
地球環境への視線
Chapter Ⅱ

世界各地でモビリティ需要が拡大する一方で
地球規模の気候変動問題が多くの人々の関心を集めています。
こうしたなか、グローバルなモビリティ事業を展開するHondaは、
「最もCO2排出量の少ない工場で、最もCO2排出量の少ない製品を
生み出す企業」をめざして、製品および生産を通じた自主的な
CO2削減目標を自動車メーカーとして世界で初めて発表するなど、
常に活動を進化させ続けています。
また、個々の活動にあたっては、
「Honda環境宣言」が示す方向性と
グローバルな環境マネジメント体制にもとづいて
推進しています。

「Hondaの環境への取り組み」の詳細は、
以下のWebサイトをご参照ください
http://www.honda.co.jp/environment/

Web
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Hondaは、早くから環境への取り組みを率先し

て展開してきました。また、1990年代に入ってか

らは、段階的に組織体制を整備し、環境課題への

考え方を明文化した「Honda 環境宣言」を制定。

以来、この宣言のもと、環境保全を重要な経営

テーマの一つとして位置づけ、活動の充実を図っ

てきました。

Hondaは現在、「存在を期待される企業」の実

現をめざし、「喜びを次世代へ」という考えのも

と、すべての企業活動において独自の高い環境

改善目標を掲げるとともに、その早期実現に向け

て取り組みを強化しています。これらの活動を通

して、Hondaは、世界中の多くの人々と喜びを分

かち合っていきたいと考えています。

Honda環境宣言

Honda環境宣言

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。

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。  

1

2

3

4
1992年6月制定・発表

Honda環境宣言

※

※ 緑の美しい大地にそ
よぐ風、生命を育む青く
澄み切った水、永遠に輝
く太陽をイメージして、
Hondaが地球環境保全
へ積極的に取り組んで
いることを宣言した世
界統一の環境シンボル
マーク
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Hondaは、すべての企業活動および商品の使

用にともな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。これらの活動を

着実に前進させていくためには、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

する必要があります。こうした認識のもと、Honda

ではライフサイクルアセスメント（LCA）※1の考え

方にもとづき、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、各事業領域ごとに具体的な取り組み方針を

定めています。

環境影響の把握と取り組み方針
LCAにもとづいた事業領域区分

商品開発領域 

販売領域 

輸送領域 

生産領域 

購買領域

製品の
資源循環・
3R※2領域 

オフィス領域 

環境影響と主要な取り組み

購買 

商品開発 

生産 

輸送 

販売 

領域 

● 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 

● 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の推進 
 （二輪車、四輪車、汎用製品） 

主要取り組み排出される環境負荷物質 環境への影響

● 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 

● グリーンオフィスの推進 

CO2 
排出ガス 
音 

CO2 
廃棄物 
排水 
排出ガス
音 
化学物質 

CO2 
廃棄物 

CO2 
廃棄物 オフィス 

製品の資源循環・3R

交換部品
フロン
廃棄物 

地球温暖化 

地球規模的な環境課題

地域的な環境課題

資源枯渇

大気汚染

廃棄物

水質汚濁

土壌汚染

騒音 

オゾン層破壊

使用済み製品 

※2 リデュース（Reduce：
資源節約、廃棄物削
減）、 リユース（Reuse：
再利用）、リサイクル
（Recycle：再資源化）

※1 Life Cycle Assess-
mentの略。ある製品が
製造、使用、廃棄あるい
は再使用されるまでの
すべての段階を通して、
環境にどんな影響を与
えたのかを評価する方
法のこと

企業活動にともなう環境影響の把握と取り組み方針
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Hondaでは、環境保全活動の方向性を定めた

「Honda環境宣言」を具現化していくために、環

境組織の整備・充実を図ってきました。現在では、

以下のような環境マネジメント体制で、環境保全

活動を積極的に展開しています。

全体方針
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もとづき、各実行部門が

策定し、各地域本部の環境会議で審議・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。また、その結果を次の目標・計画に反映す

