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 用語の解説 

会社名 日本電気通信システム株式会社 

設 立 １９８０年１月 

代表者 
代表取締役 執行役員社長 

吉田 富士夫 

資本金 １０億円 

売上高  ９１５億円（２０１１年度） 

事業領域 

ネットワーク事業 

（ソリューション提案 

ソフトウェア開発 

ハードウェア開発） 

組込システム事業 

従業員数 ３，６４０人（２０１２年３月末現在）  

本社 

所在地 

東京都港区三田１-４－２８ 

 （三田国際ビル） 

事業所 

本社 

札幌事業所 

仙台事業所 

我孫子事業所 

玉川事業所 

刈谷事業所 

名古屋事業所 

大阪事業所 

福岡事業所 

会社概要 

 本報告書は、以下の対象範囲、対象期間における環境経営推進活動を 

 まとめたものです。 

対象事業所 ＩＳＯ１４００１認証取得範囲（上記全事業所） 

対象期間 ２０１１年４月１日～２０１２年３月３１日 
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トップからのメッセージ 

人と地球にやさしい情報社会の実現 

当社はＩＣＴでその実現に貢献します 

２０１２年８月１日 

代表取締役執行役員社長 吉田 富士夫 

ＮＥＣ通信システムは、ＮＥＣグループにおける通信技術・システム開発の中核を担う会社とし

て１９８０年に設立され、 「通信と組込みシステムで業界Ｎｏ．１の技術会社をめざす」ことを目標

に事業を運営しております。 

近年、ＩＣＴ（情報通信技術）は、社会インフラ構築に欠かせないものになってきました。例えば、

ネットワークを介してＩＴ資源を活用するクラウドサービス、さらに、最近各地で実証事業が行われ

ているスマートコミュニティ（電力網の電力需給バランスの制御や行政サービスまでをＩＣＴを活用

して統合管理するシステム）などがあります。当社は、このような通信ネットワークにおける幅広

い領域で、長年培ってきた「通信と組込システム」の技術により、お客様にとって価値のあるＩＣＴ

ソリューションを提供できると考えています。 

ＮＥＣグループが２００８年に策定したビジョンでは、２０１７年に実現したい社会像・企業像とし

て「人と地球にやさしい情報社会をイノベーションで実現するグローバルリーディングカンパニー」

としました。人と地球にやさしい情報社会とは、ＩＣＴが地球環境と調和しつつ、生活に溶け込み、

人を助ける情報社会を実現するというものです。先に述べたＩＣＴ技術を活用したクラウドサービ

ス、スマートコミュニティなどは、お客様や社会の効率化とそれに伴う省エネルギー、省資源など

により環境負荷の削減に貢献するというもので、まさに人と地球にやさしいソリューションです。

当社は、このようなＩＣＴソリューションの提供による低炭素社会への貢献を重要な責務と捉えて

おり、価値あるＩＣＴソリューション提供の拡大に努めてまいります。 

さて、低炭素社会の実現に向けた動きに加え、昨年度からの電力需給バランスの崩れから、

企業の責務として節電への貢献が大きくクローズアップされています。当社では、省エネルギー

法の定めるエネルギー管理特定事業者として、全社の省エネルギー推進体制を構築し、徹底し

た無駄の排除と、節電投資の前倒しなどにより、従来に増して積極的に節電対策を実施していま

す。今後もこれらの節電対策を継続し、地球温暖化抑制と電力抑制に貢献してまいります。 

また、社内においては、事業活動起因の環境負荷を削減するために、生産革新活動を重点

施策の一つとして位置付けています。当社の生産革新活動は、品質重視の文化をＤＮＡとして埋

め込み、改革・改善により生産性を２倍に向上し、ベタープロダクツ、ベターサービスを実現し、競

争力を高めることが本来の狙いですが、環境負荷削減にも大きく貢献します。２０１０年度下期か

らは、活動成果として環境面の効果評価も始め、２０１１年度のＣＯ２削減成果は年間約１，８００

トンでした。今後も、生産革新活動を環境負荷削減のキーの一つとして推進してまいります。 

２００３年にＩＳＯ１４００１の認証を取得し環境経営活動を進めてまいりましたが、当社の活動

には、まだ十分とは言えない部分もあります。当社の活動をありのままに広く皆様にご報告する

ことにより、ご理解とご指導を賜り、レベルアップを図りたいと考えております。何卒ご高覧の上、

忌憚のないご意見を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 
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ＩＳＯ１４００１の認証登録 

当社は、新生日本電気通信システムとして２００３年にＮＥＣグループの通信技術・システム

開発の中核を担う７社が統合して新たにスタートしました。 

この年に国際規格であるＩＳＯ１４００１に準拠した環境マネジメントシステムを構築、運用を開

始し、同年（２００３年）１２月に本社地区で認証を取得しました。２００５年には環境マネジメント

システムを全社（全事業所）に拡大し、同年（２００５年）８月に全社としてＩＳＯ１４００１の認証を

取得しました。 また、２００７年度には、ＮＥＣグループ内のソフトウェア／サービスを担う１３社

(２０１１年度は１６社に拡大）で環境マネジメントシステムの認証が統合され、ＩＳＯ１４００１の登

録証が一本化されました。 

【認証範囲】 
登録番号 ＪＱＡ－ＥＭ５９５２Ｂ 

（ＪＱＡ－ＥＭ３５７６から上記ＥＭ５９５２に統合された） 
登録日（初期） ２００３年１２月１２日 
     （統合） ２００７年１１月２２日 
更新日 ２０１０年 ３月１９日 
改定日 ２０１２年 ３月３０日 
有効期限 ２０１３年 ３月１８日 

