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日産自動車株式会社 概要
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社長兼最高経営責任者
President and CEO Makoto UCHIDA

本店所在地
Registered Head Office

2, Takara-cho, Kanagawa-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa, Japan

本社所在地
Headquarters

1-1, Takashima 1-chome, Nishi-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa, Japan

主な事業
Business Outline

Manufacturing, sales and related 
business of automotive products.

設立
Date of Establishment December 26, 1933

資本金
Paid-in Capital 605,813 million yen

従業員数
Number of Employees

22,791 (non-consolidated basis)
138,893 (consolidated basis)

連結売上高
Net Sales 11,574 bil yen (FY18)

グローバル販売台数
Global Sales Volume 5,516 thousand unit (FY18)

アライアンス
Alliance Strategic partnership with

-Renault  (from 1999)
-Mitsubishi  (from 2016)

As of Dec 2019

Global Network:
R&D:  16 countries/44sites
Design:  7 countries/8sites
Production:  41 bases in 20 countries



企業ビジョンと環境方針
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企業ビジョン

Corporate Vision

環境理念

Environmental 
Philosophy

究極のゴール

Ultimate Goal

我々のありたい姿

What We 
Want to be

人々の生活を豊かに

人とクルマと自然の共生

事業活動やクルマによって生じる
環境への依存と負荷を自然が
吸収可能なレベルに抑え、
豊かな自然資産を
次世代に引き継ぎます

シンシア・エコイノベーター

Enriching People’s Lives

Symbiosis of People, Vehicle 
and Nature

Manage the environmental 
dependence and impact of our 
operations and products to a level 
that can be absorbed by the nature, 
and pass on rich natural capital to 
future generations

Sincere Eco-Innovator
Sincere - To address proactively the 
environmental challenges and reduce the 
impact on the environment
Eco-Innovator - To develop a sustainable 
mobility society, we will provide customers 
with innovative technology in our products

シンシア（誠実な) -環境問題に対し積
極的に取り組み、環境負荷を低減する
エコイノベーター -持続可能なモビリ
ティ社会の発展のために、お客様に革
新的な商品とサービスを提供する



環境マテリアリティーのスクリーニング

グローバルアジェンダから、有識者エンゲージメントと自動車企業としての観点で

課題を絞り込み、リスクと機会を役員会で検討
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Global Agenda

Automotive 
Perspectives

Investor Interests

Experts
Perspectives

Climate 
Change

Resource 
Dependency

Air Quality

Water 
Scarcity

NGP2022



ニッサン・グリーンプログラム2022の枠組み
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日本語 日本語

日本語 日本語

日本語



脱炭素社会へのチャレンジ

ルノー・日産自動車・三菱自動車のアライアンスで電気自動車を中心とした脱炭素モビリ

ティー社会の創造にチャレンジする事で、新たなビジネスチャンスの拡大を見込んだ
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Battery engineering & 
manufacturing

Battery secondary-use
4R business

EV recycle

AC&DC QC 
technologies

Zero-emission vehicle
engineering & manufacturing

Collaborating with Governments

Smart-grid research, 
Charging network

New mobility 
proposal



100%電気自動車とe-POWER搭載車

2022年度までに、100％電気自動車(EV)、
e-POWER搭載車をあわせて年間100万台

販売することを目指す

中期計画「日産M.O.V.E to 2022」を通じて

EVリーダーシップ、自動運転技術の拡充、

モビリティサービスの提供

Nissan「LEAF」のグローバル販売台数が

累積で40万台を突破

日産「ノート」が2018年通期の販売で国

内の登録車販売ランキング第1位を獲得

新電動パワートレイン「e-POWER」の

100％モーター駆動ならではの力強くス

ムーズな走行性能と優れた静粛性に加

え、加速から減速までを意のままに行うこ

とが出来るe-POWER Driveの利便性が評

価されている
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「ノート」
e-POWER MEDALIST 
ブラックアロー

「セレナ」
e-POWER ハイウェイスター V

EV積算台数グラフ

Global Factory for LEAF
:Oppama

:Sunderland

:Smyrna



電動車両のラインナップ

LEAFは日米欧を中心、eNV200は日欧、e-POWERは日本で販売している。

車種 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

LEAF

(24kWh) (24/30kWh) (40kWh)

eNV200

(24kWh) (40kWh)

Note e-
POWER

Serena
e-POWER



Nissan LEAF 販売地域と台数

LEAFは、60か国以上の国・地域で販売されており、主に日米欧の3地域で検討した。



GHG削減貢献量の計算方法

削減貢献量(CO2e) 
＝∑｛（ベースライン車両のLC-CO2eー評価車両のLC-CO2e） ×販売台数｝

評価車両の条件 ベースライン車両の条件

仕様 電動車 同Type内燃機関車

使用地域 仕向地 対象車と同じ

使用距離 10年10万㎞ 対象車と同じ

走行時電力原単位 米：米国平均
欧：欧州平均
日：日本平均



製品あたりのLCA結果 その１

電動車のEVとベースライン車両のLCA結果を以下に示す。

左が2017年に販売されたLEAF（40kWh搭載)、 右は2013年に販売された当時の

eNV200 (24kWh)で、内燃機関を基準に示す。



製品あたりのLCA結果 その2

電動車のe-POWERとベースライン車両のLCA結果を以下に示す。

左がノートのベースライン車両とe-POWER車両、右がセレナのベースライン車両とe-POWER
車両である。



削減貢献量算定結果

国内外でのGHG削減量を年度ごとに示した。

弊社は国外での販売台数も多いため、国外も対象とすることで実態に即した貢献量を

評価できるようになった。

近年国内の貢献量が増加しているのは、e-POWER販売台数が多いためである。



削減貢献量算定結果

EV、e-POWERのGHG削減貢献量を示した。

販売台数に依存しており、近年国内で販売台数の多いe-POWERの寄与が増しているこ

とがわかる。



まとめ

電動車両について、GHG削減貢献量を試算した。

前提条件：同型のICEに対して、その地域の原単位を使って試算した。

その結果、以下のことが分かった。

① e-POWERについては、販売台数が多いため、貢献量としても大きくなる。

② 国内外で販売しているLEAFについては、国外での販売台数が多いため、削

減貢献が国外の方が大きい。



削減貢献量算定にあたっての課題

試算の結果、以下の課題があることがわかった。

①対象国数が多い場合、すべてに対応することができないため、今回は主な国で考えた。

②製品の種類が多い場合、個別対応は困難なため、主なグレードで考えた。



今後も脱炭素モビリティ社会の実現にむけて取り組んでまいります。

ご清聴ありがとうございました。

We will continue to work toward the realization of a decarbonized mobility society.


