
環境
ブラジルに建設した風力発電施設。同国におけるHondaの四輪
車生産で消費する年間電力とほぼ同等の電力を発電しています。
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基本的な考え方

Honda環境宣言／
Honda環境・安全ビジョン
製品ライフサイクルの各段階で環境負荷を低減し、

「豊かで持続可能な社会」の実現に貢献する

Hondaは、1960年代から積極的に環境課題の解決に取

り組んできました。1970年代には一酸化炭素、炭化水素、窒

素酸化物（NOx）の排出を減らした低公害のCVCCエンジ

ンを開発し、当時世界で最も厳しい自動車の排出ガス規制

といわれた米国マスキー法に世界で初めて適合しました。

1992年には、設計・開発段階や生産段階はもちろん、製

品ライフサイクルの各段階で環境負荷を低減するという基

本姿勢を整理・明文化し、すべての環境取り組みの指針とな

る「Honda環境宣言」を制定しました。

また、こうした環境取り組みをさらに進め、「存在を期待さ

れる企業」であり続けるために、2010年、「Honda環境・安

全ビジョン」を定めました。このビジョンに掲げた「自由な移

動の喜び」と「豊かで持続可能な社会」の実現に向けて、グ

ローバルに展開するHondaの各事業所では、気候変動の

原因とされている温室効果ガスの排出やエネルギー・資源

の利用をはじめ、あらゆる環境負荷の低減に「製品」と「企業

活動」の両面から取り組んでいます。

地球環境の保全を重要課題とする社会の責任ある一員として、Hondaは、すべての企業活動
を通じて、人の健康の維持と地球環境の保全に積極的に寄与し、その行動において先進性を
維持することを目標として、その達成に努めます。
以下に、私たちの日々の活動にあたって従うべきガイドラインを示します。

1. 私たちは、商品の研究、開発、生産、販売、サービス、廃棄というライフサイクルの 
各段階において、材料のリサイクルと、資源、エネルギーの節約に努めます。

2. 私たちは、商品のライフサイクルの各段階で発生する廃棄物、 
汚染物質の最少化と適切な処理に努めます。

3. 私たちは、企業の一員として、また社会の一員として、人の健康の維持と 
地球環境の保全に努力することが重要であると認識し、積極的に行動することに努めます。

4. 私たちは、事業所の活動が、それぞれの地域の人たちの健康と環境や社会に対し及ぼす 
影響について認識し、社会から高い評価をいただけるように努めます。

1992年6月制定・発表

「自由な移動の喜び」と「豊かで持続可能な社会」の実現

Honda 環境宣言

Honda 環境・安全ビジョン
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グローバル環境マネジメント

気候変動問題、エネルギー問題、資源問題などグローバ

ルに対応すべき環境問題は、Hondaの事業運営に影響を

与える重要課題であるとの認識のもと、1991年から社長

執行役員が議長を務め経営層が出席する「世界環境安全

戦略会議」を毎年2回、継続的に開催しています。同会議で

は、全社方針や中長期経営計画に基づいたグローバルの

中長期環境方針、計画を策定しており、同会議での決定事

項には、すべての役員が関与しています。

また、Hondaでは同会議での決定事項を受け、各地域本

部の環境関連部門を集めた「世界6極環境会議」を毎年2回

開催。ここでの情報共有を経て、各地域本部の環境関連部

門はそれぞれ具体的な行動計画を策定し、施策を展開して

います。

Hondaの環境取り組みの進捗や全世界にまたがるテー

マについては、各地域本部から経営企画部へ集約され、「世

界環境安全戦略会議」で報告されます。それらを次期中期

経営計画や方針に反映し、各地域本部や環境関連部門で

PDCAを回すことで、継続的に環境マネジメントの強化を

図っています。

Hondaは、2015年3月現在、グローバルの既存の完成

車工場と完成機工場において、環境マネジメントシステム

の国際規格ISO14001の認証を取得しています。また、

2013年3月に竣工した日本の寄居完成車工場をはじめ、複

数の新工場においても取得活動を進めるとともに、欧州閣

僚理事会および欧州委員会の規則であるEC 761/2001に

則り、欧州にあるすべての事業所でEU環境管理監査制度

（EMAS：Eco-Management Audit Scheme）を取得。その

ため、環境マネジメントシステムのカバー率は100%です。

「Honda環境宣言」のもと、事業所およびそれぞれの部

門において環境マネジメントシステムを導入し、継続的な

環境改善活動を推進するとともに、各環境側面に関して国

や地域の規制値よりも厳しい自主基準値を設け、その遵守

に努めています。

なお、過去4年間、環境関連の重大な法令違反や罰金・制

裁金の支払いはありません。

環境経営推進体制と
マネジメントサイクル

「世界環境安全戦略会議」を通じてPDCAを回し、
継続的に環境マネジメントを強化

環境マネジメントシステム
各事業所における環境取り組みの
継続的なレベルアップを推進

環境関連法令の遵守状況
国・地域の規制値よりも厳しい自主基準値を設け、
環境関連法令を遵守
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環境側面の重要課題

環境課題は、事業活動に大きな影響を与えるリスクとな

る一方で、それを想定し適切に対応することで、事業創出や

拡大の機会にもなります。Hondaは、現在および将来のリ

スク／事業機会を把握するため、ビジネスにおける重要度

とステークホルダーにとっての重要度の双方から環境課題

に関する情報を収集しています。

情報の収集は、6つの地域本部と二輪・四輪・汎用の各事

業本部の機能を活用して行っており、機能本部（生産系や管

理系など）が収集した情報も加え、全世界の情報を蓄積し

ています。

Hondaでは、さまざまな環境課題を「Hondaのビジネス

における重要度」と「ステークホルダーにとっての重要度」

の2つの指標に基づいて「環境マテリアリティマトリクス」に

整理し、自社にとって重要な環境課題を明確にしています。

また、定期的に環境課題のレビューを実施しており、直近で

は2012年に見直しを行いました。

のコミュニケーション」を通じて、企業理念との整合性や

「Honda環境・安全ビジョン」との関連性を分析し、重要度

の高い環境課題を選択しています。

2014年度は、課題分析にあたり、お客様、お取引先、投

資家、政府関係者、NGO団体、科学者など、各地域のス

テークホルダーへインタビューを実施しました。

課題評価を踏まえ、「環境マテリアリティマトリクス」を作

成し、Hondaとステークホルダーの双方が重要と判断した

課題を「重要な環境課題」として特定しています。併せて、重

要課題への対応に向けた優先順位を決定するとともに、具

体的な目標や指標を策定しています。

選択した課題は、「直接性・緊急度・インパクト・顕在化の

時期」「経済的なインパクト（事業に対する財務的な影響）」

「対他競争力への影響」「課題が事業機会になる可能性とそ

の内容」「Honda環境・安全ビジョン実現に向けた重要度」

「社会的関心度」などの評価基準に基づき、包括的に評価。

とくに「社会的関心度」については、外部格付け指標や、「国

連気候変動枠組条約第21回締約国会議（COP21）」に向け

た気候サミット、WBCSD（持続可能な開発のための世界経

済人会議）での討議内容なども踏まえて評価しています。

収集した環境課題は「内部関連部門（役員および各地域

や事業の環境関連部門）との議論」と「ステークホルダーと

環境課題の収集・分析・評価
4つのプロセスで重要課題を特定

■環境マテリアリティマトリクスの作成プロセス
1. 課題の収集

2. 課題の分析

3. 課題の評価

4. 優先順位の決定

近年、気候変動問題に対する産業界のより積極的なリー
ダーシップを求める動きが世界的に高まっています。

こうしたなか、企業の気候変動問題への対応とその長期
的な影響について調査・公表しているCDPでは、2014年9
月、6つのイニシアチブを発表。Hondaは自動車業界では

