
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。

　グローバルの環境マネジメント方針　

Hondaは1991年12月、環境対応で中心的な役割をはたす組織

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、中期経営方針に基づいて世界レベル

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

おこなっています。

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

針に基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サイクルに基

　グローバルの環境マネジメント体制　

　環境への取り組み　

商品開発
領域 販売領域

輸送領域

生産領域

購買領域

オフィス領域

製品の
資源循環・
3R領域

購買領域 

商品開発領域 

生産領域 

輸送領域 

販売領域 

地球温暖化
オゾン層破壊
資源枯渇
生物多様性

大気汚染

廃棄物

水質汚濁

土壌汚染

騒音 

排出される
環境負荷要素

Hondaの
企業活動における
ライフサイクル

環境への影響
主要取り組み

オフィス領域

製品の資源循環
3R※領域

● 燃費の向上
● 排出ガスのクリーン化
● 代替エネルギー製品の開発
● ３R設計の推進
● 騒音の低減

● グリーン購買の推進
　・環境マネジメント
　・お取引先の省エネルギー・省資源
　・お取引先のゼロエミッション※※

● グリーンファクトリーの推進
　・環境マネジメント
　・省エネルギー・省資源
　・ゼロエミッション※※

● グリーンロジスティクスの推進
　・環境マネジメント
　・輸送効率の向上
　・包装資材の削減

● グリーンディーラーの推進
　（四輪車、二輪車、汎用製品）
　・環境マネジメント
　・エネルギー効率の向上
　・環境保全の向上
　・地域社会への貢献

● グリーンオフィスの推進
　・環境マネジメント
　・省エネルギー
　・資源の有効活用
　・地域社会への環境貢献

● 部品回収、再利用の拡大
● 使用済み製品の適正処理
● リサイクルに向けた技術支援
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Hondaの対応Hondaの企業活動

※3R ： 「 リデュース（Reduce）発生抑制、リユース（Reuse）再生利用、リサイクル（Recycle）再利用」の3つの語の頭文字をとった言葉
※※ゼロエミッション ： 廃棄物や環境負荷物質を限りなくゼロに近づけることを示します

C S Rレポート2010 27



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つとめる「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おこなう

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」という考え方に基

づくものです。

※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しました

※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」
事務局もになっています

※3 Plan、Do、Check、Actの頭文字

国内での環境保全活動の実行レベルを高め、先進性を維持するこ

とを目的に、Hondaは1991年12月に「日本環境会議」を設置し

ました。各部門に関連する事業所・輸送領域・グループ会社の環境

負荷削減および製品・部品リサイクルなどの推進を図るため、各部

門においても会議体や連絡会を設けています。同会議には、生産・

購買・日本営業・カスタマーサービス・管理・本田技術研究所の役

員・責任者が参加し、運営されています。

環境に関する社会動向などの状況分析に基づき、中期環境方針・

目標を提案し、各部門が定めた目標に対する進捗を確認するのが

「日本環境会議」の役割です。全部門にかかわる横断的課題に対

しての対応施策の提案をおこない、日本における環境への取り組

みの継続的な維持・改善を図っています。各部門（本部）は、「日本

環境会議」で決定された中期環境方針・目標に基づいて部門ごとの

目標を定めます。各部門では、関連する事業所・グループ会社を含

めて、輸送に関する環境負荷低減、および環境関連の事業や施策

について、PDCAサイクルを回しています。

2005年度から、国内の財務連結対象会社を含む連結グループで

の取り組みを強化しています。2007年度は、日本営業本部に「環

境コミッティ」を設け、全国の四輪販売会社をはじめとした多くの

事業所・グループ会社からなる販売領域での環境負荷低減活動を

加速させました。

　日本の環境マネジメント体制　
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日本環境会議

各製作所（埼玉・栃木・浜松・鈴鹿・熊本）
四輪新機種センター
品質改革センター栃木
ホンダエンジニアリング（株）
　完成車・KD・工場間輸送
生産・輸送関連グループ会社

部品製造関連グループ会社

研究関連各事業所・グループ会社

四輪・二輪・汎用・販売会社
（株）ホンダアクセス
（株）ホンダモーターサイクルジャパン
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部品物流倉庫
　補修部品輸送
　補修部品の回収・再生・再利用
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関連グループ会社

環境安全企画室

事務局
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北米　オフィス領域における取り組み

●環境性能評価LEED認証※を新たに2施設が取得

北米地域ではすでに６つのオフィスビルが建物環境性能評価システムであるLEED認証を取得していま

すが、2010年度はさらに認証施設が2つ増えました。

ホンダファイナンシャルサービスが商業ビルのインテリアを対象としたLEED-CIを、ホンダR&Dアメリ

カズの新しい船外機研究施設がLEEDゴールド認証を取得しました。
※ LEED認証(Leadership In Energy and Environmental Design / LEED) ： 米国グリーン・ビルディング協会 (USGBC) が認定する「エネル
ギーと環境に配慮したデザインにおけるリーダーシップ」制度

