に伴い発生する環境負荷を継続的に減らす取

り組みをすべての拠点で推進しています。 

各拠点での環境負荷はICTを活用して定期的に集計し、マテリ

アルバランスとして公表するとともに、拠点ごとにそれぞれの環

境負荷に対して削減目標を設定し、環境負荷を最小化するための

対策を計画的に実施しています。 

 

マテリアルバランス 

事業活動のためのエネルギーおよび資源の投入量（インプッ

ト）と、その活動に伴い発生した環境負荷物質（アウトプット）

は、マテリアルバランスとして管理しています。自社だけでな

く、ライフサイクルで管理することで、サプライチェーン全体で

環境負荷の削減を目指しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サプライチェーン全体の CO₂ 排出量 

CO2排出量については、GHGプロトコルイニシアチブが2011年

10月に発効した「Scope3スタンダード」に基づきScope1、2、

3のそれぞれの排出量を集計しています。また、Scope3について

15のカテゴリーごとに排出量を集計しています。 

NECのCO2排出量は、サプライチェーン全体の94％がScope3

からの排出で、カテゴリー11の販売した製品の仕様による排出が

最も多いことから、社会全体からのCO₂排出量の削減には、製品

のエネルギー効率の改善が重要と言えます。 

なお、マテリアルバランスの実績および、Scope3の集計に関し

ては、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。 

 

 

 

マテリアルバランス（2018 年度） 

サプライチェーン全体の CO2排出量（2018 年度） 

マテリアルバランス（2018 年度） 
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