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環境責任者メッセージ

気候変動対策として

エネルギーと資源に注力

品質・環境本部長

上原 宏敏

経営基盤としてのESG

各国が一致して地球温暖化対策に取り組むことを定めた

パリ協定や、国連の掲げるSDGs（持続可能な開発目標）に対

する注目の高まりは、環境・エネルギー問題がグローバルに

深刻化していることを示唆しています。日本政府は2020年

10月に「2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現

を目指す」と宣言しました。そのような中、当社は気候関連

財務情報開示タスクフォース（TCFD）の提言に関し、シナリ

オ分析を行い、特定したリスクと機会を把握して、当社の戦

略のレジリエンス性を確認いたしました。

当社グループは、創業以来、人々のくらしと社会の発展に

貢献することを経営理念とし、地球環境問題にも積極的に取

り組んできました。そして2017年に、ステークホルダーか

らの期待、要請に応えていくため「パナソニック環境ビジョン

2050」を策定しました。「より良いくらし」と「持続可能な地球

環境」の両立に向けて、使うエネルギーを削減するとともに、

それを超えるクリーンなエネルギーの創出・活用を進めてい

くことはまさにカーボンニュートラル社会の実現そのもの

と考えています。その実現に向けて、社会課題の大きさと当

社事業の適合性が大きいことを考慮し、重点課題であるエ

ネルギーと資源にフォーカスした「グリーンプラン2021」の

活動計画を策定し、創・蓄・省・エネルギーマネジメントに関

する商品、技術、ソリューションの開発を加速していきます。

こうした取り組みを加速するため、2020年6月にコニカミノ

ルタ社が運営企業として立ち上げた「環境デジタルプラット

フォーム」に幹事企業として参画しました。全16社の参加企

業で環境ナレッジや情報、ノウハウを相互共有し、各社の環

境経営の向上や新たな事業機会の創出を目指しています。

当社グループの活動として、まず、「使うエネルギー」を減

らす取り組みでは、主要製品における「使うエネルギーの削

減貢献量」を目標化して、省エネ設計に取り組んでいます。

2019年度の実績には、照明・エアコン・冷蔵庫が、削減貢献

量拡大に寄与しました。また生産活動においては、「CO2ゼ

ロモデル工場」の実現をグローバルに進めています。2019

年度には、昨年までの日本・ベルギー・ブラジルに加えてコ

スタリカでCO2ゼロモデル工場を実現しました。今後、他の

地域にもそれぞれモデル工場を展開していく予定で、次のター

ゲットは中国、アジアです。

次に、「創るエネルギー」を伸ばす取り組みでは、水素をエ

ネルギー源として電気をつくり出す燃料電池技術の開発を

進めています。滋賀県にある草津拠点構内に水素ステーショ

ン「H2 Kusatsu Farm」を建設し、構内物流のCO2ゼロ化に

向け、再生可能エネルギーを利用した水電解で製造した水

素を燃料電池フォークリフトに供給しています。

一方、「資源」に関しては、お客様のライフスタイルや価値

観の変化に合わせて、資源消費に依存せず、持続可能な成

長を目指すサーキュラーエコノミー型事業の創出にも挑戦

しています。工場排出物をクリエイティブなデザインにより

全く別のプロダクトとして新たな価値を創出する取り組み

を進めています。さらに、資源循環の取り組みを加速するた

めに、グローバルでサーキュラーエコノミープロジェクトを

開始しています。

当社グループは、このような事業活動を通し、エネルギー

や資源に関する取り組みを拡大・加速させることで、環境ビ

ジョン2050の実現を目指します。
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環境への取り組み

経営基盤としてのESG

環境経営