るというPDCAサイクル※を通じて、世界の各地域

（日本、北米、南米、欧州、アジア・大洋州、中国）に

おける継続的な環境保全活動を推進しています。

また、世界各地域に共通する横断的なテーマ

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

を専任スタッフだけが行うのではなく、各部門の

従業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「従業員全員が自

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」という考え方にもとづくものです。

環境マネジメント体制の構築

PDCAサイクルによる環境保全活動 

PDCA

PDCA

実行 

世界環境会議 地域環境会議 各部門 

PDCA

PDCA

PDCA

PDCA

世界で環境保全活動を展開する体制

事務局
（環境安全企画室 ）

 

地域本部

日本環境会議 北米環境会議 欧州環境会議 中国環境会議 南米環境会議 アジア・大洋州環境会議 

欧州地域本部 中国本部 アジア・大洋州本部 日本営業本部 北米地域本部 南米本部 

事業本部

二輪事業本部 四輪事業本部 汎用事業本部 

カスタマーサービス本部 

機能本部

広報部生産本部

グリーンファクトリー
推進センター

購買本部 管理本部 

（株）本田技術研究所 ホンダエンジニアリング（株）

事業管理本部

世界環境会議 

※ Plan（計画）、Do（実
行）、Check（検証）、Action
（改善）のこと

環境マネジメント
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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

す。従って、その解決には、全世界で一丸となって

対応する必要があります。

「気候変動問題」と「モビリティ需要の拡大」

への対応という、相反する社会的な課題に対し

て、Hondaは新たな技術開発で応えていきます。

Hondaは2006年5月、自主的に「2010年CO2低減

目標」を策定しました。

地球規模の
気候変動問題への対応

集計対象範囲
● 製品のCO2低減目標
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。
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。
汎用製品：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）。

● 生産時のCO2低減目標
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73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。

2006年度の実績（進捗状況）

製品のCO2低減

生産時のCO2低減

2000 2006 2010年目標
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全世界で展開する2010年CO2低減目標（対2000年実績）

 四輪車　6.0%低減 二輪車　13.2%低減※1 汎用製品　 6.9%低減 

 四輪車　9.5%低減 汎用製品　4.4%増加※3 二輪車　29.3%低減※2

四輪車 二輪車 汎用製品

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

10%低減 
（g/kmあたり）

10%低減
（g/kmあたり）

10%低減
（kg/1時間あたり）

生産時のCO2低減目標
生産時に排出されるCO2の1台あたり世界平均値

10%低減
（生産1台あたり）

20%低減
（生産1台あたり）

20%低減
（生産1台あたり）

※1 すでに2000年度比13.2%低減しており、今後は10%低減目標を維持し、2010年に向けさらなる低減に努めます。 
※2 すでに目標以上に低減していますが、今後はCO2排出係数の大きな地域での生産増が見込まれます。低減目標を維持し、2010年に向けさらなる低減に努めます。
※3 汎用製品生産時の原単位が増加していますが、製品の高付加価値化、大型化によるものです。

2010年グローバルCO2低減目標と2006年度実績
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Hondaは、全世界で展開する「2010年CO2低減

