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■地球環境にやさしく

当社は基本理念に“環境との調和”を掲げ、持続可能な社会の実現をめざし
取り組んでおります。

2016年度は、地球規模の環境問題に対し長期視点で環境負荷削減にチャ
レンジする「トヨタ車体　長期環境ビジョン」を策定しました。具体的に
は、５年毎に定める環境取り組みプラン〔現在は第６次（２０１６～２０２０年度）〕
にて計画し、トヨタ車体グループ一体となって取り組んでまいります。

地域と共生、自然と調和する工場を目指して

生産技術本部・生産本部 統括
取締役副社長　石黒　明二

トヨタ車体　長期環境ビジョン
２０５０年に向け６つの領域で取り組む事項を設定
・モノづくり力を活かし、工場CO2ゼロ等の環境負荷削減にチャレンジ

第2次

第3次

第4次

第5次

第6次
環境取組みプラン

第1次

低炭素・循環型・
自然共生社会の
構築を柱に活動

グローバルでの環境
負荷削減に拡大

ライフサイクル
CO2ゼロ
・ライフサイクル
全体で削減

新車CO2ゼロ
・軽量化技術、
次世代車の開発

工場CO2ゼロ
・確信技術の
開発、導入

水環境インパクト
最小化
・排水水質向上と
削減技術導入

人と自然が共生
する未来づくり
・地域と一体となった
生物多様性保全活動

循環型社会
システム構築
・易解体設計の追及
・排出量削減

：ゼロへのチャレンジ

：プラスのチャレンジ

1993年 2016年2011年2006年2001年1996年 2050年
：トヨタ車体のロゴマーク

取
り
組
み
レ
ベ
ル

第6次「トヨタ車体環境取り組みプラン」

2016年度取り組み結果

環境基本方針

http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2017/kankyou_kihon.pdf
http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2017/kankyou_6th_jisseki_2016.pdf
http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2017/kankyou_6th_plan.pdf
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■地球環境にやさしく

「トヨタ車体環境取り組みプラン」 

第１次 第2次 第3次 第4次 第5次

◇環境取り組み
体制の整備

◇ISO14001 の導入
に よる取り組み
レベルの向上

◇埋立廃棄物ゼロ
エミッションと
活動領域の拡大

◇CO2 削減への
対応と製品の
環境配慮設計

◇超小型 EVの開発推進
◇地域と共生した工場
づくり

1993 1995 2000 2005 2010 2015 2020

第6次

◇グローバルで環境負荷低減
◇生物多様性保全への対応

製品環境
（開発設計）

生産環境
（生産）

・車両軽量化による燃費向上 (P.11)
・超小型EVの開発と導入促進

・車両の解体性向上 (P.11)
・リサイクル材の使用拡大 (P.11)
・コムスのリサイクル事業 (P.33)
・植物を利用した材料開発 (P.34)

・製品含有化学物質の管理充実 (P.34)
・環境負荷の少ない製品への
代替え推進

環境
マネジメント
(環境経営)

・連結環境マネジメントの強化、推進 (P.36)
・環境啓発、教育の充実と推進 (P.36)

・環境リスク未然防止の強化、推進
・仕入先と連携した環境活動の一層の推進 (P.36)

低炭素 社会の構築 循環型 社会の構築 自然共生 社会の構築

・低CO2生産技術開発・導入
生産性向上､省エネ改善活動
(P.13、P.35)

・排出物の低減と歩留り向上活動 ・塗装における環境負荷物質
(VOC)の低減 (P.13)

・地域と共生、自然と調和する
工場づくりの推進 (P.30)

領域
分野

(P.   ) 内は、掲載頁

第６次　トヨタ車体環境取り組みプラン

推進体制と実施事項

工場生産環境委員会

ＣＣＳＲ委員会
（委員長：増井社長）

化学物質対応ＷＧ

リサイクル・
解体性向上ＷＧ

燃費向上ＷＧ

連結子会社
生産環境委員会
（国内・海外生産会社）

委員長
中根常務

・自動車の燃費向上に寄与する軽量化技術の開発と製品化

委員長
須田常務

社会貢献委員会

企業行動倫理委員会

生技省エネルギー
委員会

製
品
環
境
委
員
会

生
産
環
境
委
員
会

・解体しやすい設計による解体時間短縮の推進
・廃棄されるコムスのリサイクルシステムを構築し、2015年4月より実施

・規制化学物質に対する代替え技術の開発と切替え
・規制環境負荷物質（鉛、水銀等） に対して、新製品・量産化での非含有確認、
及び管理体制の監査を推進

・環境異常苦情リスクアセスメントと改善
・第6次プラン目標達成活動（CO2、VOC（揮発性有機化合物）、廃棄物等）

・CO2の少ない生産技術開発、工場改装等での省エネ型ラインづくり
・エネルギー供給効率の向上、再生可能エネルギーの導入

・全トヨタ車体グループでの環境取り組み活動の横展
・各事業活動での環境負荷低減活動の展開
・環境リスク未然防止の推進
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■地球環境にやさしく

