
公害対策基本法や大気汚染防
止法の施行に先立って対策組
織を設立。

地球温暖化、エネルギー枯渇など環境問題
の解決に貢献する電気自動車を開発、発表。

新開発の燃料電池システムにより、環境、走行性
能が飛躍的に向上。

国内の全生産事業所で認
証取得を完了。海外でも取
得を推進。

発電と給湯を合
わせた総合熱効
率80％を達成し
た家庭でも使用
できる小型ユ
ニットを世界で
初めて実現。

次の時代の主役となる低燃費、ハイ
トルクを両立するニューコンセプト
エンジンを開発。

燃費向上と出力向上を
実現する電子制御燃料
噴射装置（PGM-FＩ）を
スクーターにも搭載。

勾配の険しい箱根峠でのテスト走行を成し遂
げた4ストローク二輪車の「ドリームE型」。

気候変動問題や資源エネルギー問題は
社会全体で解決に向けて取り組んでいかなければならない課題です。
Hondaは、“最もCO2排出の少ない企業活動を通じ
最もCO2排出の少ない製品をお客様にお届けし続ける”という夢をめざすことで
これらの問題の解決に向けて取り組んでいきます。

Hondaは公害問題が深刻化した1960年代から、この問題

への対策に真摯に取り組んできました。また、さまざまな環

境問題が地球規模で顕在化してきた1980年代半ばから、環

境技術の研究開発を積極化しました。そして今、製品の企画

開発から生産、廃棄に至るライフサイクル全体を通して、環境

負荷を可能な限り低減させることに全力をあげています。

「燃費の向上」は、これが地球温暖化の原因とされるCO2

（二酸化炭素）の排出量削減に直結することから最重要課題

のひとつと位置づけています。四輪車の場合、米国や欧州な

ど地域ごとに企業平均燃費が規制されていますが、Honda

では2006年から各製品群の企業平均燃費について全世界

統一の厳しい自主目標を設定、さらに製品1台の生産で排

出されるCO2排出量について全世界平均の低減目標を設定

して、これらの達成に取り組んでいます。

「排出ガスのクリーン化」、つまり排出ガス中の有害物質

であるNMHC（非メタン炭化水素）、NOx（窒素酸化物）、CO

（一酸化炭素）などの削減には、高効率エンジンと高度な燃

料制御でガソリンを完全燃焼させ、さらに排出ガスをキャタ

ライザー（三元触媒）で浄化するというアプローチで取り組

んでいます。キャタライザーについては、排出ガスの高温を

利用する、排出ガスとの接触面積を増やすなど、独自の技術

を開発し、性能を高めています。こうして、低排出ガスエンジ

ンを他社に先んじて開発・搭載するなど、業界のベンチマー

クとなる技術を市場に投入してきました。

「次世代への取り組み」としては、既に実用化しているハイ

ブリッドカーの普及促進やさらなる進化、燃料電池車の研

究開発などによって、CO2排出の大幅な削減とともに、化石

資源枯渇問題の解決に貢献しています。

Hondaは、今後も時代の要請に応える先進技術を開発

し、環境負荷の低いモビリティを普及させていくことで、環

境と調和したモビリティ社会の実現をめざします。

米国で1970年に発効した大気清浄

法（マスキー法）。世界中の自動車

メーカーがこの規制の達成は不可能

と主張するなか、不可能を可能にし

たCVCCエンジンを開発。

Ⅱ 環境 との調和Chapter

1966
大気汚染対策研究室を設立

1972
世界の自動車メーカーに先行して
低公害エンジンCVCCを開発

1992
Honda環境宣言制定

1997
電気自動車「EV-Plus」発表

2007
新型燃料電池自動車「FCXクラリティ」発表

国内全生産事業所で
ISO14001認証を取得

1998
コージェネレーションシステムの
開発

2004
世界初、50cc二輪車に最新環境技術を搭載
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2000

Honda初の4ストローク二輪車

環境と調和したモビリティ社会を実現するために、先進技術を開発・普及

1988
環境性能とパワーを兼ね備えた
「VTEC」エンジンを発表
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INSIGHT

