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り実証を開始します。
また、製造・販売した製品によるCO2排出（スコープ3）

に関しては、省エネ製品の継続的な開発を進めてまいりま
す。加えて、水素活用によるクリーンなエネルギーの創出、
EVシフトに対応した車載電池の開発提供、さらには当社の
省エネ製品・サービスや再生可能エネルギーを活用したソ
リューションの提供を通じて、お客様や社会におけるCO2

排出量削減にも貢献します。
これらの活動により、自社の責務であるスコープ1,2,3を

上回るB2BやB2Gのお客様への削減貢献量拡大を目指して
まいります。

一方、「資源」への取り組みとして、資源消費に依存せず持
続可能な成長を目指すサーキュラーエコノミーの考え方を
取り入れ、商品ライフサイクルを通じたCO2排出量削減にも
取り組んでいます。例えば、サーキュラーエコノミー型事業
の創出として、Tsunashima	SSTにおいてスマートロック搭
載IｏT電動アシスト自転車のシェアリングサービスの稼働
検証なども進めています。また、環境負荷の小さい素材の
開発にも継続して取り組んでおり、天然素材のセルロース
ファイバーを70％の高濃度で樹脂に混ぜ込む加工技術とそ
れを製品化する成型加工技術を開発致しました。
当社グループは、このような事業活動を通じて、社会全体

の温室効果ガス排出量削減に貢献し、気候変動問題解決を
推進してまいります。

気候変動問題が地球規模で深刻化する中、2021年11月に
開催されたCOP26では、パリ協定で定める産業革命以前か
らの気温上昇を1.5度に抑えることに向けて努力を追求し、
野心的な温室効果ガス排出量削減目標を掲げて取り組むこ
とを世界各国が表明しました。
当社グループは創業以来、事業を通じて人々のくらしと社

会の発展に貢献することを経営理念とし、社会課題の解決
に取り組んできました。2017年にはパナソニック環境ビジョ
ン2050を策定し、「エネルギー」と「資源」を軸に気候変動問
題の解決に向けた取り組みを積極的に推進しています。
環境ビジョン2050では、スコープ3を含むすべての事業

活動を対象に、「2050年までに創るエネルギーが使うエネ
ルギーを上回る」ことを目標と致しました。すなわちパナソ
ニックグループは、事業の発展拡大を通じて、「エネルギー」
対策によりCO2排出量を削減し、気候変動問題解決に貢献
してまいります。
ビジョン実現を加速させるため2021年5月には、そのマ

イルストーンとして「2030年までに当社の事業会社すべて
でCO2排出量（スコープ1,2）を実質ゼロ化する」ことを宣言
致しました。まずは自社のカーボンニュートラル化に取り組
んでまいります。
具体的には、自拠点における徹底した省エネ、再エネの

利活用および再エネ調達の加速を進めます。その一例として、
2021年3月に中国のパナソニックエナジー無錫有限会社に
おいて、先進的な省エネ技術の導入や再エネの利活用を行
うことで当社4拠点目となるCO2ゼロモデル工場を実現し
ました。また、滋賀県草津の燃料電池工場では新たな脱炭
素エネルギーとしての水素に着目し、純水素型燃料電池に
太陽光発電、蓄電池を組み合わせ、製造工程の使用電力を
すべて賄う「RE100化」の取り組みを推進し、2022年４月よ

エネルギーと資源を軸に
気候変動問題解決に貢献

品質・環境本部長

上原 宏敏

サプライヤー
1,656万t

自社商品排出
8,593万t

B2B/Gのお客様の
排出に対する

「削減貢献量」

数字は2020年度

自社バリューチェーン
からの排出量
スコープ1&2

スコープ3

自社排出
220万t
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環境経営 

環境ビジョン2050
「より良いくらし」と「持続可能な地球環境」の両立に向け、
クリーンなエネルギーでより良く快適にくらせる社会を目指
し、使うエネルギーの削減と、それを超えるエネルギーの
創出・活用を進めます。
使うエネルギー ＜ 創るエネルギー

GX（Green Transformation）
当社グループ商品の消費電力からのCO2排出量は年間約

8,600万トンと試算しており、「スコープ3」と言われるこの
領域の排出量は、省エネ性能の追求により減らしていきます。
また、国際電気標準会議（IEC）において議論されている、

いわゆる「削減貢献量」の領域、つまり当社の商品やサービ
スの提供により、B2BやB2Gのお客様のCO2排出を削減す
る提案をより一層強化していき、2050年までに、自社の排
出量を上回る規模での削減貢献を目指します。
自社のCO2だけでなく、お客様や社会のCO2排出を減ら

