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製品・サービスへの取り組み 

環境に配慮した製品開発 

NECは、従来の製品開発である「品質」「コスト」「納期」

に、「エコロジー」（資源循環・地球温暖化防止・グリーン化）

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、廃棄までをふ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たす環境配慮型製品・ソフト／

サービスを３階層に分け認証・登録しています。 

「エコプロダクツ」は、製品の新規開発時に各事業部で実施し

ている製品アセスメントにおいて、NECが独自に定めた基本的環

境要件となるエコプロダクツ基準をすべて満たしたことが確認さ

れた製品です。 

「エコシンボル」では、エコプロダクツ製品のうち、環境先進性や

さらなる環境配慮を求めたエコシンボル基準に適合した製品です。 

「エコシンボルスター」は、「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

ービスです。 

2019年度は、ハード製品8件、ソフト／サービス2件の計10件が

「エコシンボルスター」として認定されました。 

基準に適合した製品は製品カタログ、ホームページなどにマー

クを貼付しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 年度のエコシンボルスター登録事例 

 

●車両インタフェースボックス（E1834-01） 

消防業界初、準天頂衛星システムみちびきの災害・危機管理通

報サービス「災危通報」に対応した小型車載器です。 

119番の通報を受け、消防車や救急車を災害現場へいち早く到着

させるために、GPS、センサ、車両信号を組み合わせて正確なナ

ビゲーションを行います。従来機器より大幅に小型・軽量化し、

機器1台当たりの環境負荷を95％削減することができました。 

みちびきからの高精度な車両位置情報が取得できることで災害

現場まで最適なルートで到着し、より迅速な災害対応にあたるこ

とができ、CO2削減にもつながっています。 

消防業界初の災危通報サービスに対応することで、消防活動の

高度化・安全確保に貢献します。 

 

●SX-Aurora TSUBASA（VE1Eカード/水冷モデル） 

スーパーコンピュータのアプリケーション演算処理を行うベク

トルエンジン「VE1Eカード／水冷モデル」では、従来モデルよ

り、メモリ帯域の向上による実効性能の改善や水冷機構品の実装

位置ごとの最適化により、従来の2倍の実装密度を実現しました。

これにより、従来モデルでCO₂排出削減率50%以上を達成してい

ましたが、さらに年間CO2排出量を従来比で3％改善することがで

きます。 

 

 
 

 

●バッチ系システムの開発基盤 SDE for Batch 

バッチ系システムを開発するプロジェクトにおいて、本ツール

を導入することにより、従来手書きしていたコードや設計書を自

動生成することができます。特にバッチ系システムでは定型的な

処理が多いため、自動生成できるソース行が多く、また統一感の

取れた成果物が得られるため、保守性も向上します。 

 

 エコシンボルスター製品（ハード） 

 エコシンボルスター製品（ソフト） 

 準天頂衛星システムみちびき 

 SX-Aurora TSUBASA 

 バッチ系システムの開発基盤 SDE for Batch  

エコシンボル制度 

 

小型車載器 車両運用端末装置 

https://jpn.nec.com/eco/ja/product/eco/index.html
https://qzss.go.jp/usage/userreport/nec_200210.html
https://jpn.nec.com/eco/ja/product/hard/index.html
https://jpn.nec.com/hpc/sxauroratsubasa/index.html?
https://jpn.nec.com/SystemDirectorEnterprise/Batch/overview.html
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グリーン調達 

グリーン調達方針 

NECは、循環型社会の構築に向けたグリーン製品市場の拡大

と、それに対応した環境配慮型製品の開発促進、設計・開発者の

意識啓発を目的として、「環境意識の高いお取引先、環境負荷の

小さな製造工程、環境負荷の小さな部品・部材」をコンセプト

に、環境へ配慮しているものを優先的に調達する「グリーン調

達」を全社的に取り組んでいます。 

 

2002年度より「全製品を環境配慮型へ」という目標のもと、グ

リーン認定を開始し、2006年度以降はグリーン認定の取引先から

の調達率100％を達成しています。 

 

また、環境格付け評価制度を導入し、お客さまの環境保全活動

を評価・格付し、グリーン認定取引先のうち、さらに環境配慮活

動に積極的なところからの優先的調達を進めています。 

お取引先の評価対象には、部材・部品に加え、ソフト・サービ

スなどの無形製品のお取引先も含まれています。 

 

 
 

 

