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世界のモビリティ需要は、欧米のみならずアジアや南米などを含め
全世界で着実な拡大が見込まれています。
その一方で、モビリティメーカーには、
地球温暖化をはじめとする環境問題への迅速かつ的確な対応や、
より安全で品質の高いものづくりが求められており、
これら社会の要請に応えることなく成長を持続していくことは困難になっています。
こうした状況を踏まえ、Hondaは現在、①国内における先進的なものづくり体制の構築、
②海外の成長基盤の強化、③環境負荷低減への取り組み強化、の三つのテーマを掲げ、
Hondaの源流を成す「ものづくり革新」、未来を支える「環境技術革新」に取り組んでいます。

存在を期待される企業をめざして

Hondaの
挑戦
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1.  進化する四輪生産体制
――寄居小川プロジェクトの取り組み

2.  ATミッションの生産革新を牽引
――浜松製作所の取り組み

3. 新たな二輪生産コンセプトを世界に発信
――熊本製作所の取り組み

1.  次世代ディーゼルエンジンの可能性
――地球温暖化対策とエネルギーの有効利用をめざして

2.  世界の二輪車に先進環境技術を
――電子制御燃料噴射システム「PGM-FI」の適用拡大をめざして

3. 家庭の省エネルギーに貢献する“Powered by Honda”
――新型コージェネレーションシステムの可能性

TOPICS
● セルロース系バイオマスからのエタノール製造新技術を共同開発
● 新型燃料電池車の「2008年・日米限定販売」を発表

高まるモビリティ需要を見据えた
「ものづくり革新」を通じて、社会の要請に応え、
ステークホルダーの夢や期待に応えていく。

「ものづくり革新」という
源流強化

Part Ⅰ

多彩な技術革新を通じて、
モビリティメーカーが提供する価値の本質──
走る楽しさと地球環境保全の両立を追求し続けていく。

「環境技術革新」という
ビジョン

Part Ⅱ
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Saitama
寄居小川プロジェクト

Kumamoto
NCPプロジェクト

Hamamatsu
PAMプロジェクト

ものづくり革新を進めていく上での重要なキーワードが

“国内生産拠点のマザー機能の強化”です。

Hondaは、事業のグローバル化にあたっては、「需要のあ

るところで生産する」ことを基本に、これまで世界中で開発・

生産の拠点を築いてきました。また、拠点づくりにおいては、

国内の生産拠点で培った高度な生産技術を海外拠点に展

開する、いわゆる“マザー機能”を発揮してきました。

しかし、今後は、需要が急拡大する海外地域のニーズに応

えるために、生産体制の増強を急ピッチで進めていく必要

があります。また、こうした生産体制の強化を前提に、Honda

は2010年までに世界各地で大幅な販売台数の増加をイ

メージしており※1、これを円滑に実現していくためには、マ

ザー機能を発揮する国内の生産技術の一層の進化を図り、

次代のものづくりの基盤を構築し、海外へ応用展開していく

ことが必要です。

こうした考えに沿って、Hondaは2006年、埼玉県寄居町・小

川町地区に、エンジンから車体までを生産する最先端の四輪

車工場を新設することを柱とした国内の生産体制の再構築

を発表。2006年9月には、浜松製作所をATミッション※2の、熊

本製作所を二輪車の、各々のマザー工場とすることを決定し

ました。

Hondaの考える“マザー機能”は、高品質・高効率的なもの

づくりだけではありません。地球環境問題への対応や、安

全で快適な職場づくり、さらには地域社会に根ざした

取り組みなど、多様なステークホルダーにとっ

て“人と環境にやさしい工場づくり”

をめざしていきます。

たとえば環境面で

は、生産活動における

CO2排出量など環境負

荷の低減目標を定め

（P41参照）、各工場で

の温暖化対策や資源循環の促進に取り組んでいます。

また、職場づくりの面では、生産ラインなどハード面の見

直しや、ワーク・ライフ・バランスに配慮した新たな人事制度

などソフト面の充実を図ることで、女性や高齢な従業員も安

全・快適に、活き活きと仕事ができる環境をめざしています。

一方、地域社会に根ざした企業をめざして、雇用の創出に

努めるとともに、各自治体との対話を通じて地域の活性化や

周辺環境の整備、安全な街づくりに向けたさまざまな活動

を推進していきます。

高まるモビリティ需要を見据えた「ものづくり革新」を通じて、
社会の要請に応え、ステークホルダーの夢や期待に応えていく。

「ものづくり革新」という源流強化

Hondaの挑戦
存在を期待される企業をめざして

Highlight 2006

Part Ⅰ

人と環境にやさしい工場づくりを推進先進技術を駆使した新たな生産システムにより
”マザー機能”を強化

※1 二輪車1,800万台以上、四輪車450万台以上、汎用製品700万台以上へと拡大していく
イメージ（2006年5月社長年央会見での公表内容）

※2 オートマチック・トランスミッション（Automatic Transmission）の略。自動車の自動変速
装置のこと
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Hondaの世界四輪車生産台数の推移
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「寄居小川プロジェクト」は、2010年の稼動開始をめざして埼

玉県寄居町に新たな四輪車工場※1を建設する“ものづくり革新”