目標」を策定し、「最もCO2排出量の少ない工場で、

最もCO2排出量の少ない製品を生み出す企業」を

めざしています。その一環として、2007年6月には、

「エネルギー・温暖化（物流）」「環境負荷物質」「資

源循環」などの環境側面における国内の2010年度

環境負荷削減目標8項目を自主的に定めました。

「2010年度日本国内目標」の策定

2010年度環境負荷低減目標

目標達成に向けた取り組み

環境側面 対象 項目 目標 対象地域

エネルギー・温暖化

製品

四輪車 10%低減（2000年度比）※1 g/kmあたり

全世界
全世界目標は
2006年に公表

二輪車 CO2排出量 10%低減（2000年度比）※1 g/kmあたり

汎用製品 10%低減（2000年度比）※1 kg/1時間あたり

四輪車 10%低減（2000年度比）※1 生産台あたり

二輪車 CO2排出量 20%低減（2000年度比）※1 生産台あたり

生産 汎用製品 20%低減（2000年度比）※1 生産台あたり

国内※2 CO2排出量 30%低減（1990年度比）※3 エネルギー消費原単位 日本国内
（1998年発表）

物流※4 CO2排出量 10%低減（2006年度比） 売上高あたり

日本国内
日本国内は
2007年6月
に公表した
新たな目標

環境負荷物質 生産 VOC※5排出量 35%低減（2000年度比） 四輪ボディ塗装面積あたり

資源循環

事業活動全体※6 廃棄物埋立処分量 全事業所でゼロ化

生産※2
廃棄物等発生量 10%低減（2000年度比） 売上高あたり

水資源使用量 30%低減（2000年度比） 売上高あたり

物流※7 包装資材使用量 45%低減（2000年度比） 売上高あたり    

自動車リサイクル
四輪車 ASRリサイクル率 70%以上※8

二輪車 リサイクル実効率 95%以上（2015年までに）※9

項目 施策

エネルギー・温暖化

燃料転換 全生産事業所での燃料転換（天然ガス切替）完了（2006年度） 

省エネ活動

生産事業所での高効率機器（ボイラー・冷凍機・コンプレッサーなど）導入、エアー圧力低減・漏れ
削減、塗装ブース温度最適制御化、コージェネ設備運転効率向上、ロボット待機電力削減など

販売店環境家計簿によるCO2把握と削減

モーダルシフトの推進・輸送距離の短縮、燃費の向上などによる物流CO2削減取り組み

新エネ・自然エネルギー利用など Honda製ソーラー発電の積極的導入

環境負荷物質 VOC 塗装ラインの水性化、徹底した効率化、ロス低減などVOC削減施策の展開

資源循環
廃棄物等

生産連結（製作所＋サプライヤー32社）での「社外直接埋立ゼロ化」達成（2007年度）

リターナブル容器導入、簡易包装化などによる包装資材削減

認定リサイクル施設の活用強化、全部再資源化の拡大など

水資源 鍛造冷却水のリサイクル、雨水活用など

新規建設事業所における
環境配慮

寄居新工場
（2010年稼働予定）

資源・エネルギー効率を世界トップレベルに高め、自動車1台を生産する時のCO2排出量を
2000年比で20%低減する「資源・エネルギー循環型のグリ－ンファクトリー」

新
た
な
目
標

※1 2006年公表の「2010年CO2低減目標」
※2 本田技研工業（株）の全5製作所
※3 1998年に発表した生産領域における目標
※4 改正省エネ法における本田技研工業（株）の荷主責任範囲
（完成車（機）輸送、工場間部品輸送、補修部品輸送　ほか）

※5 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

※6 生産、研究開発など主要連結対象48社（学校法人含む・本田技研工業（株）含む）
※7 KD部品輸送、補修部品輸送、二輪完成車輸出 
※8 車両全体としてのリサイクル実効率95%相当 
※9 旧通商産業省「使用済み自動車リサイクル・イニシアティブ」によるリサイクル率の数値目標 

2010年度日本国内目標
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すでに完了しているため、今年度レポートで紹介していない取り組みには、以下のものがあります。

2006年度の取り組み実績と2007年度計画
取り組み方針 施策 2006年度目標 

商品開発

排出ガスのクリーン化
四輪車 低排出ガス車の拡大 「★★★低排出ガス車」｢★★★★低排出ガス車」 認定※1の拡大 

二輪車 FI技術の適用拡大 今後、順次拡大
汎用製品 規制の先取り対応 規制の先取り対応

燃費の向上 新技術投入による効率向上
四輪車 「平成22年度燃費基準」に定められた車両重量区分別平均燃費の向上
二輪車 さらなる燃費向上 
汎用製品 さらなる燃費向上 