ビジョン・行動計画

当社グループが策定している「パナソニック環境ビジョン

2050」では、2050年に向けて「創るエネルギー」が「使うエ

ネルギー」を超えることに挑戦していきます。

「使うエネルギー」は生産など事業活動で使用するエネル

ギーと当社の製品がお客様のもとで使用されるエネルギー

であり、「創るエネルギー」は太陽光発電・蓄電池・エネルギー

ソリューションなどの製品・サービスが創出もしくは活用可

能にするクリーンなエネルギーです。

この環境ビジョン2050実現に向けて策定した、環境行動

計画「グリーンプラン2021」は、2021年度までの3年間で達

成すべき目標と、全従業員のためのアクションプランを明

確化したものです。

パナソニック環境ビジョン2050
「より良いくらし」と「持続可能な地球環境」の両立に向け、

クリーンなエネルギーでより良く快適にくらせる社会を目指し、

パナソニックは使うエネルギーの削減と、

それを超えるエネルギーの創出・活用を進めます。

使うエネルギー　＜　創るエネルギー

「使う：創る」の2019年度実績について

CO2ゼロモデル工場の実現で生産時に消費されるエネル

ギー量は削減しましたが、調達および物流で消費されるエ

ネルギー量が増加し、使うエネルギー総量（23.4万GWh）

は増加しています。しかし、太陽光発電や燃料電池、車載

電池等で構成される創るエネルギー総量（2.6万GWｈ）を

拡大することで、環境ビジョン2050策定時の約10：1から

9.0：1に進捗しました。

課題 2021年度目標 2019年度実績（数値）

重
点
課
題

エネルギー

使うエネルギー総量に対する創るエネルギー総量の比率拡大 使う：創る＝8.5：1 9.0：1

製 品 ・ 
サービス

創るエネルギー量の拡大 創るエネルギー量 3万GＷh以上 2.6万GＷh

使うエネルギーの削減貢献量の
拡大

削減貢献量 直接 2.5万GＷh以上
 間接 0.2万GＷh以上

直接 2.8万GＷh
間接 0.23万GＷh

創るエネルギー事業の拡大 エナジー関連事業の拡大 —

省エネルギー事業の拡大 IoT/AIを活用した製品・サービスの拡大 —

工場

CO2ゼロモデル工場の推進
•水素応用技術実証工場の確立
• グローバル各地域でCO2ゼロモデル工場を

1工場以上実現
—

再生可能エネルギー利用拡大
•自社拠点再エネ導入 4万MWh
•再エネ外部調達の推進

3.2万MWh

エネルギーミニマム生産の推進
•IoT活用によるロス削減
•工法革新による生産性向上

—

資源

サーキュラーエコノミー型事業の創出
既存事業と循環経済の関連性マッピングの
100%完了

—

投入資源を減らし循環資源の活用を拡大
再生樹脂利用量 4.2万トン以上（2019〜2021
年度累計）

1.3万トン

グローバルで工場廃棄物をゼロエミッション化 工場廃棄物リサイクル率 99％以上 98.9％

環境行動計画「グリーンプラン2021」（抜粋）

他社との協業により「環境デジタルプラットフォーム」開設

日本の産業界全体で環境ノウハウを共有し環境経営効率

向上を目指して16社が参加する「環境デジタルプラットフォー

ム」をコニカミノルタ社との協業により開設しました。当社

は幹事企業として、コンテンツ強化と運営面をサポートする

立場で参画し、当社の活動事例や、関連する技術、ソリュー

ションを提供し、新たな価値の共創につなげます。また、自

社の再エネ導入や省エネのグローバル展開を推進します。

コニカミノルタ社のニュースリリース

https://www.konicaminolta.com/jp-ja/newsroom/2020/0605-01-01.html

https://www.konicaminolta.com/jp-ja/newsroom/2020/0605-01-01.html
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環境への取り組み

