
Honda環境宣言

地球環境への視線
C h a p t e r Ⅱ

Hondaは早くから、時代に応じた環境への取り組みを展

開してきました。1990年代には段階的に環境保全に取り組

むための組織体制を整備し、1992年に環境課題への考え方

を明文化した「Honda環境宣言」を制定しました。

以来、この宣言のもと、環境保全を企業の重要テーマの

一つとして、環境保全活動の充実を図ってきました。

Hondaは、将来に向けて、「自由闊達・チャレンジ・共創」と

いう行動要件を基盤とした2010年ビジョンを策定しました。

そのなかにある「喜びを次世代へ」という考えに基づき、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、

その早期実現に向けて取り組みを強化していきます。

環境を保全する活動を通してHondaは、お客様や社会に

「存在を期待される企業」になることをめざします。

WEB
http://www.honda.co.jp/environment/
環境への取り組みの詳細はこちらをご覧下さい

http://www.honda.co.jp/
environmental-report/2008/index.html

環境年次レポートの詳細はこちらをご覧下さい

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。
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1992年6月制定・発表

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。

Honda環境宣言
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企業活動に関する環境影響の把握と取り組み方針

Hondaは、すべての企業活動と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、企業活動や商品の使用が地球環境

に及ぼす影響を考慮し、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、製品の一生にわたる環境

負荷を評価する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。

地球環境への視線
C h a p t e r Ⅱ

LCAに基づいた領域区分

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

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 

オフィス 

製品の資源循環・3R

●  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要素 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 

地球規模的な環境課題

地域的な環境課題

地球温暖化 

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

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 

CO2
交換部品
フロン
廃棄物 

CO2 
使用済み製品

環境影響の把握と取り組み方針
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2010年CO2低減目標と進捗

地球環境への視線
C h a p t e r Ⅱ

二酸化炭素（CO2）やフロンなどの温室効果ガスの急激な

濃度上昇が原因とされる「気候変動問題」。地球規模で進行

するこの問題は、特定の地域だけの対応では解決すること

ができず、その解決には、全世界が一丸となって対応してい

く必要があります。

その一方で、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、普及状況に差があります。人々の生活

がより豊かになるためには、モビリティの普及は欠かすこと

ができません。そして、これからも開発途上国を中心に自動

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、

相反する課題の解決に向けて、Hondaは2006年5月に全

世界で展開する「2010年CO2低減目標」を策定し、「最も

CO2排出の少ない工場で、最もCO2排出の少ない製品を生

み出す企業」をめざしています。

今後、2020年頃までは、モビリティの動力は、機械内部で

燃料を燃焼させて動力を取り出す内燃機関が主流であると

予測され、その「効率向上」、すなわち「燃費の向上」が重要

な課題であると考えています。

これまで燃費に関しては、四輪車の場合、米国や欧州のよ

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。しかし、Hondaは、気候変動問題は全世界的な対

応が重要との認識から、2006年から従来の考え方を発展さ

せ、「地域ごと」から「全世界」へ、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、「製品群ごと

の企業平均燃費を全世界で向上する目標」を設定して、目

標達成に取り組んでいます。

「製品を生産する過程」においても、全世界でCO2の排出

量低減に努め、生産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2006年から設定して、

排出低減に取り組んでいます。

全事業領域の環境負荷を定量的に把握する「Honda LCA

データシステム」による試算では、平均的なHonda車の生産

から廃棄段階に至るCO2排出量は、お客様による走行時の排

出が約78％、生産段階からの排出が約6％となっています。

そこでHondaは、「製品と生産活動における全世界目標」

を設定することで、製品ライフサイクルにおけるCO2排出量

の8割以上を網羅できると考えています。

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

クルマの生涯
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）

（シビックの例）

地球規模の気候変動問題への対応

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

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
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全世界で展開する2010年CO2低減目標（対2000年実績）
二輪車 四輪車 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

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

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

●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：二輪車＞ 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74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。
※ 本田汽車零部件製造有限公司を追加しました