気候変動問題への産業界のリーダーシップを求めるCDPのイニシアチブに賛同

トップとなる3つのイニシアチブ（「温度上昇を2℃以内に抑
えるための科学的根拠に基づいたGHG排出削減目標の
設定」「気候変動政策との責任ある協働」「メインストリーム
の財務報告書に気候変動情報を開示する」）に賛同してい
ます。

TOPICS
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環境側面の重要課題

Hondaは、「気候変動問題」「エネルギー問題」「資源の有

効活用」に自らの技術と事業活動で取り組み、将来的に「環

境負荷ゼロ社会」の実現をめざしています。

Hondaは、事業戦略と環境戦略を連携させた取り組み

を通じて、「気候変動問題」への対応を進めています。環境

負荷ゼロの未来像を描き、2050年をめどにCO2の企業総

排出量を半減することをめざして活動していきます。また、

段階的な目標として、2020年に全世界における二輪車、四

輪車、汎用製品の使用時のCO2排出量原単位を30%低減

（2000年比）する「2020年製品CO2排出量原単位低減目

標」を掲げています。こうした目標の達成に向けて、再生可

能エネルギーによるゼロ化技術の開発と、既存技術の進化

によるCO2排出低減を着実に進めていきます。

製品からのCO2低減を推進するうえで、Hondaは、世界

各国における四輪車への燃費規制による評判リスクと罰金

を認識しています。例えば、米国では、2017MY（モデルイ

ヤー）～2025MYまでの温暖化ガス規制で、2016年のフ

リート平均排出量を250g/mile（35.5mpg）から年率約

4%の削減にあたる163g/mile（54.5mpg）まで厳しくす

る燃費強化法が決定。欧州では、2021年に95g/km以下

にすることが決定しているほか、日本では、2015年に平均

燃費20.3km/lにする基準強化、さらに2020年にはCAFE

規制の強化が決定しています。Honda全体の売上の約4分

の3は四輪事業であり、全体の販売台数のうち、四輪車が8

割を超えるため、ビジネスへの潜在的影響は極めて大きい

と考えています。そのため、Hondaはリスク緩和の取り組

みとして、販売・生産・開発が一体となったマネジメント体制

「SED」を構築し、商品開発を進めています。

また、（株）本田技術研究所、四輪事業本部、認証法規部

などが連携して世界各国の燃費規制動向を調査し、「法規

情報」として発信。新しい法規の内容・解釈の共有や対応の

検討を行う会議を定期的に開催しています。併せて、政策

立案者と協働して、つねに燃費規制の先を見据えた技術開

発体制の構築に取り組んでいます。

近年、ステークホルダーがモビリティ製品を選ぶ際、燃費

やCO2排出量などの環境性能を重視する傾向が強まって

います。Hondaでは、消費者の価値観や市場のニーズを、

最も重点を置くべき事項の一つと位置付けており、

「EARTH DREAMS TECHNOLOGY※」の適用製品を積

極的に拡大・提供しています。こうした取り組みは、お客様

のニーズと合致し、追加収益を生み出しています。

Hondaの重要課題
「気候変動問題」「エネルギー問題」
「資源の有効活用」を重要課題に据えて

環境側面の重要課題

生物多様性

森林

騒音

砂漠化 廃棄物処理

土壌汚染

大気汚染
水

気候変動
エネルギー

資源の有効活用

高

高

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
と
っ
て
の
重
要
度

Hondaのビジネスにおける重要度

■気候変動問題

※ 優れた環境性能をもとにHondaならではの運転する楽しさを追求し、走
りと燃費を高次元で両立させる革新技術群の総称
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製品使用段階

リデュース

リユース

リサイクル

開発段階 資源調達／製造／
販売段階

使用済み製品の回収・
廃棄段階

省資源取り組み

副産物のリサイクル

リデュース設計

リユース・
リサイクル設計

使用済み製品に対する
リサイクル法規対応
および自主取り組み

３
Ｒ
事
前
評
価
シ
ス
テ
ム

中古部品のリユース

使用済み部品のリサイクル

環境負荷物質の削減

資源と廃棄におけるリスクゼロ化の取り組み

■エネルギー問題

■資源の有効活用

地球温暖化や資源枯渇などの問題から、化石燃料に大き

く依存している現代社会はエネルギーリスクに直面してい

ると考えています。エネルギー問題は、自動車業界へのビ

ジネスインパクトが非常に大きく、化石燃料の多様化や再

生可能エネルギーの活用など、エネルギーの多様化を進め

ていかない限り、ビジネスを存続することが難しくなると懸

念しています。

「エネルギー問題」への対応として、Hondaは、化石燃料

への高依存などによるエネルギーリスクの将来的なゼロ化

をめざし、製品および事業活動のエネルギー多様化を推進

しています。段階的な目標として、2020年には、ホームエネ

ルギーを多様化し、モビリティと暮らしでCO2排出量をゼロ

にする技術の確立を掲げており、その実現に向けてHonda

スマートホームシステム（HSHS）の開発を進めています。ま

た、電気自動車（EV）、燃料電池自動車（FCV）の開発や、他

社との共同による水素ステーションなどの整備を進めるこ

とで、事業機会の拡大を図っています。さらに、メガソー

ラー発電や風力発電の積極導入などによって、事業活動に

おいてもエネルギーの多様化に取り組んでおり、究極的に

はエネルギーリスクのゼロ化をめざしています。

レアメタルなどの資源の枯渇や入手困難化は、製品の生

産に必要な部品や材料の調達など事業を継続するうえで

の大きなリスクとなる可能性があります。

そのためHondaは、「資源の有効活用」を重要課題の一

つに位置付け、3R（リデュース・リユース・リサイクル）活動を

積極的に推進。資源調達段階から使用済み製品の回収・廃

棄段階に至るまでに発生する、資源と廃棄におけるリスク

ゼロ化をめざし、社内外のステークホルダーと協力・連携し

ながら取り組みを進めています。
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内燃機関の効率向上技術
High Ef�cient Products