経営基盤としてのESG

エネルギーに関する取り組み

CO2ゼロモデル工場

2018年度に3拠点で、2019年度に1拠点でCO2ゼロモデ

ル工場を実現し、これらの工場を先行モデル工場として、培っ

たノウハウを順次グローバルの工場に展開することで、CO2

を排出しないモノづくりを着実に推進していきます。

水素エネルギー

日本が目指す脱炭素社会に向け、当社グループは水素を新たなエネルギー源として活用しCO2フリー社会の実現を目指して、

クリーンなエネルギーで安心してくらせる社会づくりに貢献していきます。

Kusatsu Farm（水素ステーション）

草津拠点構内にて、再生可能エネルギーを利用した水電解で水素を

製造し、圧縮・貯蔵する水素ステーションから燃料電池フォークリフト

に水素を供給することで、構内物流のCO2ゼロ化に活用していきます。

パナソニックエコシステムズ

パナソニックエコシステムズの春日井工場において、再生可能エネル

ギーから製造した水素を利用した純水素型燃料電池システムによる電

力を、製造ラインへ供給し生産に使用するという実証を開始しました。

パナソニック エナジーベルギー（株）

工場敷地内に風力発電システムを設置し、

再生可能エネルギー由来電力を活用し、購入

電力も再生可能エネルギー由来に切り替えま

した。

パナソニックセンター東京

CO2ゼロモデル工場の取り組みを

非製造部門に拡大し、パナソニック

センター東京にて当社初のCO2ゼロ

ショウルームを実現しました。また、

水素の利活用拠点として純水素型燃

料電池の実証運転も開始します。

パナソニックエコテクノロジーセンター（株）

100％再生可能エネルギー由来電力での

操業を実現し、残った化石燃料由来CO2をオ

フセットするクレジットの活用で、CO2ゼロモ

デル工場を実現しました。

パナソニック ブラジル（有）

サンジョゼ、マナウス、エストレマの3工
場において、当社グループの工場で初めて、

100％再生可能エネルギー由来電力でのモノ

づくりを実現しました。

パナソニック セントロアメリカーナ

工場敷地内に太陽光発電システムの導入と

ともに、電力公社と契約を締結して再生可能

エネルギーを調達することで電力の100%
再エネ化を達成し、さらに残った化石燃料由

来CO2をクレジットでオフセットすることで

CO2ゼロモデル工場を実現しました。

電力

春日井工場 製造ライン純水素型燃料電池システム

欧州 日本 南米

CO2ゼロショウルーム



58
Panasonic Annual Report 2020

TCFDへの対応

サスティナビリティデータブック2020にて、TCFDの推奨項目に沿って集約し開示

ガバナンス 取締役会をトップとする環境経営推進体制、マネジメントを行うための会議体について開示

戦略 リスクと機会を特定し、シナリオ分析を実施

リスク管理 カンパニーごと／全社視点のリスク管理体制と活動内容を開示

指標と目標 短期目標としてグリーンプラン2021でエネルギーを指標とした目標を設定

 中長期目標として、GHGを指標とした目標を設定（SBT認定）

経営基盤としてのESG

資源に関する取り組み

アップサイクルプロダクト

循環型社会の実現に向けて、工場排出物をRebirth（リバー

ス）させる取り組みを開始しています。

工場の排出物（部材や端材）を活用して、クリエイティブな

デザインにより新しい価値を見出し、全く別のプロダクトと

してリバースさせる「アップサイクルプロダクト」の取り組み

を進めています。これは空間価値を向上させるリノベーショ

ンのひとつで、当社のアイロン、炊飯器、システムキッチン等

の製造過程で生じた工場排出物をもとに、これらを活用し

たブックエンド、照明、テーブル等として有効活用しています。

サーキュラーエコノミー

従来の「循環型モノづくりを進化」させながら、「サーキュ

ラーエコノミー型事業の創出」に取り組みます。

資源消費に依存せず持続可能な経済成長を目指す、「サー

キュラーエコノミー型事業の創出」と、新規材料や最新のデ

ジタル技術を活用して「循環型モノづくりを進化」させる取

り組みを、お客様の使用時の価値を最大化するエコデザイ

ンの考え方を基軸に推進します。それによって、環境ビジョ

ン2050に掲げている「より良いくらし」と持続可能な地球

環境の両立を目指します。

シナリオ 想定される状況 当社への影響

2℃シナリオ
規制の強化：炭素価格の導入

省エネ性能向上や創エネ商品の創出による商品でのCO2削減や、CO2ゼロモデル工場の展開
等による製造時のCO2削減に取り組んでおり、影響は軽微である

規制の強化：環境法規制の変更
グローバル各地域の統括部門と環境部門で連携し、グローバルに環境法令を把握しており、
影響は軽微である

4℃シナリオ 異常気象の増加
BCPの策定により、BCM構築ガイドラインを策定し、リスクへの対応体制の強化に取り組ん
でおり、影響は軽微である

目標 目標進捗率

当社事業活動における排出量（スコープ１、２）
2030年に30%削減（2013年度比） 112%

2050年にゼロ 34%

当社製品使用に伴う排出量（スコープ３） 2030年に30%削減（2013年度比） 22%

取り組みコンセプト

「より良いくらし」と

「持続可能な地球環境」

の両立

エコデザイン

使用

生産

調達

設計

サーキュラー
エコノミー型
事業の創出

循環型モノづくりの進化

シェアリング
プラットフォーム

リマニュファク
チャリング

リファービッシュ

リペア/メンテナンス

モノのサービス化

ゼロエミッション

リサイクル

循環資源の活用

投入資源の削減

左上：アイロンパーツブックエンド
右上：炊飯釜照明
左下：人造大理石テーブル

https://www.panasonic.com/jp/corporate/sustainability/eco/governance/tcfd.html