2007年度の実績（進捗状況）

製品のCO2低減 
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92.8

59.0

90.3

103.8

112.3

四輪車 二輪車 汎用製品

四輪車 二輪車 汎用製品

86.8

94.0

88.8

6.0％減 11.2％減※1 9.7％減

7.2％減 41.0％減※2
12.3％増※370.8

（年度）
目標

2000 20102006 2007 ～ ～ （年度）
目標

2000 2010

目標
2010

目標
2010

2006 2007 （年度）
目標

2000 20102006 2007～ ～ ～ ～

（年度）2000 2006 2007 （年度）2000 2006 2007 （年度）2000 2010
目標

2006 2007～ ～ ～ ～ ～ ～

※1 すでに2000年比11.2％低減しており、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。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、生産変動によるものです
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2010年度国内目標と進捗

地球環境への視線
C h a p t e r Ⅱ

Hondaは、公害問題が深刻化した1960年代から積極的に

環境課題の解決に取り組んできました。四輪車に事業を拡大

したばかりの1966年には、大気汚染対策研究室を設置しま

した。ここでの研究をベースに、1972年に「子どもたちに青空

を」を合言葉に、CVCCエンジンを開発。当時不可能と言われ

ていた米国マスキー法に世界で初めて適合しました。

その後もHondaは、「技術で生じた問題は、技術で解決す

る」との精神で環境課題の解決に積極的に挑戦し続けてい

ます。1990年代には段階的に組織体制を整備し、1992年、環

境対応への考え方を明文化した「Honda環境宣言」を制定。以

来、この宣言を行動の指針として環境保全活動の充実を図っ

てきました。

そして1999年には、以下に示す製品の排出ガスのクリーン

化と燃費向上などを柱とする具体的な達成目標を定めまし

た。これらの目標に対して2005年度末の達成をめざして取り

組み、すべての目標を達成しました。

そして現在、Hondaは「環境トップランナー」として、グロー

バルな課題であるCO2排出について、地域ごとから全世界へ

対象範囲を広げて製品および生産活動における低減目標を

定め、全世界で一丸となった取り組みを展開中です。

さらに、Hondaは地域の事業活動における環境負荷の低

減も企業活動における重要課題と捉えています。2007年度

には、2010年度に向けて新たに国内における環境負荷低減

目標を設定しました。

具体的には、物流におけるCO2排出量の削減、環境負荷

物質の低減、事業活動における資源循環の推進について

の、国内での2010年度環境負荷削減目標（8項目）を自主的

に定めました。

さらに、2006年5月に発表した全世界の製品および生産

活動におけるCO2排出低減の目標などを合わせ、2010年度

環境負荷低減目標（下表参照）として整理し、国内事業活動

の環境負荷低減を加速していきます。

2010年度 環境負荷低減目標

※1 2006年公表の「2010年CO2低減目標」。詳細はP45-46をご参照ください
※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 他）

※5 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

 

四輪車 

二輪車 

汎用製品 

四輪車 

二輪車 

汎用製品 

国内※2

四輪車 

二輪車 

製品 CO2排出量 

CO2排出量 

CO2排出量 

CO2排出量

VOC※5排出量 

廃棄物埋立処分量 

廃棄物等発生量 

水資源使用量 

包装資材使用量 

ASRリサイクル率

リサイクル実効率 

10％低減（2000年度比）※1

10％低減（2000年度比）※1

10％低減（2000年度比）※1

10％低減（2000年度比）※1

20％低減（2000年度比）※1

20％低減（2000年度比）※1

30％低減（1990年度比）※3

10％低減（2006年度比）

35％低減（2000年度比）

全事業所でゼロ化

10％低減（2000年度比） 

30％低減（2000年度比）

45％低減（2000年度比）

70％以上※8

95％以上（2015年度までに）※9 

g/kmあたり

g/kmあたり

kg/1時間あたり

生産台あたり

生産台あたり

生産台あたり

エネルギー消費原単位

売上高あたり

四輪ボディ塗装面積あたり

売上高あたり

売上高あたり

売上高あたり

生産 

物流※4

生産 

事業活動全体※6

生産※2

物流※7

日本国内 
（1998年発表）

項目 対象地域 対象環境側面

エネルギー・
温暖化

環境負荷物質

資源循環

自動車
リサイクル

全世界目標は
2006年に公表
（P45-46参照）

全世界

日本国内は
2007年6月に公表した
新たな目標

日本国内

目標

新たな目標

さらなる環境負荷低減をめざして

国内の最重要課題を網羅して
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2007年度の実績（進捗状況）
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95以上

