
 中長期目標

2050年を見据えた気候変動対策指針

　NECは、安全・安心・公平・効率という社会価値を創造する「社会ソリュー
ション事業」をグローバルに推進しています。その中で、持続可能な社会の
実現に向けて世界的な脱炭素化や地域ごとでの気候変動による影響への
備えが今後ますます重要となるという認識のもと、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ました。具体的には、気
候変動に対して「緩和」と「適応」の両面から、自社のサステナブルな経営
基盤の構築と共創によるサステナブル社会の実現を推進することを、次の
4つのポイントで示しています。

•  サプライチェーンからのCO2排出量ゼロに向けた削減
•  サプライチェーンでの気候変動リスクへの対策徹底
•  世界が目指す低炭素社会の実現
•  気候変動リスクに強い安全・安心な社会の実現

　これは、2050年に向けて自社の経営基盤をより持続可能なものへと 
強化し、さらにNECがお客さまと持続可能な社会を共創していく姿を示す
ものです。
　この中の「サプライチェーンからのCO2排出量ゼロに向けた削減」につい
ては、最新・最先端の省エネ技術によるエネルギー使用量の削減や再生可
能エネルギーの導入拡大などを通じて、自社の事業活動に伴うCO2排出量

（Scope 1、2）を2050年までに実質ゼロとすることを宣言しました。

「2050年を見据えた気候変動対策指針」

Ⅰ.サステナブルな経営基盤の構築

Ⅱ.共創によるサステナブル社会の実現

気
候
変
動
へ
の
「
適
応
」

気
候
変
動
の
「
緩
和
」

サプライチェーンからの
CO₂排出量ゼロに向けた削減

サプライチェーンでの
気候変動リスクへの対策徹底

気候変動リスクに強い
安全・安心な社会の実現

世界が目指す低炭素社会の実現
世界の平均気温上昇を1.5～2度未満に抑える
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NEC環境ターゲット2030

　NECは2030年を見据えた新たな環境経営目標として、 「NEC環境ターゲット2030」を策定しました。 これは、これ
までの環境計画である「NECグループ環境経営行動計画2020／2030」の2020年度目標の目標年に達したこと、

「2020年気候変動対策目標」の達成、NEC Wayの見直し、および社外動向を考慮したためです。
　「NEC環境ターゲット2030」は、自社の環境負荷・リスクの継続的な低減（極小化）と、事業を通じた貢献の拡大（最
大化）の両面から取り組むことを示しています。自社の環境負荷・リスクの低減では、カーボンニュートラルなど気候
変 動 対 策 へ の 社 会 的 な 要 請 の 高まりを受 けて、自 社 の 気 候 変 動 対 策 目 標 を「SBT well below 2℃*1」から

NEC環境ターゲット2030

主なKPI ：

自社の環境負荷・リスクの継続的な低減 (極小化)
サプライチェーン全体での継続的な環境負荷低減と、

環境リスク・コンプライアンス対策を徹底し、持続可能な社会にふさわしい企業であり続ける。

主なKPI ：

SBT＊2 1.5℃
2017年度比 55%

RE100*3 サプライチェーン
CO₂排出削減

2017年度比 33%

事業を通じた貢献の拡大 (最大化)

環境貢献事業売上高、環境価値の拡大

ICTイノベーションを通じて、脱炭素社会の実現、地球温暖化対策の実施、
水・食の安全などの課題の解決に貢献し続ける。

*2 Science Based Targets の略。パリ協定が求める水準と整合した、5～15年先を目標年として企業が設定する、温室効果ガス排出削減目標。
*3企業が自らの事業の使用電力を100％再生可能エネルギーで賄うことを目指す国際的なイニシアティブ。