グリーン調達ガイドライン 

グリーン調達を推進するため、「グリーン調達ガイドライン」

を制定しています。ガイドラインでは、グリーン調達に関して、

最低限遵守していただきたい「必須条件」と、お取引先の環境活

動に取り込まれるよう配慮していただきたい「要望事項」を示し

ています。 

このうち、お取引先への「必須条件」については、NEC製品に

組み込まれる調達品またはNEC製品とともに出荷される調達品の

場合は以下①～④を、それ以外のソフト、サービス、薬品、ガ

ス、および設備などの調達品については、①を満足することを条

件としています。 

 

 

 

【必須条件】 

 

① 環境マネジメントシステムの構築製品を開発、製造して

いる工場、および製品を販売しているオフィスなどにお

いて、環境マネジメントシステムを構築していること。 

 

② NECが指定する「使用禁止物質」を、製造工程内で使用

していないこと。 

 

③ 調達品に含有する化学物質調査に対してご回答いただけ

ること。 

 

④ NECが定める「含有禁止物質」および「条件つき含有禁

止物質」が非含有であること。 

 

グリーン調達支援システム 

1997年から、NECではお取引先から購入する調達品において環

境影響物質の含有状況を調査し、グリーン調達支援システム

（CHEMSIS）に登録し管理しています。このデータベースを活用

して、すべてのNEC製品で国内外の化学物質規制に適切に対応す

るとともに環境負荷低減にも配慮した製品開発につなげています。 

 

 

 

 

 

 

 グリーン調達ガイドライン 

  

グリーン調達

グリーン調達先としての必須条件を満たすお取引先を認定

お取引先の環境保全活動を評価、格付けさせていただき、
コスト・品質・納期に、環境を加味してお取引先選定

NECのグリーン調達コンセプト

環境意識の高いお取引先

環境負荷の小さな製造工程

環境負荷の小さな部品・部材

お取引先評価

グリーン認定

環境格付け

2006年度よりソフト・サービスを含め
グリーン調達率100％を達成

https://jpn.nec.com/eco/ja/product/green/pdf/green_procurement_JP.pdf
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製品含有化学物質規制への対応 

NECは、海外のRoHS指令やREACH規則に代表されるグローバ

ルな製品含有化学物質規制への対応を図っています。これらの法

規制に適切に対応するために、サプライチェーンを通じた含有化

学物質情報の授受およびNEC内部での情報管理体制の強化を進め

ています。 

 

製品に含有する化学物質情報の授受では、個別のルールを持込

むのではなく、国際標準（IEC62474）に準拠した製品含有化学物

質情報の伝達スキーム「chemSHERPA」（ケムシェルパ）を共通

利用することが合理的であり、情報を提供する側および情報を受

け取る側の双方の作業負荷低減にも資すると考えます。NECは、

JAMP※1が運用するchemSHERPA-CI※2およびchemSHERPA-AI※

3を利用するコンプライアンス体制を構築しています。 

 

※１ JAMP：アーティクルマネジメント推進協議会  

※２ 物質または調剤が含有する法令対応で必要な含有化学物質情報を記載するシート 

※３ 成形品が含有する法令対応で必要な含有化学物質情報を記載するシート  

 

 

欧州 RoHS 指令への対応 

欧州RoHS指令は、電気・電子製品中の鉛、水銀、カドミウムな

ど10物質群の含有を原則、禁止します。NECは、お取引先に対し

納入品の欧州RoHS指令への適合をお願いするとともに、調達部

品・材料における含有禁止物質の含有状況を調査させていただい

ています。これらの取り組みを通じて、NECブランド製品は、原

則、欧州RoHS指令に適合しています。 

 

＜代替化の推進＞ 

2019年7月より含有が禁止となったフタル酸化合物（４物質）

については、法律の施行1年前から調達品への含有を禁止し、代替

化を進めてきました。 

鉛はんだは、鉛フリーはんだへの代替化を進めました。 

顔料および塗料については、鉛／カドミウム／六価クロムが非

含有の処理に変更しました。 

PBDEならびにPBB含有品については、1997年から調達禁止と

しており、他の難燃剤を使用しています。 

六価クロメート処理鋼板は、三価クロメート処理・有機被膜・

ニッケルメッキ・ステンレスなどへの代替化を進めました。 

 

＜適用除外品の管理＞ 

欧州RoHS指令は、一定の条件のもとで禁止物質の含有を認める

適用除外があります。法律が定める期間内での利用が可能である

一方で、適切なタイミングでの確実な代替化が求められます。 

 

NECは、chemSHERPA-AIで集めた調達品の含有化学物質情報

を、CHEMSIS（ケムシス）と称する社内システムで一元管理し、

含有禁止物質の閾値超過含有の有・無、適用除外期限に関する自

動判定をすることでリスク管理を行っています。併せて、お取引

先に対しては、適用除外期限の６ヵ月前までのご対応をお願いし

ています。 

 