の中核となる計画です。また、これに先立つ2009年夏には、近隣

の埼玉県小川町に新エンジン工場を稼動させ、世界で需要が高

まっている低燃費エンジンを生産する計画です。このプロジェクトで

は、三つのコンセプトを掲げて最先端の取り組みを行い、その技術成果や

ノウハウを世界の四輪生産拠点に応用展開していく計画です。

一つめのコンセプトは「資源・エネルギー循環型のグリーンファクトリー」です。資

源・エネルギー効率を世界トップレベルに高め、クルマ1台を生産する際のCO2排出

量を2000年に比べて20%低減することを目標に掲げています。二つめは、「高品質

で高効率の生産・物流システムを駆使して、お客様の多様なご要望に迅速に対応す

る最新鋭工場」を実現することです。たとえば新工場では、Honda独自の「アジャイ

ル生産システム※2」を導入し、高品質なだけでなく、お客様の満足度を最大限に高

める“感動品質”の創造にチャレンジしていきます。そして、三つめのコンセプトが、

「誰もが“個性”や“技”を十分に発揮でき、世界に誇れる“匠”の技を培う工場」「誰も

が働く“喜び”と“誇り”をもてる工場」「地域の皆様やお客様に喜んでいただける工

場」という人へのアプローチです。

これら三つのコンセプトは、“夢を追う会社、Honda”がめざす、理想のものづくり

工場の姿でもあります。夢の実現に向けて、一歩一歩、着実に前進していきたいと

考えています。

―――寄居小川プロジェクトの取り組み
進化する四輪生産体制

世界のHondaを牽引する理想の生産工場をめざして

「ものづくり革新」という源流強化  1.

Stakeholder’s Voice

自然と産業が調和した
町づくりをめざして

寄居町　
企業誘致推進課　課長

寄居小川プロジェクト　
シニアプロジェクトマネージャー

加藤 守利 様

塩崎 信彦

寄居町にHondaの新工

場建設が決定したこと

は、当町ならびに周辺

住民にとって非常に喜

ばしいことであり、雇用

創出はもちろん、商店

街の活性化、税収の増

大などのさまざまな面

で地域経済に活力をもたらしてくれるものと

期待しています。寄居町は豊かな自然に恵ま

れた町です。特に「日本水（やまとみず）」と呼

ばれる天然水は、埼玉県内で唯一「日本名水

百選」に選ばれています。今後もHondaと力

を合わせ、豊かな自然と先端産業が調和し

た持続可能な発展をめざしていきたいと考

えています。

※1 寄居工場の生産能力は年間約20万台を計画しており、これによってHondaの2010年国内四輪車生産能力は年間約150
万台に達する見込み

※2 俊敏、かつ柔軟性のある生産システムのこと

※ 北米はメキシコを含む。国内は自工会報告ベース。海外はラインオフベース

小川町新エンジン工場の完成イメージ
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寄居小川プロジェクトでは、「人間尊重」というHondaの基本理念のもと、人にやさ