【活動範囲】 

情報通信ネットワークに関する設計開発業務 及びソリューションサービス提供業務 

【関連事業所】 

全事業所 

ＩＳＯ１４００１登録証 

ＮＥＣグループ統合版の登録証 日本電気通信システムのみの登録証  
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環境経営推進方針 

 

  当社はＮＥＣグループの一員として、環境と調和するテクノ 

  ロジーと、環境にやさしい製品・ソリューションの追求をとおし

て、自然の営みを尊重し、世界の人々が人間性を十分に発

揮できる、豊かな社会と環境の実現に貢献します。 

 

１．当社は、事業活動および製品・ソリューションのお客様への

提供において、省エネルギー、創エネルギー、省資源などに

配慮することにより、低炭素社会の実現に貢献する。 

２．関連する環境法規制及び当社が同意したその他の要求事

項を順守する。 

３．環境方針を達成するために目的及び目標を設定し、定期的

に見直しながら継続的な改善及び汚染の予防を図る。 

４．全従業員及び構成員に環境方針を周知徹底すると共に、求

めに応じて社外に開示する。 

２０１２年７月２７日 日本電気通信システム株式会社 

代表取締役 執行役員社長  吉田 富士夫 

環境方針 

ＮＥＣ通信システムは、人と地球の調和を考え、 

情報通信技術の創造と活用によって 

世界の人々の幸せに貢献する企業をめざします。  

企業理念 
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環境経営推進体制 

環境マネジメントシステムを効率よく機能させるために、以下のような推進体制でそれぞれ

の役割を明確にし、組織的に環境経営を推進しています。 

環境経営推進体制の特徴は、以下の３点です。 

 

①事業に密着した環境活動を行う各事業ライン（縦軸）と、事業場としての環境活動を 

行う地区（横軸）とのマトリクス構成を採っていること 
 

②環境経営のトップ組織である環境経営委員会と、実務面で推進するＥＭＳ推進プロ

ジェクト会議とを設けていること 
 

③環境に配慮された製品を提供するための事業部横断のワーキンググループとして

エコ製品化推進ＷＧを組織していること 

ＥＭＳ：環境マネジメントシステム 

ＷＧ ：ワーキンググループ 
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環境活動計画（目標と実績） 

活動項目 
環境目的 

［中期（２０１３年度）目標］ 

２０１１年度活動 

目標 実績 評価 

環境保全 

・全事業部での環境経営の自律的  

 な運営 

・システマティック、かつ効率的な 

 運用が出来ている 

・全事業部での環境目標 

設定（事業部独自目標設

定含む）と月次点検の励行 

全事業部で月次

の遂行に大幅遅

れなく実施 

○ 

・全事業部、全地区への 

 内部環境監査の実施 

全事業部、 

全地区で実施 
○ 

順法 

・法令違反０件 

・適用される全ての法令の順法手 

 順が明確であり正しく運用されて  

 いること 

・法令違反 ０件 ０件 ○ 

・制改訂された法／条例 

 の手順書の制改訂 

法改正内容織

込み実施 
○ 

環境意識 

啓発 

・全社員の環境意識レベルが高く、 

 環境に配慮された行動がとれ、 

 成果がだせること 

・エコ・エクセレンス層 

 前年度比＋１０ポイント 

＋１２．６ 

ポイント 
○ 

・生物多様性イベント＋ 

社会貢献活動への 

参加者数拡大 

 前年度比＋１０％ 

＋３５％ 

（延べ３９６名） 
○ 

事業環境負

荷の削減 

・業務効率化活動の活性化により

環境負荷を継続的に削減する 

・業務効率化成果の環境

視点での評価件数拡大 
５０件 ○ 

環境配慮型

製品の提供 

・環境配慮型製品開発促進 

 開発品の全てが、環境に配慮 

 された製品であることを目指す 

・製品アセスメント実施率１００％ 

・エコ製品比率１００％ 

・エコ先進製品の開発拡大 

・製品アセスメント実施率 

 １００％ 
１００％ ○ 

・エコ製品化率 １００％ １００％ ○ 

・環境負荷評価の実施 
対象案件に対し

て １００％ 
○ 

省エネル

ギー 

・電力使用に関する環境負荷を 

 継続的に削減する 

・電力使用量 面積原単位 

 2009年度比 －２％ 
－３．５％ ○ 

・省エネルギー法への対応 
・当社分総エネルギー使用

実績把握と国への届出 

全ての書類を納

期前に提出 
○ 

省資源 
・紙資源の使用に関する環境負荷   

を継続的に削減する 

・紙使用量 人数原単位 

 2010年度比 －５％ 
－２１．７％ ○ 

ＩＳＯ１４００１認証範囲の全社拡大（２００５年度実施）後、７年目として全事業部、全地区にお

ける環境マネジメントシステムの更なる向上、コンプライアンスの徹底を主眼において推進しまし

た。また、全社の環境意識や、開発製品の環境度の向上を目指した取組みにも力を入れました。

成果は以下の通りです。 
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休日、省エネ自動制御ソフトの導入、フロアの統廃合により複数フロアで所持していた空調などの