「SBT1.5℃」へレベルを引き上げ、サプライチェーン全体での環境負荷・リスクの削減を強化しています。事業を通じ
た貢献では、従来の取り組みの中心であった気候変動対策（緩和／適応）だけでなく、サーキュラーエコノミーの 
実現、水と食の安全や生物多様性保全などの環境課題にも広く価値を提供することで、環境面から事業拡大に貢献
することを目指します。
　「NEC環境ターゲット2030」の達成に向け、そこからバックキャストした5ヵ年の活動計画を、「NECエコ・アクション
プラン2025」として具体化し、NECグループ全体で活動を推進しています。

*1 世界の気温上昇を産業革命前より2℃を十分に下回る水準
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SBT進捗

 NECのSBT
　NECは2017年に、温室効果ガス排出削減目標を、パリ協定の達成に科学的に根拠ある水準の目標（Science 
Based Targets：SBT）とすることへコミットしました。その後、この目標は2018年に「SBTイニシアチブ」からSBTとし
て認定され、2019年には、新基準における「well below 2℃」と位置づけられました。
　また、脱炭素を加速するために、NECは2021年の5月にScope 1、2の目標を、「well below 2℃」レベルから

「1.5℃」レベルに引き上げました。これにより、2030年までの削減目標を33%から55%に強化しました。「1.5℃」 
レベルの目標設定により、2050年までの温室効果ガス排出実質ゼロに向かって着実に前進します。
　さらに、サプライチェーンからの温室効果ガス排出削減を目指し、Scope 3のカテゴリー1（購入した製品・サービ
ス）、カテゴリー3（Scope 1、2に含まれない燃料、エネルギー活動）およびカテゴリー11（販売した製品の使用）の目
標も設定しました。お取引先やお客さまと協力して、温室効果ガス排出削減を進めていきます。

2030年度までに温室効果ガス排出量を2017年度比で55%削減

2030年度までにカテゴリー1（購入した製品・サービス）、カテゴリー3（Scope1、2に
含まれない燃料、エネルギー活動）およびカテゴリー11（販売した製品の使用）からの
温室効果ガス排出量を2017年度比で33％削減
Scope 3の対象範囲：カテゴリー1の35％、カテゴリー3の100％、カテゴリー11の100％

Scope 1+2 :

Scope 3 :

NECのSBT

2025中期経営計画
(2021~2025)

整合

NEC Way 

2050年を見据えた気候変動対策指針

NEC環境ターゲット2030 (2021年 3月策定)

NECエコ・アクションプラン2025

各ビジネスユニット・グループ会社ごとの活動目標、施策への展開、活動促進

社員一人ひとりの具体的な環境行動

進捗評価中期的な課題

成果の集計各組織の目標・施策への展開

活動状況の確認日常業務での環境行動促進

NEC 2030VISION
整合

NECエコ・アクションプラン2025

　「NECエコ・アクションプラン2025」は、「2050年を見据えた気候変動対策指針」や「NEC環境ターゲット2030」の
達成に向けた5ヵ年計画です。

 RE100
　NECは、2021年5月、グローバル規模で再生可能エネルギー（以下、再エネ）の大幅な普及拡大を目指す「RE100」
に加盟しました。RE100は、国際的に活動するNGO団体である The Climate Group とCDPとのパートナーシップの
もとで運営されるイニシアチブで、使用電力を100%再エネ由来とすることを目指す企業で構成されています。
　NECは2050年までに再エネ電力100%を目指します。2020年度の実績は8.6%でした。設置可能なすべての屋根
に太陽光発電設備を設置する方針で活動を推進しています。また、グリーン
電力の購入も進めています。デンマークにある海外関係会社KMD Holding
社では、2020年度から電力を100%再エネで賄っています。

※ Scope3カテゴリー1の係数を見直したことにより、2017年度以降のScope3全体の排出量を修正しています。

 重点活動項目
　以下の3つの視点から、「重点活動項目」を11項目選定しました。

1. 自社のリスク・負荷低減
2. 事業を通じた貢献の拡大
3. 環境経営を推進するための基盤づくり
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活動テーマ 指標 2025年度目標