環境革新技術・エネルギー
多様化対応技術

Innovative Products

再生可能エネルギー対応技術
Revolutionary Products

環境技術の進化

多

少

エネルギー技術の進化 化石
燃料利用

多様な
エネルギー利用

再生可能
エネルギーの利用

エネルギー
マネジメント技術

ライフサイクル
CO2排出量

製品に関する取り組み

Hondaの製品ライフサイクル全体のCO2排出量は、「製

品使用時」が全体の約8割を占めています。

そこでHondaでは、グローバルに生産・販売を拡大しな

がら、「CO2排出ゼロ化」を実現するため、2020年までに二

輪車・四輪車・汎用製品のCO2排出量原単位を2000年比

で30%低減することを目標とし、3つの取り組みを進めてい

ます。具体的には、「①内燃機関の効率向上によるCO2排出

量の低減」「②環境革新技術の投入やエネルギーの多様化

対応によるCO2排出量の低減」「③再生可能エネルギーへ

の対応やトータルエネルギーマネジメントによるCO2排出

ゼロ化」を段階的に推進することで着実にCO2排出低減を

図り、最終的にゼロ化を達成するというシナリオを描いてい

ます。

また、自社製品が、これら3つの取り組みのいずれに対応

する製品であるかを明確にする独自の基準「Honda環境性

能基準（HEPS：Honda Environmental Performance 

Standard）」を2011年に設定。すべての自社製品を各基

準のいずれかに適合させていくことで、CO2排出ゼロに向

けたシナリオの達成をめざしています。

気候変動問題・エネルギー問題への
対応
独自の環境性能基準を設定し、
製品使用時のCO2排出量を低減

気候変動問題、エネルギー問題への製品の対応シナリオ

●High Efficient Products
内燃機関の効率を向上させることでCO2排出を低減した製品。
エンジンの燃焼効率向上技術や駆動系の効率向上技術、エンジ
ン内各部の摩擦を低減させる低フリクション技術などを採用した
製品がこれに該当し、使用時のCO2排出量が以前のモデルと比
較してどれだけ低減しているかを適合基準として定めています。

●Innovative Products
環境革新技術の投入やエネルギーの多様化対応により、CO2排
出を低減した製品。Honda独自の二輪車アイドリングストップシス
テム技術、四輪車のハイブリッド技術、直噴エンジン技術、汎用製

品のFI（燃料噴射装置）などの環境革新技術を搭載した製品や、
二輪車・四輪車のエタノール燃料対応製品、汎用製品のガス燃
料対応製品などのエネルギー多様化対応を実現した製品がこれ
に該当します。使用時のCO2排出量が以前のモデルと比較して
どれだけ低減しているかを適合基準として定めています。

●Revolutionary Products
再生可能エネルギーへの対応やトータルエネルギーマネジメン
トへの貢献により、CO2排出ゼロ化をめざしている製品。電動化
対応技術や再生可能エネルギーの使用技術を採用した製品が
これに該当します。

環境 安全 品質 人材 社会活動 サプライチェーン

35
Honda SUSTAINABILITY REPORT 2015

トップメッセージ 特集品質問題に関するご報告 サステナビリティマネジメント パフォーマンス報告



■HEPS適合製品が275モデルに拡大
2014年度に発売した製品の認定を行った結果、二輪車

20モデル、四輪車7モデル、汎用製品3モデル、合計30モ

デルを新たにHEPS適合製品として認定。累計では二輪車

123モデル、四輪車105モデル、汎用製品47モデル、合計

275モデルがHEPS適合製品となりました。

なお、集計対象範囲は、日本、北米、欧州、南米、アジア・大

洋州、中国の各地域の国々とし、四輪車・二輪車・汎用製品

のそれぞれにおいてHondaの全世界の販売台数のおよそ

90%以上を網羅しています。

2020年製品CO2排出量原単位低減目標に対する現在の達成状況

HEPS適合モデル数の推移（グローバル） 地域別HEPS適合モデル数（2014年度）
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■ High Efficient Products　■ Innovative Products　■ Revolutionary Products

（年度）

（モデル数）
汎用製品

2010 2011 2012 2013 2014（年度）2010 2011 2012 2013 2014（年度）2010 2011 2012 2013 2014

（モデル数）
二輪車

41
49

69

103
123

（モデル数）
四輪車

54
67

83

105
98

36 38 42
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Hondaは、3モーターハイブリッドシステム「SPORT 
HYBRID SH-AWD」を搭載した「レジェンド」を2015年2月
に日本で発売しました。

5代目となった「レジェンド」は、車体前部・後部に配置した
計3つのモーターとエンジンによって、ドライバーの要求や
走行状況に応じて、最適な駆動方式と最もエネルギー効率
の良い走行モードを自動的に選択。車体後部のモーター

3モーターハイブリッドシステムを搭載した「レジェンド」を発売

は、後輪の駆動力に加え減速力も左右それぞれで自在に
制御し、高い操縦安定性と上質な乗り心地、16.8km／l

（JC08モード）という優れた燃費性能を達成しています。

TOPICS

レジェンド
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二輪車 (g/km当たり) 四輪車 (g/km当たり) 汎用製品 (kg/1時間当たり)

■ 二輪　■ 四輪　■ 汎用
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（モデル数）

※ 2010年度のモデル数は、2011年度に設定された基準をもとに算出したものです。
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製品に関する取り組み