オーバーヘッド電力の削減、天井照明の間引きなどをおこないました。紙使用量に関しては、両面

印刷率の向上など、各事業部での省資源活動によることが要因です。 

 また、資材の調達には、開発を委託しているお取引先会社も含みますが、当社の定めるグリーン

認定基準をクリアしたお取引先様と取引をさせていただいております。 

 ＯＵＴＰＵＴの環境負荷として、産業廃棄物がありますが、これは主に不要となった什器、ＯＡ機器

類が該当します。ＯＡ機器類は、再生処理業者に処理を委託しています。実績値は、前年度比で

約１／２となりました。これは、前年度は業務効率化のために大規模のフロアの統廃合時の廃棄

物の増大によるものですが、今年度はフロア統合などが前年よりも少なかったためです。また、Ｏ

ＵＴＰＵＴの製品出荷には、市場に出荷してからの電力やネットワーク使用に関する環境負荷を発

生させていると認識しています。 当社では、環境にやさしい製品の開発を優先課題として取り組

んでいます。 

環境負荷データ 

２０１１年度 マスバランス 

 

ＩＮＰＵＴ       ＯＵＴＰＵＴ 

電力使用 

８，９４９MWH 

（ １０，１５６MWH） 

紙使用 
５２４万枚 

（６６５万枚） 
※A４換算 

資材調達 

 

 

 産業廃棄物 

  ４８．０トン 
  （８９．７トン） 

 金属  ３１．６ 

 廃ﾌﾟﾗ １１．７ 

 紙類   ４．７ 

製品売上高 

９１５億円 

（９１４億円） 

事
業
活
動 

ＩＮＰＵＴの環境負

荷の主なものは、オ

フィスにおける開発

業務に係る電力、紙

の使用があります。

数値をみると、電力

使用量が前年度比

で約１２％減少して

おり、紙の使用量は

約２１％減少してい

ます。電力使用量に

関しては、震災の影

響による電力使用制

限令を受けて全社で

の節電対策を加速さ

せたことが要因です。

主な施策として、夏

季に首都圏の一部

事業所をブロック分

割して事業所ごとに

輪番で２週間の集中 
（ ）内：２０１０年度 
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環境配慮型製品・ 
ソリューションの提供 

環境配慮型製品化は、 ２００４年度に結成された全社横断の開発の専門家による検討

チームであるエコ製品化推進ワーキングループで環境配慮型製品開発に関する仕組みを

検討し、各事業部内へ展開することで推進しています。 

 

環境配慮型製品提供プロセスの概念図を以下に示します。 

このプロセス概念図は、グリーンな資材・サービスを調達し、社内開発段階で、開

発している製品の環境配慮状況をチェック（製品アセスメント）することにより、環境

に配慮された製品をお客様に提供できるということを示しています。 

 

このプロセスを構築することにより、お客様に環境配慮型製品を提供しています。 

グリーン調達 環境配慮型製品開発 

環
境
配
慮
型
製
品
・ 

 
 

 

ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
の
提
供 

開発業務 

設計成果 

製品用資材 

文具、端末、什器類 

開発段階のチェック 
（製品アセスメント） 

オフィス業務 

製
品
・ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン 

営
業
、
Ｓ
Ｅ
活
動 

お客様にとっての 

グリーン調達 

グ
リ
ー
ン
認
定
お
取
引
先
様 

 
9 



◇購入事務用品のグリーン調達 
 

事務用品の購入はオンライン化されており、電子帳票により

発注する仕組みになっています。発注はシステムに登録されて

いる物品から選択しますが、システムに登録されている物品は、

全てグリーン製品と認定したものです。 

◎グリーン調達の推進 

◇お取引先様のグリーン認定 
 

当社が提唱するグリーン調達基準にご理解を頂き、協力をお約束頂いたお取引先様

をグリーン認定させて頂いています。 

対象のお取引先様は、原則全てで、物品を購入するお取引先様に限らず、設計を委

託しているお取引先様なども含んでおります。 

 

グリーン調達基準は以下の通りです 
 

・高い環境意識で企業経営をしているお取引先様 

  ＩＳＯ１４００１など環境管理の仕組みを構築し運用していること 
 

・環境負荷の低い製造工程であること （生産委託、物品納入のお取引先様のみ） 

  ＮＥＣグループの禁止する物質を使用していないこと 
 

・環境負荷の低い製品であること  （生産委託、物品納入のお取引先様のみ） 

  ＮＥＣグループの禁止する物質が製品に混入していないこと 

 

