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サプライチェーンの
サステナビリティ強化
に向けて
環境問題や人権問題に配慮しながらも、世界各地のお取引
先とサプライチェーンを構築し、その最適化に力を注ぐことは、
より良い製品・サービスを、お客様に迅速かつ安定的に提供
するためにも必要とされています。
裾野が広く、多くのお取引先によって支えられている自動車
業界は、自社単独ではなく、お取引先を含めたサプライチェー
ン全体で環境負荷低減を追求していく必要があります。
また、昨今、コンプライアンスや人権に対する世界的な意識
が高まるなか、自社のみならず、お取引先の労働環境や法令
遵守などの状況を適切に把握し、必要な場合は是正に努める
ことが、企業に求められています。

Hondaは自社領域に加えて、お取引先に対して GHG 排出
量や環境に対するリスクと機会の開示を求めるという、「CDP

サプライチェーンプログラム」（企業に対して気候変動対策の
情報開示を求める機関投資家らによる国際イニシアチブ）に
2017年度より参加します。
このように、世界中に存在するお取引先とともに、それぞれ
の開発・製造現場で、サステナブルな取り組みを積極的に進
めていくことで、地域に根付き、好かれ、存在を期待される
企業として、地域社会と共存共栄するサプライチェーンの実現
をめざしています。
サプライチェーンのサステナビリティ強化に、購買領域およ
び物流領域において取り組んでいます。



工　場

Hondaの物流領域の全体像

※1お取引先が依頼した輸送業者が、
　　Hondaの工場の軒先まで調達部品を持ってくること

完成車（機）輸送、
補修部品輸送

販売店

調達物流
（引き取り）※2

お取引先

工場間部品輸送

工　場

工　場調達物流
（軒下渡し）※1

※2 Hondaが依頼した輸送業者が、
　　お取引先を回って調達部品を引き取ること

物流のグローバルマネジメント体制

※3 中期目標を達成するため、グローバル本社および地域のSCM（Supply Chain Management）課題を議論する会議体

ESG推進ブロック

Environment

Social

Governance

物流CO2排出量/包装資材廃棄量実績管理機能の構築

船社・航空代理店・保険会社のグローバル契約

物流法規遵守機能/リスクマネジメントの強化

日本 北米 南米 欧州 アジア・大洋州 中国

グローバルSCMコミッティ※3
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物流のグローバルマネジメント

「物流」という機能面から
ESGマネジメントを実践

Hondaでは、製品を構成する部品の多くをお取引先から調
達し、工場まで輸送します。そして製造した製品を、工場か
ら販売店まで輸送します。さらにこのほか、工場間の部品輸
送や、販売店への補修部品輸送なども行います。このように
製造工程の上流から下流まで、大量の輸送を行うHondaにとっ
て、物流における効率化や環境負荷の低減、コンプライアンス、
リスクマネジメントは、重要な課題となります。Hondaは、「物
流」を部門・地域を超えて一元管理し、ESGの観点に即した
マネジメントを行っています。

部門と地域を超えた
一元管理体制

Hondaでは、2016年 4月に、物流における ESGマネジメン
トをよりグローバルに推進するために「ESG推進ブロック」を
新設しました。ここでは、物流に関わる関連部門、世界 6 極
の地域統括会社と協働して、CO2削減に関わる環境対応、輸

送会社管理、法規制対応の推進、保険政策、リスクマネジメ
ントなど、さまざまな物流上の課題や懸案に対する対応方針
の策定と施策の展開、一元管理を行っています。



法規情報の一元管理の仕組み

認証法規部

SCM

日本

北米

南米

欧州

アジア・大洋州

中国

日本

北米

南米

欧州

アジア・大洋州

中国

輸出国 輸入国

法規情報レポート
データベース
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CO2排出量低減
グローバル CO2排出量把握　　　　　　　　　　　　

Hondaでは完成車（機）輸送、工場間部品輸送、補修部品
輸送、引き取り輸送の輸送効率の向上に努めています。2016

年度はこれらに加え、国際海上輸送の大部分を占める四輪生
産部品の輸送における CO2排出量管理を開始しました。2017

年度はこの範囲をほかの製品領域にも拡大し、全製品・全世
界における CO2排出量把握を実現します。

モーダルシフトの拡大         　　　　　　　　　　　　

Hondaでは遠方地域への輸送を中心に、輸送手段をトラッ
クから船便や鉄道に切り替える「モーダルシフト」の拡大に取
り組んでいます。
インドでも、近年大幅に販売台数が増加している四輪製品
を輸送するため、また厳しい道路環境を避けるため、トラッ
クから鉄道へのモーダルシフトを推進しています。この取り組
みは、右記の通り日本の国土交通省と官民一体となって進め
ています※。また、2016年には、内航船を利用した四輪製品
輸送のトライアルを開始しました。他自動車会社による南部か