Hondaでは、二輪車は1992年から、四輪車は2001年か

ら、新規開発する機種ごとに「3R事前評価システム」に基づ

いて3R性を評価し、その向上に努めています。

製品のボディ骨格、エンジン、ボルトなどすべての部品に

ついて、構造や材料を工夫することで、小型化、軽量化を

図っています。例えば、2015年2月に発売した「レジェンド」

では、Hondaが開発したスチールとアルミの結合技術（3D

ロックシーム）で、全ドア外板をアルミ化。従来モデルに対

し、ドアのみで1台当たり約11kgの軽量化を達成しました。

二輪車では、2014年に発売した「VFR800F」と

リサイクル性やメンテナンス性に配慮した構造設計、リサ

イクルしやすい材料や再生樹脂の使用、樹脂・ゴム部品の

材質表示などに取り組んでいます。四輪車では、「レジェン

ド」のアンダーコート、インナーウェザーストリップ、インパ

ネ表皮など、多岐にわたる内外装部品にリサイクルしやす

い材料を使用するとともに、エアコンダクトには再生材を使

用。さらに、リサイクルを考慮し、樹脂・ゴム材料には可能な

限り材料表示を行っています。

こうした取り組みの結果、2014年度に発売したすべての

新型車、モデルチェンジ車におけるリサイクル可能率※1は、

四輪車90%以上、二輪車95%以上となっており、汎用製品

も使用部材のリカバリー可能率※295%以上を継続してい

ます。
※1	 一般社団法人日本自動車工業会（自工会）「新型車のリサイクル可能率

の定義と算出方法のガイドライン」による指標。
※2	 リサイクル可能率に熱エネルギー回収分を含んだ値。ISO22628自動

車の「リサイクル可能率」などの算出方法に準じる。

「VFR800X」に、レアアース（ネオジム、ディスプロジウム）

を使用せず、従来と同等の性能を発揮する発電機を採用。

通常、レアアースを使用しない場合、発電機の大型化が必

要となりますが、新たな技術を取り入れることで小型化を

実現しました。

3R事前評価システム

リデュース設計

リユース・リサイクル設計

Hondaは、「資源と廃棄におけるリスクゼロ化」をめざし、

製品の開発から廃棄に至るライフサイクル全体を見据え

て、3Rを推進しています。

資源の有効活用
製品ライフサイクル全体で3Rを推進

■開発段階での取り組み

主な部品のリサイクル可能率
リサイクル率 主な製品と部品

二輪車 95%以上
NC750S
●	リヤフェンダー
●	FIユニットボックス

四輪車 90%以上 レジェンド
●	エアコンダクト

汎用製品 95%以上
（リカバリー可能率）

ＥＵ５５is
●	フロントカバー
●	メンテナンスカバー
●	エアクリーナー

「レジェンド」に採用した3Dロックシーム

従来

スチール

スポット溶接 1段曲げ（ヘミング） 2段曲げ（ヘミング）

スチール スチール アルミ

新開発：3Dロックシーム

スチールとアルミを結合する技術を新たに開発。従来スチール製だったドア
外板部分にアルミを採用し、軽量化を実現
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環境に悪影響を及ぼすとされる重金属4物質（鉛、水銀、

六価クロム、カドミウム）の削減を進めています。四輪車で

は、2014年度に発売したすべての新型車、モデルチェンジ

車で、自工会目標の適用除外となっているコンビネーション

メーターにおいても水銀を使用しないものを採用。自主的

に水銀廃止に取り組んでいます。

自動車メーカーは、「使用済自動車の再資源化等に関す

る法律（自動車リサイクル法）」に則り、大気放出するとオゾ

ン層破壊や地球温暖化に影響し、エアコンの冷媒として使

われる「フロン類」、爆発性があって処理が難しい「エアバッ

グ類」、使用済み自動車から有用資源を回収した後に残る

「シュレッダーダスト（ASR）」の3品目を引き取り、処理する

責任があります。

2014年度、Honda車における引き取り台数は、フロン類

は約46万台（前年度比＋4%）、エアバッグ類は約41万台

（同＋10%）、ASRは約51万台（同＋3%）でした。また、再資

源化率は、ガス発生器は94%、ASRは96.8%であり、いずれ

も主務省令で定められた再資源化率を達成しています。な

お、再資源化などに要した費用の総額は48.9億円で、払い

渡しを受けた再資源化等預託金の総額は56.3億円でした。

Hondaは、国内二輪車メーカーおよび参加二輪車輸入

事業者と協力し、「二輪車リサイクル自主取り組み」を2004

年10月から実施しています。これは、二輪車業界各社が関

係販売会社などの協力のもと世界に先駆けて開始した使

用済み二輪車処理のセーフティネットで、廃棄される二輪

車を販売会社や指定引き取り窓口で無料で引き取り、リサ

イクル施設で適正にリサイクル処理するものです。

指定引き取り窓口で引き取られた廃棄二輪車のうち

Honda製品は、2014年度3,880台で、全引き取り台数に

占める割合は59.5%でした。また、Honda製品のリサイク

ル率※は、重量ベースで97.1%（前年度比＋0.6%）となり、

「2015年度までにリサイクル率95%」という目標を前倒し

で達成しています。

修理・交換などで発生する使用済み部品を全国の販売店

などから回収し、リサイクルしています。2014年度は、使用

済みオイルフィルター約20万個、使用済みバンパー約18

万本を回収・リサイクルしました。回収したバンパーは再生

し、「フリード」のスプラッシュガードなどに使用しています。

また、使用済みトルクコンバーターの回収・再生（リマン）含

め、今後も使用済み部品のリサイクルを継続していきます。

※ 再資源化施設における処理実績から算出。

化学物質の削減

四輪車の取り組み

二輪車の取り組み

使用済み部品のリサイクル

■使用段階での取り組み

■廃棄段階での取り組み

使用済みバンパーリサイクルの流れ

回収した使用済みバンパー
粉砕後のバンパー

再生樹脂ペレット「フリード」のスプラッシュガードに使用
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企業活動に関する取り組み

