
モビリティ製品は、人々の豊かで快適な暮らしと産業の発展になくてはならないものです。

一方で、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ながら、

CO2やNOx（窒素酸化物）、PM（粒子状物質）などのガスを排出しており、

エネルギー問題や地球温暖化、大気汚染などの地球環境問題の原因にもなっています。

こうしたなか、BRICsなど新興国における経済成長をはじめとするグローバルな経済拡大とともに

モビリティ需要は年々拡大し続けており、モビリティメーカーには「地球環境問題への対応」と

「拡大するモビリティ需要への対応」という相反する課題をバランス良く解決していくことが求められています。

こうした状況を踏まえ、Hondaは、「次世代モビリティ製品の開発」「再生可能エネルギーの創出」、

「地域に根ざした社会活動」などを推進し、「存在を期待される企業」をめざしています。

持続可能なモビリティ社会へ―― H o n d a の 視 点
特集

モビリティの喜びを
い つまでも
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世界的なモビリティ需要の拡大に応えるために、Hondaは「需要のあるところで生産する」というポリシーのもと、世界各地で二輪・

四輪製品の増産体制の整備、新工場建設などを進めています。

また、増産体制づくりを通じてメーカーとしての供給責任を果たすとともに、生産拠点数の増加や生産量の拡大に伴って生じるさま

ざまな社会的責任――品質の高位安定化、より安全な製品開発、お取引先への公正な対応、働きやすい職場環境づくり、地域社会

の貢献などに取り組んでいます。

こうして社会的責任を果たしていくにあたっては、「人間尊重」と「三つの喜び（買う喜び、売る喜び、創る喜び）」というHondaフィロソ

フィーに基づいて、地域固有の文化や人々の人権に配慮することはもちろん、ステークホルダーとの緊密なコミュニケーションを通じ

て人々の安全・安心・豊かさを創出することを心がけていきます。

Hondaは、二つの視点から地球環境問題解決に向けてアプローチしています。一つは、モビリティ本来の魅力を最大限に高めなが

ら、CO2や有害物質の排出量を可能な限り低減させる“次世代モビリティ製品の開発”です。Hondaは、ガソリンエンジン車の燃費向

上を追求するとともに、市街地走行でその特長を発揮する「ハイブリッド車」、長距離走行ですぐれた燃費性能を発揮する「ディーゼ

ル車」、さらには究極のクリーンエネルギー車と言われる「燃料電池車」の開発に取り組んでいます。

もう一つは、“再生可能エネルギーの創出”です。この分野でHondaは、食用にならない“稲わら”からつくる「バイオエタノール燃料」

の開発、エンジン技術を応用して天然ガスから電気と温水をつくる「家庭用コージェネレーションシステム」の普及に取り組んでおり、

さらに2007年からは“世界中の家庭の屋根に「HONDA」の太陽電池を”を合い言葉に家庭用太陽電池の量産を開始。モビリティと

いう“エネルギー消費型製品”をつくる企業としての責任を自覚し、“エネルギー創出型製品”の開発に努めています。

「モビリティ製品の開発」と「エネルギー創出」
││二つの視点から環境技術革新に挑む。

グローバルに生産体制を強化しながら、
各地域の人々の安全・安心・豊かさに貢献する。

視点　　地球温暖化問題へのアプローチ1

視点　　拡大するモビリティ需要へのアプローチ2
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視点 地球温暖化問題へのアプローチ

（株）本田技術研究所 四輪開発センター
開発責任者　

藤本 幸人

「水素」と「酸素」を燃料とした発電エネルギーでモーター

を回して走る燃料電池車。燃料電池車は、二酸化炭素などの

排気ガスを一切出さないのはもちろん、ピストン・エンジン車

のような振動や排気音も発生しないため、地球温暖化や大

気汚染、エネルギー問題などクルマ社会が抱えるさまざまな

課題をクリアする“究極のクリーンカー”として期待されていま

す。こうしたなか、Hondaは、「クルマ社会の未来を担う」強い

意志を込めて、1980年代後半から燃料電池の開発に着手。

技術革新を重ねてきました。そして、クリーンカーの枠組みを

超え、走る喜びと楽しさを兼ね備えたクルマの“次の100年”

を予感させる「FCXクラリティ※」を開発。日米でリース販売を

開始します。

燃料電池車はリアリティのある夢
Hondaが燃料電池を使った実験車の第一号の開発に着手

したのは、1998年のことでした。その頃、すでに一部のメー

カーは試作車を走らせており、決して早いスタートではあり

ませんでしたが、現在は燃料電池を環境対応型パワープラ

ント※の一つと位置づけ、急速に開発を進展させています。

その背景には、世界的な地球環境問題への対応が急が

れることと、モビリティメーカーとして、これからはより環境

負荷の少ない商品を提供していかなければならないという

責任があります。加えて、われわれHondaの技術者にとって

は、燃料電池という動力がクルマの“次の100年”を決定づけ

るかもしれないという、リアリティのある“夢”であることも大

きなモチベーションです。そこには、エンジンやミッションと

いった従来のクルマの概念から解放された、純粋に“未来の

クルマをつくる喜び”があるのです。

「走る喜び」「快適」「安全」を備えた“市販車”を開発する
燃料電池車の開発競争におけるHondaの今いる場所を

東京箱根間駅伝に例えて言うと、開発競争という往路とビジ

ネス競争という復路の間──開発に一つのメドをつけ、市

販車を普及させていく折り返し地点のトップを走っているの

ではないかと自負しています。

ここに来るまで、いくつもの技術進化がありました。その

最初のブレイクスルーは、2000年、新方式の燃料電池と世

界最高出力（当時）を誇る蓄電装置「ウルトラキャパシタ」を

備えて初めてHondaらしい加速を見せた実験車「V3」でし

た。これは、V1やV2で使っていた方式をやめ、新たな燃料

電池──天然ガス車の高圧ガス貯蔵技術を応用し、圧縮水

素を燃料とする燃料電池に挑戦する契機となりました。それ

までの燃料電池は、システム全体が化学プラントのように大

燃料電池車の開発

究極のクリーンカーで、
クルマの“次の100年”へ

※ 製品名に含まれる「クラリティ（CLARITY）」とは、英語で「明快」「明晰」を意味し、“a clear 
solution to the challenges of the future（クルマの未来にチャレンジするHondaの明快
な解決策となる燃料電池車を創造する）”という意志を込めてネーミングされた 

※ 電気エネルギーを駆動車輪への機械エネルギーに変換する装置のこと。FCXクラリ
ティのパワープラントは、V Flow FC スタック、駆動モーター＆ギアボックス、リチウム
イオンバッテリーに加えて、高圧水素タンクが含まれる

“次の100年のスタンダード”となる真に魅力ある
クルマの実現をめざして
（株）本田技術研究所 四輪開発センター　藤本 幸人
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持続可能なモビリティ社会へ───Hondaの視点