製品環境 3大重点テーマ： 低炭素 循環型 自然共生

エネルギー・温暖化問題は人類や生態系への影響が懸念される重要な環境問題と考え、
関係部署と連携し環境にやさしいクルマづくりを設計段階から取り組み技術開発を進めていきます。

トップクラスの燃費性能に寄与する軽量化技術の開発

車両部品の軽量化技術の開発
燃費向上には、パワートレインの改良とともに、車両の軽量化も欠かせません。

そのため、車両部品の軽量化は当社の基幹技術であると考え、全社で連携しながら積極的に取り組んでいます。

ボデー・内張り部品・外装部品の軽量化に向けた主な取リ組み

【コースターの事例】　
→　　「もっといいクルマづくり」の中、「環境性能」　P.11に掲載

3大重点テーマ： 低炭素 循環型 自然共生

あらゆる資源は有限であるという認識のもと、3R(Reduce, Reuse, Recycle) を柱にして、
解体性向上、リサイクル材の使用拡大、植物材料の開発・設計に取り組んでいきます。

リサイクルの積極的な取り組みと資源の有効利用の推進

超小型電気自動車コムスのリサイクル事業
２０１５年４月からスタートした「コムスリサイクルシステム」

は、自動車リサイクル法適用外のコムスに対し、当社が独自に構築

したリサイクルのしくみであり、不要となったコムスを適切にリ

サイクルしています。

今後も資源循環型社会の実現に向けて、適切なリサイクルに取り

組んでまいります。

コムスの引き取り・運搬

鉛バッテリー回収

開発
設計

廃棄

生産

販売

使用

回収

ﾘｻｲｸﾙ トヨタ車体

お客様

破砕後
再資源化

コムスのライフサイクル

コムスリサイクルシステムのホームページ

全国で不要となったコムスを引き取り、

18台のコムスをリサイクルしました。

（内旧型14台）

リサイクル実績（16年度）

http://coms.toyotabody.jp/support/recycle.html
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■地球環境にやさしく

植物材料を利用した材料開発

製品環境

木材の軽さ、熱に対する強さを活用
スギ間伐材を強化繊維として利用した難燃性射出材

料「TABWD/ タブウッド」 *1 を開発。

補給用フォグランプブラケットを皮切りに採用実績

を重ね、部品の軽量化に貢献しています。

*1.TABWD：Toyota Auto Body WooD plastic
微細木材繊維 TABWD

採用部品の例（ワイヤーハーネスプロテクター）

レクサス LC アルファード /ヴェルファイア ハイブリッド車

黒い部分が
TABWD使用部位

2016年度はワイヤー
ハーネスプロテクター
2部品が新たに採用
されました。

採用車種×部品数（累計）採用車種×部品数（累計）
：採用車種数

：採用部品数●

車種 部品

3大重点テーマ： 低炭素 循環型 自然共生

原材料・部品などの取引先様と連携し、製品に含有する化学物質の使用把握とリスクを評価し、
化学物質管理や環境負荷の少ない物質への転換など環境保全に努めていきます。

製品に含有する化学物質管理の推進

ＲＥＡＣＨ規則など、世界の化学物質規制への確実な対応
化学物質規制は日本の化審法 *1、欧州の ELV 指令 *2、 REACH 規則 *3 

などがあるほか、北米・アジアでも独自の規制を設けています。

こうした国際的な化学物質規制を受け、当社ではトヨタおよびサプライヤー

と協力して IMDS *4 登録などの化学物質管理の仕組みを構築し、運営して

います。

2016年 5月には、「グリーン調達ガイドライン」を改訂し、コースターほか

新製品での化学物質管理の推進をサプライチェーンに展開しています。

*1. 化審法 ： 化学物質の審査および製造の規制に関する法律

*2.ELV 指令 ： End of Life Vehicles   使用済み自動車に関する指令

*3.REACH規則 ： Registration,Evaluation,Authorization and Restriction of Chemicals

化学物質の登録，評価，認可及び制限に関する規則

*4.IMDS ： International Material Data System   自動車業界向けの材料情報システム

材料技術部　藤崎　月之介

環境負荷物質   担当者の声

今年度はコースターを重点に
生産拠点の岐阜車体､サプライ
ヤーとも連携をとり化学物質
をきっちり管理することで、人
や環境に優しい車造りに努め
ました｡

グリーン調達ガイドライン
（2016年 5月改訂）

http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2017/guideline_201605.pdf
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生産環境 3大重点テーマ： 低炭素 循環型 自然共生

CO2・VOC( 揮発性有機化合物）など排出量の少ない生産技術開発・導入や日常改善による
徹底的な省エネの取り組みを推進しています。

生産活動における環境負荷低減

生産工程のCO2低減活動
2016年度は台当たりCO2排出量 (連結）とCO2排出量 (当社）の目標を達成できました。
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環境負荷の少ないクルマづくりを目指して
【コースターの事例】　
→　　「もっといいクルマづくり」の中、「もっといい工場づくり」　P.13 に掲載