２００５年度末にグリーン認定されたお取引先様からの調達率が１００％となり、その

後、新規にお取引を開始するお取引先様からもご理解頂き、２０１１年度も１００％を継続

しています。 
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◎製品のエコ化開発 

◇製品環境アセスメントの運用 
 

 当社の主業務は、ソリューションおよびフトウェア開発であり、環境を配慮した製品開

発の必要性から、製品環境アセスメントを実施しています。製品環境アセスメントとは、

ソフトウェア製品またはソリューションに具備すべき環境配慮要件をチェックリストとして

予め準備し、開発段階でチェックリストに従った開発がなされているかどうかを点検する

ことです。 

 ２００４年度にＮＥＣの製品環境アセスメントガイドライン（ソリューション編）をベースに

当社の製品環境アセスメントの仕組みを構築しました。２００６年度には、ハードウェア

の製品アセスメントの仕組みもＮＥＣの製品アセスメントガイドライン（装置製品編）を

ベースに構築しました。２００７年度には、製品アセスメントを実施するプロセスを開発管

理ツールに織込み、以降、製品アセスメントの実施率は１００％を継続しています。 

 製品アセスメントの本来の目的は、環境に配慮された製品を開発することであり、製

品アセスメントのチェック内容の充実とその達成度の向上が必要です。そこで、２００７

年度に、環境に配慮された製品として具備すべき必須項目を製品アセスメントのチェッ

クリストに定め、それらの項目を全てクリアした製品をエコ製品と定義し、エコ製品比率

の管理を始めました。２００８年度末にはエコ製品化率１００％を達成し、２０１１年度も

継続中です。 

 また、環境負荷をＣＯ２換算値に計算する評価ツールを整備し、２００８年度下期よ

り環境負荷評価の運用を開始しました。２０１１年度も継続中です。 

 
11 



◇社内環境賞受賞製品 
 

当社には、開発製品や開発管理における成果を開発成果技術論文として募集、

表彰する制度があります。２００５年度からは、全ての応募論文に対し、環境視点で

の審査を始め、優秀案件には環境賞を授与しています。 

環境賞設定の目的は、以下の通りです。 

  ・当社オリジナル環境配慮型製品の発掘 

  ・開発者に環境視点による開発思考の啓発 

  ・従来の成果技術論文の枠組み（本来業務） 

    に環境の織込み 
 

２０１１年度は、環境大賞１件、優秀賞２件 

を表彰しました。 

表彰式の様子 
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環境教育・意識啓発 

全従業員の環境意識の向上を図るために教育種別を目的別に３種類に分け、それぞれの目的

に合わせて教育コースを設定しています。従来から行っていた知識の習得を中心とした教育から、

環境に配慮された行動や、生物多様性への理解を促す教育として、参加型イベントの開催回数

を拡大させています。 

２０１１年度に行った主な教育は以下の通りです。 （ ）内は参加人数です。 

一般教育 ：全従業員向け自覚教育 

・一般教育  （全従業員） 

・転入者一般教育、環境用語教育 

・環境意識調査 （当社独自、全従業員 ） 

・Ｗｅｂ環境展示会 （Ｗｅｂアクセス約１６００件） 

・社会貢献活動 

－本社春季通勤路清掃  （３７名） 

－首都圏多摩川美化活動    （２７名） 

－首都圏東京ベイクリーンアップ大作戦 （２９名） 

－北海道ＮＥＣグループ会クリーン作戦 （１２名） 

－百道浜海岸清掃   （７０名） 

－南町通センタービル界隈クリーンアップ作戦 （１７名） 

－我孫子春季通勤路清掃  （ ２名） 

－大阪クリーンおおさか活動  （６６名） 

－本社秋季通勤路清掃  （３２名） 

－我孫子秋季通勤路清掃  （ ６名） 

－エコキャップ収集 （本社、札幌、我孫子、玉川） 

・生物多様性イベント活動 

－ＮＥＣネイチャークエストｉｎ芝公園  （ ７名） 

－お台場ビーチクリーンと海の環境工作教室 （２６名） 

－ＮＥＣネイチャークエストｉｎ芝公園２０１１秋 （１６名） 

－我孫子事業場内での野鳥観察会お楽しみ企画 （２８名） 

－芝公園花壇の昼休みメンテナンス活動 （２１名） 

専門教育 ：環境を推進するキーマン向けの教育・訓練 

・環境経営推進キーマン向け研修 

環境推進責任者研修 （３３名） 

専門技術・技能研修 ：特に力量を必要とする業務者向けの教育・訓練 

・内部環境監査員育成研修 （１２名）、内部監査員リフレッシュ研修 （１４名） 

◎環境教育の体系と教育コース 
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当社では、毎年１１月に当社従業員の環

境意識レベル調査を実施しています。環境

意識レベルは、環境知識と、行動内容をア

ンケート形式で問うもので、知識と行動意識

の両方のレベルが高い人をエコ・エクセレン

スと呼んでいます。 

エコ・エクセレンス層比率は右図に示すと

おり、２００４年度から年々上昇していました

が２００８年度には下降してしまいました。 

２００８年度の下降原因は、環境意識調査

アンケートへの参加を強く呼びかけた結果、

参加者が大幅に拡大したことによるもので、

初回参加者が全体の環境意識レベルを下

げたものと判明しています。 

２００９年度には、アンケートへの参加率

１００％を達成し、参加者がさらに増加しま

したが、環境意識の向上を促すため、意識

調査内容を想定した事前教育テキストを準

備して配布したことにより増加が図られまし

た。２０１０年度は、更に「週刊環境用語」と

いう教育を全社員対象に実施しました。この

教育は、社内メールを利用して環境用語を

解説するもので、 １週間に３語ずつ、最近よ

く見聞きする用語、業務上必要となる環境

用語の解説を配信しました。２０１１年度は、

特別な教育はしませんでしたが、エコ・エク

セレンス層６８．２％という高率を達成するこ

とができました。設問傾向を従来と大きく傾

向を変えていないことから、実力が向上した

と判断しています。 

◎環境意識調査結果（エコ・エクセレンス層の実績） 

エコ・エクセレンス層比率の推移 

環境意識レベルの分布 
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環境展示会は、全従業員向け一般教育を補完する教育と 

