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環境への基本的な考え方
トヨタは、グローバル社会と協調しつつ、事業活動を通じて社会・地球の持続可能な発展に貢献するために、1960年代から継続して「環境」への取り組みを行ってきました。
サステナビリティに関する方針を連結会社も含めたすべての従業員と共有し、社会に愛され、信頼される企業を目指しています。
環境分野では1992年（2000年改定）に定めた「トヨタ地球環境憲章」のもと、トヨタの地球環境に対する2050年までの長期的な取り組みを「トヨタ環境チャレンジ2050」として、
COP21＊でパリ協定が合意された2015年に策定。これを核としてさまざまな取り組みを推進しています。

トヨタ地球環境憲章

1.豊かな21世紀社会への貢献
豊かな21世紀社会へ貢献するため、環境との調和ある成長を
目指し、事業活動の全ての領域を通じて、ゼロエミッションに
挑戦します。

2.環境技術の追求
環境技術のあらゆる可能性を追求し、環境と経済の両立を実現
する新技術の開発と定着に取り組みます。

3.自主的な取り組み
未然防止の徹底と法基準の遵守に努めることはもとより、
地球規模、及び各国･各地域の環境課題を踏まえた自主的な
改善計画を策定し、継続的な取り組みを推進していきます。

4.社会との連携･協力
関係会社や関連産業との協力はもとより、政府、自治体を始め、
環境保全に関わる社会の幅広い層との連携･協力関係を構築
していきます。

Ⅰ.　基本方針

1.いつも環境に配慮して
･･･生産･使用･廃棄の全ての段階で
ゼロエミッションに挑戦
（1）トップレベルの環境性能を有する製品の開発･提供
（2）排出物を出さない生産活動の追求
（3）未然防止の徹底
（4）環境改善に寄与する事業の推進

2.事業活動の仲間は環境づくりの仲間
･･･関係会社との協力

3.社会の一員として
社会的な取り組みへの積極的な参画
（1）循環型社会づくりへの参画
（2）環境政策への協力
（3）事業活動以外でも貢献

4.よりよい理解に向けて
･･･積極的な情報開示･啓発活動

Ⅱ.　行動指針

経営トップ層で構成する
サステナビリティ会議による推進

Ⅲ.　体制

経営理念

GRI 102-16、103-2

＊COP21 気候変動枠組条約第21回締約国会議

トヨタ環境チャレンジ2050 P11

第６次トヨタ環境取組プラン
成果（詳細）戦略・マネジメント ライフサイクルCO2

ゼロチャレンジ
人と自然が共生する

未来づくりへのチャレンジ新車CO2ゼロチャレンジ 工場CO2ゼロチャレンジ 水環境インパクト
最小化チャレンジ

循環型社会・
システム構築チャレンジ 環境データ

社会への取り組みサステナビリティ推進 環境への取り組み ガバナンス概要

https://global.toyota/jp/company/vision-and-philosophy/
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〈トヨタのコミットメント〉
トヨタ環境チャレンジ2050

トヨタは常に世の中の動きやお客様の声を把握して、何に注力すべきかを考え、将来の課題に
先んじた新たな発想と技術で課題解決に取り組んできました。しかし、気候変動、水不足、
資源枯渇、生物多様性低下などの地球環境の問題は日々拡大し、深刻化しています。
これらの問題に私たち一人ひとりが向き合い、20年、30年先の世界を見据えて挑戦を続けてい
くために、2015年10月に「トヨタ環境チャレンジ2050」を、2018年に「2030マイルストーン」を
策定しました。さらに、これを実現するための５カ年計画である「環境取組プラン」の最新目標
として、「2025年目標」を2020年に設定しました。中長期の目指す姿を描き、そこから「バック
キャスト」した具体的な取り組みを、世界中の連結会社やビジネスパートナーと一丸となって推進
することで、持続可能な社会の実現を目指しています。

TCFD 戦略a

6つのチャレンジ

GRI １０２-11

Challenge

Challenge

Challenge

Challenge

Challenge

Challenge

新車CO2ゼロチャレンジ

2050年グローバル＊1新車平均CO2排出量
（TtW＊２）の90％削減（2010年比）を目指す

SDGSへの貢献

工場CO2ゼロチャレンジ

2050年グローバル工場CO2排出
ゼロを目指す

SDGSへの貢献

ライフサイクルCO2ゼロチャレンジ

ライフサイクル全体でのCO2排出
ゼロを目指す

SDGSへの貢献

水環境インパクト最小化チャレンジ

各国地域事情に応じた水使用量の最小化と
排水の管理

SDGSへの貢献

循環型社会・システム構築チャレンジ

日本で培った「適正処理」やリサイクルの
技術・システムのグローバル展開を目指す

SDGSへの貢献

人と自然が共生する未来づくりへのチャレンジ

自然保全活動の輪を地域・世界とつなぎ、
そして未来へつなぐ

SDGSへの貢献

“CO2ゼロ”へ... “プラスの世界”へ...

＊１ 以下の国・地域 ： 日本 ・ 米国 ・ 欧州 ・ 中国 ・ カナダ ・ ブラジル ・ サウジアラビア ・ インド ・ 豪州 ・ 台湾 ・ タイ ・ インドネシア
＊2 TtW（Tank to Wheel） ： クルマが走行時に排出するCO2（燃料 ・ 電力の製造段階で排出されるCO2を含まないため、電気自動車 ・ 燃料電池自動車ではゼロ）

トヨタの環境戦略の体系

1997 2010 2020
2025年
目標

2050

トヨタ環境取組プラン（5カ年計画）
〈目指す姿〉

バックキャスト
第7次第1～6次

トヨタ環境
チャレンジ
2050

2030
マイルストーン

第６次トヨタ環境取組プラン
成果（詳細）戦略・マネジメント ライフサイクルCO2

ゼロチャレンジ
人と自然が共生する

未来づくりへのチャレンジ新車CO2ゼロチャレンジ 工場CO2ゼロチャレンジ 水環境インパクト
最小化チャレンジ

循環型社会・
システム構築チャレンジ 環境データ

社会への取り組みサステナビリティ推進 環境への取り組み ガバナンス概要

https://global.toyota/jp/sustainability/esg/challenge2050/
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トヨタ環境チャレンジ2050 2030マイルストーン

新車CO2
ゼロチャレンジ

水環境インパクト
最小化チャレンジ

循環型社会・システム
構築チャレンジ

人と自然が共生する
未来づくりへのチャレンジ

● 水環境インパクトが大きいと考える地域から優先的に対策実施
水量 ： 北米・アジア・南アフリカのチャレンジ優先工場4拠点で対策完了
水質 ： 北米・アジア・欧州の河川に排水する全22拠点でインパクト評価と対策完了

● 適切な情報開示と、地域社会・サプライヤーとの積極的対話の実施

● 「自然と共生する工場」を、国内12工場、他の地域7工場で実現
また、地域・企業と連携した自然共生活動をすべての地域で実施

● NGOなどとの連携による生物多様性保護活動への貢献
● 未来を担うEco人材を社内外で育む施策の拡充

● 電池回収から再資源化までのグローバルな仕組みの構築完了
● 廃車適正処理のモデル施設を30カ所設置完了

● グローバル＊2新車平均CO2排出量（TtW＊3、g/km）を、2010年比35%以上削減＊4

＊2 以下の国・地域 : 日本・米国・欧州・中国・カナダ・ブラジル・サウジアラビア・インド・豪州・台湾・タイ・インドネシア
＊3 TtW（Tank to Wheel） : クルマが走行時に排出するCO2（燃料・電力の製造段階で排出されるCO2を含まないため、電気自動車・燃料電池自動車ではゼロ）
＊4 推計値。市場状況などによる変動の可能性があります

2018年に策定した「2030マイルストーン」は、6つのチャレンジについて2030年時点の姿を示したものです。
5カ年ごとの具体的な目標を定めた「トヨタ環境取組プラン」と併せ、毎年進捗を確認しながら着実に取り組みを推進しています。

2030マイルストーン
TCFD 指標と目標a・c

Challenge

ライフサイクルCO2
ゼロチャレンジ

● ライフサイクルでのCO2排出量を2013年比で25%以上削減＊1

＊1 新車CO2ゼロチャレンジ、工場CO2ゼロチャレンジのマイルストーン推進とともに、サプライヤー、エネルギー・インフラ企業、政府、お客様などのステークホルダーの協力を得て実施

Challenge

Challenge

Challenge

Challenge

工場CO2
ゼロチャレンジ

● グローバル工場からのCO2排出量を2013年比で35%削減

Challenge

GRI 103-2、103－3

第６次トヨタ環境取組プラン
成果（詳細）戦略・マネジメント ライフサイクルCO2

ゼロチャレンジ
人と自然が共生する

未来づくりへのチャレンジ新車CO2ゼロチャレンジ 工場CO2ゼロチャレンジ 水環境インパクト
最小化チャレンジ

循環型社会・
システム構築チャレンジ 環境データ

社会への取り組みサステナビリティ推進 環境への取り組み ガバナンス概要
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トヨタは「環境チャレンジ2050」の実現に向けて、5カ年実行計画である第7次トヨタ環境取組プラン（2025年目標）を
2020年に策定しています。この目標のもと、持続可能な社会の実現に向けて環境取り組みを加速させ、グローバル一体
となって取り組んでいます。　

〈トヨタのコミットメント〉
第７次トヨタ環境取組プラン（2025年目標）

2025年目標  第7次「トヨタ環境取組プラン」TCFD 指標と目標a

● 廃車適正処理のモデル施設を15カ所設置完了
● 環境配慮設計の継続取り組み
◆ 廃車適正処理・資源課題対応の観点から容易な解体を可能にする設計構造の
  織り込みと適切な情報提供 ※大型電池、燃料電池（FC)、水素タンク

◆ グローバルで最大限の電池回収・無害化を目指す
◆ 日本・米国・欧州・中国・アジア5地域で電池3Rを運用開始

Toyota 
Global100 
Dismantlers
Project

● 電動車普及を見据え、安全・効率的な電池3R＊3の仕組み構築

◆ 再生材の使いこなし技術開発（欧州）と再生材の供給量拡大に向けた
  技術開発（日本）による利用促進

● 各地の実情に応じた再生材（特に樹脂）の利活用に向けた技術開発

Toyota Global
Car-to-Car
Recycle Project

＊3 3R ： リビルト(Rebuilt)・リユース(Reuse)・リサイクル(Recycle)

Challenge

循環型社会・
システム

構築チャレンジ

GRI １０３-２

Challenge

ライフサイクル
CO2

ゼロチャレンジ

● ライフサイクルCO2排出量2013年比18％以上削減ライフサイクル
CO2

● 主要サプライヤーを対象にCO2削減に向けた活動を推進サプライヤー

物流

● 新改築の販売店 CO2削減アイテム導入率100％販売店

● 〈日本〉 輸送効率の改善によりCO2排出量2018年比
　7％削減（年平均1％削減）
● 〈日本⇔他の地域〉 外航船でCO2削減に取り組む
  （自動車運搬船を2隻LNG船へ切り替え）

Challenge

新車CO2
ゼロチャレンジ

● グローバル＊1新車平均CO2排出量（TtW＊2、g/km）を、
  2010年比30%以上削減
＊1 以下の国・地域 : 日本・米国・欧州・中国・カナダ・ブラジル・
　  サウジアラビア・インド・豪州・台湾・タイ・インドネシア
＊2 TtW（Tank to Wheel） : クルマが走行時に排出するCO2
　  燃料・電力の製造段階で排出されるCO2を含まないため、
　  電気自動車（BEV)、燃料電池自動車（FCEV)ではゼロ

新車平均CO2

電動車 ● 累計3,000万台以上を販売

工場CO2
ゼロチャレンジ

Challenge ● 革新技術、日常改善、再生可能エネルギー導入による
  CO2排出量削減
● グローバル工場からのCO2排出量2013年比30％削減
● 再生可能エネルギー電力導入率25％
● 水素利活用技術の開発を積極的に推進

工場CO2

● 各国・各地域の水環境を考慮し、水使用量を削減
● 日常改善など各種取り組み、排水リサイクル、雨水利用を推進
● グローバル生産台数当たり使用量2013年比3％削減(2001年比34%削減）
● 水環境インパクトの大きいチャレンジ優先工場2拠点で対策完了

