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資源循環と汚染防止への取り組み
考え方

資源循環への取り組み

NECは、限りある資源の有効活用により持続可能な社会を実現するた

廃棄物排出量

め、環境方針に基づき、生産から使用、リサイクルまで一貫した資源循環へ

廃棄物の排出量と原単位の推移
廃棄物排出量（千t）
売上高原単位（t/億円）

年0.7%ずつ削減する目標を設定し、活動しています。

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

これは、有価物売却の推進・拡大や分別廃棄の徹底、電子化の推進による

資源を有効に使うことに取り組んでいます。

（千t）

NECでは、環境負荷の低減のため、廃棄物の排出量を2018年度比で毎

の取り組みと各過程で発生する廃棄物などの環境負荷の低減を行っていま

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、
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2020年度は、前年度比7%削減することができ、目標を達成しました。

紙使用削減、緩衝材のリユース等の取り組みを行ったためです。

また、廃棄物の適正処理をより徹底するために、廃棄物処理を委託して

回収とリサイクル

いる業者に対して、委託した産業廃棄物が適正に処理されているかの現地

1(&資源循環イメージ

2.
確認を定期的に行っています。

生産

資源

生産

1(&資源循環
イメージ

30

26

20

0.97

1.25

36

1.2

2017

廃棄物排出量内訳

用後に適切な廃棄がなされなかった場合、環境負荷に重大なインパクトを
与えると考えています。そのため、NECでは電機業界では初めてとなる「広域

年度

的処理認定業者」の認定資格を2001年に取得し、回収・再資源化に努めて

います。また、製品製造に要する部品には、製品設計の段階から将来リサイ

クルしやすく、無害であることを念頭に置き、部品調達を行っています。

率* 198%、資源再生利用率*291%と、高い水準を保っています。今後も限り

ある資源を有効に使うため、再資源化に努めます。

1.2
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NECでは、サーバやルータ・無線通信機器などの情報機器を製造・販売