Hondaは、「資源と廃棄におけるリスクゼロ化」にも注力

しており、水資源の使用量や廃棄物の削減に取り組んでい

ます。例えば、各事業所では、水使用量の最少化に向けて、

リサイクル水の活用や節水など地域の事情を踏まえた取り

組みを推進。グローバルで随時、水のフル循環システムの

導入も進めています。

また、廃棄物削減については、歩留まり向上による副産

物の削減など、資源リデュースを含めた3Rのさらなる進化

に取り組んでいます。日本においては、資源ごみを有価物と

して売却して得た有価物売却益が、2013年度の約38億円

から2014年度は約39億円へと増加し、追加収益を生み出

しています。

Hondaは、自社の企業活動が生物多様性に影響を及ぼ

す可能性があることを認識し、早くからその保全につなが

る活動に力を入れてきました。1960年代から工場での植

林活動や工業用水の循環利用を行い、1976年には「ふるさ

との森」づくり活動を開始しました。

また、2011年には「Honda生物多様性ガイドライン」を

制定。「Hondaは、『Honda環境宣言』における“地球環境

保全”の重要な取り組み課題として“生物多様性保全”を認

識し、企業活動との調和を図っていく」ことを基本的な考え

方として定めています。

Hondaは、生み出す製品と企業活動による環境負荷を

最小化することが生物多様性の保全に対する最大の貢献

だと考え、同ガイドラインにおいて、「環境技術の追求」「企

業活動での取り組み」「地域共生の取り組み」などの重点取

り組み領域を定め、積極的に推進しています。

※1 二輪車・四輪車・汎用製品それぞれのCO2原単位を生産台数で加重平
均した原単位　

※2 埼玉製作所狭山完成車工場との比較

Hondaは、「CO2排出ゼロ化」「エネルギーリスクゼロ化」

をめざし、グローバルに生産・販売を拡大する一方で、エネ

ルギー使用量とCO2排出量の低減に注力しています。「企

業活動に関する中期環境取り組み計画」では、「生産1台当

たりCO2排出量原単位※1を2016年度までに2008年度比

10%低減する」ことを目標として掲げており、将来的には

「製品生産にともなうエネルギー使用量の上昇率」より「エ

ネルギー消費の削減率」が上回るまで低減させることをめ

ざしています。

この目標の実現に向けて、工場の新設やリニューアルに

あたっては、車1台当たりの生産エネルギーを従来工場比※2

で30%低減した寄居完成車工場など、最新工場の省エネ

技術やノウハウを積極的に導入。エネルギー使用量やCO2

排出量の低減につなげています。また、グローバルに展開

する各事業所の省エネ取り組みを支援するために、事業所

間、地域間の情報共有を促進する仕組みを構築するととも

に、日本からの技術サポートにも力を入れています。

さらに、再生可能エネルギーの導入も積極的に進めてお

り、2014年度は、南米に27MWの風力発電設備を、中国

全土に30MWのソーラー発電システムを設置しました。な

お、日本においては、省エネ設備の導入などにより、2014年

度は約2億円のコストを削減することができました（2013

年度は約1億円の削減）。

気候変動問題・エネルギー問題への
対応
さまざまな省エネ施策をグローバルに展開

資源の有効活用
水資源の使用量や廃棄物の削減に注力

生物多様性の保全
「Honda生物多様性ガイドライン」に沿って、
継続的に取り組みを推進
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Hondaは1976年にブラジルで生産活動を始めて以
来、生産活動における環境負荷の低減に取り組んできま
した。2013年3月にはブラジル自動車業界で初めてとな
る風力発電事業を進めるべく、電力事業会社ホンダエナ
ジー・ド・ブラジル・リミターダを設立。同社はブラジル南
部のリオ・グランジ・ド・スル州に風力タービン9基を備え
た発電施設を建設し、2014年11月から稼働を開始して
います。
この風力発電施設による年間発電量は、ブラジルにお
けるHondaの四輪車生産（年間生産台数約14万台）で消
費する年間電力とほぼ同等の約9万5,000MWhで、そ
のCO2低減効果は年間2,200トン以上に上ります。今後
もHondaは再生可能エネルギーの活用を通じて、生産活
動での省エネ・CO2低減を積極的に進めていきます。

米国の販売会社アメリカンホンダモーターカンパニー・
インコーポレーテッドでは、2012年から「グリーン・ディー
ラー・プログラム」を推進しています。このプログラムは、太
陽光発電システムの設置やLED照明の採用、廃棄物削減、
再利用水による洗車な
どによって環境負荷低
減を達成した販売店を
「グリーン・ディーラー」
として認定するもの
で、2014年4月現在、
活動に参加するディー

ラー293店のうち67店が認定を受けています。
67店の内訳は、エネルギー削減率が10%以上の「シル

バー店」が41店、30%以上の「ゴールド店」が17店、50%
以上の「プラチナ店」が9店となっており、これらの合計
CO2低減量は年間約7,500トンに上っています。

四輪車生産に必要な年間電力量を風力発電で創出

販売店の環境負荷低減をめざし、「グリーン・ディーラー・プログラム」を推進

TOPICS

TOPICS

9基の風力タービンを備えたホンダエナジー・ド・ブラジル・リミターダ

ロッシ・ホンダの屋上緑化

認定
ディーラー
67店

シルバー店

41店

ゴールド店

17店

プラチナ店

9店

EV充電スタンド

雨水貯留槽
太陽光発電

自動コントロールの
LEDライト
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中期環境取り組み計画

2014年度～2016年度　「製品に関する中期環境取り組み計画」
2020年に向けた取り組みの方向性 製品に関する中期環境取り組み計画（2014年度～2016年度）

気候変動・
エネルギー

製品ライフサイクル観点
CO2総量の早期安定化と将来
の低減を見据えた、グローバ
ルCO2排出量原単位低減目標
の達成

業界トップクラス燃費性能の実現と、普及拡大の加速

二輪 ： コミューターを中心にPGM-FIや低フリクションエンジンの拡大など

四輪 ： ・  前中期からスタートした「EARTH DREAMS TECHNOLOGY」を継続展開
 ・  ダウンサイジング直噴過給システムにより、クラストップレベルの出力と環境性能を両立した2.0ℓ, 1.5ℓ, 1.0ℓの各エン

ジンを、グローバルに順次適用を進める

汎用 ： 小型エンジンの普及加速および多種燃料対応

次世代に向けた電動化技術の確立と拡大展開

二輪 ： 先進国（日本:リース）と新興国（中国）で地域ニーズに合った電動二輪車を発売

四輪 ： ・  i-MMD, i-DCDハイブリッドシステム搭載のモデルの拡大
 ・  モーター内蔵7速DCTをフロントに、左右独立型モーターをリヤに装備した、「SPORT HYBRID SH-AWD（3モーターハイ

ブリッドシステム）」をAcuraモデルへ投入
 ・  燃料電池自動車の普及に向けて、量産型FCVを2015年、日本と米国、その後、欧州で発売

汎用 ： 家庭用自動運転芝刈機「Miimo（ミーモ）」の進化と電動商品の拡大

モビリティと暮らしでのCO2排
出ゼロ化に向けた商品の投入

・  2020年、モビリティと暮らしのCO2排出ゼロを具現化するための技術の確立と実用化への検証を、実証実験ハウスを活用して、異
業種との協業も含めて実施する（日本）

・  各自治体と連携し、環境への負荷を最小限にしたうえで、移動する喜びを拡大する次世代のモビリティや、各自治体に適した街づくり
の提案をめざして、超小型EV「MC-β」を使った実証実験に取り組む（日本）

資源の
有効活用 3Rのさらなる進化

・  3R事前評価システム　・  3R設計 ・  化学物質の削減　・  使用済み部品のリサイクル
・  各国での使用済み製品に対するリサイクル法規への着実な対応
  日本：四輪車ASRリサイクル率を70％以上で維持。二輪車リサイクル率を2015年までに95％以上に向上

環境負荷物質
製品排出ガスのクリーン化 各国排ガス法規制強化に対する、排出ガスクリーン化の着実な進捗

製品含有化学物質管理の強化 ・  製品含有化学物質の管理推進と、高懸念物質の代替推進
・  各国における化学物質法規遵守のための製品含有化学物質グローバル管理システムの運用

2014年度の実績
2020年に向けた取り組みの方向性 2014年度の成果

気候変動・
エネルギー

製品ライフサイクル観点
CO2総量の早期安定化と将来
の低減を見据えた、グローバ
ルCO2排出量原単位低減目標
の達成

業界トップクラス燃費性能の実現と、普及拡大の加速

二輪 ： コミューターモデル中心にPGM-FI、低フリクション技術を採用した環境性能の高いグローバルエンジン「eSP」を拡大展開
 ・  アジア市場では、燃費性能の良いコミューター「BeAT eSP」、「BeAT POP」、「Vario 125 eSP」を投入
 ・  日本市場には、水冷・OHC・単気筒・50ccの「eSP」を搭載した「タクト/タクト・ベーシック」を投入。80km/l※1という、

50ccスクータークラスで最も優れた燃費※2を実現、さらにアイドリングストップシステムを採用※3し、燃料消費を抑制
四輪 ： ・  前中期からスタートした「EARTH DREAMS TECHNOLOGY」を搭載したガソリン車、ディーゼルエンジン車のグロー