水量

● 規制よりも厳しい自主基準値での徹底的な排水管理
● 河川に排水する全拠点で排水インパクトを継続的に評価水質

Challenge

水環境インパクト
最小化
チャレンジ

◆ 「自然と共生する工場」と連携し、ビオトープなどを活用した環境学習の機会提供
◆ 次世代向け自然共生教育ツールを効果的に活用し、工場・トヨタの森など
  社内外施設において、Eco人材育成を進める

● 「自然と共生する工場 」を日本６工場・他の地域４工場で実現
● 関係会社と連携し、地域とつなぐ活動を推進
● 生物多様性保全に向け、地域・企業と連携した自然共生活動に着手

Toyota Green
Wave Project

＊4 ESD（Education for Sustainable Development） : 持続可能な開発のための教育

Challenge

人と自然が
共生する

未来づくりへの
チャレンジ

● NGOなどと連携し、生物多様性の象徴である絶滅危惧種の保全を
  グローバルに強化

Toyota Today
for Tomorrow 
Project

● 未来を担うEco人材育成に向けたグローバルな統一施策を実施
Toyota ESD＊4
Project

＊5 ZEV（Zero Emission Vehicle） : 電気自動車や燃料電池自動車など、走行時にCO2を排出しないクルマ

● 各国・各地域の法規動向を踏まえた管理徹底化学物質

● 廃棄物の徹底的削減にグローバルで取り組み、環境性と経済性を両立しつつ資源投入量と廃棄物量の最小化を目指す廃棄物
● 梱包用プラスチック材の削減、プラスチック材のリサイクルに向けた取り組み実施物流梱包資材
● 各国・各地域の環境法令遵守と環境リスクの未然防止活動の徹底強化リスク管理

● 〈製品〉 低排出ガス車の着実な導入とゼロエミッション車（ZEV＊5）の導入/拡大によるさらなる改善
● 〈生産〉 VOC（揮発性有機化合物）低減取り組みを継続し、業界トップレベルを維持大気

環境マネジメント

第６次トヨタ環境取組プラン
成果（詳細）戦略・マネジメント ライフサイクルCO2

ゼロチャレンジ
人と自然が共生する

未来づくりへのチャレンジ新車CO2ゼロチャレンジ 工場CO2ゼロチャレンジ 水環境インパクト
最小化チャレンジ

循環型社会・
システム構築チャレンジ 環境データ

社会への取り組みサステナビリティ推進 環境への取り組み ガバナンス概要

https://global.toyota/pages/global_toyota/sustainability/esg/seventh_environmental_action_plan_jp.pdf
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2016年度から2020年度にかけて推進した第6次トヨタ環境取組プラン（2020年度目標）に基づく取り組みの結果、下記の
成果が得られました。2021年からは第7次トヨタ環境取組プラン（2025年目標）のもとで、トヨタ環境チャレンジ2050の
達成に向けた取り組みを加速しています。

第6次トヨタ環境取組プラン 成果ハイライト
（2016-20年度）

自然共生

分野 チャレンジ

低炭素
（気候変動・CO₂）

循環
（資源・水）

環境マネジメント・
バリューチェーン連携

2016－2020年度の成果ハイライト
● 日本の新型車・モデルチェンジ車の全62車種中46車種(74%)についてライフサイクル評価を実施し、CO2排出量は評価の基準とした車両
  （前モデルもしくは同車格車）と比較して同等以下を実現 （例 ： 「ヤリスクロス・ハイブリッド」においては同車格車に対してCO2排出量を16%減）
● 物流では、輸送効率の一層の改善（積載率向上、動線短縮、モーダルシフト、連結トレーラー利用など）により、日本でCO2総量を40％減、
  輸送量当たり排出量を16％減
● 研究・開発に関わる日本の全拠点で2020年4月から再生可能エネルギー由来の電力を100％使用

● 塗装工程における水の再利用や蒸気使用量の低減など、削減技術の導入と日常の節水活動を徹底的に推進し、
  トヨタ自動車(車両工場)における生産台数当たりの水使用量を2001年度比31％減
● 放流河川への工場排水インパクトで評価し、規制よりも厳しい自主基準値での水質管理を実施

● 「Toyota Green Wave Project」では、生きものの生息環境の維持・改善から効果確認までのPDCAプロセスを国内3工場、他の地域3工場で実現
  また、トヨタグループなど関係会社と連携し、5年間で自然共生活動を971回実施し、延べ17万人以上が参加
● 「Toyota Today for Tomorrow Project」では、国際自然保護連合（IUCN）による絶滅危惧種のアセスメントを継続支援（5年間累計2万9,830種）
  トヨタ環境活動助成プログラムでは、5年間で136件のNPO活動を支援
● 「Toyota ESD＊2 Project」では、「トヨタの森」で近隣小学校を対象とした自然ふれあい体験学習に5年間で4万8,338人が参加、
  「トヨタ白川郷自然學校」では4万9,786人が自然体験プログラムに参加するなど、社有地を活用した環境教育を推進
＊2 ESD（Education for Sustainable Development） ： 持続可能な開発のための教育

● 5年間で重大な環境法令違反および環境異常なし
● CDP＊3気候変動および水で、最高評価である「Aリスト企業」に選定（2016-17年、2019-20年）
  CDPサプライチェーンプログラムを2015年度より継続し、トヨタ自動車の調達金額の約82％のサプライヤー（127社）と共に「気候変動」と「水」の
  プログラムに沿った取り組みを推進
＊3 CDP : 環境問題に高い関心を持つ世界の機関投資家の要請に基づき、企業の環境への取り組みの開示を促し評価する国際NGO

TCFD 指標と目標a・c

Challenge
新車CO₂
ゼロチャレンジ

● 低CO2生産技術の導入や徹底的な省エネの推進により、生産台数当たりグローバルCO2排出量を2001年度比39％減
● 再生可能エネルギー導入をグローバルで本格化し、導入率11％を実現
  欧州全工場での再エネ電力導入率100％を継続、南米の全工場でも100％を達成
● トヨタ自動車本社工場や元町工場で、水素活用に向けた各種実証運転開始

● グローバル新車平均CO2は、環境性能の向上と電動車ラインアップの拡充により2010年比23％減
● 電動車グレードを56車種で設定し、2020年目標である累計1,500万台を上回る1.698万台の電動車をグローバルで販売

Challenge
ライフサイクルCO₂
ゼロチャレンジ

Challenge
水環境インパクト
最小化チャレンジ

Challenge 循環型社会・
システム構築
チャレンジ

Challenge 人と自然が共生する
未来づくりへの
チャレンジ

● 「Toyota Global 100 Dismantlers Project」では、日本、ベルギー、タイ、ベトナム、マレーシア、ブラジル、アルゼンチンで
  廃車適正処理モデル施設の設置を完了し目標（7拠点設置）を達成
● 「Toyota Global Car-to-Car Recycle Project」では、4地域（北米、欧州、中国、アジア）で車載電池の３R＊1推進組織を立ち上げるなど、
  再生可能資源、リサイクル材活用を継続して推進
＊1 ３R ： リビルト（Rebuilt)・リユース（Reuse）・リサイクル（Recycle）

工場CO₂
ゼロチャレンジ

Challenge

第6次トヨタ環境取組プラン 成果（詳細） P46-P51

GRI 103-2、103-3

第６次トヨタ環境取組プラン
成果（詳細）戦略・マネジメント ライフサイクルCO2

ゼロチャレンジ
人と自然が共生する

未来づくりへのチャレンジ新車CO2ゼロチャレンジ 工場CO2ゼロチャレンジ 水環境インパクト
最小化チャレンジ

循環型社会・
システム構築チャレンジ 環境データ

社会への取り組みサステナビリティ推進 環境への取り組み ガバナンス概要
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気候変動に関するリスクと機会／シナリオ分析 TCFD 戦略a・b・c、リスク管理a

トヨタは環境問題から生じるさまざまなリスクと機会の把握に努めており、「トヨタ環境チャレンジ
2050」などの戦略が妥当かどうかを常に確認しながら取り組みを進め、競争力の強化を図って
います。
なかでも気候変動については、政府による規制強化への対応を含め、新技術の採用などさまざま
な領域での対策が必要となると考えられます。また気候変動が進むことによって、気温の上昇や
海水面の上昇、台風や洪水など、自然災害の激化も予想されます。これらは、トヨタの事業領域
にもさまざまな影響を及ぼす可能性があり、事業上のリスクになりますが、適切に対応できれば

競争力の強化や新たな事業機会の獲得にもつながると認識しています。この認識に基づき、
気候変動に関するリスクを整理し、影響度やステークホルダーからの関心も踏まえ、特に重要度の
高いリスクをリスク管理プロセスに沿って特定しました。リスクへの対応として、電動化推進や
生産工程の再生可能エネルギー導入の推進、災害への適応取組等を実施しています。また、トヨタ
は「気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）」の提言に賛同・署名しており、気候変動の
リスク・機会とその分析について、適切な情報開示を進めています。TCFDに沿ったCDPへの回答
を通じた開示も行っています。

トヨタの気候変動リスクの一覧 （①③⑦は重要度の高いリスク）

気候変動に関するリスクと機会

移行リスク

物理リスク

規制 ①燃費規制・ZEV＊1規制の強化（電動化対応）　②ライフサイクルCO2規制の厳格化　③カーボンプライシングの導入・拡大
＊1 ZEV(Zero Emission Vehicle) : 電気自動車や燃料電池自動車など、走行時にCO2を排出しないクルマ

市場 ④工場CO2削減コスト増加（再生可能エネルギーや水素の利用および省エネルギー技術導入の拡大）

評判 ⑤ESG評価基準の厳格化と開示要請分野の拡大　⑥カタログ燃費と実燃費の差の拡大

急性 ⑦自然災害の頻発化・激甚化

慢性 ⑧水の安定確保の難化

重要度の高いリスク／機会と対応

リスク 機会 トヨタの対応
気候シナリオとの関係

現行シナリオ 対策強化シナリオ
（2℃未満・1.5℃）

●燃費規制未達による罰金
●ZEV規制対応遅れによる販売台数減
●内燃機関の製造施設の座礁資産化

●燃費性能のトップレベルを維持（現状、欧州でトップ）
●電池への投資拡大、リソーセスシフト
●電動化システム外販の開始
●電動車ラインアップの拡充
●既販車への対策

●電動車の販売増
●電動化システム外販による収益増①

燃費・ZEV規制の強化
(電動化対応)

③
カーボンプライシングの

導入・拡大

⑦
自然災害の
頻発化・激甚化

影響は現在の
延長線上 影響は拡大

影響は現在の
延長線上 影響は拡大

影響は現在の
延長線上影響は拡大

●炭素税等の導入による
生産・調達コスト増加

●徹底した省エネによるエネルギー削減、
再生可能エネルギー・水素の利用推進
●サプライヤーとも連携した排出削減の推進

●省エネルギー技術導入推進による
エネルギーコスト削減

●自然災害による生産拠点の被害や
サプライチェーン寸断による
生産停止の発生

●適応の取り組みとして災害経験を踏まえた
継続的なBCP見直し
●サプライヤーと連携した情報収集強化で調達停滞を回避

●災害時の自動車からの
給電ニーズ拡大による電動車の
需要増加

SASB TR-AU-410a.3 GRI 102-15、103-1、103-2、201-2

TCFD対照表

第６次トヨタ環境取組プラン
成果（詳細）戦略・マネジメント ライフサイクルCO2
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未来づくりへのチャレンジ新車CO2ゼロチャレンジ 工場CO2ゼロチャレンジ 水環境インパクト
最小化チャレンジ

循環型社会・
システム構築チャレンジ 環境データ

社会への取り組みサステナビリティ推進 環境への取り組み ガバナンス概要

https://global.toyota/jp/sustainability/tcfd/
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気候変動やそれに伴う各国の政策等により自動車業界やモビリティ社会全体が大きな変化に
さらされる可能性があり、それはトヨタにとってリスクや機会となります。リスクと機会の分析を
踏まえ、IEA＊1などのシナリオを用いて「現行政策に基づくシナリオ」「2℃未満シナリオ」「1.5℃
シナリオ」 の2030年頃を想定したトヨタが置かれる外部環境としての社会像を描きました。

