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環境：方針
当社は創業以来、健全な社会発展に貢献することを経営理念とし、1970年代より公害対策に取り組んできました。そして、1991年6月5 
日には環境宣言を発信し、社会の公器として地球環境問題に取り組む姿勢を社会に示すとともに、地球温暖化防⽌や資源循環など、持続
可能で安心・安全な社会を目指した取り組みを進めてきました。
2001年に策定した環境行動計画グリーンプラン2010の完遂を受け、2010年にはグリーンプラン2018を策定、2018年度の当社が達
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にしました。グリーンプラン2018は、CO2削減、資源循環を中心に、⽔、化学物
質、⽣物多様性という5つの環境課題への取り組みを推進するものです。
2013年、当社グループはお客様一人ひとりにとってのより良いくらしの実現を目指す新ブランドスローガン「A Better Life, A Better
World」を制定。それを実現する重要な要素の一つとして環境の取り組みを推進することとなりました。これを受け同年、環境行動指針を
新たに定め、グリーンプラン2018の改定を行いました。さらに、国連気候変動枠組条約第21回締約国会議（COP21）を背景にCO2削減
に対する社会要請が高まってきたことや、車載・B2B事業の拡大など当社の事業形態の変化を反映することを目的に、2016年に再度グ
リーンプラン2018の改定を実施しました。
さらに当社は、「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す「パ
ナソニック環境ビジョン2050」を、2017年に策定しました。環境ビジョン2050では、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通じて、当社グループが使うエネルギーの削減と、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
いきます。

環境基本方針

環境宣言
私たち人間には宇宙万物と共存し、調和ある繁栄を実現する崇高な使命が与えられている。我が社はこの人間に与えられた
使命を自覚し、企業としての社会的責任を遂行するとともに、この地球がバランスのとれた健康体であり続けるために環境の
維持向上に万全の配慮と不断の努力を行う。

環境行動指針
私たちは、持続可能な社会の実現を目指し、環境価値の創出を通じた事業発展に取り組みます。そのために、事業活動を通じて
環境課題の改善を進めるとともに、社会の人々から共感を得て、環境取り組みを拡大します。

（1）環境課題への取り組み
・⽣産活動と商品・サービスを通じて、CO2削減に取り組みます。
・循環型モノづくりの追求を通じて、資源の有効活用に取り組みます。
・効率的な⽔の利用と汚染防⽌により、⽔資源の保全に努めます。
・化学物質による人や環境への影響を減らします。
・⽣物多様性への配慮とその保全に努めます。

（2）社会との共感を通じた取り組み
・技術を強みに、お客様の環境価値を創出する商品・サービスを提供します。
・パートナー様とともに環境貢献活動を拡大します。
・地域社会とのコミュニケーションを深め、協力して環境課題へ取り組みます。

環境行動計画
グリーンプラン2021（P14 ～ 15参照）

当社の従業員一人ひとりがこの環境基本方針に則し、環境課題へ取り組んでいくとともに、技術を強みに環境価値を創出することで当社
自身もまた⽣成発展する姿を目指しています。そのためには、パートナー様をはじめ、社会の皆様のご理解・ご賛同が不可欠です。皆様から
共感をいただけるよう、今後も環境経営に真摯に取り組んでいきます。
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環境：パナソニック環境ビジョン2050
パナソニック環境ビジョン2050
環境・エネルギーを中心とした社会課題に対する関心がグローバルで高まる中、世界の国が一致して温暖化対策に取り組むことを定めた
パリ協定や、国連が掲げるSDGs（持続可能な開発目標）に対する高い注目は、環境・エネルギー問題がグローバルで深刻化していること
を示唆するものでもあります。
2019年9月に開催された国連気候行動サミット2019では、地球温暖化対策のための行動について世界各国の政府、自治体、企業、市民
団体の代表者による議論が行われましたが、サミットを締めくくるメッセージの中で企業に対してもより意欲的な行動を起こすことが求め
られるなど、グローバルな社会課題の解決に向けて、企業の果たす役割への期待はますます高まってきています。

パナソニックは、2017年に「パナソニック環境ビジョン2050」を策定し、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
クが目指す姿を定めました。
環境ビジョン2050は、「より良いくらし」と「持続可能な地球環境」の両立に向けて、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、使うエネルギーを削減すると同時に、それを超えるクリーンなエネルギーの創出・活用を進めるものです。
環境ビジョン2050の策定時点では、当社の「使うエネルギー」（⽣産など当社の事業活動で使うエネルギー、当社の製品がお客様のもと
で使うエネルギー）の総量に対して、「創るエネルギー」（太陽光発電・蓄電池・エネルギーソリューションなど、当社の製品やサービスが
創出・活用可能にするクリーンなエネルギー）の総量は1/10程度にとどまっておりました。この環境ビジョン実現に向けて、製品の省エ
ネ性能向上のための技術開発や、モノづくりプロセスの革新で「使うエネルギー」を可能な限り抑制していきます。あわせて、創・蓄エネル
ギー事業の拡大や、⽔素社会など新しい社会システムへの貢献を通じてクリーンなエネルギーの活用機会を増大することで、「創るエネル
ギー」を伸ばしていきます。
こうした取り組みを通じ、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。

環境ビジョン2050実現に向けた活動方向
環境ビジョン2050の実現に向けて、「エネルギー」と「資源」をマテリアリティと考え、2つの活動に取り組んでいます。
一つ目の活動は、クリーンなエネルギーで安心してくらせる社会をつくることです。具体的には、エコでスマートな⽣活空間の提供と、エコで
スマートな移動・輸送への貢献というお役立ちに取り組んでいます。また、二つ目の活動は、持続可能な社会を目指した事業推進をするこ
とです。資源の有効活用の促進とCO2ゼロの⼯場づくりに取り組んでいます。
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1. クリーンなエネルギーで安心してくらせる社会をつくります
当社が取り組むエコでスマートな⽣活空間の提供とは、クリーンなエネルギーから電気や⽔素をつくり、それを貯蔵したり運べるようにす
ること、また、省エネ性に優れた機器と断熱性に富んだ建物、適切なエネルギーマネジメントにより、クリーンなエネルギーで安心してくら
せるようにすることです。なお⽣活空間とは、家庭だけでなく、仕事や学び、余暇の場など、人々の⽣活に関わるあらゆる空間を指します。こ
うした⽣活空間の提供に向け、創エネルギー・蓄エネルギー・省エネルギー・エネルギーマネジメントの4つの視点から環境技術開発を
進めていきます。
中でも創エネルギーについては、次世代太陽電池技術のほか、クリーンなエネルギー由来の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ます。蓄エネルギーについては、⽔素の貯蔵や供給に関わる技術や、蓄電池技術の開発を進めます。これらを通
じて、社会のあらゆる場面でクリーンなエネルギーを活用できる可能性を広げていきます。
エコでスマートな移動・輸送への貢献に向けても、環境技術開発を進めます。電気自動車をはじめとするエコカー向けの蓄電池システムの
さらなる技術開発で、化石燃料からクリーンなエネルギーへの転換推進に貢献します。さらに、安全なモビリティ社会のために、自動運転
をサポートする技術の開発を進めるとともに、IoTなどを活かした次世代物流・輸送システムなどのソリューションも開発していきます。

社会のあらゆる場面でクリーンなエネルギーを活用する取り組みとして、滋賀県草津市にあるアプライアンス社草津拠点構内に⽔素ス
テーション「H2 Kusatsu Farm」を建設しました。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する実証を2019年度から行っています。また、東京2020の選手村跡地に誕⽣する街「HARUMI 
FLAG」では、街区ごとに設置される純⽔素
型燃料電池が外構照明や空調機などの共
用施設に電力を供給します。さらに、都市ガ
スを改質して作り出した⽔素を利用して発
電する家庭用燃料電池「エネファーム」をす
べての分譲住宅（約4,000戸）に導入する
予定で、これにより年間約4,000トンのCO2

を削減することができます。

2．持続可能な社会を目指した事業推進をします
当社は資源の有効活用の促進に向けた取り組みとして、部品・材料の再利用や製品再⽣を通じた、資源の持続可能な利用を目指します。
また当社が取り組むCO2ゼロの⼯場づくりとは、照明のLED化、FEMS※1などの先進的省エネ技術や革新的モノづくりにより当社⼯場で

「使うエネルギー」を削減するとともに、太陽光発電システムや蓄エネルギー機器などにより再⽣可能エネルギーを有効活用し当社⼯場で
「創るエネルギー」を拡大することでCO2を排出しないモノづくりを推進することです。

具体的には、省エネ活動の継続および進化によりエネルギーミニマム⽣産を推進した上
で、太陽光発電システムや風力発電システムなどの再⽣可能エネルギー発電設備の自拠
点導入や、100%再⽣可能エネルギー由来電力の調達、また化石燃料由来CO2排出を
相殺するCO2クレジット活用などにより、モノづくりに伴う使用エネルギー由来のCO2排
出をゼロにします。

2019年度には、中南米コスタリカに所在する乾電池⼯場であるパナソニック セントロ 
アメリカーナ（株）（PCA）において政府と連携したコスタリカ初の官民連携プロジェクト
を発足し、配電公社から400枚のソーラーパネルの提供や100%再⽣可能エネルギー由
来電力の供給を受けるとともにCO2クレジット活用してCO2ゼロモデル⼯場を実現する
ともに、コスタリカ政府初の「再エネ100%⼯場」の認証を取得しました。

CO2ゼロの⼯場づくりにおいては、実施できる省エネ取り組みは主に各々⼯場のモノづ
くり特性に依存し、活用できる再⽣可能エネルギーは主に地域特性に依存するので、グ
ローバル全ての拠点がそれぞれで創意⼯夫する必要があります。当社は社内外の先行事

H2 Kusatsu Farm HARUMI FLAGの外観イメージ

パナソニック セントロ アメリカーナ（株）全景

提供いただいたソーラーパネル
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環境行動計画「グリーンプラン2021」
グリーンプラン2018の完遂を受け、「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
せる社会を目指すパナソニック環境ビジョン2050の実現に向けて、2019年度から2021年度までの計画として、グリーンプラン2021を
定めました。
グリーンプラン2021では、環境ビジョン2050実現に向けた重点課題「エネルギー」「資源」に重きをおいた目標を設定しました。なお、重
点課題以外は、環境行動指針に基づき、環境課題、社会との共感を考慮し、継続課題として、集約簡素化した目標を設定しました。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、かつ早期実現に貢献すべく取り組みます。
エネルギーに関して、製品・サービスにおいては、「創るエネルギー量の拡大」、「使うエネルギーの削減貢献量の拡大」に取り組みます。 
自社の製品・サービスがお客様のところで使われる際に、自社のエネルギー削減努力を示す指標として、製品・サービスを通じたエネル
ギー削減貢献量の拡大に注力していきます。この指標は、社会全体におけるCO2排出総量ピークアウトの早期実現へ貢献すべく、自社の
CO2削減努力を示す指標である、製品・サービスを通じたCO2削減貢献量の取り組みと同一で、エネルギー削減貢献量をCO2に換算す
ればCO2削減貢献量となります。
エネルギーに関して、⼯場においては、「CO2ゼロモデル⼯場の推進」、「再⽣可能エネルギー利用拡大」、「エネルギーミニマム⽣産の推進」
に取り組みます。
⽣産活動では、徹底した省エネ施策をグローバル全⼯場で実施し、使うエネルギー並びにCO2排出量の削減を進めています。
また、資源に関しては、「サーキュラーエコノミー型事業の創出」、「投入資源を減らし循環資源の活用を拡大」、「グローバルで⼯場廃棄物
をゼロエミッション化」に取り組みます。
また継続課題として、⽔、化学物質、⽣物多様性に関する課題、地域社会貢献および次世代育成の取り組みを推進するとともに、⼯場にお
ける環境汚染防⽌と製品に関する法令の順守徹底に取り組んでいきます。
社会へのよりよい影響を広げていくために、パナソニック一社だけでなく、サプライチェーン全体にわたって様々なパートナー様と連携を深
め、環境取り組みを加速していきます。
2021年度の目標達成に向け、この環境行動計画を着実に実践していきます。

例から学び合い、さらに各拠点が独自の取り組みや試行を取り入れ2019年度までにグ
ローバルで６つのCO2ゼロモデル⼯場を実現し、これからもこの活動を広くグローバルに
展開して環境ビジョン2050の実現を着実に推進してまいります。

※1 Factory Energy Management System

「脱炭素オペレーションへ向けたパイロットプロ
ジェクトのキックオフセレモニー」。
PCA仲西社長（左）、コスタリカ大統領夫人（中
央）、環境副大臣（右）
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※1 事業活動、およびその活動で⽣み出した製品・サービスが使用するエネルギー
※2 事業活動、およびその活動で⽣み出した製品・サービスが創出・活用するクリーンなエネルギー
※3 製品の省エネ性能改善がないと仮定した場合の想定エネルギー使用量から省エネ性能改善後のエネルギー使用量を差し引いたエネルギー量
※4 当社の主要製品による削減貢献量
※5 他社製品に組み込まれる部材やソリューションなどによる削減貢献量
※6 日本、中国・北東アジア、東南アジア・大洋州・インド・南アジア・中東阿、北米・中南米、欧州・CISの５地域
※7 自社拠点設置の再⽣可能エネルギー発電設備で発電した再⽣可能エネルギー（太陽光・風力・バイオマスなど）のうち、自社拠点での使用量
※8 当社の製品に利用された再⽣樹脂に含まれる再⽣材の質量
※9 再資源化量／(再資源化量＋最終処分量)

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※1：創る※2＝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※2   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※3  直接※4　2.5 万GＷh以上 　
                　 間接※5　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※6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※7　40,000MWh　
・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※8　
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※9　99％以上 98.9％

継
続
課
題

⽔ ⽣産活動での⽔使用量削減

化学物質 ⽣産活動、製品での化学物質による環境負荷を最小化

⽣物多様性 持続可能な原材料調達を推進

地域社会 地域社会貢献および次世代育成の取り組みを推進

コンプライアンス 環境法規制の順守徹底

環境行動計画「グリーンプラン2021」



16

環境：環境ガバナンス
PDCAを軸とする全社環境経営の推進
当社は、持続可能な社会の実現を目指して、環境に配慮した事業活動によって企業の社会的責任を果たすとともに、製品やサービスを通
じ、気候変動・資源・⽔などの環境課題の解決に、CMO（2020年4月現在、専務執行役員 宮部義幸）の責任のもと取り組んでいます。パ
ナソニックグループでは、グループの経営方針やパナソニック環境ビジョン2050、環境行動指針、環境行動計画（グリーンプラン）を踏ま
え、毎年度の運営方針を策定しています。運営方針は、社長から権限を委譲されたCMOが主宰する「運営方針発表会」を通じて、全社に
共有されます。カンパニー・事業部は、本方針に基づいて、自部門や地域の環境方針・環境目標を設定して、それぞれの取り組みを計画・
推進しています。
グリーンプラン2021で社会に約束した環境目標の主要項目に対する進捗と実績や、パナソニック環境ビジョン2050は、社長とカンパ
ニー社長などの経営幹部が出席するグループ戦略会議で確認し、方向性や課題、特に重要な施策について意思決定しています。
2016年度からは、環境担当役員とカンパニー環境責任者による環境責任者会議（年2回開催）を新たに設置し、全社環境経営に関する意 
思決定を迅速に行っています。さらに従来同様、カンパニーや地域が実践した成功事例や推進上の課題、中長期目標の考え方については、
カンパニーや地域統括会社の環境責任者／環境実務責任者で構成する環境運営委員会（年2回開催）で共有・討議して、PDCAのマネジ 
メントサイクルを回し、全社環境経営のレベルアップを図っています。
環境目標に関する活動実績は、環境パフォーマンスデータとして、原則月度単位で収集して把握し、必要に応じて追加施策を実施します。
年間の実績データは、第三者によるデータ精査と現地往査を経て、独立保証を受けた上で社内へフィードバックし、社外へ開示していま
す。さらに、ステークホルダーからいただくご批評を次の施策に活かしながら、継続的な改善を図っています。

環境経営推進体制
全社の重点施策の実施にあたっては、テーマ別に委員会やワーキンググループ（WG）を設置して、カンパニー、関連職能、海外の地域統括
会社などが連携して推進できる体制を構築しています。具体的には、化学物質の管理指針を審議・徹底する製品化学物質管理委員会や、
製品の環境関連法令の情報共有と対応を検討する製品環境法令対応WGなどがあります。

2020年度環境経営推進体制
取締役会

社長

コーポレート戦略本社

プロフェッショナルビジネスサポート部門

イノベーション推進部門

品質・環境本部

運営方針発表会
グ
ル
ー
プ
戦
略
会
議

カ
ン
パ
ニ
ー

事業部

事業部

事業部

事業部

事業部

事業部

営
業
・
地
域

協働推進

【課題別推進体制】

環 境 責 任 者 会 議
環 境 運 営 委 員 会

製 品 化 学 物 質 管 理 委 員 会
製 品 環 境 法 令 対 応 WG
モ ノ づ く り 環 境 情 報 共 有 会
パナソニック エコリレー 全社推進委員会

連携

関連職能

品質
生産技術

調達
物流
人事
広報

グローバル調達社

マニュファクチュアリングイノベーション本部

テクノロジー本部

法務・コンプライアンス本部

他

他
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環境：環境マネジメントシステム
環境マネジメントシステム（EMS）を基盤とした環境経営の実践
当社は環境経営の基本として、1998年度にグローバル全製造事業場でEMSを構築し、以降、ISO14001の認証取得を継続してきました。
そしてグローバルでの環境経営をさらに強化するため、非製造事業場も対象とした全拠点でEMSを構築し、原則としてISO14001認証を
取得しています。2011年10月に、グローバルで環境基本規定に基づくEMSの構築を目指し、製造系、販売・サービス系、本社系など業務 
形態ごとのEMSの考え方をまとめた「EMS構築ガイドライン」を発行し、これに基づきグループ全体でグリーンプラン2021の達成を目指
し、環境経営を進めています。

オートモーティブ社・インダストリアルソリューションズ社では、ＥＭＳの基礎を学ぶ
ＥＭＳ説明会や、内部監査員、主任監査員を目指すレベル別の監査員養成研修を
実施しています。カンパニー主催の内部監査では各事業場を詳細に審査、マネジメ
ントの改善を進めています。

ISO14001認証取得状況（2020年3月31日時点）

地域
認証取得数※1

合計
製造 非製造

日本 14 12 26

北米・中南米 15 0 15

欧州・CIS 10 2 12

東南アジア・大洋州 41 9 50

中国・北東アジア 55 1 56

インド・南アジア・中東阿 8 1 9

合計 143 25 168

※1 統合認証を含む。事業や拠点の統廃合、統合認証を推進したため、取得数は毎年変動

▶ ISO認証取得組織一覧
https://www.panasonic.com/jp/corporate/sustainability/pdf/eco_isolist2019.pdf

内部監査員養成セミナー
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環境：環境リスクマネジメント
環境リスクの全社管理体制
当社は環境リスクを継続的に低減させていくためのマネジメント
体制として、カンパニーごとの環境リスク管理体制を組織し、全社
のリスクマネジメントの基本的な考え方（P8参照）に則り、（1）毎
年度、環境リスクの洗い出しと全社リスクマネジメント推進、（2） 
環境リスク発現時の迅速な対応、を進めています。
環境リスクの洗い出しとマネジメント推進を図るために、カンパ
ニー単位および海外地域単位で対象とする環境リスクを毎年度
選定し、そこからさらに全社レベルの環境リスクを選定していま
す。その中でもとくに発⽣頻度が高いもしくは経営への影響が大
きいリスクを重要リスクとして特定し、重点的にリスク低減対策
を立案・実践しています。重要リスク単位でリスク低減取り組み
を進めますが、その進捗は四半期ごとに確認・フォローしながら
PDCAサイクルを回します。
環境リスク発現時には、当該カンパニーと関連職能部門、地域統括会社が協働し、緊急対策やリスクレベルに応じた再発防⽌対策を速や
かに実施します。また、リスク発現時のマネジメントフローなどを標準化し、混乱による二次リスクが⽣じないようにしています。

環境リスクの選定と対策の推進

工場における環境汚染防止に向けた法律の順守
当社は、環境マネジメントシステムの中で順法を大前提に管理を行っています。定期的に排気ガス・排⽔・騒音・悪臭などを測定管理し、
重大な違反につながる事例については全製造事業場と情報を共有し、再発の防⽌を進めています。さらに汚染防⽌に向けて、カンパニー・
事業部、環境職能部門、地域統括会社ともに製造拠点がある各国の⼯場管理に関わる法規制の情報共有と順法を徹底するための基幹
人材を育成しています。具体的には、日本、欧州、中国、東南アジアの地域単位もしくは国単位での情報交流活動や化学物質管理、廃棄物
管理、排⽔・排気ガス管理などの⼯場管理担当者への専門研修の実施です。また、環境コンプライアンスの確実な実践を確認するため、グ
ローバルでチェックリストを用いた法規制の実態調査を行い、各種施策の効果検証を実施しました。
しかしながら、2019年度は、グローバルで3件の環境に関する法・条例の違反がありました。これらについて速やかに行政に報告を行うと
ともに発⽣原因への対策を実施し、基準をクリアしています。今後とも順法管理の徹底と再発防⽌に努めます。

環境リスクの洗い出し
Action

対策立案 実施 進捗管理

Plan Do Check

重要リスク
選定

発現実績

リスクアセスメント結果
（カンパニー単位/地域単位）

2019年度 法・条例の違反の件数（罰則となった基準値超過など）

地域
環境汚染 その他

合計
大気 ⽔質 騒音 悪臭 廃棄物 許認可

グローバル 2 0 0 0 1 0 3

（うち日本） （0） （0） （0） （0） （0） （0） （0）

製品における環境法規制の順守
製品における順法管理は、品質マネジメントシステムによって行っています。お客様からの環境性能に関する要請や省エネラベリング制度、
あるいは第三者認証ラベルの取得といった環境性能目標以外に、化学物質管理、省エネルギー、3Rやリサイクルの法規制に関する評価・
確認を盛り込んだ製品環境アセスメントの仕組みを設け、1）商品企画決定段階での達成目標の概要策定、2）設計構想段階での具体的
目標や設計段階での順法確認、3）設計完了段階での中間評価、4）量産決定段階での最終評価を実施し、当該製品の順法を確実にして
います。また、6有害物質の含有を規制するRoHS規制に対しては、調達部品に対する定期的な受入検査も行っています（P50参照）。
しかしながら2019年度は、化学物質管理に関する法規違反が国外で4件発⽣しました。今後は規制物質の含有可能性を厳 しく判断し、
順法管理の徹底に努めます。
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土壌・地下水リスクマネジメント指針

