
●Honda環境宣言と取り組むべき領域 

Hondaは1992年に環境課題への考え方を明文化した「Honda環境宣言」を定めました。この中で、研究、開発、生産、販売、

サービス、廃棄といった商品のライフサイクルすべての段階において環境負荷削減に努めると宣言しました。 

商品のライフサイクルすべての段階で、環境負荷削減に努めることを宣言 

Hondaは、すべての企業活動および商品の使用に伴う環境負荷削減への責務を自覚し、環境保全活動に取り組んでいます。その

ためにはまず、企業活動および商品の使用が地球環境に及ぼす影響を考慮し、各テーマごとに対策の方向性と目標を設定して取り

組みを進める必要があります。こうした認識から、Hondaではライフサイクルアセスメント（LCA）の考え方に基づき、現段階で

認識可能な環境影響を整理し、分析した上で、それぞれの課題解決に向けて、領域ごとに具体的な取り組み方針を定めています。 

地球的規模と地域的規模の課題を同時に見すえて 

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。 

1992年6月制定・発表 

グリーン購買の推進 

領域 

商品開発 

CO2 
排出ガス 
音 

CO2・廃棄物 
排水・排出ガス 
音・化学物質 グリーンファクトリーの推進 

排出ガスのクリーン化 
燃費の向上・騒音の低減 
リサイクル性の向上 

購買 

CO2・廃棄物 
 

グリーンオフィスの推進 オフィス 

使用済み製品 部品回収・再利用の拡大 
使用済み製品の適正処理・リサイクルへ向けた技術支援 

製品の資源循環・3R＊ 

交換部品 
フロン・廃棄物 

グリーンディーラーの推進 
（四輪車、二輪車、汎用製品） 

販売 

CO2・廃棄物 
 

グリーンロジスティクスの推進 輸送 

生産 

地球規模的な環境課題 

地域的な環境課題 

地球温暖化 
オゾン層破壊 
資源枯渇 
 
 
 

大気汚染 
 
 

廃棄物 
 

水質汚染 
 

土壌汚染 
 
騒音 

主要取り組み 

環境に関する詳細情報は  http://www.honda.co.jp/environment/

排出される環境負荷物質 環境への影響 

＊詳細はP.41参照 

環境問題は局地的な公害問題から、 

今や温暖化という地球レベルの問題となり、 

グローバルにビジネスを展開する企業においては、 

全世界の事業所が一丸となって取り組むことが求められています。 

Hondaは、時代とともに変化するさまざまな社会的課題をとらえ、 

先進創造をもって課題に対峙し、解決を図ってきました。 

これからもその姿勢は変わらず持ち続け、 

持続可能な社会を堅持するために自ら高い目標を掲げます。 

そして、「環境課題への対応は企業の責務」という考え方のもと、 

取り組みを加速させていきます。 

 

高い目標を自
ら掲げ、 

持続可能な社
会の共創を推

進します 

1

2

3

4

Honda環境宣言 

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。 

 

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。 

 

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。 

 

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。 

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。 
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気候変動問題とモビリティ需要の拡大 

現在、地球規模で進行する気候変動問題は、特定の

地域だけの対応では解決できない課題であり、解決に

向けては全世界一丸となって対応する必要があります。

一方、モビリティの現状を見ると、依然として先進国

と開発途上国の間で、移動の質に格差があります。

人々の生活がより豊かになるためには、移動の質の

向上は欠かすことができません。したがってこれから

も自動車をはじめとするモビリティ需要は、拡大する

ことが予測されています。この「気候変動問題」と

「モビリティ需要の拡大」という、相反する課題に対し、

Hondaは技術開発で解決に向け対応を図ります。 

 

 

製品の平均燃費を全世界で向上 

今後、2020年頃までは、モビリティの動力は内燃機関

が主流であると考えられ、その「効率向上」、すなわち

「燃費の向上」が重要と考えています。製品の燃費に

関しては、これまで四輪車の場合、米国や欧州に見ら

れるように地域ごとに企業平均燃費（CAFE）の向上

が求められてきました。気候変動問題は全世界一丸と

なった取り組みが重要との認識から今回、Hondaは

従来の「企業平均燃費を地域ごとに向上する」という

考え方を発展させ、「地域ごと」から「全世界」、重量や

車種といった「カテゴリー区分」から「全製品」へ対象

範囲を広げた「製品群ごとの企業平均燃費を全世界

で向上する目標」を設定することとしました。 

 

1台の製品を生産するにあたって 

排出されるCO2を全世界で低減 

「製品を生産する過程」においても、全世界でその効

率を向上させていきます。そのために「1台の製品を

生産するにあたって排出されるCO2排出量を全世界

平均として低減する目標」を設定することとしました。 

製品と生産活動における目標設定で、 

製品ライフサイクルの大半を網羅 

「Honda LCAシステム」＊による試算では、平均的な

Honda車の製品ライフサイクルにおけるCO2排出

量は、お客様による走行からの排出が約78％、生

産工程からの排出が約6％となっています。そこで

今回、Hondaは「製品と生産活動における全世界目

標」を設定することにより、製品の生涯CO2排出量の

8割以上を網羅できると考えました。 

＊2002年に導入した製品のライフサイクルおよびHondaの事業活動     
  の環境負荷を定量的に把握するシステム

 

 

HondaがCO2低減に取り組む背景 

車の生涯 
CO2排出量 

走行段階　78%　 

生産段階 6%　 

その他 （原材料、輸送、 
サービス、廃棄段階など） 

ライフサイクルで見たCO2排出量 
（Honda LCAシステムによる試算） 

Hondaは環境問題への対応を経営の最重要課題とし、積極的に取り組

んできました。1999年には、製品の排出ガスのクリーン化と燃費向

上などを柱とした具体的な達成目標を定め、2005年末の達成をめ

ざして取り組みを推進しました。 

－これまでの歩み－  
 

2005年目標を達成したHondaは、取り組むべき次なる課題へ目を向けました。  

 

－これからの歩み－  
 

●2005年目標から2010年CO2低減目標へ ●2005年目標から2010年CO2低減目標へ 

製品のCO2低減目標 Hondaの製品から排出されるCO2の全世界平均値 

生産時のCO2低減目標 生産時に排出されるCO2の1台当たり世界平均値 

全世界で展開する「2010年CO2低減目標」 （対2000年実績） 

10%低減 
g/km当たり 

四輪車 

10%低減 
g/km当たり 

二輪車 

10%低減 
kg/1時間当たり 

汎用製品 

10%低減 
生産1台当たり 

四輪車 

20%低減 
生産1台当たり 

二輪車 

20%低減 
生産1台当たり 

汎用製品 

2005年末までの製品および生産活動における具体的な主な達成目標 

四輪車 
達成 2003年度 

達成 2001年度 

達成 2000年度 

達成 2003年度 

達成 2001年度 

達成 2005年度 

達成 2001年度 

達成 2000年度 

二輪車 

汎用製品 

生産 

燃費 

排出ガス（HC、NOｘ) 