代替エネルギー製品の開発
四輪車 

今後、順次拡大
汎用製品

購買 グリーン購買の推進 

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 Honda化学物質ガイドライン切り替え推進

お取引先の製造時環境負荷管理
お取引先CO2排出量の低減
お取引先埋立処分量の削減 

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

生産 グリーンファクトリーの推進 

エネルギー効率向上
エネルギー消費原単位：24.0%低減 
CO2排出量：50.0万CO2トン

廃棄物埋立処分「ゼロ化」 （埋立処分ゼロ継続） 

廃棄物（副産物）の削減 
廃棄物リサイクル率：99.0% 
廃棄物社内焼却量：89.0%削減 （1998年度比）

VOCの排出量低減 VOC排出原単位（四輪）：34.8g/m2

輸送 グリーンロジスティクスの推進
物流会社への環境マネジメントシステムの導入 主要4社との環境マネジメント共同展開継続

輸送効率の向上 CO2排出量：110,650CO2トン（四輪完成車輸送）

販売 グリーンディーラーの推進
四輪車 販売会社への環境マネジメントの導入 エコドライブの普及促進
二輪車 販売会社への環境マネジメントの導入 DREAM店の拡大 
汎用製品 販売会社への環境保全活動推進 汎用グリーンディーラーの拡大（環境意識の向上） 

資源循環・3Ｒ

リサイクル性の向上 可能率向上
四輪車

リサイクル可能率の向上
PVC※4量の削減

二輪車 リサイクル可能率の向上
汎用製品 リサイクル可能率の向上

部品回収・再利用の拡大 再生部品とリユースビジネスを併せた展開 再利用対象部品の拡充と回収の拡充 

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

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 

四輪車
リサイクルシステムの安定稼動の維持

二輪車

オフィス グリーンオフィスの推進 オフィス領域で連携した環境負荷共通管理の推進
4オフィスビルでのCO2排出量：11,326CO2トン
4オフィスビルでの廃棄物発生量：512トン

   完了時期 
四輪車 特定フロン（CFC12）の代替フロン（HFC134a）への切り替え  1994年末 

アジ化ナトリウム※1の使用中止（国内量販車） 1998年末 
ワイヤーハーネス※2の電線被覆に含まれる鉛のゼロ化 1998年末
2002年までに、平成12年排出ガス規制値を50%以上下回る
クリーン性能を全車達成※3 2002年末 

国内全生産モデルの鉛使用量、1/10以下に削減（自工会目標）  2004年5月
国内全生産モデルの水銀使用、一部を除き全廃※4 2001年以前に達成
2005年までに、ほとんどの乗用車で国土交通省  「★★★低排出ガス車」、
「★★★★低排出ガス車」認定を取得※5 2005年度

2005年までに、新車のHC、NOxの総排出量を約75%削減（1995年比）※3 2004年度
2005年までに、平成22年度燃費基準値をすべての重量カテゴリーで達成※3 2005年度
2005年までに、平均燃費を約25%向上（1995年比）※3 2001年度
2005年12月末までにカドミウムを全廃  2005年12月 
2000年以降、リサイクル可能率90%以上 2001年度

   完了時期 

二輪車 ワイヤーハーネスの電線被覆に含まれる鉛のゼロ化  1998年末 
国内全生産モデルの鉛使用量、60g以下に削減（自工会目標）  2005年1月 
国内全生産モデルの水銀使用、一部を除き全廃※4 2001年以前に達成
2005年までに、新車のHCの総排出量を約1/3に削減（1995年比）※6 2000年度 
2005年までに、平均燃費約30%向上（1995年比）※6 2003年度
2005年12月末までにカドミウム全廃 2005年12月
リサイクル可能率90%以上 2001年度

汎用製品 ワイヤーハーネスの電線被覆に含まれる鉛のゼロ化 1998年末

国内全生産モデルの鉛使用、削減（自工会目標に準ずる） －

国内全生産モデルの水銀使用なし －

国内全生産モデルのカドミウム使用、全廃 －

2005年までに、 HC、NOxの平均排出量を約30%削減（1995年比）※7  2001年度

2005年までに、平均燃費を約30%向上（1995年比）※7 2005年度
生産領域 2001年までに、エネルギー消費原単位15%低減（1990年比） 2002年3月

2001年までに、廃棄物埋立処分「ゼロ化」達成 2000年7月達成 

2005年度までに完了（達成）した取り組み

※1 ★★★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
※2 エネルギー消費原単位、CO2排出量およびVOC排出量の2007年度目標は、2006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。 
※3 廃棄物リサイクル率、廃棄物社内焼却量削減率の2007年度目標は、2006年度実績に対して下がりますが、これは生産背景や新規業務取り入れによるものです。