＜分析による確認＞ 

リスクが高いと判断された調達品に対しては、お取引先から分析

データを取得するとともに、必要に応じて個別分析による非含有の

確認も行います。NECグループでは、生産工場内に蛍光Ｘ線分析

装置を導入し、鉛・カドミウム・水銀・六価クロムなどの一部の含

有禁止物質に対する非含有確認を行う体制を整えています。 

 

欧州 REACH 規則への対応 

欧州REACH規則には、含有を禁止する制限物質と含有を認める

一方で閾値を超える場合は、製品受領者への情報提供の義務が生

じる高懸念物質（SVHC：Substances of Very High Concern)が

あります。 

NECは、chemSHERPA-AIを用い、お取引先に上述の化学物質

情報の提供をお願いするとともに、得られた回答をCHEMSIS（ケ

ムシス）と称する社内システムで一元管理することで、制限物質

の有・無、SVHCの超過含有の有・無を管理しています。 

 

 

その他のグローバル規則への対応 

欧州RoHS指令や欧州REACH規則以外にも、NECではグローバ

ルに拡大する製品含有化学物質規制に、現地法人、国内外の関連

業界団体などと連携しながら全事業部門一丸となって対応してい

ます。 
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資源循環 

NECは、持続可能な社会を実現するために、生産から使用、リ

サイクルまで一貫した資源循環への取り組みを行っています。特

に、これまでたくさんのお客さまにご使用いただいたハード製品

には、多くの資源が使われていることから、回収しリサイクルす

ることで、限りある資源を有効に使うことに取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回収・リサイクル 

NECでは、1969年より法人のお客さまから使用済みとなったコ

ンピュータなどの情報通信機器を回収し、再利用、再資源化して

います。 

 

2001年「資源の有効な利用の促進に関する法律」が改正され、

企業から排出される使用済みパソコンの回収・再資源化が義務化

されましたが、NECでは「広域的処理認定業者」の認定資格を活

用し、法律の施行と同時に他社メーカーに先駆け、パソコンの回

収サービスを行っています。 

 

2019年度の使用済み情報機器（コンピュータ、パソコン、プリ

ンタなど）の回収量は、法人系で約1627トンと前年度比で約18％

の減少となりました。再資源化率※1は昨年度とほぼ同じく98%と

なっています。また資源有効利用促進法の定義による資源再利用

率※2も昨年度とほぼ同様に90%となりました。今後はプラスチッ

クなどの再資源化を推進し、さらなる再資源化の向上を推進して

いきます。 

 

回収・再資源化した製品の内訳 

 

 

 

 

使用済み IT 機器の回収量および再資源化率推移 

 

 

※1 再資源化率：  

 回収された使用済み情報通信機器の全体重量のうち、リユース、マテリアルリ

サイクル、サーマルリサイクルされた物の重量の比  

※2 資源再利用率：  

 回収された使用済み情報通信機器の全体重量のうち、再生部品（部品リユー

ス）もしくは再生資源（マテリアルリサイクル）として利用することができる

状態にした物の重量の比（資源有効利用促進法の定義）。 

 

 

 

 

［再資源化によるWi-Fiルータ〕 

 

Wi-Fiルータやセキュリティ機器などを含むホームゲートウェイ

製品では、自社レンタルを実施しており、戻ってきた製品の廃棄

物の削減、再生資源の有効活用に積極的に取り組んでいます。 

 

NECの関係会社であるNECプラットフォームズ掛川工場では、

生産したWi-Fiルータのリサイクル再製品化を行っています。使用

年数を終えたルータをお客さまから回収し、筐体に使用されている

プラスチック材を解体、粉砕し、ペレット化した後、成形し再び

Wi-Fiルータの筐体として、再商品化しています。 

これらの取り組みは、「資源循環技術・システム表彰」を受賞

するなど、外部からも高い評価をいただいています。 

 

 

 

 

  

リサイクル 

Wi-Fi ルータのリサイクル 

生産

使用

資源
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海洋プラスチック問題への対応 

昨今プラスチックが世界的な環境問題へと発展しています。プ

ラスチックごみの一部は利用後きちんと処理されず、環境中に流

出しています。陸から出たプラスチックごみの多くは風や川に流

され、最終的に行きつく場所は「海」です。海に流失したプラス

チックは紫外線などの影響を受け、やがてマイクロプラスチック

と呼ばれる5mm以下の小さな粒子となり、分解されずに長期にわ

たって海中に存在し続けます。このままいくと、2050年には魚の

量よりもプラスチックの量が多くなるといわれています。 

 