気候変動影響を踏まえた社会像の設定

STEP 1

STEP1で描いた各社会像によるトヨタへの影響を検討しました。気候変動対策が進む「2℃未満
シナリオ」や「1.5℃シナリオ」の社会においては電動車（特にZEV)の割合が高まります。特に
「1.5℃シナリオ」の社会においては新車販売に占めるZEVの比率が大幅に高まり、バイオ燃料等
のCO2フリー燃料も大型貨物や船舶・航空輸送を中心に利用が拡がると言われています。また
生産や調達への影響として、炭素税などの導入や税率引上げによってコストが上昇する可能性が
あり、省エネルギー技術、再正可能エネルギーや水素などの利用を拡大していくことがリスク
低減につながります。一方で、社会全体の気候変動対策が十分ではない場合には、洪水などの
自然災害の頻発や激甚化による生産停止や、サプライチェーン寸断による減産や生産停止等の
可能性が高まると考えています。

＊1 IEAのStated Policies Scenario (STEPS)、Sustainable Development Scenario (SDS)、Net Zero Emissions by 2050 
Scenario (NZE)などのシナリオを参照し設定

トヨタへのインパクト

STEP 2

リスクと機会を踏まえたシナリオ分析

トヨタが置かれる外部環境として3種類の社会像を設定

洪水等の自然災害の頻発・激甚化

現行政策シナリオの社会像

電動車の比率向上

「2℃未満シナリオ」の社会像

「1.5℃シナリオ」の社会像

ZEV比率の大幅拡大

世界新車販売市場調達・生産
再生可能エネルギーの

大量導入

CO2フリー燃料の
利用拡大

災害の重大度と発生頻度の
比較的緩やかな増加

（他シナリオに比較して）

評　判
より深く幅広い

厳格な情報開示要求

消費者嗜好の変化電池技術の進展

炭素税・
カーボン
プライシング
の拡大

災害などの
物理リスクの
増大

省エネルギー技術の導入・再生可能エネルギーや水素の利用拡大

再生可能
エネルギーの
普及

ESG評価基準・
開示要請の厳格化

各国政策・車両の厳格化

第６次トヨタ環境取組プラン
成果（詳細）戦略・マネジメント ライフサイクルCO2
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トヨタは2021年4月に、2050年カーボンニュートラル実現に向け、地球規模でチャレンジする
ことを宣言しました。自動車産業におけるカーボンニュートラル実現には、再生可能エネルギーや
充電インフラなどのエネルギー政策と、購入補助金、サプライヤー支援、電池リサイクルシステム
の整備などの産業政策の一体的な運用が必要不可欠であり、各国政府や業界団体など様々な
ステークホルダーと連携した取り組みが必要です。トヨタはグローバルに事業活動を展開する上で、
各国政府と、こうした電動化推進に向けた環境整備について連携しながら、ライフサイクル全体
でのCO2削減に資する電動車戦略を推進していきます。
この電動車戦略に基づき、トヨタはこれまでも累計1800万台を超える電動車を世界で販売し、
1.4億トンを超えるCO2削減を実現するなど、いち早く気候変動のリスクに対応してきました。
今後、電気自動車（BEV）については、専用プラットフォームによるモデルを2022年から順次
導入、バッテリーの開発・生産戦略などを通じてプラクティカル（実用的）な車両供給に取り組んで
いきます。BEV以外にも、ハイブリッド車（HEV)、プラグインハイブリッド車（PHEV)、燃料電池
自動車（FCEV)の全方位での電動車戦略に取り組んでおり、想定しているシナリオによって
異なるパワートレーンごとの需要に対し、柔軟かつ戦略的に対応。電力の排出係数の低い地域
にはBEVの導入を進め、排出係数の高い地域ではHEVによる排出削減といった、地域に最適な
電動車の販売を進めていきます。
2021年12月には、2030年までに30車種のBEVを展開し、グローバルの乗用・商用の各セグ
メントにおいてフルラインをそろえ、2030年にグローバル販売台数で年間350万台を目指す、
と示しました。今後も市場の変化に鑑み、販売台数を柔軟に増加させるとともに、今までの経験で
得た強みも生かして電動車の選択肢を増やすことによって、各地域のお客様に選んでいただき
普及を加速させていきます。「2℃未満シナリオ」や「1.5℃シナリオ」において、お客様ニーズの
変化に伴い電池需要が増加した場合でも、パートナーとの協力強化や新たなパートナーとの協力
体制の検討、トヨタと資本関係のあるサプライヤーによる生産体制の迅速な立ち上げなどに
よって柔軟に対応することで、カーボンニュートラルの実現に向けて取り組んでいきます。
電動車を増やすことに加え、モード燃費に反映されないもののCO2排出削減効果のある
オフサイクル技術＊の採用、水素エンジン車などCO2フリー燃料を扱うためのエンジンの開発
など、既販車も含めてCO2排出を削減していく技術の選択肢を広げることも重要であると考えて
います。カーボンニュートラルに向けては、自動車産業だけではなくあらゆる業界と協力しな
がら、サスティナブルなだけではなくプラクティカルな取り組みによって「1.5℃シナリオ」の社会
にも対応できるよう挑戦を続けていきます。

また生産分野においても、グローバル工場で2035年にカーボンニュートラルを目指すことを
発表しました。工場では徹底的な省エネルギー技術と再生可能エネルギー・水素の導入による
CO2削減を進めており、欧州と南米の工場では既に電力の100％を再生可能エネルギーで
賄っています。このような取り組みを通じて、炭素税などのリスクにも備えていきます。一方で
自然災害への対応として適応の取り組みを進め、事業継続計画（BCP）の策定、情報収集の強化に
よるサプライチェーンの強靭化やコミュニケーションの強化などに努めていきます。
こうしたトヨタの戦略の妥当性と進捗の確認については、各種ESG評価指標について適切に情報
開示を行い、機関投資家をはじめとするステークホルダーの皆様との対話を充実させることに
より、安定的な資金調達や持続的な企業価値向上につなげることが可能であると考えています。
＊オフサイクル技術 ： 「高効率ライト」「廃熱回収」「能動的な空力改善」「日射・温度制御」など、実走行燃費向上につながる技術
米国では改善効果に相当するクレジットを付与する制度がある

トヨタの戦略

STEP ３

電池・カーボンニュートラルに関する説明会（2021年9月7日）

第６次トヨタ環境取組プラン
成果（詳細）戦略・マネジメント ライフサイクルCO2
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最小化チャレンジ
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https://global.toyota/jp/newsroom/corporate/35971587.html
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〈製品〉各国・各地域において排気ガス規制強化が進む中、これに適合した車両を着実に投入
〈生産〉バンパー塗装において水性塗料への切り替えを推進、
　　　オゾン層破壊物質（ODS）使用の全廃に向けた取り組みを実施
　　　重大な排出はなし

化学物質管理体制のグローバル展開においてトヨタ社内規定を遵守し、
サプライヤーの工程監査・調査による化学物質管理体制の評価・改善を実施

発生源対策による排出量低減と資源の有効利用推進

リターナブル化、梱包資材の軽量化を中心に改善を推進

生産分野で軽微な異常が３件（水質2件、排ガス1件）発生したが、対策完了
非生産分野では異常・苦情の発生なし

環境マネジメント

2025年目標

基本的な考え方

2020年の取り組み

化学物質

大気

廃棄物

物流梱包資材

リスク管理

各国・各地域の法規動向を踏まえた管理徹底

〈製品〉低排出ガス車の着実な導入とゼロエミッション車（ZEV＊）の導入/拡大によるさらなる改善
〈生産〉VOC（揮発性有機化合物）低減取り組みを継続し、業界トップレベルを維持
＊ZEV (Zero Emission Vehicle) : 電気自動車（BEV)や燃料電池自動車（FCEV)など、走行時にCO2を排出しないクルマ

廃棄物の徹底的削減にグローバルで取り組み、環境性と経済性を両立しつつ
資源投入量と廃棄物量の最小化を目指す

梱包用プラスチック材の削減、プラスチック材のリサイクルに向けた取り組み実施

各国・各地域の環境法令遵守と環境リスクの未然防止活動の徹底強化

連結会社を含めた遵法活動や徹底的なリスク管理などの環境マネジメントを、グローバルで着実に推進し、社会と共に持続的に発展できる体制を構築しています。
また、気候変動や環境問題などの深刻化や社会のニーズの変化等に迅速に対応できるように、常に管理方法を改善し続けています。

環境データ P38-A

環境データ P38-B

環境データ P38-C

TCFD ガバナンスa・b、リスク管理a・b・c

トヨタでは、取締役会の監督のもと、執行役員・幹部がお客様・現場のより近くで迅速に意思決定
し取り組みを推進しています。「製品環境委員会」「生産環境委員会」「資源循環委員会」の3つの
委員会を中心に、リスクと機会を踏まえて各分野の戦略や対応方針を策定し、それに基づき関係
する全組織が連携した取り組みを推進しています。
6地域(北米、欧州、中国、アジア、南米、南アフリカ)に環境事務局を設置。さらに、地域事情を
踏まえつつグローバル一体となった環境取り組みを推進するため、トヨタ自動車と各地域は
トヨタ環境チャレンジ２０５０や2025年目標を共有し、各種のグローバル会議を通じて双方向で
の連携を図っています。さらに、CSO(Chief Sustainabil ity Officer)が議長を務める
「サステナビリティ会議」で、環境・社会・ガバナンスを中心とする内外の変化を踏まえた、長期的
な競争力強化とリスクへの対応をタイムリーに議論し、結果を取締役会に報告しています。
また製品・生産分野のCO2削減取り組みの進捗は、経営の重要情報として、トヨタ自動車の
本部長・プレジデント以上が全員出席する会議で定期的に報告しています。

環境マネジメント体制 グローバル環境マネジメントの体系
トヨタ自動車 地域

標
目・
略
戦

実 

行

トヨタ環境チャレンジ
2050

グローバル
2025年目標

地域2025年目標

製品環境委員会
生産環境委員会
資源循環委員会 等

北米・欧州・中国・アジア
南米・南アフリカ

地域環境会議 等

共有

連携
各種グローバル
会議など

SDGsへの貢献

GRI 102-29、103-2、103-3

GRI 102-30、102-32、102-33

GRI 305-6

第６次トヨタ環境取組プラン
成果（詳細）戦略・マネジメント ライフサイクルCO2

ゼロチャレンジ
人と自然が共生する

未来づくりへのチャレンジ新車CO2ゼロチャレンジ 工場CO2ゼロチャレンジ 水環境インパクト
最小化チャレンジ

循環型社会・
システム構築チャレンジ 環境データ

社会への取り組みサステナビリティ推進 環境への取り組み ガバナンス概要
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コンプライアンス
トヨタ自動車および連結会社の全ての生産拠点では、未然防止を基本に据え、法令あるいは法令
を上回る基準によるリスク管理を徹底しています。万が一、法令違反や苦情が発生した場合は
迅速に対応する仕組みを構築するとともに、真因追求による再発防止を行っています。さらに、
非連結会社とも連携して「オールトヨタ生産環境会議」、または「オールトヨタ生産環境連絡会」
として、生産環境の改善のために相互に研鑽を重ねています。
2020年は、大気や水に関する重大な漏出、罰金・制裁金の支払いはなかったものの、生産分野で
軽微な異常が3件（水質２件・排ガス１件）発生し対策を実施しました。非生産分野では、異常・苦情
の発生はありませんでした。

大気汚染対策への取り組み（米国カリフォルニア州）
トヨタ自動車はさまざまなパートナーと共に、大気環境改善に向けた研究や取り組みを行って
います。その一つとして、貨物輸送トラックによる大気汚染が深刻なロサンゼルス港やロング
ビーチ港において、2017年から商用トラックへの燃料電池自動車（FCEV)技術の展開の可能性
を検証するため、貨物輸送の「ゼロ・エミッション化」を目指した実証プロジェクトに参画して
います。
新型「MIRAI」搭載の第二世代FCEVシステムを採用した新型の大型商用燃料電池トラックを
新たに投入し、貨物輸送オペレーションでの実証を進めるなど、水素利用の拡大を通じて、世界に
おける大気環境改善に取り組んでいます。