 

 

平均燃費約25％向上（1995年比）＊1 

新車の総排出量約75％削減（1995年比）＊1  

燃費 

排出ガス（HC) 

 
平均燃費約30％向上（1995年比）＊2

新車の総排出量約1/3へ削減（1995年比）＊2 

燃費 

排出ガス（HC、NOｘ) 

 

平均燃費約30％向上（1995年比）＊3 

平均排出量約30％削減（1995年比）＊3 

エネルギー消費原単位15％低減（1990年比）＊4   

廃棄物 

省エネルギー 

廃棄物埋立処分「ゼロ化」達成＊4  

●集計対象範囲　＜製品：四輪車＞日本、北米、欧州、アジア・大洋州、中国、中南米の各地域を対象とし、Hondaの全世界の販売台数の約90％以上を網羅する。

＜製品：ニ輪車＞日本、北米、欧州、タイ、インド、中国、インドネシア、ベトナム、ブラジル、フィリピン、マレーシア、パキスタンの各地域および国を対象とし、全世界の販売台

数の約90％以上を網羅する。＜製品：汎用＞全世界を対象とし、全世界の販売台数のすべてを網羅する（船外機を除く）。＜生産時＞本田技研工業（株）を含む国内外の

完成車組立会社および主要部品会社の計72社を対象とし、Hondaグループの連結子会社、関連会社と主要関係会社における完成車組立会社のほぼ100％を網羅する。 

＊1 日本における目標　＊2 日本、米国、欧州、タイにおける目標　＊3 全世界における目標　 

＊4 1998年に発表された日本における2001年までの達成目標。なお、2010年までにエネルギー消費原単位を30％低減（1990年比）目標については推進中 
Hondaは、新たに全世界の製品および生産活動におけるCO2排出低減の目標を定め、取り組みを加速していくこととしました。

このように、全世界での製品および生産活動における、1台あたりCO2排出量の低減目標を公表するのは業界初の試みです。 

Hondaは、1998年、1999年に発表した製品および生産活動における主な具体的な達成目標を全て達成しました。  
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気候変動問題とモビリティ需要の拡大 
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も自動車をはじめとするモビリティ需要は、拡大する

ことが予測されています。この「気候変動問題」と

「モビリティ需要の拡大」という、相反する課題に対し、

Hondaは技術開発で解決に向け対応を図ります。 

 

 

製品の平均燃費を全世界で向上 

今後、2020年頃までは、モビリティの動力は内燃機関

が主流であると考えられ、その「効率向上」、すなわち

「燃費の向上」が重要と考えています。製品の燃費に

関しては、これまで四輪車の場合、米国や欧州に見ら

れるように地域ごとに企業平均燃費（CAFE）の向上

が求められてきました。気候変動問題は全世界一丸と

なった取り組みが重要との認識から今回、Hondaは

従来の「企業平均燃費を地域ごとに向上する」という

考え方を発展させ、「地域ごと」から「全世界」、重量や

車種といった「カテゴリー区分」から「全製品」へ対象

範囲を広げた「製品群ごとの企業平均燃費を全世界

で向上する目標」を設定することとしました。 

 

1台の製品を生産するにあたって 

排出されるCO2を全世界で低減 

「製品を生産する過程」においても、全世界でその効

率を向上させていきます。そのために「1台の製品を

生産するにあたって排出されるCO2排出量を全世界

平均として低減する目標」を設定することとしました。 

製品と生産活動における目標設定で、 

製品ライフサイクルの大半を網羅 

「Honda LCAシステム」＊による試算では、平均的な

Honda車の製品ライフサイクルにおけるCO2排出

量は、お客様による走行からの排出が約78％、生

産工程からの排出が約6％となっています。そこで

今回、Hondaは「製品と生産活動における全世界目

標」を設定することにより、製品の生涯CO2排出量の

8割以上を網羅できると考えました。 

＊2002年に導入した製品のライフサイクルおよびHondaの事業活動     
  の環境負荷を定量的に把握するシステム

 

 

HondaがCO2低減に取り組む背景 

車の生涯 
CO2排出量 

走行段階　78%　 

生産段階 6%　 

その他 （原材料、輸送、 
サービス、廃棄段階など） 
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Hondaは環境問題への対応を経営の最重要課題とし、積極的に取り組

んできました。1999年には、製品の排出ガスのクリーン化と燃費向

上などを柱とした具体的な達成目標を定め、2005年末の達成をめ

ざして取り組みを推進しました。 

－これまでの歩み－  
 

2005年目標を達成したHondaは、取り組むべき次なる課題へ目を向けました。  

 

－これからの歩み－  
 

●2005年目標から2010年CO2低減目標へ ●2005年目標から2010年CO2低減目標へ 

製品のCO2低減目標 Hondaの製品から排出されるCO2の全世界平均値 

生産時のCO2低減目標 生産時に排出されるCO2の1台当たり世界平均値 

全世界で展開する「2010年CO2低減目標」 （対2000年実績） 

10%低減 
g/km当たり 

四輪車 

10%低減 
g/km当たり 

二輪車 

10%低減 
kg/1時間当たり 

汎用製品 

10%低減 
生産1台当たり 

四輪車 

20%低減 
生産1台当たり 

二輪車 

20%低減 
生産1台当たり 

汎用製品 

2005年末までの製品および生産活動における具体的な主な達成目標 

四輪車 
達成 2003年度 

達成 2001年度 

達成 2000年度 

達成 2003年度 

達成 2001年度 

達成 2005年度 

達成 2001年度 

達成 2000年度 

二輪車 

汎用製品 

生産 

燃費 

排出ガス（HC、NOｘ) 

 

 

平均燃費約25％向上（1995年比）＊1 

新車の総排出量約75％削減（1995年比）＊1  

燃費 

排出ガス（HC) 
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新車の総排出量約1/3へ削減（1995年比）＊2 

燃費 

排出ガス（HC、NOｘ) 

 

平均燃費約30％向上（1995年比）＊3 

平均排出量約30％削減（1995年比）＊3 

エネルギー消費原単位15％低減（1990年比）＊4   

廃棄物 

省エネルギー 

廃棄物埋立処分「ゼロ化」達成＊4  

●集計対象範囲　＜製品：四輪車＞日本、北米、欧州、アジア・大洋州、中国、中南米の各地域を対象とし、Hondaの全世界の販売台数の約90％以上を網羅する。

＜製品：ニ輪車＞日本、北米、欧州、タイ、インド、中国、インドネシア、ベトナム、ブラジル、フィリピン、マレーシア、パキスタンの各地域および国を対象とし、全世界の販売台