して社内向けのホームページ上で行われる参加型教育です。 

この教育の目的は、興味を持って、見て、参加して、考えても 

らうことにより環境意識を高め、日常生活や業務遂行におい 

て、個人でもできる環境活動の気付きを得てもらうことです。 

展示会のテーマは、 

「未来の子供たちへのおくりもの この美しい地球を守る 

 ため ＮＥＣ通信システムの社員として、一市民として  

 わたしたちにできること」 です。 

具体的な内容は、大きく３つに分かれています。 

1つ目は、気候変動の要因の理解を得てもらう企画として、 

ＣＯ２排出量データとその説明です。２つ目は個人でできる環 

境活動を考えてもらう企画です。３つ目は、会社でできる環境活動を考えてもらう企画と

して、企業の先進的な取組みの紹介、エコ製品開発の進め方の紹介、ＮＥＣグループで

開発されたエコ先進製品の紹介などです。 

２０１１年度は、「スマートコミュニティ」の内容を充実させ、「ＮＥＣのスマートコミュニ

ティへの取り組み」の紹介を行いました。「低炭素化への取り組み」では、「チャレンジ２

５」の内容と当社のチャレンジ２５アクションアイテムを紹介しています。また、「生物多様

性への取り組み」では、「今、なぜ生物多様性なのか？」への理解を促す情報と、ＮＥＣグ

ループ及び当社社員の取り組むべき内容を紹介しています。 

◎２０１１年度の主な教育内容 

◇一般教育：Ｗｅｂ版環境展示会の開催 

Web版環境展示会トップシート 

◇参加型一般教育：社会貢献活動 
全従業員向け参加型一般教育の一つとして、社会貢献活動を行っています。社会貢献

活動は、当社事業所ごとに独自の開催や、自治体やＮＰＯなどが主催するイベントに積極

参加するなどの方法で行っています。 

■通勤路清掃 

①本社 

三田通り（赤羽橋⇔札の辻）   

２０１１年 ６月１４日（参加３７名）、 

２０１１年１１月１５日（参加３２名） 

②我孫子事業所 

常磐線線路通り、東我孫子駅通り 

２０１１年 ６月２２日（参加 ２名）、 

２０１１年１１月１７日（参加 ６名） ① ② 
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◇参加型一般教育：社会貢献活動 （つづき） 

■多摩川美化活動 （６月５日） 
  川崎市が主催する多摩川美化活動です。 
  参加 ２７名 
 
 
■東京ベイ・クリーンアップ大作戦 （６月１８日） 
  東京港区に関連する団体、企業、地域住民等が実施する 
  東京港を泳げる海にするための継続的な活動です。 
  参加 ２９名 
 
 
■北海道ＮＥＣグループ会クリーン作戦 （６月２５日） 
  Ｏｎｅ ＮＥＣとして、地域のボランティア活動を通じた 
  社会貢献活動です。 
  参加 １２名  
 
 
■百道浜海岸清掃 （９月１７日） 
  当社独自で百道浜海岸の清掃活動を行いました。 
    参加 ７０名  
 
■南町センタービル界隈クリーンアップ作戦 （１１月７日） 
  当社が自主企画した南町通センタービル界隈の一斉清掃です。 

  参加 １７名 

 
 
■大阪クリーンおおさか活動 

 （５月９日、６月６日、７月４日、９月５日、１０月３日、１１月７日、 

  １２月５日、１月９日） 
  大阪市が実施する市内全域での一斉清掃です。 

  参加 ６６名（合計） 
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◇参加型一般教育：生物多様性イベント活動 

■ＮＥＣネイチャークエストｉｎ芝公園 （６月１１日） 
  芝公園での自然観察と保全活動を通して、「都心に生きる 
  生き物たちにとって暮らしやすく、私たちにとっても楽しい空 
  間づくりのコツ」や「生物多様性」について学ぶ環境イベント 
  です。 
  参加 ＮＥＣと合同企画 当社参加 ７名 
 
 
■お台場ビーチクリーンと海の環境工作教室 （９月３日） 
  お台場でのビーチクリーン（東京ベイ・クリーンアップ大作戦） 
  への参加とあわせ、「海の環境工作教室」の実施しました。 
  参加 ２６名 
 
 
■ＮＥＣネイチャークエストｉｎ芝公園２０１１秋 （１１月５日） 
  芝公園での自然観察と保全活動を通して、「都心に生きる 
  生き物たちにとって暮らしやすく、私たちにとっても楽しい空 
  間づくりのコツ」や「生物多様性」について学ぶ環境イベント 
  です。 
  参加 ＮＥＣと合同企画 当社参加 １６名 
 

 

■我孫子事業場内での野鳥観察会お楽しみ企画（１１月２３日） 
  野鳥観察を中心とする自然観察会と、紙飛行機教室とどんぐり 

  工作を行いました。 

  参加 ＮＥＣと合同企画 当社参加 ２８名 

 

 

 