中期および年次目標・実績
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具体的な達成目標 2006年度の進捗状況

2010年までに、エネルギー消費原単位 30%低減
（1990年比） 29.8%低減 

2006年度実績 達成度合 2007年度目標 
平成17年規制に全車適合 
「★★★低排出ガス車」「★★★★低排出ガス車」認定を7機種15型式追加（計26機種58型式）     ○ 「★★★低排出ガス車」｢★★★★低排出ガス車」 認定※1の拡大 

全世界で8機種のFIモデルを投入 ○ 国内向けスクーターにFI適用拡大 
2006年度発売全機種で規制の先取り ○ 今後、順次拡大 
平成22年度燃費基準値をすべての重量カテゴリー（全7区分）で達成  ○ さらなる燃費の向上 
FI化機種で燃費向上 ○ 燃費向上継続展開 
発電機EU55isで従来機種比20%向上 ○ さらなる燃費の向上
燃料電池車のリース販売拡大 ○

今後、順次拡大
コージェネレーションユニットMCHP1.0モデルチェンジ（発電効率22.5%）  ○

六価クロム：ほぼ切替完了
Hondaが指定する鉛および鉛化合物：鉛添加量0.35wt%以下の快削鋼に含まれる鉛の切り替えほぼ完了 ○ Honda化学物質ガイドライン切り替え推進 

CO2排出量（原単位）：12%低減（2000年度比） ○ お取引先CO2排出量の低減
埋立処分量97%の削減（2000年度比） ○ お取引先埋立処分量の削減 
403社取得（98%） △ 全お取引先のISO14001取得推進
エネルギー消費原単位：29.8%低減（1990年度比） ○ エネルギー消費原単位：25.5%低減※2

CO2排出量：46.3万CO2トン ○ CO2排出量：49万CO2トン※2 
（埋立処分ゼロ継続） ○ （埋立処分ゼロ継続）
廃棄物リサイクル率：99.4% ○ 廃棄物リサイクル率 ：99.0%以上※3

廃棄物社内焼却量：90.9%削減（1998年度比） ○ 廃棄物社内焼却量：90%以上削減※3 （1998年度比）
VOC排出原単位（四輪）：33.0g/m2 ○ VOC排出原単位（四輪）：34.0g/m2※2　
主要4社との環境マネジメントの共同展開継続 ○ 主要3社との環境マネジメントの共同展開継続 

CO2排出量：104,769CO2トン（四輪完成車輸送） ○ CO2排出量：101,382CO2トン（四輪完成車輸送） 

エコドライブリーフレット50万部配布によるエコドライブ訴求活動の実施 ○ エコドライブの普及・拡大 
環境に配慮したDREAM店：21拠点（計87拠点）出店 ○ DREAM店のさらなる拡大 
汎用グリーンディラーの環境意識の向上のため、廃棄物の適正処理とオイル吸着シートの提供を実施 ○ 連結販売会社の環境取り組み強化
新型車・フルモデルチェンジ車で90%以上 ○ すべての新型車・フルモデルチェンジ車で90%以上
新型車・フルモデルチェンジ車でASR中塩素濃度1%レベル以下 ○ すべての新型車・フルモデルチェンジ車でASR中塩素濃度1%レベル以下
新型車・モデルチェンジ車で95%以上 ○ リサイクル可能率95%以上 
新型・モデルチェンジ機種で96.5% ○ リサイクル可能率の向上
再利用対象部品の拡大と回収の拡充実施 △ 再利用部品の機種拡大

リサイクルシステムの安定稼働の維持 
○ リサイクルシステムの安定稼動の維持

△ リサイクルシステムの安定稼動の維持 
リサイクルに向け、使用プラスチック材質情報提供を拡大

CO2排出量：11,839CO2トン※5 △ 9オフィスビルでCO2排出量：12,913トン※6 
廃棄物発生量：291トン※5 ○ 9オフィスビルで廃棄物発生量：502トン※6 