しい工場を徹底的に追求していきます。人とは、従業員であり、工場周辺の地域の

人々であり、お取引先の人々であり──つまり、寄居や小川の工場に関わるすべて

の人々のことを指しています。たとえば、従来自動車工場は男性比率の高い職場でし

たが、少子高齢化や女性の社会進出が進み、近年では女性や高齢な従業員の比率

も徐々に高まっています。今後、日本が人口減少時代へと向かうなか、Hondaがこれ

からも競争力のある生産を続けていくためには、性別や年齢、ハンディキャップの有

無などを問わず、誰でも持ち味を発揮し、活き活きと働けるような職場環境づくりが

欠かせないと考えています。

そこで寄居小川プロジェクトでは、

埼玉製作所と共同で「女性が働きや

すい職場づくり」をめざして、埼玉製作

所で働く女性従業員によるワーキング

グループを発足しました。女性が働く

上でのさまざまな問題について、女性

自身が考え、女性自身の観点で解決方

法を探ってもらうというものです。具

体的には、生産工程を改善していく女性を中心としたパイロットラインを設置し、感

想をヒアリングした上で、エルゴノミクス※の視点から作業効率や作業者への負担

を分析し、その結果をもとに、作業台の高さを変更したり、重量物を楽に移動できる

ようにアシスト機を導入するなど、作業環境の改善に取り組んでいきます。

もちろん、ハードの問題だけではありません。従業員一人ひとりが高い目標をも

ち、モチベーション高く仕事に取り組むことが重要であり、

そのための環境づくりも行っていきます。

さらに、地域の一員として貢献できる活動も展開してい

くことで、人にやさしい工場の実現をめざしていきたいと

考えています。

Stakeholder’s Voice

変化するHondaへの期待

小野 めぐみ

小笠原 千夏

寄居小川プロジェクト　
齋藤 毅

埼玉製作所では、2007年4月から製作所内の

各工場で働く女性従業員10名で「女性にとっ

て働きやすい工場を考えるワーキンググ

ループ」の活動を推進しています。グループ

では、「女性にとっての働きやすさ」「結婚・出

産・育児と仕事の両立」などをテーマに、設

備などのハード面や、制度・意識といったソ

フト面についても話し

合っています。上司から

は、「女性の視点で何で

も提案してください」と

アドバイスをもらい、

Hondaが変わろうとし

ていること実感してい

ます。今後も継続して職

場改善につながる具体

的な提案を行っていき

たいと思います。

多くの女性が活躍できる
職場づくりを

埼玉製作所　
組立工場

デスクワークよりも身体を動かす仕事がした

かったので、生産ラインの仕事を希望し、現

在、インパネ※ユニットの組み立てラインで

働いています。これまで女性は自分一人だけ

だったラインに、今回、試みの一つとして、女

性を多く配属したパイロットラインがつくら

れ、従来以上に仕事に

関する会話が多くなり、

活発な雰囲気が出てき

ました。今後は、長く働

き続けられるよう、より

柔軟な勤務体制を導入

してもらえると嬉しいで

すね。

「人にやさしい工場」をめざして

埼玉製作所　
組立工場
女性にとって
働きやすい工場を考える
ワーキンググループ

作業者の負担を軽減し、品質を高めるために、エルゴノミクス
の観点から作業位置・手順などを再設計

※  インストルメントパネルの略。一般的には運転
席正面のスピードメーターなどの計器周辺の
パネル

※ 人間にとっての使いやすさという視点から機械などのあり方を研究することで、労
働による疲労やストレスを軽減する考え方のこと
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二輪車事業の躍進は、1949年、浜松で生ま

れた二輪車「ドリーム号」の生産に始まりま

す。以来、事業が二輪から四輪、日本から

世界へと広がるのと軌を一にして浜

松製作所の生産品目も拡大。現在で

は中・大型二輪車、四輪車用ATミッショ

ン、4ストローク船外機など多彩な製品を

生産しています。

なかでも、ATミッションについては、ユニットとして全

世界の20～25%、基幹部品のミッションギアは実に60%を浜松で生産してお

り、四輪車の市場拡大にともない、ATミッションの需要はますます高まっています。

こうしたなか、Hondaは、米国ジョージア州での新工場稼動や中国での生産体制

増強に取り組むとともに、浜松製作所をATミッションのマザー工場と位置づけ、生

産体制の強化・革新を図るための「PAM（Pioneer AT Mission）プロジェクト」を推

進。培った生産技術やノウハウを世界の生産拠点に展開しています。

浜松製作所では、四輪車の海外生産を技術支援するために、現在、約160名のエ

ンジニアが北米や中国、インドネシアなどの海外工場に駐在している一方、海外か

らのエンジニアを受け入れ、浜松で技術研修を行っています。こうした技術支援を

十分に行うためには、幅広い経験や知識・技能の蓄積が必要です。

そこで浜松製作所は、今回のPAMプロジェクトを機に、海外支援にあたるエンジ

ニアの育成を長期的視点に立って計画的に

行うこととし、製造ラインの最適化や設備更

新など高度な技能が要求される仕事に若

手エンジニアを積極的に登用しています。

また、エンジニアをより効果的に養成する

ために、今後は三現主義（現場・現物・現実）

を基本とした教育の場を製作所内に開設す

ることを計画しています。

―――浜松製作所の取り組み
ATミッションの生産革新を牽引

ATミッションのグローバルな需要拡大に
応えるために

「ものづくり革新」という源流強化  2.