このような事態をふまえて、NECでは製品のバイオプラスチッ

ク化やマイクロプラスチックの研究、社内での削減活動をとおし

て、海洋プラスチック問題の解決に取り組んでいます。 

 

マイクロプラスチックの分析技術の開発支援 

マイクロプラスチックは、生態系への影響はもちろん、食物連

鎖を通じた人体への影響も懸念されています。マイクロプラスチ

ックの海中における実態を明らかにするために、採取した多量の

試料を、効率的かつ高精度に分析する技術の開発が求められてい

ます。 

 

NECは、国立研究開発法人海洋研究開発機構（JAMSTEC）が

進めるこの技術開発を、ICTにより支援しています。具体的には、

蛍光顕微鏡により観察される微細なマイクロプラスチックを対象

に、AIを活用することで、自動的にサイズを計測し、形状を分類

してデータ化するシステムを目指しています。試作システムを用

いた実証実験では、短時間で多量のマイクロプラスチックの情報

をデータ化することができ、有用性が確認できました。将来、こ

の様な分析技術が確立されて広く普及し、海洋マイクロプラスチ

ックの実態解明が進むことで、具体的な環境汚染リスクの評価

や、排出規制の検討などにつながることが期待されます。引き続

き、海洋プラスチックごみ問題に対してICT技術による貢献を目指

します。 

 

(※)補足：上記活動は独立行政法人環境再生保全機構の環境研究総合推進費（SⅡ-

2）にて実施。  

 

 

社内での削減活動 

NECでは、海洋プラスチックごみ問題に対して、従業員一人ひ

とりの意識改革と自発的な行動を推進しています。 

2019年10月より、社内来客フロアでの提供飲料をペットボトル

飲料からアルミ缶飲料へと変更しました（ミネラルウォーターを

除く）。 

社内売店で提供するレジ袋に関しては、2019年6月の環境月間

にて、従業員からエコバックを無償で提供してもらい、従業員間

でエコバックをシェアリングすることで、レジ袋の利用を減らす

「シェアリング・エコバッグ」施策を実施し、社内の意識醸成を

図りました。この施策を経て、2020年1月より、NEC本社ビル、

玉川、府中、我孫子、相模原、関西ビル各事業場内のレジ袋を廃

止しました。廃止に伴い、前年同期比（1－2月）でレジ袋の利用

数は約7割削減できました。4月からは、廃止対象をNEC以外のグ

ループ会社へも拡大しています。 

また、レジ袋廃止に加え、売店内のカフェコーナーのストロー

を撤廃するとともに、紙製へのマドラーに変更しました。 

 

 

ごみの分別回収に向けた取り組み 

ごみの分別は自治体によってルールが異なります。NECでは、

事業場ごとに分別ルールをわかりやすく紹介したポスターを作成

し、従業員一人ひとりが適切にごみを分別・リサイクルできるよ

うにしています。 

海に打ち上げられたプラスチックを含むごみ 

 



 
 

44 

サステナブル 

経営 
環  境 ガバナンス 社  会 

 24   2019年度環境活動ハイライト 30-38  特集：気候変動と TCFD対応  

 25   気候変動を核とした環境課題への対応 39-44  製品・サービスへの取り組み  

 26-29  環境方針とマネジメント 45-51  生産・オフィスでの取り組み  

 

 

高級感あふれるセルロース系高機能バイオ素材 NeCycle® 

 

「NeCycle®（ニューサイクル）」は非可食性のバイオマスであるセルロースを原料としながら、バイオプラスチッ

クの機能性に加え、装飾性という新たな付加価値をつけ実現した、これまでとはまったく新しいバイオ素材です。漆塗

りのような高級感あふれる黒は、日本を代表する漆芸家下出祐太郎氏との共同研究を経て実現しました。NeCycle®

は、通常のプラスチックと同じように、金型を使った射出成形を活用することができ、また塗装工程なしで自由に成形

できるため、これまで漆塗りで実現できなかった形状の部材でも表現できます。 

 

2019年10月には、「環境と成長の好循環」のコンセプト実現に向けた非連続イノベーションについて議論する「グ

リーンイノベーション・サミット」が日本で開催されました。この中で、総理官邸にて行われた「グリーンイノベーシ

ョン・サミットレセプション」で、来賓に振る舞われた和菓子の小皿に、「NeCycle®」が採用されました。

「NeCycle®」は海に流れても、長期的には木材と同じように分解される特徴を有し、海洋プラスチックごみ問題を解

決するための「非連続のイノベーション」の事例としてご紹介いただきました。 

 

NEC の最先端技術 

 