物流に関する取り組み

四輪完成車輸送に用いられる天然ガストラック

ら北部への船輸送の復路を利用し今後本格稼働をめざします。
これにより従来比 56％の CO2排出量削減を見込んでいます。

※国土交通省報道発表資料：インドにおける貨物鉄道利用促進の実証事業を実施
　http://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000294.html

天然ガストラックによる輸送　　　　　　　　　　

アメリカン・ホンダモーターでは、輸送トラックの天然ガス
車への切り替えを順次行っています。2016年度には、補修部
品の国内輸送のために天然ガストラックを 19台導入しました。
この結果年間 100トンの CO2排出量削減を実現しました。
さらに 2016年度には、アラバマ州リンカーンの工場で生産
した自動車の近隣貨物鉄道駅への輸送にも、天然ガストラッ
クの利用を開始しました。これによりさらなる CO2排出量削
減を見込んでいます。

物流法規情報の一元管理
国や地域をまたいで製品や部品を供給するためには、各国
で異なる輸送インフラや規制、自然災害リスクなど、さまざま
な状況を把握・分析することが必要となります。とくに、法規
制は、輸送の安全やスピードに大きな影響を与える可能性があ
ります。Hondaではつねに正確な情報をつかみ、グローバル
全体で効率良く確実にかつ状況に先んじた対応が取れるよう、
物流オペレーションに関わる国際条約や法規情報を一元管理
する機能を構築し、迅速な法令遵守対応に取り組んでいます。

デリー・ムンバイ間輸送
道路 1,476kmから鉄道 1,300kmへ短縮

道路 鉄道

http://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000294.html


0
2000 20162012 2013 2014 2015 （年度）

ノックダウン部品※における包装資材使用量原単位指数

100

47
30 29 28

※海外の工場で完成車（機）に組み立てるために使用される部品。

20

40

60

80

100

28

包装荷姿の進化

使い捨て

反復利用

内装：段ボール

内装：段ボール
（軽量化）

外装なし

外装なし外装：スチールケース

内装：プラスチック 内装：プラスチック

外装：スチールケース

使い捨て（軽薄短小化）
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包装資材の廃棄物低減
包装荷姿の進化　　      　　　　　　　　　　　  　　

物流領域の環境課題として CO2排出量低減と並ぶテーマが、
包装資材の廃棄物低減です。Hondaは包装の簡易化や資材の
見直し、仕様の変更などにより、包装資材の廃棄物低減を進
めています。例えば従来、段ボールとスチールケースを使用し
ていた使い捨ての包装荷姿を、繰り返し利用可能なプラスチッ
ク容器に変更、スチールケースを使わない包装荷姿に切り替
えています。この取り組みは欧州向けより開始し、北米向けへ
と拡大しています。

物流に関する取り組み



購買理念と購買3原則 購買行動規範の位置付け

購買3原則

わたしたちは、「購買理念」「購買3原則」を通して、
公平、公正、かつ透明性の高い取引を行います。

購買理念
良い物を、適正な価格で、タイムリーにかつ、

永続的に調達する

自由な取引
わたしたちは、
品質や量、価格、タ
イミングを満足し、
かつサステナビリテ
ィに対する考え方を
共有できるお取引先
と、自由競争に基づ
く取引を行います。

対等な取引
わたしたちは、
企業規模や国籍等に
かかわらず、お取引
先と対等の立場で取
引を行います。

お取引先の尊重
わたしたちは、
お取引先の経営とそ
の主体性を尊重しま
す。

購買理念、購買3原則

全社規定

部門規定

Hondaフィロソフィー

Hondaコーポレート・ガバナンス

Honda行動規範

購買行動規範
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購買理念／購買3原則／
購買行動規範

Hondaは、世界中すべてのお取引先とともに、環境、安全、
人権、コンプライアンス、社会的責任などに配慮し、サプラ
イチェーン全体でサステナブルな社会の実現に取り組んでいま
す。「Hondaフィロソフィー」をベースとして、「購買理念」「購
買3原則」を定め、公平、公正、かつ透明性の高い取引を行っ
ています。
また、購買活動を行う従業員一人ひとりが守るべきことを「購
買行動規範」として制定し、本規範を遵守することで、社内
外からの信頼およびお取引先との健全な関係をより確かなも
のとしています。