す取り組みを加速させていきます。
当社が向き合うさまざまな産業領域でCO2排出削減の

働きかけを行うことが、世界のカーボンニュートラルに向
けた動きを加速させるインパクトになります。当社は、こう
した削減貢献を「Panasonic	GREEN	IMPACT」と名付け、
グループ全体でその拡大を目指します。

環境への取り組み

環境ビジョン達成のイメージ

2010年

エ
ネ
ル
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2020年 2030年 2050年

製品の省エネ性能向上
モノづくりプロセスの革新

使う
エネルギー

創・蓄エネルギー事業の拡大
クリーンなエネルギーの活用機会増大

創る
エネルギー
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課題 2021年度目標 2020年度実績（数値）

重
点
課
題

エネルギー

使うエネルギー総量に対する創るエネルギー総量の比率拡大 使う：創る＝8.5：1 14.5：1

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	30TWh以上 16TWh

使うエネルギーの削減貢献量の拡大 削減貢献量	 直接	25TWh以上
	 間接	2TWh以上

直接 30TWh
間接 1.8TWh

創るエネルギー事業の拡大 エナジー関連事業の拡大 —

省エネルギー事業の拡大 IoT/AIを活用した製品・サービスの拡大 —

工場

CO2ゼロモデル工場の推進
•水素応用技術実証工場の確立
•	グローバル各地域でCO2ゼロモデル工場を1工場以上
実現

—

再生可能エネルギー利用拡大 •自社拠点再エネ導入	40GWh
•再エネ外部調達の推進 35GWh

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	42kt以上（2019〜2021年度累計） 28kt 
（2019〜2020年度累計）

グローバルで工場廃棄物をゼロエミッション化 工場廃棄物リサイクル率	99％以上 98.7％

環境経営 

環境行動計画「グリーンプラン2021」（抜粋）

エネルギーに関する取り組み

CO2ゼロモデル工場
グローバル4拠点6工場でCO2ゼロモデル工場を実現し、

これらの工場を先行モデル工場として、培ったノウハウを順
次グローバルの工場に展開することで、CO2を排出しない
モノづくりを着実に推進していきます。

水素エネルギー
脱炭素社会に向け、当社グループは水素を新たなエネル

ギー源として活用する燃料電池技術の開発を進めています。
燃料電池工場である草津工場においては再生可能エネルギー
100％化を推進し、2022年4月より本格稼働します。

資源に関する取り組み 

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、シェ

アリングサービス、モノのサービス化やリペア／メンテナンス、
リファービッシュ、リマニュファクチャリングなどのサーキュ
ラーエコノミー型事業の創出に取り組んでいます。

循環型モノづくりの進化
環境負荷の小さい素材の開発も継続して推進しており、

樹脂使用量を削減する取り組みとして、植物由来のセル
ロースファイバーを添加した複合樹脂を開発し製品化して
います。

エネルギーミニマム生産の推進とともに、太陽光
発電システムの導入、I-REC証書の調達、さらに化
石燃料由来CO2の排出をオフセットするクレジット、
屋根貸しスキームの活用などにより20年3月約4.4
万tのCO2排出を実質的にゼロとしました。

シェアリングサービスとして、Tsunashima	SST
においてスマートロック搭載IoT電動アシスト自転
車に対するニーズの把握、走行範囲、距離などのデー
タ蓄積・解析により、最適な自転車運行管理システ
ムの検証を進めています。

水素燃料電池に太陽光、蓄電池を組み合わせ、
自ら再生可能エネルギーを創り、製造工程の使用
電力をすべて賄い「RE100化」を推進、実証を重ね、

「RE100ソリューション」事業として磨き上げてい
きます。

植物繊維であるセルロースファイバーの濃度を
55％から70％まで引き上げて樹脂に混ぜ込む加工
技術とそれを製品化する成型加工技術を開発し、リ
ユースカップの販売を開始しています。

パナソニック エナジー 無錫

スマートロック搭載IoT電動アシスト自転車

スマートエネルギーシステム事業部 草津工場

セルロースファイバー （リユースカップ）
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TCFDへの対応