「管理下に置く」条件 取り組み手順

敷地外への汚染拡散防⽌

1. 履歴調査の実施
2. 敷地境界への監視井戸の検討と設置
3. 敷地境界の地下⽔分析調査の実施
4. もらい汚染の可能性の確認
5. 管理部門への報告

6. 敷地外への拡散防⽌⼯法の検討
7. 敷地外への拡散防⽌対策⼯事の実施
8. 評価井戸の設置
9. 評価(モニタリング)の実施

汚染源対策の徹底

10. 概況調査の実施
11-1. ⽔平方向詳細調査
11-2. 深度方向詳細調査
12. 汚染範囲の推定

13. 浄化範囲・浄化⼯法の検討
14. 汚染浄化・拡散防⽌対策⼯事の実施
15. 浄化後、汚染源モニタリングの実施(地下⽔)
16. 管理部門へ浄化完了報告

土壌・地下水汚染への対応
当社では1980年代後半に一部の事業場で塩素系有機溶剤による土壌・地下⽔汚染が発見され、それ以降、全社で対策に取り組んでき
ました。1991年には「土壌・地下⽔汚染防⽌マニュアル」を作成して調査・対策を進め、1995年には塩素系有機溶剤の使用を全廃し、
1999年には環境汚染予防管理の手引きを作成して環境汚染の再発防⽌に努めてきました。さらに日本では2003年の土壌汚染対策法 
の施行など法規制が進む中、当社は2002年度に調査・対策の再徹底に着手し、2003年度にはグローバル全拠点を「管理下に置く」取り
組みをスタートしました。
具体的には、揮発性有機化合物（VOC）および重金属などの使用状況調査に加え、現地確認・ヒアリングによる履歴調査と土壌表層調査
を実施し、基準を超える汚染が発見された事業場については、さらに詳細なボーリング調査で汚染範囲を特定し、対策を行います。
これらの取り組みを着実に推進してきた結果、2008年時点のグローバル全拠点で「管理下に置く」ことを達成しました。さらに、2010年
度からは「管理下に置く」を目的別に整理・強化した新「管理下に置く」指針を制定し、「敷地外への汚染拡散防⽌」を最優先に、グローバ
ル全拠点で汚染対策と防⽌を進め、レベルアップを図っています。

2019年度 土壌・地下水汚染対策状況

地域 汚染対策完了 対策中

グローバル 0 41

（うち日本） （0） （35）

また、当社は大気汚染への対応にも取り組んでいます。
⼯場としての取り組みはもちろん、当社が保有・管理する社用の自動車から排出される窒素酸化物（NOx）および粒子状物質（PM）の特
定地域における総量の削減等に関する特別措置法（平成4年法律第70号。「自動車NOx・PM法」）への対応に法人として取り組んでいま
す。当社の日本国内事業所において保有・管理する社用車については全社の自動車管理システムにより集約管理し、毎年の届出報告を行
うとともに、各事業場において、車両の日常点検の徹底や燃費管理に加え、従業員へのエコドライブの徹底や講習会等の実施、ハイブリッ
ド車などの導入を促進するなど、大気汚染への対応に努めています。

PCB問題への対応
下記のWebサイトに掲載しています。
https://www.panasonic.com/jp/corporate/sustainability/eco/governance/risk.html
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環境：TCFDへの対応
当社は2019年5月にTCFD※1提言への賛同を表明しました。当社は気候変動に関するリスクと機会を重要な経営課題と認識しており、
TCFD提言を踏まえ、リスクと機会を特定し、シナリオ分析による戦略のレジリエンスを検証しています。また、投資家等とのエンゲージメン
トを実施することを想定し、TCFDが推奨する開示項目である「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」について情報開示を行って
います。

※1 Task Force on Climate-related Financial Disclosuresの略で、G20財務大臣・中央銀行総裁会議の要請を受けて、金融安定理事会により設置さ
れた気候関連財務情報開示タスクフォースのことであり、2017年に提言を公開

ガバナンス
当社では、環境経営推進体制のトップには取締役会が位置しており、全社環境経営について取締役会への報告を実施しています。
また、グリーンプラン2021で社会に約束した環境目標の主要項目に対する進捗と実績や、パナソニック環境ビジョン2050は、社長とカン
パニー社長などの経営幹部が出席するグループ戦略会議で確認し、方向性や課題、特に重要な施策について意思決定しています。
2016年度から、環境担当役員とカンパニー環境責任者による環境責任者会議（年2回開催）を設置し、全社環境経営に関する意思決定
を迅速に行っています。さらに、カンパニーや地域が実践した成功事例や推進上の課題、中長期目標の考え方については、カンパニーや地
域統括会社の環境責任者／環境実務責任者で構成する環境運営委員会（年2回開催）で共有・討議して、PDCAのマネジメントサイクル
を回し、全社環境経営のレベルアップを図っています。
P16で詳しく紹介しています。

戦略
当社は、気候変動の影響を受けやすいと判断した家電事業、住宅設備事業、車載事業を含めたリスクと機会を特定しています。リスクにつ
いては、低炭素経済への移行に関するリスク、気候変動による物理的変化に関するリスクに分類し検討しています。また、機会については、
事業運営、製品・サービスを中心に、新たな機会を創出するために検討しています。
また、環境ビジョン2050の実現に向けて、当社の事業活動について外部シナリオを前提に気候変動がもたらす影響を分析し、その対応策
を検討し、当社の戦略のレジリエンスを検証しました。
P22 ～ 23で詳しく紹介しています。
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リスク管理
当社は環境リスクを継続的に低減させていくためのマネジメント体制として、カンパニーごとの環境リスク管理体制を組織し、全社のリスク
マネジメントの基本的な考え方（P8参照）に則り、（1）毎年度、環境リスクの洗い出しと全社リスクマネジメント推進、（2）環境リスク発現
時の迅速な対応、を進めています。
また、全社的見地から全社重要リスクとして取り上げるべきリスクをグローバル&グループリスクマネジメント委員会で検討、選定し、対策
進捗のモニタリング、改善を行い、全社的なリスク対策の強化を図っています。2020年度は、全社重要リスクの1つとして、自然災害リスク

（地震・⽔害）が取り上げられています。
P8 ～ 9、18で詳しく紹介しています。

指標と目標
当社は、エネルギーを機軸とした環境ビジョン2050（P12）を公表し、環境ビジョン2050の実現に向けて、グリーンプラン2021を定めエ
ネルギー量を指標とした短期の目標を設定しています。
また、エネルギーの指標に加え、温室効果ガス（GHG）削減の中長期の目標を設定し、2017年10月にSBT※1として認定を受けました。
エネルギーの指標については、P15で詳しく紹介しています。

※1 Science Based Targetsの略で、世界の平均気温の上昇を産業革命前と比べ2度未満に抑えるという目標に向け、科学的知見と整合した削減目標

GHG排出量目標（SBT認定）

2030年 2050年

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

当社製品使用に伴う排出量
（スコープ３） 30％削減（2013年度比）

気候変動のリスク（代表例）

種類 対象 内容

移行リスク 家電事業 製品のエネルギー効率規制の強化により、設計対応不十分な場合、販売機会の損失につな
がる可能性がある

物理的リスク 製造 洪⽔など異常気象により、自社製造拠点やサプライチェーンの操業が影響を受けた場合、販
売に影響を与え、さらに操業設備回復のための多大な費用が必要となる可能性がある

気候変動の機会（代表例）

種類 対象 内容

事業運営 製造／再エネ

・⽣産活動におけるファクトリーエネルギーマネジメントシステムの導入や、再⽣可能エネル
ギー活用を推進する

・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、再エネを利用し
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する

製品・
サービス

住宅設備事業 省エネ住宅支援制度が導入され、他社との共創を進めながら、省エネ性能の高い住宅の開
発と販売、普及に注力する

車載事業 エンジン搭載自動車への規制強化により、自動車の電動化が進展し、他社との協業も並行し
て進めながら、高性能車載電池事業が伸長する

シナリオ分析の概要

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
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環境：気候変動のリスクと機会および
　　　シナリオ分析による戦略のレジリエンス
リスクの特定（代表例）
低炭素経済への移行リスク
製品のエネルギー効率規準は次第に厳しくなっており、規準を満たさない製品は販売ができなくなる恐れがあります。具体的には、米国
連邦法やカリフォルニア州法、欧州のErP指令に代表される最低エネルギー効率規制は、先進国のみならず多くの途上国でも強制的な法 
規制として制定されており、基準に満たない製品の販売が禁⽌されています。また、製品の省エネ性能をランク付けして表示することによ
り、消費者が購入時に環境配慮製品を選び易くする省エネラベル制度も多くの国で採用されています。これら電気電子製品の最低エネル
ギー効率規制や省エネラベル制度は、電気電子製品のライフサイクルで最も多くを占める使用時のCO2削減に大きく貢献しています。これ
ら規制、制度は絶えず見直しが検討されており、それぞれの国・地域ではその規制の対象製品の範囲が拡大されると共に、基準値の厳格
化も進められています。これら世界各地で実施されている規制、制度は基準値も測定法もまちまちであり、常に最新の動向を把握した設計
対応が不十分な場合、多額の経営資源を投じて開発した製品の販売機会の損失につながり、大きな事業上の損失を招くリスクを抱えてい
ます。

物理的リスク
当社グループはグローバルに事業を展開しているため、洪⽔など温暖化にともなう異常気象が発⽣した場合には物理的なリスクとして、製
造拠点の操業に影響が出る可能性があります。⼯場・設備が直接被害を受けるほか、被害が甚大な場合操業停⽌による損失なども考え
られます。このような事態が発⽣すれば、事業再建に莫大な費用が必要であると考えています。

機会の特定（代表例）
事業運営
当社は、⽣産活動において、⼯場ではファクトリーエネルギーマネジメントシステム（FEMS）を導入し、エネルギー使用量の最適化を行って
います。（P35で、詳しく紹介しています。）また、太陽光発電など地域ごとの特性に応じた再⽣可能エネルギーの導入もグローバルで積極
的に推進しています。当社は太陽電池も含めたエネルギーソリューション事業を展開することにより、再⽣可能エネルギーの活用を推進し
ています。（P36で、詳しく紹介しています。）さらに、クリーンなエネルギー由来の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
術の開発を進めており、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する実証を2019年度か
ら行っています。（P13で、詳しく紹介しています。）また、BtoB顧客からの再⽣可能エネルギーによる⽣産活動を要望されることも想定さ
れ、CO2ゼロの⼯場づくりを進めています。

製品・サービス
国内では、国土交通省により、2018年省エネ住宅支援制度が導入されました。これは、省エネルギー性能の高い住宅の新築、断熱改修リ
フォーム、エコ住宅設備設置などを行った場合に設備や施⼯費に対する一定割合のインセンティブを提供する制度です。当社は創エネル
ギー商品、蓄エネルギー商品などを幅広く手がけており、この制度導入は当社にとって大きなビジネスチャンスとなり、他社との共創を進
めながら、省エネ性能の高い住宅の開発と販売、普及に注力しています。
また、各国の温室効果ガス排出削減を中心とした環境政策に伴い、エンジン搭載自動車への規制が厳しくなってきています。その結果と
して自動車の電動化が進展し、HV、EVの伸びが予測されています。当社は、高性能車載電池を⽣産、販売しています。HV、EVの普及に伴
い、その中核部材である二次電池の需要拡大が期待できます。その機会獲得に向けた活動として、2017年には米国の車載電池⼯場を本
格稼動させ、また他社との協業も並行して進めております。

戦略
社会は、ますます化石燃料を使わないクリーンなエネルギーに向けて進んでいくと認識しています。当社は、「より良いくらし」と「持続可能
な地球環境」の両立に向け、環境ビジョン2050を策定しました。その中で当社は、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・活用を進めることを目指しています。言い換えると、自社製品による再⽣可能エネルギー創出・活用による貢献量が、自社⼯場及び製
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品で消費するエネルギー量を上回るということです。このビジョンは2050年に目指す会社の姿として、事業方針にも盛り込まれています。
エネルギーの削減目標については、パリ協定の２℃目標の基準に沿うSBTとして認定された2030年、2050年のGHG排出削減目標をそ
の前提として持っています。

シナリオ分析
国際エネルギー機関（IEA）が発行したWorld Energy Outlook 2017(WEO2017)において、パリ協定での各国が提示した目標の実現
に必要な政策から想定されるメインシナリオ（NPS＝4℃シナリオ）と、産業革命時期比で気温上昇を2度未満とする持続可能な開発シナ
リオ（SDS＝2℃シナリオ）が提示されています。

当社は環境ビジョン2050の実現に向けて、当社の事業活動について上記シナリオを前提に気候変動がもたらす影響を分析し、その対応
策を検討し、当社の戦略のレジリエンスを検証しました。

SDSおよびNPSそれぞれのシナリオは、2100年に平均気温が2℃または4℃に上昇する予測の下でつくられています。現在の事業活動を
前提に、2030年時点での事業への影響を分析しました。
2℃シナリオ（SDS）では、2030年までに温室効果ガス排出量を抑制するために社会の急速な変化が予測されています。例えば、炭素価
格はCO2：1tあたり100ドル以上になるというような排出抑制措置が講じられることを予測しています。当社は、2℃シナリオの下では、
2030年までには気候変動による⽔不足や異常気象の増大などの物理的リスクによる事業への大きな影響はないと仮定し、規制の変更に
よる事業への影響を分析しました。
一方、4℃シナリオ（NPS）の下では、当社は、規制による制約の影響は小さく2030年までには気候変動の物理的な変化がますます明らか
になっていると仮定し、物理的変化による事業への影響を分析しました。

これらのシナリオに基づき分析した結果、2℃シナリオの主な影響として、炭素価格が主要国で導入されCO2排出による負担が増える一
方、当社は、パナソニック環境ビジョン2050実現に向けて、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、負担が少なく影響も軽微であります。
また、環境法規制の変更は、幅広い省エネ製品を扱う家電事業に大きな影響を与えると考えています。この影響への対応策として、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います。環境法令データベースを使い、環境法令に関する
最新情報を入手し、その内容について関連部門に共有を図っています。また、対策が必要な案件があった場合は、カンパニー、事業部門と
情報・状況を共有し、対策を講じており、影響も軽微であります。
次に、4℃シナリオの主な影響として、異常気象（洪⽔、熱帯性低気圧等）の増加により、当社のサプライチェーンへの影響や、社会的に経
済活動の低下が考えられます。事例として、2011年に起こったタイの洪⽔では、当社においても多額の損失があり様々な対策を講じてい
ますが、それでも洪⽔などによって自社、サプライチェーンの操業が影響を受けた場合、販売に影響を与え、さらに操業設備回復のための
多大な費用が必要となります。この影響への対応策として、当社では、過去の異常気象による経験を踏まえ事業継続計画（BCP）の策定に
取り組んでいます。2012年初めには、事業継続マネジメントシステムに則り、洪⽔リスクを含む様々なリスクを低減し、事業場のリスクやオ
ペレーションリスクを最小限に抑えることを重視した新しい事業継続マネジメント（BCM）構築ガイドラインを策定しました。また、災害・
事故対策の体制強化の取り組みとして、リスク管理担当役員を委員長とし本社の職能部門責任者で構成されるグローバル＆グループリス
クマネジメント委員会の傘下に「災害・事故対策委員会」を設置し、地震や洪⽔等の自然災害から火災・爆発等の大規模事故などの重大
リスクに関する対応体制の強化に取り組んでいます。また、同委員会傘下に各種対策ワーキンググループを設置し、リスク発現時に備えた
対策等の検討を関係部門合同で行っています。調達活動においては、調達部材の重要度や代替可能性を評価の上、代替調達先の確保、
緊急時の在庫の積み上げなどの管理を行っています。これらの取り組みにより、影響は軽微であります。

今後、気候変動がサプライチェーンに及ぼす影響と、気候変動が重要である市場や製造に及ぼす影響についてさらに分析していく予定で
す。また、社会動向やベースシナリオの変更については環境部門、実際の投資や協業の推進については対象となるカンパニーで監視を行う
予定です。

※シナリオは、不確実性が高い未来像です。記載したシナリオに基づき分析した結果は、IEAが提示するシナリオに対する認識です。中長期の将来見通しにつ
いては、シナリオと異なる可能性があります
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環境：環境情報システム
全社環境情報の一元管理
環境経営のPDCAを回す上では、各事業場でのエネルギー使用
量や廃棄物・有価物発⽣量、化学物質排出・移動量、⽔使用量
などに関する膨大なデータを、迅速かつ正確に把握することが不
可欠です。
当社は、グローバル全事業場の環境関連データを収集・管理す
る環境パフォーマンスシステムであるエコシステム（⼯場）を構
築・導入しており、このシステムを活用して月度での管理を実施
しています。とくにCO2排出量の管理では、取り組みの進捗確認
や課題抽出を行い、それらの情報を共有し対策実施を徹底する
ことで、CO2排出量削減に向け重要な役割を果たしています。エ
コシステム（⼯場）は、グローバル全事業場からの順法状況など
の共有の仕組みとしても機能しています。近隣住民からの苦情
を受けた場合や、条例の規制値を上回った場合に事業場の担当
者が状況を入力することで、カンパニー、本社の担当者に即時に
メール配信され、迅速な情報共有と、適切な対応ができるように
なっています。

製品については、グローバルで含有化学物質の法規制が強化さ
れ、EUのREACH規則ではサプライチェーンでの情報伝達や開
示が義務化されています。当社は、業界標準の情報伝達方式を
採用した製品化学物質管理システムを構築し、様々な規制や要
請に対応しております。2017年1月には製品化学物質管理シス
テムを刷新し、経済産業省主導の新しい製品化学物質情報伝達
フォーマットであるchemSHERPAを採用するとともに、当社車
載事業の拡大に伴い日本の自動車業界の標準フォーマットであ
るJAMA/JAPIAシートも採用し、多様な領域で複雑化する製品
化学物質法規制への対応を可能としました。

エコシステム（工場）の仕組み

製品化学物質管理システムの仕組み

購
入
先
様

製品化学物質管理
システム

化学物質
法令データベース

届出

問合せ

回答

欧
州

化
学
品
庁

顧
客
な
ど
の

ス
テ
ー
ク

ホ
ル
ダ
ー

回答依頼

回答登録

製品化学物質
使用量データベース

chem
SHERPA※1

JAMA/
JAPIA※2

製造事業場

グローバル
259事業場

Web
で報告 CO2、

廃棄物など
の項目

集計

本社
カンパニー

環境パフォーマンス
データ

フィードバック

※1 アーティクルマネジメント推進協議会が推奨する経済産業省主導の新
情報伝達フォーマット

※2 日本の自動車業界で標準化された成分調査データシート
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環境：環境負荷の全体像と環境会計
事業活動における環境負荷の全体像
当社は電気電子機器などを製造販売するため、石油や電気などのエネルギーとともに、部品や材料として多くの資源を使用し、結果として
CO2や廃棄物などを排出しています。下記の図は、調達からリサイクルまで、当社が与えている環境負荷の全体像を示しています。また、サプライ
チェーン全体における温室効果ガスについては、国際的な算定基準であるGHGプロトコルに従ってスコープ1、2、3に分けて把握しています。

事業活動における環境負荷の全体像

エネルギー 1.85万TJ

電気　34.5億kWh 都市ガス　0.9億m3

LPG　
1.0万トン

重油　
0.9万kl

灯油　
0.2万kl

再生可能エネルギー　3.2万MWh※1

資源

再生樹脂　1.34万トン

再生鉄　10.3万トン

水　2,311万m3

化学物質　24万5,186※2※12

エネルギー　588万GJ※5

バイオディーゼル燃料　1.2万l※6

電気　1,621億kWh

製品回収量　17.8万トン※6※7

ブラウン管テレビ
0.7万トン

プラズマ・液晶テレビ
1.0万トン

エアコン　
3.6万トン

冷蔵庫・冷凍庫
7.0万トン

洗濯機・衣類乾燥機　
5.4万トン

パソコン
12トン

CO2　223万トン※3

エネルギー起源のCO2以外の温室効果ガス（CO2換算）　
10万トン※12

廃棄物・有価物発生量
34.4万トン

廃棄物最終処分量
0.34万トン

排水　1,802万m3

化学物質排出・移動量　3,942トン※4※12

CO2　グローバル　87万トン
　　  （日本国内　12万トン）

CO2　8,313万トン

再商品化量　12.9万トン※6※7

金属　
9.7万トン

ガラス　
0.2万トン

その他　
3.0万トン

廃棄物発生量　4.8万トン※6
リサイクル

使用

物流

生産

購入先I N P U T OUTPUT

⽣産：259製造事業場
物流：物流パートナー、または当社が輸送する調達・⽣産・販売・廃棄物の物流⼯程
使用：エネルギー使用量の大きい主要商品※8の⽣涯消費電力量（a）とそれによる⽣涯CO2排出量（b）

a=販売商品の年間消費電力量※9×販売台数×商品寿命※10

b=販売商品の年間消費電力量※9×販売台数×商品寿命※10×CO2排出係数※11

リサイクル：再商品化とは、分離した製品の部品または原材料を、自ら利用すること、あるいは、有償または無償で譲渡できる状態にすること
※1 太陽光、風力、バイオマスなどが対象。ヒートポンプ含まず
※2 対象物質は化学物質管理ランク指針（⼯場版）対象物質をすべて含む
※3 燃料関係は環境省「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル（Ver4.3.1）」の係数に基づく。購入電力の係数は、International Energy 

Agency(IEA)の発行する「CO2 emissions from fuel combustion」(2019年度版)の各国の最新の係数を使用
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サプライチェーン全体における温室効果ガス排出量（スコープ別）

カテゴリ
排出量（万トン）

2018年度 2019年度

スコープ1※13 44 39

スコープ2※14 200 193

スコープ3※15

1. 購入した製品・サービス 1,395 1,805

2. 資本財 86 72

3. スコープ1、2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 26 24

4. 輸送、配送（上流） 95.0 86.6

5. 事業から出る廃棄物 1.8 1.6

6. 出張 2.8※16 2.2※16

7. 雇用者の通勤 3.1※16 3.0※16

8. リース資産（上流） 2.0※16 1.5※16

9. 輸送、配送（下流） 2.0※16 2.0※16

10. 販売した製品の加⼯ − −

11. 販売した製品の使用 5,723 8,313※17

12. 販売した製品の廃棄 125 118

13. リース資産（下流） − −

14. フランチャイズ − −

15. 投資 − −

※13 自社で所有・支配する施設からの直接排出量（例：都市ガスや重油の使用にともなう排出量）
※14 自社が所有・支配する施設で消費するエネルギーの製造時からの排出量
※15 スコープ1・スコープ2を除く、その他の間接的な排出量
※16 日本での実績
※17 2019年度より、対象製品に、従来含めていなかった照明器具・ランプ、扇風機、電気シャワー・電気温⽔器を含む。これらの排出量は 3,055万トン