1950年代 1960年代 1990年代 2000年代 2010年代

QCDDを強化 グローバルに
QCDDを拡大・強化 環境への取り組みを本格化 サステナビリティ全般を強化

●購買理念／
購買3原則制定

購買活動の変遷

●サプライヤーCSRガイドライン発行（2010年）

●Hondaグリーン購買ガイドライン改訂（2011年）
  環境への取り組みをお取引先評価項目とすることを明示

●サプライヤーCSRガイドライン改訂（日本 2013年）
 紛争鉱物への取り組み内容を追加

●Automotive Industry Guideline to 
 Enhance Sustainability Performance 
 in the Supply Chain発行（北米 2014年）

●その他地域でのCSRガイドライン発行（2015年）

●購買理念、購買3原則、購買行動規範の改定
    （2015年）

●Hondaグリーン購買
ガイドライン発行（2001年）
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ガイドラインの策定
Hondaは、サステナビリティに対する考え方を全世界のお
取引先と共有し、ともに推進していくための「Hondaサプライ
ヤー CSRガイドライン」※ 1を発行しています。
このガイドラインを通じてコンプライアンス違反等の問題事
象の未然防止に努めています。
実際に問題事象が発生した場合には、お取引先からの即時
報告を受け、原因分析・改善計画の策定を依頼し、再発防止
を図っています。
お取引先からの改善計画が十分でないと判断された場合
は、問題事象の社会的影響度等を鑑みながら、将来的な取
引の継続可能性について検討します。
併せて、お取引先での取り組み状況の点検や二次お取引先
への展開のためのチェックシートを活用し、サプライチェーン
全体での取り組みを進めています。
これらサステナビリティの方針に基づいて、部品や原材料の
調達先の選定にあたっては、QCDD ※ 2、人権、労働、環境、安全、
コンプライアンス、リスクや情報保護などへの取り組みを確認
し、最適なお取引先を決定しています。

2016年度には、日本で第三者機関による監査を導入しました。
 

※1 http://www.honda.co.jp/sustainability/supply-chain/pdf/csr-guideline.pdf
※2 QCDD:Q（Quality:品質）、C（Cost:コスト）、D（Delivery:納期）、D（Development:
　　設計・開発）の略。

http://www.honda.co.jp/sustainability/supply-chain/pdf/csr-guideline.pdf


国際購買会議
（地域事業・購買戦略の整合）

購買拠点長会議
（購買方針と施策議論）

購買6極サステナビリティ会議
（実行施策整合）

購買マネジメント層

実務担当者

地域本部長
購買本部長

中国　21%

欧州　2%

アジア・大洋州　19%

日本　20%

南米   　2%

北米　36%

グローバル会議体Honda 購買グローバルネットワーク 地域別の購入額比率

Development（開発） Engineering（生産） Buying（購買）D E B
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推進体制
Hondaは、世界 6地域で事業を展開しており、それぞれに
購買の機能を設け、「需要のあるところで生産する」という会
社理念に基づき、各地域での現地調達を推進しています。最
大の生産拠点である北米における現地調達率は、主要グロー
バルモデルで約 80%に達しています。
日本には、グローバル全体の機能を統括する「購買本部」
が置かれており、地域・事業を横断的に取りまとめ、サステナ
ビリティ方針や展開目標を企画しています。2016年には、サ
ステナビリティの取り組みを強化・加速するため、専任部署（購
買企画部サステナビリティマネジメント課）を設置しました。
さらに、グローバルで PDCAサイクルを回すために、「国際購
買会議（International Purchasing Conference）」「購買拠点長
会議」「購買 6極サステナビリティ会議」などを定期的に開催し、
購買本部と各地域本部・事業本部の連携を図っています。

国際購買会議      　　 　　　　　　                            　

地域事業方針と連鎖した購買方針推進のために、地域本部
長と購買本部長による「国際購買会議」を世界 6地域で開催
しています。

購買拠点長会議   　　 　　　　　　                                   

グローバルでの中長期的な方向性や各地域における取り組
みの実行状況を確認し、議論・検討することを目的に、購買
本部および各地域のマネジメント層による「購買拠点長会議」
を年 1回開催しています。2016年度は日本で開催し、サス
テナビリティの取り組みの方向性を整合しました。