（%）

全事業所（48／48社）でゼロ化
達成済み

100

1990

71.6

2007

70

2010
目標

100

2006

90.2

2007

90

2010
目標

100

2000

65.2

2007

65

2010
目標

2007 2015
目標

70以上

2010
目標

100

2000

83.7

2007

90

2010
目標

100

2000

66.4

2007

70

2010
目標

100

2000

56.9

2007

55

2010
目標

（年度）

（年度）

（年度） （年度）

（年度）

（年度）

（年度）

（年度）2007

77.8

～ ～ ～ ～～ ～

～ ～～ ～

～ ～ ～ ～～ ～

物流時のCO2排出量
（売上高あたり）

生産時のVOC排出量
（四輪ボディ塗装面積あたり）

廃棄物埋立処分量
（事業活動全体）

生産時の水資源使用量
（売上高あたり）

物流時の包装資材使用量
（売上高あたり）

生産時のCO2排出量
（エネルギー消費原単位）

生産時の廃棄物等発生量
（売上高あたり）

リサイクル実効率（二輪車）ASRリサイクル率（四輪車）

目標達成に向けた取り組み

エネルギー・
温暖化

環境負荷物質

資源循環

新規建設
事業所における
環境配慮

全生産事業所での燃料転換（天然ガス切替）完了（2006年度）

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

Honda製ソーラー発電の積極的導入

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

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

鍛造冷却水のリサイクル、雨水活用など

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」

項目 施策

省エネ活動

新エネ・自然エネルギー
利用など

VOC

廃棄物等

水資源

寄居新工場
（2010年稼働予定）

燃料転換
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2007年度の目標・実績と2008年度目標

地球環境への視線
C h a p t e r Ⅱ

具体的な達成目標 2007年度の進捗状況

「★★★低排出ガス車」、｢★★★★低排出ガス車」認定※※※111の拡大
国内向けスクーターの全機種にFI適用
今後、順次拡大
さらなる燃費の向上
燃費向上継続展開
さらなる燃費の向上

今後、順次拡大

Honda化学物質ガイドラインに基づく切替推進

お取引先CO2排出量の低減

お取引先埋立処分量の削減
ー
ー
全お取引先のISO14001取得推進
エネルギー消費原単位：25.5％低減（1990年度比）
CO2排出量：49.0万CO2トン
（埋立処分ゼロ継続）
廃棄物リサイクル率：99.0％以上
廃棄物社内焼却量：90.0％以上削減（1998年度比）
VOC排出原単位（四輪）：34.0g/m2

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：40,847CO2トン（四輪完成車輸送）※4※4※4

ー

エコドライブの普及・拡大

DREAM店のさらなる拡大
連結販売会社の環境取り組み強化
すべての新型車・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ASR中塩素濃度1％レベル以下
リサイクル可能率95％以上
リサイクル可能率の向上
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働の維持 
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

9オフィスビルでのCO2排出量：12,913CO2トン※6※6※6

9オフィスビルでの廃棄物発生量：502トン※6※6※6

新技術投入による効率向上

四輪車
汎用製品

四輪車
二輪車
汎用製品

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

 
お取引先への環境マネジメントシステムの導入

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
ノックダウン部品包装資材使用量の削減

 販売会社への
 環境マネジメントの導入

二輪車 販売会社への環境マネジメントの導入
汎用製品 販売会社への環境保全活動推進
 
 