モビリティの喜びを
いつまでも

History

Hondaのチャレンジは今この瞬間も
●実験車「FCX-V1（純水素型）」「FCX-V2
（メタノール改質型）」を公開

●「FCX-V3（高圧水素型＋ウルトラキャパシ
タ）」を発表

●「FCX-V3」が日本での公道実験を開始
●航続走行距離を向上した「FCX-V4」を発表

●「FCX-V4」が国土交通大臣認定を取得
●「FCX」が燃料電池車として初めて米国政
府の販売認可を取得、国土交通大臣認定
を取得

●「FCX」を日米同時納車

●水素燃料供給とコージェネレーション機
能を併せもつホーム・エネルギー・ステー
ション（HES）の実験稼働を米国で開始

●氷点下20℃で始動できる燃料電池スタック
「Honda FCスタック」を発表

●Honda FCスタック搭載の「FCX」が「東京
箱根間往復大学駅伝競走をサポート

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008
（予定）

●Honda FCスタック搭載の「FCX」をニュー
ヨーク州に販売

●Honda FCスタック搭載の「FCX」が国土交
通大臣認定を取得

●「FCX」が日本初の国土交通省型式認定を
取得

●世界で初めて個人ユーザーへリース販売
●「第39回東京モーターショー」にコンセプ
トカー「FCXコンセプト」を出展

●小型・高効率「V Flow FCスタック」搭載の
「FCXコンセプト」の走行を公開

●「ロスアンゼルスモーターショー」で「FCX
クラリティ」を発表

●「FCXクラリティ」の生産開始、第一号を
ラインオフ

●北海道洞爺湖サミットで「FCXクラリティ」
を展示

●米国、日本で「FCXクラリティ」のリース
販売を開始

きくて一人しか乗車できず、スタック重量も200kgを超える

ために走りが悪く、走行距離も短いという、われわれHonda

の四輪エンジニアからすればとても商品とは言い難いクル

マだったからです。

また、続くFCX-V4では、燃料電池システムの各部位を新

規設計し、コンパクト化を実現。新設計の350気圧高圧水素

タンクの採用により、航続距離がV3の180kmから315kmへ

と飛躍的に向上したほか、タンクを床下に配置することで、

荷室スペースを確保し、さらに加速性能や衝突安全対応も

向上させ、市販モデルの性能により近づいたものでした。特

に、安全性に関して、燃料電池車を市販車と同じ目線で捉

え、安全性試験を実施したのは世界でもHondaだけだった

と思います。その結果、完成した「FCX」は2002年に燃料電

池車として世界で初めて日米両国の認可を受け、世界で最
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視点 地球温暖化問題へのアプローチ

Topics

「燃料電池自動車教室」を開催
Hondaは、未来を担う子どもたちに、地球環境問題へ

の関心や先進技術への夢を抱いてもらうことを目的に、

2007年から親子が参加する「燃料電池自動車教室」を

開催しています（年12回、青山ウェルカムプラザ他にて）。

（株）本田技術研究所の開発メンバーが講師を務める

親子教室では、紙芝居風アニメーションを使った燃料電

池車「FCX」についての講義や、燃料電池の仕組みを伝え

る実験、「FCX」の試乗（同乗）など、燃料電池車を実際に

見て、触って、体験することで、技術をわかりやすく伝え

ています。教室の最後には子どもたち一人ひとりの顔写

真が入った修了証が手渡されます。2008年度は、5月か

ら開催し、19名の親子が参加しました。

参加者の声

本池 弘幹君
FCXを見たり乗ったりできてとても楽しかったです。

「S2000」みたいな格好いいエコカーがほしいなあと思

います。

本池 弘幹君のご両親
初めて試乗してみて、ガソリン車と違って「スーッ」と

静かに発進加速したのには驚きました。あまりにも静か

でスムーズなので、周囲の人に発進したことを知らせる

工夫が必要と思ったくらいです。インフラ整備も含めて、

「FCXクラリティ」のような格好いいクルマが早く身近な

ものとして普及してほしいと思います。

プ、重力出力密度も約67％アップさせるなどの驚異的なパ

フォーマンスを誇る「V Flow FCスタック」を搭載し、航続距

離も従来モデルに比べて約30％（570km）アップさせまし

た。また、スタックをセンタートンネルの縦方向にレイアウト

するという斬新な発想によって、それまでSUVのような背の

高いクルマにしかならなかった燃料電池車を、低床・低全高

の先進的なデザインへと進化させました。これは、同じ燃料

初に実用化した自動車メーカーという栄誉を担うことがで

きました。※

また、続く2003年には、心臓部となる「Honda FCスタック」

を新たに開発。大幅な高出力化とコンパクト化を実現した

ほか、氷点下20℃（現在は30℃）での始動を実現するなど、

北海道やニューヨーク州など厳しい寒さを迎える場所でも

安心して乗っていただけるようになりました。

クルマの未来形を見せた「FCXコンセプト」
われわれがめざす、クルマの“次の100年”が見えてきたの

は、2005年秋に東京モーターショーで発表し、2006年9月に

報道陣に公開した「FCXコンセプト」です。

FCXコンセプトは、従来より容積出力密度を約50％アッ

実験をのぞき込む子どもたちの様子 FCXに試乗する様子 本池さん親子のインタビューの様子

※ 2002年、米国環境保護庁と米カリフォルニア大気資源局の認定を取得。国内において
も、国土交通省の大臣認可を取得。日本政府とロサンゼルス市に納品した。翌年の米
国エネルギー省と米国環境保護省の燃費ガイドには「世界初・世界唯一の燃料電池
車」として登録された。

FCXコンセプト
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モビリティの喜びを
いつまでも

持続可能なモビリティ社会へ───Hondaの視点

創業期のHondaの活気を新会社に

Technology

循環型エネルギーと燃料電池車
●化石燃料に頼らない
持続可能なエネルギー社会を実現

燃料電池車は、電気をつくりながらモーターを駆動さ

せて走ります。発電のエネルギーとなるのは「水素」で、

天然ガスをはじめさまざまな物質から取り出すことがで

きます。また、水素は、太陽光や風力・水力など自然エネ

ルギーを利用した電力を使って「水」を電気分解して取

り出すこともでき、電気と違い必要な時に必要な分だけ

つくって大量に貯蓄しておくことが可能です。燃料電池

車が走行時に排出する水が自然界に戻り、その水を使っ

た「水素」が燃料電池車のエネルギーになる──燃料電

池車には、こうした理想的な水素エネルギー循環を促す

可能性もあり、将来、化石燃料に頼らない持続可能なエ

ネルギー社会を実現することが期待されています。

●賢く楽しい性能をもつ燃料電池車
燃料電池車は、環境にやさしいだけではなく、クルマ

として賢く楽しい性能をもっています。

たとえば、水素は短時間で充填でき、1回の充填でガソ

リン車と同等の走行が可能です。さらに燃料電池システ

ムをはじめとするパワープラントは高出力・軽量・コンパ

クト、またエネルギー効率も高く、ガソリン車と比較して

3倍以上、ハイブリッド車と比較して約2倍の効率を誇り

ます。加えて、力強く伸びやかな加速と、エンジン音のな

い静かな走りなど、これまでにないクルマの楽しみを体

感できます。

必要な分だけその場で発電ためるはこぶつくる

太陽エネルギー

水素
スタンド

水素のサイクル

水力エネルギー

風力エネルギー

O2酸素 H2水素

H2水素

H2O水

燃料電池車

燃料電池車

水の
電気分解

電気

動力

O2酸素

H2水素 O2酸素
燃料
電池

電池車を開発していても、既存のクルマのプラットフォーム

を流用している他社にはない、Hondaならではのこだわり。

「エコカー」を超える、次の100年のスタンダードになり得る

真に魅力あるクルマをめざす私たちにとって、次のステー

ジに挑戦する大きな弾みとなりました。

また、テストコースでの公開走行では、最高速160㎞の力

強い加速性能を披露するなど、Hondaの燃料電池車が開

発段階から販売段階へ向けて大きく加速したことを多くの

人々にアピールすることができました。

循環型エネルギーを利用する燃料電池車のしくみ
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視点 地球温暖化問題へのアプローチ