具体的な達成目標 2006年度の進捗状況

四輪車 六価クロム： 2005年12月末までに全廃※ 軽自動車・特装車両の
一部を除きほぼ全廃 

二輪車 六価クロム： 2005年12月末までに全廃 達成済み

汎用製品 六価クロム： 2006年12月末までに全廃 船外機の防錆処理など
一部を残してほぼ全廃

国内全生産モデルの環境負荷物質の削減（2005年発表）

生産領域での省エネルギー（1998年発表）

これまでに発表した達成目標と進捗状況

※4 ポリ塩化ビニル　 
※5 青山、和光、白子、八重洲4オフィスビル合計 
※6 青山、和光、白子、八重洲、札幌、仙台、名古屋、大阪、福岡9オフィスビル合計

※ S2000の一部の部品を除く

※1 化学記号はNaN3。自動車用エアバッグのガス発生剤の主原料として使われたが、廃
車時に未作動のエアバッグがプレス機にかけられ、破砕される際などに大気中に拡
散し、作業者の健康を害する危険性が指摘されている

※2 クルマには、約1,000本ともいわれるワイヤー（電線）の配線網がはりめぐらされてい
る。ワイヤーハーネスは、これらのワイヤーを結ぶターミナルやコネクターなどをシ
ステマチックに配線し、クルマに取り付けやすくしたもの

※3 日本における目標
※4 ディスチャージヘッドライトやナビゲーションの液晶パネルなどに極微量に含有
※5 2001年に発表した当時は「2005年までに、ほとんどの乗用車で国土交通省「超－低
排出ガス」認定を取得」としていましたが、2003年10月より新たな平成17年排出ガス
規制値に対応した低排出ガス車の認定制度が導入されたため、より厳しい平成17年
排出ガス規制値に対応した「★★★低排出ガス車」「★★★★低排出ガス車」認定取
得を推進しています

※6 日本、米国、欧州、タイにおける目標   
※7 全世界における目標  

地球環境への
視線

Chapter Ⅱ

44C S R レ ポ ー ト 2 0 0 7



「最も環境負荷の小さい工場」をめざして
Hondaは、「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

