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会社名 日産自動車株式会社

代表執行役
社長兼最高経営責任者

内田 誠

本店所在地 神奈川県横浜市神奈川区宝町2番地

本社所在地 神奈川県横浜市西区高島一丁目1番1号

主な事業 自動車の製造、販売および関連事業

設立 1933 (昭和8) 年 12月 26日

資本金 605,813百万円

従業員数
22,825名 (単独)
131,461名 (連結)

連結売上高 78,626億円 (FY20)

グローバル販売台数 405.2万台 (FY20)

アライアンス
- Renault S.A. (1999年～)
- 三菱自動車工業 (2016年～)

2021年3月31日現在

日産自動車株式会社 概要

グローバルネットワーク
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人々の生活を豊かに。
イノベーションをドライブし続ける。

日産のコーポレートパーパス
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ニッサン・グリーンプログラム (NGP)の進化 2050年 カーボンニュートラルの目標を設定

環境への主な取組み

都市・地域の環境
負荷を抑える

2002年 2006年 2011年

地球の環境負荷を
自然が吸収可能
なレベルに抑える

地球の環境負荷と
資源利用を自然が
吸収可能なレベルに
抑える

2017年

NGP2005 NGP2010 NGP2016 NGP2022

社会課題の解決と、
より豊かな社会の
実現に向けて行動
する

◼ 2030年代早期より、主要市場で投入する新型車を
すべて電動車両へ

◼ 2050年、クルマのライフサイクルでのカーボンニュートラル
を実現

◼ 「環境への依存と負荷を自然が吸収可能なレベルに
抑える」ことを目指し、世界中で環境課題に取組む

プレスリリース： https://global.nissannews.com/ja-JP/releases/210127-01-j
環境への取組み：
https://www.nissan-global.com/JP/ENVIRONMENT/

https://global.nissannews.com/ja-JP/releases/210127-01-j
https://www.nissan-global.com/JP/ENVIRONMENT/
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電気自動車 (EV) の普及と進化
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公共充電インフラの普及
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急速充電器

普通充電器

ガソリンスタンド

➢ ガソリンスタンドとほぼ同数の、公共の
充電器が普及

➢ 全国の高速道路のほぼ全てのサービス
エリア・パーキングエリアに急速充電器が
設置

➢ 日産販売店の約9割 (約1,800か所)
に急速充電器が設置

出典： 経済産業省/資源エネルギ庁
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日産リーフ (初代)

e-NV200

日産リーフ

～
アリア ニッサン

IMk

バッテリ容量 航続距離*

日産EVの販売台数

累積販売台数 [万台]

ラインアップと商品性

約3倍

15万台
達成

*JC08モード

日産リーフe+
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◼ 日産リーフ発売から10年以上、グローバルで販売した50万台以上の車両においてバッテリー起因の事故はゼロ
◼ 徹底的な耐久性の評価と作り込みにより、お客さまにも安心してクルマを 「バッテリとして」 お使い頂ける

× =

水没 雨中での充電波打った路面 落雷

様々なシーンを想定した、徹底的な耐久性の評価と作り込み

日産リーフ 564,000台
（2021年11月現在）

192(リーフ)・288(リーフe+) 

バッテリセル数/台
114,294,000

セル

バッテリ起因の事故ゼロを継続中
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EVを活用した地域課題解決の取組み ～ 日本電動化アクション 「ブルー・スイッチ」

日産は10年もの長きに渡り、EVの普及に取り組んできました。
CO2を排出せず、蓄電池としても活用できるEVの普及は、社会やまち、ビジネスや人々の生活をも変えようとしています。
「いつもの時」は、環境に優しいエコな移動手段や家庭の電源として。
「もしもの時」は、被災地を支援する走る蓄電池として。
日産は、EVを活用して社会全体を変革する活動を、日本電動化アクション「ブルー・スイッチ」と名付け、自治体や企業の
皆さまと思いを共有し、地域の社会課題を共に解決していくことを約束しています。

ブルー・スイッチHP: https://ev.nissan.co.jp/BLUESWITCH/

パートナー
（自治体・企業・販売会社）

＝ 社会を変革するソリューションEV×地域課題

◼ ゼロ・エミッション社会の実現に向けて、電動化を通じて社会全体を変革する活動

https://ev.nissan.co.jp/BLUESWITCH/
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EVを活用した地域課題解決の取組み ～ 日本電動化アクション 「ブルー・スイッチ」