浜松製作所　PAMプロジェクト　

増田 英明

環境にやさしい工場をめざして

環境保全

浜松製作所では、PAMプロジェクトのメイン

テーマの一つとして環境保全活動の強化に

取り組んでいます。2010年までにCO2排出

量を1990年度比15.3%削減する目標を掲

げ、工場内の変電設備のリニューアルなど

によってエネルギー利用の効率化を図って

いきます。また、2002年に改正された浜松

市の臭気規制条例に応じて、鋳造工場にオ

ゾン脱臭設備を導入するなど、さまざまな

環境対策を推進しています。

ATミッションの生産革新を担う
新しいエンジニアを育成していく

ATミッション技術研修の様子

浜松製作所
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Hondaの世界二輪車生産台数の推移

2002
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（ATV※1を含む）

二輪車事業は、Honda創業時からの歴史ある事業であり、現在は、二輪車の世界

トップメーカーとして、日常の移動手段として用いられる小排気量のバイクから、高

性能･大排気量のバイクまで、地域のモビリティニーズや人々のライフスタイルに応

じた多種多様な二輪車を世界中のお客様に提供しています。

世界の二輪車市場は、欧米などの先進国のみならず、インドや中国などのアジア

地域、さらにはブラジル、アルゼンチンなど南米地域での需要が急速に拡大してい

ます。Hondaでは、すでに世界22ヵ国に33の生産拠点と、日本を含め欧米、アジアな

どに研究開発拠点を有し、現地のニーズに合わせた二輪車の開発・生産を行ってい

ます。こうした世界的な需要拡大に応えていくために、品質や生産性向上など、もの

づくりのさらなるレベルアップを図り、トップメーカーとしての供給責任、製品責任

を果たしていかねばなりません。

また、先進国市場を中心に、二輪

車の分野でも、燃費向上や排気

ガス浄化などの環境技術や、安

全技術に対する社会の要請がま

すます高まっています。

そこでHondaは、浜松製作所の中・大型二輪車（排気量250cc以上）の生産機能

を、小型二輪車（同250cc未満）を生産する熊本製作所に順次集約していくことを決

定しました。これにより、二輪車事業の生産の効率化を図り、グローバルな競争力を

もった生産体質への改革を進めることで、国内外の工場での生産増強や新車種・新

技術のスムーズな量産立ち上げを推進していく計画です。その一環として、2006年9

月に、熊本製作所内に2008年をめどに年産60万台規模の新しい二輪車工場を建設

することを決定しました。

熊本製作所の新工場建設プロジェクトは、人と環境にやさしく、なおかつ世界を

リードする競争力を備えた新たなコンセプトをもった工場づくりをめざすという意

味を込めて、「NCP（New motor Ｃycle Plant）プロジェクト」と呼んでいます。具体

的には、コミューター系※2バイクは部品の共有化によりコスト競争力を高めていく

一方、ファン系※3バイクについては、さらなる高性能・高品質を追求することで高付

加価値化を図っていきます。

また、今後は技術者育成や、地域社会との交流にも一層力を注ぎ、二輪車および

ATVの“故郷”として、世界に情報発信し続けるマザー機能をめざしていきます。

―――熊本製作所の取り組み
新たな二輪生産コンセプトを世界に発信

世界トップメーカーとしての責任を果たすために

さらなる高性能・高品質を追求して競争力を高める

「ものづくり革新」という源流強化  3.

熊本製作所　NCPプロジェクト
プロジェクトリーダー
笹部 清一

「セルライン」導入で
高度な技能の伝承を
二輪車の生産はベルトコンベアを用いたラ

イン生産方式が一般的ですが、Hondaでは

一部の車種に、一台の二輪車を3～4名で組

み上げる「セル生産方式」も導入していま

す。この方式は、多品種少量生産に柔軟に

対応できるほか、熟練エンジニアと若手エ

ンジニアが連携して一台の二輪車を組み上

げることで、技能の伝承が図れ、一層の品質

向上も見込まれます。Hondaでは、今後は双

方の利点を組み合わせた「セルライン」へと

進化させていく計画です。

※1 全地形対応車（All Terrain Vehicle）の略。一般的には「バギー」と称される
※2 小型バイクを中心とする、主に日常の移動手段となるモーターサイクル領域のこと
※3 スーパースポーツ領域を含む趣味性の高いモーターサイクル領域のこと

人材育成

セル生産方式のイメージ
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大津町の行政・自治体の方々との定例懇談会