※4 排出量：大気、公共用⽔域、土壌への排出を含む。移動量：廃棄物としての移動と下⽔道への排⽔移動を含む。なお、廃棄物処理法上廃棄物に該当す
る無償および当社が処理費用などを支払う（逆有償）リサイクルはリサイクル量に含む（日本のPRTR法で届け出た移動量とは異なる）

※5 日本以外の地域内含まず
※6 日本での実績
※7 エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機およびパソコンが対象
※8 家庭用エアコン、業務用エアコン、照明器具・ランプ、家庭用冷蔵庫、業務用冷蔵庫、液晶テレビ、洗濯乾燥機、全自動洗濯機、食器洗い乾燥機、IHクッキ

ングヒーター、エコキュート、バス換気乾燥機、加湿器、除湿機、空気清浄機、換気扇、扇風機、自動販売機、ジャー炊飯器、電子レンジ、温⽔洗浄便座、ア
イロン、ドライヤー、電気シャワー、電気温⽔器、電気カーペット、掃除機、ジャーポット、レンジフード、プロジェクター、実装機 など

※9 商品カテゴリの各地域で最多販売台数の機種を選定
※10 当社が定める補修用部品の保有年数
※11 地域別のCO2排出係数（kg-CO2/kWh）は、0.522（日本）、0.331（欧州）、0.421（北米）、0.623（中国・北東アジア）、0.718（インド・南アジア）、

0.395（東南アジア・大洋州）、0.297（中南米）、0.709（中東阿）を使用
※12 Hussmann Parent社およびその連結子会社の実績含まず
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2019年度 顧客経済効果
商品使用時の電気代削減

削減電力量※20 286億kWh

電気代削減額※21 5,450億円

※20 製品・サービスによる使うエネルギー削減貢献量（P31参照）と同じ条件で算出
※21 電力料金はIEA統計をもとに地域別に設定

環境経営を支える環境会計
当社は、環境保全と経済効果を環境負荷量（抑制量）と関連づけてグローバルに集計しており、環境経営の基盤情報として内部活用を進
めています。

2019年度環境保全効果（物量）

⼯場環境保全

投資額※18 2,834百万円

費用額※18※19 82百万円

経済効果 658百万円

※18 環境保全に関する投資はすべて含む。ただし差額集計あるいは按分集計を行っていない
※19 費用額には設備投資の初年度分の減価償却費を含む。例えば、最新の省エネ設備を導入した場合、当該設備の初年度の減価償却費は含むが、2年目

以降の減価償却費は含めていない

分類 排出抑制量
参考指標：環境負荷量

2018年度 2019年度

⽣産活動におけるCO2排出量 12万トン 235万トン 223万トン

ヒト・環境影響度 70千カウント 536千カウント 466千カウント

廃棄物最終処分量 −0.03万トン 0.31万トン 0.34万トン

⽔使用量 158万m3 2,469万m3 2,311万m3

2019年度の当社の省エネ商品による削減電力量および電気代削減効果の実績は下表のとおりです。

2019年度 環境会計

当社は、環境価値を創出する新たなお役立ちにつながる研究・開発にも取り組んでいます。2019年度、環境に関わる研究開発費は約90億
円でした。
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環境：環境配慮商品・工場
環境配慮商品（グリーンプロダクツ）の取り組み
当社では、商品が環境に与える影響を企画・設計段階から事前評価する製品環境アセスメントをもとに、環境性能を向上させた商品・
サービスをグリーンプロダクツ（GP）と認定しています。
GPの判定基準では、自社比較のみならず他社比較も実施しながら、地球温暖化防⽌や資源有効利用の環境性能を評価すると同時に、環
境への影響が懸念される化学物質の管理も取り込み、2011年度からは、これらの項目に加えて⽣物多様性および⽔に関する判定基準も
追加・充実し、より広い側面からGPの創出を図っています。また、2013年度からは従来のダントツGP※1を発展させ、持続可能な社会への
転換を加速する商品・サービスを戦略GPとして新たに定義しました。
GPの中でも、とくに新しいトレンドを創る商品は、スーパーGPとして認定しています。

※1 業界同一カテゴリの中で環境性能が優れた商品・サービス

グリーンプロダクツの体系

戦略GPの定義

持続可能な社会への転換を加速する商品・サービス：

（1） 業界トップクラスの環境性能で地球環境への負荷を抑制する商品・サービス
（例：省エネ・省資源・節⽔商品、など）

（2） 普及促進そのものが地球環境への負荷を抑制する商品・サービス
（例：再⽣可能・新エネルギーを創出する商品、蓄エネ商品、エネルギーマネジメントシステム、スマートハウス・スマートシティ、
スマートメーター、次世代の自動車や店舗の環境性能を支援する商品・サービス、LED照明、など）

（3） ある地域の環境負荷を低減、または環境負荷への対処を支援する商品・サービス
（例：空気清浄機、浄⽔器、環境エンジニアリングサービス、など）

戦略GP

グリーンプロダクツ
（GP）

環境性能の飛躍的な進歩・持続可能な社会の
実現への新トレンドを創る商品・サービス

持続可能な社会への転換を加速する
商品・サービス

環境性能を向上した商品・サービス
5つの特徴項目（地球温暖化防止・化学物質
管理・資源有効利用・水・生物多様性）のうち、
1項目以上当社判定基準をクリアしたもの

スーパーGPスーパーGP
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製品環境アセスメントの概要

製品環境アセスメント

評価項目 評価基準

①製品本体

地球温暖化防⽌ CO2排出量・省エネルギー

資源有効利用 省資源、軽量化・減容化、リユース部品点数、長期使用性、再⽣資源使用量、
電池の取り外し容易化構造、回収・再資源化に必要な表示 など

⽔、⽣物多様性 節⽔、⽣物多様性保全への配慮

他社比較

②⽣産⼯程
（該当製品での評価）

地球温暖化防⽌ CO2排出量・省エネルギー

資源有効利用 省資源、排出物となる包装材料の質量、資源使用量、⼯場廃棄物量 など

③包装 資源有効利用 省資源、軽量化・減容化、発泡プラスチックの使用量、再⽣資源使用量 など

④取扱説明書 資源有効利用 省資源、軽量化・減容化、再⽣資源使用量

①②③④ 化学物質管理 当社化学物質管理ランク指針（製品・⼯場）

LCA評価※2 地球温暖化

情報管理 グリーン調達、サプライチェーンでの情報提供 など

目標値設定

企画

中間評価

設計

最終評価

出荷

法規制、当社基準・指針、環境行動計画

※2 製品がライフサイクルの各段階において環境に与える影響を定量的に評価する手法

戦略GPの拡大
当社はB2B事業の拡大など事業構造の改革が進む中で、民⽣商品の環境性能を追求するだけでなく、環境負荷の低減につながる様々な
商品・サービスのさらなる拡大にも注力するため、2013年度より新たに戦略GPを定義し、その創出を進めています。トップクラスの環境
性能で地球環境への負荷を抑制するものに加え、普及促進により負荷抑制が期待できるもの、特定地域での環境負荷を直接低減するも
のも含め、多様な事業を介して持続可能な社会への転換加速を目指します。2019年度の戦略GP売上比率は約25%でした。
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環境配慮工場（グリーンファクトリー）の取り組み
当社は、モノづくりによる環境負荷低減を目指しグリーンファクトリー（GF）活動にグローバル全⼯場で取り組んでいます。具体的には各⼯
場の法規制順守を前提に、CO2排出量、廃棄物・有価物発⽣量、⽔使用量、化学物質排出・移動量などの⽣産活動における環境負荷の
削減計画策定とともに、排出量などの総量削減や原単位管理での進捗管理を実践・改善し、環境負荷低減と事業活動の両立を図ってい
ます。2010年度からはGFアセスメント制度※1を導入し、⼯場での取り組み⽔準の見える化でGF活動のさらなる向上を目指しています。
また、当社はモノづくり環境情報共有会を通じ、グローバル各地域の環境負荷低減活動や法規制・社会動向の共有に取り組んでいます。
欧州、東南アジア、中国、中南米では、地域別の情報交流や環境負荷低減の取り組み事例コンペ（優秀事例の表彰／横展開活動）を適宜 
実施し、それぞれの地域課題に応じたGF活動を実践し、取り組みを拡大・加速推進しています。
2019年度は、東南アジアの省エネ事例コンペで優秀な成績を修めた2⼯場から研修
⽣を迎え、地域を超えた情報交流を実施しました。日本の⼯場や環境展示会を見学し、
日本における環境取り組みについて学んでいただくことで、自⼯場や地域での活動を加
速推進するためのキーパーソン育成にも取り組んでいます。
全社の省エネ体質改善を目指した基盤強化策としては、ノウハウのグローバル共有・
横展開がweb上でできるようBA（Before／After）チャート検索システムを整備し、
各⼯場で実践したCO2、廃棄物、化学物質、⽔などの取り組み優秀事例を登録・共有
するようにしています。
このほか、拠点数の多い中国、東南アジアでは、より確実に環境法規制に対応するため
の新たな活動として、同一地域の⼯場同士がカンパニーの枠を超えて相互に環境監査
を行う、クロスカンパニー相互監査を実施しています。中国では2019年度新たに社内監査員を養成して53名に増員、13⼯場で監査を実
施して改善点を抽出しました。東南アジアにおいては、国単位でグループを形成してクロスカンパニー相互監査を推進しており、2019年度
は拠点のある6カ国全てで実施しました。今後も相互監査の活動を加速し、関連法令の
順守確認を通して相互の学び合いを図り、全社に蓄積されたノウハウを活用することに
よって取り組みのレベルアップを目指します。

※1 総量削減、体質強化、削減取組、リスク削減、人づくり、マネジメントの6側面／環境活動19項
目について、5段階で自己評価し目標への進捗状況を他拠点と比較し相対的に評価する仕組
みで課題抽出および改善策の自主的検討・推進に役立てる。2013年度からは19項目以外
にも各カンパニー独自視点に基づきアセスメント項目が追加できるよう制度改善。（例：傘下
⼯場のリスク管理強化を目的に、環境法規制の順守状況や管理方法に関する項目を追加運
用し、大気・⽔質などの対象施設・空調設備などについて、法令以上に厳しい自主基準値設
定に関する設問を追加） クロスカンパニー環境相互監査

東南アジア地域研修⽣
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環境：エネルギー
エネルギー（製品）の考え方と取り組み

「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すパナソニック環境
ビジョン2050の実現に向けて、「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ます。製品・サービスにおけるエネル
ギーに関して、グリーンプラン2021では、製品・サービスにおける「創るエネルギー量の拡大」、「使うエネルギーの削減貢献量の拡大」を
定量的目標として設定しています。
また、2016年11月に発効したパリ協定は、世界の気温上昇を産業革命前から2度未満とする目標、1.5度未満とする努力目標を設定
し、今世紀後半にCO2などの温室効果ガス（GHG）の排出量実質ゼロを目指すことを掲げています。パリ協定の目標を実現するためには、
GHG排出量を可能な限り減少させる必要があり、企業はこれまで以上にGHG削減に貢献していくことが求められています。パナソニック
環境ビジョン2050の実現に向けた当社の取り組みは、GHGの削減にも貢献するものであり、当社はGHG削減に関して、「当社事業活動
におけるGHG排出量を2030年までに30%削減（2013年度比）、2050年までに排出ゼロ。当社製品使用に伴うGHG排出量を2030年
までに30%削減（2013年度比）」というパリ協定の目標と整合する削減目標を設定、2017年10月にSBT※1として認定を受けました。

※1 Science Based Targetsの略で、世界の平均気温の上昇を産業革命前と比べ2度未満に抑えるという目標に向け、科学的知見と整合した削減目標

製品・サービスによる創るエネルギー量
製品・サービスによる「創るエネルギー量」には、当社の製品がお客様のもとで発電する「創出」と、蓄えた電力をお客様のもとで使用する

「活用」があります。具体的には、太陽光発電システム、燃料電池による発電量を創出、車載電池、定置用蓄電池などからの使用量を活用
としています。製品・サービスによる「創るエネルギー量」は、創出と活用を合わせたものであり、当社の製品・サービスがお客様のもとで創
出・活用するエネルギーの拡大努力を示す指標として数値目標を設定しています。
2019年度の実績は2.6万GWhでした。

製品・サービスによる使うエネルギー削減貢献量
当社の定める、製品・サービスによる使うエネルギー量は、当社の製品がお客様のもとで使用するエネルギー量と定義しています。製品の
省エネ性能を向上させることで、製品・サービスによる使うエネルギー量の削減を進めていきます。
製品・サービスによる使うエネルギー量の削減を進めるために、「使うエネルギーの削減貢献量」を導入しました。「使うエネルギーの削減
貢献量」とは、2013年度からの製品の省エネ性能向上がないと仮定した場合の想定エネルギー使用量から実際のエネルギー使用量を
差し引いた量と定義しており、エネルギー削減の継続的な努力を示す指標として数値目標を設定しています。

使うエネルギーの削減貢献量

使
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
量

使うエネルギー
削減貢献量

2013年
（基準）

20XX年

実際の
エネルギー量

省エネ改善なしと
仮定した場合の
エネルギー量

…
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「使うエネルギーの削減貢献量」の内、当社最終製品によるものを直接貢献※2、当社最終製品以外の製品・サービスによるものを間接貢
献※3と区分しています。間接貢献は、当社の中間製品やサービスが支えている他社最終製品でのエネルギー削減効果を表します。
2019年度の「使うエネルギーの削減貢献量」は、3.0万GWhでした。内訳は、直接貢献2.8万GWh、間接貢献0.23万GWhです。

※2 家庭用エアコン、業務用エアコン、照明器具・ランプ、家庭用冷蔵庫、業務用冷蔵庫、液晶テレビ、洗濯乾燥機、全自動洗濯機、食器洗い乾燥機、IHクッキ
ングヒーター、エコキュート、バス換気乾燥機、加湿器、除湿機、空気清浄機、換気扇、扇風機、自動販売機、ジャー炊飯器、電子レンジ、温⽔洗浄便座、ア
イロン、ドライヤー、電気シャワー、電気温⽔器、電気カーペット、掃除機、ジャーポット、レンジフード、プロジェクター、実装機 など

※3 間接貢献の対象：住宅用断熱材、モータなど

使うエネルギー量の削減は、他方でGHG排出量の削減でもあります。使うエネルギーの削減貢献量をCO2に換算※4した「CO2削減貢献
量」は、1,600万トンでした。
※4 地域別のCO2排出係数（kg-CO2/kWh）は、0.522（日本）、0.331（欧州）、0.421（北米）、0.623（中国・北東アジア）、0.718（インド・南アジア）、

0.395（東南アジア・大洋州）、0.297（中南米）、0.709（中東阿）を使用

下記のWebサイトには、省・創・蓄エネルギー商品の具体事例も掲載しています。
https://www.panasonic.com/jp/corporate/sustainability/eco/co2/product.html
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環境：地球温暖化の緩和・適応
地球温暖化の緩和
人々が豊かなくらしの実現を求める一方、人々の⽣活や企業活動を通じて排出される温室効果ガスの増加にともなう、地球温暖化の進行
が懸念されています。当社は、⽣産活動と製品・サービスを通じて排出される温室効果ガスを減らすことで、気候変動の進行を抑制しその
影響を小さくする緩和策を推進しています。製品・サービスを通じた緩和策として、省・創・蓄エネルギー商品に加え、それらをつなぎコン
トロールするエネルギーマネジメント（エネマネ）商品・ソリューションを提供しています。
当社のエネマネ商品「AiSEG2（アイセグ2）」は、家庭内の様々な家電や住宅設備機器をインターネットにつなげて連携させる、住宅向け

「HOME IoT」の中核機器です。2019年6月に実施されたバージョンアップによって、住宅用の電気自動車普通充電設備と太陽光発電
システムの連携を実現しました。太陽光発電システムと組み合わせた新たな機能「AI ソーラーチャージ®」は、AI（人⼯知能）を搭載した
AiSEG2が翌日の天気予報を確認し、翌日の発電量と使用電力量から余剰電力量をAIで判断する機能です。翌日の余剰電力があると判断
されると、電気自動車の夜間充電量をその分少なくし、太陽光発電システムで発電された電力をロスなく活用します。
また、建物のエネマネに加え、街全体でより良いくらしを提供する「サスティナブル・スマートタウン」のプロ
ジェクトも進めています。藤沢、綱島に続く第3弾として、異業種の13社とともに2019年9月に「Suita サス
ティナブル・スマートタウン」の構想を策定しました。エネルギー分野の取り組みとして、街区全体の消費
電力を実質再⽣可能エネルギー 100％で賄う日本初の「再エネ100タウン」を目指すとともに、住宅、電気
自動車の蓄電池や先進ガス機器も活用し、街全体でレジリエンス向上を図ります。

地球温暖化への適応
あわせて当社は、緩和策を実施しても回避できない地球環境へ
の影響に対処する適応策も推進しています。適応策としては、
IPCC（気候変動に関する政府間パネル）などが指摘している、気
候変動が⽣態系、社会・経済などの各分野に与える影響への対
処が基本と考えています。気候変動の影響は地域によって異なる
ため、地域性を加味した対策が重要と認識しています。
適応策としては、以下の2つの側面から取り組みを進めています。
①当社製品・サービス・ソリューションによる気候変動の影響を低減する取り組み
②当社の企業活動への影響を低減する取り組み
①の具体例としては、沿岸監視システム、グリーンエアコンなどがあります。沿岸監視システムは、遠隔地
から沿岸の状況の確認を可能とするもので、太陽光で発電し蓄えた電力でネットワークカメラを常時稼動
し、無線通信も可能な完全独立電源型のシステムです。気候変動により影響増大が予測される高潮の対
策に貢献すると考えています。
またグリーンエアコンは、東京オリンピック・パラリンピックなどに向け商品化しました。⽔と空気を混合し
て微細にし、濡れを感じにくくしたドライ型ミストや、日よけの下にドーム状の冷却空間をつくるエアカーテ
ンなどによって、オープンスペースの夏の暑さを和らげるものです。さらにフレキシブルな樹脂製配管で施
⼯が可能な小型タイプのグリーンエアコンFlexも7月から各地で実証実験を開始し、9月に発売開始しま
した。このタイプは既設構造物への後付け設置のほか、ベンチ、公共モニュメントとの一体化設計等が可
能です。熱中症など温暖化が⽣活にもたらす悪影響を低減することが期待できます。

▶宮城県東松島市 沿岸津波監視システム（沿岸監視システムの事例）
https://www2.panasonic.biz/es/solution/works/higashimatsushima.html
▶[プレスリリース]極微細ミスト搭載 屋外用ミスト式冷却機「グリーンエアコン」を発売
https://news.panasonic.com/jp/press/data/2019/04/jn190419-1/jn190419-1.html
▶[プレスリリース]簡易施⼯型の極微細ミスト式冷却機「グリーンエアコンFlex」を発売
https://news.panasonic.com/jp/press/data/2019/06/jn190625-2/jn190625-2.html

②については、当社への気候変動の影響を評価し、対処すべき課題を見極めることが先決と考えています。当社にとっての事例の一つが、
⽔不足による⽣産活動への影響です。2017年度に当社のすべての製造拠点における⽔リスクアセスメントを完了し、現時点において当社
の事業活動へ影響を与えるような⽔リスクは顕在化していません。詳細は、⽔資源保全（P48 ～ 49）を参照ください。

沿岸津波監視システム図
ネットワークカメラ

太陽電池モジュール

マルチアクセスコンセントレータ

潮位データ、カメラ映像
をセンター設備に伝送

高 波

市庁舎など

アンテナ

5GHz
無線リンク

特小
（920MHz）

WiFi

蓄電池現地での情報収集・配信

潮位波高計

中継基地局

映像監視

沿岸津波監視システムの概要

宮城県東松島市の沿
岸津波監視システム

グリーンエアコンFlex本体

設置イメージ（カフェ）

AiSEG2（7型モニター機能付）

ノズルユニット
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環境：工場の使うエネルギーと創るエネルギー
生産活動におけるエネルギー・CO2削減
当社は、環境ビジョン2050実現に向けCO2ゼロの⼯場づくりを推進しています。この取り組みは気候変動対策への貢献、⼯場の省エネ、
CO2削減、⽣産性向上やエネルギーコスト削減など環境経営の体質強化に寄与します。この中期は環境行動計画グリーンプラン2021を
策定して「エネルギー」を重点課題のひとつと定め、⼯場においては「CO2ゼロモデル⼯場の推進」、「再⽣可能エネルギー利用拡大」、「エ
ネルギーミニマム⽣産の推進」に取り組んでいます。
CO2ゼロモデル⼯場の推進では、2019年度は中米コスタリカにあるパナソニック セントロアメリカーナ（株）（PCA）でCO2ゼロを実現し
ました。※1

再⽣可能エネルギー利用拡大では、2019年度の自社拠点における再⽣可能エネルギー導入量※2は3.2万MWhとなり、2021年度目標
である「自社拠点再⽣可能エネルギー導入量4万MWh」に向け順調に推移しています。
エネルギーミニマム⽣産の推進では、各⼯場個別の取り組みを推進しています。2019年度のこれらエネルギー・CO2削減取り組みへの
投資額は26億円※3でした。
これら取り組みの結果、2019年度の⼯場の使うエネルギー量は1.85万テラジュール※4となりました。
CO2排出量について、環境行動計画グリーンプラン2018の完遂まで、すべての年度の購入電力係数を固定して使用してきましたが、グ
リーンプラン2021の制定に合わせて、過年度のCO2排出量も含め、国別、年度別の電力係数※5に刷新しています。これにより、2019年度
のCO2排出量は223万トンでした。
当社は2019年8月、事業活動で使用する電力を100％再⽣可能エネルギーにすることを目指す国際的なイニチアチブ「RE100」に加盟し
ました※6。2050年までにグローバルで使用する電力を100％再⽣可能エネルギーに切り替えるとともに、CO2排出ゼロのモノづくりを目
指します。
その他、当社は2030年を目指した電機電子業界を挙げての温暖化防⽌の自主行動計画である経団連低炭素社会実行計画に参画してい
ます。具体的には、業界が掲げる目標「2030年に向けて、⼯場と大規模オフィスのエネルギー原単位改善率  年平均1%」の達成を目指し
て、⼯場などにおける省エネを着実に進めています。