購買 6極サステナビリティ会議    　　 　　　　　　     

グローバルサプライチェーン全体で低炭素への取り組みを強
化するために、「購買 6極環境会議」を 2011年から開催して
きました。この会議は、6地域の実務担当で構成され、世界
各地のお取引先と一体となった取り組みをめざして、グローバ
ルで統一した CO2低減の展開方針や達成手段の議論と整合を
行っています。

2016年度からは、人権やコンプライアンスなどの取り組みを
加え、「購買 6極サステナビリティ会議」へと進化させました。

購買6極サステナビリティ会議
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お取引先での CO2低減支援　 　　　　　　　　　   　

Hondaは、お取引先とともに CO2 低減活動を各地域で進め
ています。
お取引先の生産現場を訪問して、省エネルギー施策を提案
するとともに取り組みのための体制整備を支援する「省エネ
キャラバン」活動を 2009年から日本で開始し、各地域に展
開をしています。
また、お取引先からの CO2データを分析し、お取引先一社
一社に対し、弱点領域や削減の進度などのフィードバックを行
う取り組みを日本で開始し、今後は各地域で展開していきます。

環境負荷低減
Hondaは、グローバルでの部品調達活動をするなかで、全
世界のお取引先との環境負荷低減活動を通じ、各地域社会と
の共存共栄をめざすという考えを「Hondaグローバル購買環
境ビジョン」として掲げています。
さらに、そのビジョンのもと、方針である「Hondaグリーン
購買ガイドライン」、重点課題である低炭素への取り組みステッ
プを表した「購買環境グランドデザイン」を策定しています。
各地域でこれらをお取引先と共有し、ともに低炭素サプライ
チェーンの実現に取り組んでいます。

CO2データの管理システム運用　　　　　  　　  　　   

取り組みの実効性を高めていくために、2011年度からお取
引先の CO2排出量低減に関わるデータを一元的に管理するシ
ステムの整備を進め、2014年度から本格運用を開始しました。
このシステムを利用して、グローバル各地域のお取引先とと
もに、低減目標（原単位△1%削減 /年）とその達成状況を
共有し、PDCAサイクルを回しています。

2016年現在、グローバルでの購入額の 8割に相当する約
1,700社にこのシステムを活用いただいています。
今後は共有いただいたデータを多面的に分析し、お取引先
の CO2低減活動に役立てていきます。

化学物質管理
Hondaは、製品を構成するすべての部品などに関する法規
遵守と、地球環境や生態系に対する影響の軽減を目的とした
「Honda製品化学物質管理基準書」を発行しています。グロー
バル各地域のお取引先に、この基準に適合する化学物質管理
体制の構築を依頼するとともに、基準を満たした部品を供給
することを保証する「適合宣言書」の提出をお願いしています。
その具体的な含有化学物質データについては、業界標準の管
理システムを活用し、量産開始前に評価を実施しています。

調達リスクへの対策
Hondaは、自然災害、火災、お取引先の財務課題や労働問
題など「生産に影響を与えるすべての事象」を部品や材料調
達におけるリスクと捉え、サプライチェーン全体で、その低減
と顕在化した際の影響の拡大を未然に防ぐための活動を行っ
ています。例えば、調達先を一つの工場に依存している部品
や原材料を「課題部品」と定義し、全世界で継続的に点検と
対策を実施しています。
この取り組みの一環として、2014年 12月から日本国内のお
取引先との間で調達リスク管理システムの運用を開始し、大
規模災害発生から短時間で被災地にあるお取引先の被災状況
と生産への影響を把握できる体制を整えました。
また、財務リスクの最小化においては、各お取引先調査に
基づいた評価を毎年 1回実施しています。加えて、第三者機
関の情報を参考にリスク確認を毎月実施しています。



第三者監査のフロー

・取り組み状況確認
・フィードバック

・現場/資料確認
・ヒアリング

・改善計画・実績報告書発行
・改善までのフォローアップ

書面調査 現地調査 改善活動
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お取引先への
法令遵守要請

Hondaは、コンプライアンスを含めたサプライチェーン全体
でのサステナビリティ強化を図っています。取引にあたっては
各国・各法令の遵守に加え、安全、防災、環境保全や資源保
護などへの留意を明記した「部品取引基本契約書」を締結し
ています。
なお、2015年には、本契約書に贈収賄防止に関する条項を
追加し、世界各国で贈賄防止の強化を図っています。

 