数の約90％以上を網羅する。＜製品：汎用＞全世界を対象とし、全世界の販売台数のすべてを網羅する（船外機を除く）。＜生産時＞本田技研工業（株）を含む国内外の

完成車組立会社および主要部品会社の計72社を対象とし、Hondaグループの連結子会社、関連会社と主要関係会社における完成車組立会社のほぼ100％を網羅する。 

＊1 日本における目標　＊2 日本、米国、欧州、タイにおける目標　＊3 全世界における目標　 

＊4 1998年に発表された日本における2001年までの達成目標。なお、2010年までにエネルギー消費原単位を30％低減（1990年比）目標については推進中 
Hondaは、新たに全世界の製品および生産活動におけるCO2排出低減の目標を定め、取り組みを加速していくこととしました。

このように、全世界での製品および生産活動における、1台あたりCO2排出量の低減目標を公表するのは業界初の試みです。 

Hondaは、1998年、1999年に発表した製品および生産活動における主な具体的な達成目標を全て達成しました。  

 

Envi ronm

enta
l

In
itia

tiv
e

s

環 境 

3635



●先進の取り組み ●先進の取り組み 

汎用製品 

二輪車 

生産領域 

太陽電池 

ハイブリッドの世界展開を加速 

Hondaは2005年11月、新Hondaハイブリッドシス

テム搭載の「シビック ハイブリッド」を発売しました。

この新開発のハイブリッドシステムは、従来より出力を

20％高め、燃費を5％向上するとともに＊、システム

サイズの5％小型化や世界最高レベルの排出ガス

クリーン化を達成しています。Hondaは今後、より

一層の燃費向上と、さらに低価格を実現したファミ

リーユースに適した新型のハイブリッド専用車を開発

し、よりお求めやすい価格で世界のより多くのお客様

へハイブリッドをお届けし、CO2の削減に貢献してい

きます。 

＊10・15モードでの従来シビック ハイブリッド比較 

 

 

 

 

 

Hondaはお客様と喜びを共有していくため、

常にさまざまな環境技術の研究・開発と、その

早期導入に取り組んでいます。 

Hondaの先進環境取り組み 

四輪車 

FCXコンセプト（2005年 第39回東京モーターショー出品車） 

二輪車用可変シリンダーシステム 

新Hondaハイブリッドシステムとシビック ハイブリッドMX i-GX440

燃料電池車 

1.8Ri-VTECエンジン 

2.2R4気筒「i-CTDi」エンジン 

超低フリクション、可変シリンダー技術の採用で 

燃費性能をさらに向上 

二輪車では、2004年に世界で初めて50ccスクーター

にFI（電子制御燃料噴射）を採用しました。今後採用

機種をさらに拡大し、2007年末までに国内向けに発

売するすべてのスクーターに、2010年末までには全

世界で発売する大半の二輪車に搭載する予定です。

さらに次世代エンジンとして、世界的に販売台数の

多い125～150ccクラスのエンジンの燃焼効率を

向上させるとともに、世界最高レベルの超低フリク

ションエンジンを開発中で、燃費性能を13％向上

（2005年通常エンジン比）し、高出力と高燃費性能

の両立を図っていきます。また、大型二輪車向けには、

ハイパーVTECと融合させた二輪車用可変シリンダー

システムを新たに開発中です。この次世代エンジン

により、大型二輪車では2005年通常エンジン比で

約30％の燃費向上

をめざします。 

 

 

 

 

 

知能化エンジンと高膨張エンジンの投入 

汎用製品の分野では、これまでも環境性能に優れたエ

ンジンを提供してきました。現在i-GXエンジンでは、電

子制御ガバナをコア技術とした知能化を推進。業界トッ

プの環境性能と快適操作性を実現しています。また、現

在開発中の高膨張比エンジンは、通常エンジンに対し

て20％の燃費向上をめざしています。 

 

 

 

 

 

 

燃料電池自動車の普及をめざして 

走行時にCO2や有害物質を排出しない、究極のクリー

ン性能をもつ燃料電池車の開発についても強化し、

現在開発中の新型車を3年以内に発売することを

予定しています（詳細はP.13参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

次世代型薄膜太陽電池を量産化 

自動車メーカーとして初の太陽電池事業進出により、

化石燃料を使用しないクリーンなエネルギーの製造・

販売で、CO2の排出抑制に貢献していきます（詳細は

P.14参照）。 

 

 

「最も環境負荷の小さい工場」をめざして 

Hondaは、地球温暖化防止に向けてのCO2排出抑

制を主眼におき、生産領域での環境取り組みを加速

していきます。国内5カ所の生産事業所では、

2010年にエネルギー消費原単位を1990年比で

30％低減する目標を掲げ、生産工程の集約や環境

負荷の小さい天然ガスへの燃料転換を図るなど、省

エネと生産効率の向上を展開しています。2006年

5月より栃木製作所（栃木県真岡市）の生産工程で

使用する蒸気用ボイラー燃料の灯油や工程で使用

する液化石油ガス（LPG）を、CO2削減につながる

液化天然ガス（LNG）へ切り替え始め、2006年度

中に完了する予定です。 
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クリーン性能をさらに高めた 

次世代ディーゼルエンジンの開発 

ディーゼルエンジンは、欧州においてはCO2の排出削

減のためのキーテクノロジーとして注目されていま

す。Hondaでは2003年12月、欧州において自社製

2.2R4気筒「i-CTDi」ディーゼルエンジンを搭載し

たアコードを発売以来、FR-V（日本名：エディックス）、

CR-V、シビックにも搭載しています。Hondaでは、ガ

ソリン車と同等のNOX排出レベルが求められる米国

の排出ガス規制をクリアする4気筒の次世代型ディー

ゼルエンジンを現在開発中で、3年以内に市場投入し

ていく計画です。また、V型6気筒のクリーンなディー

ゼルエンジンの開発も併せて進めています。 

 

 

 

 

 

進化型エンジンによる燃費性能の向上  

Hondaは四輪車ガソリンエンジンに、独創のVTEC

機構（可変バルブタイミング・リフト機構）やVTC（連

続可変バルブタイミング・コントロール機構）で高知

能化した「i-VTEC」を幅広い排気量のエンジンに採

用。高い走行性能と優れた燃費性能の両立を実現

しています。2005年9月に発売した「シビック」の

「1.8Ri-VTEC」では、クラストップレベルの低燃費

17.0km/Rを実現しました。また、2003年にインス

パイアから投入した気筒休止機構を持つ「VCM」

（可変シリンダーシステム）を進化させ、より広い領域

で気筒休止を行うことで、2005年通常V6エンジン

に対して燃費を約11％向上させていきます。 

 

 

 

 

 

 



●先進の取り組み ●先進の取り組み 

汎用製品 
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生産領域 
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テム搭載の「シビック ハイブリッド」を発売しました。

この新開発のハイブリッドシステムは、従来より出力を

20％高め、燃費を5％向上するとともに＊、システム
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きます。 
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二輪車用可変シリンダーシステム 