四輪車

 二輪車
 汎用製品
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

四輪車

二輪車

可能率
向上

四輪車
二輪車
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※2※2※2 

排出ガスのクリーン化

四輪車

二輪車

汎用製品

六価クロム：2005年12月末までに全廃

六価クロム：2005年12月末までに全廃

六価クロム：2006年12月末までに全廃

達成済み

達成済み

達成済み

燃費の向上

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

リサイクル性の向上

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

グリーンオフィスの推進

代替エネルギー製品の開発

四輪車

販売

資源循環・3R

オフィス

商品開発

購買

生産

輸送

これまでに発表した達成目標と進捗状況

施策取り組み方針 2007年度目標

http://www.honda.co.jp/environmental-report/2008/target/target10/
2006年度までに達成した目標については、下記のホームページをご覧くださいWEB
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※1※1※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 ※2 ※2 対象お取引先：32社
※3※3※3   エネルギー消費原単位、CO2排出量およびVOC排出原単位の2008年度の目標は2007年度実績に対して増加していますが、これは生産背景や新規業務取り入れによるものです
※4※4※4   改正省エネ法計算方法反映により数値修正
※5※5※5   リ・マニュファクチャリング。使用された部品を分解・再組み立てした部品
※6※6※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
※※※777   2008年度は本田技研工業（株）の9オフィスビル（青山、和光、白子、八重洲、札幌、仙台、名古屋、大阪、福岡）に加えて、（株）モビリティランド、ホンダ開発（株）、ホンダ太陽（株）、（株）ホンダコム
テック、学校法人ホンダ学園、本田航空（株）、（株）ホンダトレーディング、（株）ホンダファイナンス、（株）レインボーモータースクール、希望の里ホンダ（株）、ホンダアールアンドデー太陽（株）、
（株）ケイピーテック、中央航業（株）、サーキットサービスクリエイツ（株）、（株）日本レースプロモーションの国内連結グループ会社15社、学校法人1校を含む合計16社27事業所を対象として
います

2機種5型式が新たに取得
国内向けスクーターほぼすべての機種にFI適用
単体エンジンのCARB TierⅢ 規制を先取り対応
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
FI化、低フリクション化機種で燃費向上
船外機のリーンバーン制御による燃費の向上
燃料電池車のリース販売拡大
「エコウィル」の販売拡大

ベアリングシェルとブッシュの鉛：ほぼ切替完了

CO2排出量（原単位）13.5％低減（2000年度比）

お取引先埋立処分ゼロ継続
ー
ー
ISO14001取得407社（99％）
エネルギー消費原単位：28.4%低減（1990年度比）
CO2排出量：47.9万CO2トン
（埋立処分ゼロ継続）
廃棄物リサイクル率：99.5%
廃棄物社内焼却量：93.1%削減（1998年度比）
VOC排出原単位（四輪）：32.1g/m2

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：39,927CO2トン（四輪完成車輸送）
ー

エコドライブを取り入れた安全運転講習会の実施

環境に配慮したDREAM店13拠点（計100拠点）出店
汎用販社の環境家計簿データ把握とCO2の削減
すべての新型車・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ASR中塩素濃度1％レベル以下
リサイクル可能率95％以上を達成
リサイクル可能率95％以上を達成
トルクコンバーターのリマン※※※5558機種追加
リサイクルシステムの安定稼働の継続

使用プラスチック材質情報の提供と
廃プラスチックマテリアルリサイクルのテストを実施

9オフィスビルでのCO2排出量：13,131CO2トン※※※666

9オフィスビルでの廃棄物発生量：512トン※※※666

「★★★低排出ガス車」、「★★★★低排出ガス車」認定※※※111の拡大
排出ガス性能の向上継続展開
今後、順次拡大
さらなる燃費の向上
スクーター以外への適用拡大
さらなる燃費の向上
今後、順次拡大
今後、順次拡大

ハンダ鉛の削減を推進

お取引先CO2排出量の低減（原単位）
お取引先特定荷主のCO2排出量（原単位）1.0％低減（2007年度比）
お取引先埋立ゼロ化の継続
お取引先廃棄物等発生量（原単位）1.1％低減（2007年度比）
お取引先水資源使用量（原単位）低減
未取得お取引先に対しての代替認証制度を含めた取得推進
エネルギー消費原単位：27.0％低減（1990年度比）※※※333