※1 関連内容P13を参照
※2 非製造拠点に導入された再⽣可能エネルギー自社導入量を含む太陽光、風力、バイオマスなどが対象。ヒートポンプ含まず
※3 エネルギー・CO2削減に関する投資はすべて含む。ただし差額集計あるいは按分集計を行っていない
※4 2019年度より電力使用に伴うエネルギー使用量(TJ)を求める熱量換算係数を見直し、電力の熱量換算係数9.97GJ/MWh（日本の省エネ法に基づ

く）から電力量単位である3.6GJ/MWhに変更。これに伴い過年度に渡り遡及計算
※5 各年度購入電力の係数（kg-CO2/kWh）は以下のとおり。2013年度、2015年度：IEA CO2 emissions from fuel combustion2017（book2017）

の国別電力係数、2016年度：同book2018の国別電力係数、2017年度、2018年度、2019年度：同book2019の国別電力係数を使用
※6 プレスリリース（2019年8月30日）

「パナソニックが「RE100」に加盟　100％再⽣可能エネルギーによる事業運営を目指す
https://news.panasonic.com/jp/press/data/2019/08/jn190830-1/jn190830-1.html
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※7 CO2排出量を、全社の売上高で除して算出した「CO2原単位」の2013年度対比の改善率を算出
※8 燃料関係は環境省温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル（Ver4.6）の係数に基づく

CO2ゼロモデル工場の推進
グローバル各地域（日本、中国・北東アジア、東南アジア・大洋州・インド・南アジア・中東阿、北米・中南米、欧州・CISの5地域）でCO2

ゼロモデル⼯場を1⼯場以上実現するという目標に対し、3地域6拠点でCO2ゼロモデル⼯場を実現しています。
2019年度、パナソニック セントロアメリカーナ（株）（PCA）では、太陽光発電システムの導入に加え、再⽣可能エネルギー由来電力の調
達などによりCO2ゼロモデル⼯場を実現しました。
日本では、2018年度にパナソニックグループの家電リサイクル⼯場であるパナソニック エコテクノロジーセンター（株）（PETEC）でCO2

ゼロモデル⼯場を実現しました。北米・中南米地域では、パナソニック ブラジル（有）（PANABRAS）のエストレマ、サンジョゼ、マナウス3
⼯場とPCAの計4⼯場で、欧州・CIS地域では、パナソニック ベルギー（株）（PECBE）でCO2ゼロモデル⼯場を実現しています。今後は同
地域内での横展開に加え、他地域でのCO2ゼロモデル⼯場実現に向け取り組みを推進します。

工場エネルギー・CO2削減の推進
エネルギー・CO2削減を確実に実行するためには、⼯場の各施設のエネルギー使用状況や対策による削減効果の見える化が重要です。
これまでグローバル全製造拠点において4万点以上の計測装置やファクトリーエネルギーマネジメントシステム（FEMS）を導入し、エネル
ギー使用状況の見える化や分析を行うメタゲジ※9を推進することでCO2削減に取り組んでいます。
下記のWebサイトには、⼯場省エネ支援サービスの具体事例を掲載しています。
https://www.panasonic.com/jp/corporate/sustainability/eco/co2/service.html

※9 当社の造語で、メータやゲージなどの計測器を導入してエネルギー使用量を見える化し、測定可能な削減対策を実行すること

各工場の取組み
継続的にエネルギー・CO2を削減する活動は各⼯場でも積極的に推進しています。2019年度は「令和元年度省エネ大賞」において、省エ
ネ事例部門の省エネルギーセンター会長賞などを受賞しました。省エネルギーセンター会長
賞を受賞したテーマは以下のとおりです。
パナソニック株式会社 ライフソリューションズ社津⼯場

「省エネとBCPを融合させたマザー⼯場主導でのグローバル展開」
配線器具のマザー⼯場である津⼯場において、BCPと融合させながら様々な省エネ活動を
推進し、その中で確立した手法や知見を国内外の他拠点へ展開している事例で、他部門や外
部会社との連携やBCP対策として太陽光発電を導入したこと等について高く評価いただき
ました。 省エネ大賞受賞

生産活動におけるCO2排出量と原単位
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また、2018年度の省エネ大賞において、経済産業大臣賞（節電部門）を受賞したマニュファク
チャリングイノベーション本部が開発推進する「スマートEMS省エネ自動制御」を中国のパナ
ソニック エナジー無錫（有）に展開導入しました。電池の極板製造⼯程では、製造品質担保の
ために低湿度環境を維持する必要があり、大量に空調エネルギーを消費します。従来の一定
条件手動制御ではなくスマートEMS省エネ自動制御により、季節による外気温変動や⽣産条
件による必要負荷変動に対して、AIを用いた自律制御で最適追従させることにより、過不足な
い空調制御が可能となり、対象⼯程で約13%の省エネを実現しました。今後もこの技術を広く
グローバルに展開し大きなCO2削減を実施してまいります。

再生可能エネルギー利用拡大の取り組み
当社は再⽣可能エネルギーの利用拡大に向け、太陽光発電など地域ごとの特性に応じた再⽣
可能エネルギーの自拠点導入もグローバルで積極的に推進しています。2019年度の主な事
例としては、中国、日本での太陽光発電システムの導入があります。
中国では、当社の第三者保有リーススキームを通じてパナソニック製太陽光電池モジュー
ルHIT®を含む太陽光発電システム導入を進めています。パナソニック デバイス青島（有）

（PIDQD）では発電容量701kWを2019年4月に導入しました。パナソニックマニュファク
チャリング 上海(有)（PMFSH）では発電容量792kWを2019年6月に導入しました。パナソ
ニック・普天通信設備北京（有）（PMCB）は発電容量398kWを2019年9月に導入し、2019
年下期の実績で239MWhの発電があり拠点の電力使用の約21%を賄うことができました。
加えて、日本では家電リサイクル⼯場であるパナソニック エコテクノロジーセンター（株）（PETEC）
において、発電容量約330kWの太陽光発電システムを導入しました。同事業場では、既に導入
済み分を加え624kWの太陽光発電設備を有し、年間使用電力の約9％を太陽光発電で賄うと
ともに、再⽣可能エネルギー由来電力の調達、非化石証書および化石燃料由来CO2の排出をオ
フセットするクレジットの活用、によりCO2ゼロモデル⼯場の実現を2018年度から継続していま
す。

このような取り組みや、既設の事業場の太陽光発電システムの本格稼働等により、2019年度
の再⽣可能エネルギー自社導入量は、当社全体※10で3.2万MWh※11になり、2021年度目標
である「自社拠点再⽣可能エネルギー導入量4万MWh」に向け順調に推移しています。

上記以外のグローバルの各事業場においても引き続き太陽光発電システムの導入を推進して
おり、導入可能と判断された事業場においては2020年度までの導入を目指し、さらなるCO2

排出削減に取り組んでいきます。

下記のWebサイトには、再⽣可能エネルギー活用の具体事例を掲載しています。
https://www.panasonic.com/jp/corporate/sustainability/eco/co2/site.html

※10 非製造拠点に導入された再⽣可能エネルギー自社導入量を含む
※11 太陽光、風力、バイオマスなどが対象。ヒートポンプ含まず

中国CO2排出量取引制度への対応
中国では、2017年12月から電力業界の1,700社以上を対象とした排出量取引制度がスタートし、2019年に制度が一層強化され、取引
量も増加しています。中国国内に多くの事業場を有する当社としては、従来より進めてきた⽣産活動におけるCO2削減の強みを活かしなが
ら、同制度の当社事業への影響や今後当社が対象となる可能性に対して、リスクと機会の観点から対応を進めていきます。

スマートEMS導入

PIDQDの太陽光発電システム

PMFSHの太陽光発電システム

PMCB の太陽光発電システム

PETECの太陽光発電システム
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エネルギー起源CO2以外の温室効果ガス削減
当社が排出するエネルギー起源CO2以外の温室効果ガスは、液晶
⼯場や半導体⼯場でクリーニングガスとして使用しているNF3（三
ふっ化窒素）やSF6（六ふっ化硫黄）、エアコン⼯場で製品の冷媒と
して使用しているHFC（ハイドロフルオロカーボン）などです。
これらの削減に向けて、除外装置の設置、それぞれの冷媒の漏洩
防⽌や廃冷媒の回収と破壊処理、ガスの代替化などの対策を実施
しています。
2019年度のエネルギー起源CO2以外の温室効果ガス排出量

（CO2換算、以下同じ）は10万トンとなり、前年度から1万トン減
少しました。

※12 Hussmann Parent社およびその連結子会社の実績含まず

温室効果ガス排出量の内訳（ガス別、スコープ別）
エネルギー起源、非エネルギー起源を含めた当社の温室効果ガス排出量は、2019年度は232万トンになりました。内訳としては、スコー
プ1排出量※13が17%、スコープ2排出量※13は83%となっています（スコープ3排出量はP26参照）。

※13 国際的なGHG排出量の算定基準であるGHGプロトコルで定義される温室効果ガス排出量。自社で所有・支配する施設からの直接排出量をスコープ
1排出量（例：都市ガスや重油の使用にともなう排出量）、自社が所有・支配する施設で消費するエネルギーの製造時からの排出量をスコープ2排出量

（例：購入電力の発電時の排出量）と呼ぶ

生産活動における温室効果ガス排出量（CO2換算）の内訳
（種類別）

生産活動における温室効果ガス排出量（CO2換算）の内訳
（スコープ別）

PFC（パーフルオロカーボン）類
0.6万トン（0.3%）

CO2
日本
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日本以外
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HFC（ハイドロフルオロ
カーボン）類
8万トン（3.4%）

SF6（六ふっ化硫黄）他
0.4万トン（0.1%）

2019年度
232万トン

スコープ1排出量
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2019年度
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スコープ2排出量
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生産活動におけるエネルギー起源CO2以外の
温室効果ガス排出量（CO2換算）※12
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環境：資源

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

リサイクル

ゼロエミッション

循環資源の活用

投入資源の削減

リマニュファクチュアリング

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

シェアリング
プラットフォーム

エコデザイン

設計

調達

生産

使用

「より良いくらし」と
「持続可能な地球環境」の両立

具体的な活動として、グリーンプラン2021に示す資源に関する目標達成に向けた取り組みを進めていきます。まず、サーキュラーエコノ
ミー型事業の創出のために、2021年度までに既存事業と循環経済の関連性を明確にする関連性マッピングをすべての既存事業に対し
て完了させ、既存事業からサーキュラーエコノミー型事業への展開を図っていきます。
次に、活用する部材に求められる特性への対応、供給量の安定的確保、製造側での使いこなす⼯夫、リサイクル技術開発などをさらに進化
させ、再⽣樹脂利用量4.2万トン以上（2019 ～ 2021年度累計）を達成することを目指します。2019年度は、さらに、⽣産活動を行って
いる当社にとってゼロエミッション活動は資源の有効活用において重要な取り組みであり、⼯場廃棄物リサイクル率 99％以上達成を継
続していきます。
これらの取り組みを加速するために、パナソニックヨーロッパをグローバル推進リーダーとして、2020年4月より サーキュラーエコノミー
プロジェクトを開始することを決めました。

循環型モノづくりの進化とサーキュラーエコノミー型事業の創出により
資源の有効活用と顧客価値の最大化に取り組みます

サーキュラーエコノミーの取り組み
お客様のライフスタイルの変化とともに、モノではなく機能を使用する考え方が新たな価値観としてグローバルに広がっています。また、欧
州で、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の実現が経済戦略の一つとして位置づけらたことを契
機に、お客様の価値観の変化と合わせて、この流れがグローバルに進展しています。当社では、このサーキュラーエコノミーの考え方も取り
入れ、資源の有効活用と顧客価値の最大化に取り組みます。
当社の推進するサーキュラーエコノミーの取り組みには、サーキュラーエコノミー型事業の創出と従来の循環型モノづくりの進化という二
つの側面があります。
モノではなく機能を使用するという新しい価値観を具現化するため、一つの製品を多くの人で共有する「シェアリングサービス」、機能を
ベースにしてサービスを充実させる「モノのサービス化」、製品そのものや製品に使われている部品を再⽣・再利用することで、その機能・
価値・寿命を最大限に活用する「リペア／メンテナンス、リファービッシュ、リマニファクチャリング」事業などのサーキュラーエコノミー型
事業を創出することに取り組みます。
一方、投入資源の削減と循環資源の活用、⽣産活動でのゼロエミッション化、製品のリサイクルである従来の循環型モノづくりに継続して
取り組み、さらに、新規材料や最新のデジタル技術を活用し、循環型モノづくりを進化させます。
これらの取り組みを、設計、調達、⽣産の各プロセスで資源効率を高めることにより、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、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。

【サーキュラーエコノミーの取り組みコンセプト】
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サーキュラーエコノミー型事業の創出
資源の有効活用と顧客価値の最大化を実現するため、サーキュラーエコノミー型事業の創出に取り組んでいます。まずその１つの事業モ
デルであるシェアリングサービスとして、Tsunashima SST※1内の3か所と日吉駅に駐輪場を設置し、タウン内の住人や商業施設の従業
員などを対象に30台のIoT電動アシスト自転車を提供し、IoT電動アシスト自転車の稼働検証を実証しています。
また、モノのサービス化のモデルとして、冷凍冷蔵ショーケースの冷やす価値提供サービスとリファービッシュスキームを実施しています。
冷やす価値提供サービスとは、スーパーやコンビニなどの食品小売業の方々にショーケースを販売するのではなく、“食品を冷やす”という
価値自体を提供するものです。リファービッシュスキームは、チェーン店で使用されたショーケースを検査・修繕し別の店舗で再活用する
というものです。これらのサービスを導入することにより、メンテナンスコストやエネルギーコストを抑えるとともに、限られた投資予算の中
でより多くの店舗改装が可能となり、効率的な事業経営を支援します。
次に、サーキュラーエコノミーの考え方をベースとした以下のような取り組みを進めています。その１つは、建築におけるリノベーションで
す。かつて当社がショウルーム等として20年近く利用してきたビルをパートナー企業と共にリノベーションし、コワーキングスペース、スタ
ジオ、ラボ、ラウンジ、カフェなどを有する複合施設であるTENNOZ Rim※２へと⽣まれ変わらせました。既存の建物を有効活用し、新築の
時以上の性能になる⼯事であるリノベーションはリマニファクチュアリングの１つと考えています。また、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。今まで、アイロン、炊飯器、システムキッチンの製造
過程で⽣じた⼯場排出物をもとに、パートナーと共創でブックエンド、照明、テーブルなどを製作しました。今後もさらなるプロダクトの創
出とともに、共創拡大による新たな価値創造にチャレンジしていきます。
以上のように、当社はサーキュラーエコノミー型事業の創出に向け、様々な取り組みを開始しています。今後、さらにサーキュラーエコノ
ミー型事業の創出を拡大していくために、既存事業のサーキュラーエコノミー型事業への転換を進めていきます。このために、2019年度
に作成したガイドラインに沿って、GP2021に示した既存事業と循環経済の関連性マッピングを着実に進めていきます。

※1 2018年3月に神奈川県横浜市にグランドオープンした次世代都市型スマートタウン。パナソニックをはじめとする異業種10団体で構成された
「Tsunashima SSTまちづくり運営協議会」により運営され、先進的な環境配慮の取り組みに加え、街に関わる事業者や住民、自治体との協業による
新たなサービス創出を目指しています。（http://tsunashimasst.com/JP/）

※2 https://www.tennoz-rim.tokyo/ 参照

循環型モノづくりの進化
当社の事業は、家電製品や電子部品・電池などの部品から住宅、及び、B2Bソリューションなど、幅広い分野におよぶため、鉄（投入資源全体
の27%）、プラスチック（10%）など、多種の資源を活用しています。循環型モノづくりにおいては、投入資源の削減をこれまで以上に進めるとと
もに、再⽣資源の活用拡大についても、資源の種類ごとに、その特性にあわせた循環の仕組みづくりに取り組んでいます。
さらに当社は、グループ全体の資源別投入量を把握することで、再⽣資源活用への課題を明確化しています。例えば再⽣樹脂の場合、活用す
る部材に求められる特性への対応、供給量の安定的確保、設計・製造両側での使いこなす⼯夫、リサイクル技術開発などの課題に取り組むこ
とで、2019年度は約1万3,400トンの再⽣樹脂を製品に活用しました。このように、グリーンプラン2021の目標達成に向け、着実に再⽣樹脂
の製品への活用を実施していきます。さらに、環境負荷のより小さい植物由来の素材を複合した樹脂等の材料の開発や製品への適用を進め
ていきます。
また、⼯場廃棄物リサイクル率※3においては、従来から日本や諸外国では、それぞれリサイクル基盤の差に応じた目標設定をしてきました
が、ゼロエミッション活動が重要であるとの認識に立ち、2010年度以降の目標設定をグローバルで統一し、全グループにおける廃棄物リ
サイクルの高位平準化を図っています。⼯場廃棄物リサイクル率は、2019年度99%以上の目標に対して、2019年度実績は98.9%とな
り、目標を達成することができませんでした（P42参照）。今後は目標達成に向け、課題分析を進め、対策を実施していきます。

※3 ⼯場廃棄物リサイクル率＝再資源化量÷（再資源化量+最終処分量）

2019年度投入資源の内訳（種類別）
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投入資源の削減
投入資源を最小化するためには、製品質量を削減することが大切です。当社は製品環境アセスメント(P29参照)を通じて、軽量化・減容
化、部品点数の削減など、製品の企画設計段階から省資源化を進めてきました。また製品ライフサイクルで投入資源の削減を進めるという
視点から、部品リユース、長期使用性向上、電池の取り外し容易化、回収・再資源化時に必要な表示などの取り組みも同時に行っています。

下記のWebサイトには、軽量化・リサイクルしやすい設計の具体事例も掲載しています。
https://www.panasonic.com/jp/corporate/sustainability/eco/resource/reduce.html

循環資源の活用
当社では「商品から商品へ」をコンセプトに、使い終わった商品から取り出した資源を活用する取
り組みの拡大を進めています。樹脂では、使用済み家電製品（冷蔵庫・エアコン・洗濯機・テレビ）
から取り出した樹脂の自社製品への再利用を進めています。また鉄でも、使用済み家電製品から
取り出した鉄スクラップの自社製品への再利用を2013年より始めています。

▶パナソニックが考える資源循環
https://www.panasonic.com/jp/corporate/sustainability/eco/resource_sp.html

再生樹脂の使用拡大
当社では、回収された使用済み廃家電から、鉄や銅、アルミなどの金属だけでなく樹脂も有効に活用すべく、当社の家電リサイクル⼯場であるパ
ナソニックエコテクノロジーセンター（株）（PETEC）とアプライアンス社加東樹脂循環⼯場が連携して、樹脂循環の取り組みを推進しています。

樹脂循環取り組みの流れ

PETECでは、廃家電のシュレッダーダストから、用途や物性の異なる主要3種類の樹脂、ポリ
プロピレン（PP）、アクリロニトリルブタジエンスチレン（ABS）、ポリスチレン（PS）を、当社独自
の近赤外線識別技術などを用いて純度99%以上の高精度で選別します。
PETECで選別・回収された単一の再⽣樹脂は、近隣に立地しているアプライアンス社加東樹
脂循環⼯場へ持ち込まれ、再⽣樹脂としてさらなる高純度化と物性回復が行われます。加東樹
脂循環⼯場は、家電などを⽣産・販売するアプライアンス社における再⽣樹脂の活用促進のた
めの製造・開発実証拠点であり、再⽣樹脂としての純度を高める技術の開発など、再⽣樹脂の
利用拡大に貢献しています。一般的に再⽣樹脂は新しい樹脂材料に比べ強度や寿命が劣化す
るため、様々な製品の部位・部材へ適用させるためには、新しい材料と同程度に物性を回復さ
せる必要があります。製品に要求される物性は樹脂により異なりますので、当社独自の酸化防⽌剤の添加や、再⽣樹脂と新しい樹脂材料
の調合など、リサイクルPP・PSそれぞれの特性を見極め、樹脂部品に適した処方の使いこなし技術を確立しています。

新規循環資源の開発・展開
セルロースファイバーは、間伐材や食物廃材を含む多彩な原料の素材で、環境負荷が小さい資源として注目されています。2018年度に、
植物由来のセルロースファイバーを添加原料とした複合PP樹脂を開発しました。この環境に配慮した新樹脂材であるセルロースファイ
バー複合PP樹脂は、現在、コードレスのスティック型掃除機の構造部品に採用され、主要特長である軽量化に貢献しています。さらに、
2019年度にはセルロースファイバーを55%以上樹脂に混ぜ込む加⼯技術や、白色材料の⽣成を可能にする技術の開発にも成功しまし
た。本技術を用いて、アサヒビール（株）様と共同でリユースカップを作成しました。今後、本技術を新たな製品開発に展開していきます。さ
らに、新たな循環資源の開発にも注力していきます。

▶コードレススティック掃除機パワーコードレス2機種を発売
https://news.panasonic.com/press/jp/data/2018/07/jn180720-1/jn180720-1.html
▶高いデザイン性を実現する高濃度セルロースファイバー成形材料を開発
https://news.panasonic.com/jp/press/data/2019/07/jn190708-1/jn190708-1.html
▶「高濃度セルロースファイバー成形材料」を活用した環境配慮型リユースカップ展開開始
https://news.panasonic.com/jp/topics/166351.html
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再生鉄の循環スキーム構築
当社は東京製鐵（株）様と共同で、使用済み家電製品から発⽣する鉄スクラップをリサイクルし、再び当社グループの製品材料の鋼板とし
て使用する再⽣鉄の資源循環取引スキームを、2013年7月から開始しました。使用済み鉄スクラップを支給し鋼板として買い戻すスキー
ムは、国内電機業界初の取り組みとなります。

具体的には、PETECで回収された家電製品由来の鉄スクラップを、東京製鐵様の岡山⼯場に納入し、同⼯場で電炉鋼板※4に加⼯後、再 
び当社がそれを調達し製品に活用します。2010年から東京製鐵様と検討を始め、再⽣鉄の品質を製品に使用できるレベルまで上げた
り、加⼯性を向上させたりするための技術開発を行い、電炉鋼板特性に合った使い方を抽出し、さらに用途ごとに要求される特性（形状や
強度、溶接性など）をチューニングして、2011年より電炉鋼板の薄板を製品へ導入してきました。そのような実績を経て2013年、当社資 
本の家電リサイクル会社から納品された鉄スクラップを電炉鋼板に使用するスキームが実現しました。
当初、当社からの鉄スクラップの提供は月50トン程度でしたが、2019年度は1年間で2,700トン以上を東京製鐵様に納品し、住宅用天井
材や洗濯機など当社製品に利用しています。