44

1.42

39

0.4

0

しています。情報機器製品には多品種の化学物質材料が使われており、使

*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）。

38

1.64

10

2020年度の情報通信機器製品の使用済み回収量は1,922tで、再資源化

回収
リサイクル

2

43

40

重大なインパクトを与える廃棄物

使用
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海洋プラスチック問題への対応

NEC 地域資源循環サービス

NECでは、事業と社内活動の両面で海洋プラスチック問題の解決に向け

NECでは、サーキュラーエコノミーの実現に向けた、地域の資源循環や

て取り組んでいます。事業活動では、バイオ素材の製品開発やAIを用いた

地域コミュニティづくりの推進を目指しています。

動では、ペットボトル削減活動や社内売店でのレジ袋廃止を行っています。

資源の回収状況や地域住民の参加状況を可視化し、資源エネルギーの地

マイクロプラスチックの分析技術の開発支援を行っています。また、社内活

本サービスは、地域のごみステーションに回収される生ごみなどの循環

域内循環を促すことを目的としています。

住民はごみステーション訪問のたびに専用のICカードをチェックイン端

ホームゲートウェイ製品のリサイクル

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、

末にかざすだけで、資源循環に関する活動を記録することができます。ま

た、活動記録時に行動経済学のナッジ理論* 3に基づいた感謝のフィードバッ

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

ク
（明治大学・後藤 晶先生 監修）を提供します。このフィードバックにより、

有効活用に積極的に取り組んでいます。

住民が記録を続けるモチベーションを高める効果が期待できます。

NECの関係会社であるNECプラットフォームズ（株）掛川事業所では、

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

*3 ナッジ：行動科学の知見に基づく工夫や仕組みによって、人々がより望ましい行動を自発的に選択
するよう促す手法

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。

ホームゲートウェイ製品

ICTを活用した生ごみ分別の参加状況可視化実験

NECの子会社であるNECソリューションイノベータ
（株）において、アミタ

（株）および（有）
リアス・エンジニアリングと共創し、住民の生ごみ分別・回
収への参加意識を高めていく実証実験が行われました。本実証実験は、環

クローズドリサイクルシステム

NECプラットフォームズ㈱
掛川事業所

資源化

使用済み製品

お客様

発送

再生製品

解体・分別
ライン

リサイクル業者

プラスチック

電子基板

粉砕・加工

材料メーカー

組立ライン

プラスチック成形

プラスチック成型
メーカー

2004年度開始
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付表・データ集

境省主催 令和元年度「ベストナッジ賞」コンテストにおいて、
「ベストナッジ
賞」を受賞しています。
解決したい課題

当該地域において、アミタ
（株）による、資源・エネルギーの地域内循環

を担う拠点としてのバイオガス施設が開設された。本施設の効果を高める

ため、ごみの回収量を増やすとともに、地域住民の協力を得て分別品質を
高める必要がある。
取り組み

・生ごみ分別参加状況把握の効率化。

・住 民の参加意識向上を促す仕組みづくり
（回収状況や分別参加に対する
感謝のフィードバック）。

効果

・導 入した地域における回収量の増加、分別品質の向上を確認できた。

・生ごみ分別の参加状況把握の効率化と、
「感謝の研究」をベースにしたナッジ

の手法を用いて、ごみの分別に対する当該地域の人々の行動変容を促した。

ICTを活用した生ごみ分別の参加状況可視化実験

基板・プラ・紙

回収

ガバナンス
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NECのデジタル技術で実現する循環型社会への変革
循環型社会への変革では、資源や製品の状態や所在、利用状況などについてライフサイクルを通じてとらえる必