Topics

「FCXクラリティ」ラインオフ式典を開催。新型燃料電池車「FCXクラリティ」の生産を開始

2008年6月16日、栃木県の四輪新機種センターで

「FCXクラリティ」の生産開始に伴うラインオフ式典が

行われました。

生産にあたっては、燃料電池スタックや水素タンクの

車載など燃料電池車特有の工程に対応するために、専

用の組み立てラインを新設。燃料電池スタックに用い

られ、高い精度の品質が求められるセルの製造工程で

は、専用機械を使って自動化することで、1台あたり数百

第一号ユーザーの声

ロン イェクサ氏
映画プロデューサー。サンタモニカ市に家族と在住。
長年の自動車愛好家であり環境保護支持者でもある。　

私が「FCXクラリティ」を初めて見たのは、2007年にロ

サンゼルスで行われたモーターショーでした。エネル

ギー問題が世界的に深刻化しているなか、FCXクラリティ

が示した“化石燃料の代替燃料としての水素エネルギー

の可能性”は、問題解決に向けた有力なアプローチの一

つです。何より、ガソリンをまったく使用せずに走行する

点は画期的です。ハイブリッド車もCO2排出量を低減でき

ますが、それでもガソリンを使用して走行することに変わ

りはないのですから。

枚必要なセルの量産を可能としました。燃料電池車の

普及に向けた第一歩を踏み出したHondaは、これから

も生産技術面における進化を継続していきます。

私がFCXクラリティのオー

ナーになることを決めたの

は、こうした素晴らしいテクノ

ロジーに美しいスタイリング

を併せもつ、これからの時代

にふさわしい“クルマの新し

いカタチ”を示していたからです。また、「FCXクラリティ」を

選択するということは、化石燃料の代替エネルギーの可

能性を探求する新たなプロジェクトに参加することを意

味しており「このプロジェクトに参加したい」と強く願った

ことも、「FCXクラリティ」を選んだ大きな理由です。

燃料電池車の普及拡大をめざして
そして2007年11月。Hondaは、一般販売を前提に、環境性

能だけではなく、動力性能、空間のゆとり、デザイン性を飛

躍的に進化させた燃料電池車「FCXクラリティ」を発表する

とともに、2008年7月に米国で、11月には日本でリース販売

することを発表しました。

このFCXクラリティによって、Hondaは未来のクルマの普

及という目標に大き

く近づいたと言えま

す。また、個人的にも

1998年にプロジェクト

に参加した時に見た

“化学プラントを載せ

たクルマ”からわずか

10年でここまでくるとは思いもせず、その飛躍的な進化に

は大きな感慨を覚えます。

しかし、Hondaの目標は、燃料電池車を量産し、広く一般

の人々に乗っていただくことです。いくら環境保全に役立つ

クルマをつくっても、価格が高く社会に普及しなければ意味

がありませんし、100年後への「答え」にもなりません。その

ためにはコスト削減はもちろん、水素インフラの充実を含

めたいくつものハードルを超えていく必要があります。なか

には一朝一夕には解決できないハードルもありますが、燃

料電池車の実現は、1886年にベンツとダイムラーが世界で

ガソリンエンジンのクルマを発明して以来、およそ一世紀ぶ

りのエポックになる可能性があります。その“夢”の実現に向

けて、今後も着実に一歩一歩前進してクルマの未来をもっ

と楽しく変えていきたいと思います。FCXクラリティ

水素タンクの取付の様子ラインオフ式典の様子
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モビリティの喜びを
いつまでも　