生産活動における廃棄物の低減と資源の有効活用
トヨタ自動車および連結会社の全ての生産拠点では、資源投入量と廃棄物量の最小化を
目指した「発生源対策（設計や作り方の工夫）」「生産技術の開発・導入」および「日々の低減活動」
に継続的に取り組んでいます。
有害廃棄物の管理においても、各工場ごとに「各国法規を遵守した適正処理」を徹底しています。
また、バーゼル条約附属書 I、II、III、VII に定められた有害廃棄物は、輸出入していません。トヨタグローバルリスクマネジメントスタンダード（TGRS)によるリスク管理

CRO(Chief Risk Officer)の監督のもと、環境分野を含むトヨタの企業活動・行動に関わる
全てのリスクを網羅的に収集し分析し、対策を講じる仕組み（TGRS)を整備し、未然防止活動を
主眼とした管理を推進しています。

気候変動に関するリスク管理
気候変動に起因する様々なリスクと機会の把握に努め、「シナリオ分析」を行って戦略の妥当性を
常に確認することでリスクを最小化しつつ、競争力の強化を図っています。

リスク管理

2020年時点でトヨタ自動車および連結会社（124社）の全ての生産拠点においてISO14001を
取得し、そのうち8社でISO50001を取得しています。

〈対象範囲とカバー率〉
トヨタ自動車および連結会社の生産拠点と非連結会社のトヨタ車の生産拠点の100%

ISO14001　ISO50001

「CDP＊企業調査」において、Aリストに選定
2020年1２月、CDP「気候変動」「水」の分野において
最高評価の「Aリスト企業」に選定されました。
＊CDP : 環境問題に高い関心を持つ世界の機関投資家の要請に基づき、
  企業の環境への取り組みの開示を促し評価する国際NGO

受賞歴

財務会計上の連結会社(486社)を対象とした環境マネジメントシステムを構築し、以下の
3ステップを推進しています。
環境取り組みをより一層推進するために、今後も当システムを維持・改善していきます。
　

環境マネジメントの推進事項

環境マネジメントシステム ： 対象範囲と推進事項

１. 社内体制（ガバナンスの仕組み）の整備
２． リスク管理、コンプライアンス（自主取り組み含む）の徹底
３． 環境パフォーマンスの最大化

［目標］ 各工場の生産台数当たりの廃棄物量 ： 2018年度実績以下を維持

気候変動のリスクと機会・シナリオ分析 P15-P17

環境データ P38-B

TCFD ガバナンスa・b、リスク管理a・b・c GRI 102-32、102-33

GRI 306-2

第６次トヨタ環境取組プラン
成果（詳細）戦略・マネジメント ライフサイクルCO2

ゼロチャレンジ
人と自然が共生する

未来づくりへのチャレンジ新車CO2ゼロチャレンジ 工場CO2ゼロチャレンジ 水環境インパクト
最小化チャレンジ

循環型社会・
システム構築チャレンジ 環境データ

社会への取り組みサステナビリティ推進 環境への取り組み ガバナンス概要

GRI 306-2、307-1
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バリューチェーン連携
SDGsへの貢献

グリーン調達＊1ガイドライン
トヨタでは、多くのサプライヤーから様々な材料・部品・設備などを調達しており、新規取引先を
含めた全ての一次サプライヤーに『TOYOTA グリーン調達ガイドライン』（以下、ガイドライン）
に基づく取り組みと二次以降のサプライヤーへの展開・啓発を依頼しています。
ガイドラインではライフサイクル全体での環境負荷低減を依頼しており、各社の取り組み状況を
自主点検シートで確認することでリスク管理と活動推進を図っています。2０２０年度は日本の
主要な約140社から回答を得て、スコアリング結果をフィードバックしました。各社のCO2排出量
については、トヨタより毎年の削減目安を提示し、実績管理だけでなく、削減対策も話し合う
ことで、コミュニケーションを深めています。
なお、法令の不遵守などガイドラインに反する事象が発覚した後に、改善が見られない場合
には、取り引き関係の見直しもあり得ることを前提としています。
各地域の調達拠点でも地域の事情に則したガイドラインを展開し、継続してサプライヤーに
取り組み推進を依頼しています。北米の統括会社であるToyota Motor North America
（TMNA）は、2021年4月に『Green Supplier Requirements』として従来のガイドラインを
刷新し、CO2の削減などの要求事項の遵守を基本契約でも規定することで環境マネジメントを
強化しています。
＊1グリーン調達 ： 製品を製造するための部品、原材料、設備、その他のサービスの提供において、
　  環境負荷の少ないものを優先的に調達すること

グリーン調達ガイドライン

サプライヤーとの取り組み

CDP＊2サプライチェーンプログラムを活用した取り組み
サプライヤーとの環境取り組みを継続的に推進するため、2015年度より「CDP＊2サプライ
チェーンプログラム」を導入。プログラムを通じ、サプライヤーの気候変動や水資源に関する
リスク・機会や取り組み状況を把握しています。
毎年説明会や回答ガイダンスを開催し、社会動向やトヨタの取り組み方針の共有、回答結果
のフィードバックを通じて、環境に関するコミュニケーションの機会を創出。対象とする
サプライヤーの範囲を年々拡大し、2020年度はトヨタ自動車の調達金額の約82％をカバー
しています。回答結果から、約2/3のサプライヤーがCO２原単位(売上額当たり)を前年比で低減
したことを確認しています。
＊2 CDP ： 環境問題に高い関心を持つ世界の機関投資家の要請に基づき、企業の環境への取り組みの開示を促し評価する国際NGO

CDPサプライチェーンプログラムの主な結果
（2020年）
回答社数

気候変動 水セキュリティ

127（前年比＋20） 115（前年比＋13）
96％ 88％
93％ 73％
87％ 65％

96％ 65％
92％ 66％

回答率
ガバナンス（監視体制、企業方針）

「あり」と回答した割合
リスクの特定

事業戦略への織り込み
定量目標の設定

調達部門担当者への研修（日本）
トヨタ自動車では、環境を含むサステナビリティへの理解を深めるため、新入社員等の調達部門
配属時に集合研修を実施しています。またサプライヤーと直接コミュニケーションを行う
全バイヤーに対しても定期的に勉強会を実施しています。

自動車のライフサイクル全体で環境負荷を下げていくために、トヨタは連結範囲にとど
まらずサプライヤーや販売店など、バリューチェーンの上流・下流のパートナーと幅広く
連携して取り組みを進めています。

サプライヤーとの相互研鑽(日本)
サプライヤーとトヨタは、環境に関するさまざまな相互研鑽
の機会を設けています。200社以上のサプライヤーで構成
される「協豊会」では、2019年より環境をテーマに研究部会
を設置。4テーマのワーキンググループで活動し、先進的な
企業から講師を招いたり、現場確認会をするなど、お互いに
学び合う形で活発に情報交換や議論をしています。
トヨタも、このほかに仕入先説明会を定期的に開催する
など、環境動向やトヨタの取り組み方針等の情報を積極的
に共有しています。

協豊会の研究部会メンバーを対象とした
太陽光発電設備実証エリアの見学会（元町工場）

サプライヤーの環境取り組みに対する表彰（日本）
優れた環境取り組みを推進するサプライヤーを表彰する「環境推進賞」を2017年に設置し、毎年
継続しています。

GRI 102-9、103-2、308-1、308-2

GRI 103-3基本的な考え方

第６次トヨタ環境取組プラン
成果（詳細）戦略・マネジメント ライフサイクルCO2

ゼロチャレンジ
人と自然が共生する

未来づくりへのチャレンジ新車CO2ゼロチャレンジ 工場CO2ゼロチャレンジ 水環境インパクト
最小化チャレンジ

循環型社会・
システム構築チャレンジ 環境データ

社会への取り組みサステナビリティ推進 環境への取り組み ガバナンス概要

サプライヤーと連携した環境マネジメントの推進 P23

https://global.toyota/pages/global_toyota/sustainability/esg/toyota_green_purchasing_guidelines_jp.pdf
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サプライヤーホットライン
トヨタは、「トヨタ行動指針」および「トヨタの調達基本方針」に基づき、法令・規則を遵守した、公平で
公正な行動を心掛けています。万が一、サプライチェーン内で環境に関する法令・規則・マナーに
反するような行動があった場合には、サプライヤーからの声を入手できるよう、匿名性を担保した
通報窓口を設定しています。

イニシアチブへの参画（米国・欧州）
米国では、『Suppliers Partnership for the Environment＊1』に参画し、サプライヤーと政府・
NGOなどのステークホルダーが一体となった環境取り組みを推進しています。
欧州ではCSR Europe＊2が設立した自動車業界のパートナーシップ活動 『Drive Sustainability＊3』 
のメンバー企業として、サプライチェーンにおけるサステナビリティの重要課題に連携して取り
組んでいます。また、WBCSD＊4へ参画し、タイでの交通流改善の実証プログラム等への参加を
通じて学んだことを持続可能な社会の実現に貢献する取り組みに生かしています。

トヨタと販売店・販売代理店は、製品・サービスの価値を共有し、固い信頼関係で結ばれています。
環境分野では、「新改築の販売店 ： CO2削減アイテム導入率100％」を新たな目標として設定し、
第７次環境取組プランを推進する全８地域で実行計画の策定を完了しました。また2016年に策定
した「販売・サービス分野の環境取り組みにおけるグローバル方針」に基づく４つの取り組み
（「取り組み体制の構築」「環境リスク最小化」「環境パフォーマンス向上」および「お客様・社会と共に
環境を良くする取り組み」）を、店舗経営における環境負荷低減の戦略として推進しています。
各地域の事情に応じた取り組みを進めており、例えばアジア地域では「ECO-DEALERSHIP
プログラム」を2018年に開始し、独自の認証システムでの評価や表彰を実施しています。
CO2削減の数値目標設定や、モデル販売店での省エネルギー活動支援を各国で実施し、大きな
成果を得ています。これらの成果は「省エネガイドブック」としてプログラムに参加した全販売店に
共有し、目標達成に向けた取り組みの推進を図っています。

販売店・販売代理店との取り組み

REACH規則＊5など、世界の化学物質規制への確実な対応
SDGs（持続可能な開発目標）やESG（環境・社会・ガバナンス）への関心の高まりを踏まえ、日本
の化審法＊6、欧州連合（EU）のELV指令＊7、REACH規則など、世界各国地域で化学物質への規制
強化に加え、その管理体制・情報公開といった企業姿勢のより一層のレベルアップが期待されて
います。
トヨタでは規制に対する法令遵守はもとより、SDGsやESGの精神を浸透・共有すべく、化学物質
の情報伝達に関わるすべての皆様のご協力のもと、仕組みを改善し、運営管理しています。
2020年度は、業務管理規定類の充実化、最新各国法規を反映した規制対象物質のグローバル
自動車業界標準物質リスト[GADSL]に基づいた規定の改正（法規要件等を鑑みた物質ごとの
含有率目標を設定）、化学物質管理の徹底に向けた自主点検表によるサプライヤー啓発活動
（366社）、他の地域への展開を継続して実施。今後も継続して、産業連携、地域の文化・産業構造
に応じた活動標準類のグローバル展開・徹底を実施していきます。
＊5 REACH規則（Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals） : 人の
健康や環境の保護のために化学物質を管理する規則

＊6 化審法（化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律）:人の健康を損なう恐れまたは動植物の生息・生育に支障を及ぼす恐れが
ある化学物質による環境の汚染を防止することを目的とする法律

＊7 ELV指令（Directive on End-of Life Vehicles） : 使用済み自動車が環境に与える負荷を低減するための指令

Suppliers Partnership for the Environment

Drive Sustainability

World Business Council for Sustainable Development

＊1 Suppliers Partnership for the Environment ： 自動車メーカーとサプライヤーのサステナビリティを推進するための、
　  米国の官民パートナーシップ活動

＊2 CSR Europe ： 企業のサステナビリティを推進する、欧州のビジネスネットワークを運営するNPO
＊3 Drive Sustainability ： 自動車業界のサステナビリティを推進するための、欧州のパートナーシップ活動をするNPO

＊4 World Business Council for Sustainable Development ： 世界の主要企業が参加し、持続可能な社会の実現に向け、提言活動や
　  実証事業を行うNGO