対処

が重要であり、フィジカル技術との連携が大きな鍵となります。NECは人と機械が協調する複雑な作業を、安全かつ

共有し、共創を促進する仕組みの構築が必要です。また、製品の販売からサービス型へのビジネスモデルの変革を

効率的に実現する制御AIの開発を進めています。

進めることも重要です。デジタル技術により顧客と常につながり、機器の稼働状態や消費、利用の見える化を進める

ことで、製品回収も含めた機器や資源を循環させる仕組みの実現が可能となります。

加えて、循環型社会への移行では、再生可能な新素材の開発、それを活かした製品デザイン、素材のリサイクルや

循環型社会への変革においては、デジタル技術の浸透とともに、素材などのバイオ技術、製造装置やロボティク

再生可能エネルギーへの転換を促進するバイオ技術の活用も欠かせません。NECは長年バイオプラスチックの研究

ス、3Dプリンタなどのフィジカル技術との融合が、日進月
歩で進化しています。将来の循環型社会のあるべき仕組

バイオ技術

フィジカル技術

くことが重要です。

素材
エネルギー
生物化学

アクチュエーター
ロボット／自動装置

みを構想し、3つの技術の進化や実証を通じて適用してい
NECは3つの技術の融合を図るとともに、デジタル技術

を中核とした見える化・分析・対処の一連のプロセスを

バリューチェーン全体のさまざまな事業活動に組み込ん

でいくことで、持続的な社会を実現する循環型社会への
変革が進むと考えています。

見える化

開発に取り組んでおり、自社製品への適用を進めてきました。また、機械学習を含むAIをフル活用して、新たな材料
開発を加速する活動にも取り組んでいます。

循環型社会への変革は技術融合による総力戦です。NECは自ら磨き続ける強いデジタル技術と、これまで製造業

etc

etc

として培ったさまざまなノウハウや環境技術を駆使するとともに、多様な技術パートナー、ビジネスパートナーとの
共創を通じて、循環型社会の実現に取り組んでいきます。

デジタル技術
AI
クラウド
IoT

デジタル技術を中核とした一連のプロセス

etc

AI技術

循環型へのファーストステップ

NECの物体認識、映像解析、音響解析などの高度な認識AI技術により、資源や製品の識別、装置や製品の稼働状

況、人の動きを自動的に把握することが可能です。AIの活用により、さまざまな現場の効率化や最適化を進めるとと

資源回収分別

もに、個別に発生したデータをすべて集約することでバリューチェーン全体の見える化も促進します。その際、集めら

循環型ものづくり

れたデータをバリューチェーンのステークホルダーが枠を越え安全かつ担保された信頼のもとで共有できる仕組み

が重要です。NEC独自のセキュアで高速なブロックチェーンや秘密計算技術が、利害を侵すことなくデータの共有や

サービス化

流通を実現します。
分析

いかに実世界を制御して無駄をなくすか

循環型社会への変革を実現するためには、分析AIで得られた最適解をいかにリアルタイムで実世界に反映するか

要があります。そのためには、バリューチェーンに関係するステークホルダーと資源や設備、製品に関するデータを

見える化

分析

対処

認識AI

分析AI

制御AI

映像、音響解析

配置最適化

物体認識

受給予測

実世界空間理解

機器異常検知

物体指紋認証

希少事象発見技術

時系列変化認識

スケジュール最適化

生体認証

受給マッチング
論理思考AI

資源循環
全体最適化

統合分析が全体最適の解を導く

●

AI・機械学習を活用した統合的な分析は、これまでとらえていなかった因果関係を解明し、最適な全体プロセスの

●
●

設計を実現します。分析AIから得られた知識を活用することで、企業やバリューチェーンの枠を越えた連携を生み出

マテリアル
インフォマティックス
新素材開発
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適応遠隔制御技術
目標指向タスク
プランニング

因果分析

製品デザイン
再生可能エネルギー
素材開発

新素材バイオプラ

協働ロボティクス

ロボティクス
3Dプリンタ
自動運転車
ドローン

AI間交渉自動化技術
●
●

プラットフォーム技術
秘密計算技術

し、より効率的なプロセスを実現し、設備や資源などを相互に融通し合うことも可能となります。

自動、自律化

●

ブロックチェーン技術

システムPF

通信

セキュリティ＆ネットワーク

IoT

クラウド

エッジコンピューティング

5G
量子コンピューティング

再資源化
バイオ燃料
炭素回収・貯蓄
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また、使用する全物質に対しては、安全データシート
（Safety Data Sheet：