持続可能なモビリティ社会へ───Hondaの視点

（株）本田技術研究所
四輪開発センター
エクステリアデザイン担当

長谷川 勝

Voice

FCXクラリティの特長は、「V Flow FCプラッ

トフォーム」という革新的な分散型パワープ

ラントが実現したことで得られた、デザイン

の大きな自由度です。エンジンがなくなり、他

のコンポーネントも小型化されたことで実現

した、ショートノーズとロングキャビンのワン

モーションのサイドビュー。全長に対して室内

空間が大きくとれるようになったこの新しい

セダンの形を、Hondaは「ダイナミック・フル・

キャビン・セダン」と呼んでいます。燃料電池

車は究極のエコカーではありますが、デザイ

ンにあたっては、純粋に走る楽しさや所有す

る喜び、スタイリングの力強さや伸びやかさ

など、クルマの普遍的な魅力をもつものにし

たいと考えました。見所は大きく前進したフ

ロントピラーと融合したフェンダー、前後に大

きく絞り込んだキャビン、セダンとしてはこれ

までにないような立体的で色気のあるリアま

わりのデザインです。さらに、ドアミラーやホ

イールなどディテール・デザインにまでこだわ

り、カラーリングにおいても従来のエコカー

のイメージから脱却し、造形美を優雅に映し

出す「スターガーネット」という深紅の陰影を

モチーフに採用。美しさにとことんこだわった

Hondaらしい「エモーショナルなデザイン」を

実現しました。

スケッチを描く際に考えたのは、ドアを開け

て一目見ただけで心が奪われ、誰もが乗って

みたいと感じてもらえるような未来感を表現す

ることです。とくに、インテリアで最初に目に入

るコックピットまわりにはこだわりました。「未

来のクルマを運転しているんだ」というワクワ

クドキドキ感を提供するために、コックピット

中央部には燃料電池ならではの水素の消費

状況やバッテリーの消費、回生状況、出力計な

どを立体的に表示するとともに、鮮やかな光で

演出した新開発の「FCマルチプレックスメー

ター」を装備。単なる見やすさだけではなく、

先進性も感じてもらえると思います。また、リア

席にも異次元の気持ちよさを提供したいと考

え「V Flow FCプラットフォーム」で得た広いス

ペースを活かして各席に独立したシートを配

置し、さらにドアライニングを大胆にえぐるこ

とによって広がり感と包まれ感を同時に演出

しています。そして、世界初の植物由来の新素

材「Hondaバイオファブリック」を用いたシート

など素材の選択においても未来のプレミアム

セダンにふさわしい仕立てにこだわりました。

ドアを開けた瞬間に未来を感じてほしい

（株）本田技術研究所
四輪開発センター
インテリアデザイン担当

高木 陽蔵

デザインに込めたのは「先進性」と「普遍性」です

出力計

バッテリー
容量計

水素燃料計

デザインスケッチ

デザインスケッチ FCマルチプレックスメーター

ドアミラーデザイン
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視点 地球温暖化問題へのアプローチ

本田技研工業（株）汎用事業本部
ソーラーシステム事業企画室 室長

古川 潤一郎

燃料電池車やバイオエタノールの生産技術開発など、環

境領域で新しい未来を提案し続けているHondaが2007年、

また一つ新たなチャレンジを本格化させました。舞台は、熊

本製作所の敷地内に設立されたグループ会社、「ホンダソ

ルテック（HST）」。同社が製造・販売する太陽電池システム

は、需要が逼迫するシリコン製太陽電池に比べて、現状に

おいてはエネルギー変換効率はやや劣るものの、製造時の

エネルギーは大幅に少なく、環境負荷の低減と経済性の面

から業界の注目を集めています。モビリティの夢を追求する

Hondaが描く、エネルギー創出事業という新たな夢。そこに

は、Hondaがモビリティ開発で培ってきた、“独創へのこだわ

り”が随所に込められています。

モビリティメーカーとしての社会的責任を果たすために
Hondaは、次世代ディーゼルエンジンやハイブリッドカー

などの開発を通じて環境負荷低減をめざしています。太陽

電池もその一つですが、従来のモビリティと異なるのは、消

費エネルギーを削減するのではなく、新たにエネルギーを

生み出す製品ということ。「エネルギー消費型製品」をつくる

会社として、「エネルギー創出型製品」を世の中に普及させ

ていくことは、社会的責任を果たすことにつながります。こう

した考えから、Hondaは早くから再生可能エネルギーに関

する調査研究を行っており、実際そこから燃料電池車やバ

イオエタノールなども生まれています。

太陽電池を“シビック”のような存在に
こうした背景をもとに、Hondaは1996年から太陽電池

の研究を開始しました。目標は、「世界中の家庭の屋根に

HONDAのロゴを掲げること」。太陽電池を、どの街にもあ

家庭用「次世代型薄膜太陽電池」の開発

世界中の家庭の屋根に
H o n d aの太陽電池を

“エネルギー消費型製品”から
“エネルギー創出型製品”へ
本田技研工業（株）汎用事業本部 ソーラーシステム事業企画室 室長 
古川 潤一郎

C S Rレ ポート2 0 0 821



モビリティの喜びを
いつまでも

持続可能なモビリティ社会へ───Hondaの視点

（株）ホンダソルテック
代表取締役社長　

数佐 明男

る、多くの人々に愛される“シビック”のような存在にしていこ

うというわけです。

ちなみに、国や自治体から公的補助のある公共・産業向

けではなく、あえて家庭から普及をめざした理由は、発電所

から送電線を使って各家庭に電気を送る今のシステムには

大きなムダが存在するからです。需要のあるところで生産す

る、これがHondaのグローバル展開の考え方ですが、電気

エネルギーも同じ。必要なところでつくって、必要な分だけ

使うという分散型のエネルギーシステムが将来は必ず必要

になると考えています。

新たな素材CIGS※の実用化に挑戦
世界中の家屋に載る太陽電池版シビック。この目標を実

現するためには、またHondaが先発メーカーに伍して闘っ

ていく以上は、新しい挑戦をしなければ意味がありません。

そこでHondaは、発電層にCIGSという化合物半導体を使っ

た太陽電池に着目し、開発をスタートしました。

当時は、ほとんどの太陽電池メーカーは「シリコン」を使っ

ていましたが、シリコンはその製造工程で莫大なエネル

ギーを必要とすることに加えて、シリコンの価格や供給量は

半導体の需給に左右され、量産時にコスト高や品不足から

多くの家庭に供給できなくなるおそれもあります。

そこで、光吸収率が高い素材としてCIGSを選択したので

すが、当時、量産技術を確立した会社はなく、先行するシリ

コン製太陽電池の性能やコストに近づけるためは大きな困

難が予想されました。けれど、人まねをせずに先進技術に挑

戦することがHondaのアイデンティティ。ゼロからのスター

ト、そして太陽電池メーカーとして最後発という状況を新た

なパワーに変えていこうと事業化を決意しました。

“すべてがチャレンジ”という環境のもとで
HSTは、2006年12月に太陽電池の事業会社として設立さ

れました。量産実績も販売実績もある先行メーカーを相手

に「Hondaの太陽電池」として競争力を高め続けていくた

めには、製品開発だけでなく、生産体制も販売戦略も“独創

性”が求められます。そこで、新たな組織をつくり、“すべてが

チャレンジ”という環境のもとで事業活動をスタートするこ

とにしたのです。

チャレンジのポイントは、大きくニつあります。一つは、高

性能・高品質な太陽電池を多くの人々に提供していくため

にコストパフォーマンスを高めていくこと。もう一つは、お客

様に安心して買っていただき、また販売店も売る喜びを感

じていただけるような販売ネットワークを全国に広げていく

ことです。

コストパフォーマンスの向上をテーマに
コストパフォーマンスの向上に関しては、すでにHonda

はCIGS素材特性を活かして、どこに光が当たっても発電で

きる業界初の太陽電池を生み出すことに成功しています。こ

うした性能の優位性を一層磨きつつ、コストを下げていく必

要があります。

そのために、HSTでは自動車製造で培ってきた効率化や

生産性向上に関するノウハウを土台に、さらなるプロセス

の合理化、自動化を推進。現在は、性能の均質性を保ちなが

ら太陽電池基板の大型化を実現するための技術開発に取

り組むほか、歩留まりの向上させるためのさまざまな工程

改善に取り組んでいます。

※ 銅（Copper）、インジウム（Indium）、ガリウム（Gallium）、セレン（Selenium）を用いた
半導体。波長領域が長く、シリコンより一桁上の光吸収率をもつ

太陽電池をHondaの環境ブランドの柱に
位置づけていきたい
（株）ホンダソルテック 代表取締役社長　数佐 明男

C S Rレ ポート2 0 0 8 22



視点 地球温暖化問題へのアプローチ

（株）ホンダソルテック 取締役 
検査主任技術者（兼 技術部長）　

鈴木 康浩

ユーザーの声をもとに販売店のコンセプトを立案
販売店ネットワークの構築に関しては、お客様視点での

販売網──「メーカー」から「販売店」、「お客様」に至る経路

を一本の線にすることで“お客様を守り、顧客満足を高めて

いく販売店”をコンセプトに地道な販路開拓に注力してい

ます。他社のソーラーシステムを設置しているユーザーに

聞き取り調査した結果、多くの不満や不信、不安が浮かび上

がったのです。そこで、これまでモビリティ製品や汎用製品

で構築してきた“お客様に責任を果たす販売網”を太陽電池

領域でも実現するために、販売から設置工事、完成検査、ア

フターサービスまでの工程を一貫して担える販売店との契

約を進めています。

Hondaらしさを発揮して事業基盤の確立に全力を
太陽電池は世界的に市場が拡大している有望事業であ

り、将来は海外展開も視野に入れていきたいと思いますが、

まずは国内での事業基盤の確立──さらなる性能向上とコ

スト削減、販売店の拡大に注力するとともに、お客様一人ひ

とりに高い満足度を提供することに全力をあげていきます。

そして、じっくりと事業育成に取り組み、太陽電池をHonda

の環境ブランドの柱に位置づけていきたいと思います。

ベターではなくベストにこだわる
Hondaは、モビリティ製品の開発・生産において、ライフサ

イクル全体を見据えた環境負荷の低減に早くから取り組ん

できました。そして太陽電池においても、Hondaらしい独創

性を打ち出しながら、環境貢献度の高い製品の実現をめざ

しています。そのためには、他の製品に負けないエネルギー

変換効率の実現と、より省資源・省エネルギーでの生産を可

能にする生産技術の確立が必要となります。

そこでHondaは素材にCIGSを採用し、1999年には実験室

での基礎研究で当時の世界トップレベルの発電変換効率を

実現。そして、その高いポテンシャルを実用化していくため

に必要な薄膜大面積化のプロセス技術や設備開発を、生産

技術開発のスペシャリストであるホンダエンジニアリング

に移管。技術検討の結果、開発段階とはまったく異なる生産

方法に思い切ってリセットすることにしました。勇気のいる

決断でしたが、何事もベターではなくベストにこだわるのが

Hondaの「先進創造」です。

こうした姿勢が功を奏して、2005年末には目標としてい

た大面積量産性成膜プロセスの基盤技術を確立。従来の結

晶系シリコン太陽電池の80分の1の薄さで、当時の薄膜系

太陽電池で世界トップレベルの発電性能を達成しました。

また、量産化ラインの構築にあたっては、独自の生産設備の

開発、成膜工程の完全自動化などに加えて、自動車製造ライ

ンで培ってきた生産技術を取り入れることで、シンプルかつ

品質や生産性向上に有利な製造ラインを実現しました。

“小さく産んで、大きく育てる”
量産化の第一歩を踏み出したHSTの今後の課題は二つあ

ります。一つは、CIGSのもつ高いポテンシャルを活かした、

発電効率をさらに向上させた製品の具現化です。もう一つ

は、設備改善や工程改善などによって、さらなる生産効率・

歩留まり向上、コスト削減を図り、コストパフォーマンスを向

上していくことです。

いずれにしても、“小さく産んで、大きく育てる”のが

Hondaの流儀。今後も現場レベルでの日々の改善を積み重

ねていきたいと思います。

Honda太陽電池モジュール（CIGS薄膜太陽電池）

Hondaらしい独創性を打ち出しながら、
いかに環境貢献度を高めていくか
（株）ホンダソルテック 取締役 検査主任技術者（兼 技術部長）　鈴木 康浩
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モビリティの喜びを
いつまでも