■芝公園花壇の昼休みメンテナンス活動（２月２７日、３月２９日） 
  昼休み時間帯で芝公園にあるＮＥＣグループ花壇のメンテナン 

  ス活動を実施しました。 

  参加 ＮＥＣと合同企画 当社参加 ２１名 
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環境監査 

下記のとおり、内部環境監査、ＮＥＣ環境経営監査、及びＩＳＯ適合性審査を受審し、環境マネ

ジメントシステム運用の適正さをチェックし、改善を推進しています。 

◎環境監査の受審 

◎ＮＥＣ環境経営監査による代替審査 
当社は、２００７年度に、代替審査への資格審査に合格し、ＩＳＯ適合性審査の一部がＮＥＣ環

境経営監査に代替化されています。 

代替審査：質の高い監査員・監査体制・評価ツールで構成された内部環境監査システムに対
して認められる内部環境監査を認証機関のISO審査の一部として代替するシステム。但

し、数回に１度は、ＮＥＣの内部環境監査に加えて審査機関による環境経営監査の立会
い審査（Witness審査：ＮＥＣ監査員の力量審査）と直接審査（Verification審査）の組み合

わせで実施されている。 

◎内部環境監査員の育成 

全従業員の環境意識向上と、環境ＩＳＯを理解している社員にいつでもどこでもアクセスできる

ことを目的として、全事業部、全地区それぞれに１名以上の内部環境監査員を育成しています。 

現在の資格保有者は、ＣＥＡＲ登録環境審査員１名、同審査員補２名、内部環境監査員１０５

名で計１０８名となりました。 

ＣＥＡＲ：公的な環境マネジメントシステム審査員資格登録 
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監査の 

種類 
実施日 

良い 

活動 
重要な
不適合 

軽微な
不適合 

改善 

提案 
主な指摘事項 

内部環
境監査 

２０１１年 

 ９月９日～ 

１０月２４日 

２６ 

 

２ １ ３９ ・エネルギー管理標準に指定されたエ
ネルギー管理記録が不十分 

・全社環境推進事務局員の環境教育
は実施済みであるが、記録が未作成 

ＮＥＣ 

環境経
営監査 

２０１２年 

１月２６日、     

   ２７日 

７ ０ ２ ６ ・内部監査時の判定基準が分かりにく
い。改善提案で改善が必要な項目は
軽微な不適合とするよう明示が必要 

・進捗管理の良否判定表現に曖昧さ
があり、人によって異なる理解ができ
てしまう 

ＩＳＯ 

適合性 

審査 

２０１１年度

はWitness

審査 

－ 

 

－ － 

 

－  代替審査システムにより、２０１１年度
は、ＮＥＣ環境経営監査でＩＳＯ適合
性審査を代替 



環境法令の順守 

当社では、年２回、４月と１０月に環境活動に関連する法令、条例の新規制定または、改訂内

容を確認し、順守状況のチェックを行っています。 

当社に関連する重要な法令には、廃棄物処理法、フロン回収破壊法、省エネルギー法などが

あります。 

廃棄物処理法への対応としては、マニフェスト伝票発行時に管理台帳へ記載し、四半期ごとに

環境管理責任者が、管理台帳からマニフェスト伝票返却編の有無、記載内容を確認しています。

さらに、環境管理責任者は、毎年６月に行う行政へのマニフェスト管理状況の届出が、全事業所

で確実に行われていることを点検しています。また、２０１１年に大幅改正された廃棄物処理法へ

の対応も適切に行っています。例えば、排出事業者による産業廃棄物処理業者の現地確認努力

義務の創設に関しても、ＮＥＣと連携をとり従来より実施しています。 

フロン回収破壊法への対応としては、当社が管理を対象とする業務用空調機、恒温槽の設備

管理台帳の整備をしています。さらに、当該設備廃棄時の行程票管理台帳への記載と、半期ごと

の環境管理責任者による行程管理票の確認を行っています。なお、２００９年度には当社設備に

使用されるフロンを全て代替フロンにし、特定フロンの使用を全廃しています。 

改正された省エネルギー法では、企業単位で使用するエネルギー総量が原油換算で１，５００

ＫＬ以上の場合は、特定事業者として法の適用を受けると定められています。当社は、使用する

エネルギーの総量が１，５００ＫＬを超えている（２０１０年度実績：１，８７６ＫＬ））ことから、特定事

業者として、定期報告書、中長期計画書の提出を行っています。また、エネルギー管理標準の運

用状況を、定期的にチェックし、規定どおりに運用されていることを確認しています。 

他には、当社は大阪市内に事業所があり、２００９年１月から施行された大阪府流入車規制条

例に従った排ガス適合車使用の確認記録の点検を半期ごとに行なっています。 
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オフィスの環境活動 

当社では、２００５年度にＩＳＯ１４００１の 

認証を全社に拡大した時に、使用する電力 

量を集計する仕組みをつくり、以降削減管 

理を行っています。 

ビルオーナー様にご協力頂き、既設の 

メーター単位でデータを頂いて実績を管理 

しています。メーター単位の実績データを 

事業部ごとに分配することにより各事業部 

の自責分が明確になり、電力の削減に繋 

がるようにしています。実績データの事業部 

への情報展開時には、ＣＯ２換算での環境負 

荷も同時に通知し、環境意識の啓発をしています。 

２０１１年度は、前年度に比べ、１１．９％の減少となりました。これは、東日本大震災によ

り発令された電力使用制限令に対応するために実施した節電施策ならびに省エネ法対応で

実施した節電施策の効果によるものです。 

◎地球温暖化防止（省電力）の取組み 
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◇電気使用量削減には下記のような施策に取り組みました 