南米　商品開発領域における取り組み

●フレキシブル・フューエル車市場が拡大するブラジルで四輪、二輪を販売

2009年7月、ホンダオートモベイスドブラジル（HAB）は「シティFFV（フレキシブル・フューエル・ビー

クル）」の生産・販売を開始しました。

HABは2006年にエタノール100パーセント燃料に対応した「シビックFFV」「フィットFFV」の生産・販

売を開始し、2008年にはHonda車のブラジルでのFFVの比率は76パーセントになりました。

二輪においても、2009年3月にモトホンダダアマゾニアリミターダが、フレキシブル・フューエル技術

を搭載した世界初の二輪車「CG150 TITAN MIX」を発売し、同年9月にはフレキシブル・フューエル

技術搭載二輪車第2弾となる「NXR150 MIX」を発売しました。

　各地域のグローバルトピックス　

LEEDゴールド認証を取得したホンダR&Dアメリカズ
の船外機研究施設

ブラジルで2009年に発売された「シティ FFV」

「NXR150 MIX」

全世界で展開するCO2低減目標（対2000年実績）

10%低減
g/km当たり

20%低減
生産1台当たり

二輪車

10%低減
g/km当たり

10%低減
生産1台当たり

四輪車

10%低減
kg/1時間当たり

20%低減
生産1台当たり

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台当たり全世界平均値

● 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76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。

2009年度の実績
（対2000年度比）

製品のCO2低減

四輪車：12.6％減

二輪車：14.4％減

汎用製品：10.8％減

生産時のCO2低減

四輪車：2.3％減

二輪車：47.1％減

汎用製品：17.6％減

※詳細は
http://www.honda.co.
jp/environment/target/
ca010020.html
を参照ください

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

る気候変動問題は、地球規模で進行しているため、特定の地域だ

けの対応では解決することができません。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。一方、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。人々の生活をより豊かにするためには、モビリティの

普及は欠かすことができません。したがって、これからも自動車を

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は技術で対応していきます。そして

“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”ことをめざしていきます。

　2010年CO2低減目標と進捗　
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欧州　製品の資源循環・3R領域における取り組み

●ホンダターキーエーエスが使用済み電池の高い回収率で表彰

トルコで四輪車の製造・販売、二輪車の販売をおこなう、ホンダターキーエーエス（HTR）は、2009年

5月、トルコの廃電池再利用産業協会から、2008年の使用済み電池の高回収率によって、ベストリサ

イクル会社として表彰されました。

規定では車のバッテリーは含まれませんが、交換用に輸入されたバッテリーは対象となります。HTRは

2007年に4,650キログラムのバッテリーを輸入しており、トルコ全土で回収サービスを実施していま

す。2008年には26,721キログラムを回収し、2007年の輸入量を基準としたバッテリーのリサイクル

率が573.66パーセントとなったことが評価されました。

アジア・大洋州　商品開発領域における取り組み

●インド向け1.2L i-VTECエンジン搭載の小型車「ジャズ」発売

インドのHonda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、2009年6月に

Hondaのインド市場投入車としてはもっとも小型なモデルとなる「ジャズ」（日本名：フィット）を販売

開始。競争が激化している排気量1.2リッター以下の小型車マーケットへ参入しました。インドでは、

2006年3月の小型車優遇税制導入以降1.2リッター以下の小型車マーケットが急伸しており、HSCIは

インド市場向けに1.2リッター i-VTECエンジンを新開発し、「ジャズ」に搭載しました。安全性・機能性

に優れ、低燃費で先進スタイルを併せ持つ「ジャズ」の投入で、小型車の新しい価値を提供していきま

す。「ジャズ」は、2001年に日本で発売以来、世界約130ヵ国で累計280万台以上を販売しています。

中国　生産領域における取り組み

●嘉陵本田発動機有限公司がISO9001とISO14001の規格改定認証を取得

中国で汎用エンジン、芝刈機、ポンプを製造する嘉陵本田発動機有限公司（嘉陵本田）は、2009年

10月、中国品質認証センター（CQC）が発行する品質マネジメントシステムISO9001（2008年版）、

および環境マネジメントシステムISO14001（2004年版）の規格改定認証を取得しました。

嘉陵本田は、品質マネジメントシステムと環境マネジメントシステムの運用を通して、従業員の品質管

理、環境管理に対する意識を向上していきます。また生産・サービス・管理などの業務水準を高めて、同

社の経営目標の実現と発展戦略展開の基礎をつくりあげています。

日本　購買領域における取り組み

●リチウムイオン電池のブルーエナジー長田野工場建設を開始

ハイブリッド車用リチウムイオン電池の製造・販売、および研究開発をおこなう（株）ブルーエナジー

は、2009年4月、京都府福知山市にあるGSユアサ長田野事業所内に長田野工場の建設を開始しまし

た。（株）ブルーエナジーは、ハイブリッド車を中心とした高性能リチウムイオン電池の製造・販売、およ

び研究開発をおこなうことを目的に、2009年4月に設立されました。この会社は、本田技研工業（株）

と（株）ジーエス・ユアサ パワーサプライ（鉛蓄電池分野で国内トップの（株）ジーエス・ユアサ コーポ

レーションの子会社）による共同出資会社です。高まるハイブリッド車の需要に応えるべく、さらなる高

性能、高品質、高信頼のハイブリッド車用リチウムイオン電池を開発、製造・販売していきます。新工場

の稼働開始は、2010年秋ごろを予定しています。

HTRがベストリサイクル会社として表彰

インド市場向けに仕様変更した「ジャズ」

改定された規格のISO認証も取得

ブルーエナジー長田野工場の完成予想図
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