カーボンニュートラル実現に向けたグローバル投資ファンド
「Toyota Ventures Climate Fund」を設立
カーボンニュートラルの実現に向けては、自社での取り組みに加え、志を同じくするパートナー
との連携が必要と考えています。2021年6月に設立した「Toyota Ventures Climate Fund」
では、カーボンニュートラルに取り組む企業、特にアーリーステージの企業全般を対象として
投資していきます。米国シリコンバレーに拠点を置くベンチャーキャピタルファンドToyota AI 
Venturesから名称を変更した「Toyota Ventures」がファンド運営者（GP）となり、運用総額約
1.5億米ドル（約160億円）の出資を受けています。

「カーボンニュートラル」を対象とした「未来創生3号ファンド」に出資
スパークス・グループ株式会社が2021年10月に設立した「未来創生3号ファンド」は、新たに
「カーボンニュートラル」を含む６分野を投資対象として1,000億円規模のファンドを目指して
います。このファンドは未来社会に向けた成長を牽引し得る技術を有する企業や事業を対象に、
出資を通じた育成を図り、イノベーションの加速に貢献することを目的としています。トヨタは、
本ファンドを通じて革新技術を有する企業の成長や事業化を支援するとともに、新技術や
市場動向等の広範な情報をタイムリーに入手し事業戦略に活用していくため、100億円を出資
しました。

GRI 203-1カーボンニュートラル実現に取り組むベンチャー企業の育成

第６次トヨタ環境取組プラン
成果（詳細）戦略・マネジメント ライフサイクルCO2
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未来づくりへのチャレンジ新車CO2ゼロチャレンジ 工場CO2ゼロチャレンジ 水環境インパクト
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https://www.supplierspartnership.org/spmembers/
https://www.drivesustainability.org/members/
https://www.wbcsd.org/
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将来的にライフサイクル全体でＣＯ2ゼロを目指す

CO2ゼロ

2013年

ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
CO2

2025年 2030年 将来

25％以上削減

18％以上削減

昨今のCO2削減に向けた気運の高まりにより、各国の野心的
なCO2削減目標引き上げなど、「2050年のカーボン
ニュートラル実現」を目指す動きが驚くほどの勢いで加速
しています。
トヨタでは従来より、クルマが走行時に排出するCO2だけでは
なく、材料製造、部品・車両製造、物流、エネルギー製造、廃棄・
リサイクルなど、クルマのライフサイクルの全てのプロセスに
おけるCO2排出量ゼロを目指し、「ライフサイクルCO2ゼロ
チャレンジ」活動を推進してきました。
CO2排出削減に向けた具体的な取り組みとして、製造時CO2
排出量の少ない材料への置き換え、部品の小型化や軽量化、
再生可能エネルギーの導入などを行っています。
また廃棄・リサイクル段階においては、再生材の使用拡大や
クルマの解体を容易にする設計により、CO2の排出削減を
推進しています。今後も、CO2排出削減に貢献する技術開発
や環境に配慮した設計への取り組みをさらに加速させ、
「もっといいクルマづくり」を追求していきます。
また、サプライヤーや販売店などのバリューチェーンに
関わるパートナーや各国政府、業界団体など様々なステーク
ホルダーと、より密にコミュニケーションを取りながら、ライフ
サイクル全体でのCO2削減活動に一層尽力していきます。

ライフサイクル全体でのCO2排出ゼロを目指す 6つのチャレンジ

ライフサイクルCO2ゼロチャレンジChallenge

バリューチェーン連携 P20-P21

● ライフサイクルCO2排出量
2013年比18％以上削減

● 製品開発における環境マネジメントによりライフサイクルCO2
排出量の削減を着実に推進（2005年～）

● 日本の新型車･モデルチェンジ車(現販売車種)の全62車種中の
46車種(74％)についてEco-VAS(Eco Vehicle Assessment 
System)によるアセスメントを実施
全対象車種のライフサイクルでのCO2排出量において、
評価の基準とした車両（前モデルもしくは同車格車）と比較して
同等以下を確保（例：「ヤリスクロス・ハイブリッド」では同車格の
車種に対してCO2排出量を１６%減）

● 〈日本〉
輸送効率の改善によりCO2排出量
2018年比7％削減（年平均1％削減）

● 〈日本⇔他の地域〉
外航船でCO2削減に取り組む
（自動車船で2隻LNG船へ切り替え）

ライフ
サイクルCO2

物流

サプライヤー

販売店

2025年目標 2020年の取り組み

● 積載率向上、動線短縮、モーダルシフトなどの改善活動を
継続的に推進

● 日本のCO2排出量は26.6万トン（2019年比8.9%減）

● 主要サプライヤーを対象に
  CO2削減に向けた活動を推進

● グローバルの各地域でCO2データ収集の実行計画を策定完了
  一部の地域で収集トライを開始

● 新改築の販売店
  CO2削減アイテム導入率100％

● グローバルの各地域でCO2削減アイテムの選定と導入計画の
策定完了

環境データ P39-E

TCFD 指標と目標c

SDGsへの貢献

設備
メーカー

車両製造 物流

走行

リサイクル

素材/部品
製造

PART
部品
メーカー

材料
メーカー

他社・
他産業

物流
事業者

エネルギー
事業者

リサイクル
事業者

販売店

エネルギー
事業者

MATERIAL

renewable energy

Well to Wheel＊

renewable energy

＊Well to Wheel (WtW) : 車が走行時に排出するCO2に加え、燃料、電力の製造段階で排出されるCO2も含む（電気自動車・燃料電池自動車では、電源構成や水素の製造方法で排出量が変化）

基本的な考え方

TCFD 戦略b GRI 102-15、103-1、201-2、305－3

第６次トヨタ環境取組プラン
成果（詳細）戦略・マネジメント ライフサイクルCO2
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未来づくりへのチャレンジ新車CO2ゼロチャレンジ 工場CO2ゼロチャレンジ 水環境インパクト
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https://global.toyota/jp/sustainability/esg/challenge2050/#lifecycle
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クルマのライフサイクルにおける環境マネジメントの推進
トヨタでは従来よりLCA＊1の手法を取り入れたトータルクリーンなクルマづくりを目指し、
ライフサイクルCO2削減活動を行ってきました。その取り組みの一つに2005年に導入した
環境評価システムEco-VAS(Eco Vehicle Assessment System)があります。これは
クルマの一生涯で生じる環境負荷を削減するために、車両の開発段階において開発責任者の
指示のもとで環境目標を設定し、着実な達成を図るマネジメントシステムです。総合的に
環境評価を実施することにより、車両ごとの環境パフォーマンス向上に貢献しライフサイクル
全体での環境マネジメントを推進しています。
＊1 LCA （Life Cycle Assessment） : 資源採取から廃棄・リサイクルまでの各段階で、
     クルマが環境に与える環境影響(温暖化、酸性化、資源枯渇など)を定量化し、総合評価する手法

エネルギー事情に応じたクルマの提供
走行時のクルマから排出されるCO2の削減には、地域のエネルギー事情やインフラの整備状況
に応じた最適なクルマの選択が重要となります。電気自動車（BEV)や燃料電池自動車（FCEV)は
走行時にCO2を排出しませんが、充電する電力や燃料となる水素を製造する方法によってCO2
排出量が大きく変わります。内燃機関を搭載する車両においても、バイオ燃料やe-fuel等の
クリーン燃料や水素を燃焼させて動力とする水素エンジンの開発などにより、CO2削減の可能性
を広げることができます。
トヨタは低CO2技術を拡充しつつ電動車をフルラインアップで取り揃えることで、お客様が必要
とするクルマをお届けいたします。

従来型

素材製造 部品製造・車両組立 走行 廃棄・リサイクル
メンテナンス

新　型

0.0 0.2 0.4 0.6
CO2指数＊2

0.8 1.0

サプライヤーと連携した環境マネジメントの推進
クルマのライフサイクルでのCO2排出において、サプライヤーから調達した製品やサービスに
おけるCO2排出は大きな割合を占めています。そこでトヨタは、サプライヤーとの連携を強化し、
ライフサイクル全体を考慮した環境マネジメントを実施しています。
省エネルギーな生産設備・生産技術の導入、CO2排出削減に寄与する開発・設計・原材料の選択、
そして、物流や販売拠点におけるCO2削減等、サプライチェーン全体を対象として、全方位での
削減活動を共に推進していきます。
特にEco-VASの対象部品については、工程ごとの排出量調査によりCO2排出量を見える化し、
具体的な削減対策の検討を開始しました。今後、サプライチェーンの上流まで遡った調査や
対象部品の拡大を段階的に推進していきます。
グリーン調達ガイドライン＊3

10%減

Eco-VAS活動事例 ： 「2020年発売のHEV」のLCAによるライフサイクルCO2の削減 ＊3 グリーン調達ガイドライン : サプライチェーンの環境マネジメントを推進するために、
　　トヨタが全ての一次サプライヤーに対して遵守を依頼しているガイドライン

＊2 クルマの生涯走行距離10万km(10年)で計算

第６次トヨタ環境取組プラン
成果（詳細）戦略・マネジメント ライフサイクルCO2
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システム構築チャレンジ 環境データ

社会への取り組みサステナビリティ推進 環境への取り組み ガバナンス概要

https://global.toyota/pages/global_toyota/sustainability/esg/toyota_green_purchasing_guidelines_jp.pdf
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水素製造設備

太陽光パネル

物流活動における輸送効率の追求とCO2排出量の削減
トヨタでは、物流活動のCO2排出量を削減するため、生産部品
の物流で、自社手配化による仕入先をまたいだ共同物流を
拡大、完成車では他社との混載輸送を実施するなど、輸送
効率の改善に取り組んでいます。
20２０年の日本でのCO2排出量は、コロナウイルスの影響も
あり、２６．６万トン（前年比8.9%減）と目標値を大きく下回り
ました。今後は、共同輸送など他社とも協力して輸送効率改善
を継続・拡大しつつ、25m連結トラックや水素を燃料とする
燃料電池トラックなどの新技術実用化に向けた新たな取り組み
にも挑戦し、さらなるCO2削減を図っていきます。

完成車輸送に世界最大級LNG船の利用を開始
物流部門における海上輸送の排出割合は非常に大きいので、
日本から北米向けの完成車輸送に邦船２社（日本郵船
株式会社・川崎汽船株式会社）が導入したLNGを主燃料と
する自動車専用船２隻の利用を開始しました。１隻当たり
7,000台（基準車換算）の輸送が可能な世界最大級の自動車
専用船で、LNG燃料化と船型改良により、従来の重油焚き船
と比べて、輸送単位当たりのCO2排出量25～40％削減、
SOx（硫黄酸化物）排出量をほぼ100％削減、NOx（窒素
酸化物）排出量を80～90％削減します。船舶の耐用年数が
非常に長いので、老朽更新の機会を契機として、トヨタは今後
も船舶会社と連携して海上輸送における環境負荷低減を検討
していきます。

環境データ P39-E

大口第2部品センターのカーボンニュートラル化
2021年3月に稼働開始した大口第2部品センターは、設備の
スリム化など、省エネを最大限考慮した最新鋭の物流施設で
す。さらに本施設には、トヨタ自動車で最大となる４．２MWの
太陽光発電を導入し、施設の昼間電力需要の全量を賄うと
ともに、余剰分は本社工場に託送することで無駄なく
再生可能エネルギーから製造した電力を活用しています。
また、この電力で水を電気分解して製造した水素を、施設内の
燃料電池フォークリフトに利用しています。水素の一部や
夜間・雨天時の電力は外部から購入していますが、託送して
いる発電分と相殺すると、CO2排出量実質ゼロのカーボン
ニュートラルを実現しています。