電力使用制限令対応、省エネ法対応施策の全社での徹底 

  ・クールビズ期間の延長、エアコン２８℃設定：５月１６日～１０月末まで 

  ・ＰＣの省電力化の促進：パワーマネジメント設定、モニターの輝度調整、帰宅時のACコンセント抜き 

  ・省エネ自動制御ソフトの導入：デスクトップＰＣを対象に導入、平均約２２％の省エネ達成 

  ・輪番集中休日の実施：２拠点で７月中旬から約２ヵ月間で１週間の休みを２回取得 

  ・天井照明の間引き：約５０％の間引き 

  ・空調の定時での停止：残業時間は残業者の申請で運転するようにした  

  ・空調の土曜日の停止：休日出勤者は事前申請で運転するようにした 

  ・エレベーターの間引き運転：ビルオーナーと連携し１～２基の停止 

  ・その他 通常の施策 （昼休み消灯など） 

冬季の対策（政府からの省エネルギー協力要請による） 

  ・ウォームビズ 電気式暖房及び、出来る範囲での１９℃設定 ３月末まで 



◎省資源（紙使用量削減）の取組み 

当社では、２００５年度にＩＳＯ１４ 

００１の認証を全社に拡大した時に、 

使用する紙使用量の集計の仕組み 

をつくり、以降削減管理を行っていま 

す。 

当社で保有する全てのネットワー 

クプリンタに紙使用量の集計ソフトを 

導入し、コピー及びＰＣからの印刷面 

数と出力枚数のデータを採れるよう 

にしています。この集計は、部門別、 

月次で行い、事業部環境推進責任 

者にフィードバックされ、各事業部の紙使用量削減の促進に活用しています。実績データ

の事業部への情報展開時には、ＣＯ２換算での環境負荷も同時に通知し、環境意識の啓発

をしています。 

２００８年度下期から２００９年度上期にかけて大幅な削減傾向を示し、以降削減状態を

継続しています。これは、従来から取り組んでいる縮小や両面印刷率の改善によるものと、

印刷時のＩＤカード読取りの仕組みや電子データの利用促進が進んだことによるものです。 

◇紙使用量削減には下記のような施策を実施しています 

・プリンタ動作条件にＩＤカード読取りの仕組みを付加 

プリンタでＩＤカードを読取り後、プリンタで再度印刷ボタンを押さないと印刷できない

ようにしたことにより、印刷時に本当に必要かの再考の機会を与え、ＰＣの操作ミス

や何気ない操作で実施した印刷指示を印刷前に中止することなどが可能になった 

・両面印刷／縮小印刷の推進 

ポスタ掲示と、電子メール等による周知徹底 

各個人ＰＣのプリンタのデフォルト設定を、 

両面／縮小印刷（１面に２面以上の内容を印刷）にする 

・電子データ利用促進 

会議資料を電子データで事前配布  

会議室にプロジェクタを持ち込み 

ノートＰＣの保有率アップ 

・お客様との調整による印刷量の削減 

お客様の了解を得た上で、両面印刷、縮小印刷と提出部数削減を実施 

※環境負荷低減のために「カラーコピーの原則禁止」にも取り組んでいます。 
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本報告書のトップメッセージに述べているように、当社の生産革新活動は、品質重視の文化

をＤＮＡとして埋め込み、２年間で生産性を２倍に向上することと、ベタープロダクツ、ベターサー

ビスを実現し、競争力を高めることが狙いです。さらに、環境負荷削減にも大きく貢献できること

から、環境負荷削減のキーの一つともとらえています。 

そのため、環境負荷の削減量をより正確に把握することと、生産革新活動と環境負荷削減と

の関連性の理解の浅い人への啓発とを目的として、環境負荷をＣＯ２換算で定量化するツール

を整備しました。これは、生産革新の成果を入力すると環境負荷に関する要素ごと（例えば電気

使用や、紙の使用、人の移動などの要素）のＣＯ２削減量を自動的に計算するツールです。本

ツールは、２０１０年度下期にリリースし、以降各事業ラインで活用を開始しています。 

２０１１年度は、生産革新活動の成果報告時には環境視点での報告を依頼し、ならびに環境

意識啓発専用ＨＰによる生産革新活動と環境との関わりの解説を充実させることなどの啓発活

動を推進しました。 

◎生産革新活動による事業環境負荷の削減への取り組み 
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◎社会貢献と生物多様性啓発を兼ねた啓発企画実施 

花壇整備作業 

集合写真（６月） 
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２０１０年に当社が独自に企画した都立芝公園（東京都港区）でのエコイベントがベースと

なり、２０１１年度には、ＮＥＣが主導してＮＰＯと連携した“ネイチャークエストｉｎ芝公園”という

エコイベントが発足しました。当社も幹事会社という形で参画し、２０１１年６月と１１月の２回

開催しました。６月の企画では、ウォークラリーをしながら公園の自然に親しみ、生物多様性

のついて学び、公園の一画を借りて、海を渡る蝶「アサギマダラ」を呼ぼうというプロジェクト

として花壇造りを行いました。１１月には、６月に造った花壇の植え替えや除草を行い、地域

美化と生態系保全に貢献するための清掃活動なども実施しました。 

この花壇は、その後、参加者を募り定期的に 

に除草を行い、生物多様性の大切さを理解して 

もらうことを目的としてメンテナンスを行っていま 

す。２０１２年度は、さらに楽しく、啓発効果の大き 

なイベントの実施を計画しています。 

公園の清掃 花壇の植え替え 



【用語の解説】 

∥エコ・エクセレンス（高環境意識層） 

    環境に関する知識を豊富に有し、かつ環境保全のため積極的に活動する人。 

 