持続可能なモビリティ社会へ───Hondaの視点

（株）ホンダソルテック 
製造部長

髙松 昭雄

Voice

新会社らしい“活気あふれる職場”を
めざして

HSTを立ち上げる際にめざしたのは、いわば

創業期のHondaのような活気あふれる職場で

す。そこで人材採用にあたっては、新しいこと

に挑戦する意欲をもった人材を求めて、地元

九州を中心に“創業期メンバー”を募りました。

また、新規事業にふさわしい“先進性と独創

性”をカルチャーとしてどう織り込んでいくか、

太陽電池という事業にふさわしい“環境先進

工場”をどう具現化していくかの2点を重視し

て職場づくりを推進していきました。

先進性と独創性については、いろいろな会

社、職場を経て集まってきた新入社員の人た

ちの声をできるだけ取り入れ“自らの職場を自

らが提案し、実践する工場づくり”こそHonda

の先進創造にふさわしいのではないかと考え

ました。また、みんなに“あるべき姿”を考える

機会をもってもらうことで、“高い理想を掲げて

挑戦する”というHondaカルチャーを一体感を

もって体験してもらい、伝承していけるように

することもねらいの一つでした。

幸い、入社した従業員たちは意欲の高い人

材が多く、工場内部の作業台の高さから、食堂

やリラクゼーションルーム、トイレの備品一つ

に至るまで、多くの意見が集まりました。

施設の随所に従業員の声を反映
たとえば、「リラクゼーションルーム」につい

ては、何もない部屋を見せて「10分でリフレッ

シュできる部屋」をテーマとした討議を繰り

返し、実際に具現化していきました。また、女

性にも働きやすい職場であることを示すため

に、使い勝手の良い広いトイレを設置。ちなみ

に、内装や備品は地元のホテルや公共施設を

見ながら決めていきました。さらに、工場は三

交替制となっていることから、いつでも温かな

食事がとれるよう食堂を開設しました。

一方、環境面については、Hondaの環境基

準を遵守することはもちろん、工場の建設時

から配慮を徹底。たとえば、工場建設の際に

は産業廃棄物になる土砂をなるべく持ち出さ

ないように工夫しました。また、工場の壁面に

は21kWの太陽電池モジュールを設置して、

事務棟の照明に活用。さらに、24時間稼働し

続ける工場の空調効率を高めるために、天井

の構造を工夫して放出熱を再利用するなどの

環境対策を施しました。

地域に根ざした「企業市民」として
このように、HSTはさまざまな施策を手づく

りしてきましたが、取り組みはスタートしたば

かり。自分の頭で考え、工夫して、皆で闊達に

討議しながら成果を分かち合う「ワイガヤ」、

現場・現実・現物を直視して問題解決に取り

組む「三現主義」などを定着させていくために

は、われわれが確固たる信念をもち、率先垂範

していく気概をもたなければなりません。

また、会社のなかで個々が責任を果たすだ

けでなく、環境保全や社会貢献活動などを通

じて地域社会への責任を果たす「企業市民」

をめざす必要もあります。

こうした取り組みを通じて、将来は、Honda

の環境ブランドの一層の向上に貢献するHST

を実現し、Hondaの他の工場と同様、「Honda

がこの街に、この社会にあって良かった」と言

われるようになりたいですね。

創業期のHondaの活気を新会社に

リラクゼーションルーム
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視点 地球温暖化問題へのアプローチ

（株）ホンダソルテック
取締役営業部長

水本 和幸

「工事からサービスまで一貫して担える販売店」を
他社のソーラーシステムを利用しているユーザーへの聞

き取り調査からわかったことは、太陽電池の販売の世界では

「設置後どこに相談していいかわからない」「設置後はアプ

ローチがなく不安」といった不満・不信・不安という「3つの

不」が存在しており、“お客様を守り、顧客満足を高めていく

販売店”が根づいていないということでした。

率直に言えば、このことはHondaが太陽電池の販売ネッ

トワークを構築していく上で、大きなチャンスと捉え、「メー

カー」「販売店」「お客様」の関係を一本の線にすることによ

り、お客様から選んでいただける販売店をつくっていく。そ

れがHondaが追求してきたことだからです。

そこでHSTでは、販売から設置工事、完成検査、アフター

サービスまでの工程を“一貫して担える販売店”と契約するこ

とを販売網構築の指針としました。太陽電池は一軒一軒の

家屋にシステムとして設置してようやく“完成する”商品だか

らです。もちろん、出荷前には厳重に品質をチェックします

が、買う喜びを安全・安心とともに届けるためには、設置工事

やアフターサービスに積極的な販売店が必要です。また、そ

うした販売店ならば、設置後もお客様の声が集まり、商品の

改良や各種の販売施策に活かしていくことができます。

独自の資格要件を設定
一貫体制をもつ販売店との契約を確実に実施していく

ために、HSTでは独自の資格要件を設定しました。要件と

は、①建設業許可を取得し、地域に根ざしている、②第二種

電気工事士を取得している、③建築士（二級）を取得してい

る、④瓦屋根工事技士を取得している、などで、すべては安

全と安心をお届けするためです。「地域に根ざしている」と

明記したのは、「顔を知っている店員が対応してくれる」とい

うお客様の信頼感が、販売店の責任感も強めていくと考え

たからです。

そして、要件を満たすと思われる販売店やHondaにお

問い合わせいただいた販売店を全国各地域ごとにリスト

アップし、販売店に対する説明を開始しました。ところが、

実際に説明を始めてみると、従来の業界慣習とは大きく異

なるHondaの手法に一部の販売店から「資格要件が厳し

すぎる」「設置までの確認事項が多すぎる」などの声があが

りました。

そこでわれわれは改めてその必要性──資格要件がな

いとお客様の業界への信頼感が高まらないこと、新しい手

法は必ず多くのお客様に支持されることなど、“Hondaの確

信”を販売店のオーナー一人ひとりに丁寧に説明していきま

した。すると、Hondaと同様、業界の現状や先行きに危機感

を抱く販売店も多く、賛

同していただける販売

店も徐々に増えていき

ましたが、改革に伴う対

話の重要性を強く感じ

る出来事でした。

「売る喜び」「買う喜び」の輪を広げていく
現在、HSTの販売網は90店を超え（2008年3月末現在）、

2008年度中には200店を超える予定です。店舗の増加とと

もに販売実績も着実に上向きつつあり、2010年までには

10,000軒以上の家に太陽電池を設置していく計画です。

もっとも現状の国内市場は、住宅着工件数の減少や国や

地方自治体からの補助金制度の廃止などがあり、決して順

風とは言えません。ライバルメーカーとの競争は激化する

一方であり、全国展開する上では、塩害や豪雪に対応する製

品も開発していく必要があります。

けれど、どんな事業、製品でも「できない理由」を探して

いては前に進みません。Hondaはチャレンジャーであり、

勝負はこれから。Hondaらしい高性能・高品質な太陽電池

システムをHondaらしい販売手法でお客様にお届けする

ことを通じて、売る喜び、買う喜びの輪を広げていきたいと

思います。

設置例

“お客様を守り、顧客満足を高めていく販売店”を
（株）ホンダソルテック 取締役営業部長　水本 和幸
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モビリティの喜びを
いつまでも