再生可能エネルギーから製造した電力および水素の利用（大口第2部品センター）

水電解装置

水素

水素
ステーション

燃料電池
フォークリフト
（55台）

トヨタ自動車本社工場

電 力

センター設備・空調

太陽光発電
（4.2MW）

H2
水素
H2余剰電力を託送余剰電力を託送

導入検討中の25m連結トラック

市販の水素

第６次トヨタ環境取組プラン
成果（詳細）戦略・マネジメント ライフサイクルCO2
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気温上昇の抑制に向けて全世界が動く中、トヨタもこれを
リスクとともに機会と捉え、「新車CO2ゼロチャレンジ」として
走行時におけるクルマ1台当たりの平均CO2排出量を
「2050年までに2010年比で90%削減」することに挑戦して
います。
1997年に世界初の量産型HEV「プリウス」の導入以降、
「環境車は普及し、CO2削減に貢献してこそ環境車としての
意義がある」との考え方のもと、ハイブリッド車（HEV)/
プラグインハイブリッド車（PHEV） / 電気自動車（BEV)/
燃料電池自動車（FCEV)という電動車のフルラインアップ化
を推し進め、地域事情に応じた様々な選択肢を提供してきまし
た。引き続き、これまでに培った燃費改善技術やエンジン技
術、さらにこれらの複合技術の向上はもちろんのこと、より一
層の電動化技術の開発と普及推進に努めます。
そしてお客様が要望される使用環境や航続距離、充電
インフラの整備状況などが異なる各国・各地域で、「サステ
ナブル&プラクティカル」をキーワードに、お客様に「使い
やすい、乗りたい」と感じて受け入れていただけるパワー
トレーンをご提供し、その結果としてCO2排出の削減に
つなげたいと考えています。

6つのチャレンジ

TCFD 戦略b新車CO2ゼロチャレンジ

2025年目標 2020年の取り組み

Challenge

＊1 以下の国・地域 : 日本・米国・欧州・中国・カナダ・ブラジル・サウジアラビア・インド・豪州・台湾・タイ・インドネシア
＊2 TtW（Tank to Wheel） : クルマが走行時に排出するCO2（燃料・電力の製造段階で排出されるCO2を含まないため、電気自動車・燃料電池自動車ではゼロ）

● グローバル＊1新車平均CO2排出量
（TtW＊2、g/km）を、2010年比30%以上削減

● グローバル＊1新車平均CO2は、
環境性能の向上と電動車ラインアップの拡充により、
2010年比23%減

● 累計3,000万台以上を販売 ● 2020年目標の電動車累計1,500万台を上回る
1,698万台をグローバルで販売

新車平均CO2

電動車
販売台数

2021年4月の上海モーターショーで初披露した「TOYOTA bZ4X Concept」
TCFD 指標と目標c

2010年
0

20

40

60

80

100
［指数］

新
車
平
均
CO2

30％以上削減

23％削減

2020年 2025年 2030年 2050年

新車平均CO2排出量 ： グローバル＊1

35％以上削減

90％以上削減

環境データ P40-I

SASB TR-AU-410a.3

SASB TR-AU-410a.2

TCFD 指標と目標c

SDGsへの貢献

第三者検証 2

GRI 102-15、103-1、201-2

GRI 302-5, 305-5

第三者検証 2

第三者検証 3

2050年グローバル＊1新車平均CO2排出量の
90%削減(2010年比)を目指す

基本的な考え方

第６次トヨタ環境取組プラン
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SASB TR-AU-410a.2 GRI 302-5、305-5

商用車分野での電動化に向けた新たな協業取り組み

エコカーは普及してこそ環境への貢献 ～電動車の新車販売実績～ 「電動車のフルラインアップ化」の一環として、
新BEVシリーズTOYOTA bZを発表
トヨタは、2025年までにBEV15車種を導入する計画を推進
しており、BEVの需要や再生可能エネルギーによる電力供給
が多い地域で、多くのお客様に受け入れていただけることを
目指します。15車種のうち新シリーズTOYOTA bZについて
は7車種の導入を計画しており、2021年4月中国・上海モーター
ショーでは、この導入計画の公表と併せて、bZシリーズ
第一弾となる「TOYOTA bZ4X」のコンセプト車両を初披露
しました。株式会社SUBARUと共同で開発を進め、それぞれ
の強みを生かしたSUVを2022年の年央までに順次
グローバルで販売する予定です。再生可能エネルギーを促進
するエネルギー政策と連携することで、販売する各地域で
お客様の選択の幅を広げ、一層のCO2排出量削減につなげ
たいと考えています。

近年、各国で新車販売における環境規制強化の動きが加速
していますが、トヨタの主要市場の一つである欧州域内での
トヨタの新車平均CO2排出量は、規制値を過達するとともに
業界トップの水準を誇っています。これらは燃費改善や商品
性の向上により、ハイブリッド車（HEV)やプラグインハイブ
リッド車（PHEV)を中心とした電動車比率が60%にまで高
まった結果だと考えています。
またグローバルでも、2020年は過去最高となる年間195万台
を記録するなど「2020年までに、グローバル電動車単年
販売台数150万台/累計販売台数1,500万台」という第6次
トヨタ環境取組プランの目標を達成しました。累計販売台数
は1,762万台（2021年3月末現在）となり、電動車の普及によ
るCO2排出抑制効果は累計約1億4,300万トンに及びます。
これはトヨタがこれまでに乗用車・商用車を合わせHEV46車
種・PHEV4車種・電気自動車（BEV)6車種・燃料電池自動車
（FCEV)2車種の計58車種（2021年3月末現在）を提供して
きたことによる結果です。引き続き、たゆまぬ技術革新に
加え、量産技術を磨き上げながら、2025年までに70車種
程度にラインアップを拡充していきます。

既販車両へのCO2削減取り組み ～「省燃費純正エンジンオイルの開発・供給」～
トヨタは、低粘度で高性能な省燃費純正オイルを開発し、新車への充填だけではなく、全世界でご愛顧
いただいている既販車両向けへも積極的な供給を行い、カーボンニュートラルの実現に貢献しています。
2020年には、トヨタ純正エンジンオイル「GLV-1 0W-8＊1」を開発。従来の製品に対し約25％の
低粘度化を図り、燃費を約0.7％向上させました。ヤリスHEVへの供給を皮切りに対象車種を順次拡大
していきます。
また、普及が進んでいるオイル規格＊2にも低粘度技術を展開、多くの車両に省燃費純正オイルの供給を
進めています。

2021年3月、いすゞ 自動車株式会社や日野自動車株式会社
と共に、商用車事業で新たな協業に取り組むことを公表
しました。両社の商用車事業基盤とトヨタの電動化技術を
融合させ、小型トラック領域におけるBEV化・FCEV化の開発
を進めます。車両コストの低減を図りながら、福島県における
水素社会実証への燃料電池トラックの導入など、インフラと
連携した社会実装を進めることで、普及に向けた取り組みも
加速させていきます。商用車分野においても自動車産業が
一枚岩となって、輸送業の課題解決やCO2排出量削減に貢献
することを目指します。

環境データ P40-I

電動車によるCO2排出抑制効果（2021年3月末時点）

＊1 JASO GLV-1規格を、SAE 0W-8の粘度グレードで取得(最も低粘度のオイル規格)
＊2 ILSAC GF-6A 0W-20, ILSAC GF-6B 0W-16を取得
＊1、＊2 2020年度 日本機械学会賞(技術) 受賞 新開発の超低粘度エンジンオイル

3社による
共同記者会見

GRI 302-5、305-5
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SDGsへの貢献Challenge

2050年グローバル工場CO2排出ゼロを目指す
6つのチャレンジ

工場CO2ゼロチャレンジ

田原工場で建設中の風力発電機(22MW)のブレード(左)、天津一汽トヨタ自動車（中国）の新工場の太陽光パネル（２３MW）（右）

〈対象範囲とカバー率〉トヨタ自動車および連結会社の生産拠点と非連結会社のトヨタ車の生産拠点の100%　　　

工場CO2ゼロチャレンジでは、クルマの製造におけるCO2
排出量ゼロを目指して、トヨタ自動車および連結会社の全て
の生産拠点を対象に、「日常改善と革新技術の導入」と
「再生可能エネルギー導入と水素の活用」を推進しています。
「日常改善と革新技術の導入」では、電動車の普及により
製造時CO2排出の多い部品が増加する中、生産設備の
最適化やエネルギー効率の向上により台当たりのエネルギー
消費量を年率１％以上削減します。「再生可能エネルギー導入
と水素の活用」では、自社内だけでなく普及に必要な社会
システムづくりについても、ステークホルダーの皆様と幅広く
連携しながら取り組んでいます。これらの取り組みを加速
させ、「2035年までにグローバル全工場でのカーボン
ニュートラル」「2050年までにCO2排出量ゼロ」に挑戦して
います。

2013年 2025年

グローバル工場ＣＯ2排出量 TCFD 指標と目標b

22％削減

環境データ P41-J

2025年目標 2020年の取り組み

● 革新技術、日常改善、再生可能
エネルギー導入によるCO2排出量削減

● グローバル工場からのCO2排出量
2013年比30％削減

● 再生可能エネルギー電力
導入率25％

● 静電気を活用した新型の塗装機（エアレス塗装機）などの
革新技術導入拡大と、日常改善による
省エネルギー活動を推進

● CO2排出量は490万トン（２０１３年比22％減）

● 再生可能エネルギー電力導入率11％
欧州全工場で再エネ電力導入100％を継続、
南米全工場でも100％を達成
中国新工場への太陽光パネル設置（23MW)

● 水素利活用技術の開発を
積極的に推進

再生可能
エネルギー

水素

工場CO2
TCFD 指標と目標c

● 水素活用に向けた各種の実証を推進中
車載用FC流用による定置式FC発電機、
水電解式水素発生充填装置等を開発
工場用自家発電設備の実証サイト「水素発電パーク」を設置

2020年

TCFD 戦略b GRI 102-15、103-1、201-2、302-4

GRI 305-5

30％削減

2030年

35％削減

2035年

カーボン
ニュートラル
達成に挑戦

2050年

CO2ゼロ

基本的な考え方
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生産活動における
CO2排出量の低減
トヨタでは、工場の製造部門と生産技術、原動力部門が一体と
なり、生産の現場でエネルギー診断や、改善提案、対策実施を
行いました。また、省エネルギーに取り組む活動（社内ESCO＊1

活動）と、好事例の横展＊2にも継続的に取り組み、塗装工程を
中心とした革新技術の導入の拡大、蒸気レス、エアレス、
LED化の展開により、省エネルギーを推進。この結果、
2020年のグローバルでのCO2排出量（総量）は490万トン
（2013年比22%減）となりました。さらにグループ会社や
サプライヤーと共に省エネルギー活動のノウハウを共有する
勉強会を行い、各社での改善に反映しています。異業種を
視察し、新規改善アイテムの発掘にも継続的に取り組んで
います。
＊1 ESCO : Energy reduction Support ＆ Cooperation
＊2 横展 ： 好事例を他組織に展開し、共有すること。

TCFD 指標と目標b

環境データ P41-J

GRI 305-5

三好工場の部品洗浄工程では、洗浄廃液を原油換算12kL/年の蒸気を用いて減容化し、11.5トン/年の廃液を業者に処理委託して
いました。そこで、油分や汚れを分離できるファインバブルの発生と廃液の浄化再生を同時に行う「ファインバブル高速浮上
分離装置」を開発し、洗浄液の完全再利用を実現しました＊3。この技術は横展性が高く、トヨタ自動車の他工場で約60倍の
ポテンシャルが見込まれ、さらにサプライヤーや他業種への展開も可能です。
本技術は、一般社団法人省エネルギーセンター主催の2020年度省エネ大賞で、省エネルギーセンター会長賞を受賞しました。
＊3 中部電力ミライズ株式会社および関西オートメ機器株式会社との共同開発による成果

部品洗浄工程で「蒸気ゼロ・廃液ゼロ」を達成

洗浄槽

生産工場建屋

社内ESCO活動の考え方：三位一体となった省エネルギー改善

貯蔵タンク
 

廃液貯蔵建屋

処理事業者へ輸送

数か月に
1度交換

蒸気
により
減容化

廃液 11.5ton/年（減容化後）

洗浄槽

生産工場建屋

廃液貯蔵建屋

改善前 改善後

浄化再生洗浄液の
再利用

ダーティタンク（異物除去）

循環

今回開発
した装置
（油分除去）

ペーパーフィルタ
 

ポンプアップ
  

オーバー
フロー
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製造現場
改善実行
運用維持

設備開発
品質
横展

インフラ
エネルギー調査
改善提案

付加価値を生まない
ムダなエネルギーを削減

原価・CO2を低減
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水素利用拡大に向け、本社工場で水素発電所を運用開始
工場の自家発電設備からのCO2排出ゼロを目指して、本社
工場に車載用（MIRAI用）燃料電池（FC）を流用した定置式FC
発電機、発電効率が高く排熱も利用可能な純水素燃料電池
発電機、都市ガスと水素の混焼が可能なガスエンジン発電機
の３種類の発電設備を導入しました。発電能力は合計
600kWで、水素燃料の一部に、従来捨てられていた水素を
回収して使うなど、高効率な発電システムを目指した実証を
進めています。この水素発電所で培った技術を他工場に展開
し、工場CO2ゼロの早期達成を目指します。
さらに、発電用および車載用燃料電池生産用に備蓄している
水素を活用し、災害時に隣接する水素ステーションに供給
する仕組みを整備。社内外の燃料電池自動車（FCEV)に水素
を充填できるようにすることで、その給電機能を活用して近隣
地域の避難所を救援するなど、水素社会に向けた様々な
チャレンジをしています。