新Hondaハイブリッドシステムとシビック ハイブリッドMX i-GX440

燃料電池車 

1.8Ri-VTECエンジン 

2.2R4気筒「i-CTDi」エンジン 

超低フリクション、可変シリンダー技術の採用で 

燃費性能をさらに向上 

二輪車では、2004年に世界で初めて50ccスクーター

にFI（電子制御燃料噴射）を採用しました。今後採用

機種をさらに拡大し、2007年末までに国内向けに発

売するすべてのスクーターに、2010年末までには全

世界で発売する大半の二輪車に搭載する予定です。

さらに次世代エンジンとして、世界的に販売台数の

多い125～150ccクラスのエンジンの燃焼効率を

向上させるとともに、世界最高レベルの超低フリク

ションエンジンを開発中で、燃費性能を13％向上

（2005年通常エンジン比）し、高出力と高燃費性能

の両立を図っていきます。また、大型二輪車向けには、

ハイパーVTECと融合させた二輪車用可変シリンダー

システムを新たに開発中です。この次世代エンジン
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負荷の小さい天然ガスへの燃料転換を図るなど、省
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5月より栃木製作所（栃木県真岡市）の生産工程で

使用する蒸気用ボイラー燃料の灯油や工程で使用

する液化石油ガス（LPG）を、CO2削減につながる

液化天然ガス（LNG）へ切り替え始め、2006年度
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クリーン性能をさらに高めた 

次世代ディーゼルエンジンの開発 

ディーゼルエンジンは、欧州においてはCO2の排出削

減のためのキーテクノロジーとして注目されていま
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2.2R4気筒「i-CTDi」ディーゼルエンジンを搭載し

たアコードを発売以来、FR-V（日本名：エディックス）、

CR-V、シビックにも搭載しています。Hondaでは、ガ

ソリン車と同等のNOX排出レベルが求められる米国

の排出ガス規制をクリアする4気筒の次世代型ディー

ゼルエンジンを現在開発中で、3年以内に市場投入し

ていく計画です。また、V型6気筒のクリーンなディー

ゼルエンジンの開発も併せて進めています。 

 

 

 

 

 

進化型エンジンによる燃費性能の向上  
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能化した「i-VTEC」を幅広い排気量のエンジンに採
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しています。2005年9月に発売した「シビック」の
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17.0km/Rを実現しました。また、2003年にインス

パイアから投入した気筒休止機構を持つ「VCM」
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●環境マネジメント ●年度の実績と目標 

● 南米地域  
　ISO14001: 2事業所 

● 欧州地域 
　ISO14001:8事業所 
　EMAS : 4事業所 

● 中国地域 
　ISO14001:5事業所 

● 北米地域 
　ISO14001:11事業所 

● 日 本地域 
　ISO14001:8事業所 

● アジ ア ・ 大洋州地域  
　ISO14001:15事業所 

Hondaにおける環境取り組み計画は、経営会議で定められた中期方針に基づいて各実行部門により策定され、

それぞれの環境会議において審議・承認されます。その後、各実行部門が計画に沿って取り組みを推進し、その実績

は環境会議で審議・評価されます。そしてその結果を次の目標・計画に反映するというPDCA＊サイクルに基づき、

世界の各地域（日本、北米、南米、欧州、アジア・大洋州、中国）において継続的な環境保全活動を推進しています。

また、世界にまたがる横断的テーマについては、世界環境会議へ報告し、中期方針に反映しています。Hondaの

環境保全活動の特徴は、計画や実行を専任スタッフが行うのではなく、各部門の社員一人ひとりが主体となって

取り組んでいる点にあります。これは、「Hondaの社員全員が自分たちの仕事として積極的に環境課題に取り組ん

でいく」という考え方に基づくものです。　＊Plan,Do,Check,Action の頭文字 

 

目標を達成するために、環境マネジメント体制を構築 

2005年度も前年度に引き続き、製品のライフサイクルの各領域に

おいて、高い目標に取り組みました。条件の変化などで目標を達成

できなかった場合には、その結果を分析し、2006年度はさらなる

環境負荷削減に取り組みます。 

2005年度取り組み実績と2006年度計画 

Hondaは1991年12月、環境対応で中心的な役割

を果たす組織として、環境会議（現在の日本環境会議）

を日本に設置。その後は北米、南米、欧州、アジア・大

洋州、中国へと拡大してきました。また、1995年3月

には世界環境会議を設置し、全世界的な取り組み計

画の策定と推進を行っています。 

 

各事業所の環境マネジメント（ISO14001・EMAS）

Hondaは全社の環境マネジメント体制を構築する

とともに、各事業所においても環境対応のレベルアッ

プを継続して図り、環境負荷物質の管理を徹底する

ために、環境マネジメントシステムの導入を進めて

います。これまで生産部門を中心に、環境マネジメン

トの国際規格ISO14001〈欧州においてはEU環境

管理監査制度（EMAS）〉の認証取得を積極的に

進めてきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境監査 

国内事業における環境保全活動は、環境総合責任者

会議において決定される環境中期計画と年度目標を

もとにした環境マネジメントプログラムに沿って進め

られています。それらの活動に対し、環境マネジメン

トシステムが適切に運用され、継続的に改善が図られ

ているかを確認するため、各事業所では、内部環境監

査並びに外部認証機関によるサーベイランス審査が

行われています。 

 

環境会計 

「環境対応」に関する経営判断のツールとして活用す

るため、また、企業評価指標としての情報開示の観点

から、Hondaは環境保全活動に関わるコストの集計

に積極的に取り組んでいます。 

 

環境教育 

Hondaでは、従業員一人ひとりが、各々の業務の中で

環境への取り組みを推進することをめざし、研修カリ

キュラムのなかに環境教育を織りこんでいます。また

各事業所では、環境マネジメントシステムのもと、教

育・訓練の実行計画を立て、一般従業員教育、特定作

業従事者教育、内部環境監査員教育などを定期的に

実施しています。 

 

 

 

体制 

四輪車 

二輪車 

汎用製品 

四輪車 

二輪車 

汎用製品 

施策 達成 
度合 取り組 み 方針 2005年度 目 標  2005年度実績 2006年度 目 標  

 
 

排出ガスのクリーン化 

 

燃費の向上 新技術投入による効率向上 

グリーン購買の推進 

グリーンファクトリー  
の推進 

グリーンロジスティクス 
 の推進 

グリーンディーラー・  
グリーンディストリ 
ビュータ－の推進 

リサイクル性の向上 可能率向上 

再生部品とリユースビジネスを併せた展開 

使用済み自動車の適正処理・ 
リサイクルに 向けた技術開発 

オフィス領域で連携した 
環境負荷共通管理の推進 

部品回収・再利用の拡大 

使用済み自動車の 
適正処理・リサイクル 
に向けた技術支援 

「★★★低排出ガス車」、  
「★★★★低排出ガス車」認定 
を6機種11型式追加（計24機種50型式） 

「★★★低排出 ガ ス 車」  

「★★★★ 低排出 ガ ス 車」  

拡大 

「★★★低排出ガス車」 
「★★★★低排出ガス車」 
 拡大 

2005年度国内発売3機種で対応 

2005年度発売6機種で対応 

全7区分で平成22年度 
燃費基準値クリア 

平均燃費33.1％向上 
（1995年比） 

 

iGX440搭載機種： 
平均燃費15％向上※1

燃料電池車のリース販売拡大 

コージェネレーション 
ユニット販売拡大 

鉛及び鉛化合物：切替え完了 
カドミウム及びカドミウム化合物：切替え完了 

六価クロム：防錆黒色及びグリーン 
クロメート以外は、ほぼ切替え完了  

2000年度比原単位ベース6.6% 
の低減（関連会社ベース） 

2000年度比96%の削減実施 
（関連会社ベース） 

エネルギー消費原単位22.6％低減 

CO2排出量47.0万CO2トン  

 