サステナビリティデータブック2021にて、TCFDの推奨項目に沿って開示

化石依存循環型社会
クリーンエネルギーのインフラ整備
が遅れるも、CEへの転換が達成さ
れ、モノの長期利用を前提としたビ
ジネスモデルへシフトした社会

　　　　　脱炭素循環型社会
クリーンエネルギーとCEが社会基
盤となり、温度上昇1.5℃達成が共
通認識となった持続可能性を実現し
ている社会

エントロピー増大社会
温度上昇により自然災害が慢性化
し、ライフラインの安定化が望まれ
る社会

低炭素大量消費社会
CEへの転換が進まず、大量消費の
風潮が残り資源枯渇が予測されコ
スト高ではあるが、クリーンエネル
ギーが基盤となっている社会

1．家電事業
①	他社を凌駕する省エネ性能の実現、IoT/AIの活用による省エネく

らし価値を提案
②	循環資源の利用拡大や、リサイクルを見据えたモノづくり

2．空質空調事業
①	当社独自のクリーンテクノロジーで（家庭・店舗・職場や移動・公
共空間に至るすべての場所に）安心・安全で清潔・快適な空間を
提供

3．食品流通事業
①	設備導入から運用・保守メンテナンスまでトータルでのエネルギー
監視で省エネを推進、機器のリファービッシュによる長期利用で
サーキュラーエコノミーにも貢献

4．スマートエネルギーシステム事業
①	水素の本格活用によるエネルギーマネジメント実証と、RE100化
ソリューションビジネスの展開

5．電設資材事業
①	機器の高効率化に加え、住宅やビルでのエネルギーマネジメント

によるさらなる消費エネルギーの削減

6．現場プロセス事業
①	顧客企業の物流効率化や需給のオーケストレーションにより、エ
ネルギー・モノの無駄を低減

②	顧客企業のエネルギー効率改善や自動化に向けたソリューショ
ンを提供

7．車載機器事業
①	電動化や車両軽量化に貢献する提供商材の拡大
②	再生樹脂材料使用商品の拡大

8．車載電池事業
①	さらなる性能向上、低コスト化、生産拡大により電動車シフトに
貢献

②	希少金属の使用量削減・ゼロ化（コバルト等）や電池材料リサイク
ル推進により、原材料調達におけるエネルギー使用量の削減

9．システム・デバイス事業
①	クルマの電動化・電費向上に貢献するデバイスおよびモジュール
の提供

②	蓄電システムのシステム提案力を強化し、データセンター等のピー
クシェービングに貢献

インパクト分析 ４つのシナリオ

気候変動視点での戦略の一部

どの社会シナリオが実現しても、当社のいずれかの事業が対応可能であり、レジリエンスが検証できました。

サーキュラー
エコノミー（CE）

への転換
1.5℃シナリオ

4℃シナリオ

クリーン
エネルギー

の普及

目標（2017年10月設定）※ 目標進捗率

当社事業活動における排出量（スコープ1、2）
2030年に30％削減（2013年度比） 123％

2050年にゼロ 37％

当社製品使用に伴う排出量（スコープ3） 2030年に30％削減（2013年度比） 11％

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

戦略 リスクと機会を把握し、影響のある項目についてインパクト分析を行い、2030年を想定した社会シナリオ
を策定し、そのシナリオに対応した気候変動視点での戦略を検討し、当社戦略のレジリエンスを検証

リスク管理 事業会社ごと／全社視点のリスク管理体制と活動内容を開示

指標と目標 短期目標としてグリーンプラン2021でエネルギーを指標とした目標を設定	
中長期目標として、GHGを指標とした目標を設定（SBT認定）

※2021年5月に当社は、「2030年までに当社の事業会社すべてでCO2排出量（スコープ１、２）を実質ゼロ化する」ことを宣言致しました。

市場 ●		サーキュラーエコノミー
への転換

政策・
法規制

●		カーボンプライシングの加速 ●		電動車シフトの	
進展

技術 ●		非CO2排出発電の	
拡大

●		再生可能エネルギー利用の
拡大

●		低炭素製品への置換
●		サプライチェーンの効率化

●		ZEH/ZEBの	
普及

評判 ●		消費者の環境意識の高まり
●		レピュテーションリスクの
増大

急性 ●		異常気象への物理的	
リスクマネジメント

慢性 ●		慢性的な気温上昇

移
行
リ
ス
ク

物
理
リ
ス
ク

気
候
変
動
に
よ
る
リ
ス
ク
分
類

●		クリーン 
エネルギー
の普及

強い 非常に強い当社事業へのインパクト

AC
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https://www.panasonic.com/jp/corporate/sustainability/pdf/sdb2021j-eco.pdf#page=10