∥エコシンボル 

    環境ラベルのひとつ。環境配慮型製品の開発促進と製品に関 

    する環境情報をお客さまへ積極的に提供することを目的として、 

    １９９８年１２月にスタートしたＮＥＣ社内制度。環境配慮型製品 

    の中でも特に優れた製品に対してNECが認定する。 

   

∥エコ製品／エコ先進製品 

    出荷後の環境への影響を少なくするために、環境上必ず具備すべき要件を明確化し、 

    それを製品アセスメントの事前評価チェックリストで点検し、それらの項目を全てクリア 

    した製品をいう。エコ製品の優れたものをエコ先進製品という。 

 

∥環境マネジメントシステム（ＥＭＳ：Environmental Management System） 

    環境方針を作成し、実施し、達成し、見直しかつ維持するための、組織の体制、計画活 

    動、責任、慣行、手順、プロセス及び資源を含むもの。つまり環境方針に書かれた内容 

    を達成するための環境管理活動を推進する手順（体制、責任分担、活動項目、活動計 

    画等）を明確にシステム化したもの。 

 

∥クラウドサービス 

インターネットを活用したコンピューターの利用形態のことをクラウドコンピューティングと 

いい、クラウドコンピューティングを利用してユーザーに提供されるＩＴサービスのことを 

クラウドサービスという。ユーザーは、端末としてのＰＣなどを準備するだけでコンピュー 

ターシステムが提供するＩＴサービスやデータストレージサービスを利用することができる。 

 

 

エコシンボルマーク 
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∥グリーン購入  

商品やサービスを購入する際に必要性をよく考え、価格や品質だけでなく、環境への負 

荷ができるだけ小さいものを優先的に購入すること。  

 

∥グリーン調達 

    環境配慮型製品の開発促進、設計・開発者の意識啓発を目的に、環境への影響が少 

    ない資材を優先的に調達すること。 

 

∥グリーン認定 

    グリーン調達先としての必須条件を満たすお取引先様を認定したもの。 

 

∥原単位  

エネルギー使用量、紙使用量等の消費量を、従業員当たりや売上高当たりなどの、 

ある単位を基準とした値に換算した値。 

 

∥省エネルギー法（省エネ法） 

     「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の略称。石油危機を契機として昭和54年 

     に、「内外のエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用 

     の確保」と「工場・事業場、輸送、建築物、機械器具についてのエネルギーの使用の合 

     理化を総合的に進めるための必要な措置を講ずる」ことなどを目的に制定された法律。 

     エネルギー使用量や製造している製品種別により、企業に義務が課せられる。 

 

∥生産革新活動 

     顧客満足度の向上や原価低減のために、生産現場をはじめすべての事業プロセスに 

     おいて徹底的なムダ廃除をめざした活動。原価低減のみならず環境負荷低減にもつ 

     ながる。 
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∥ＣＯ２ 

二酸化炭素。生物の呼吸や化石燃料が燃焼する際に発生する気体。温室効果ガス 

のひとつ。工場などで石炭や石油を燃焼させると大量に大気中に排出されるため、 

地球温暖化の要因となっている。  
 

∥ＩＳＯ１４００１ 

環境管理の方針、組織体制、運用、内部監査等、PDCAサイクルを基本とした継続的改 

善に必要な事項を規定してある。第三者認証機関によるISO14001認証取得は、企業が 

環境へ配慮して事業を遂行していることを世の中に証明するのに用いられる。  

 

∥製品環境アセスメント 

    環境に配慮した製品を提供するために、省エネルギー、省資源、リサイクル、安全性など 

    の環境を考慮し、製品の開発・設計段階で行う事前評価をいう。 

 

∥生物多様性 

    生物種(動物、植物。陸上や海洋・河川・湖沼などの水界問わず)が地域に即した多様 

    性を成し、それによって持続可能な生態系が成り立っている状態。生物多様性からは 

    数々の恩恵を受けており、生物多様性を破壊しないようにすることが重要である。 
 

∥マスバランス 

    物質収支。事業活動において環境負荷との関連性をより明確に示すためにＩＮＰＵＴと 

    ＯＵＴＰＵＴの値から実態を把握すること。  
 

∥ＣＥＡＲ 

    環境マネジメントシステム審査員評価登録センター。  
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∥ＩＣＴ、ＩＴ 

ＩＣＴは情報通信技術のことで、ＩＴは情報技術のこと。現在、この２つは同義に扱われて

いる。 

 

∥ＩＴソリューション  

ITを活用して、お客さまの問題を解決するために提供する手段  
 

∥ＩＴ、で、エコ  

ITと環境の調和を目指すNECの環境宣言。ITソリューションやネットワークソリューション

を環境配慮の視点で考え、お客さまや社会全体の環境負荷低減に貢献していく企業姿

勢を表している。 
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