（埋立処分 ゼ ロ 継続）  
 

リサイクル率98.9％ 

 
社内焼却量1998年度比 
85.7％削減 

VOC排出原単位（四輪）： 
34.3g/m2 

環境マネジメントの主要4社 
との共同展開継続 

CO2排出量105,820 CO2トン 
（四輪完成車輸送） 

ベストグリーン店認定店2,489店 

環境に配慮したDREAM店19拠点 
（計66拠点）出店 

1社3拠点（計2社6拠点）認定取得 

新型車・モデルチェンジ車の 
リサイクル可能率90％以上 

新型車・モデルチェンジ車の 
リサイクル可能率95％以上 

再生部品の品目、適用機種の新規拡充なし 
リユース部品の適用機種拡大なし  

四輪車・二輪車リサイクル 
システムの安定稼働 

CO2排出量11,557 CO2トン※6 
 

 

 

 

 

 

 

 

今後、順次拡大 
 

 

 

Honda化学物質ガイド  
ライン切替え推進 

お取引先CO2 
排出量の削減 

お取引先埋立 
処分量の削減 

24.0％低減 

 

50.0万CO2トン※3 

 

（埋立処分ゼロ継続）  

リサイクル率99.0％ 
 

社内焼却量 
1998年度比89.0％削減  

VOC排出原単位（四輪）： 
34.8g/m2 ※3 
 

環境マネジメントの主要 
4社との共同展開継続 

CO2排出量110,650 CO2トン※5 
（四輪完成車輸送） 

ベストグリーン店 
認定店のさらなる拡大 

DREAM店の拡大  
 

汎用グリーンディーラーの拡大  
（特約店の環境意識の向上） 

 

リサイクル可能率の向上 
 

再利用対象部品の 
拡充と回収の拡充 

四輪車・二輪車リサイクル 
システムの安定稼動の維持 

 

CO2排出量 
11,326 CO2トン※6 
 

順次拡大 

 

 

 

さらなる燃費の向上 
 

 

 

Honda化学物質ガイド 
ライン切替え推進 

お取引先 
CO2排出量の削減 

お取引先埋立て処分量 
の削減 

エネルギー消費原単位 
22.5％低減※2

CO2排出量 
45.6万CO2トン※2

 

（埋立処分ゼロ継続）  

リサイクル率98％ 

社内焼却量 
1998年度比85％削減  

VOC排出原単位（四輪）： 
35.0g/m2 ※4

環境マネジメントの 
主要4社との共同展開 

CO2排出量115,332 
CO2トン（四輪完成車輸送） 

ベストグリーン店  
認定店のさらなる拡大 

DREAM店の拡大 
 

汎用グリーン 
ディーラーの拡大 

 

リサイクル可能率の向上   

 
再生部品の拡充、リユース 
部品の適用機種の拡大 

四輪車・二輪車リサイクル 
システムの定着化 

低排出ガス車の拡大 

FI技術の適用拡大 

 

規制の先取 り 対応 

販売会社への環境マネジメント 
の導入 

 

ディストリビューター及び販売会社 
への環境マネジメントの導入 

販売会社への環境保全活動推進 

 

 

エネルギー効率向上  

 

 

廃棄物埋立処分「ゼロ化」 

 

 

廃棄物（副産物）の削減 

 

VOCの排出量低減 
 

物流会社への 
環境マネジメントシステムの導入 

輸送効率の向上 

グリーンオフィスの推進 

四輪車 

 
二輪車 

汎用製品 

代替エネルギー製品 
の開発 

四輪車 

二輪車 

汎用製品 

四輪車 

汎用製品  

お取引先における製品（部品・資材）中の 
化学物質含有量削減 

お取引先の製造時環境負荷管理   

新型車の燃費向上 

重量区分別平均燃費向上 

順次拡大 

エネルギー効率向上 

廃棄物の削減 

お取引先への環境マネジメントシステムの導入 全お取引先の 
ISO14001取得推進 396社取得（96％） 

新型・モデルチェンジ機種の 
リサイクル可能率95％以上 

廃棄物発生量522トン※6 
 

今後、順次拡大 

さらなる燃費向上 

全お取引先の 
ISO14001取得推進 

廃棄物発生量512トン ※6 
 

オ
フ
ィ
ス 

※1 2005年度販売iGX440搭載製品 
※2 今年度より係数を変更したことにより、昨年度の表記と異なっています 
※3 CO2排出量及びVOC排出原単位の2006年度目標は、2005年度実績に
　　 対して増加しますが、これは生産背景や新規業務取り入れによるものです 
 

※4 今年度より算出方法を変更したことにより、昨年度の表記と異なっています
※5 Honda独自の算出基準による。エネルギー回収分を含む 
※6 青山、和光、白子、八重洲4オフィスビル合計 
注）★★★低排出ガス車…平成17年排出ガス基準に対し50％低減レベル車 
　  ★★★★低排出ガス車…平成17年排出ガス基準に対し75％低減レベル車 

リサイクル可能率の向上、 
PVC量の削減 
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●環境マネジメント ●年度の実績と目標 

● 南米地域  
　ISO14001: 2事業所 

● 欧州地域 
　ISO14001:8事業所 
　EMAS : 4事業所 

● 中国地域 
　ISO14001:5事業所 

● 北米地域 
　ISO14001:11事業所 

● 日 本地域 
　ISO14001:8事業所 

● アジ ア ・ 大洋州地域  
　ISO14001:15事業所 

Hondaにおける環境取り組み計画は、経営会議で定められた中期方針に基づいて各実行部門により策定され、

それぞれの環境会議において審議・承認されます。その後、各実行部門が計画に沿って取り組みを推進し、その実績

は環境会議で審議・評価されます。そしてその結果を次の目標・計画に反映するというPDCA＊サイクルに基づき、

世界の各地域（日本、北米、南米、欧州、アジア・大洋州、中国）において継続的な環境保全活動を推進しています。

また、世界にまたがる横断的テーマについては、世界環境会議へ報告し、中期方針に反映しています。Hondaの

環境保全活動の特徴は、計画や実行を専任スタッフが行うのではなく、各部門の社員一人ひとりが主体となって

取り組んでいる点にあります。これは、「Hondaの社員全員が自分たちの仕事として積極的に環境課題に取り組ん

でいく」という考え方に基づくものです。　＊Plan,Do,Check,Action の頭文字 

 