バル展開（インド：「MOBILIO」、米国：「Acura TLX」、中国：「CR-V」など）
汎用 ： 日本市場における小型エンジン搭載モデルの新規上市
 ・  電動除雪機（ユキオスe）
 ・  高効率ポンプ（WL20X/30X）
 ・  1kW発電機（EP1000）
 ・  FI（燃料噴射装置）搭載インバーター発電機（EU55is）

次世代に向けた電動化技術の確立と拡大展開

二輪 ： 中国市場向け電動自転車「酷士（Kushi）」の販売継続

四輪 ： ・  i-DCDを搭載したモデル「グレイス」「ジェイド」の日本市場への投入
 ・  モーター内蔵7速DCTをフロントに、左右独立型モーターをリヤに装備した、「SPORT HYBRID SH-AWD（3モーター

ハイブリッド）」のAcuraモデルへの投入
 ・  新型燃料電池自動車のコンセプトカー「Honda FCV」の世界初披露（本コンセプトカーをベースにした新型FCVを

2015年度中に日本で発売予定）

汎用 ： 芝生の仕上がり性やお客様の使い勝手を向上させた家庭用自動運転芝刈機「Miimo（ミーモ）」の欧州市場への投入

モビリティと暮らしでのCO2排
出ゼロ化に向けた商品の投入

・  ITやパーソナルモビリティなどの技術と、家庭、モビリティ、地域のエネルギー需給を総合的にコントロールするエネルギーマネジメ
ント技術を取り入れた、先進の暮らしの検証（日本：積水ハウス（株）、（株）東芝と共同で、さいたま市に実証実験ハウスを建設、米国：
UC-Davis校と共同で実証実験ハウスを建設）

・  各地域の街づくりや、移動に関する課題を踏まえた、超小型EV「MC-β」の使い方やニーズの探索（熊本県、さいたま市、宮古島市と
連携して実証実験を実施）

資源の
有効活用 3Rのさらなる進化

・  3R事前評価システムの継続活用
・  3R設計、化学物質削減、使用済み部品リサイクルの継続推進
・  各国での使用済み製品に対するリサイクル法規への着実な対応
  日本：四輪車ASRリサイクル率96.8％、二輪車リサイクル率2015年97.1％

環境負荷物質
製品排出ガスのクリーン化 各国排ガス法規制強化に対応した排出ガスクリーン化の推進

製品含有化学物質管理の強化 ・  製品含有化学物質の管理と高懸念物質の代替の継続
・  各国における化学物質法規遵守とリスク低減に向けた、製品含有化学物質グローバル管理システムの継続運用

※1	 30km/h定地走行テスト値・国土交通省届出値
※2 Honda調べ。 2015年1月現在　
※3  「タクト」のみ。「タクト・ベーシック」には非搭載
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2014年度～2016年度　「企業活動に関する中期環境取り組み計画」
2020年に向けた取り組みの方向性 企業活動に関する中期環境取り組み計画（2014年度～2016年度）

気候変動・
エネルギー

製品ライフサイクル観点
全体での取り組み強化

企業活動（グローバル） 生産1台当たりCO2排出量原単位※1 ： 2016年度までに10%低減（2008年度比）

購買領域 ： グリーン購買ガイドラインに基づき、各地域ごとにサプライチェーンでの温室効果ガス排出量の把握と低減の推進

生産領域 ： ・ 寄居完成車工場（日本：2013年生産開始）における先進環境対応技術のグローバル展開に向けた推進
 ・ エネルギー使用量のベンチマークを設定し、エネルギー効率の高位平準化
生産領域 ： 再生可能エネルギー設備の導入と拡大
 ・  南米：風力発電システム 　・ 中国：メガソーラー発電システム 
 ・  日本：さくら新テストコースにメガソーラー発電システム
輸送領域 ： ・ モーダルシフト、トラック燃費向上などの推進による、各地域での輸送効率向上
 ・ 外装ケースレス仕様のグローバル導入展開

販売・オフィス・研究開発領域 ： 環境マナー施策と設備運用改善による、省エネルギー活動の推進

資源循環・
水資源

3Rのさらなる進化 生産領域 ： ・ 歩留まり向上による副産物の低減など、資源リデュース取り組みの強化 
 ・ サプライヤーと連動した金属二次材の活用推進強化　・ 廃棄物直接埋立ゼロ化（日本、欧州）の継続

水使用量の最少化 生産領域 ： 生産工程でのリサイクル水活用や、節水活動などによる、各地域事情に応じた使用量低減

環境負荷物質 生産工程でのVOC※2排出
低減

生産領域 ： ・ 塗装工程におけるVOC排出量の低減技術進化と、海外や二輪塗装工程への水平展開
 ・ 寄居完成車工場（日本）にて導入した「Honda Smart Ecological Paint」の新工場における水平展開

生物多様性
Honda生物多様性ガイドライ
ンに基づく、地域に根ざした保
全取り組み

企業活動としての取り組み ： ・ 生態系の破壊につながる、有害物質、水利用についての対応 
 ・ サプライチェーンも含めた関係者への啓蒙
地域社会との連携 ： HondaWoods※3の推進