NEW INSIGHT

CIVIC HYBRID

ACCORD HYBRID

CIVIC HYBRID

Hybrid for Everyone

近年、水素自動車や電気自動車が「環境負荷の

低い次世代型自動車」として脚光を浴び、Hondaも

CO2を出さない燃料電池自動車などの開発を進め

ています。しかし、これら次世代型自動車は、ガソ

リンスタンドに替わる水素ステーションや電気ス

テーションなどを必要とし、性能面にも課題が残さ

れていることから普及にはまだまだ時間がかかり

ます。したがって当面、既存のガソリンスタンドを

活用できる「ガソリンエンジンと電気モーターのハ

イブリッドシステム」を搭載した自動車を普及させ

ることが重要になります。

Hondaは1990年代初めに「ガソリンエンジンと

電気モーターのハイブリッドシステム」の研究に

着手。1999年11月にこのシステムを搭載した初

代「インサイト」を発売し、世界一の10・15モード

認定燃費※「35㎞/ℓ」を実現しました。しかし、

2シーターであったことなどから広く普及す

るには至りませんでした。その後、2001年

に「シビック」、2004年に「アコード（北米市場のみ

で販売）」に初代インサイトのシステムを改良して

搭載し、適用車種を増やしてきました。

多くの人が使って初めて意味をもつのが環境技

術です。普及のためには、さらに低価格のハイブ

リッドカーの開発が必要不可欠と、Hondaは数年前

から「新型インサイト」の開発を本格化させました。

INSIGHT（インサイト）とは、英語で「洞察力」という意

味。ハイブリッドカーの本格的な普及という新しい

時代の到来を洞察するクルマという意味を込めた

ネーミングです。

「新型インサイト」は認定燃費こそ初代に及びま

せんが、日常運転による実用燃費は間違いなく業

界トップクラス。価格も200万円を切るまでに低価

格化しました。

今後は、スポーツタイプの「CR-Z」をはじめ小型

車への搭載を拡大し、多くの人々が一層手軽に乗

れるハイブリッドカーにしていきます。

ハイブリッドカーを、もっと身近な存在に
せっかくの環境負荷低減技術も、使っていただけなければ、その効果を発揮することができません。
つまり「高くて買えない」では意味がないのです。多くの人々に買っていただき、使っていただけるものをつくろう――
そんな想いから、Hondaのハイブリッドカー、「新型インサイト」が誕生しました。

専務取締役
四輪Ｒ&Ｄセンター担当

川鍋 智彦

※ 市街地を想定した10項目の走行パターンを想定したのが「10モード」燃
費、郊外を想定した15項目の走行パターンを加えたのが「10・15モード」
燃費。旧来の「60km/h定地走行」燃費に比べて、一層実際の走行に近い
燃費が算出できる