日常改善の取り組み
待機時にエネルギーを極小化するための課題解決や省エネ診断による新たな気付きによる改善を加速しました。

非稼働時に停める工程作り
溶接ロボットの休日待機電力を低減

する為、電源を一括操作できる制御

盤の設置により電源 OFF ができま

した。

従来、設備起動時の瞬間電流により

ロボットの故障が懸念さ れていた

が、メーカーと協業して抵抗体の仕

様設定・取付けによる電流抑制にて、

故障リスクを排除できました。

省エネ診断による改善
ロボット溶接電流の低減技術による

発熱量を減少させ、生技と製造部門が

協業して冷却水の通水量削減を実施

し、送水ポンプ等のエネルギーを少な

くしました。

溶接ロボットの電源系統

電源盤

溶接ロボット

＜削減効果＞

設置前

CO2削減※
▲500tCO2/年

休日

設置後

←

電
流

起動

電源OFF
（一括）

瞬間電流
抑制

稼働日稼働日

※効果検証中

溶接工程　電力推移

冷却塔 送水
ポンプ

溶接ロボット

冷却水

溶接ロボットの冷却フロー

発熱

鉄板
チップ

通電時の発熱を
冷却水にて抑制
し、チップを保護
する事で溶接不良
を防止

CO2削減
▲200tCO2/年

＜削減効果＞

改善前 改善後

▲26%

指
数

通水量削減 結果

ボデー生技部
杉浦 英樹

冷却水通水量削減　担当者の声

稼働条件の変更は、品質影響が大
きく、明確な理屈とトライ検証が
必要。今後も協力して、さらなる
改善を目指します。

F車体保全部
鍵谷 敏明
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■地球環境にやさしく

環境マネジメント

当社、グループ会社、取引先、地域と一体となった積極的な環境取り組みを通じて、緊密な関係
づくりに努めています。

連結環境マネジメントの強化

環境感度が高く行動できる人づくり
環境月間を機に未来への環境取り組みを考え、新たな領域や更な

る高いレベルを目指す為「トヨタ環境チャレンジ２０５０」を

テーマに講演会を開催しました。

また２０１４年度より環境保全取り組みに成果をあげた職場を

表彰する制度を立ち上げて、今年度は優秀職場として非稼動時の

エネルギーロスを大きく低減した職場（富士松プレスといなべ成

形ショップ）に対し生産環境委員会委員長より表彰しました。

トヨタ自動車 (株 ) 山戸室長様を
招き講演会を開催
（2016年 8月）

表彰制度を立上げ、省エネなど
成果をあげた職場への表彰
（2016年 5月）

取引先様との勉強会
（2017年 3月）

国内グループ会社との環境会議
（2016年 6月）

国内・海外グループ会社、取引先様
とのマネジメント強化
取引先様に対して、環境問題に対し企業が未来に取り組む事項

や責務について勉強会を実施しました。

また国内・海外グループ会社との環境会議を開催し、環境保全

の課題認識や対策など審議し、現地スタッフの育成にも努めて

います。

トピックス
省エネルギーセンター会長賞　受賞

これまでの省エネ取り組みの

意識改革と成果が評価され、

２０１６年度の省エネ大賞の

省エネ事例部門において、 『省

エネルギーセンター 会長賞』

を受賞いたしました。

 ( 主催：一般財団法人 

省エネルギーセンター )

【テーマ名：工場におけるマネジメント改革による省エネ】

トップによる現地現物での
省エネの成果確認

先進技術、改善事例展示による
実務者の技術力向上

PE環境部　山本貴光 (左 )
大竹宏直 (右 )

（2017年 2月　表彰式）

「事業活動における資源投入量と排出量」

「環境会計」

「環境情報の積極的開示」

http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2017/kankyou_shigen.pdf
http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2017/kankyou_kaikei.pdf
http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2017/kankyou_information.pdf


みなさまからお寄せいただいたご意見をトヨタ車体のこれからのＣＳＲ活動や

レポートの改善にいかすために、アンケートに是非ご協力ください。

お寄せいただいたご意見・ご感想は、上記の目的のためにのみ使用させていただきます。

(個人情報の取り扱いについては弊社「　プライバシーポリシー　」に基づき、適正に管理します。)

アンケートはこちらからご回答いただけます。

発行

本社

お問い合わせ

発行

トヨタ車体株式会社
〒448ｰ8666  愛知県刈谷市一里山町金山100番地  TEL.0566ｰ36ｰ2121

経営企画部
TEL.0566ｰ36ｰ7510　FAX.0566ｰ36ｰ9113

2017年6月（次回発行2018年6月予定）

http://www.toyota-body.co.jp/

http://www.toyota-body.co.jp/privacypolicy/
https://www.toyota-body.co.jp/csr/contacts/enquete2017.html
http://www.toyota-body.co.jp/
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