目標を達成するために、環境マネジメント体制を構築 

2005年度も前年度に引き続き、製品のライフサイクルの各領域に

おいて、高い目標に取り組みました。条件の変化などで目標を達成

できなかった場合には、その結果を分析し、2006年度はさらなる

環境負荷削減に取り組みます。 

2005年度取り組み実績と2006年度計画 

Hondaは1991年12月、環境対応で中心的な役割

を果たす組織として、環境会議（現在の日本環境会議）

を日本に設置。その後は北米、南米、欧州、アジア・大

洋州、中国へと拡大してきました。また、1995年3月

には世界環境会議を設置し、全世界的な取り組み計

画の策定と推進を行っています。 

 

各事業所の環境マネジメント（ISO14001・EMAS）

Hondaは全社の環境マネジメント体制を構築する

とともに、各事業所においても環境対応のレベルアッ

プを継続して図り、環境負荷物質の管理を徹底する

ために、環境マネジメントシステムの導入を進めて

います。これまで生産部門を中心に、環境マネジメン

トの国際規格ISO14001〈欧州においてはEU環境

管理監査制度（EMAS）〉の認証取得を積極的に

進めてきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境監査 

国内事業における環境保全活動は、環境総合責任者

会議において決定される環境中期計画と年度目標を

もとにした環境マネジメントプログラムに沿って進め

られています。それらの活動に対し、環境マネジメン

トシステムが適切に運用され、継続的に改善が図られ

ているかを確認するため、各事業所では、内部環境監

査並びに外部認証機関によるサーベイランス審査が

行われています。 

 

環境会計 

「環境対応」に関する経営判断のツールとして活用す

るため、また、企業評価指標としての情報開示の観点

から、Hondaは環境保全活動に関わるコストの集計

に積極的に取り組んでいます。 

 

環境教育 

Hondaでは、従業員一人ひとりが、各々の業務の中で

環境への取り組みを推進することをめざし、研修カリ

キュラムのなかに環境教育を織りこんでいます。また

各事業所では、環境マネジメントシステムのもと、教

育・訓練の実行計画を立て、一般従業員教育、特定作

業従事者教育、内部環境監査員教育などを定期的に

実施しています。 

 

 

 

体制 

四輪車 

二輪車 

汎用製品 

四輪車 

二輪車 

汎用製品 

施策 達成 
度合 取り組 み 方針 2005年度 目 標  2005年度実績 2006年度 目 標  

 
 

排出ガスのクリーン化 

 

燃費の向上 新技術投入による効率向上 

グリーン購買の推進 

グリーンファクトリー  
の推進 

グリーンロジスティクス 
 の推進 

グリーンディーラー・  
グリーンディストリ 
ビュータ－の推進 

リサイクル性の向上 可能率向上 

再生部品とリユースビジネスを併せた展開 

使用済み自動車の適正処理・ 
リサイクルに 向けた技術開発 

オフィス領域で連携した 
環境負荷共通管理の推進 

部品回収・再利用の拡大 

使用済み自動車の 
適正処理・リサイクル 
に向けた技術支援 

「★★★低排出ガス車」、  
「★★★★低排出ガス車」認定 
を6機種11型式追加（計24機種50型式） 

「★★★低排出 ガ ス 車」  

「★★★★ 低排出 ガ ス 車」  

拡大 

「★★★低排出ガス車」 
「★★★★低排出ガス車」 
 拡大 

2005年度国内発売3機種で対応 

2005年度発売6機種で対応 

全7区分で平成22年度 
燃費基準値クリア 

平均燃費33.1％向上 
（1995年比） 

 

iGX440搭載機種： 
平均燃費15％向上※1

燃料電池車のリース販売拡大 

コージェネレーション 
ユニット販売拡大 

鉛及び鉛化合物：切替え完了 
カドミウム及びカドミウム化合物：切替え完了 

六価クロム：防錆黒色及びグリーン 
クロメート以外は、ほぼ切替え完了  

2000年度比原単位ベース6.6% 
の低減（関連会社ベース） 

2000年度比96%の削減実施 
（関連会社ベース） 

エネルギー消費原単位22.6％低減 

CO2排出量47.0万CO2トン  

 

（埋立処分 ゼ ロ 継続）  
 

リサイクル率98.9％ 

 
社内焼却量1998年度比 
85.7％削減 

VOC排出原単位（四輪）： 
34.3g/m2 

環境マネジメントの主要4社 
との共同展開継続 

CO2排出量105,820 CO2トン 
（四輪完成車輸送） 

ベストグリーン店認定店2,489店 

環境に配慮したDREAM店19拠点 
（計66拠点）出店 

1社3拠点（計2社6拠点）認定取得 

新型車・モデルチェンジ車の 
リサイクル可能率90％以上 

新型車・モデルチェンジ車の 
リサイクル可能率95％以上 

再生部品の品目、適用機種の新規拡充なし 
リユース部品の適用機種拡大なし  

四輪車・二輪車リサイクル 
システムの安定稼働 

CO2排出量11,557 CO2トン※6 
 

 

 

 

 

 

 

 

今後、順次拡大 
 

 

 

Honda化学物質ガイド  
ライン切替え推進 

お取引先CO2 
排出量の削減 

お取引先埋立 
処分量の削減 

24.0％低減 

 

50.0万CO2トン※3 

 

（埋立処分ゼロ継続）  

リサイクル率99.0％ 
 

社内焼却量 
1998年度比89.0％削減  

VOC排出原単位（四輪）： 
34.8g/m2 ※3 
 

環境マネジメントの主要 
4社との共同展開継続 

CO2排出量110,650 CO2トン※5 
（四輪完成車輸送） 

ベストグリーン店 
認定店のさらなる拡大 

DREAM店の拡大  
 

汎用グリーンディーラーの拡大  
（特約店の環境意識の向上） 

 

リサイクル可能率の向上 
 

再利用対象部品の 
拡充と回収の拡充 

四輪車・二輪車リサイクル 
システムの安定稼動の維持 

 

CO2排出量 
11,326 CO2トン※6 
 

順次拡大 

 

 

 

さらなる燃費の向上 
 

 

 

Honda化学物質ガイド 
ライン切替え推進 

お取引先 
CO2排出量の削減 

お取引先埋立て処分量 
の削減 

エネルギー消費原単位 
22.5％低減※2

CO2排出量 
45.6万CO2トン※2

 

（埋立処分ゼロ継続）  

リサイクル率98％ 

社内焼却量 
1998年度比85％削減  

VOC排出原単位（四輪）： 
35.0g/m2 ※4

環境マネジメントの 
主要4社との共同展開 

CO2排出量115,332 
CO2トン（四輪完成車輸送） 

ベストグリーン店  
認定店のさらなる拡大 

DREAM店の拡大 
 

汎用グリーン 
ディーラーの拡大 

 

リサイクル可能率の向上   

 
再生部品の拡充、リユース 
部品の適用機種の拡大 

四輪車・二輪車リサイクル 
システムの定着化 

低排出ガス車の拡大 

FI技術の適用拡大 

 