新しい時代の到来を見据えたハイブリッドカーの開発を追求しています

特集
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Hondaが開発したハイブリッドシステム「IMA

（Integrated Motor Assist）」は、モーターを主動

力ではなく補助動力とし、エンジンを主動力として

いるところに独創性があります。

エンジンは回転数が上がるほど力を発揮すると

いう特性があります。そこで発進・加速時など大き

なパワーが必要にもかかわらず回転数が低い時

は、モーターがアシストし、ガソリンエンジン車より

も高い加速性能で市街地走行を円滑にします。低

速クルーズ時は、モーターだけで走行し、ガソリン

消費量をゼロにして燃費を高め、CO2を含む排出

ガスを無くします。また、減速時は、モーターが発

電機となってIMAバッテリー（ニッケル水素電池）

にエネルギーを充電します。こうして蓄えられた電

気をモーターの動力源として再利用します。

この「IMA」システムは、既存のガソリンエンジン

にモーターとバッテリーなどを追加するというシン

プルな構造なので、ガソリンエンジン車を低コスト

でハイブリッド化できます。しかも、軽量･コンパク

トであるため、広い室内空間と軽快な走りを実現

します。「IMA」システムは、Hondaが蓄積してきた

ハイブリッドカーの技術・ノウハウの結晶です。

 エンジンが主役、モーターがアシスト役

アシスト アシスト

チャージ
バッテリー バッテリー バッテリー バッテリー バッテリー バッテリー

モーター モーター モーター モーター モーター モーターエンジン エンジン エンジン エンジン エンジン エンジン

①発進加速 ②低速クルーズ ③加速 ④高速クルーズ ⑤減速 ⑥停車時

エンジン作動と
モーターアシスト

モーターのみ
作動

エンジン作動と
モーターアシスト

エンジンのみ
 作動

IMAバッテリーに
充電

オートアイドル
ストップ

車速

高

低

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
流
れ

ハイブリッドシステム「IMA」

優れた
環境性能

特長①

軽快な走り

特長②

高い経済性

特長③

（低燃費）

シンプル
構造 軽量 コンパクト

エンジンを動力源とし
て走行するクルマ

モーターを動力源とし
て走行するクルマ

モーターでエンジンをサポートして走行するクルマ

主役（主動力）

アシスト（補助動力）

エンジン

モーター

バッテリー モーター

バッテリー エンジン

エンジン車 電気自動車

ハイブリッドカー

ハイブリッドシステム「IMA」

Hondaのハイブリッドシステム「IMA」のコンセプト 

Hondaのハイブリッドカーの特長 

ハイブリッドシステム「IMA」作動イメージ 

独創のハイブリッドシステム「ＩＭＡ」
「運動性能」と「低燃費・排出ガスのクリーン化」を両立させ
そのうえ低価格化と軽量コンパクト化も実現
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クルマの燃費は、エンジンやモーターなど動力シ