電炉鋼板の使用拡大は、日本の貴重な資源の一つである鉄スクラップの活用拡大につながります。さらに鉄スクラップを原料として鋼板を
つくる場合、最初から鋼板を製造する方法に比べてCO2排出量が大幅に少なくなります。またこのスキームでは、当社の家電リサイクル会
社から出荷する鉄スクラップ価格および東京製鐵様から調達する電炉鋼材の購入価格は、両者で協議した支給スクラップの変動ルール
に基づいて取り決めることから、調達価格の安定化も実現します。さらなる資源の有効活用、CO2削減と調達価格の安定化を目指し、今後
も本スキームの拡大を図っていきます。

※4 鉄スクラップを電気炉で溶解・精錬してつくられる鋼板のこと

電炉鋼板の自己循環スキームイメージ

商品

カンパニー／事業部

調達

東京製鐵様 供給
鉄スクラップ鋼板

排出販売 お 客 様

分解/選別

PETEC
（パナソニック エコテクノロジーセンター）

廃家電

自己循環スキームのフロー

PETEC 東京製鐵様 パナソニック

家電製品由来の
高品位鉄スクラップを供給

供給された鉄スクラップを
電炉鉄の鋼板製造に投入

完成した電炉鋼板

電炉鋼板を加⼯
（写真はパナソニックホームズの軽量天井材）
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ゼロエミッション　工場廃棄物リサイクル率の向上
⼯場から発⽣する廃棄物・有価物は、たとえ有価で売却できたとしても資源の有効活用の観点から発⽣そのものを削減すべきという考え
のもと、発⽣量（廃棄物と有価売却できるものの両方を含んだ量）を把握し、（1）再資源化量（有価売却、無償譲渡、逆有償譲渡に関係なく
再資源化できた量）、（2）減量化量（焼却や脱⽔により減量化した量）、（3）最終処分量（埋め立て処分せざるを得ないものの量）に分類し
ています。当社は⽣産⼯程において、材料歩留まりを向上して廃棄物・有価物の発⽣量を抑えるとともに、再資源化量を増やすことで最終
処分量を限りなくゼロに近づける⼯場廃棄物ゼロエミッション※5の実現をグローバルで目指してきました。
とくに⼯場を多く抱える中国や他のアジア地域においてこのような取り組みを強化してきました。
しかし、中国に端を発した廃プラスチック輸入規制に伴い、廃プラスチックの再資源化量が減少し、埋め立て処分が増加したことにより、
2019年度の⼯場廃棄物リサイクル率実績は98.9%となり、グリーンプラン2021の目標の99％を下回る結果となりました。今後は廃プラ
スチックの再資源化への取り組みを推進し、⼯場廃棄物リサイクル率の維持向上を図っていきます。
また廃棄物の発⽣量を削減する取り組みとして、製品面では開発設計の見直しによる省資源化を推進しています。⽣産面では、当社独自
のマテリアルフロー分析手法を用いた資源ロス削減活動を展開しています。製品にならない材料や、必要以上に使用される消耗品などを
ロスと考えて、⼯程別にモノの流れ・ロス金額を見える化し、設計や製造など関連部門全体と密接に連携して課題の解決に取り組んでい
ます。今後は当社で開発した、資源ロスを見える化してロス削減のヒントを自動で提示する機能である資源ロスナビも活用して、さらなる
資源ロス削減を進めていきます。
廃棄物・有価物の最終処分量を削減する取り組みとして、熱硬化性樹脂など、とくにリサイクルしにくい材料の廃棄量を抑えるとともに、⼯
程ごとの廃棄物分別を徹底することで再資源化の拡大などを実施しています。
さらに⼯場廃棄物リサイクル率は日本より海外が低いため、海外地域内あるいは地域間の情報共有により取り組みの高位平準化を図ってき
ました。具体的には、現地⼯場と日本のグループ会社間で廃棄物リサイクル課題の共有を加速するとともに、長年取り組んできたCO2削減活
動のアプローチを踏襲し、BAチャート※6を各地域で作成するなど、グループの優秀事例共有によるノウハウの横展開を推進しています。

※5 当社定義：⼯場廃棄物リサイクル率99%以上
リサイクル率＝再資源化量÷（再資源化量＋最終処分量）

※6  廃棄物削減やリサイクル率向上事例についての実施前（Before）と実施後（After）の比較をチャート形式の資料にまとめたもの

廃棄物・有価物の発生量と工場廃棄物リサイクル率

廃棄物・有価物の発生量
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廃棄物・有価物発生量の内訳（地域別） 廃棄物最終処分量の内訳（地域別)
インド・南アジア・中東阿
（2％）

日本
（43％）

東南アジア・
大洋州
（23％）

中国・
北東アジア
（20％）

北米・中南米（8％）

2019年度
34.4万トン

欧州・CIS（4％） インド・南アジア・中東阿（3％）

日本（5％）

北米・中南米
（36％）

東南アジア・大洋州
（38％）

中国・北東アジア
（15％）    

2019年度
0.34万トン

欧州・CIS（3％）
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2019年度廃棄物・有価物発生量の内訳（種類別） （単位：千トン）

種類 発⽣量 再資源化量 最終処分量

金属くず 141 141 0.5

紙くず 38 38 0.05

廃プラスチック類 41 38 1

廃酸 22 14 0.09

汚泥 12 9 0.5

木くず 30 26 0.06

ガラス・陶磁器くず 6 5 0.2

廃油 22 20 0.06

廃アルカリ 19 17 0.03

その他※7 14 12 0.9

合計 344 320 3.4

※7 燃えがら、繊維くず、動物性残さ、ゴムくず、がれき類、ばいじん、処分するために処理したもの、鉱さい、感染性廃棄物、PCB、廃石綿
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日本における製品リサイクルの取り組み
2001年に4品目を対象とした家電リサイクル法の施行にともない、メーカーはＡ・Ｂ2つの
グループに集約され使用済み家電4品目※1の回収及び再商品化等（リサイクル）を実施する
ことになりました。当社はＡグループに属し、既存インフラを活用した地域分散型処理システ
ムを運営管理する（株）エコロジーネットを（株）東芝様と設立しリサイクルに取り組んでいま
す。この管理会社は、Aグループ（当社をはじめとする17社）のメーカーの委託を受けて、指定
引取場所324カ所（A・Bグループ共有）と再商品化⼯場29カ所を管理運営しています。ま
た当社はパナソニック エコテクノロジーセンター（株）（PETEC）、パナソニック エコテクノロ
ジー関東（株）（PETECK）、中部エコテクノロジー（株）（CETEC）※2に出資し、リサイクルしや
すい商品の設計のための情報交換を製品の製造事業部と行うとともに、効率的かつより多
くの資源を回収・供給できるよう研究開発を進めており、2019年度は使用済み家電4品目
を約17万7,570トンリサイクルしました。
法定リサイクル率※3は段階的に引き上げられてきていますが、パナソニックの各リサイクル⼯場は、製品の特性や使用原材料、リサイクル効率
化の観点より適宜リサイクル設備や⼯程の見直しを行い、法定リサイクル率を上回るリサイクル実績を収めています。
PETECKでは、2019年夏よりエアコン処理ラインの分解⼯程の室外機反転・移載の一連の作業を自動化しました。認識装置で室外機の姿
勢や大きさを認識し、多関節ロボットで掴んで持ち上げ、認識情報から標準的な解体⼯程とウインドウタイプなどの特殊品の解体⼯程に振り
分け移載するというものです。これにより平均重量が33kgあり作業者に体力を要求し、かつ危険を伴う室外機の姿勢を天地逆にする反転作
業から作業者を開放することが出来、エアコン処理を安全かつ効率的に行うことが可能になりました。
また、PETECでは、プラスチック選別装置を用いた高品位の単一プラスチック再資源化の取り組みを進めています。詳細はP40を参照くだ
さい。

※1 エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目
※2 PETECは当社単独出資会社、PETECKとCETECは三菱マテリアル（株）様と当社の合弁会社
※3 法定リサイクル率＝法令で定められたリサイクル率（有価資源重量÷使用済み家電総重量）

法定リサイクル率は2009年と2015年に引き上げられ、現在はエアコン80%以上、ブラウン管式テレビ55%以上、液晶・プラズマ式テレビ74%以上、
冷蔵庫・冷凍庫70%以上、洗濯機・衣類乾燥機82%以上

▶特定家庭用機器廃棄物の再商品化等実施状況（家電リサイクル実績）
https://www.panasonic.com/jp/corporate/sustainability/eco/resource/recovery/recycling.html
▶パナソニック エコテクノロジーセンター（株）　https://panasonic.co.jp/eco/petec/
▶パナソニック エコテクノロジー関東（株）　 https://panasonic.co.jp/peteck/
▶家電リサイクルについて　https://www.panasonic.com/jp/corporate/sustainability/eco/resource/recovery/flow.html
▶パソコンリサイクル　https://www.panasonic.com/jp/corporate/sustainability/eco/resource/recovery/pc.html

使用済み製品リサイクルのグローバルでの取り組み
資源の有効利用や環境汚染防⽌などを目的に、世界各国でリサイクルの法制度や仕組みの整備が行われています。日本では特定家庭用機
器再商品化法（家電リサイクル法）や資源有効利用促進法が、EUではWEEE（廃電気電子機器）指令が、米国の多くの州や中国でもリサイク
ルに関する法令が制定・施行されています。パナソニックグループは非OECD諸国への有害廃棄物の移動を規制するバーゼル条約や各国
の関連法令の順守はもとより、サードパーティーの活用も含めて国ごとのリサイクルインフラの実情に即した最も効率的な仕組みづくりに貢
献しています。
2019年度の製品リサイクル実績は以下の通りです。近年は国外においては各国における事業領域の変革に伴う回収・リサイクル量の減少
により、実績重量も横ばいまたは減少傾向にあります。

2019年度実績

日本 使用済み家電4品目を約17万7,570トン再商品化等処理

欧州 使用済み電気電子機器を約2万5,811トン回収

米国 使用済み電気電子機器を約450トン回収

PETECKの「エアコン室外機反転装置」
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欧州・CIS地域におけるリサイクルの取り組み
2019年、当社は欧州において、廃電気電子機器（WEEE）指令対象製品を約2万5,811トン※4回収しました。

サーキュラーエコノミー
欧州では、WEEE、包装材、および電池に対する拡大⽣産者責任（EPR）に関する新要件を含めたEU循環経済（サーキュラーエコノミー、
CE）パッケージが2018年7月4日に施行されました。
このパッケージは、リサイクルやリユースの手法を拡大することで製品ライフサイクルを完全に循環させることを目的としたEUのアプロー
チであり、廃棄物のリサイクル目標を高く設定することやEPRの施策などが規定されています。
これらの新たな規定は、2020年3月に発行されたEU循環型経済アクション・プランによりさらに強化され、循環型経済への移行に拍車
がかかっています。
パナソニックヨーロッパは、パナソニックグループでのサーキュラーエコノミーのグローバル推進リーダーとして、2020年4月よりサーキュ
ラーエコノミープロジェクトにて、サーキュラーエコノミー型事業の先行事例の構築を目指します。

2020年2月に採択されたフランス循環型経済（CE）法はEU法令よりも先行しており、EU加盟各国の間で法規制に差をもたらす可能性を
示唆しています。そのため、フランス国内で事業を行う当社各組織は同国サーキュラーエコノミー法関連の義務を果たすのに必要なあらゆ
る対応に向けた準備を開始しました。当社はまた、欧州の業界団体であるデジタルヨーロッパ（DIGITALEUROPE）を主導する役割のも
と、欧州各国におけるサーキュラーエコノミーの進展を注視しつつ、業界がより循環型事業へ転換していくよう推進することを目指してい
ます。

ロシアでは、⽣産者および輸入者は、製品や包装材からの廃棄物を、個別にまたは共同機構を通じて管理するか、環境対策料金（エコ料
金）を支払うことと規定されています。WEEEの回収目標は2019年に5%から10%に引き上がりました。また、廃棄物回収量が少ないこと
への対策として、各地方のスキームを調整しインフラに投資する連邦オペレーターが設立されました。そのため、当社を含む14社は共同機
構「EPR E-WASTE RECYCLING」というWEEEスキームに加盟して、WEEEをより多く入手するために、2019年にはリサイクル業者や
小売業者との契約数を増やしてきました。
当社は、業界団体であるRATEKを通じて、より良い法令の策定とロシアにおけるリサイクルインフラの向上に向け取り組んでいます。

※4 回収システムごとの回収重量×当該システムにおける当社重量ベース市場投入シェアにより算出

北米におけるリサイクル活動の推進
当社は、北米における廃電池や使用済み製品に対するリサイクルシステムの構築・運営を継続的に主導しています。2007年7月にミネ
ソタ州で施行されたリサイクル法を契機に、同年9月には（株）東芝様およびシャープ（株）様と共同でアメリカリサイクルマネジメントLLC

（MRM）を設立し、テレビ、パソコン、その他の電子機器製品のリサイクルを開始しました。

リサイクル業者数社と提携し、MRMは43企業から委託を受け、20州およびコロンビア特別区において回収プログラムを運営しています。
2007年の開始以来、MRMの総回収量は10億ポンド（約45万トン）を超えました。2016年には、米国における当社の事業戦略の変更に
ともない当社の回収義務はごくわずかとなっていますが、MRMはメーカーを代表し、今後も回収プログラムの運営を続けていきます。
廃電池については、1994年に他の電池メーカーと協働してCall2Recycleというプログラムを立ち上げ、全米およびカナダで二次電池の
リサイクルプログラムを提供しています。Call2Recycleは300社以上の企業に回収プログラムと小売店回収ネットワークを提供しており、
設立以来、米国内とカナダで61,500トン以上の一次電池と二次電池を回収しています。回収拠点へのアクセス性については、米国居住者
の86％がCall2Recycleの回収拠点から約16キロ以内に住んでいます。回収拠点とは、電池を回収する人や組織を指し、小売業者や自治
体などに設置される公開拠点と病院・軍事基地・企業・政府機関などの中に設置される非公開拠点があります。Call2Recycleは公開・
非公開合わせて3万以上もの回収拠点を米国とカナダに有しています。

カナダにおける使用済み製品のリサイクルは、アルバータ州政府拡大⽣産者責任（EPR）法の下、2004年に開始されました。それ以来、
10州と2準州でWEEEの法制化が完了しており、それぞれに独自の特徴と要求事項が盛り込まれています。パナソニック カナダはこれら
プログラムの調和を図るために、非営利組織である電子製品リサイクル協会（EPRA）の管理のもと積極的な役割を担っています。同協会
は、リサイクル運営の標準化を義務付けた上で、3,211カ所の回収拠点を通じて全国規模でのスケールメリットを追求しており、業界で
はなく政府がプログラムを直接管轄するアルバータ州ならびに2準州を除く、すべての州のEPRプログラムの管理責任を負っています。
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2018年にはカナダ国内で合計110,770トンの使用済み製品が回収され、現在運営されている各州のEPRプログラムがWEEE対応に非
常に有効であることが実証されています。

重量のかさむブラウン管テレビの回収台数は減少傾向にあり、また当社製品の軽量化も継続していることに加え、各プログラムが成熟し
たことにより、回収重量は年々減少しています。このことから、重量のみに基づく回収はプログラムの実績を表す有効な指標ではなくなるた
め、新しい測定項目や目標に合意する必要があります。
2017年には、プログラム実施が遅れていたニューブランズウィック州とユーコン準州でも使用済み製品のリサイクルプログラムが開始さ
れ、カナダ全域でWEEEプログラムが実施されることになりました。

中国における取り組み
中国では、中国外商投資企業協会（ECFIC）などを通じて、2012年5月に公布・同年7月に実施された廃棄電器電子製品回収処理管理
条例の第2期目録（2015年2月公布）の対象製品定義の明確化や、基金単価の設定に関する情報収集・意見提出を進め、政府部門であ
る環境保護部や財政部などからの早期開示に向けた活動を展開しています。
また2017年1月に政府より公布された「⽣産者責任延伸制度推進方案」の動向把握と対応検討を進めています。

東南アジア・大洋州における各国政府との連携
ベトナム
ベトナムでは、2016年7月にリサイクル法が導入されて以降、⽣産者や輸入者はベトナム国内で販売した製品に対する回収スキームの構
築が義務付けられています。パナソニック セールス ベトナムは、ハノイ、ホーチミン、ハイフォン、タインホア、ヴィン、ダナン、カントーの7カ所
に回収拠点を開設してきました。2019年には、8トンの使用済み製品を回収し、適切に処理されるよう認可を受けたリサイクル業者に引き
渡しました。

オーストラリア
オーストラリアでは、2011年にテレビ、パソコンの国家リサイクルスキームが策定されました。
パナソニック オーストラリアはこの国家スキームの下、政府公認の共同規制協定であるEPSAに加入し、法的責任を果たしています。
2019年1月から2019年12月までにリサイクルした使用済み製品は1,188トンでした。しかしながら、パナソニックオーストラリアは、同国
内のテレビ市場から撤退することを2020年3月に発表し、これにより、スキームで求められる当社回収責務量は以降大幅に減少していく
ことになります。

パナソニック オーストラリアは、電池リサイクルを対象としたスチュワードシッププログラムの構築において同国電池スチュワードシップ委
員会と積極的な役割を担いました。このプログラムは政府に承認され次第、2020年中に実施開始となります。

東南アジア諸国
グローバルでの使用済み製品リサイクルの法的責任の規定化の流れに従い、マレーシアやタイ、シンガポールでも法策定に向けた動きが加
速しています。当社でも規制当局や業界団体を通じて協議を進めています。その一環として、マレーシアの環境局と日本の独立行政法人国際
協力機構（JICA）による使用済み製品の管理メカニズム開発プロジェクトや、タイでの現地業界団体を通じた協議活動に参画しています。

こうした政府や業界団体との連携を通して、当社は各国において持続可能な使用済み製品の管理政策の確立に向けて貢献していきます。

インドにおけるリサイクルの取り組み
インドでは、2017年10月1日から環境森林気候変動省（MoEFCC）により、新たなE-wasteリサイクル法が施行されており、E-waste（管
理）ルール2016で定義された製品寿命（EoL）に基づく拡大⽣産者責任（EPR）目標が規定されています。本法令に対応するため、当社で
はパナソニック インドがすでに構築している「I Recycle」プログラムを通じて、使用済み製品の回収・リサイクルを実施していきます。また
当社は、インドのリサイクル活動の現状分析や課題解決に向けた中長期案を推進する、電機電子業界団体CEAMAに参画しています。
当社はCEAMAとともに、リサイクル管理のためのEPR目標およびEoL定義に関する様々な対話をインド政府と重ねています。
また、より効率的で安定的なリサイクルシステム構築に向け、インド商⼯会議所連合会（FICCI）やインド⼯業連盟（CII）とも積極的に連携
し、よりよい管理システムとなるよう業界の見解をインド政府へ提言しています。
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近頃、インド政府はあらゆる種類の電池の効率的なリサイクルを管理するための「電池リサイクル規則案」を提示しました。当社は様々なス
テークホルダーや業界団体とともにその内容の確認を行っており、規則が確定し官報に掲載される前に政府に適切な意見を提言できるよ
う準備しています。

中南米におけるリサイクルの取り組み
中南米各国においても環境法令の強化が進む中、リサイクル法制化の検討・導入が進められています。
ブラジルでは2019年10月に家電業界分野別協定が締結され、2020年2月に家庭用電気電子機器の回収・リサイクル制度を規定した
政令が公布されました。当社は長年の間、業界団体（ELETROS/ABINEE）を通じ政府と協議を進め、各主要都市における回収キャンペー
ンにも積極的に参画し、政令の策定に貢献してきました。2020年から始まるリバースロジスティクスシステム（使用済み製品を回収するた
めのシステム）構築にも、廃家電管理団体（ABREE）の主要メンバーとして、効率的な使用済み製品の回収・処理を目指し以前から準備を
進めています。
ペルーでは2016年に施行されたリサイクル法の下、非営利組織である廃棄物管理協会（ASPAGER）の主要メンバーとして参画し使用済
み製品の回収プログラムを継続しているのに加え、地域の小学校などへのリサイクルの意識向上へ向けた活動も定期的に実施しています。
コロンビアにおいては、2018年に家電リサイクルの枠組み法が制定され、細則の制定を前に2014年より産業団体（ANDI）の実施する使
用済製品の回収プログラム（Red Verde/Lumina）に参画しています。
また、メキシコでは政府に承認されたリサイクル管理計画に基づき回収プログラムを展開しています。
チリでも法制定が検討されており、政府とも協議を重ね回収プログラム構築準備を進めています。
アルゼンチンでは、汎中南米電池業界（ALPIBA）に加盟し、実効性のある乾電池の法案策定に向けて政府との連続した協議を続けています。
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環境：水資源保全
水資源保全に対する考え方
地球上で利用可能な淡⽔は⽔資源全体の0.01%程度に過ぎません。また、ダボス会議を運営する世界経済フォーラムは、毎年発表する
グローバルリスク報告書において、今後の経済発展や人口増加による⽔使用量の増加を見据え、世界で最も影響力が大きいグローバルリ
スクのひとつとして⽔危機を継続的にあげています。
社会問題として⽔不足の深刻さが増す中、当社は、企業の社会的責任の遂行と経営リスク低減のため、商品・⽣産活動の両面から⽔資源
保全に取り組んでおり、環境基本方針（P11参照）において、効率的な⽔の利用と汚染防⽌により、⽔資源の保全に努めることを定めてい
ます。当社が定める環境行動計画グリーンプラン2021では、⽣産活動における⽔使用量削減に継続して取り組んでおります。またリスク
管理の観点から、2018年度までに当社のすべての製造拠点における⽔リスクアセスメントを完了させることを目指し活動を行い、⽔リスク
アセスメント100%を達成しました。
具体的には、⽔に関する事業活動への影響を把握・軽減していくため、グローバルで製造拠点が位置するすべての地域において⽔リスク
の大きさを評価しました。評価にあたっては、⽔量不足などの物理的なリスクだけでなく⽔に関する規制や地域の評判リスクなど、多様な
側面からリスクを評価できる世界資源研究所（WRI）のAqueductや、世界自然保護基金（WWF）のWater Risk Filterといった評価ツー
ルや各国政府などの公的データベースを活用しました。さらに、⽔リスクが高い可能性がある地域においては、現地の具体的な公的情報
や、関連機関へのヒアリングなどを通した情報収集を行いました。そのような現地情報や⽔使用量などの拠点情報を詳細に分析し、事業
活動への影響を、より具体的に特定していきました。このような⽔リスクアセスメントのプロセスを着実に進め、2017年度に当社のすべて
の製造拠点における⽔リスクアセスメントを完了しました。また、現時点においても当社の事業活動へ影響を与えるような⽔リスクは顕在
化していません。今後、今回行った⽔リスクアセスメントをベースにして、⽣産活動での⽔使用量削減に継続して取り組んでいきます。
このような活動を推進するにあたり、当社では、⽔管理を含む環境経営の推進体制（P16参照）を構築し、PDCAのマネジメントサイクルを
回して、環境経営のレベルアップを図っています。またリスクを継続的に低減させていくための環境リスク管理体制を組織し、（1）毎年度、
環境リスクの洗い出しと全社リスクマネジメント推進、（2）環境リスク発現時の迅速な対応を進めています（P18参照）。今後もこのような
活動を通して、継続的に環境リスクの管理を行っていきます。
さらに、2014年に日本の環境省主導で発足した官民連携啓発プロジェクトであるウォータープロジェクトに当社は参画しています。この
プロジェクトは健全な⽔循環の維持または回復の推進などを目的としており、企業の⽔の取り組みの紹介、⽔の重要性や情報の発信を
行っています。当社は日本政府や他社とも協働して、⽔資源保全に取り組んでいきます。