規制の先取 り 対応 

販売会社への環境マネジメント 
の導入 

 

ディストリビューター及び販売会社 
への環境マネジメントの導入 

販売会社への環境保全活動推進 

 

 

エネルギー効率向上  

 

 

廃棄物埋立処分「ゼロ化」 

 

 

廃棄物（副産物）の削減 

 

VOCの排出量低減 
 

物流会社への 
環境マネジメントシステムの導入 

輸送効率の向上 

グリーンオフィスの推進 

四輪車 

 
二輪車 

汎用製品 

代替エネルギー製品 
の開発 

四輪車 

二輪車 

汎用製品 

四輪車 

汎用製品  

お取引先における製品（部品・資材）中の 
化学物質含有量削減 

お取引先の製造時環境負荷管理   

新型車の燃費向上 

重量区分別平均燃費向上 

順次拡大 

エネルギー効率向上 

廃棄物の削減 

お取引先への環境マネジメントシステムの導入 全お取引先の 
ISO14001取得推進 396社取得（96％） 

新型・モデルチェンジ機種の 
リサイクル可能率95％以上 

廃棄物発生量522トン※6 
 

今後、順次拡大 

さらなる燃費向上 

全お取引先の 
ISO14001取得推進 

廃棄物発生量512トン ※6 
 

オ
フ
ィ
ス 

※1 2005年度販売iGX440搭載製品 
※2 今年度より係数を変更したことにより、昨年度の表記と異なっています 
※3 CO2排出量及びVOC排出原単位の2006年度目標は、2005年度実績に
　　 対して増加しますが、これは生産背景や新規業務取り入れによるものです 
 

※4 今年度より算出方法を変更したことにより、昨年度の表記と異なっています
※5 Honda独自の算出基準による。エネルギー回収分を含む 
※6 青山、和光、白子、八重洲4オフィスビル合計 
注）★★★低排出ガス車…平成17年排出ガス基準に対し50％低減レベル車 
　  ★★★★低排出ガス車…平成17年排出ガス基準に対し75％低減レベル車 

リサイクル可能率の向上、 
PVC量の削減 

商
品
開
発 

購
買 

生
産 

輸
送 

販
売 

資
源
循
環
・
3
R

■2005年度末現在のISO14001・EMAS取得状況 
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●各領域の取り組み方針 ●各領域の取り組み方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品開発領域 

Hondaは商品のライフサイクルにおいて、環境負荷

の削減効果が最も高い使用段階における環境対応を

積極的に推進。排出ガスのクリーン化、燃費の向上

（CO2の低減）、代替エネルギーの実用化といった

一つひとつのテーマに厳しい自主目標を掲げて技術

を進化させ、人と地球、商品のより良い関係をつくる

ことに取り組んでいます。 

購買領域 

製品のライフサイクル全体での環境負荷削減には、

お取引先との協力が重要です。Hondaでは、自ら環

境負荷の削減に取り組むとともに、環境に配慮した

資材や部品の調達をめざして、「Hondaグリーン購買

ガイドライン」を策定。お取引先にもISO14001の

導入をお願いするなど、強い連携のもとにグリーン

購買活動を積極的に展開しています。 

生産領域 

資源やエネルギーを結集し、さまざまな工程を経て

商品を生み出す生産活動。そのあらゆる側面で、地球

環境への影響を最小化。そして、働く環境のさらなる

改善や地域社会との共生に向けた取り組みを行い、

地域が誇れる工場のあるべき姿をめざし、Hondaは

「グリーンファクトリー計画」を世界で推進しています。 

 

輸送領域 

Hondaは、船・鉄道輸送（モーダルシフト）の拡大や、

他社との共同輸送の拡大で、輸送の高効率化を図っ

ています。また、輸送会社との環境マネジメントシス

テムの共同展開や、グリーンロジスティクスに向けた

さまざまな取り組みを展開。さらに、包装の簡易化、

資材の見直し、仕様の変更、リターナブル容器の拡大

により、包装資材の削減を進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

販売領域 

Hondaは、販売・サービス領域の環境活動をより高

度化していくために、独自の環境マネジメントシステ

ム、グリーンディーラー認定制度を展開しています。

販売会社の環境保全活動を着実にし、継続的な取り

組みでレベルアップを図りながら、お客様と地域に喜

ばれる先進ディーラーをめざしています。 

 

 

 

 

 

 

 

製品の資源循環・3R領域 

Hondaは究極的には「地球から掘る資源の量をゼロ

にする」ことをめざして、独自の視点で先進的な取り

組みを進めていきます。そのためには、製品の開発、

生産、使用、廃棄といったライフサイクルの各段階に

おいて、リデュース、リユース、リサイクルといった

「3R」の対応が重要と考え、取り組みを進めています。 

 

オフィス領域 

Hondaは、オフィスにおいても、環境保全に配慮した

取り組みを徹底しています。また、こうした取り組みが

日常の業務や営業活動などを通じて、お客様やお取

引先、各事業所に対しての働きかけとなり、間接的に

環境に好影響を及ぼしていくことを理想としています。 

Hondaは環境保全を推進するにあたり製品のライフサイクルすなわち、

商品開発、購買、生産、輸送、販売、製品の資源循環・3R、オフィスの

各領域ごとに高い目標を掲げ、「最も環境負荷の小さい工場から、最も

環境性能の優れた製品を生み出す企業」をめざして環境課題に取り

組み続けます。 

環境保全活動の取り組み方針 

 

大気汚染物質の削減 

CO2の削減 

代替エネルギーの実用化 

騒音の低減 

排出ガスのクリーン化 

燃費の向上 

代替エネルギー 
 

騒音の低減 

環境性能の向上 

商品開発領域の主な取り組み 

 

環境マネジメントシステムの導入 
（グリーンディーラー認定） 

エネルギーの効率向上（CO2の低減 ） 

汚染防止 

使用済み製品の適正処理 
 

グリーンディーラーの推進 
 

販売領域の主な取り組み 

環境マネジメントシステムに基づく 
環境改善活動の定着化 

省エネルギー（CO2の削減 ） 

廃棄物の削減・リサイクル率の向上 

社有車への低公害車導入 

グリーンオフィスの推進 

オフィス領域の主な取り組み 

 

 

グリーン購買 
ガイドラインの推進 

化学物質管理 

お取引先の環境負荷削減 

 

ISO14001導入推進 

グリーン購買の推進 

購買領域の主な取り組み 

 

グリーンファクトリー 
の推進 

省エネルギー（CO2の削減） 

新エネルギーの導入 

省資源（水の使用量） 

省エネルギー・省資源 

廃棄物（副産物）の削減 

大気汚染・水質汚濁の防止 

化学物質の削減 

ゼロエミッション 

生産領域の主な取り組み 

 