CO2排出量：49.4万CO2トン※※※333

（埋立処分ゼロ継続）

廃棄物の発生抑制

VOC排出原単位（四輪）：33.0g/m2※※※333

引き続き継続展開
CO2排出量:原単位90.29g/CO2トンキロ（荷主責任範囲）
ノックダウン部品 43％削減（2000年度比）

四輪販売店（連結会社） CO2排出量原単位：1％削減（2007年度比）

二輪販売店（連結会社） CO2排出量原単位：1%削減（2007年度比）
汎用販売店（連結会社） CO2排出量原単位：1％削減（2007年度比）
すべての新型車・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ASR中塩素濃度1％レベル以下
リサイクル可能率の向上
リサイクル可能率の向上
再利用部品の機種拡大 （パワーステアリングのリマン6機種追加検討）
リサイクルシステムの継続的な安定稼働

リサイクル率向上のための廃プラスチックマテリアル・リサイクル一部導入、
エンジン回収の一部導入

国内グループ会社16社27事業所でのCO2排出量：38,188CO2トン※※※777

国内グループ会社16社27事業所での廃棄物発生量：1,894トン※※※777

達成度合2007年度実績 2008年度目標
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2007年度の活動ハイライト

地球環境への視線
C h a p t e r Ⅱ

●燃費性能の向上

新型「フィット」では、新開発の1.3ℓi-VTECエンジンと、新

設計のトルクコンバーター付きCVTとの組み合わせによっ

て、1.3ℓクラストップの24.0km/ℓ※の低燃費を達成。国土

交通省「平成22年度燃費基準＋25％達成車」の認定を受け

ました。

高出力と燃費を両立させるために、4バルブ VTECエンジン

を採用。1バルブ休止による燃焼の改善や、低フリクション技

術の投入をはじめ、燃費性能の向上を追求しました。ピスト

ンには、スカート形状を最適化するとともに、世界初となる二

硫化モリブデンのパターンピストンコーティングを採用。クラ

ンクメタルは二硫化モリブデンショット処理をし、カムチェー

ンの細幅化、補機ベルトオートテンショナーの採用など、フリ

クションを低減させる技術を投入しました。

新たに開発したトルクコンバーター採用のCVTでは、発進

の駆動力を高めながらも広域ロックアップクラッチによって

燃費性能との両立を図っています。

また、新開発のクリープ制御を採用。停止中と低速走行、坂

道（傾斜センサー新採用）でクリープ力を最適制御し、ブレー

キを踏んでの停車中はクリープ力をオフにすることで燃料消

費を抑えています。

●排出ガス性能の向上

2007年10月に2代目となる「フィット」をフルモデルチェ

ンジし、発売しました。新型「フィット」では、1.3ℓi-VTECエン

ジンと1.5ℓi-VTECエンジンを搭載し、全タイプで国土交通省

「★★★★低排出ガス車」認定を取得しました。「フィット」は

2001年に日本で発売してから、現在では115ヵ国で販売。累

計販売台数は200万

台に達します。

新型「フィット」で

は、世界的に供給量

の限られる貴金属の

使用量の削減と、さらに高い排出ガス浄化性能の両立をめ

ざしました。

新たにシリンダーヘッド一体型エキゾーストマニホールド

と高耐熱触媒コンバーターを開発。排気ポートをアルミとす

ることで、エンジン始動直後の触媒の早期活性化を実現し、

触媒として使用する貴金属量を削減しました。また、エアフ

ローセンサーの採用とともに、空燃比制御として従来の二つ

のO2センサーから、

リニアA/Fセンサー

とO2センサーに変

更。高精度な空燃比

制御が可能になり、

高いクリーン性能を

実現しています。

フィット

排ガス浄化（高精度空燃比制御）システム構造図

シリンダーヘッド一体型エキゾーストマニホールド

1.3ℓ i-VTECエンジントルクコンバーター付きCVT構造図

※ タイプG FF車 メーカーオプション非装着車
LAFセンサー

直下コンバーター

リアO2センサー
床下コンバーター

クリープ力切り替え作動イメージ図

商品開発領域での取り組み

新型「フィット」における環境性能の向上
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Hondaは、燃料電池車へ水素燃料を供給する水素ステー