ステムだけではなく、運転の仕方によっても変わっ

てきます。それはハイブリッドカーといえども例外

ではありません。そこでHondaは、「新型インサイ

ト」に簡単に低燃費運転ができるようドライバーを

支援する機能をもたせました。それが「エコアシスト

（エコロジカル・ドライブ・アシスト・システム）」です。

このシステムは、スイッチを押すだけで、燃費

優先の走行に自動制御する「ECONモード」、メー

ターにエコドライブ度をわかりやすく表示し、低燃

費運転に導く「コーチング機能」、運転後にエコ運

転度を採点する「ティーチング機能」で構成されて

います。この3つの機能で、ドライバーが楽しみな

がらエコドライブのテクニックを身につけていけ

るようにしています。

この「エコアシスト」は、今後、ハイブリッドカー

のみならずガソリン車などさまざまな車種に搭載

し、モビリティメーカーとして環境に貢献してい

きます。

 低燃費運転を楽しめる「エコアシスト」機能
ハイブリッドカーの普及拡大を図る上で、安全

性の確保、向上も重要なテーマです。Hondaで

は、ハイブリッドカーの安全性能の向上にも注力

しています。

たとえば、ハロゲンライトの約2倍の明るさで夜

間や雨天時に安心感をもたらすディスチャージヘッ

ドライト（高輝度放電灯）や、クルマ対クルマの衝

突時にドライバーだけでなく、相手車両の乗員の

安全も確保する

ボディ技術「コン

パチビリティ対

応ボディ」を採用

し、乗員や歩行者

を守っています。

 安全性能の向上にも注力

「エコアシスト」の3つの機能	

ディスチャージヘッドライト
（タイプ別設定）

HondaのGコントロール技術の成果のひとつ、
「コンパチビリティ対応ボディ」

平成17年排出ガス基準75％
低減レベル認定を取得

平成22年度燃費基準＋25％
を達成

コーチング機能

ハイブリッドカーを普及させるために
低価格を実現する「新型インサイト」を開発

メーター色の変化で、エコドライブ度を伝達

最適エコドライブグリーン

穏やかな加速・減速ブルーグリーン

急な加速・減速ブルー

ボタンひとつで、エコドラ
イブを自動的にサポート

ティーチング機能
その日の運転のエコ度と、その日までの成
長度を表示

その日の運転のエコ度を採点するスコア表示

その日までの成長度を示すステージ表示

成長したリーフとバーの表示で、現在のステージをお知
らせします。

リーフの数多いほど、エコドライブです。

1stステージ 3rdステージ2ndステージ

エコドライブ度低 高

「ECONモード」機能

特集
ハイブリッドカーを、もっと身近な存在に
Hybrid for Everyone

29 C S R レ ポ ー ト 2 0 0 9



いくら高度な環境性能であっても、多くの人々に

使っていただけなければ価値がありません。だか

ら、Hondaは「高性能なハイブリッドなのだから高

価でも仕方がない」と言い訳せず、低価格のハイブ

リッドカーをつくることに、とことんこだわりました。

めざしたのは、200万円を切ること。これは「IMA」シ

ステムのコストダウンだけで実現できることではあ

りません。

そこでHondaは、サプライヤーと協力しながら、

部材･部品の一つひとつを見直していきました。鋼

板、バッテリー、モーター用磁石、電子部品など、あ

らゆる部材・部品について、性能・品質を維持しつ

つ可能な限り安価に調達するだけでなく、使用する

材料を減らすために、また環境負荷を低減するた

めにも、極限的に小型・軽量化を進めるなど、画期

的な技術を次 と々共同開発していったのです。

「これまでに無かった新しい技術が必要なら

ば、それは自分たちでつくってしまう」――そんな

Honda流のモノづくり文化をサプライヤーと共有し

ていたからこそなし得た業だといえます。

その結果、「新型インサイト」は、189万円（消費

税込み）という、かつてない低価格で発売できた

のです。

「新型インサイト」は2009年2月の日本での発売

を皮切りに、3月には米国で、4月にはカナダや欧

州でも発売。3月時点で、全世界で合計約10,900台

が環境問題に関心をもつユーザーの手に渡りまし

た。特に2012年のCAFE※基準（企業平均燃費）の施

行を背景に欧米市場で注目を集めています。

拡大するハイブリッドカー市場の“その先”を見

据えて、Hondaは2009年4月、（株）ジーエス・ユアサ	

コーポレーションとの間で合弁会社「（株）ブルーエ

ナジー」を設立。ハイブリッドカー用途を中心とし

た高性能リチウムイオン電池の開発・製造に乗り出

しました。

リチウムイオン電池は、現在一般的に使用され

ているニッケル水素電池よりもエネルギー密度や

出力密度が大きく、ハイブリッドカー用電池として

需要が拡大することが見込まれています。

ハイブリッドカーは今後、CO2排出量を削減す

る“地球温暖化防止に有効なクルマ”として本格的

な普及段階に入ると予想されています。Hondaは、

より高性能なクルマの開発・製造はもちろんのこ

と、電池の開発・製造などにも注力し、ハイブリッド

カーを“あらゆる面で満足できるクルマ”にし、より

一層の普及を促進していきます。

 グローバルな普及拡大へ向けて

 サプライヤーと一緒に進めたコストダウン

コストダウンへの取り組み

「新型インサイト」は、お求め安い価格でより多くの
お客様に提供するために、低価格の「IMA」をつくる必
要がありました。生産部門では、今までの3倍のモー
ターの生産性を実現するため、シビックに搭載され
ていた「IMA」の生産で培った多くのノウハウをもとに
「新型インサイト」専用のIMAモーター生産ラインを
新設しました。
新開発のモーターラインでは、構成部品の加工から
完成までの工程検査を工場と開発部門が何度も繰り返し
行うことで、安定した品質での大量生産を実現しました。
また、技術開発部門と研究部門が協力し、設備に合った部品材料を解析・
厳選するなど、関係する各部門が連携して低コスト化に取り組みました。
今後はさらなる大量生産を行うために、「新型インサイト」で築いたノウハ

ウを次に活かしていきたいですね。

日本 53,839

カナダ 9,221

欧州 45,059

アジア・太平洋 5,651 メキシコ 1,374

チリ 345

中国 281

合計
354,976

Hondaのハイブリッドカー累計販売台数
（1999年～2009年5月）

米国 239,206

 （台）

新型インサイト

四輪新機種センター　
原 富士夫

※	Corporate	Average	Fuel	Efficiency

生産部門の声
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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LCA（Life Cycle Assessment）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。

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

本稿では、サマリーを紹介しています。
詳細は、「環境年次レポート2009」をご確認ください。
http://www.honda.co.jp/environment/publications/report/

WEB

LCAにもとづいた領域区分	

環境影響と主要な取り組み	 	 	 	 	 	 	 	 	

環境影響の把握と取り組み方針

「環境」との調和

環境とHonda

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

Chapter

ⅠI
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下の図はHondaの環境問題に関する認識をイメージ化