排
出
量
削
減

自
社

総量（絶対値）削減（SBT） エネルギー由来CO2排出量（絶対値）の削減率（2017年度比） －33.6%

再生可能エネルギーの導入拡大 再生可能エネルギー電力使用量 78,000MWh

サ
プ
ラ
イ

チ
ェ
ー
ン

カテゴリー1削減（SBT） 購入した製品・サービスのCO2排出量削減率（2017年度比） －6.0%

カテゴリー11削減（SBT） 製品のエネルギー効率改善率（2013年度製品比） 90.0%

水使用量の削減 削減率（2018年度比） －3.5%

廃棄物排出量の削減 削減率（2018年度比） －4.8%

CO2

3. 環境経営を推進するための基盤づくり
　従業員一人ひとりの環境意識の向上に向け、環境教育の受講を徹底しています。

2. 事業を通じた貢献の拡大
　環境貢献事業の売上高（グリーンレベニュー）を伸ばすことで、事業成長と貢献拡大のスパイラルアップを目指し
ます。そのために、既存事業の環境価値の明確化と環境課題を起点としたソリューションの創出に取り組んでいます。

1. 自社のリスク・負荷低減
　CO2排出量削減に関しては、SBTやRE100を着実に達成するための目標を設定しました。また、水や廃棄物に関しても引き続き環境負荷・リスクを低減します。

活動テーマ 2025年度目標
環境価値（顧客DX化によるCO2排出量削減の貢献など）・
環境貢献事業売上（グリーンレベニューなど）拡大に向けた
仕組みづくり

環境価値貢献事業の定義と2030年度目標の設定

環境ビジネスアセットの整理とエコアピール促進 環境ビジネスアセットの更新（毎年）

新たな環境ソリューション、研究開発テーマ創出 環境ビジネス検討ワークショップ開催

活動項目 指標 2025年度目標

全従業員の
環境意識向上 環境教育受講率

国内
95%以上

海外
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 管理項目
　重点活動以外にも、以下の管理項目を設定し取り組んでいます。

領域 テーマ 管理内容 目標

自社の
環境負荷削減

地球温暖化防止
1 エネルギー使用量（原単位）の削減率 前年度比－1%
2 物流によるエネルギー使用量原単位の削減 前年度比－1%

資源有効利用促進
3 ゼロエミッション 達成継続
4 紙購入量（コピー、EDP用紙） 2005年度レベルを維持、もしくは削減に努める（法人単位）
5 回収した使用済み製品の資源再利用 資源再利用化率90%以上

汚染防止（大気・水質）
6 NOx、SOx排出量 2017年度比1%以上削減
7 BOD、COD排出量 2017年度比1%以上削減

化学物質使用量削減
8 化学物質購入量 2017年度比1%以上削減
9 揮発性有機化学物質（VOC）排出量 2017年度比1%以上削減

リスク対策

法令遵守
（届出・報告・排出）

10 化学物質収支管理 100%実施
11 化学物質購買規制 100%実施

RoHS適合 12 全製品の適合状況 100%適合

環境アセスメント
13 設備・化学物質、新規廃棄物の事前評価・製法アセスメント 100%実施
14 工場・建物の新設、撤去時の環境アセスメント 100%実施

製品・ソリューションの
環境負荷低減

ハード製品
15 機器の外装筐体用プラスチックへの臭素系難燃剤未使用率 95%以上
16 機器の外部筐体用プラスチックへのエコプラスチック使用率 ー
17 エコシンボルの継続取得 100%実施

ソフトウェア製品
18 環境アセスメント実施率 100%実施
19 環境影響評価対象製品の評価実施率 100%実施

ハード、ソフト共通
20 エコシンボルスター申請 ー
21 エコアピールプロポーザルの推進 ー

環境コミュニケーション
環境活動情報の発信 22 広報の実施件数 ー
地域貢献の促進 23 地域貢献活動件数 ー

生物多様性 事業場および周辺での
生態系保全活動 24 有識者や地域NPOと連携した保全対策の実施件数 10件／年以上
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