お取引先への
第三者監査の実施

Hondaは、ガイドラインに対する取り組み状況を確認するた
めのチェックシートをお取引先に配布し、自主点検を要請して
きました。
「サプライチェーンを含めた企業の社会的責任」を果たすこ
とへの国際的な期待の高まりにともない、Hondaは、2016

年より日本で、ビジネスボリュームが大きく影響度の高いお取
引先を対象に第三者機関による監査を開始いたしました。
監査は、書面調査と現地調査の 2段階で構成されています。
書面調査では、Hondaが対象お取引先に対し、以下の 3項
目を実施いたします。

1.国際標準に基づいた「監査用チェックシート」の配布
2.サステナビリティ取り組み状況の確認
3.分析結果のフィードバック

次に現地調査では、Hondaと監査法人の担当者が、書面調
査の結果を踏まえ、ヒアリングや帳票、ならびに実際の生産
工程や関連施設を確認し、サステナビリティの取り組み状況
をお取引先とともに検証しています。
改善が必要な事項については、「改善計画・実績報告書」を
提出いただき、必要に応じてフォローアップ調査も実施、計
画の PDCAを確認し、継続して推進しています。
今後は、海外の購買拠点とも連携し、第三者監査の拡大展
開を図っていきます。

お取引先での危険物保管状況確認
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従業員教育研修
Hondaは、購買活動に携わる従業員一人ひとりが、誠実で
公正な取り組みを推進するために、マニュアル類や人材開発
プログラムを各地域で整備しています。
例えば、北米地域では、従業員に対し、講習会、e -ラーニ
ングや OJTを通じた広範囲の研修を実施しています。そのな
かの「基礎研修コース」では、QCDD 強化の取り組みととも
に、お取引先選定などに関する購買の考え方を共有していま
す。また、「ビルディング・ビジネス・リレーションズ」研修では、
行動規範、法令遵守や機密保持など、お取引先との良好かつ
長期的な関係の重要性についての教育が行われています。
このように、グローバル各地域において、購買活動の基礎
知識とともに、それぞれの文化的・社会的背景を反映したプ
ログラムを開発し、全購買従業員を対象として実施しています。

業界団体・お取引先との連携
Hondaは、自動車業界およびお取引先との連携によるキャパ
シティビルディング（能力向上）の実施などを通じて、サプライ
チェーン全体でのサステナビリティ強化に取り組んでいきます。

業界団体との連携　　　　　　　　　　  　　  　　   

Hondaの米国子会社ホンダノースアメリカ・インコーポレー
テッド（AH）は、Automotive Industry Action Group（AIAG）
がサプライチェーンにおけるサステナビリティ強化を目的に設
置している「紛争鉱物対応」「労働環境」「温暖化対策」「化学
物質管理」の 4つの作業部会に参加しています。Hondaが共同
議長を務めている「労働環境」作業部会においては、お取引
先を対象とした研修を進めており、北米での取り組みに加え、
2012年から中国やメキシコで一次・二次お取引先に参加いた
だき、企業倫理、環境規制、労働環境、人権などの研修会
を実施しています。

お取引先との対話　　　　　　　　　　　  　　  　　   

2016年 3月に、サステナビリティ説明会を開催し、社会動
向の共有および Hondaサプライヤー CSRガイドラインに沿っ
たお取引先点検結果のフィードバックを実施しました。
また Hondaは、お取引先と事業の方向性や取り組み内容
を共有する懇談会を世界各地域で定期的に開催しています。
2016年度は世界 30ヵ所で開催しました。
日本地域では、1974年から年 1回の懇談会を開催していま
す。2017年 1月の懇談会には、お取引先 331社の経営トップ
にご出席いただきました。ここでは Hondaから全社方針や、

それを支える二輪・四輪・パワープロダクツ各事業における購
買方針を発信しました。
また各地域での懇談会の場で、QCDDなどの各領域におい
てとくに優れた実績を残されたお取引先に対して、「サプライ
ヤーアワード」として感謝賞を贈呈しています。
環境領域では、GHG 低減などの優れた取り組みをされたお
取引先に対して、各地域で「環境賞」を贈呈しました。
社会領域では、コンプライアンス、安全衛生、地域社会活
動、環境、多様性および人権などにおいて最も貢献されたお
取引先に対して、北米地域で「Corporate Citizenship Award」
の表彰を行いました。

日本地域での表彰（環境賞）
株式会社エフテック

北米地域での表彰
（Corporate Citizenship Award）

Cascade Engineering Inc.