したものです。Hondaは、以前より「①大気汚染問題」を認識

し、世界一厳しいといわれた排出ガス規制である1970年の

米国マスキー法をクリアした低公害CVCCエンジン（1972年

発表）にはじまる燃焼技術や、その後の触媒技術を次々に

開発してきました。自動車の排出ガスのレベルは、米国マス

キー法以前に比べ、約40年間で1/1000にまで低減することが

できました。今後は排出ガス性能の優れた車両の普及拡大

により、大気汚染問題は減少していくものと予測しています。

Hondaは、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ないと考え、地球規模で進行

している「②気候変動問題」と「③資源エネルギー問題」を、

全社を挙げ取り組まなければならない最重要課題と認識し

ています。「気候変動問題」は、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、ハイブリッド技術に代

表される燃費向上技術によるCO2の排出削減、事業活動に

おけるCO2排出削減により対応していきます。将来枯渇が懸

念されている「資源エネルギー問題」に関しても、「FCXクラリ

ティ」に代表される燃料電池技術、太陽電池事業への参入、

バイオ燃料の研究や省資源化技術など、社会の永続的な発

展をめざして、技術で問題の解決に向け対応していきます。

そしてHondaは、「最もCO2排出の少ない企業活動を通じて、

最もCO2排出の少ない製品をお客様にお届けし続ける」こと

をめざしています。

PDCAサイクルによる環境保全活動	

PDCA

PDCA 実行

PDCA

PDCA

PDCA

PDCA

世界環境会議 地域環境会議 各部門

Hondaの環境問題に関する認識	

過去 現在
時代

課
題
の
大
き
さ

未来

従来型内燃機関の
排出ガスのクリーン化

燃費向上技術
ハイブリット技術

内燃機関の進化など

代替燃料技術

大気汚染問題

資源エネルギー問題

気候変動問題

1

2

3

Hondaの環境認識

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

置し、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、中期経営方針にもと

づいて世界レベルでの環境保全活動の計画を審議、決定す

る「世界環境会議」を設置しました。取り組み方針の決定と実

行展開の年次レビューなどを行っています。

さらに、1997年にはグリーンファクトリープロジェクト※1、

2000年にはLCAプロジェクトを設置するなど、横断的なテー

マを効率よく推進していく体制も整えました。なお、グリーン

ファクトリープロジェクトは、2004年にグリーンファクトリー推

進センター※2として組織定着し、循環型社会における新しい

工場をめざす「グリーンファクトリー計画」を推進しています。

Hondaの環境への取り組み計画は、経営会議で定められ

た中期方針にもとづいて各実行部門が策定し、それぞれの

部門に設置された「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、実

績を「環境会議」で審議・評価、その結果を次の目標・計画に

反映します。こうしたPDCA※3サイクルにもとづき、日本、北

米、南米、欧州、アジア・大洋州、中国の各地域において、継続

的な環境保全活動を推進しています。世界にまたがる横断

的テーマについては、代表取締役社長が環境に関する最高

責任者として議長を務める「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、各部門の従業員一人ひとりが主体となって

取り組んでいるのが特徴です。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

※1「グリーンファクトリー計画」の推進のほか、省エネルギーや廃棄物削減などの取り組
みを国内外の工場で展開

※2 生産領域の環境対応を総括し、環境への取り組みの全所的運営・調整などを担当。環
境マネジメントシステム運用の進捗状況などを全社的視野で確認する「相互訪問環
境監査」事務局も担当

※3 PDCA： Plan、Do、Check、Actの頭文字
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気候変動問題への対応のために、Hondaは業界に先駆け

て、全世界で展開するCO2低減目標を策定し、達成に向けて

取り組んでいます。

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、「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CAFE基準（企業平