再生可能エネルギー導入と水素の活用
トヨタは、各地域の特性を考慮しつつ、再生可能エネルギーの
導入を進めています。現在、自社工場敷地への再生可能
エネルギー発電設備導入を積極的に進めており、国内では、
田原工場へ風力発電機（22MW、2022年稼働）、他の地域
では、中国新工場（天津一汽トヨタ自動車）へ太陽光パネル
（23MW,稼働中）を設置しています。また、欧州全工場で
再生可能エネルギー電力導入100％を継続、さらに南米でも
全工場で100％を達成しました。
また、近年の再生可能エネルギー由来の電力の利用拡大に
ともない、エネルギーの需給変動の平準化や貯蔵・輸送手段
として、水素に大きな期待が寄せられています。トヨタは
中部圏水素利用協議会を牽引するなど、他産業とも連携
しつつ、社会全体で水素エネルギーを使う仕組みづくりに
参加し、脱炭素社会の実現に貢献します。工場における水素
利用については、燃焼工程の脱炭素化を可能とする水素
バーナーの開発や、燃料電池フォークリフトの利用拡大、
および水電解式水素発生充填装置の導入による工場
での再生可能エネルギー由来水素の製造と利用を推進
（元町工場）。さらに、水素を燃料とする発電機を設置し実証を
進めています（下山工場 ： 下図、および本社工場 ： 右記事）。
さらに今後は、グローバル全工場での2035年カーボンニュー
トラルを実現するために、CO2回収、再利用などの技術開発を
進めていきます。

水素混焼ガスエンジン発電機

純水素燃料電池発電機

定置式FC発電機

液化水素タンク

工場用自家発電設備の実証サイト「水素発電パーク」（本社工場）

車載用FCを流用した自立型定置式FC発電機（下山工場）
停電時でも水素を使って発電が可能
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成果（詳細）戦略・マネジメント ライフサイクルCO2
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水素発電パーク（本社工場）のエネルギーフロー

液化水素タンク 定置式FC発電機

FC製造工場
（品質検査用）

冷房利用

電力利用

純水素燃料電池発電機

水素混焼ガスエンジン発電機 吸着式冷凍機

電気

冷熱

電気

熱

電気

熱

暖房利用

回収水素
①ボイルオフガス
  （液化水素の蒸発）

車載用FCを流用

②パージガス
  （液化水素のローリー
　からの充填時に発生）

混合

水素ガス回収装置

水素

都市
ガス

将来
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Toyota Kirloskar Motor（インド）の雨水貯水池（左）、雨水処理装置（右）

2050年、世界の総人口は97億人、水の需要は現在より55％
増加、その影響で水不足に悩まされる人は全人口の40％にも
達する＊といわれています。人口増加や気候変動にともなう
水ストレスの増加、河川などの水質悪化にともなう規制強化
など、水問題は企業活動におけるリスクマネジメントの観点
において、とても重要な課題となっています。クルマの
製造では、塗装工程などで水が不可欠なため、水環境への
インパクトを少しでも減らさなくてはなりません。
水環境の特性は、地域によって大きな違いがありますが、どの
地域でも共通して取り組むべき対策は「使用量を徹底的に
削減」と「徹底的に水をきれいにして還す」の２つです。トヨタ
では、水環境インパクトが大きいと考える地域から優先的に、
雨水利用や工程での水使用量の削減、排水リサイクルによる
取水量の削減と、高い水質で地域に還すことを推進してき
ました。
今後も適切な情報開示と、地域社会・サプライヤーとの
積極的対話の実施を通じて地域の要望や水問題に配慮し、
地域の水環境にプラスの影響を与えられるように活動を推進
していきます。
＊トヨタ調べ

各国地域事情に応じた
水使用量の最小化と排水の管理 6つのチャレンジ

水環境インパクト最小化チャレンジChallenge

2013年

グローバル生産台数当たりの水使用量

環境データ P42-O

環境データ P42-O

2025年目標 2020年の取り組み

● 各国・各地域の水環境を考慮し、水使用量を低減
● 日常改善など各種取り組み、排水リサイクル、雨水利用を推進
● グローバル生産台数当たり使用量2013年比3％削減
（2001年比34%削減）
● 水環境インパクトの大きいチャレンジ優先工場2拠点で
対策完了

● 規制よりも厳しい自主基準値での徹底的な排水管理
● 河川に排水する全拠点で排水インパクトを
  継続的に評価

● 塗装工程における水の再利用や蒸気使用量の
低減など、削減技術の導入と日常の節水活動を
徹底的に推進

● 現時点では目標以上のペースで削減推進中
（2013年比8%削減）

● 規制よりも厳しい自主基準値での水質管理を継続中
● 排水インパクト評価を全拠点で実施

水量

水質

SDGsへの貢献GRI 10２-15、103-1、303-1、303-2

〈対象範囲とカバー率〉 トヨタ自動車および連結会社の生産拠点と非連結会社のトヨタ車の生産拠点の100%

第６次トヨタ環境取組プラン
成果（詳細）戦略・マネジメント ライフサイクルCO2

ゼロチャレンジ
人と自然が共生する

未来づくりへのチャレンジ新車CO2ゼロチャレンジ 工場CO2ゼロチャレンジ 水環境インパクト
最小化チャレンジ

循環型社会・
システム構築チャレンジ 環境データ

社会への取り組みサステナビリティ推進 環境への取り組み ガバナンス概要

基本的な考え方

2019年 2020年 2025年

5％削減 8％削減

3％削減
2001年比
34％減

https://global.toyota/jp/sustainability/esg/challenge2050/#water
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各地域の水環境事情に応じた節水活動と
水質管理への取り組み
トヨタではライン改造計画と連動した革新技術の導入や、
製造工程における蒸気使用量の低減活動などにより、20２０
年の水使用量は36.8百万m³（前年比16％減）、生産台数
当たりでは4.00m³/台（前年比2.5%減）となりました。また、
グローバル工場の水環境インパクト評価を行い、北米・
アジア・南アフリカのチャレンジ優先工場4拠点を特定、
徹底的な水管理を実施しています。工場からの排水の水質
については、グローバル工場における放流河川への排水
インパクトを評価し、各地域における規制よりも厳しい自主
基準値を設定、継続的に水質管理に努めています。今後も、
節水活動や水の循環利用の促進などで、水環境インパクトの
最小化に向けた取り組みを進め、地域の水環境にプラスの
影響を与えられるよう活動を推進していきます。

トヨタ水環境方針に基づく活動の推進
地域によって取り組むべき課題や対策が異なる中、トヨタは水環境インパクト最小化チャレンジをグローバルで達成するため、
「トヨタ水環境方針」を定めて活動を推進しています。
「トヨタ水環境方針」では、使用量を徹底的に削減する「IN」と、使った水を徹底的にきれいにして還す「OUT」の2つの側面から
水環境インパクトを評価し、インパクト最小化に向けた活動を推進しています。また、「技術の追求」「地域に根ざした操業」
「社会との連携」の3つの方向性からも活動を推進し、社会全体の豊かさにつながる“地域で一番の工場”を目指していきます。

IN OUT

水使用量の徹底的な削減 徹底的にきれいにして還す

トヨタ水環境方針
トヨタは水の持続可能性への配慮に努め、将来にわたって健全な水環境を共有できる豊かな社会を目指します。

各工場で水の取水量を最小化し、
さらに雨水を活用することで地域の水資源への影響を最小化

きれいな水を地域に還すことで、
環境にプラスのインパクトを与える

社会全体の豊かさにつながる“地域で一番の工場”

環境データ P42-O

リサイクル水の利用拡大により取水量を大幅に削減（中国）
天津一汽トヨタ自動車有限会社(TFTM)では、車両生産時の
排水リサイクル率向上とリサイクル水の再利用拡大に力を
入れ、工場全体の取水量低減を図っています。2020年は、
新工場からの排水を含むさらなるリサイクル水利用を進め、
生産ラインで308千トン（＋28千トン）、緑化散水で176千トン
（＋32千トン）の、合計484千トンものリサイクル水利用を実現
しました。これにより取水量が大幅に削減され、一台あたりの
水使用量は、2013年比５％減となりました。

排水リサイクル生産設備 工場内緑地帯へのリサイクル水の散水雨水回収タンクと水削減改善チームのメンバー

改善活動の積み重ねによる水使用量の削減（南アフリカ）
Toyota South Africa Motors (TSAM）では、2018年からシャシーの電着塗装
工程における水削減に注力しています。2020年は、洗浄工程に使用する洗浄水の
電導度を管理し、給排水タイミングを自動で最適化しました。限界まで洗浄水を
再利用することで、工程での水使用量を大きく低減しています。さらに、各バルブ
からの液漏れや水槽以外の工程への飛散を防止して工場内をきれいに保つことで、
清掃時の水使用を削減するなど、地道な改善も積み重ねています。併せて、雨水
回収タンクを設置し、雨水を生産工程に利用するなど、取水量の削減にも努めて
います。これらの改善による水使用量の削減の効果は合計４９千トンとなり、工程全体
では改善前に比べ43%もの削減ができました。工場全体としても、生産車両が
増える中にも関わらず13年比2%減となりました。この活動は、「各工程を徹底的に
分析し、あらゆる改善を積み重ねたこと」が評価され、トヨタ社内の環境活動を表彰
する「2020年グローバル環境表彰」において銅賞を受賞しました。

第６次トヨタ環境取組プラン
成果（詳細）戦略・マネジメント ライフサイクルCO2

ゼロチャレンジ
人と自然が共生する

未来づくりへのチャレンジ新車CO2ゼロチャレンジ 工場CO2ゼロチャレンジ 水環境インパクト
最小化チャレンジ

循環型社会・
システム構築チャレンジ 環境データ

社会への取り組みサステナビリティ推進 環境への取り組み ガバナンス概要
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Challenge

基本的な考え方

GRI 102-15、103-1、306-2

日本で培った「適正処理」やリサイクルの技術・システムの
グローバル展開を目指す 6つのチャレンジ

循環型社会・システム構築チャレンジ

● 廃車適正処理のモデル施設を15カ所設置完了
● 環境配慮設計の継続取り組み
◆ 廃車適正処理・資源課題対応の観点から容易な解体を可能にする設計構造の織り込みと
    適切な情報提供 ※大型電池、燃料電池（FC)、水素タンク

●  マレーシア・ブラジル・アルゼンチン・ベルギー・日本において
モデル施設設置完了
（うち、ベルギー・日本は、ＦＣEＶの適正処理拠点）
● 新型車両への易解体設計の継続織り込みと、
マス広告（業界新聞）による解体業界への情報提供（日本）

● 電動車普及を見据え、安全・効率的な電池3R＊2の仕組み構築
◆ グローバルで最大限の電池回収・無害化を目指す
◆ 日本・米国・欧州・中国・アジア5地域で電池3Rを運用開始
＊2 3R : リビルト(Rebuilt)・リユース(Reuse)・リサイクル(Recycle)

● 各地の実情に応じた再生材（特に樹脂）の利活用に向けた技術開発
◆ 再生材の使いこなし技術開発（欧州）と再生材の供給量拡大に向けた技術開発（日本）による活用促進