持続可能なモビリティ社会へ───Hondaの視点

Products

日々販売店の方とお会いして、「HONDA」に

対する期待をひしひしと感じています。もちろ

ん製品への期待もありますが、われわれ営業

部門には、いかにしてお客様の心を掴むかと

いう販売支援の方策が求められています。こ

の期待に応えられるよう、販売店の皆様と一

緒になって課題を見つけ、解決していくことを

大切にしていきたいと思います。そうすること

で、Hondaの太陽電池事業に対する意気込み

や、お客様の目線で考える姿勢に共感してい

ただくことができ、ノウハウ共有にとどまらな

い、長期的な信頼関係づくりに役立つと確信し

ています。

「あのHondaが太陽電池をつくった？」。そん

な興味を抱いて見たHondaの太陽電池は、一

部分が日陰になっても発電性能が落ちにくい

など、CIGSという素材を最大限に活かした期

待通りの製品でした。また、施工もできる販売

店がお客様の窓口になる資格要件を設けたこ

とも、地域密着で事業を営んできた私にとっ

ては大いに共感できます。お客様の顔を見な

がら満足度を高めていくことが、次のお客様の

紹介にもつながる重要なファクターになるか

らです。今後はもっと製品の良さを世間にア

ピールして、認知度を向上させてもらえると嬉

しいですね。多くの方もきっと私のような期待

を抱くと思います。

お客様満足度を高める「販売店の資格要件」

平均的な家庭1世帯分の使用量をほぼカバー
Hondaの住宅用太陽光発電システムは、一つのモ

ジュールでサブモジュールを3枚つなげる構造となって

おり､モジュール24枚で約3kWを出力。これは、平均的な

一般家庭の1日の電力使用量（3kW以上）をほぼまかな

える発電量です。モジュールの色はシリコン系のパネル

によく見られる「青」ではなく､日本の家屋や景観にマッ

チし､しかも光を吸収しやすい「黒」｡平均的な価格はモ

Voice

（株）ホンダソルテック 
営業部

阿野 充伴

（株）イーエスピー 
代表取締役

下山 俊彦様

ジュール、パワーコンディショナー、施工費などと合わせ

て3kWシステムで本体が約200万円となっています。年

間生産能力は、フル稼働時27.5MW（一般家庭9,000軒

分）を予定しています｡このほかにも、一度設置すれば基

本的にはメンテナンスフリーで掃除の手間が不要なこと

､また昼間に発電して余った電気は電力会社に売ること

ができるなど、光熱費の削減を容易に実現できます。

太陽電池モジュール

一般家庭

つくる電気

売る電気

買う電気

使う電気

太陽光を受けて
電気をつくる

パワー
コンディショナー

太陽電池から集めた
直流電力を家庭用
の交流電力に変換
し、システム全体の
運転を自動管理

毎日の発電電力量や環境貢献
度合いがひと目で確認できる

表示器（発電量を表示）

住宅用分電盤

電力会社

家庭の
電気機器

一般家庭での太陽電池発電のしくみ

販売店の皆様とともに課題を解決していきたい
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Honda of America Mfg.,Inc.

視点 拡大するモビリティ需要へのアプローチ

Hondaにとって北米地域は、連結売上高の50％以上を占

める最重要市場です。この地域での四輪車の年間生産能力

は、2008年3月末で約142万台、さらに今年の秋に稼働を開

始する米国インディアナ州の新工場により年産約162万台と

なる予定です。

その巨大市場の中核的な生産拠点が、米国オハイオ州に

あるHAM（Honda of America Mfg., Inc.）。Hondaは1978

年、他の日系自動車メーカーに先んじて米国での現地生産

拠点HAMを設立。以来HAMは、日米のモノづくり文化の違い

や言葉の壁を一つひとつ乗り越えながら成長を続け、今や約

12,500人の従業員を擁し、Hondaが北米全体に供給する四

輪車のおよそ５割を生産するまでになっています。

こうした成功の基礎となったのが、「需要のあるところで生

産することこそが、地域社会への貢献に結びつく」という考

え方であり、現地のお客様、お取引先、従業員、地域の人 と々

「喜び」を分かち合うというHondaフィロソフィーでした。

改革を支える「アソシエイト」という考え方
グローバル規模で競争が激化している自動車産業で勝

ち残るために、HAMは現在、さまざまな改革を進めていま

す。そのなかで重視しているのが、従業員を「アソシエイト

（associate／仲間･同僚）」として遇することです。良い商品

をつくるためには、私たち一人ひとりがそれぞれの役割を

果たすことも大切ですが、みんなが「仲間･同僚」として協力

し合うことが不可欠だからです。

米国では、多くの企業が、従業員のことを「会社に雇用さ

れている人」を意味する「エンプロイー（employee）」とい

う言葉で表現しています。しかしHAMでは、「Hondaは一つ

だ。私たちはHondaのために働いているわけではなく、私た

ち自身がHondaなのだ」という思いを込めて「アソシエイト」

と呼んでいます。

実際、HAMでは、社長も工場の従業員も同じ目的をめざし

ている「仲間･同僚」として、全員が同じデザインの作業着を

着て仕事をしています。経営陣といえども頻繁に生産現場に

足を運んでラインや製品の品質などを確認する必要がある

以上、工場従業員と同じ服を着るのは当然のことなのです。

一人ひとりの成長が会社を成長させる原動力
HAMでは、一人ひとりのアソシエイトが、自らの可能性・

能力を伸ばせる職場づくりに努めています。　

他の自動車メーカーでは、従業員の仕事が「溶接」「塗装」

「組立」などに細分化され、仕事ごとに給与体系も異なって

いるために部署異動が難しいのですが、HAMでは、製造に

直接携わるアソシエイトの給与体系を一つにして、一人ひと

りが能力や適性を十分に発揮できるよう、個々の希望を聞

きながら随時配置転換するようにしています。

またHAMでは、マネジメントと生産現場の双方向のコ

ミュニケーションを大切にしています。

マネジメント層にとって、生産現場の声を聞き、そのニーズ

を把握することは、さまざまな問題を解決するために、また

「人間尊重」の理念を実践することで、
個人と組織の能力をさらに高めていく
総務部 部長　ティム・ギャレット

A S S O C I A T E

Ｉｎ　Ｎｏｒｔｈ　Ａｍｅｒｉｃａ

アメリカの大地に根づいた
Hondaチャレンジ精神の系譜
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Honda of America Mfg.,Inc.