商品による水資源保全への取り組み
当社は、商品における⽔の使い方を徹底的に分析し、⽔流制御、循環利用などの機能を向上させ、⽔を最大限に活用することで、気遣いな
くとも節⽔を可能にします。2011年度からグリーンプロダクツ（P28参照）の判定基準に⽔の項目を充実し、節⽔商品の開発を加速して
います。

下記のWebサイトには、節⽔商品の具体事例も掲載しています。
https://www.panasonic.com/jp/corporate/sustainability/eco/water.html
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社内で最も多く⽔を使用する社内カンパニーであるインダストリアルソリューションズ社（76事業場）では、2019年度の⽔使用量の実績
は1,363.6万m3と前年度比で6.6%削減しましたが、新型コロナウィルス感染症の影響による⽣産減のため、目標としていた使用量原単
位削減の達成率は98.7%でした。オートモーティブ社（13事業場）では、目標58.6万m3に対し、新⼯場での車載電池増産の影響で実績
は70.2万m3となりました。

⽔不足が懸念される中国の青島にあるパナソニックデバイス青島有
限会社では、静電式タッチパネルの製造時に発⽣する塩素ガスの処
理のために⽔が使用されます。⽣産拡大に伴う⽔使用量の増加に対
応するため、他の⼯程で発⽣するアルカリ性排⽔を活用するシステム
を導入しました。これにより酸性の処理⽔を効率的に中性化すること
が可能となり、⽔使用量の削減効果がありました。
当社は今後も⽔資源保全の取り組みを進めていきます。

2019年度 水使用の内訳（地域別） （単位：万m3）

地域 使用量 排⽔量上⽔道・⼯業用⽔ 地下⽔ 河川・湖⽔ 下⽔ 公共用⽔域

日本 1,414 465 949 0 1,194 177 1,017

中国・北東アジア 460 459 1 0 312 243 69

東南アジア・大洋州 352 306 46 0 248 171 77

北米・中南米 37 22 15 0 20 17 3

欧州・CIS 22 10 13 0 21 10 11

インド・南アジア・中東阿 24 2 22 0 7 7 0

合計 2,311 1,265 1,045 0 1,802 625 1,177

生産活動における水資源保全への取り組み
当社は⽣産⼯程排⽔、空調系統排⽔などを回収し、⽔を再利用
することで、新規補給⽔および排⽔放流量を削減し、⽣産活動の
取⽔・排⽔による⽔資源への負荷を削減しています。世界には⽔
不足に脅かされる地域が数多く存在しており、当社は重点取り
組み地域を絞り、活動を進めています。2019年度の⼯場⽔使用
量は、2,311万m3となり、前年度比で6.4%削減しました。また、
⼯場⽔使用量⽣産高原単位※1は、構造改革の影響などにより、
前年度比で原単位が悪化しました。2019年度の⽔の循環利用
量※2は440万m3であり、⽔使用量に対する循環⽔量の割合は
19.0%となりました。2017年度・2018年度・2019年度の排
⽔量は、それぞれ2,047万m3、1,925万m3、1,802万m3です

※1 ⼯場⽔使用量⽣産高原単位＝⼯場⽔使用量÷⽣産高
※2 同じ目的のために単に循環させている⽔（クーリングタワーの冷却⽔など）は除外して算定

生産活動における水使用量と原単位
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パナソニックデバイス青島有限会社
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環境：化学物質管理
化学物質による環境影響の低減の考え方
2002年に公布され、2011年に改正されたEU RoHS指令※1な
どで、製品への含有が禁⽌されている化学物質の当社製品への
混入を防⽌するためには、製品設計段階での配慮ばかりでなく、
購入する部品に特定の化学物質が含まれないようにすることが
重要です。そこで当社は、製品設計から出荷検査に至る⽣産活動
の各過程で、特定の化学物質を「入れさせない！使わない！出さ
ない!」取り組みを、2005年10月以降全世界の事業場で展開し
ています。具体的には、部材の受入れ段階においては特定の化学
物質が混入していないかを現場で分析・確認できるよう、分析装
置を導入して検査する仕組みを構築しています。さらに、特定の
化学物質の混入リスクの高い購入先様に対して定期的に環境監
査を実施し、製品化学物質管理体制構築を支援しています。

一方、世界ではEUのREACH規則※2に代表されるように、2002
年に開催された持続可能な開発に関する世界サミット（WSSD）
で合意した、2020年までにすべての化学物質をヒトの健康や環
境への影響を最小化する方法で⽣産・利用するという目標に向
けて取り組みが進んでいます。当社は、その背景である1992年の
リオ宣言で提唱された予防的アプローチを支持するとともに、ヒ
トと環境への影響が懸念される化学物質の使用を製品のライフサイクル全体で削減するという基本方針に基づいた製品づくりを目指して
います。具体的な取り組みとして、EU RoHS指令などの法令順守はもちろん、（1）含有される有害性物質の把握に努め、（2）環境影響を評
価し、（3）化学物質による環境リスクが懸念される場合には自主的に使用・排出を削減、廃⽌することによって、当社の製品に起源する環
境への影響を低減できるよう取り組んでいます。

※1 電気電子機器に含まれる特定の有害物質を使用制限する指令
※2 化学物質の登録、評価、認可および制限に関する規則

化学物質環境影響削減の取り組みプロセス

REACH規則対応

自主的に使用・排出を削減、廃止

RoHS指令対応

環境影響を低減

環境影響を評価

含有化学物質の把握を強化

このような取り組みを確実に推進するため、製品と⼯場での取り組みについてそれぞれ禁⽌物質と管理物質を規定した化学物質管理ラン
ク指針を発行し、当社グループ内はもちろん、購入先様にも対応を求めています。2012年度には化学物質管理ランク指針（製品版）の禁
⽌物質に新たにレベル3を設定し、法規制などで禁⽌されている物質や禁⽌が予定されている物質の不使用だけでなく、ヒトや環境への
影響が懸念されている物質の将来の禁⽌も検討しています。

お客様

パナソニックグループ

設計

モノ
情報製品化学物質

管理システム

部品・材料の購入先

出さない！

入れさせない！

使わない！

・モノづくりの
　各段階での
　記録を確認

・受入検査
・分析データ確認
・購入先環境監査

・設計仕様として不使用
・代替部品の開発と採用
・製品アセスメント

製品出荷

生産

部材受入

調達

特定化学物質の管理体制
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化学物質管理ランク指針（工場版）の体系

ランク 定義

禁⽌

万一使用している場合には、即時に使用中⽌しなければならない下記に該当する物質：
ヒトに対して発ガン性がある物質
オゾン層破壊物質
当社として使用を禁⽌している物質
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第一種特定化学物質
労働安全衛⽣法製造禁⽌物質
国際条約において製造、使用などが禁⽌されている物質

削減
使用量、排出・移動量を把握し排出・移動量を削減すべき物質
禁⽌ランク以外でヒト・環境に対して有害性があるとされる物質

注：対象とする法規制は、PRTR法（化学物質）、環境基本法における環境基準、労働安全衛⽣法、ストックホルム条約など。 詳細は「化学物質管理ランク
指針（⼯場版）」の「化学物質管理ランク指針（⼯場版）制定の主旨」を参照

化学物質管理ランク指針（製品版）の体系

ランク 定義

禁
止

レベル1
現在法規制で製品含有が禁⽌、あるいは含有濃度の上限が定められている物質
本指針が改定されて1年以内に法規制で製品含有が禁⽌、あるいは含有濃度の上限が定められる予定の物質

レベル2
禁⽌物質レベル1に定める物質以外で条約・法規制により期限を定めて製品含有が禁⽌される物質
当社として条約・法規制で定められた期限を前倒しして製品含有の禁⽌を推進する物質
当社の自主的な取り組みで使用を制限する物質

レベル3
禁⽌物質レベル1およびレベル2に定める物質以外で、法規制等で禁⽌が検討されており、今後の法規制動向を
踏まえ代替に向けた課題を明確にすると共に当社として禁⽌時期を検討する物質

管理
使用実態を把握し、健康、安全衛⽣、適正処理等に考慮すべき物質
意図的な使用を制限するものではなく、使用の有無および含有濃度についてデータを把握すべき物質

注：対象とする法規制および物質は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の第一種特定化学物質、労働安全衛⽣法の第五十五条で製造等が
禁⽌される有害物、EU RoHS指令、EU REACH規則 Annex XVII、など。詳細は化学物質管理ランク指針（製品版）の第6章「規定管理物質」を参照

禁⽌・管理物質を明記した化学物質管理ランク指針（製品版）と関連文書は、下記のサイト「グリーン調達について」から、PDFでダウン
ロードいただけます。

▶グリーン調達について（化学物質管理ランク指針（製品版）PDFダウンロード）
https://www.panasonic.com/jp/corporate/management/procurement/green.html
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当社化学物質負荷削減のあゆみ
1989
モントリオール
議定書発効

1992
リオ宣言
アジェンダ 21

1996
特定フロン
先進国全廃

2002
ヨハネスブルグ
サミット

1992
塩ビ樹脂
包装材の廃止

1991
水銀ゼロ
マンガン
乾電池発売

1992
水銀ゼロ
アルカリ
乾電池発売

1995
冷蔵庫の
CFC冷媒
グローバル廃止

2002
エアコンの
HCFC冷媒
廃止（日本）

2004
冷蔵庫
ノンフロン化
完了（日本）

2006
PDP（プラズマ
ディスプレイパネル）
鉛フリー

2003/3
鉛はんだ
グローバル
廃止※3

2005/10
RoHS6物質
グローバル
廃止※3

2009/3
塩ビ内部配線
日本新製品で
廃止※3

2011/3
塩ビ内部配線
グローバル
新製品で廃止※3

2007
REACH規則
発効

2006
RoHS指令
発効

1996
塩素系有機
溶剤を全廃

1999
33/50削減活動※4

活動開始

2010（グローバル）
自主行動計画達成
重点削減物質
排出・移動量46%削減
（2005年度比）

2010
CO2冷媒ノン
フロン冷凍機・
ショーケース
発売

2004（国内）
自主行動計画達成
使用量75%削減
排出・移動量62%削減
（1998年度比）

1997
PRTR
把握開始

社会の動き

パナソニック

全製品

個別製品

工場使用

1990 1995 2000 2005 2010 2015

2013
低GWP冷媒
R32使用
エアコン発売

（日本）

2018/7 
RoHSフタル酸
エステル（4種） 
グローバル廃止

※3 安全性など品質が保てない用途、法規制などで材料が指定されている用途を除く
※4 化学物質の使用量、排出量および移動量について、3年間で33％、6年間で50％の削減（1998年度比）を実践する活動

製品の環境影響低減の取り組み
製品における化学物質の環境影響を低減するため、使用する部品や原材料の含有化学物質情報の把握に努めるとともに、EU RoHS指
令などの法規制によって主要な先進国で製品への含有が禁⽌されている物質については、代替が困難で使用することが不可避な一部の
用途を除いて、グローバルで不使用・不含有がなされるように禁⽌物質に指定して管理しています。また、管理物質については用途や使用
量に基づく環境影響評価を進め、ヒトや環境への影響が無視できない物質については使用の削減や禁⽌を計画しています。

化学物質含有情報の把握
当社が⽣産・販売する電気・電子製品は、原材料を⽣産する素材メーカーに始まり、多数の部材・部品メーカーに至る長いサプライ
チェーンによって成り立っています。WSSDで合意された目標を達成するには、このサプライチェーンにおいて、製品に含まれている化学物
質情報を円滑に開示・伝達することが重要であり、そのための仕組みをつくり、普及させていく産業界全体での取り組みが不可欠です。 
当社は、化学メーカーや部品メーカーから機器メーカーにおよぶ有力企業約440社の会員とともにアーティクルマネジメント推進協議会

（JAMP）に参加しています。化学物質管理基準や情報伝達の仕組みを構築して活用するとともに、より広い事業者への普及活動に積極
的に取り組んでいます。
当社では2004年度から製品化学物質管理システムを運用し、2009年7月からはJAMPの情報伝達フォーマット（JAMP_AIS、JAMP_
MSDSplus）を用いて、部材を納入いただく購入先様1万社から製品化学物質含有量データを提供していただいてきました。
一方、日本国内だけでも、各社独自の調査様式による含有物質調査がサプライチェーンの中で多数行われ、上流サプライヤの負荷が
増大していました。こうした課題認識に基づき、2015年には経済産業省によって製品含有化学物質の情報を伝達する新スキーム
chemSHERPAが提案されました。chemSHERPAで利用されるフォーマットはIEC62474電気・電子業界及びその製品に関するマテ
リアルデクラレーションの国際規格に準拠した情報伝達フォーマットであるため、当社としても利用に賛同し2018年1月より情報収集
フォーマットとして本格運用を開始しました。サプライチェーンがグローバルに拡大している現在、とくに海外の購入先様により理解を深
めていただくことが重要です。中国、アジアを中心にグローバル10カ国以上で、100事業場以上の担当者および購入先様に対する講習会
を実施し、JAMPフォーマットの維持管理が終了する2018年6月までにchemSHERPAへの切り替えを完了しました。

▶chemSHERPAホームページ　https://chemsherpa.net/
（2019年3月15日より、JAMPのウェブサイトはchemSHERPAのウェブサイトと統合）
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電子部品を調達する企業は、調達部品の選定や使用において、EUのRoHS指令やREACH規則に順法するために、これらで規制されてい
る物質に関する含有情報を把握する必要があります。とくにREACH規則における高懸念物質（SVHC）の含有情報は、半年ごとに新たな
物質が追加されるため、最新の含有情報について調達先から迅速に情報提供されることを期待しています。
当社では電子部品を調達する企業様が迅速かつ効率的に化学物質含有情報を把握できるように、2012年11月より主要な汎用電子部
品について、RoHS指令への適合情報やREACH規則のSVHCの含有情報を当社WebサイトのRoHS/REACH確認報告書で公開してい
ます。

▶汎用電子部品のRoHS指令適合情報・REACH確認報告書
https://industrial.panasonic.com/jp/downloads/rohs-reach

なお、当社グループでは、日本の資源有効利用促進法で対象となる製品において、除外項目以外の部位において基準値を超えた特定の化
学物質を含有する製品を製造または輸入販売などをしていません。詳細は下記「対象製品含有表示情報」でご覧ください。

▶特定化学物質の含有表示
https://www.panasonic.com/jp/corporate/sustainability/eco/chemical/jmoss.html

また、⽔銀に関する⽔俣条約の対策を日本国内で実施するため、2015年6月に⽔銀汚染防⽌法が制定され、⽔銀使用製品の事業者の責
務として、使用済み製品の廃棄時に適正分別・排出されるよう、表示などの情報提供を行うことが定められました。当社では2017年5月
に、製品中の⽔銀使用に関する情報をお客様にわかりやすくお伝えできるよう、Webサイトに「⽔銀汚染防⽌法にもとづく情報提供」ペー
ジを開設しました。

▶⽔銀による環境の汚染の防⽌に関する法律（⽔銀汚染防⽌法）
https://www.env.go.jp/chemi/tmms/law.html

▶「⽔銀汚染防⽌法にもとづく情報提供」
https://www.panasonic.com/jp/corporate/sustainability/eco/chemical/jmoss.html#mercury

化学物質の影響評価
環境負荷の低い製品開発に向けて、製品に含まれる化学物質が、人や環境にどのような影響を与えるかを科学的に把握することが重要で
す。当社は、製品の使用時において使用者であるお客様が高懸念物質に暴露する可能性やそのときの安全性などを評価する取り組みを進
めています。
これまでは、業務用電子レンジの一部の機種で用いられていたセラミックファイバーの影響について評価を行い、EUのREACH規則で製
品が所定量の高懸念物質を含有する場合に求められる、安全に使用するための情報を作成する一環として、安全性評価書を作成・公表し
ています。使用者への暴露はほとんどなく、健康影響の懸念は小さいと判断しています。なお、当社製品への使用は2010年12月に終了し
ております。

▶Product Safety Assessment Report（英語） 
https://www.panasonic.com/global/corporate/sustainability/pdf/RCF_Professional_microwave_oven.pdf

化学物質の使用・排出の削減
冷凍や空調の冷媒、断熱材などに使用されてきたフロンガス（フッ
素化炭化⽔素）は、オゾン層破壊や地球温暖化を引き起こす性質
を持っています。当社では、これらの影響が極めて小さいCO2を冷
媒として使用する技術開発を進め、2001年よりCO2冷媒を使った
家庭用給湯器を提供してきましたが、このCO2冷媒は加温には適
しても冷凍・冷蔵用途に使うことが難しく、とくに大型の業務用設
備には装置の大型化や効率面で不向きでした。当社は、独立行政
法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の支援を受
けて、CO2冷媒を使用したノンフロン冷凍機システムの開発に取り
組み、2010年よりノンフロン冷凍機とショーケースを日本国内の
スーパーマーケットやコンビニエンスストアへ納入開始しています。
また、家庭用壁掛けルームエアコンにおいては、ノン・インバーター

CO2冷媒対応ショーケース
FPW-EV085

CO2冷媒を使用したノンフロン冷凍機
OCU-CR2001MVF
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から省エネ性の高いインバーター機種への切り替えだけでなく、地球温暖化係数（GWP）の低い
新冷媒R32への切り替えが進んでいます。
2019年には、香港におけるウィンドウエアコン市場では業界初となるインバーター化と新冷媒
R32を採用した新モデルの商品化を行い、環境負荷低減に取り組んでいます。

フロンによるオゾン層破壊の対策として、ルームエアコンではR410Aと呼ばれるオゾン層を破壊
しない冷媒が使用されていましたが、地球温暖化係数（GWP）が非常に高いという課題がありま
した。そこで当社は、2013年からGWPがより小さい新冷媒R32を採用した機種を開発、販売を
開始しました。さらに、インドネシアでルームエアコン⼯場を有するパナソニック マニュファクチャリング インドネシアは、2014年度にオゾン
層破壊につながるHCFC冷媒R22を用いた⽣産設備を、R32を使用する設備に一新、R32新冷媒エアコンの供給を開始することで、インド
ネシア政府が進めるHCFCの使用廃⽌に貢献しました。
またプロジェクターにおいては、現在高輝度化を容易に実現できる光源として⽔銀ランプがあります
が、⽔銀ランプは、取り扱いによっては人の健康や環境へ悪影響をもたらす可能性があるほか、寿命
が短いため資源の使用量・環境負荷が大きくなることから、当社はレーザー光源を採用した商品の
開発を加速させて進めています。業務用プロジェクターPT-RZ31Kシリーズは、高出力半導体レー
ザー光源モジュールや高耐熱性の蛍光体ホイールを搭載することで、高輝度化を実現。あわせて
キャビネットにはハロゲン系難燃材を使用しておらず、有害化学物質の削減に配慮した商品です。

塩化ビニル樹脂の使用制限
塩化ビニル樹脂（PVC）は、廃棄時の不適切な処理による有害物質の⽣成や、PVCを軟らかくするための一部の添加剤（フタル酸エステ
ル）の有害性が懸念される材料です。このPVC製の機器内部配線は、使用済み製品での分別処理が難しく、不適切に処理される可能性が
高いため、当社は品質・調達上の課題がある場合を除いて、2011年4月以降の新製品において非PVC製電線で代替しています。

▶塩ビ樹脂フリー製品の一覧
https://www.panasonic.com/jp/corporate/sustainability/pdf/eco_pvclist2016.pdf

フタル酸エステルの使用制限
PVC材料において含有されることが多いフタル酸エステル類については、EU RoHS2で2019年7月22日から4種類※5が規制されます。
当社はこれらを、2018年7月に発行した化学物質管理ランク指針Ver.11（製品版）において、禁⽌物質レベル1と設定、2018年7月22日
以降納入禁⽌としました。それ以外のフタル酸エステルについては禁⽌物質レベル3として設定し、代替化を推進しています。
フタル酸エステル4種に対しては、分析・管理体制の構築を進めると共に、確実に代替を完了できるよう取り組んでいます。
またフタル酸エステルには、移行性（接触により他の成形品から物質が移動する性質）があります。このため、禁⽌物質レベル１に設定した
4種を含有した⽣産設備や⼯程内備品などからの移行によって部材が汚染される場合があることから、接触による汚染防⽌管理の検討も
行っています。
フタル酸エステルの受入検査体制を構築するため、受入検査基準を改定し、フタル酸エステルの混入リスクが高いPVC、エラストマー、接
着剤等の部材の受入検査の実施を決定し、分析機器の選定・評価を行って、事業場への導入を進めました。当社が欧州に輸出する製品に
含まれるフタル酸エステルは従来10トンありましたが、2019年3月末現在で廃絶を完了しております。

※5 DEHP：フタル酸ビス（2-エチルへキシル）、BBP：フタル酸ブチルベンジル、DBP：フタル酸ジブチル、DIBP：フタル酸ジイソブチル

工場の環境影響低減の取り組み
当社は使用する有害性物質を把握し、使用による影響を評価することで、自主的に使用廃⽌や排出抑制により環境影響の最小化に努め
ています。1999年より3年間で33％、6年間で50％削減を実践する33/50削減活動を進めてきました。日本では1999年度から⼯場の
化学物質の使用量および排出・移動量の削減を推進し、自主行動計画目標50％削減に対し、2004年度には1998年度比で使用量75％
および排出・移動量の62％削減を達成しました。以降、さらに排出・移動量の多い物質に特化して削減に取り組み、グローバル全⼯場で
2010年度は対象の重点化学物質の排出・移動量を2005年度比で自主行動目標30％に対して46％削減を達成しました。
また国際的な化学物質管理の動向を踏まえ、2010年度からはより有害な物質が優先的に削減されるように削減取り組みを実施してい
ます。化学物質管理ランク指針（⼯場版）は、上記活動を支える管理指針として1999年に制定しました。Ver1では発がん性を有する物質
リストを主体とした管理対象物質を整備し、2000年には、Ver2へ改定を行い、日本：PRTR法を追加しています。2004年からのVer3で