均燃費）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。

「2010年CO2低減目標」の達成をめざして

ライフサイクルで見たCO2排出量 （%）	

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） 16

シビック（2006年）の例

2008年度の実績	 	 	 	 	 	 	 	 	

製品のCO2低減 

100

94.0
90.0

0

～～

80

90

100
100

90.0

100

90.0

100

90.0

100

80.0
100

80.0

生産時のCO2低減 

（%）

0

～～

80

90

100

（%）

0

～～

80

90

100

（%）

0 0

～～

60

40

80

100

（%）

～～
80

100

110

90

120

（%）

0

～～

80

90

100

（%）

95.1

59.6

84.0

四輪車 二輪車 汎用製品

四輪車 二輪車 汎用製品

91.4
8.6％減 12.0％減 11.8％減

4.9％減 40.4％減

16.0％減

（年度）
目標

2000 20102007 2008 （年度）
目標

2000 2010

目標
2010

目標
2010

2007 2008 （年度）
目標

2000 20102007 2008

（年度）2000 2007 2008 （年度）2000 2007 2008 （年度）2000 2010
目標

2007 2008

92.8

59.0

90.3

112.3

88.8

～ ～ ～ ～ ～ ～

～ ～ ～ ～ ～ ～

88.288.0

小型車へのシフトやエンジン効率の改善などにより製品か
らのCO2排出量を低減させることができました

四輪製品生産時の原単位が増加していますが、世界的な景
気後退の影響を受け、生産が減少したことによるものです

二輪製品生産時の原単位はライン統合による効率アップ
と生産拠点の最適化により、すでに目標以上に低減してい
ます

汎用製品生産時の原単位が低減していますが、ライン統合
による効率アップと生産拠点の最適化によるものです

2010年度の目標はすでに達成していますが、小型車領域
へのPGM-FIや低フリクションエンジンのさらなる適用拡大
により2007年度よりさらに低減しました

中型エンジン、ハンドヘルドエンジンの販売比率の増加や
燃費の改善により、平均CO2排出量を低減することができ
ました

「環境」との調和

環境とHonda
Chapter

II
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1960年代から環境問題に取り組む
1960年代から公害問題の解決に取り組むなど、Hondaは

早くから環境課題に積極的に対応してきました。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。1999年には排出ガ

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

標に対し、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。2006年には自動車産業で初めて、2010

年度までのCO2自主目標を発表。2007年6月には、新たに国

内事業活動における2010年度の環境負荷低減目標を公表

しました。環境のトップランナーとして、Hondaは自主的によ

り高い目標を設定し、取り組みを強化しています。

「2010年度環境負荷低減目標」の達成をめざして
2007年度に設定した「国内事業活動における2010年度環

境負荷低減目標」では、物流CO2の低減、環境負荷物質排出

の低減、資源循環といったより幅広い事業活動領域におい

て、8項目の環境負荷削減目標を自主的に定めました。CO2

排出量、VOC（揮発性有機化合物）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、リサイクル実効率の8項目について、それぞれ目

標値を設定しました（グラフ参照）。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

どと合わせ、2010年度の低減目標を達成すべく、国内での環

境取り組みを加速していきます。

国内事業活動における環境負荷の低減

2008年度の実績	 	 	 	 	 	 	 	 	
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全事業所（48／48社）でゼロ化
達成済み

100

1990

71.6
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70.0
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目標

100
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90.2
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90.0
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目標

100
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65.2
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65.0

2010
目標

2008

84.6

2007 2015
目標

70.0以上

2010
目標

100

2000

84.4

2007

90.0

2010
目標

100

2000

66.4

2007

70.0

2010
目標

100

2000

56.7

2007

73.9

2008

96.6

2008

66.9

2008

2008

87.0
68.5

2008

55.7

2008

55.0

2010
目標

（年度）

（年度）

（年度） （年度）

（年度）

（年度）

（年度）

（年度）2008

80.5

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）
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2008年度の活動