ションの研究・実験に取り組んでいます。

2003年度から実験稼働している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、天然ガスから水素

を精製し供給するとともに、燃料電池を発電源とするコー

ジェネレーション機能を合わせもち、家庭用の熱や電力も

供給します。

2007年からは、第4世代モデル「ホーム・エネルギー・ステー

ションⅣ」の実験を、米国カリフォルニア州トーランスで開始

しました。一般家庭でのより現実的な使用を想定して「高効

率化」「小型化」をさらに重視。従来、別のシステムであった水

素精製装置と家庭用発電を行う燃料電池を統合し、水素精製

と発電を切り替えるシステムを採用することなどによって、第

1世代に比べて約70％小型化することができました。

この「ホーム・エネルギー・ステーションⅣ」に加え、「FCX

クラリティ」を利用した場合、ガソリン車と商用電力を使用

している一般家庭と比較すると、CO2の排出量は約30％、

ランニングコストは約50％低減することが可能です。その

ほか、米国・ロサンゼルスでは、太陽光エネルギーによって

発電した電気を使

い、水から水素を発

生させる太陽電池

式水分解型水素ス

テーションの研究も

進めています。

2007年7月発売の「SDH125-T23」（飛夢）は、燃料供給系

にキャブレターを採用しながら、2008年7月から実施され

る、中国第Ⅲ段階規制の排出ガス基準に適合させた中国向

けスクーターです。

主な排出ガスのクリーン化技術としては、排気系に二つ

の触媒を直列に配置し、触媒と触媒の間に二次空気を導

入することによって、上流側の第1CAT（触媒）では窒素酸

化物（NOx）を還元、下流側の第2CAT（触媒）では一酸化炭素

（CO）と炭化水素（HC）を酸化させることで、NOx、CO、HC

の排出量を削減しています。また、点火時期の最適化やキャ

ブレター構成要素の見直しなどにより、始動時の触媒の早

期活性化や、エミッション耐久性能を向上させています。そ

の結果、極めてすぐれたクリーン性能を実現しています。

ホーム・エネルギー・ステーションⅣ

AIチュープ

AIエアクリーナー

AIホース

マフラー

AIパイプ

エア導入 第1CAT 第2CAT
マフラー内部

リードバルブ

SDH125-T23（飛夢）

ホーム・エネルギー・ステーションⅣ構成概念図

天然
ガス 改質 精製／

発電

インバーター

除湿 圧縮 FCXクラリティ

電力

熱

「ホーム・エネルギー・ステーション」と
「太陽電池式水素ステーション」の
第4世代モデルの実験を開始

「SDH125-T23」（飛夢）が、
中国の排出ガス基準に適合
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地球環境への視線
C h a p t e r Ⅱ