業務用プロジェクター
PT-RZ31Kシリーズ

新冷媒R32を搭載したウィンドウ型エアコン
CW-HZ180YA
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はこれらに加え、日本の化学物質管理に関係する法規制を網羅する物質リストを作成しています。2009年に改定のVer4以降の管理対象
となる化学物質は、日本、米国、欧州、および国際条約を主体とした、ヒトの健康および環境に影響する法規制等を参照しています。
化学物質管理ランク指針（⼯場版）は、化学物質に関する主要な法規制からヒトの健康および環境に有害性を有する化学物質を選定し、
パナソニックグループの管理対象の化学物質としています。加えて、当社独自の指標としてヒト・環境影響度※6を策定し、グローバル全⼯
場でこの指標を使用しています。従来、化学物質の管理には、使用量・排出量などの量が指標として使われてきました。しかし量を指標と
した場合、有害性が高いにも関わらず使用量が少ない場合などに、削減・管理の対象から外れ、使用によるヒトの健康および環境への有
害性に対する影響評価からもれてしまうなどの問題がありました。また、物質の種類や地域の法規制ごとに有害性の基準が様々であり、グ
ループとして統一した管理が難しいという課題もありました。そこで、社内外の専門家と協働し、有害性情報を総合評価した区分を行い、
区分ごとに有害性の重み付けを表す有害性係数を付与しています。具体的には、国際機関発行の発がん性評価や一般公開されている有
害情報、そして公になっているオゾン層破壊物質リストなどを活用し、物質ごとに有害性区分を選定しています。有害性情報が複数ある物
質については、有害性が最も高いものを採用した有害性区分としています。これら社内独自指標を活用し、発ガン性やオゾン層破壊物質な
ど、有害性が高く影響が大きい物質が、リスクの大きさに応じて優先的に削減されるように、ヒト・環境影響度指標として、高有害性物質
を徹底して減らす取り組みを推進しています。また、購入先様からも有害物質を含まない資材などのご提案の協力がいただけるよう、化学
物質管理ランク指針を、当社グリーン調達活動のWebサイトにも掲載しています。

▶グリーン調達について
https://www.panasonic.com/jp/corporate/management/procurement/green.html

※6 ヒト・環境影響度=有害性係数×排出・移動量

有害性区分
有害性区分 有害性※7 有害性係数

A 発ガン性・オゾン層破壊物質 10,000倍

B 影響大もしくは直接的な影響 1,000倍

C 影響中 100倍

D 影響小もしくは間接的な影響 10倍

E 影響極小もしくは評価されていない 1倍

※７ ヒトの健康に影響する有害性は発ガン性の他に突然変異、⽣殖毒性、急性毒性を対象としている。環境に影響する有害性/物質は、オゾン層破壊物質
の他に⽣態毒性、温暖化に影響する物質、光化学オキシダント発⽣の原因となる物質を対象としている

2019年度は、塗料中に含まれる高有害物質の代替化、歩留まり向上、リサイクル推進、低溶剤・低有害性部材の導入、塗布量や洗浄回数
見直し、除外・脱臭装置の効率化などの⼯法改善による使用量削減により、2010年度比で54％削減することができました。⽣産活動に
ともなう環境負荷物質の排出量を最小化する活動を継続して実践していきます。

ヒト・環境影響度

466

2019

A

B

C D
E

536

2018

A

B

C D
E

0

200

400

600

800

1,000
1,008

2010
（基準）

（年度）

A

B

C
D
E

（千カウント）

526 522

2016

A

B

C D
E

2017

A

B

C D
E

546

2015

A

B

C D
E

54%削減

注：2010年度は旧三洋電機の海外事業場を含まず
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VOC※8排出量

※8 揮発性有機化合物（VOC）の使用にともなう大気への排出実績。集計は大気汚染防⽌法に記載されている当社選定の主なVOC100物質を対象とする
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管理対象の化学物質 排出・移動量※14
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3,275

1,482

2,254

1,386

2,387

1,466

管理対象化学物質※9のマテリアルバランス
（単位：トン）

大気排出量
6,688
8,516

上段：2019年度

中段：2018年度
下段：2017年度

製品としての出荷量※13

198,756
224,136
222,298

入力量
245,186
281,241
282,508

リサイクル量※12

19,659
23,125
24,606

公共用水域排出量
41
55
45

土壌排出量
0
0
0

移動量※10

741
810
725

大気排出量
3,159
3,727
3,986

除去処理量※11

22,830
29,388
30,847

※9 化学物質管理ランク指針（⼯場版）によるもので、PRTR対象物質すべてを含む
※10 廃棄物としての移動と下⽔道への排⽔移動を含む。なお廃棄物処理法上、廃棄物に該当する無償およびパナソニックグループが処理費用などを支払う

（逆有償）リサイクルはリサイクル量に含む（PRTR法で届け出た移動量とは異なる）
※11 対象物質が中和、分解、反応処理などにより他物質に変化した量
※12 パナソニックグループが対価を受け取る（有償）リサイクル量、ならびに無償および逆有償のリサイクル量
※13 対象物質が反応により他物質に変化したり、製品に含有もしくは付随して場外に持ち出される量

※14 Hussmann Parent社およびその連結子会社の実績含まず
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環境：生物多様性保全
生物多様性に関する考え方
私たちの社会における企業経営や人間⽣活は、土壌、大気、⽔、動植物から成る自然資本によって提供される様々な自然がもたらすもの

（⽣態系サービス）によって成り立っています。また持続可能な開発目標（SDGs）や国連⽣物多様性条約の長期ビジョンである自然共⽣
社会の実現においても、気候変動対策や資源循環対策と⽣物多様性保全は密接に関連すると認識されています。
2020年は、国連⽣物多様性条約の愛知目標最終年ですが、すでにIPBES※1の報告で、自然がもたらすもの（⽣態系サービス）は世界的に
劣化しているとされ、このままでは自然保護と自然の持続可能な利用に関する目標は達成されないと言われています。しかし、経済・社会・
その他における横断的な社会変容（transformative change）により、2030 年以降の目標を達成できる可能性があるとされています。
当社はこれまでも事業活動が⽣物多様性に与える影響を適切に把握し、その保全に貢献するという目標を掲げて取り組んできました。当
社環境ビジョン2050の「より良いくらし」と「持続可能な地球環境」の両立の実践に向け、グリープラン2021を策定しました。グリープラン
2021における⽣物多様性保全は、⽣物多様性条約の⽣物多様性行動計画（BAP）に相当します。これまでの取り組みの成果、達成状況
の確認を行い、世界の動向を踏まえ2030年以降の目標に備えて見直し計画したものです。
当社が事業活動する上で、⽣物多様性保全はサプライチェーン全体で取り組むことを重要と考え、「持続可能な原材料調達」を中心に据
え、これまで取り組んできた各事業所での⽣物多様性保全に配慮した「土地利用」、⽣物多様性保全に貢献する「商品・サービス」につい
ては継続を決めました。これら事業活動の３つの目標と社会貢献活動の両面で、これからも⽣物多様性保全を推進していきます。

※1 IPBES：⽣物多様性及び⽣態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォーム

持続可能な原材料調達の取り組み
グリーンプラン2021からは、木材調達に限らず、⽣物多様性保全に配慮した原材料調達を目標とし、さらに昨今は、合法だけでなく、人権
など社会的な配慮も重要となっているため、「持続可能な原材料調達」を目指すこととしました。
木材調達に関しては、⽣物多様性保全と持続可能な利用を目指した木材グリーン調達ガイドラインを、WWF（世界自然保護基金）ジャパ
ンと協議し策定しました。
また、「グリーン調達基準書」の中で⽣物多様性保全への配慮を記載し、サプライチェーン全体で取り組むこととしています。

伐採時の合法性が確認できない木材・木質材料（区分3）の排除
2019年度調査の結果、木材・木質材料の総調達量は約32万
m3でした。区分ごとの内訳は、優先調達に努める区分1が82.2%

（前年度差＋2.9ポイント）、調達適合とする区分2が17.8%（前
年度差−2.9ポイント）、調達排除に努める区分3が0%（前年度
差±0ポイント）でした。調達ガイドラインの策定以来、区分3の調
達ゼロ化を目指して取り組みを進めており、2014年度から連続
でゼロを継続しています。今後も取り組みを継続推進し、区分3 
の調達ゼロを維持していきます。
毎年度末には達成状況の確認をするとともに、次年度に向けた
対策の検討を行っています。

▶木材グリーン調達ガイドライン
https://www.panasonic.com/jp/corporate/management/procurement/green/pdf/green_wood_J.pdf
▶グリーン調達基準書
https://www.panasonic.com/jp/corporate/management/procurement/green.html
▶合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律（クリーンウッド法）への対応について
https://www2.panasonic.biz/es/sumai/law/cleanwood

WWFジャパンと協議・策定した木材グリーン調達の考え方
優先調達に努める木材・木質材料

・環境面で保護価値の高い森林を破壊してい
ないことを第三者から認証されたもの
・持続可能な森林経営を実施していることを第
三者から証明されたもの
・木質系再生資源

調達適合とする木材・木質材料
・伐採時の合法性が確認されたもの
・業界団体等により合法性認定が得られたもの

調達排除に努める木材・木質材料
・伐採時の合法性が確認できないもの

区分
1

区分
2

区分
3
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土地利用分野の取り組み
事業所の緑地は、地域の⽣物多様性保全に貢献できる大きな可能性を持っています。とくに都市部では野⽣⽣物が⽣息・⽣育できる自然
環境がほとんど残されていないため、たとえ小さくても、その地域本来の植⽣や⽔辺などを備えていれば、様々な⽣きものにとって大切な
場所となります。

行政や専門家などと連携、生きものの生息空間を守る
事業所緑地と近隣に点在する緑地や公園とのつながりによるエコロジカルネットワーク形成で、鳥やチョウ、トンボなどの⽣きものが周辺
に点在する緑地や⽔辺の間を移動できるようになり、⽣息できる空間が広がることになります。また地域の希少な動植物は、環境省や自治
体から絶滅危惧種に指定され、行政との連携、専門家の指導や協力を得ながら保全活動を行っています。大阪府・大阪府立大学・大阪
府立環境農林⽔産総合研究所とおおさか⽣物多様性パートナー協定を締結した門真市ライフソリューションズ社のビオトープなどがあ
ります。

下記のWebサイトには、取り組みの具体事例を紹介しています。
https://www.panasonic.com/jp/corporate/sustainability/eco/biodiversity.html

定量評価手法に基づく外部認証の取得
アプライアンス社草津拠点は、⽣物多様性に配慮した事業場として
2018年3月に一般社団法人 いきもの共⽣事業推進協議会の「いき
もの共⽣事業所認定（ABINC認証）」※2を取得しました。審査の中で
は、自然環境を適切に保全し多様な⽣きものに応じた緑地づくりを
進めていること、特定外来種についても適宜管理が行われ、継続的
なモニタリングで状況把握されていること、また、自治体や小学⽣な
ど外部関連主体・地域の人とのコミュニケーションに緑地が積極的
に活用されていること、などが評価されました。
2011年から継続しているモニタリング調査で840種の動植物が確認され、都市化が
進む地域において重要なビオトープであり、地域のエコロジカルネットワークの形成
にも貢献していることがわかりました。また、ドングリをテーマとした小学⽣向け環境
学習の継続的な実施が「⽣物多様性の主流化に貢献する取り組み」として高く評価さ
れ、2020年1月に第2回ABINC賞 優秀賞を受賞しました。

※2 ABINC認証は、企業と⽣物多様性イニシアチブ（JBIB）が開発した土地利用通信簿（環境ア
セスメントとしての⽣物多様性定量評価ツール）の実施といきもの共⽣事業所ガイドライン
に基づき、事業場緑地の整備、管理を第三者の評価により認証する制度

※3 「しが⽣物多様性取組認証制度」は、事業者が行う⽣物多様性保全に関する取り組みを、1つ
星～ 3つ星で知事が認証するもので、都道府県が⽣物多様性に関する幅広い取り組みを認
証するものとして、全国でも初めての制度

https://panasonic.co.jp/ap/ecological/index.html

オートモーティブ社※4松本⼯場は2015年9月JHEP認証※5のAランクを取得しました。これにより、毎年認証確認手続きが行われ、事業
場緑地の⽣物多様性の保全活動は継続推進しています。

※4 認証取得時点の社名はオートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社
※5 環境アセスメントで用いられる「ハビタット評価手法（HEP）」をもとに、（公財）日本⽣態系協会が開発した⽣物多様性定量評価手法

しが⽣物多様性取組認証制度
３つ星マーク※3
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商品・サービス分野の取り組み
⽣物多様性保全に貢献する商品の情報をお客様に提供できるよう、国際環境NGOバードライフ・インターナショナルと第三者評価手法
を構築しました。この手法を用いて⽣物多様性に関わりの深い商品の評価を行っています。そして、グリーンプロダクツ（P28参照）の判定
基準により、⽣物多様性の保全に配慮した素材を主要な部位に活用した商品、⽣物多様性の保全に寄与する機能を有する商品などを⽣
物多様性貢献商品と定義しています。

当社では、神奈川県藤沢市、横浜市にサスティナブル・スマートタウン（SST）を開発しました。現在は大阪府吹田市でもSSTの開発を予定
しています。Fujisawa SSTでは、まちづくりのガイドラインに、温室効果ガス排出の削減などのほかに、まちの緑地に関して⽣物多様性の考
え方を取り入れ、在来種を基本とした植栽、地域と共⽣する⽣態系ネットワークを形成することで、持続可能な街づくりに役立てています。

また、ライフソリューションズ社では、木材資源保全の観点から、天然素材の使用量削減に取り組んでいます。フローリング（木質床材）の
商品については、下記サイトにて掲載しています。
https://www.panasonic.com/jp/corporate/sustainability/eco/biodiversity.html

NGO・NPOとの協働や支援による生物多様性保全
MSC及びASC認証取得のサステナブル・シーフードの社員食堂への導入
当社は約20年にわたりWWFジャパンとの協業を通じて「海の豊かさを守る活動」※6を行っています。現在の主な活動は、2018年3月より
本社から日本初でスタートしたMSC及びASC認証※7取得のサステナブル・シーフード※8（持続可能な⽔産物）の社員食堂での継続的な
提供です。本年度は、給食会社のCoC認証※9取得のコストと業務負荷を大幅に削減する仕組みの構築、他企業の導入・認証取得支援な
どを行うことで、給食会社５社の認証取得（累計11社）、他企業２社の導入（累計５社）を実現。当社においても2019年度に新規30拠点
に導入し、累計42拠点にまで拡大できました。2020年度は、全社員食堂への導入を目指すだけでなく、ユーザー企業のネットワークの立
ち上げに挑戦予定。この社員食堂でのサステナブ
ル・シーフード提供により、消費者である社員の
消費行動の変革を促進し、SDGs「14：海の豊か
さを守ろう」への貢献と⽣物多様性の主流化を
推進しています。これらの活動が評価され、第１回
ジャパン・サステナブルシーフード・アワードのイ
ニシアチブ部門でのチャンピオン選出や、国連⽣
物多様性の10年日本委員会の連携事業としての
認定などを受けました。

※6 有明海干潟保全支援（2001-2006年）、黄海エコリージョン支援（2007-2015年）、南三陸の環境配慮型の養殖業復興支援（2014 ～現在）等
※7 MSC認証は海洋管理協議会が持続可能で適切に管理された漁業を認証するもので、ASC認証は⽔産養殖管理協議会が環境と社会への負荷を最小

限にする責任ある養殖業を認証するもの。
※8 MSC認証、ASC認証による持続可能な⽔産物の⽣産に加え、CoC認証で管理されたシーフード
※9 CoC：Chain of Custodyの略。加⼯・流通・販売過程における管理やトレーサビリティ確保についての認証

NGO・NPOを通じたグローバルでの生物多様性保全活動推進
当社は産業界と連携した⽣物多様性の取り組みと、NGO・NPOを通じたグローバルでの⽣物多様性保全活動の推進を目的に、経団連自
然保護協議会に参加しています。経団連自然保護協議会は、当社を含む企業や個人からの募金による経団連自然保護基金を通じ、国内・
海外のNGO活動などに対し、2019年度までの累計で、1,490件、約42億円の支援を実施しています。当社は、同協議会が推進するプロ
ジェクトへの基金提供・参画だけでなく、現場視察などを通じ推進状況の見届け責任を果たしています。
2019年度は、世界自然遺産のガラパゴスにおける絶滅危惧種であるスカレシア（キ
ク科の植物）の保全活動の視察および植林活動を実施しました。スカレシア保全活
動に対しては20年間支援をしていますが、わずか１％しか回復ができていません。
現地チャールズダーウィン研究所の研究者からは、それでもスカレシアという植物を
増やすことは、ガラパゴスの在来⽣物の⽣息の基盤となるので継続が必要と説明さ
れました。

第１回ジャパン・サステナブルシーフード・アワ
ード　イニシアチブ部門でチャンピオンに選出

ASC認証取得の南三陸戸倉産のカキフライ

スカレシア植樹
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企業と生物多様性イニシアチブ等への参画
当社は、企業と⽣物多様性イニシアチブ（JBIB）、産業と環境の会センターの⽣物多様性保全対策委員会に参画し、ポスト愛知目標など世
界の⽣物多様性の潮流やリスク、または日本国内の方針の的確な把握により、当社事業へフィードバックを行っています。更にJBIBでは参
加企業と協働で高校⽣への海洋プラスチック問題の啓発活動を実施しました。
電機・電子4団体※10⽣物多様性ワーキンググループ（WG）への参画において、2019年度は海洋⽣物に多大な影響を及ぼしている海洋
プラスチック問題を取り上げ、本WGは（特非）荒川クリーンエイド・フォーラムの協力のもと、荒川河川敷の清掃活動を実施し、⽣物多様
性保全実践集「Let’s Try Biodiversity!」に海洋プラスチック問題に対する取り組み事例を追加しまし
た。また、経団連の「業種別プラスチック関連目標」に対しては、製品や⼯場以外の分野として「清掃活動な
どにより⽣物多様性保全に資する海洋プラスチックごみ問題への取組みの実施」を目標とし、事業所周辺
の清掃活動であっても海洋プラスチックごみの抑制となることをまとめ、4団体参加企業へ普及啓発を行
います。
当社個別でも⽣物多様性COP15に向け「経団連⽣物多様性宣言等」への賛同企業として、世界に当社の
⽣物多様性保全活動をアピールするため取り組み方針や事例を経団連へ提出しました。さらに海洋プラ
スチックごみ問題解決のイノベーションを加速するためのクリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス

（CLOMA）へ参加しています。
※10 （一社）日本電機⼯業会（JEMA）、（一社）電子情報技術産業協会（JEITA）、（一社）情報通信ネットワーク産業協

会（CIAJ）、（一社）ビジネス機械・情報システム産業協会（JBMIA）の4団体

市民ネットワークとの連携で天然記念物の保護を支援
当社では国内の会社・労働組合と定年退職者会が、パナソニックエコリレー ジャパン（PERJ）と
して一体となり、さまざまな環境保全活動を行っています。
PERJが活動を展開している「淀川・城北ワンド保全活動」は、「淀川⽔系イタセンパラ保全市民
ネットワーク」の連携団体として、天然記念物イタセンパラ保護の取り組みを行っています。具体
的には、大阪市内に残された貴重な自然である淀川ワンド※11での清掃、及び外来⽣物の駆除・
調査や絶滅危惧種であるイタセンパラなどの保護を始めとする⽣物多様性の取り組みです。
また、鶴見緑地公園や中之島公園の清掃活動を継続して行っていること、また地元企業や近
隣大学、市民団体などと連携し、環境活動を行う次世代の育成に貢献している点が評価され、
2020年2月には「大阪市環境表彰」をいただきました。

※11 ワンドとは川の本流と繋がっているが、河川構造物などに囲まれて池のようになっている地形のこと。
魚類などの⽔⽣⽣物に安定した棲み処を与えるとともに、様々な植⽣が繁殖する場ともなっている。

▶パナソニックエコリレージャパン
https://www.panasonic.com/jp/corporate/sustainability/citizenship/environment/perj.html
▶パナソニツクエコリレージャパンが「大阪市環境表彰」を受賞
https://panasonic.co.jp/citizenship/activity/2020/03/post-81.html

Let’s Try Biodiversity!　
海洋プラスチックごみ問題

活動の様子

イタセンパラ
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取り組み事例 愛知目標 SDGs 

木材調達 ・木材グリーン調達ガイドラインに則った木材調達
合法でない木材の排除　2014年よりゼロ継続

1普及啓発
4⽣産と消費

12つくる責任つかう責任
15陸の豊かさも守ろう

土地利用 周辺地域とのエコロジカルネットワークを築いた、
事業所での⽣物多様性保全に配慮した緑地・ビオ
トープ（環境教育、啓発活動に利用）
・草津事業所（ABINC認証）
・松本⼯場（JHEP認証）
・大阪府で２か所　ほか

1普及啓発
5⽣息域の保護
9外来種の駆除
11保護地域
14⽣態系サービス

15陸の豊かさも守ろう

商品・サービス ・低誘虫照明器具・タフナレイ
・バラスト⽔処理システム
・SSTの⽣物多様性を配慮した植栽ガイドライン
（侵略的外来種の駆除実施）

・フィットフロアー（リサイクル木質材使用）

5⽣息域の保護
9外来種の駆除
19知識技術

９産業と技術革新の基盤を作ろう
11住み続けられるまちづくりを
12つくる責任つかう責任
14海の豊かさを守ろう
15陸の豊かさも守ろう

社会貢献活動 ・社員食堂へのサステナブル・シーフード導入
（MSC/ASC認証⽔産物）

・ユニトピアささやま里山保全活動
・淀川⽔系イタセンパラ保全活動
・和歌山県　ながきの森　植林・保全活動

ほか、パナソニックエコリレージャパンによる活動
多数あり。海外拠点でも植林などCSR活動あり。

・寄付による保全活動の支援と支援事業への参加

1普及啓発
4⽣産と消費
5⽣息域の保護
6過剰漁獲回避

14海の豊かさを守ろう
15陸の豊かさも守ろう
17パートナーシップで目標を達成

しよう
 （波及で貢献する目標）
１貧困をなくそう
13気候変動に具体的な対策を

愛知目標とSDGsへの貢献事例まとめ（2010 ～ 2019年度）
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環境：サプライチェーン連携
購入先様・物流パートナー様との協働
多くの取引先様によって支えられている当社は、自社単独ではなくサプライチェーン全体で環境負荷を考慮する必要があります。CO2削
減、資源循環、⽔循環、化学物質管理、⽣物多様性保全など、様々な分野で当社の事業活動と密接な関係を持つ購入先様・物流パート
ナー様との連携を通じて、環境負荷の低減を図っています。