商品開発領域における取り組み

新型燃料電池車「FCXクラリティ」は2008年8月に米国で納

車されたのを皮切りに、同年11月には国内でリース販売を

開始しました。「FCXクラリティ」は性能が大幅に向上した「V 

Flow FCスタック」を搭載し、走行中にCO2を全く排出しない

究極のクリーン車です。

2008年度にはアメリ

カで6台※、日本で2台※

の社外リース販売が開

始されました。

二輪車で世界初となるフレキシブル・フューエル技術

「Mix Fuel Injectionシステム」を搭載した二輪車「CG150 

TITAN MIX」を2009年3月にブラジルで発売しました。

「Mix Fuel Injectionシステム」は、新開発の燃料供給・

噴射制御システムの採用により、環境にやさしいバイオ

エタノールとガソリンをフレキシブルに混ぜて使うことを

可能としています。この技術の搭載により、燃料のあらゆ

る 混 合 状 態 で もブラ

ジ ル の 排 出ガス規 制

PROMOT3(欧州規制

EURO-3相当)を満たす

ことができました。

2009年2月に販売された

家庭用カセットガス燃料で

動くガスパワー耕うん機「ピ

アンタ FV200」では、作業時

間あたりのCO2発生量を同

排気量のガソリンエンジン

に対して約10％低減しました。スロットルレバーから手を

離すとエンジン回転数が自動的に下がることも低燃費に

つながっています。カセットボンベに混入されているブタ

ンガスは、燃焼によるCO2排出量が少ないガス燃料となっ

ています。

日本における取り組み

2008年10月11日にリニューアルオープンしたHonda 

Cars水戸 勝田北店に、Hondaの販売拠点として初めてホン

ダソルテック社製の太陽光発電システムを導入しました。

導入した太陽電池は、ホンダソルテックが製造する薄膜

化合物型太陽電池（9kWシステム）です。太陽光による発電

を、事務所やショールームの照明など、拠点で使用する電

力の一部に活用することで、CO2の削減を推進しています。

化石燃料を使用しないクリーンなエネルギーを積極的

に利用し、ご来店してい

ただいたお客様に地球

温暖化防止に貢献する

姿勢をアピールし、CO2

削 減 に向 けた 理 解を

図っています。

北米における取り組み

北米では2008年度において、新たに2ヵ所の環境配慮

型新工場が稼働しました。米国インディアナ州にあるホン

ダ・マニュファクチュアリング・オブ・インディアナ（HMIN）

は、北米で7番目の四輪車工場として2008年10月シビック

セダンの量産を開始。

廃棄物埋め立てゼロ、

水性塗装化などによっ

て環境負荷低減を実現

しています。

※ 社外納車ベースの台数 FCXクラリティ

CG150 TITAN MIX

ピアンタ FV200

Honda Cars水戸 勝田北店（茨城県）

インディアナ新工場が稼働

「FCXクラリティ」 リース販売開始

販売会社で太陽光発電システムを導入

世界初のフレキシブル・フューエル技術

環境配慮型新工場が稼働

ガスパワー耕うん機「ピアンタ」

「環境」との調和

環境とHonda
Chapter

II
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南米における取り組み

南米地域の主要な四輪車生産拠点であるホンダ・オート

モベイス・ド・ブラジル（HAB）は南米のグリーンファクトリー

のひとつとして、さまざまな施策を推進しています。2008年

度は工場内のさまざまな工程で使用される圧縮エアーをつ

くる高効率コンプレッサーシステムの導入、自然光による採

光・人感センサーの設置による照明の高効率化などのCO2

削減施策を実施しまし

た。ソフト領域では、従

業員へ の 環 境 新 聞 発

行、環境ビデオ試写会、

環境活動報告会を行い

ました。

欧州における取り組み

スペインのバルセロナで二輪車の生産・販売をするモン

テッサ・ホンダ（MHSA）は2007年から2008年にかけてVOC

（揮発性有機化合物）排出量を削減するための新しい塗装

技術を導入しました。2005年にフレームとフォーク部分に初

めて導入した水性塗料を、プラスチック部品や燃料タンクへ

と採用を広げました。

これにより有害物質を外部に排出することなく、1999年

に策定されたEUの指令におけるVOC排出量の規制値を

クリア、VOC排出量の

70％以上の削減を達成

しています。MHSAは同

技術を導入したHonda

初の二輪車工場となり

ました。

アジア・大洋州における取り組み

ホンダオートモービルタイランド（HATC）は2008年10月

に第二工場を稼働し、アコードの生産を開始しました。この

工場は、アジア・大洋州地域では初となる水性塗料を採用す

ることでVOC排出量原単位は、当初目標である27g/m2を達

成。高効率なベル型塗装機を導入して塗着効率と塗料の使

用効率向上したほか、各塗装装置にはリサイクル空調設備

を導入しています。さらに「水のフル循環システム」による工

場用水の外部排出ゼロ

化、太陽光発電システ

ム導入などにより、生産

時のCO2排出量を2005

年比で1台当たり10％

低減をめざしています。

中国における取り組み

広州Hondaは、トラックによる完成車輸送が一般的だっ

た時代から工場隣接地に出荷場を設けて鉄道輸送を導入

し、高効率で環境にやさしい手段で完成車を運んできま

した。そして2009年からは、船を利用した輸送を開始しま

した。広州から東北部の3省に向けて、週に1回専用船で

輸送し、港から販売店へはトラックで輸送することで、環境

にやさしいばかりでな

く、納入期間も短縮で

き、輸送品質も向上す

ることで、お客様満足

度の向上にも貢献して

います。

環境活動報告会の様子

モンテッサ・ホンダ（スペイン）

ホンダオートモービルタイランド（タイ）

専用船での輸送の様子

モンテッサ・ホンダの
塗装技術導入によるVOC削減

ホンダオートモービルタイランドの
グリーンファクトリーの取り組み

ホンダ・オートモベイス・ド・ブラジルの
グリーンファクトリー施策の推進

広州本田汽車有限公司（広州Honda）
完成車の海上輸送を開始
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