熊本製作所は、1976年の操業開始以来、「地域社会とともに成長する」という考え

にもとづき、地域社会との対話を重視した事業活動を展開してきました。たとえば、

設立当初から実施している「定例懇談会」は、大津町の行政・自治体の方々をお招き

して情報交換・意見交換を行う会で、現在も毎年2回開催しています。また、地元のマ

スコミや自治体・行政の方々向けの「マスコミ会見」も毎年実施しています。

今回の新工場建設に際しても、構想の段階から自治体や地域の方々などに情報発

信し、さまざまなステークホルダーの皆様のご意見を取り入れていく予定です。

一方、地域の方 と々の交流や地域貢献活動にも力を注いでおり、子ども向けの交

通安全教育や環境教育、ものづくりの楽しさを体験する「ダンボールクラフト教室」

の開催、小中学生を対象とした工場見学、製作所内のグラウンド施設の開放などを

行っています。

もちろん、環境保全活動も息の長い取り組みとして継続しています。たとえば、地

下水の豊富な熊本県では、現在も生活用水のほとんどを地下水でまかなっている

地域が少なくありません。そこで熊本製作所では、雨水の有効利用や工業用水の循

環利用を推進し、地下水からの汲み上げ量を抑制しているほか、地下水資源の涵養

をめざして、地元の植林活動を行っています。

熊本製作所は、地域社会と発展をともにする企業市民として、今後も、地域の方々

との対話を積み重ねていきます。

Stakeholder’s Voice

“二輪の町”として
Hondaとともに発展していく

大津町 町長
家入 勲 様

熊本製作所
事業管理部

熊本二輪新工場の完成イメージ

北畑 達也

今日、地方自治における大きな課題の一つ

に、若者の都市部への流出問題があります。

その意味で、今回、Hondaが大津町で二輪車

事業を拡大することは、非常に心強いことで

す。魅力ある雇用の場が増えて若者の地元へ

の定住率が高まれば、町も大いに活性化し

ますし、二世代、三世代の同居世帯が増える

ことによって、高齢者の介護環境も改善され

るはずです。これらを実現していくために、今

後、大津町は、優秀な人材を育成する教育に

一層力を注いでいきたいと思います。また、

たとえば「モトクロス大会」や「ホームカミン

グ※」などのイベント開

催やツーリング道路の

整備などを通じて、“二

輪の町-大津”として町

おこし活動にも取り組

んでいきたいと考えて

います。

地域とともに発展する生産工場として

※ バイクユーザーが、愛車の生まれ故郷（製造地）
を訪れ、交流を深めるイベント

20C S Rレ ポート2 0 0 7



自動車や二輪車などのモビリティ製品は、ガソリンや軽油

などの化石燃料を消費し、二酸化炭素（CO2）や窒素酸化物

（NOx）などのガスを排出しながら走っており、エネルギー問

題や温暖化による気候変動、大気汚染などの地球環境問題

と密接に関わっています。

一方で、モビリティは人々の豊かで快適な暮らしや産業

の発展にとって不可欠な移動手段であり、今後、世界の経済

成長の進展にともない、モビリティ需要がますます拡大して

いくことは間違いありません。

こうしたなか、モビリティに関わる企業は、「環境負荷の低

減」と「需要拡大への対応」の双方を満たすあらゆるテーマ

に取り組んでいくことが求められています。

そこでHondaは、モビリティに関わる企業の責任として、

また自動車メーカーとしてのあるべき価値の創造のため

に、2006年5月、全世界で生産・販売する製品と、生産活動に

ともなうCO2排出量の低減目標を「2010年CO2低減目標」と

して定めました（P41参照）。

このように、全世界でのCO2排出低減目標を公表すること

は、自動車メーカーとして初めてであり、その取り組みには

世界から注目が集まっています。

モビリティ製品におけるCO2排出量を削減していくため

に、Hondaは、大きく二つの方向性から環境技術の革新に

挑戦しています。

一つは、モビリティとエネルギーの双方の特性を最適化

し、利用効率を高めていく「エンジンの技術革新」です。たと

えば、「ハイブリッド車」は、頻繁に発進・減速を繰り返す市街

地などではその特長が発揮されますが、長距離の高速走行

などでは、十分に利点を発揮できません※1。一方、「ディーゼ

ル車」は、長距離走行において優れた燃費性能を発揮しま

す。そこでHondaでは、現行のガソリンエンジン車の燃費向

上を追求しつつ、市街地での移動に便利な小型車について

は「ハイブリッド車」を、レジャーや商業用途など長距離走行

の機会が多い中型・大型車については「ディーゼル車」を商

品化するなど、モビリティの用途に応じた環境対応自動車を

開発しています。さらに、究極のクリーンエネルギーといわれ

る燃料電池を用いた自動車も実用化しています。また、二輪

車においては、電子制御燃料噴射装置（PGM-FⅠ※2）の搭載

車種の拡大に努めるほか、燃費を向上させる「超低フリク

ションエンジン」や「可変シリンダーシステム」などの開発に

取り組んでいます。

もう一つのアプローチが、太陽電池パネルやバイオエタ

ノール、コージェネレーションシステムなどの「クリーンなエ

ネルギー自体を生み出す技術革新」です。

Hondaでは、こうしたさまざまな環境技術を組み合わせ

ながら、走る楽しさと地球環境保全の両立を追求し続けて

いきます。

Hondaの挑戦
存在を期待される企業をめざして

多彩な技術革新を通じて、
モビリティメーカーが提供する価値の本質──
走る楽しさと地球環境保全の両立を追求し続けていく。

「環境技術革新」というビジョン
Highlight 2006

Part Ⅱ

多彩な環境技術を駆使して、
エネルギーの最適利用を実現

全世界の製品・生産活動における
CO2排出低減目標を発表

※1 「ハイブリッド車」は、ガソリンエンジンと電気モーターという2種類の動力源を組み合
わせながら走るクルマ。ブレーキングの際の減速エネルギーを回収してバッテリー
に蓄え、加速時に利用することでエネルギー利用効率を高め、燃費向上を実現する
ため、頻繁に発進・減速を繰り返す市街地ほど特長が発揮される

※2 Programmed Fuel Injectionの略
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原料
11.0％

製造
6.4％

輸送
0.7％

サービス
3.6％

廃棄
0.2％

78.1％

走行
60.1％

（Honda LCAシステム（P54参照）による国内での試算）

（「燃料精製」+「走行」）

燃料精製
18.0％

Hondaが追求するエンジン技術革新の大きな成果の一つが、2006年5月に発表

した「次世代ディーゼルエンジン」です。

ディーゼルエンジンは、本来、ガソリンエンジンに比べて燃費性能に優れ、CO2排

出量が少ないというメリットがあります。その反面、粒子状物質（PM）や窒素酸化物

（NOx）などの有害物質が出やすいことから、日本国内では「環境に良くない」という

イメージがありました。しかし、近年では燃料噴射装置の改良や排ガス後処理技術

の進化によって、排気ガスのクリーン化が大きく進展。ディーゼルを次世代のクリー

ンエンジンと位置づける欧州では、環境問題に対する消費者の意識や注目度が高

まり、現在では乗用車市場の過半数をディーゼル車が占めています。

また、一般的にガソリン車のライフサイクル全体でのCO2の排出量は、「走行時」

の次に「燃料精製時」にCO2の排出が多いことがわかっています（下図参照）。一方

でディーゼル車の燃料となる「軽油」は「ガソリン」に比べて原油からの精製時に排

出されるCO2の量が低く、これも大きなメリットといえます。

地球温暖化問題がクローズアップされるなか、こうした理由から、ガソリン車が乗

用車の大半を占めてきた日本や米国の市場においても、近年ではディーゼルエン

ジンの価値が再評価されつつあります。

原油を100%輸入に頼っている日本においては、エネルギー資源の有効利用とい

う観点からもディーゼル車の普及は大きな意味があります。というのも、原油から精

製できるガソリンや軽油、重油などの石油製品の割合は一定で、

ガソリン車が主流の日本では軽油が余ってしまいます。つまり軽

油を燃料とするディーゼル車を普及させることができれば、輸入

した原油をムダなく効率的に利用できるというわけです。

さらに、ディーゼルエンジンは軽油だけでなく、天然ガスや石

炭、バイオマスからできる液化燃料や菜種油などのバイオディー

ゼル燃料など、さまざまな燃料を活

用できる点も将来のエネルギー

状況を考えると大きなメリッ

トです。

このように、Hondaは地球温暖化対策

だけではなく、エネルギー事情やその

有効利用という多角的な視点から

次世代ディーゼルエンジンの

開発に着手しました。

―――地球温暖化対策とエネルギーの有効利用をめざして
次世代ディーゼルエンジンの可能性

温暖化対策として見直しが進むディーゼルエンジン

エネルギーの有効活用をめざして

「環境技術革新」というビジョン 1.