ホンダオブアメリカマニュファクチャリングでは、オハイ

オ州立大学と共同で、新しい“知能型”塗装ブースを開発しま

した。予測制御を用いて最適な温度・湿度に自動コントロー

ルすることで、エネルギー消費を25%削減することができま

す。まず2006年にメアリズビル二輪工場にパイロット導入

し、メアリズビル四輪工場に

2007年10月より導入を開始

しました。ほかの北米生産拠

点にも展開する計画です。

現在、特許申請中で、全世界

のHondaの事業所も関心を

寄せています。

ホンダ・ベルギーでは、アールストにある新しい物流倉

庫で、電力を100%グリーン電力でまかなえるようになり

ました。7,000m2のソーラーパネルを倉庫の屋根に張り、

880kWの発電により、ほぼすべての電力需要を満たすこと

ができます。余った電力は、電力会社に売電し、天候不順な

どで一時的に不足する場合は、アルプスの水力発電電力を

購入することになっていま

す。このほかにも環境負荷

を最小にするようにしてお

り、排水の管理を厳格にし、

また雨水をトイレなどの用

途に活用しています。

著しい発展を遂げているインドにおいて、自動車の生産・

販売をしているホンダシェルカーズは、2007年12月に生産

能力を年間5万台から10万台に拡大するのと同時に、数々

の環境改善施策を導入しました。その一つがVOC削減施

策であり、ボディ上塗り塗装工程にロボット12機を導入し、

VOC排出量を35％削減。またバンパー塗装工程において

は、静電塗装ハンドガンを導入しVOC排出量を30％削減し、

大きな成果を上げることができました。

中国では、完成車輸送においてモーダルシフトを行うこと

で、高効率で環境に配慮した輸送を実現すべく積極的に推

進しています。

武漢市にある東風ホンダでは、鉄道輸送は武漢から北

京、広州、ウルムチ方面へ、船輸送は長江（揚子江）を利用し

て重慶、上海方面へ輸送しCO2排出量の削減を図っていま

す。また広州市にある広州ホンダでも、2003年の年末から、

業界初の鉄道輸送を開始し

ました。広州から上海・北京

へ、さらに遠方地域へのダイ

レクト輸送の便数を増やす

とともに、対象地域を年ごと

に、拡大しています。

モトホンダ・ダ・アマゾニアでは、鋳造工程で一度使用さ

れた中子砂をセメントにして再利用していましたが、2007

年8月から、同じマナウスにあるAmazon Sand社により、鋳

造工程で一度使用した中子砂を再び鋳造工程で使用でき

るようにしました。これにより、中子砂の新規購入量が大幅

に削減されました。

メアリズビル四輪工場

新倉庫のソーラーパネル

バンパーの静電塗装ハンドガンボディ上塗り塗装ロボット

リサイクル作業鋳造工程で使用された中子砂

鉄道による完成車輸送

各事業領域（購買・生産・輸送・販売領域）での
取り組み

北米地域̶̶ 塗装技術の進化による環境負荷の低減

欧州地域̶̶ 100%グリーン電力の新倉庫

アジア・大洋州地域̶̶ インドでのVOC削減

中国地域̶̶ モーダルシフトによるCO2排出量の削減

南米地域̶̶ ブラジルでの中子砂リサイクル
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WEB 「ASIMO」の詳細情報
http://www.honda.co.jp/ASIMO/

かつてSF小説や映画のなかにしか存在しなかったヒューマノイド（人間型）ロボット。
それを開発するというHondaの挑戦は、
1986年、「社会と共存・協調する、人間社会に新たな価値をもたらす
モビリティを創造しよう」という技術者の“夢”から始まりました。

その際、自らが得意とする車輪走行ではなく、
あえて「二足歩行」させるという困難な道を選択。
数々の試行錯誤の末、2000年、世界に類を見ない
自律二足歩行を実現した「ASIMO※」を
生み出すことに成功しました。

その後もHondaは、ASIMOに次 と々
高度な音声認識・顔認識技術や情報処理・制御技術を投入し、
人とのコミュニケーション能力や動作速度を向上させてきました。
そして今も、ASIMOは本格的ヒューマノイド・ロボットへの進化を続けています。

文字通りの「ロボット※」として、
家庭やオフィス、そして介護の場などで、
人々の暮らしをサポートするために働いている
ASIMOの姿が見られる日も、そう遠くはないかもしれません。

世界に類を見ない
「自律二足歩行ロボット」への挑戦が
人間社会に新たな価値をもたらす日

T h e  P o w e r  o f  D r e a m s  2 ASIMO

※ “Advanced Step in Innovative Mobility”の頭文字をとって「ASIMO」とネーミング。
 新しい時代へ進化した革新的モビリティを意味する

※ チェコの作家チャペックが小説のなかで使った言葉。
チェコ語で「働く」を意味する“robota”から作った造語

C S Rレ ポート2 0 0 8 54

http://www.honda.co.jp/ASIMO/