グリーンロジスティクス 
の推進 

輸送手段の最適化 

環境負荷の削減 
（輸送会社・他社との共同展開） 

輸送効率の向上 

輸送に伴う排気ガスの 
クリーン化 

包装資材の減量化 

リターナブル容器の導入 

包装資材の削減 

輸送領域の主な取り組み 

製品の資源循環・ 
3R領域の主な取り組み 

商品開発領域 

オフィス領域 

製品の 
資源循環・ 
3R＊ 領域 

販売領域 

輸送領域 

生産領域 

購買領域 

製品のライフサイクル 

＊ リデュース（Reduce：資源節約、廃棄物削減） 

   リユース（Reuse：再使用） 

   リサイクル（Recycle：再資源化） 

再生部品／リユース部品 

IMAバッテリーリサイクル 

自動車リサイクル法 
への取り組み 

二輪車リサイクル 
自主取り組み 

リデュース設計 

3
R
事
前
評
価
シ
ス
テ
ム
 

副産物の 
リサイクル 

バンパーの回収およびリサイクル 

環境負荷物質の削減 

リユース・ 
リサイクル設計 

リデュース 

生産段階 廃棄段階 使用段階 開発段階 

開発段階 生産段階 

使用・廃棄段階 

資源循環 
開発へのフィードバック 

リユース 

リサイクル 
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●各領域の取り組み方針 ●各領域の取り組み方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品開発領域 

Hondaは商品のライフサイクルにおいて、環境負荷

の削減効果が最も高い使用段階における環境対応を

積極的に推進。排出ガスのクリーン化、燃費の向上

（CO2の低減）、代替エネルギーの実用化といった

一つひとつのテーマに厳しい自主目標を掲げて技術

を進化させ、人と地球、商品のより良い関係をつくる

ことに取り組んでいます。 

購買領域 

製品のライフサイクル全体での環境負荷削減には、

お取引先との協力が重要です。Hondaでは、自ら環

境負荷の削減に取り組むとともに、環境に配慮した

資材や部品の調達をめざして、「Hondaグリーン購買

ガイドライン」を策定。お取引先にもISO14001の

導入をお願いするなど、強い連携のもとにグリーン

購買活動を積極的に展開しています。 

生産領域 

資源やエネルギーを結集し、さまざまな工程を経て

商品を生み出す生産活動。そのあらゆる側面で、地球

環境への影響を最小化。そして、働く環境のさらなる

改善や地域社会との共生に向けた取り組みを行い、

地域が誇れる工場のあるべき姿をめざし、Hondaは

「グリーンファクトリー計画」を世界で推進しています。 

 

輸送領域 

Hondaは、船・鉄道輸送（モーダルシフト）の拡大や、

他社との共同輸送の拡大で、輸送の高効率化を図っ

ています。また、輸送会社との環境マネジメントシス

テムの共同展開や、グリーンロジスティクスに向けた

さまざまな取り組みを展開。さらに、包装の簡易化、

資材の見直し、仕様の変更、リターナブル容器の拡大

により、包装資材の削減を進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

販売領域 

Hondaは、販売・サービス領域の環境活動をより高

度化していくために、独自の環境マネジメントシステ

ム、グリーンディーラー認定制度を展開しています。

販売会社の環境保全活動を着実にし、継続的な取り

組みでレベルアップを図りながら、お客様と地域に喜

ばれる先進ディーラーをめざしています。 

 

 

 

 

 

 

 

製品の資源循環・3R領域 

Hondaは究極的には「地球から掘る資源の量をゼロ

にする」ことをめざして、独自の視点で先進的な取り

組みを進めていきます。そのためには、製品の開発、

生産、使用、廃棄といったライフサイクルの各段階に

おいて、リデュース、リユース、リサイクルといった

「3R」の対応が重要と考え、取り組みを進めています。 

 

オフィス領域 

Hondaは、オフィスにおいても、環境保全に配慮した

取り組みを徹底しています。また、こうした取り組みが

日常の業務や営業活動などを通じて、お客様やお取

引先、各事業所に対しての働きかけとなり、間接的に

環境に好影響を及ぼしていくことを理想としています。 

Hondaは環境保全を推進するにあたり製品のライフサイクルすなわち、

商品開発、購買、生産、輸送、販売、製品の資源循環・3R、オフィスの

各領域ごとに高い目標を掲げ、「最も環境負荷の小さい工場から、最も

環境性能の優れた製品を生み出す企業」をめざして環境課題に取り

組み続けます。 

環境保全活動の取り組み方針 

 

大気汚染物質の削減 

CO2の削減 

代替エネルギーの実用化 

騒音の低減 

排出ガスのクリーン化 

燃費の向上 

代替エネルギー 
 

騒音の低減 

環境性能の向上 

商品開発領域の主な取り組み 

 

環境マネジメントシステムの導入 
（グリーンディーラー認定） 

エネルギーの効率向上（CO2の低減 ） 

汚染防止 

使用済み製品の適正処理 
 

グリーンディーラーの推進 
 

販売領域の主な取り組み 

環境マネジメントシステムに基づく 
環境改善活動の定着化 

省エネルギー（CO2の削減 ） 

廃棄物の削減・リサイクル率の向上 

社有車への低公害車導入 

グリーンオフィスの推進 

オフィス領域の主な取り組み 

 

 

グリーン購買 
ガイドラインの推進 

化学物質管理 

お取引先の環境負荷削減 

 

ISO14001導入推進 

グリーン購買の推進 

購買領域の主な取り組み 

 

グリーンファクトリー 
の推進 

省エネルギー（CO2の削減） 

新エネルギーの導入 

省資源（水の使用量） 

省エネルギー・省資源 

廃棄物（副産物）の削減 

大気汚染・水質汚濁の防止 

化学物質の削減 

ゼロエミッション 

生産領域の主な取り組み 

 

グリーンロジスティクス 
の推進 

輸送手段の最適化 

環境負荷の削減 
（輸送会社・他社との共同展開） 

輸送効率の向上 

輸送に伴う排気ガスの 
クリーン化 

包装資材の減量化 

リターナブル容器の導入 

包装資材の削減 

輸送領域の主な取り組み 

製品の資源循環・ 
3R領域の主な取り組み 

商品開発領域 

オフィス領域 

製品の 
資源循環・ 
3R＊ 領域 

販売領域 

輸送領域 

生産領域 

購買領域 

製品のライフサイクル 

＊ リデュース（Reduce：資源節約、廃棄物削減） 

   リユース（Reuse：再使用） 

   リサイクル（Recycle：再資源化） 

再生部品／リユース部品 

IMAバッテリーリサイクル 

自動車リサイクル法 
への取り組み 

二輪車リサイクル 
自主取り組み 

リデュース設計 

3
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副産物の 
リサイクル 

バンパーの回収およびリサイクル 

環境負荷物質の削減 

リユース・ 
リサイクル設計 

リデュース 

生産段階 廃棄段階 使用段階 開発段階 

開発段階 生産段階 

使用・廃棄段階 

資源循環 
開発へのフィードバック 

リユース 

リサイクル 
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