環境
マネジメント

グローバル／各地域環境推進
体制の充実と、環境情報開示
の強化

各地域自主自立の環境推進体制強化と、グローバル連携の強化

環境、社会、法令遵守の各領域をまとめたサステナビリティレポーティングの推進

2014年度の実績
2020年に向けた取り組みの方向性 2014年度の成果 課題

気候変動・
エネルギー

製品ライフサイクル観点
全体での取り組み強化

企業活動（グローバル） 生産1台当たりCO2排出量原単位：2014年度に9%低減
（2008年度比）

・  グローバルでの生産台数減少による、体質の悪
化

購買領域 ： グローバル各地域での温室効果ガス排出量の把握定着

生産領域 ： ・  寄居工場（2013年生産開始）における先進環境対応技術のグロー
バル水平展開

 ・  エネルギー使用量のベンチマーク設定で、エネルギー効率の高位
平準化

・  新工場へのさらなる水平展開
・  見える化による、さらなるムダの洗い出し

生産領域 ： 再生可能エネルギー設備の導入
 ・  南米：27MW風力発電システム
 ・  中国：30MWメガソーラー発電システム

・  再生可能エネルギーの導入促進
・  施策と投資コストの確認

輸送領域 ：  モーダルシフト、トラック燃費向上などの推進による、各地域での輸
送効率向上

・  地域ごとの輸送形態に合わせた、施策の検討お
よび展開

販売・オフィス・研究開発領域 ： ・  環境マナー施策の実施
 ・  設備運用の改善 ・  省エネルギー活動の継続

資源循環・
水資源

3Rのさらなる進化
生産領域 ： ・  サプライヤーと連動した金属二次材の活用推進強化
 ・  廃棄物直接埋立ゼロ化（日本、欧州）の継続

・  歩留まり向上による副産物の低減など、資源リ
デュース取り組みの強化

使用済み製品リサイクル ： 各国での自動車リサイクル法規への着実な対応 ・  新規法規制への対応

水使用量の最少化
生産領域 ：  生産工程でのリサイクル水活用や節水活動などによる、各地域事情

に応じた使用量低減
 ・  インド：雨水貯留設備

・  水不足リスクが見込まれる地域の洗い出し

環境負荷物質 生産工程でのVOC※2排出
低減

生産領域 ：  寄居新工場にて導入した「Honda Smart Ecological Paint」の新工
場への水平展開

・  塗装工程におけるVOC排出量の低減技術進化
と、海外や二輪塗装工程への水平展開

・  規制がない地域への水平展開

生物多様性
Honda生物多様性ガイドライ
ンに基づく、地域に根ざした保
全取り組み

企業活動としての取り組み：
・  生態系の破壊につながる、有害物質、水利用についての対応
・  サプライチェーンも含めた関係者への啓発

地域社会との連携：
・  国内各事業所における生物多様性生態系調査
・  事業所別指針・実施要領の策定、ノウハウの蓄積

環境
マネジメント

グローバル／各地域環境推進
体制の充実と、環境情報開示
の強化

・  各地域自主自立の環境推進体制強化と、グローバル連携の強化
・  地域担当者会議の開催 ・  地域との情報共有の充実

・  Honda環境年次レポートのグローバルレポートの発行
・  各地域における環境レポートの発行

・  サステナビリティレポートへの進化による、情報
開示の充実

※1 生産1台当たりCO2排出量原単位：二輪車・四輪車・汎用製品それぞれの低減率をCO2排出量で加重平均した原単位　
※2 VOC（揮発性有機化合物）：主に塗料やシンナー中に含まれる有機溶剤に由来する光化学オキシダントの原因となる化学物質
※3 HondaWoods：Hondaの国内各事業所内にある森を、「地域社会と共存共栄し、持続可能で変化に強い森」とするために、2014年に始まった新たな森づくりの取り組み
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環境パフォーマンスデータ

Hondaは、モビリティに携わる会社として責任を持って

温室効果ガス排出量を算定、開示することが、全世界での

温室効果ガス低減に向けた取り組みを積極的に推進してい

くために必要なことだと考えています。

その足がかりとして、2012年8月、Hondaは世界で最も

広く利用されている温室効果ガス算定基準である「GHGプ

ロトコル※1」に従って、自社の企業活動による排出（スコー

プ1、2）ばかりでなく、原材料の採掘、輸送からお客様の製

品使用、廃棄による排出など（スコープ3）を含んだ、

Hondaに関わるバリュー・チェーン全体での2011年度温

室効果ガス排出量を算定し、業界では世界で初めて開示し

ました。

以後、Hondaは継続して算定と開示を行っていますが、ス

コープ3（その他の間接排出）の算定では、推計割合の大き

いカテゴリーについて対象範囲（バウンダリー）を拡大して

データ収集の推計精度を向上させたり、算出方法の精度を

向上させるなど、バリュー・チェーン全体での温室効果ガス

排出量を、より正しく把握できるよう進化を続けています。

2014年度の算定結果は、Hondaの企業活動によって排

出された温室効果ガス排出量が524万t-CO2e、その他の

間接排出も含めたHondaに関わるバリュー・チェーン全体

での温室効果ガス排出量が2億7,900万7千t-CO2eとなり

ました。今後もデータの把握、管理を進め、低減施策の実践

に活かしていきます。

Hondaに関わるバリュー・チェーン全体での温室効果ガ

ス排出の80%以上は、「お客様の製品使用による排出（ス

コープ3・カテゴリー11）」です。つまりバリュー・チェーン全

体の温室効果ガス排出量を低減していくには、お客様の製

品使用時の温室効果ガス排出を低減していくことが最も重

要であるといえます。そのためHondaは、2020年におけ

る製品CO2排出量原単位を「全世界平均で2000年比

30%低減する」と定めて、製品の燃費向上に努めています。

しかし当面、製品の燃費向上よりも製品の生産量増加の

ほうが大きいと予測されるため、この目標を達成しても

Hondaの「スコープ3・カテゴリー11」の温室効果ガス排出

量は増加すると見込まれています。

いずれどこかでこの上昇カーブを下降に転じなければな

りません。製品の生産量が増えても、製品が排出する温室

効果ガスの総量は減少させる。それがHondaのめざす姿

です。

Hondaは究極的には、製品および事業活動における温室

効果ガスの排出をゼロにすることをめざしています。環境負

荷ゼロの未来像を描き、2050年をめどに温室効果ガス企

業総排出量を半減することをめざして活動していきます。

※1 GHGプロトコル（The Greenhouse Gas Protocol）：WBCSD
（World Business Council for Sustainable Development）とWRI
（World Resources Institute）が主体となって策定

2014年度　Hondaの温室効果ガス排出量 製品使用時の温室効果ガス排出量の低減

温室効果ガス排出総量の低減

Hondaの温室効果ガス排出総量　推移イメージ

2011

〈温室効果ガス排出量〉
増加から減少へ転換

最終的なゼロへ向けて
低減努力を継続

2012 2013 2014 20××
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これまでもHondaは、独自の方法で企業活動および製

品の生産から廃棄段階に至るライフサイクル全体での環

境負荷低減に努めてきました。

2002年3月には「Honda LCA（ライフサイクルアセスメ

ント）データシステム」を構築し、企業活動の全領域におけ

るCO2総排出量を定量的に把握するとともに、生産、購買、

販売、オフィス、輸送など各部門が抑制目標を定め、低減活

動を効果的に展開してきました。

また製品一台の原材料から廃棄に至るライフサイクルで

のCO2排出量を算定、把握を行い、個別機種ごとのCO2排

出量低減の取り組みに活用しています。またこれは、今後ま

すます多様化する次世代技術の適用を検討するうえでも

重要な考え方であり、開発段階における低炭素化の提案な

ど、さらなる活用を行っていきます。

LCA（ライフサイクルアセスメント）の推進

2011年度～2014年度　温室効果ガス排出総量の推移 2014年度　温室効果ガス排出総量の内訳

● スコープ1：GHGプロトコルで定義されている、企業活動によるGHGの直接的排出（例：工場における重油の燃焼、作業車両・社用車からのGHG排出）。前記数字
は、Hondaおよび国内外の連結子会社・関連会社の企業活動からの直接的GHG排出量。

● スコープ2：GHGプロトコルで定義されている、企業活動のエネルギー利用にともなうGHGの間接排出（例：工場・オフィスでの電力エネルギーの使用）。前記数
字は、Hondaおよび国内外の連結子会社・関連会社の企業活動からの間接GHG排出量。

● スコープ3：GHGプロトコルで定義されている、スコープ1・スコープ2を除く、その他の間接GHG排出。全体が15のカテゴリーに分解・体系化されています（例：
カテゴリー11＝販売した製品の使用にともなうGHG排出。カテゴリー12＝販売した製品の廃棄にともなうGHG排出など）。