モビリティの喜びを
いつまでも

持続可能なモビリティ社会へ───Hondaの視点

総務部 部長

ティム・ギャレット

History

日本の自動車メーカーとして初めて米国で四輪車生産を開始
──Hondaの四輪海外生産展開の「お手本」に

Hondaは現在、世界24ヵ国・67の生産拠点で二輪・四

輪・汎用製品を生産しています。このうち、最大の需要

地である北米地域の生産拠点数は14（2008年7月現

在）拠点で、そのうちの4拠点を有し、北米生産の中核

となっているのが米国の「HAM（Honda of America 

Mfg., Inc.）」です。

HAMは、2007年11月、四輪車生産25周年を迎えまし

た。日系自動車メーカーとして初めて米国で四輪車生産

を開始してから、四半世紀が経過したのです。

HAMは、1979年に二輪車の生産を開始し、わずか3年

後の1982年にメアリズビル四輪工場でアコードの生産

を開始。以来、1985年には二輪車用エンジンの生産か

ら始まり現在では四輪車用エンジンを生産しHonda最

大のエンジン工場にまで成長したアンナ・エンジン工場

を、1989年にはイーストリバティ四輪車工場を建設する

など、北米最大の生産拠点として、HAMはHondaの世界

戦略の一翼を担うまでに発展してきました。

このように、HAMは「需要のあるところで生産する」と

いう理念の下、Hondaの海外四輪生産を最初に実践し、

成功させた会社です。また、「従業員の能力・技能向上と

エンプロイアビリティの向上」「生産性と作業安全性向

上の両立」「環境保全活動」「お取引先との相互信頼関係

の構築」、さらには「地域社会との交流・社会貢献活動」

などに積極的に取り組んできました。こうした現地での

取り組みは、その後

のHondaのグロー

バ ル 生 産 拠 点 展

開の「お手本」にも

なっています。

一つの目標を現場と共有するためにも不可欠です。そこで

HAMでは、すべての部門において部門長が定期的にアソシ

エイトと対話する「ラウンドテーブル」を開催し、「安全」「環

境」「品質」「コスト」「デリバリー」など、さまざまなテーマで

ディスカッションをしています。　

一人ひとりのアソシエイトが成長の「喜び」を感じながら

お客様の「喜び」を想像し、そのことが会社を成長させる。生

産現場の声がマネジメントを鍛え、そのことはお客様の「喜

び」をより大きなものとし、会社をさらに成長させる。そし

て、会社の成長に伴って増えた利益をアソシエイトに還元

することで、彼らの「喜び」をいっそう大きなものへとしてい

く――HAMに根づきつつあるこんな好循環をさらに加速さ

せていきたいと思います。

HAMの企業運営の根本にあるのは、「個性を尊重し、平等

な関係のなかで皆が力を尽くして喜びを分かち合う」という

Hondaフィロソフィーです。このフィロソフィーを実践するこ

とが、HAMの競争力向上に直結しているのです。

HAMだけで生産されている天然ガス自動車
「シビックGX」
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視点 拡大するモビリティ需要へのアプローチ

渉外・広報課 課長

ビル・コンスタンタコス
中：北米購買部 企画グループ 
ユニット・マネージャー

エイミー・バーク

左：北米購買部 企画グループ 主幹

エリー・ブラッドフォード

右：北米購買部 企画グループ 主任 

マイク・アレン

HAMでは、自らの生産性向上と企業体質の強化を図るだ

けでなく、お取引先とともにそのパフォーマンス向上に努め

ています。

まず、北米におけるすべての部品お取引先、事務・修理関

連用品などについてのお取引先と毎年会議を開き、前期の

パフォーマンスを振り返りながら、来期や中期の戦略やその

方針を提示。また、多くの主要なお取引先に対し「トップエグ

ゼクティブミーティング」を実施し、Hondaグループの全体方

針や、購買方針などを詳しく伝え、さらなる企業体質の強化

を図っています。

さらに、北米購買部の一部門である「NAT（North American 

Technical）」が、お取引先の生産性向上や企業体質のさらな

る強化を図るため全力でお取引先をサポートしています。

その手法の一つとして「Honda Supplier Training」というプロ

グラムを設けており、2007年度は「問題解決手法」「リーダー

シップ」「コミュニケーション」「品質サークル」などをテーマと

した256のクラスを開設し、お取引先の幹部や従業員など、

延べ3,367名が受講しました。　

また、生産性向上や企業体質のさらなる強化だけでなく、

コミュニティにおける模範的な企業市民となっていただくこ

とも重視しており、「環境」「ダイバーシティ」「地域社会への

参画」「安全・衛生」「企業倫理・コンプライアンス」「政府との

対話」など6つの項目に焦点を当てたプログラムを設け、優

れた活動を実践しているお取引先を表彰しています。

北米地域におけるHAMの存在感が大きくなるにつれて、

私たちに対する地域社会からの期待が非常に高まってい

ます。HAMは、その設立以来、「良き企業市民」として、こうし

た期待に応えるために、多くのアソシエイトとともに地域社

会の発展に寄与するさまざまな活動に取り組んでいます。

たとえば、オハイオ州は将来、技術者が不足するであろ

うという問題を抱えていることから、6つの大学とともに将

来の技術者を開発し育成する活動を行っています。また、

1999年からアソシエイトが講師を務める学校教員向け研

修プログラムを設けて

おり、今では述べ13,000

名以上がこの研修に参

加しています。

環境保全の面では、

8,200エイカー（3,318万

m2）におよぶHAMの敷

地から有害物質を排出しないようにするのは当然のこと、

HAMの近くにある自然保護区、ビッグダービー・クリークの保

全にアソシエイトがボラ

ンティアで携わるととも

に、10年以上にわたって

合計46万ドル以上の資

金提供をしてきました。

さらにHAMでは最近、

乗用車とSUVの混合生

ビッグダービー・クリーク

高架橋

お取引先とともに生産性向上と企業体質の
強化を図っています
北米購買部 企画グループ ユニット・マネージャー　エイミー・バーク

 主幹　エリー・ブラッドフォード
 主任　マイク・アレン

S U P P L I E R

私たちがもつリソースを地域社会の発展に
役立てています
渉外・広報課 課長　ビル・コンスタンタコス

C O M M U N I T Y
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モビリティの喜びを
いつまでも