開発・製品化部門で、日産とフォーアールエナジーによる、

「電気自動車普及によるCO2削減 及び
日本電動化アクション”ブルー・スイッチ”活動」
が受賞

令和3年度 気候変動アクション環境大臣表彰を受賞 ブルー・スイッチの5つの取組み領域

環境

エネルギー
マネジメント

災害対策

地方での
交通課題

観光

プレスリリース： https://global.nissannews.com/ja-JP/releases/211122-01-j

https://global.nissannews.com/ja-JP/releases/211122-01-j
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エネルギーマネジメントの事例 ～ V2H (Vehicle to Home) の普及

◼ 日産EVの大容量バッテリーの電力を、双方向充電器を介して家や施設等で利用
◼ 電力会社の電力料金プランや、家庭の太陽光発電を有効活用し、電力料金を低減

EVを充電

家に電力供給

家庭双方向充電器日産EV

➢ それほどクルマに乗らないので、昼間は殆ど給電で使っています。V2Hの電気代節約の効果は確実
に出ていますね。

➢ 日中V2Hに繋ぎっぱなしで家に給電しています。朝から夕方にかけて充電量が減っていくのですが、
走行距離の不都合は感じません。

➢ 子供たちに環境を意識してもらいたくて購入しました。子供たちが、「今リーフから給電しているの？」
「リーフの電気が減るから」と部屋の電気を消したりして、狙いが当たったと思います。

お客様の声

日産リーフ 蓄電池利用： https://www3.nissan.co.jp/vehicles/new/leaf/v2h.html

https://www3.nissan.co.jp/vehicles/new/leaf/v2h.html
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◼ V2Hを市本庁舎や支所へ4基、公用車として7台のEV車両を導入
➢ いつも： 走行時にCO2を排出しない環境にやさしい公用車としてEVを使用
➢ もしも： ガソリンに頼らない移動手段となるほか、庁舎の非常用電源として使用

環境の事例 ～ 福島県会津若松市

プレスリリース： https://global.nissannews.com/ja-JP/releases/release-abe1d9572c0dbf098bf54c66e902a395-210317-02-j

＜EV導入による効果*＞

燃料代削減
▲14万円/年 (▲64％)

CO2排出量削減
▲1,123㎏-CO2/年 (▲30.2％)

BCP**

*出典： 会津若松市HP
令和２年度、市が導入のEV7台による
(走行距離合計24,069km)

V2H
(双方向充電器)

**BCP: Business Continuity Plan
災害時等における事業の継続・復旧対策

https://global.nissannews.com/ja-JP/releases/release-abe1d9572c0dbf098bf54c66e902a395-210317-02-j
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◼ 日産は、「スマートシティ会津若松におけるカーボンニュートラル実現に向けた連携協定」をスーパーシティAiCT
コンソーシアムと合意 (2021年12月)

◼ 会津若松市が日本を代表する美しい脱炭素都市* となるべく、長期的な実証実験で協業
➢ EVを核とする大規模なエネルギーマネジメントの構築
➢ 再生可能エネルギーの活用方法、EV保有の新たな在り方の探求

環境の取組みの拡がり
～ スマートシティ会津若松におけるカーボンニュートラル実現に向けた連携協定①

プレスリリース： https://global.nissannews.com/ja-JP/releases/211222-02-j

スーパーシティAiCTコンソーシアムの仲間

✓ 2011年、会津若松市が復興事業のシンボルとしてスマート
シティプロジェクトを開始 (会津モデル)

✓ 2021年、会津モデルの全国展開 及び ステージアップを目
指し、これを推進していく運用法人として 「スーパーシティ
AiCTコンソーシアム」設立

✓ 日産も、市民中心のスマートシティ構想と先進性に共感、
同コンソーシアムに入会 (2021年)

*2021年12月、「ゼロカーボンシティ会津若松」を宣言。
2050年までに温室効ガス排出量の実質ゼロを目指すとしている。

https://global.nissannews.com/ja-JP/releases/211222-02-j
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◼ EVを活用した再生可能エネルギーの利用率向上とエネルギービジネスの有効性を検証
➢ 会津若松市内のICTオフィスビル「スマートシティAiCT」に太陽光パネルを設置
➢ 再生可能エネルギーの蓄電設備として「日産アリア」5台を導入
➢ EVの使用状況やバッテリー状態をAIで予測、地域エネルギー活用の最適化を検証
➢ (長期的) 電力のPeer to Peer取引による、エネルギーの地産地消を促す実証実験

環境の取組みの拡がり
～ スマートシティ会津若松におけるカーボンニュートラル実現に向けた連携協定②

プレスリリース： https://global.nissannews.com/ja-JP/releases/211222-02-j

モビリティとエネルギーのバランスを
保つ、サステナブルなビジネス創出

太陽光パネル

https://global.nissannews.com/ja-JP/releases/211222-02-j
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給水所の灯 高齢者施設保育園