●  「カテゴリー11」の数字は、Hondaが当該年度に販売した製品（四輪車・二輪車・汎用製品）がお客様の手に渡り、最終的に廃棄されるまでの間に、お客様に使用
されることにともなって排出されるGHGの量。「スコープ3・その他のカテゴリー」の数字は、「カテゴリー1・2・3・4・5・6・7・9・10・12・15」の合計です。Hondaは
GHGプロトコルに定められた基準に従い、自社の企業活動に含まれない、もしくは他カテゴリーで計上した「カテゴリー8・13・14」を除外しています。

2011 2012

2億2,506万 
t-CO2e

2億7,591万
t-CO2e

スコープ3
カテゴリー11

スコープ3
その他のカテゴリー

スコープ1

20142013

スコープ2

2億8,116万
t-CO2e

2億7,900万7千
t-CO2e

（年度）

スコープ 3
その他のカテゴリー
18.0％

スコープ 1　0.5％ スコープ 2　1.4％

スコープ 3
カテゴリー 11
80.1％

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度

Hondaのバリュー・チェーン全体の排出  （スコープ1・2・3の合計） 2億2,506万 t-CO2e 2億7,591万 t-CO2e 2億8,116万 t-CO2e 2億7,900万7千 t-CO2e

内訳 企業活動による直接排出 （スコープ1） 124万 t-CO2e 141万 t-CO2e 141万 t-CO2e 137万6千 t-CO2e

エネルギー利用による間接排出 （スコープ2） 296万 t-CO2e 354万 t-CO2e 380万 t-CO2e 386万4千 t-CO2e

Hondaの企業活動による排出 （スコープ1・2合計） 420万 t-CO2e 495万 t-CO2e 521万 t-CO2e 524万 t-CO2e

製品の使用による排出 （スコープ3・カテゴリー11） 1億9,588万 t-CO2e 2億2,595万 t-CO2e 2億2,814万 t-CO2e 2億2,354万2千 t-CO2e

その他の排出 （スコープ3・その他のカテゴリー） 2,498万 t-CO2e 4,501万 t-CO2e 4,781万 t-CO2e 5,023万 t-CO2e

その他の間接排出 （スコープ3合計） 2億2,086万 t-CO2e 2億7,096万 t-CO2e 2億7,595万 t-CO2e 2億7,376万7千 t-CO2e

Hondaの温室効果ガス排出総量
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環境パフォーマンスデータ

間接エネルギー消費量

間接排出量

エネルギー消費量
直接エネルギー消費量

【集計対象範囲】Hondaグループの連結会社・関連会社ほぼすべて
・購入電力は、全世界共通で3.6［GJ/MWh］でJ（ジュール）へ変換　
・主に固定源からのエネルギー消費量を算出　
・単位のTJ（テラジュール）とはエネルギーの単位で、テラは10の12乗

2010

（TJ）
25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

2011 2012 2013 2014 （年度）

23,000
20,900

19,400
22,900 23,800

0 2010

（TJ）
25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0 2011 2012 2013 2014

24,000

20,30021,700 22,300 23,700

（年度）

水資源使用量／排水量

【集計対象範囲】Hondaグループの連結会社・関連会社ほぼすべて

水資源使用量

2010

（千㎥）
40,000

30,000

20,000

10,000

0 2011 2012 2013 2014

33,80034,400
30,100

34,300 35,200

（年度）

排水量

2010

（千㎥）

0 2011 2012 2013 2014

20,000
23,200

20,900 21,100 22,400

（年度）

40,000

30,000

20,000

10,000

直接排出量

温室効果ガス排出量

【集計対象範囲】Hondaグループの連結会社・関連会社ほぼすべて
・温室効果ガス算出方法は、主にWRI/WBCSD(2004)、“The Greenhouse Gas Protocol (Revised Edition)”を参照　
・ 主に固定源からの温室効果ガス排出量

2010
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0 2011 2012 2013 2014
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廃棄物等発生量／社外埋立量
社外埋立量廃棄物等発生量

【集計対象範囲】Hondaグループの連結会社・関連会社ほぼすべて
・海外廃棄物等社外埋立量には、一部にその他の社外処理を含む
・日本国内は、社外直接埋立量を計上

（年度）2010

（千t）
40

30

20

10

0 2011 2012 2013 2014

27
32

26
31 31

2010

（千t）
1,500

1,200

900

600

300

0 2011 2012 2013 2014

1,390
1,2101,280

1,370 1,400

（年度）

大気汚染物質排出量
NOx排出量SOx排出量

【集計対象範囲】 Hondaグループの連結会社・関連会社ほぼすべて
・燃料使用量からの算出

【集計対象範囲】 Hondaグループの連結会社・関連会社ほぼすべて
・燃料使用量からの算出
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● オゾン層破壊物質の排出 ： モントリオール議定書に基づく各国の法
規に従い、各事業所でオゾン層破壊物質（ODS）の使用を全廃してい
ます。

● 有害廃棄物の輸出入 ： バーゼル条約付属文書I、II、III、VIIに定められ
た有害廃棄物は輸出入していません。

● 取水によって影響を受ける水源 ： Hondaは、周囲の水資源と調和の
とれる地域を工場の候補地として選定し、各国の環境アセスメント法
規に則って工場を設置しているため、取水によって著しく影響を受け
る水源はありません。

● 水のリサイクル・リユース ： Hondaは、製造プロセスにおいて、水のリ
サイクルとリユースに取り組んでおり、その量は年間約800万m3、全
使用量の約20%になります。とくにホンダエンジニアリング（株）［日
本］、ホンダオートモービル（タイランド）カンパニー・リミテッド第二工
場［タイ］、広汽本田汽車有限公司第二工場［中国］では、ほぼ100%リ
ユースできる水のフル循環システムを導入・運用しています。

● 排水によって影響を受ける水源 ： 各国の法規に従って排水処理や処
理水の放流を行っています。

● 事業活動による生物多様性への影響 ： Hondaは、生物多様性を損
なう最大の要因は、温室効果ガス（GHG）と汚染物質の排出であると
認識しています。そのため、「Honda生物多様性ガイドライン」を設
け、優先順位を付け計画的にそれらの最少化に取り組んでいます。ま
た、国内主要事業所では生物多様性実態調査を実施し、各生物種に
即した間伐や剪定、外来種の駆除などを推進しています。さらに、毎
年レッドリストを作成しているIUCN（国際自然保護連合）に加盟する
日本国政府の「モニタリングサイト1000」（重要生態系監視地域モニ
タリング推進事業）に協力し、生態系の定点観測と報告を継続してい
ます。なお、日本において、保護地域内およびそれに隣接する事業サ
イトはありません。

● サプライヤーの環境評価 ： サプライチェーンにおける著しいマイナ
ス環境影響はありません。

環境パフォーマンスに関する補足情報
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