めざしています。取り組みにおいては、地球温暖

化防止に向けたCO2排出量抑制を

主眼に、生産領域での環境取り組

みを加速しています。

たとえば、埼玉、鈴鹿両製作所に

各2基ずつ設置されている天然ガ

スコージェネレーションシステム

を2006年7月に熊本製作所にも設

置。従来より約10%高い44%の発

電効率をもつほか、燃焼による高

温水と排出ガスを蒸気・高温水と

して取り出し、二輪車の塗装設備

に活用することができます。なお、

2006年度は、このシステムを用い

て1,039トンのCO2排出量削減を実

現しました。

栃木製作所では、灯油や液化石

油ガス（LPG）から天然ガスへの切

り替えが完了し、2006年度は1,870

トンのCO2排出量削減を実現しま

した。これで全製作所での天然ガ

スへの燃料転換が完了しました。

今後は、二輪車生産工程の浜松製作所から熊本

製作所への移管・集約などによる生産効率の向

上とともに、CO2排出量の低減が期待されます。

さらに、2010年の稼動をめざす埼玉県寄居町

と2009年の稼働をめざす小川町の新四輪車工

場では、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台の生産時のCO2排出量を、

2000年度比で20%低減する「資源・エネルギー循

環型のグリ－ンファクトリー」をめざしています。

また、海外の生産事業所においても、2006年9

月に稼動した広州ホンダ（中国）の第二工場（増

城工場）では、四輪工場としては世界で初めて「水

のフル循環システム」を構築し、工場用水の外部

排出ゼロを実現。年間17万トンの節水効果が見

込まれます。さらに、2008年秋に稼動開始予定の

米国インディアナ州新完成車工場は、高効率生産

ラインをベースに、廃棄物埋立ゼロ、VOC排出量

を最少化した水性塗装化など、Hondaの四輪車

工場のなかで最も環境負荷の小さな最新鋭工場

とする計画です。

Hondaは、今後も全世界の生産事業所が一丸

となって、「最も環境負荷の小さい工場」の実現へ

向けて、環境効率の向上に取り組んでいきます。

次世代型薄膜太陽電池事業に本格参入
Hondaは、CO2排出ゼロのまま新たなエネル

ギーを生み出す装置として、非シリコン系次世代

型薄膜太陽電池パネルを独自に開発。素材はCIGS

（銅-インジウム-ガリウム-セレン）化合物で、薄

膜電池としては最高レベルの光電変換効率を実

現するとともに、従来の結晶シリコン系太陽電池

と比較して製造過程での消費エネルギーを約半

分に抑えることができ、製造時においてもCO2排

出量の少ない、環境にやさしい太陽電池です。

2006年度は、鈴鹿製作所と栃木製作所に太陽電

池パネルを設置し、設置事業所は合計で国内14事

業所、海外3事業所となりました。

また、2006年12月には次世代型薄膜太陽電池

の製造・販売を行う子会社、（株）ホンダソルテック

を設立し、太陽電池事業に本格的に参入しました。

同社は、熊本製作所内に年産27.5メガワットの太

陽電池を量産する新工場を建設し、2007年秋から

生産を開始、全国に販売していきます。

2006年度の主な活動事例

水性塗装ライン

広州ホンダ（増城工場）

天然ガスコージェネレーションシステム（熊本製作所）

（株）ホンダソルテック

2006年度の主な環境活動
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「資源の循環モデル」の事業化をめざして
（株）ホンダトレーディングは、循環型社会を実

現する環境ビジネスの確立をめざし、さまざまな

環境関連分野において先進的なビジネスに取り

組んでいます。その一つとして、Hondaグループ

内で発生するさまざまな紙類・木質類を回収・再

生し、社内外で再び活用するモデルの構築を進

めています。

2007年3月には、品質改革センター（栃木）の駐

車場増設にともなう緑地の伐採で発生した伐採

木を、製紙原料として再利用し、約15トンの印刷

用紙としました。印刷用紙は、Hondaグループ内

で発行する印刷物で活用されています。

また、2007年4月には、モデルチェンジなどで

不要となったカタログ類を製紙原料として回収・

再生し、Honda 社内で使用する約35トンの再生

紙としました。

今後はHondaグループ内で発生する使用済み

コピー用紙、各事業所や所有地の伐採木、各事業

所内で発生する紙類・木質類などを回収・再生す

る社内循環モデルを事業化していく予定です。

環境家計簿の活用
Hondaでは、販売領域での環境負荷低減に向

けた取り組みを行っています。その一つ、「Honda

環境家計簿」は、各四輪販売会社が電気、水、ガソ

リンなどの使用エネルギーや廃棄物の数量を入

力することで、CO2排出量などの環境負荷がわか

る独自のシステムで、環境負荷低減への意識向上

とコスト削減を図っていくことを目的としていま

す。また、二輪車および汎用製品販売会社におい

ても、 環境家計簿を活用して、環境負荷低減活動

を行っています。

家庭用水素供給システム実験機の
性能向上
Hondaが2003年に実験稼動した家庭用水素

供給システム「ホーム・エネルギー・ステーショ

ン」は、天然ガスを原料に、家庭に電気と熱を供

給、車両には水素燃料を供給することができま

す。現在、第三世代の開発を終えており、第二世

代に比べて約30%小型化したにも関わらず、電

力は25%アップし、起動時間も速くなりました。

また、新たに高性能な天然ガス改質装置を備え

たことで、水素の貯蔵能力および生産能力が約

50%向上しました。

ソーラーパネル技術を活用した
水素ステーションを開発　
Hondaは、革新的なソーラーパネル技術を使

用して水素を生産する「水素ステーション」を開発

しています。使用するソーラーパネルは、独自開

発したCIGSの薄膜化合物で、発電した電気は、高

分子電解質膜（PEM）タイプの電解槽に送られ、水

素を生成し、圧縮して貯蔵、燃料電池車に供給さ

れます。システム効率は52～54%以上の高効率

を誇っています。

製紙原料化

紙類
（販促冊子、
カタログ類
など）

Honda
グループ内で再利用

（株）ホンダ
トレーディング

Hondaグループ

木質類
（伐採木など）

回収

印刷用紙生産

伐採木および古紙の社内循環モデル

家庭用水素供給システムと燃料電池車

地球環境への
視線
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