持続可能なモビリティ社会へ───Hondaの視点

HAMでは、生産ラインに人間工学（エルゴ

ノミクス）を取り入れ、独自のガイドラインに

基づいて工程･作業の改善を図るなど、アソシ

エイトがより安全に、快適に仕事ができるよう

長年にわたり努めてきました。これに加えて

2008年度今年からは二つの新たな取り組み

を開始します。

一つは「ワークハードニングプログラム」で

す。これは、新入社員が車体組立などのスピー

ドの速いラインに対し作業を安全に対応して

いけるよう、3～4週間かけてトレーニングし、

同時にウェルネスセンターでフィジカルセラ

ピーを受けてもらい、身体の慣れ具合を判断

しながら現場に配属していくプログラムです。

もう一つは、日々のミーティングのなかでア

ソシエイトが「生産現場の安全性をどう高めて

いくか」について話をする「安全スピーカー」活

動をビデオに撮り、さまざまな機会を通じて他

の多くのアソシエイトに見てもらうこと。スピー

カーを務めるアソシエイトには、家族や友人の

ことを考えながら話をしてもらうよう要請する

つもりです。「自分が事故にあうと、大切な家族

や友人に影響を与えてしまう」――そんな思い

やりが職場の安全性向上の推進力となると思

うからです。

HAMは、1998年に環境マネジメントシステ

ムのISO認証を取得。これに基づいて、エネル

ギー使用量の削減やリサイクル推進、廃棄物

削減など環境保全活動に取り組んできました。

なかでもCO2の削減は重要な課題であるこ

とから、エネルギー使用量の削減によるCO2削

減に積極的に取り組んでいます。たとえば、よ

りエネルギー使用量の少ない設備に切り替え

たり、設備不稼動時の電源オフ管理を実行した

り、より効率的な生産方法を導入したりするこ

とで、生産オペレーションでのエネルギー使用

量の削減に焦点を当て大変多くの改善活動を

行っています。

また、埋め立て処分する廃棄物の削減にも

力を入れており、2010年までに2000年比で

90％削減することを目標として掲げ、その達成

に努めています。

さらに、HAMのメアリズビルおよびイースト

リバティの工場のそばには自然保護区となっ

ている湿地帯があることから、廃水管理にも細

心の注意を払っています。化学物質や溶媒が

排水に混じらないように排水処理施設の整備

は当然のこと、大雨のときに大量の雨水が自然

保護区に流れて自然を破壊しないように我々

の敷地内に雨水を溜めて排水量を制御してい

ます。また、これらの雨水を工場内の冷却水と

して再利用しています。

今後も、自然保護区に生息する多様な動

植物にも配慮して、環境マネジメントシステ

ムを一層高度なものにしていきたいと考え

ています。

自然保護区にも配慮した環境活動に取り組んでいます
Voice

メアリズビル四輪工場 
組立課 課長

ロブ・メイ

環境・設備管理課
技術主幹

カレン・ヘヨブ

産を開始しましたが、SUVは乗用車よりも車体が大きいた

め、これらを鉄道輸送する際に連結せねばならない貨車が

増えて列車全体が長くなり、その結果、踏切での待ち時間が

長くなり地域社会の交通に影響を与えてしまいます。これに

対しHAMは、自ら費用を負担して高架橋をつくることを決め

たのです。企業活動がコミュニティに与える影響を最小限

に抑えることは、企業自身の責任だと考えるからです。

地域社会の要請に応え、地域社会が抱える問題を解決し

ていくために、私たちHAMは、これからも会社とアソシエイ

ト一人ひとりがもつ技術や資金などのリソースを上手に活

用する方法を考え、実践していきたいと考えています。

安全で快適な職場づくりでアソシエイトを守っています

C S Rレ ポート2 0 0 8 30



視点 拡大するモビリティ需要へのアプローチ

Moto Honda da Amazonia Ltda.

Honda Siel Cars India Ltd.

I n  S o u t h  A m e r i c a ブラジル

二輪車の普及と並行して
交通安全教育を実施

I n  A s i a , O c e a n i a

オフィス・生産現場の
職場環境の改善を推進

インド

Hondaは、1975年に二輪車の生産・販売を行う現地法人

「モトホンダ・ダ・アマゾニア・リミターダ（HDA）」の設立以

来、ブラジル市場の旺盛な需要に応えて生産体制を拡充。

2007年8月には累計生産台数が1,000万台を突破しました。

「HONDA」は、製品だけでなく交通安全普及活動におい

ても、大きな存在感を示しています。現在、ブラジルでは

モータリゼーションの進展に伴って交通事故が増加し、大き

な社会問題となっています。こうしたなか、Hondaは、HDA

を設立し二輪車の普及を開始するとほぼ同時に、安全運転

講習を開始。1998年にはサンパウロ近郊に12万m2の面積

を有する「交通教育センター」を設立。一般の人々はもちろ

ん、販売店インストラクターや交通警察など交通安全に関

わる指導者養成も行っています。また、インストラクターの

養成にも努めており、2006年に設立された2ヵ所目の交通

教育センターと合わせて、これまでに養成したインストラク

ターは約630名にのぼります。

さらに、各地に実技トレーニングコースを併設した二輪

販売会社を設立しており、二輪車市場が拡大するなか、バイ

クだけでなく、“安全”を手渡す活動を推進しています。

インドで四輪の生産・販売を行う現地法人「ホンダシェ

ルカーズインディア・リミテッド（HSCI）」は現在、同国の需

要拡大に応えるために年々生産体制を拡充しており、2007

年12月には年間生産能力を従来の5万台から10万台にま

で拡大しました。また、2010年中には年産6万台の第2工場

も稼働を開始する予定です。

こうした生産体制の拡充に伴って従業員数も急増して

います。そこでHSCIは、“一人ひとりの人間をかけがえのな

い存在”とするHondaフィロソフィーの精神に基づき、職場

環境を維持・向上していくために、生産現場とオフィスエリ

ア、厚生エリアの職場環境の改善を進めています。

生産現場では、「職場の安全性確保」をテーマに、ソフト

面では安全教育の強化、ハード面では溶接および塗装

ロボットの導入、安全柵やセンサーの改善、エルゴノミク

スを考慮した作業レイアウト・作業アシスト装置の工夫な

どを実施しました。

オフィスエリアでは「快適で効率的なオフィス」をめざし

て、ゆとりのある座席、ミーティングスペースの拡充などを

図りました。

一方、厚生エリアでは、「健康的な職場」を実現するため

に、カウンセリング室や診療所などの医務施設のスペース

拡大やレイアウト変更などを実施しました。

教育の様子交通教育センタ－

ストレスを最小化する作業ポジションを確保オープンで明るいオフィスエリア
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Honda of the U.K. Manufacturing Ltd.

モビリティの喜びを
いつまでも

広州本田汽車有限公司

持続可能なモビリティ社会へ───Hondaの視点

I n  C h i n a

“親・早・確・安”をモットーに
顧客満足を追求

I n  E u r o p e

従業員の安全確保と
地域社会貢献を同時に推進

中国

イギリス

急速な経済発展が進む中国では、世界を代表する自動

車メーカーが現地生産を加速させています。こうしたなか、

Hondaの中国における四輪の生産・販売合弁会社「広州本

田汽車有限公司（広州本田）」は、2008年7月で累計生産、販

売台数135万台を達成しました。

同国におけるHondaの高い評価は、1998年にHondaが

初めて「アコード」を生産した時に遡ります。当時、最新機種

を市場に投入する自動車メーカーは多くありませんでした

が、Hondaは“買う喜び・売る喜び・創る喜び”というHonda

フィロソフィーをもとに、常に最新型のモデルを輸入車と

同等の品質、かつお求めやすい価格で販売。さらに、販売と

サービスが別々の中国市場では珍しい、「セールス」「アフ

ターサービス」「部品」「顧客管理」の4つの機能を備えた“四

位一体の販売、サービス網”の構築を早くから開始しまし

た。こうして広州本田は市場を切り拓くパイオニア的な存在

となりました。

そして現在、広州本田は、『親』（親切な対応）、『早』（迅速

な対応）、『確』（正確な診断）、『安』（確かな技術）をモットー

に、「お客様満足度調査」の結果を日々のサービスの改善や

研修プログラムに導入するなど、より高い顧客満足度の創

出に努めています。

Hondaの四輪生産を行う英国現地法人「ホンダ・オ

ブ・ザ・ユー・ケー・マニュファクチュアリング・リミテッド

（HUM）」は、1999年から、従業員の安全意識の強化と地域

社会への貢献を目的としたプログラム、「セーフティ・チャレ

ンジ」を実施しています。　

これは、各工程のチームがそれぞれ安全目標を定め、80

日連続で24時間無事故記録を達成すると、チームで選んだ

地元の慈善団体に会社から50ポンドが寄付されるというプ

ログラムで、HUMは2007年度までに10万ポンド以上の寄

付を行いました。

また「セーフティ・チャレンジ」は、従業員に社会貢献を自

発的に行う意識を向上させ、募金の額面以上に、社会貢献

活動において良い波及効果をもたらしています。またこの

活動は産業界など社会における安全への意識向上にもつ

ながっており、HUMにとって必要不可欠なプログラムです。

HUMでは、今後もプログラムを継続し、Hondaフィロソ

フィー「人間尊重」を実践していく方針です。

販売店の様子

事故防止に向けた情報を掲示生産の様子
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