化学物質

SDS）をメーカーより入手もしくは独自に作成し、化学物質使用時における

考え方

NECでは、化学物質の導入、使用、廃棄の全段階で環境に対する影響や

安全性を詳細に審査し、使用量の削減や、より安全な物質への代替化を進
めています。

安全対策検討の判断材料として活用するとともに、化学物質使用現場での

化学物質の使用量

する目標を掲げています。2020年度使用量は0.2千tとなり、目標を達成し
ました。

化学物質の事前評価活動

NECでは、新規に化学物質を使用する場合、環境や安全面などについて

詳細に審査する「事前評価制度」を実施しています。事前評価では、化学物

質の物性、毒性、取り扱い方法、緊急時対応のほか、再資源化方法や環境
への影響などについて厳正な審査を行っています。そしてこの審査に合格

した物質のみ使用が許可され購入できる仕組みとなっています。
化学物質の事前評価活動

PCB 含有設備・部品の徹底管理

NECでは現在3事業場、グループ会社では5社でPCBが含有する廃棄設

備・部品（蛍光灯安定器など）を保管・管理しているため、2重、3重の漏え

緊急時措置としての掲示を行っています。さらに、製造プロセス全体につい

い防止対策のもと厳重に保管しています。

の事前評価を行っています。

ル廃棄物処理基本計画」の処理期間が変更されました。

ては「製法アセスメント」を実施し化学物質、生産設備などの環境・安全面
「PRTR法（化学物質排出把握管理促進法）」への対応

化学物質使用量削減のため、化学物質の購入量を2012年度比1%削減

付表・データ集

「PRTR法」対象物質（第1種指定化学物質：462物質）のうち、使用してい

る物質の収支結果は下図のとおりです。

なお、大気、公共水域（下水への排出を含む）への排出については、法規

制値より厳しい自主管理基準値を確実にクリアしています。

また、2016年に「PCB特別措置法」が一部改正され、
「ポリ塩化ビフェニ
NECでも、この動きに合わせ処理計画の見直しを行い、期限内の早期処

理完了に向けて対応しています。
2021年3月末時点の
PCB保有量

高濃度32,908kg
低濃度72,204kg

対象範囲：日本電気（株）

重点管理化学物質の削減

オゾン層破壊物質

生産工程（洗浄用）で使用する特定フロンを1993年に全廃しました。ま

た、空調機に使用する冷媒用特定フロンや消火器用特定ハロンの全廃活
動は、2010年度末で96%とほぼ達成できました。
化学物質収支管理図（2020年度）

新規化学物質
新規化学物質

事前評価
事前評価

再検討
再検討
1*1*

取り下げ
取り下げ

2.2.
未登録
未登録

登録
登録

購入伝票作成
購入伝票作成

処分工程における
分解などの除去処理量

化学物質の取扱量

登録照合
登録照合
登録済
登録済

223t
（+29%）

大気へ排出

再資源化物

0.1t
（±0%）

28t
（+38%）

6t
（－66%）

下水への排出

公共水域への排出

廃棄物

0t

0t

2.6t
（+160%）

購入手配
購入手配
入手
入手

※ 対象物質：PRTR法該当物質
※（ ）は前年度比

1(&*URXS,QWHUQDO8VH2QO\
*URXS,QWHUQDO8VH2QO\

47

製品などの消費量

186t
（+40%）

サステナビリティ経営

環境

製品含有化学物質規制への対応

NECは、国内外の化学物質規制への適切な対応に努めています。EUの

「RoHS指令」や「REACH規則」、
「米国TSCA」などのグローバルな製品含有
化学物質規制に対して、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、個別のルールを持ち込むの

ではなく、国際規格（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）」を共通利用し、情報授受者双方

社会

適用除外品の管理

「EU 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、適用除外期限を自動判定することでリスク管理を
行っています。あわせて、お取引先に対しては、適用除外期限の6ヵ月前ま

の業務効率化と迅速な対応を図っています。NECは、JAMP* 1が運用する

でのご対応をお願いしています。

アンス体制を構築しています。

分析による確認

「chemSHERPA-CI*2」および「chemSHERPA-AI*3」を利用するコンプライ
*1 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

製品含有化学物質のリスク管理

「EURoHS 指令」への対応

「EU RoHS指令」は、電気・電子機器中の鉛、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「EU
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

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。

「EU REACH 規則」への対応

「EU 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

禁止物質の含有状況を調査しています。これらの取り組みを通じて、NECブ

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

代替化の推進

提供をお願いするとともに、得られた回答を社内のグリーン調達支援シス

ランド製品は、原則、
「EU RoHS指令」に適合しています。

物質（Substances of Very High Concern：SVHC）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

NECグループでは、
「EU RoHS指令」で規制されている物質への代替化は

テムである「CHEMSIS（ケムシス）」で一元管理することで、制限物質の有

六価クロメート処理鋼板は、
「RoHS指令」の施行に合わせて、三価クロメー

います。

顔料および塗料についても、鉛・カドミウム・六価クロムが非含有の処理

その他のグローバル規則への対応

鉛はんだは、鉛フリーはんだへの移行が完了しています。

ど各国で施行される製品含有化学物質規制に、国内外の関連業界団体な

次のように進めてきました。

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。
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、

ほかの難燃剤を使用しています。

無、SVHCの超過含有の有無を管理し、欧州の販売会社と情報を共有して

「EU RoHS指令」や「EU REACH規則」以外にも、NECでは米国、中国な

どと連携しながら現地法人、全事業部門が一丸となって対応しています。

フタル酸化合物（4物質）については、含有禁止となる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。
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