Honda CSRの実践［広報担当］

Honda CSRの実践［欧州販売担当］

広報部
山本 桂太郎

四輪開発センター
長弘 憲一

ディーゼル車は「うるさい・臭い・汚い」という

既存イメージが強いだけに、事実を踏まえた

継続的なコミュニケーションによる理解促進

が大変重要であるととらえています。「独創的

であること」「志を高く

もつこと」を使命に、移

動の楽しさや走る喜び

を高めるHondaならで

はの先進技術を、わか

りやすくかつ誠実な表

現で積極的にアピール

していきます。

Honda UK　 Marketing
トム  ガードナー

ディーゼル車市場が急速に拡大する英国で

は、燃費性能はもちろんのこと、ガソリン車と

同様の高い動力性能をもちながら静かで運

転がしやすいHondaのディーゼル車は大き

な存在感を放っています。Hondaはお客様へ

最良の商品を提供すべ

くチャレンジする企業

ですので、今後もよりク

リーンなHondaの低公

害車の販売を通じてお

客様と喜びを共有した

いと思っています。

シビックのライフサイクルにおけるCO2排出比率
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選択還元型触媒システム

NOx浄化

一酸化炭素（CO）と
炭化水素（HC）を浄化

粒子状物質（PM）を除去

NOx浄化

酸化触媒 DPF※ SCR※

尿素水添加システム 尿素水タンク

クリーンな
排気ガス

エンジンからの
排気ガス

尿素水

 リーンNOx触媒システム

一酸化炭素（CO）と
炭化水素（HC）を浄化

粒子状物質（PM）を除去

酸化触媒 DPF  リーンNOx触媒

クリーンな
排気ガス

エンジンからの
排気ガス

 軽量  コンパクト  メンテナンスフリー

今回のディーゼルエンジンの開発で最も注力したのは、排気ガスに含まれるNOx

をいかに削減していくかというテーマです。技術が進化したとはいえ、世界で最も厳

しい米国カリフォルニア州の排ガス規制をクリアしたディーゼル乗用車はなく、

2007年からはさらに厳しい規制が導入されました。また、日本でも2009年から、こ

れと同等の排ガス規制が導入されます。

そこでHondaでは、次世代ディーゼルエンジンのための新たな排ガス浄化技術

──触媒内部で生成されるアンモニアの還元作用を利用してNOxを浄化する画

期的な技術──「リーンNOx触媒」を実用化しました。これにより、ディーゼル車と

して世界で初めて、ガソリン車と同等のNOx排出レベルが求められる米国の規制

「TierⅡ Bin5」の排ガスレベルをクリア（社内値）。世界の自動車業界から注目を集

めています。

NOx浄化技術としては、他にも排気管内に尿素水を噴射させる「尿素噴射方式」

があり、自動車業界では以前から知られていました。しかし、この方式は噴射装置や

尿素水タンクなどの設置、それにともなう車の重量アップ、また尿素水の定期的な

補充を必要とするため、Hondaでは、「軽量・コンパクト・メンテナンスフリー」につな

がる触媒方式として、「リーンNOx触媒」の研究・開発に取り組んできました。

Hondaでは、今後、こうした排ガス浄化技術のさらなる性能向上はもちろん、車載

式故障診断システムなど新技術の導入に取り組み、次世代ディーゼルエンジンを搭

載したクルマを2009年にアメリカ市場へ投入するほか、国内市場でも発売を計画し

ています。

世界に先駆けて全米排ガス規制をクリアする新しいNOx浄化技術を開発Honda CSRの実践［購買担当］

Honda CSRの実践［特許担当］

排ガス浄化システム
● 他社が採用している尿素噴射方式（選択還元型触媒システム）

● Hondaが採用予定のリーンNOx触媒システム

四輪購買二部
齋藤 和良

ディーゼルエンジンの基幹部品は、技術進

化が激しく、コスト競争力の向上や開発の

スピードが重要となります。そのため中長期

的戦略にもとづき、お取引先、研究所、購買

で情報交換し、仕様を

調整して量を確保して

いくよう努めました。購

買部門はこうした取り

組みを通じて、お取引

先と長期的かつ発展

的な信頼関係を築い

ています。

四輪開発センター
林田 恵

Hondaには、従来からオリジナリティを尊ぶ

風土があり、技術者は常に新技術の創出に

全身全霊を注いでいます。私たちはそれをサ

ポートすべく、第三者の権利を侵害していな

いか、自社所有の特許

を無断で使用されてい

ないかを調査しながら、

ディーゼルの世界にお

いてもHondaらしい独

創技術の成果を特許出

願し、権利化を図って

います。

※ SCR：Selective Catalytic Reductionの略

※ Diesel Particulate Filterの略
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Hondaは、二輪車の世界トップメーカーとして、燃費向上や排気ガス