グリーン調達の取り組み
当社は1999年にグリーン調達基準書を発行して以来、その改定を行いながら、環境に配慮した製品づくりを購入先様とともに推進して
います。グリーン調達基準書ではグリーンプラン2018に盛り込んだ購入先様との協働目標を達成するために、グリーン調達方針として、当
社の環境基本方針に賛同し商品・物品を提供いただく購入先様群を構築することを掲げ、 「購入先様の事業活動領域での環境負荷低減」

「当社とのコラボレーションによる成果の共有」に加えて、環境負荷低減の取り組みをサプライチェーン全体に広めるための「購入先様に
よる上流取引先への働きかけ」を要請し、ほぼすべての項目で目標を完遂することができました。
また、「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す「パナソニッ
ク環境ビジョン2050」を2017年に策定しました。「パナソニック環境ビジョン2050」では、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通じて、当社グループが使うエネルギーの削減と、それを超えるクリーンなエネルギーの創出・活用を
進めていきます。この「パナソニック環境ビジョン2050」の実現に向けて、エネルギー、資源を重点課題、さらに、従来からの課題も継続課
題と位置づけた環境行動計画「グリーンプラン2021」を定めました。「グリーンプラン2021」を受け、社会へのよりよい影響を広げていく
ために、パナソニック一社だけでなく、サプライチェーン全体にわたって様々なパートナー様と連携を深めるため、2019年9月に「グリーン
調達基準書」を改定しました。

また当社は、グリーン調達基準書に基づき、購入先様における当社要請内容の実践状況を把握し、購入先様とともに環境負荷低減活動を
より効率的に推進するためにグリーン調達サーベイを実施しています。2012年度は試行的に、当社グループの主要購入先様415社を対
象に、環境マネジメントシステムの構築、化学物質管理の徹底、温室効果ガス排出量の削減、資源循環の推進、⽣物多様性保全などの項目
において購入先様の取り組みレベルを確認させていただきました。2013年度からは、当社グループ全体でのサーベイは実施せず、当社の
各事業場が主体となり、購入先様とのコミュニケーション手段の一つとして実施しています。
中国では、2016年9月に、当社の購入先様約400社を対象に、広州・大連・上海で、CSR調達方針と中国環境法規の説明会を実施しま  
した。サプライチェーンでのCSRの徹底、ならびにCSR自主アセスメントシートの実施を要請するとともに、中国の最新環境法規を共有す
ることで、サプライチェーンでのリスク把握と環境負荷削減に努めています。また、2017年度より、CSR自主アセスメントシートの実施範
囲を中国のみならずアジア各国まで展開し、環境負荷の把握に着手しました。
欧州RoHS指令に代表される製品含有化学物質に対する規制の強化、拡大に対応して、サプライチェーン全体での管理レベルを向上させ
るために、当社は2005年より継続的に購入先様への環境品質保証体制監査を実施しています。2019年度は、約1,000社の購入先様へ 
の監査を実施し、製品含有化学物質管理レベルの向上を支援しました。

▶グリーン調達について（グリーン調達基準書）
https://www.panasonic.com/jp/corporate/management/procurement/green.html

購入先様の事業活動領域での環境負荷推計
当社は、国際的なGHG排出量の算定基準であるGHGプロトコルに準拠した、当社独自の算定プロセスによるサプライチェーン温室効果
ガス排出量（スコープ3※1）の把握に向けて、2011年度より原材料、電気電子部品、加⼯部品の購入先様185社のご協力のもと、4回にわ
たって試行調査を実施しました。
また、2011年度より当社が購入する部材の量に日本政府公開の産業連関表に基づく部材別の温室効果ガス排出原単位を乗じて、当社
の上流領域全体の温室効果ガス排出量を試算しています。2018年度の購入データによる試算結果は、1,805万トンとなり、当社の⽣産
活動における温室効果ガス排出量の約８倍と推計しています。

※1 スコープ3とは、スコープ1（自社で所有・支配する施設からの直接排出量）とスコープ2（自社で所有・支配する施設で消費するエネルギーの製造時か
らの排出量）を除く、自社サプライチェーンでの排出量（例：購入先様での排出量）
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当社とのコラボレーションによる成果の共有
当社は、2009年度より購入先様とともにECO・VC活動※2に取り組んでいます。この活動は、当社と購入先様が協働して当社商品や購
入先様の環境負荷削減と商品力強化・合理化成果獲得の両立を目指す活動です。2009年度は環境負荷削減の対象として省エネルギー

（CO2削減）に限定していましたが、2010年度より省資源・リサイクル材使用といった循環型モノづくりにまで拡大しました。また、活動
地域についても、当初は日本中心でしたが、2012年度より中国や他のアジア地域での活動を本格化させ、2014年度には、グローバルで
の活動に拡大しています。
これらのECO・VC活動の事例は、データベースへの蓄積により社内での広い有効活用を可能にするとともに、優秀事例については、

「ECO・VC活動 表彰・交流会」等の場で表彰を行っています。
さらに当社は、「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す「パ
ナソニック環境ビジョン2050」を、2017年に策定しました。「環境ビジョン2050」では、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通じて、当社グループが使うエネルギーの削減と、それを超えるクリーンなエネルギーの創出と活用を進
めていきます。

「環境ビジョン2050」を踏まえ、2018年度より省エネルギー（CO2削減）やコスト削減、省資源・リサイクル材使用など従来の評価項目に
新たに再⽣可能エネルギーの要素を加え、ECO・VC活動を長期的将来に向けたより持続可能な活動にしてまいります。

※2 ECO・VC活動：Value Creation Activity

環境NGOとの連携
当社は2015年度より、拠点数を多く抱える中国において、購入先（約7,000社）を対象とし「CSR自主アセスメントシート」の対応要請
を開始し、2018年度末までに、既存の購入先に関して「CSR自主アセスメントシート」を全て回収が完了しました。さらに、18年度から、

「CSR自主アセスメントシート」の回収と共に、重要購入先（約20社）に対し、現場訪問を通じて購入先のCSR・環境現場確認を継続し
て実施しました。
昨今、中国においては購入先の環境対応が社会の強い要請であり、購入先様への環境対応の指導がCSR視点で重要な課題となっており
ます。そのため、中国におけるCSR・環境現場確認では、CSR監査に加えて、購入先様の環境対応に力点を置いた監査を実施しておりま
す。当社は、購入先様のCSR・環境現場確認を通じて、改善要求、改善フォローまで実施しています。
また、当社は中国の環境NGO団体（IPE：Institute of Public & Environmental Affairs）とコミュニケーションを通じて、当社の購入
先の環境改善にも取り組んでいます。IPEが2014年度から公表している大手企業における購入先のグリーンサプライチェーン評価ランキ
ング（CITI指数）において、当社は毎年上位に位置しており、2019年度は、IT業種６位、並びに総合ランキングでも日系企業で１位になり
ました。

応募による環境側面の成果

項目 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

提案件数 933件 622件 354件 820件 772件

提案によるCO2削減量 48万4,532トン 25万3,265トン 5万8,448トン 3万499トン 28万トン

提案による再⽣資源活用量 1万9,153トン 1万8,421トン 2,671トン 80トン 100トン

提案による投入資源削減量 2万1,243トン 2万0,224トン 1,090トン 3,027トン 1万9,900トン
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環境：環境活動のあゆみ
年代 年 パナソニックグループの取り組み 世界の動き 日本の動き
～

1970
年代

1967 ・公害対策基本法制定
1968 ・大気汚染防⽌法制定
1970 ・公害調査委員会設置 ・⽔質汚濁防⽌法制定

・廃棄物処理法制定
1971 ・環境庁設置
1972 ・環境管理室設置 ・国連人間環境会議（ストックホルム開催） 

人間環境宣言採択
1973 ・第1次オイルショック
1975 ・環境管理規程制定
1979 ・第2次オイルショック ・省エネ法制定

1980
年代

1985 ・オゾン層保護条約（ウィーン条約）採択
1987 ・オゾン層破壊物質に関するモントリオール議定書採択

・環境と開発に関する世界委員会（ブルントラント委員会）
持続可能な開発理念提唱

1988 ・フロン対策委員会設置 ・オゾン層保護法制定
1989 ・環境保護推進室設置

1990
年代

1991 ・松下環境憲章（環境宣言・行動指針）制定
・松下製品アセスメント策定、実施

・経団連 地球環境憲章発表
・再⽣資源利用促進法制定

1992 ・環境政策委員会設置 ・環境と開発に関する国連会議 地球サミット開催、リオ
宣言・アジェンダ21採択

・気候変動枠組条約採択
1993 ・環境ボランタリープラン（2000年目標）策定

・グローバルな松下グループ環境内部監査を開始
・環境基本法制定

1995 ・AV門真地区がISO14001認証を取得（松下グループ
初）

・気候変動枠組条約第1回締約国会議（COP1）（ベルリ
ン会議）開催

・容器包装リサイクル法制定

1996 ・環境マネジメントシステム国際規格ISO14001発行
1997 ・環境本部設置

・環境会議設置（年2回開催）
・COP3（京都会議）開催、京都議定書採択 ・経団連 環境自主行動計画発表

1998 ・地球を愛する市民活動（LE）開始
・リサイクル事業推進室設置
・初の環境報告書（1997年度版）発行

・家電リサイクル法制定-2001年施行
・地球温暖化対策推進法制定
・省エネ法改正-トップランナー方式導入

1999 ・グリーン調達開始
・化学物質管理ランク指針制定
・グローバルに全製造事業場でISO14001認証取得完了

・PRTR法制定

2000
年代

2000 ・鉛フリーはんだプロジェクト発足
・初の社外向け環境展示会（大阪）開催

・GRI 持続可能性報告のガイドライン発表 ・循環型社会形成推進基本法制定
・資源有効利用促進法制定

2001 ・環境ビジョン・グリーンプラン2010策定
・環境フォーラム（東京、フライブルグ）開催
・パナソニック エコテクノロジーセンター（PETEC）稼動
開始

・COP7（マラケシュ会議）で京都議定書の運用ルールに
ついて最終合意

・環境省に組織改編
・PCB特別措置法制定

2002 ・パナソニックセンター東京開設 ・ヨハネスブルグサミット（リオ+10）開催 ・京都議定書を批准
・自動車リサイクル法制定
・土壌汚染対策法制定

2003 ・2大事業ビジョンの一つに地球環境との共存を掲げる
・新たなくらし価値創造の指標としてファクターXを提唱
・グローバルで鉛フリーはんだ導入完了
・スーパーGP認定制度導入
・日本国内製造事業場における廃棄物ゼロエミッション達

成
・環境フォーラム（東京）開催

・EU廃電気電子機器指令（WEEE指令）制定

2004 ・環境ビジョン・グリーンプラン2010改定
・PCB対策推進室設置
・ダントツGP認定制度導入

・アスベスト含有製品の製造、使用などを原則禁⽌

2005 ・愛・地球博にオフィシャルパートナーとして参画
・グリーンプラン2010改定
・ライトダウン活動を継続実施
・3Rエコプロジェクト発足
・製品含有特定化学物質（6物質）不使用完遂
・松下グループ　グリーンロジスティクス方針策定
・CF認定制度導入
・パナソニックセンター大阪開設
・Eco＆Ud HOUSE（イーユーハウス）新設
・家庭用燃料電池の商用第1号を首相官邸に導入
・日本経済新聞社 環境経営度ランキング 製造業1位

・京都議定書発効 ・日本国際博覧会 愛・地球博開催
・地球温暖化防⽌の国民運動 チーム・マイナス6%立ち

上げ
・電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示JIS規格
（J-Moss）制定

2006 ・環境職能を設立
・日本国内全製造事業場でETマニフェスト導入完了
・CF認定制度をグローバルに拡大
・プラズマディスプレイパネルの無鉛化を実施し市場導入
・物流分野でバイオディーゼル燃料を本格導入

・EU電気電子機器有害物質使用規制指令（RoHS指令）
施行

・石綿被害救済法制定
・省エネ法改正-荷主責任、対象機器の拡大、トップラン
ナー基準の改定

2007 ・マレーシアの⼯場省エネルギー活動をクリーン開発メカ
ニズム（CDM）として国連が初めて承認

・新環境マークとしてエコアイディアマークを制定
・パナソニックセンター北京開設
・環境フォーラム（北京）開催
・中国環境貢献企業宣言を発信
・エコアイディア戦略を発信

・気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第4次評価報
告書公表

・EU化学物質の登録、評価、認可及び制限に関する規則
（REACH規則）施行
・ハイリンゲンダムサミット（G8）CO2削減について大枠で

合意
・COP13（バリ会議）でポスト京都議定書に向けた行程

表バリ・ロードマップ合意
・電子情報製品汚染防⽌管理弁法（中国版RoHS）施行

・安倍内閣総理大臣 クールアース50を提唱
・21世紀環境立国戦略策定
・第三次⽣物多様性国家戦略策定
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部
を改正する省令公布

・国内排出量取引制度検討会の設置
・第2次循環型社会形成推進基本計画策定
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2008 ・全社CO2削減推進委員会を発足
・全国環境展示会エコアイディアワールド開催
・エコアイディア⼯場びわこを発信
・10月 社名をパナソニック（株）に変更
・エコアイディア宣言 を発信（欧州）
・ES（Environmental Strategy）リサーチセンター発足

・G20（地球温暖化問題の主要国閣僚会合）開催
・北海道洞爺湖サミット開催

・福田首相がクールアース推進構想を発表
・古紙パルプ配合率の偽装事件が発覚
・エネルギー長期需給見通し発表
・国内排出量取引試行開始

2009 ・家まるごとCO2±0（ゼロ）のくらしを提案するエコアイディ
アハウス開設

・エコアイディア宣言を発信（アジア大洋州）
・エコアイディア⼯場を発信（ピルゼン、マレーシア、タイ、シ
ンガポール）

・三洋電機（株）がパナソニックグループに加入

・中国版WEEE公布
・COP15（コペンハーゲン会議）で2013年以降の地球

温暖化対策の新たな枠組み（ポスト京都議定書）につい
ての政治合意（コペンハーゲン合意）を採択

・リーマンショックからの脱却を求め、世界各国でグリー
ン・ニューディールへの取り組み加速

・省エネ法改正-⼯場単位から法人単位の規制に変更
・家電リサイクル法の対象に薄型テレビと衣類乾燥機が

追加
・エコポイント（家電・住宅）制度開始

2010
年代

2010 ・創業100周年ビジョンを発信
・新中期計画『Green Transformation 2012（GT12）』

発信
・エコアイディア宣言を発信（中南米、アジア大洋州、ロシ
ア） 

・⼯場まるごとの省エネ支援サービス事業開始 
・エコアイディアフォーラム 2010（東京・有明）開催
・グリーンプラン2018を発信

・⽣物多様性条約締約国会議開催-名古屋合意採択
・横浜でAPEC首脳会議開催
・米国中間選挙で与党敗北-温暖化の流れに変化
・COP16（カンクン会議）でカンクン合意採択。ポスト京

都議論は実質先送り

・地球温暖化防⽌対策基本法案提出されるも継続審議
へ

・東京都排出量取引制度削減義務開始
・廃棄物処理法改正-自ら処理の規制強化
・化学物質審査規制法、化学物質排出把握管理促進法

改正

2011 ・エコアイディア宣言を発信（北米、台湾）
・家電リサイクル会社 杭州パナソニック大地同和頂峰資

源循環有限会社設立を発表
・Fujisawaサスティナブル・スマートタウン構想を発表
･改正大防法、⽔濁法施行
・職能部門横断組織 節電本部設立

・レアアース価格高騰
・EU、改正RoHS指令施行
・COP17（ダーバン会議）で、2020年以降の枠組みに関
する道筋に合意、京都議定書第2約束期間を設定（日本
は不参加を表明）

・家電エコポイント制度終了
・東日本大震災
･改正大防法、⽔濁法施行
･再⽣可能エネルギー特措法成立（全量買取制度2012
年7月開始）

2012 ・パナソニック電⼯、三洋電機の完全子会社化による事業
再編

・資源循環商品シリーズ発売開始
・一般家庭用白熱電球⽣産終了
・モノづくり本部　環境・品質センター 環境経営推進グ

ループ設置
・エコアイディア宣言を発信（ベトナム）

・国連持続可能な開発会議（リオ＋20）開催
・COP18（ドーハ会議）でドーハ・気候・ゲートウェイを採

択、2020年以降のすべての国が参加する法的な将来
枠組みを構築

・欧州 改正WEEE 公布

・環境省主催の国民運動 活かそう資源プロジェクトス
タート

・2012年度税制改正関連法成立（環境税2012年10月
開始）

・再⽣可能エネルギーの固定価格買取制度開始

2013 ・新中期計画 Cross-Value Innovation 2015発信
・新ブランドスローガン A Better Life, A Better World
を発信

・PETECの廃家電リサイクル処理台数が累計1,000万台
に到達

・エコアイディア⼯場を発信（フィリピン）

・京都議定書第1約束期間終了。日本の目標は、森林吸収
と京都メカニズムの活用と合わせ達成の見込み

・GRIがCSR報告書の次期ガイドライン G4発行
・⽔銀の輸出入などを国際的に規制する⽔俣条約が国連
の会議で採択

・IPCC第5次評価報告書（第1作業部会）公表
・ＣＯＰ19（ワルシャワ会議）開催

・小型家電リサイクル法施行
・第三次循環型社会形成推進基本計画スタート
・経団連 低炭素社会実行計画スタート（～ 2020年度）
・改正省エネ法、改正温対法が成立。改正フロン法が公布
・電機電子業界の自主行動計画が終了
・11月、日本の2020年度削減目標を2005年度比3.8%

削減と発表
2014 ・杭州パナソニック大地同和頂峰資源循環有限会社稼動

開始
・Fujisawaサスティナブル・スマートタウン街びらき
・エコ宣言を発信（東南アジア、大洋州地域）
・マレーシア国際グリーンテック＆エコプロダクツ展
（IGEM）で住宅と街を発信

・欧州で製品環境規制のターゲットが省エネ側面から資
源効率、環境影響側面に移行開始

・欧州議会改選が実施され、ユンケル氏が欧州委員長に
就任。循環経済の法案パッケージの見直しが決定

・IPCC第5次統合報告書公表
・⽣物多様性条約COP12（ピョンチャン会議）開催
・COP20（ペルー会議）、2020年以降すべての国が参

加する新たな法的枠組発効に向け、共通ルールによる
削減目標策定方針で合意

・改正省エネ法施行、従来の量的削減に加え、ピーク時節
電への対応を織り込み

・日本経団連が推進する温暖化対策の自主取り組み、政
府要請を受け目標年を2030年とする低炭素社会実行
計画フェーズⅡを新たに策定

・トヨタ自動車から燃料電池車MIRAI一般販売開始

2015 ・ザイード・フューチャー・エネルギー賞２０１５を受賞
・Wonder Japan Solutions（東京）を初開催
・CO2削減貢献量に住宅・車載・B2Bソリューション分野
での貢献を反映した間接貢献を導入することを発表

・Tsunashima サスティナブル・スマートタウン開発構想
を横浜市・野村不動産とともに発表

・COP21（パリ）にて2020年以降の地球温暖化の法的
枠組みを国際的にまとめたパリ協定が採択

・国連サミットにて持続可能な開発目標（SDGs）を中核と
する、持続可能な開発のための2030アジェンダが採択

・2030年の温室効果ガス削減目標を13年度比26%削
減とする約束草案が日本政府より発表

・温 室 効 果ガス削 減 に向けた新 国 民 運 動COOL 
CHOICEがスタート

2016 ・品質・環境本部　環境経営推進部を設置
・「技術10年ビジョン」発信
・グリーンプラン2018を改定
・スマートシティ「Future Living Berlin」への参画を発

表
・テスラモーターズと太陽電池分野における協業を発表

・富山市でG7環境大臣会合を開催。G7とEUの代表が
「資源効率性・3R」「⽣物多様性」「気候変動及び関連
施策」など7議題について政策対話を実施

・英国がEUからの離脱（Brexit）を国民投票で決定
・GRIがCSR報告書の新たなガイドライン「GRIスタン

ダード」を発表
・COP22（モロッコ・マラケシュ会議）開催。パリ協定に実

効性を持たせる詳細ルールを2018年までに決めること
などで合意

・⽣物多様性条約第13回締約国会議（COP13）がメキシ
コ・カンクンで開催

・熊本地震発⽣
・地球温暖化対策計画を閣議決定。COP21約束草案

達成に向けた各主体の対策や国の施策を明確化。
2050年までに80％の温室効果ガスの排出削減を長
期目標化

・地球温暖化対策推進法改正。COOL CHOICE強化、国
際協力強化、地域温暖化対策の促進が柱

2017 ・「パナソニック環境ビジョン2050」発信
・Tsunashima サスティナブル・スマートタウンが街びらき

・フランス、イギリス、中国が将来的にガソリン車を禁⽌し
EVへシフトする姿勢を表明

・経団連 Society 5.0の実現を通じたＳＤＧｓの達成を
柱として、企業行動憲章を改定

2018 ・「モノづくりビジョン」発信
・パナソニック エコテクノロジーセンター（株）、パナソニッ
ク エナジー ベルギー（株）、パナソニック ブラジル（有）で
CO2ゼロ⼯場を実現

・COP24（ポーランド）開催。パリ協定の精神に基づき、
すべての国に共通に適用される実施指針を採択

・第五次環境基本計画を閣議決定。SDGsの考え方も活
用しながら、分野横断的な６つの重点戦略を設定

2019 ・グリーンプラン2021を発信
・事業活動で使用する電力を100%再⽣可能エネルギー
にすることを目指す国際的なイニシアチブ「RE100」へ
加盟

・国連気候行動サミット開催。1.5℃目標を念頭にした
GHGネットゼロ排出に向けた機運が高まる

・COP25（スペイン）開催。GHG削減目標の引き上げを各
国に促す文書を採択

・G20大阪サミット開催。海洋プラスチックごみによる追
加的な汚染の削減を目指す「大阪ブルー・オーシャン・ビ
ジョン」を共有