◼ 2019年 台風15号 (千葉県)
➢合計50台以上の日産リーフを派遣
➢支援先： 公民館、高齢者施設、保育園、学校、コンビニ等

◼ 2019年 台風19号 (長野県)
➢ 4台の日産リーフを貸与
➢支援先： ボランティアセンタ

災害対策の事例 ～ 台風からの復興支援 (非常用電源)

日産EV BLOG： https://ev2.nissan.co.jp/BLOG/186/
日産ストーリーズ： https://global.nissanstories.com/ja-JP/releases/nissan-blue-switch

利用者の声

➢ リーフは燃料式の発電機と違い、全く音が出ないので夜も寝られる。

➢ スマホ充電等で市民に開放していたが、殆どバッテリが減ってない。

とてもありがたいしすごい。

➢ リーフなら移動手段がそのまま発電に使えるので本当に便利。

➢ 歳を取りクルマの運転は減ったが、蓄電池としての用途で置いておく
のも安心だと思う。

➢ 設置した給水場に全く明かりがなかったので、とても助かる。

https://ev2.nissan.co.jp/BLOG/186/
https://global.nissanstories.com/ja-JP/releases/nissan-blue-switch
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地方での交通課題の事例 ～ 奈良県三郷町

◼ 乗り合いタクシーを4台導入、うち1台を日産リーフに
➢ いつも： 町の交通弱者対策として、予約制乗り合いタクシーを運用
➢ もしも： 日産リーフから、三郷町役場にV2Hを通じて電力供給

(三郷町の日産リーフに加え、日産販売会社のリーフも無償貸与)

プレスリリース： https://global.nissannews.com/ja-JP/releases/release-bcbcfbbd36f349ad496fb1432100347b-200124-01-j

町役場の公用車の
リーフも活用

https://global.nissannews.com/ja-JP/releases/release-bcbcfbbd36f349ad496fb1432100347b-200124-01-j
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観光の事例 ～ 神奈川県小田原市

◼ 日産リーフを活用したワーケーションを小田原市の「いこいの森」で <with コロナ>
➢ 日産リーフから電源を取り、パソコンやスクリーン、扇風機、電気ストーブ、電気ポット等
を稼働させ仕事

➢ 仕事終了後は美味しいバーベキューを！

プレスリリース： https://global.nissannews.com/ja-JP/releases/200731-02-j

https://global.nissannews.com/ja-JP/releases/200731-02-j
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関東エリア
上三川町

下野市

稲敷市

山梨県

みどり市

岡谷市

青木村

長野市＋8市町村

栃木市

長野県

つくば市

那須塩原市

首都圏エリア

練馬区 開成町

横須賀市 木更津市

羽村市 市原市

(株)アキュラホーム 小田原市

厚木市 所沢市

狛江市 渋谷区

上尾市 野田市

さいたま市 千葉市

横浜市 平塚市

相模原市 本庄市

伊勢原市 世田谷区

*ブルー・スイッチ活動を宣言した2018年5月以降の連携数

ブルー・スイッチ活動のひろがり (2021年12月末現在)

◼ EVを地域課題解決に活用する事例は全国で157件*
➢ うち、EVを非常用電源とする災害連携協定は121件
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◼ 人々の生活やモビリティ利用において、CO2を出さないクリーンな社会
EVを蓄電池として活用することで、EVが再生可能エネルギ (RE: Renewable Energy) の余剰や不足を効果的に
補い、REの普及を後押しすることが期待できます。

◼ 大規模なエネルギインフラから脱却し、社会インフラコストを抑えた効率的な社会
分散的に設置された小規模なREの変動を、それらの近くのEVが補うことで、発電・送電やガソリン流通といった大規模
なエネルギ供給インフラを最小限に抑えながら、安定したエネルギ供給の実現が期待できます。

◼ エネルギ源の分散化で、エネルギ供給の途絶えない、災害に強い社会
分散的に設置されているREや駐車中のEVの効果的な活用により、災害等によりたとえ一部の場所でエネルギ供給が
途絶えても、その周囲ではエネルギ供給を継続できることが期待できます。

◼ エネルギを外部に依存せず、地産地消できる社会
EVの普及により、REによる発電電力をEVで補いながら近隣のコミュニティ内でシェアすることが期待できます。

日産が目指す、EVが作る社会

こんな社会を、
一緒に目指して
みませんか