クリーン化などの環境性能向上に積極的に取り組んでおり、

「2010年までに世界で販売する製品のCO2排出量を2000年

度比10%低減すること」を宣言しています。

これを実現するために、Hondaは、2007年末まで

に国内のスクーターに「PGM-FI」の適用を拡大して

いくほか、2010年末までに全世界の大半の機種に

搭載することを発表しています。PGM-FIとは、使用

環境や加減速による負荷などに応じて、エンジンの

点火時期や燃料噴射の量・タイミングなどを最適に電子制御するシステム。これを

搭載することで、走行性能を落とすことなく「排出ガスの清浄化」「燃費向上（CO2削

減）」を実現することができ、また低温時や長期放置後の始動性の向上なども図れ

ます。

Hondaは、このPGM-FIの導入に早くから力を注いでおり、大型二輪車については

多くの機種への搭載が進んでいますが、さらに適用機種を拡大しており、小型車で

は2003年に125／150ccのスクーターに、2004年には世界で初めて50ccスクーター

に搭載しました。現在は世界の大半を占める開発途上国のコミューターなど小型機

種への展開に注力しています。

PGM-FIを小型機種に展開していくにあたっては、大型二輪のシステムをそのまま

適用するのではなく、小型・軽量化はもちろんのこと、小排気量に合わせた制御精度

の向上や、キック始動や空冷エンジンへの対応、低価格化といったさまざまな課題

を解決する必要がありました。

そこでHondaは、当時の大型車のシステムに比べて燃料粒子が2分の1、空気供

給量の制御単位が3分の1、燃料噴射量の制御単位が5分の1となる高度な精密制御

技術を確立しました。また、キック始動の際のわずかな電力でエンジン始動できる

電気回路を新たに開発したほか、材料の見直しやシステム構成を極限までシンプ

ルにして部品点数の削減やコストダウンを図ってきました。

これらの技術開発の結果、現在では小型コミューター向けの50～250ccの主要な

エンジン形式に対応する

PGM-FIを実現し、今後、世界で

発売するモデルすべてに

PGM-FIを搭載するべく、目標

達成に向けて着実に前進して

います。

―――電子制御燃料噴射システム「PGM-FI」の適用拡大をめざして
世界の二輪車に先進環境技術を

エンジンの燃焼を最適制御し、走行性能と低燃費を実現

小型機種向けに、小型・高性能と低価格化を追求

「環境技術革新」というビジョン 2.

小型PGM-FIの技術課題

二輪開発センター
小型
軽量化

小型対応

小型
PGM-FI

キック始動
（バッテリー放電時）
空冷エンジン対応

開発途上国ニーズ対応

微少流量コントロール
燃料の微粒化

小排気量対応

低コスト化
部品点数の削減
機能統合

低価格対応

上田 稔

タイで販売されているPGM-FI搭載車「Wave 125i」

Honda CSRの実践［事業企画担当］

二輪事業企画室
関口 浩

Hondaは、創業の頃から業界に先駆けてク

リーンで燃費性能に優れた4ストロークエン

ジンを主軸に二輪車の開発に取り組んでき

ました。近年では、スクーターの4ストローク

化を推進するほか、PGM-FIの適用拡大を図

るなど、さらなる環境配慮に努めています。

Hondaでは、こうした先進環境技術の積極

的な導入を進めると同時に、二輪の良さで

あるシンプルで軽量、そして価格面でリーズ

ナブルという特長を損

なわないオリジナリ

ティに溢れる技術、そし

て魅力品質を付加した

商品を提供していくこと

こそが、二輪車メーカー

としての社会的責任だ

と考えています。

24C S Rレ ポート2 0 0 7



地球温暖化問題に対しては、企業活動における温室効果ガス排出削減だけでな

く、家庭でエネルギーをどのように使うかの観点が欠かせません。そこで現在、コー

ジェネレーションシステムの家庭での利用が注目されており、これは、ガスを燃料と

して、電気と温水を家庭でつくり利

用できる、環境にやさしく効率の

良いエネルギーシステムです。

Hondaは、このシステムが社会

に役立つ可能性に着目して、長年

培ってきた小型エンジン、発電機

などの技術を結集し、世界初、家庭

設置サイズのコージェネレーショ

ンユニットを開発。2003年から大

手ガス会社様より「エコウィル」の商品名で販売され、お客様からは「床暖房で快適、

しかも光熱費が節約できた」など好評を博し、好調な販売を続けています。

開発にあたっては、小型・高効率はもとより、耐久性を重視しました。毎日使用する

システムの稼働時間はクルマの生涯運転時間のざっと10倍です。また、静粛性をエ

アコンの室外機相当に抑えるよう工夫したほか、排気エミッション対策として三元触

媒※を採用するなど、環境商品の名にふさわしい先進技術を取り入れています。

2006年10月のモデルチェンジでは発電効率を約1割向上させ、2007年3月には米

国での販売も開始。今後も「高効率化」「長寿命化」「低コスト化」といった基本性能

を追求することで、家庭用コージェネレーションシステムの普及を図り、世界の家庭

の省エネルギー推進に貢献していきたいと考えています。

―――新型コージェネレーションシステムの可能性

家庭の省エネルギーに貢献する
“Powered by Honda”

世界初家庭用コージェネレーションユニットのさらなる進化

「環境技術革新」というビジョン 3.

Stakeholder’s Voice

強力なパートナーシップで環境にやさしい製品をつくり出す

柴田 善隆 様

今回、「エコウィル」の製品開発を経験して感じたのは、Hondaさんの「技術に対する強いこだわり」で

す。試験段階では耐久性や騒音などの問題もありましたが、問題が発生したその都度、繰り返し改善

に取り組んだ技術スタッフのおかげで、より環境にやさしい製品を開発することができたと満足して

います。

実は開発当初、まったく違う業界であることから、考え方などにギャップがありコ

ミュニケーションに困る場面もありました。しかし、初代機を発売する頃には、現場

の情報・ノウハウをもつ私たちと技術をもつHondaさんの間には、互いの特長を

認め合う強力なパートナーシップが築かれていました。こうした協力関係によっ

て、2006年10月のモデルチェンジに際しては発電効率の向上に加え、施工性やメ

ンテナンス性、デザイン性についても現場ニーズを取り入れてさまざまな改良が

実現できました。

今後もさらに「エコウィル」の改良と普及を促進し、環境負荷低減に貢献するた

め、良好なパートナーシップを継続していきたいと考えています。

汎用開発センター
戸川  一宏 大阪ガス（株）

リビング技術部 
エンジンコージェネ
開発チーム

家庭用小型
コージェネレーション
ユニット
Honda MCHP1.0

内部機構

家庭用コージェネレーションシステム

※触媒に白金などの貴金属を用いて、排気ガス中に含まれる一酸化炭素（CO）、炭化水素（HC）、窒素酸化物（NOx）を同時に        
　除去する装置
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従来

新製法

非可食部

可食部
食料

バイオ
マス

バイオ
マス

セル
ロース 糖分

分解 糖化 アルコール変換

糖
澱粉

抽出 アルコール変換

高圧・高温 酵素 微生物（RITE菌）

バイオ
エタノール

農作物や木材などを原料とするバイオエタノールは、

燃焼時には、植物が光合成で取り込んだCO2を排出する

ため、大気中のCO2総量に影響を与えない燃料として注

目を集めています。ところが、既存のエタノール燃料は、

サトウキビなど食用に供される原料が大半を占めてお

り、食料供給とのバランスから安定した供給が困難な点、

また、原料となるサトウキビやトウモロコシの価格が高

騰し、経済性が損なわれるなどの問題が生じています。そ

こでHondaは、（財）地球環境産業技術研究機構（RITE）と

ともに、これまで困難とされてきた「稲わら」など、食用に

供さない植物の茎や葉に含まれるセルロース類からア

ルコール燃料を製造する技術開発に着手。RITEが開発し

た糖をアルコールに変換する微生物であるRITE菌と、

Hondaのエンジニアリング技術を活用し、醗酵阻害物質

による悪影響を大幅に減少させるRITE-Hondaプロセスの

開発に成功。従来のセルロース系バイオエタノール製造プ

ロセスと比較してアルコール変換の効率を飛躍的に向上

させることを可能としました。

Hondaは、広々とした室内空間と未来的なスタイリン

グを実現するとともに、環境性能や動力性能を大幅に向

上させた次世代の燃料電池車「FCX コンセプト」をベー

スとした新型燃料電池車を、2008年に日米で限定販売を

開始する予定です。「FCX コンセプト」は、環境性能に加

え、走行性能の大幅な向上を目標として、小型高効率燃

料電池スタックをセンタートンネル内に配置する「Vフ

ロー FCプラットフォーム」を採用。これにより、従来の燃

料電池車では難しかった低全高で流麗なセダンフォルム

を実現しています。また、新開発の燃料電池スタックで

は、水素や生成された水を垂直に流す方式を採用。燃料

電池スタックの高効率化の鍵となる生成水の排出性を、

重力を利用することで大幅に向上させ、さまざまな状況

での安定した発電と、小型・高出力化を実現しました。さ

らに、低温での始動性も大幅に向上。従来より10℃低い

マイナス30℃での始動を可能としています。航続距離

も、パワープラント主要部品の小型軽量化・高効率化に

より、従来のFCXに比べ、約30%向上しました。走行エネ

ルギー効率は約60%と、ガソリン車の約3倍、ハイブリッ

ド車の約2倍という高いレベルであり、現行のFCXからは

約10%向上しています。また、シート表皮やドアライニン

グ※などには、植物を原料とした耐久性、耐光性に優れ

た「Hondaバイオファブリック」を採用しています。

T O P I C S

持続可能な燃料調達に向けて

セルロース系バイオマスからのエタノール製造新技術を共同開発

“究極のエコカー”の普及をめざして

新型燃料電池車の「2008年･日米限定販売」を発表

「Hondaバイオファブリック」を
採用したシート

小型高効率燃料電池スタック
「Honda FCスタック」

「Vフロー FCプラットフォーム」を採用した「FCX コンセプト」

精製プロセス

※ドアの内装材
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