● 再生可能資源、リサイクル材活用の継続推進
（HEV用電池、駆動用モーター磁石、樹脂バンパーなど）

Toyota Global
100 Dismantlers

Project

Toyota Global
Car-to-Car

Recycle Project

世界的な人口増加、経済の発展や利便性の追求により、資源
の消費スピードが上がっています。このまま大量採掘が続け
ば資源は枯渇し、大量消費によって廃棄物が増えれば適正な
処理が追いつかず、環境汚染につながるリスクをともなって
います。
このような世界の到来に備えて環境負荷を抑えて廃車を処理
する社会システムの構築を目指す「Toyota Global 100 
Dismantlers＊1 Project」を立ち上げ、推進しています。一方
で、資源の循環型社会を実現するためには、資源枯渇リスク
への対応と環境負荷物質低減、さらにその事業機会創出を
通じて、クルマのライフサイクル全体で取り組む必要があり
ます。
究極の循環型社会の実現を目指し、世界各地で使用済み
自動車（廃車）の資源が再びクルマを製造する際の資源として
活用できるよう「Toyota Global Car-to-Car Recycle 
Project」を推進しています。
＊1 Dismantlers : クルマなどの解体業者

SDGsへの貢献

環境データ P43-S

廃棄ゼロへ

新車

販売店／整備工場

廃車

社内循環

生産工場

自動車解体事業者
（Dismantler)

開発拠点

リサイクラー工場 リビルト部品

修理交換バンパー
シュレッダーダスト
（ASR）

資源投入
資源投入

資源投入

新材

再生材料
販売・
サービス

生産開発・設計
廃棄

仕入先

工程内循環

エアバッグ回収・再資源化
廃油・廃液

フロン
回収

エネルギーとして
再利用

シュレッダーダスト
処理事業者

HEV電池

駆動用モーター
再資源化再資源化

鉄

非鉄金属

シュレッダー事業者

プレス
FCs

磁石 電池
材料

再生樹脂
ペレット

2025年目標 2020年（度）の取り組み

第６次トヨタ環境取組プラン
成果（詳細）戦略・マネジメント ライフサイクルCO2

ゼロチャレンジ
人と自然が共生する

未来づくりへのチャレンジ新車CO2ゼロチャレンジ 工場CO2ゼロチャレンジ 水環境インパクト
最小化チャレンジ

循環型社会・
システム構築チャレンジ 環境データ

社会への取り組みサステナビリティ推進 環境への取り組み ガバナンス概要

https://global.toyota/jp/sustainability/esg/challenge2050/#recycle
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廃車を適正に処理する社会システム構築を目指す「Toyota Global 100 Dismantlers Project」
廃車が不適切に放置・解体されると、地域の環境に影響を及ぼし、地域住民の健康や安全を
脅かす恐れがあります。このような事態を未然に防ぐため、これまで蓄積してきた技術やノウハウ
を生かし、環境に負荷をかけず、廃車を適正に処理する社会システムの構築を推進しています。
この際には、廃油やフロンを回収し適切に処理することで地球温暖化防止にも貢献しています。
2020年度は、日本（豊田メタル株式会社）、マレーシア（Car Medic社）、ベルギー（Comet社）、
アルゼンチン（自社工場内）、ブラジル（GWA社）に廃車適正モデル施設を設置しました。
Ｃｏｍｅｔ社で「適正処理動画マニュアル」に準じた燃料電池自動車（FCEV)の適正処理のデモを
実施した際に、Webカメラによるリモート確認を行うことでマニュアルの有効性を確認しました。
このように現地事業体と連携して現地の施設面・作業面・廃棄物処理面での要件を明確にし、
遠隔地でも写真や動画を使って適正処理のリモート確認が行えるような仕組みを構築しました。

資源回収しやすい「易解体性トップレベル」の実現
廃車の資源循環を推進するために、リサイクルしやすい材料を継続的に採用しており、欧州導入
車両等でリサイクル可能率85%以上、エネルギー回収を含めたリカバリー可能率95%以上を
達成していることを確認しています。
さらに、2003年発売の「ラウム」以降、世界中の解体事業者を実際に訪問して実情を調査して
います。その上で解体しやすく、分別しやすい構造を新型車両に積極的に採用しています。
２０２０年度発売の｢RAV4 PHV｣｢ハリアー｣｢ヤリス クロス｣｢MIRAI｣にも引き続き、解体作業が
安全かつ短時間で行えるよう、易解体設計を織り込みました。また、易解体設計導入初期の車両
の多くが廃車となりつつある近年の状況を踏まえ、トヨタの環境配慮設計をより多くの解体業界
の皆様にご理解いただけるよう、代表的な事例である「ワイヤーハーネスの取り外しやすさ」に
フォーカスした広告を日本の業界新聞に掲載しました。

FCEVの水素ガス抜き処理のデモ（ベルギー） 廃車からの廃油・廃液処理（マレーシア）

易解体設計

GRI 203-1

易解体設計の例

ワイヤーハーネス プルタブ式
アース端子部採用

缶詰のフタのように引っ張るだけで容易に
解体ができるようにしています。

ワイヤーハーネス配線の工夫

ワイヤーハーネスが極力他部品に干渉することなく
引きはがすことができます。

Sustainability Data Book

第６次トヨタ環境取組プラン
成果（詳細）戦略・マネジメント ライフサイクルCO2

ゼロチャレンジ
人と自然が共生する

未来づくりへのチャレンジ新車CO2ゼロチャレンジ 工場CO2ゼロチャレンジ 水環境インパクト
最小化チャレンジ

循環型社会・
システム構築チャレンジ 環境データ

社会への取り組みサステナビリティ推進 環境への取り組み ガバナンス概要

https://global.toyota/jp/sustainability/esg/challenge2050/challenge5/easy-to-dismantle/
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クルマのライフサイクル全体を考えた資源循環の取り組み「Toyota Global Car-to-Car Recycle Project」
トヨタではクルマのライフサイクルの「開発・設計」「生産」「販売」「廃棄」という4つの分野において、廃棄物の発生の抑制に取り組み、
資源効率向上のため、再利用可能なものは繰り返し使用しています。さらに廃棄物を再資源化できる活動も行っています。

2050年に向けた「グローバルで樹脂循環が最大化する社会構築」を目指し、
2030年までに再生樹脂の利用を3倍以上（現状比）に拡大。（対象 ： 日本・欧州の生産車）

1．樹脂の資源循環
トヨタは2050年に向けてグローバルで樹脂循環が最大化する社会の構築を目指していきます。
販売店で修理交換されたバンパーを回収・再資源化する従来の取り組みに加え、今まで熱として
再利用されていた廃車のシュレッダーダスト（ASR＊)を素材として再利用すべく、豊田メタル
株式会社の破砕選別技術を活用したASR由来の再生樹脂材を新車に採用していく予定です。
＊ASR : Automobile Shredder Residue

２．レアメタル・レアアース等の資源循環
天然資源の使用を抑制する観点から、ハイブリッド車（HEV)やプラグインハイブリッド車（PHEV)、
燃料電池自動車（FCEV)などの電動車に使用されている希少資源の回収やリサイクル材の
再利用を推進。関係協力会社と共同でHEV電池、HEVモーター用磁石を回収・再資源化し、
さらには生産で使用する超硬工具なども再資源化する仕組みを立ち上げるなど、究極の目標
である水平リサイクルの達成を目指しています。
このように、限りある資源をより有効に利用し、資源投入効率を高めるため、活動の成果を開発・
設計にフィードバックすることで、リサイクルを考慮したクルマづくりに取り組んでいます。

GRI 203-1,301-3SASB TR-AU-440b.2

maximize

maximize

他産業

中古部品活用

工程内再利用

熱利用

交換したバンパー等

廃棄部品

廃車

工程端材等

クルマの廃棄

トヨタの車両における再生樹脂活用の最大化

クルマの使用

クルマの生産

廃
棄
樹
脂

シュレッダー事業者

シュレッダーダスト
（ASR）

minimize

minimize

新材

再
生
樹
脂

〈2030年目標〉
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回収された廃棄HEV電池 新品のHEV電池
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Challenge SDGsへの貢献

自然保全活動の輪を地域・世界とつなぎ、
そして未来へつなぐ 6つのチャレンジ

人と自然が共生する未来づくりへのチャレンジ

ケニアの小中学校でのアグロフォレストリー普及活動の様子

人と自然が共生していくためには、各地域の豊かな森や自然を
守っていかなくてはなりません。しかし、世界では森林が減少し、多様
な生きものの生息域が分断され、生物多様性の損失が進んで
います。このことは、社会に不可欠な生物資源の枯渇、自然災害の
惹起、温暖化の促進など、さまざまな問題を内在しており、社会全体
の持続可能性へのリスクであると考えています。トヨタでは、
こうしたリスクを踏まえ、地域ごとの「いい町・いい社会」の実現に
向けて、世界中で自然共生のプロジェクトを立ち上げ、Toyota 
Green Wave Projectとして「地域をつなぐ」活動を推進しています。
また、国際機関やNGOと協働し、グローバルに自然共生・生物
多様性保全活動を促進するToyota Today for Tomorrow 
Projectとして、「世界とつなぐ」活動を推進しています。さらに、
従業員や次世代などに向けた環境教育活動を行い、Toyota ESD＊

Projectとして「未来へつなぐ」活動を展開しています。
＊ESD（Education for Sustainable Development） : 持続可能な開発のための教育

● グローバルの工場で生息環境の維持・改善活動、およびその効果確認のための
指標種調査実施

●  トヨタグループなど関係会社と連携し、工場の森づくりを通じた生物多様性保全などの
自然共生活動を推進

● 国際自然保護連合（IUCN）レッドリストで2万９,８３０種のアセスメント完了、IUCNレッド
リスト対象の調査・保全用にネパールやアルゼンチン、マダガスカルなどへ車両寄贈

● 生物多様性と気候変動をテーマとしたNPOなどによる活動を27件支援
（日本17件、他の地域10件）

● 未来を担うEco人材育成に向けたグローバルな統一施策を実施
◆ 「自然と共生する工場」と連携し、ビオトープなどを活用した環境学習の機会提供
◆ 次世代向け自然共生教育ツールを効果的に活用し、工場・トヨタの森など
社内外施設において、Eco人材育成を進める

Toyota Green
Wave Project

Toyota Today
for Tomorrow
Project

Toyota ESD
Project

● 「自然と共生する工場」を日本６工場・他の地域４工場で実現
● 関係会社と連携し、地域とつなぐ活動を推進
● 生物多様性保全に向け、地域・企業と連携した自然共生活動に着手

● NGOなどと連携し、生物多様性の象徴である絶滅危惧種の保全を
グローバルに強化

● 社員が参加する植樹活動を実施。またトヨタが保有する森林や研修施設等で
一般や子どもを対象とした環境教育プログラムを多数実施

All Toyota Green Wave Project

2025年目標 2020年の取り組み

基本的な考え方

GRI 102-15、103-1

第６次トヨタ環境取組プラン
成果（詳細）戦略・マネジメント ライフサイクルCO2

ゼロチャレンジ
人と自然が共生する

未来づくりへのチャレンジ新車CO2ゼロチャレンジ 工場CO2ゼロチャレンジ 水環境インパクト
最小化チャレンジ

循環型社会・
システム構築チャレンジ 環境データ

社会への取り組みサステナビリティ推進 環境への取り組み ガバナンス概要

https://global.toyota/jp/sustainability/esg/challenge2050/#nature
https://www.all-toyota-gwp.jp/
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トヨタ自然共生方針
トヨタは「生物多様性ガイドライン」（2008年策定）を刷新し、
「トヨタ自然共生方針」を21年1月に定めました。
この方針は、自然共生活動を推進するための考え方を示す
ものであり、今後の活動のよりどころとなるものです。
社会の様々な方と協力して、生物多様性の保全などの
「自然共生」活動の輪を地域から世界へと広げていきます。

トヨタ自然共生方針

トヨタ自然共生方針

1. 資源の供給、気候の安定等により、暮らしや経済を支えてくれる自然に感謝しつつ、自然の様々な要素が調和し、
生物の多様性を保つための活動を推進します。

2. 自ら行動するだけでなく、社会の皆さまとの連携を深めることによって、地域へと活動の輪を広げ、
さらに世界へとつなげていきます。

3. 豊かな生活の基盤である生物多様性が危機的状況にあるという認識に基づき、従業員や幅広い世代の人々の意識を
変革するために環境教育を推進します。また同時に、社内外の活動を通じ、関連する情報を社会に提供します。

水や大気などの自然の様々な要素が調和し、生物の多様性が保たれることにより、私たち人間は豊かな生活を送ることが
できます。しかし、気候変動や水不足といった環境課題が、相互に関係しあって深刻化するのに伴い、この自然の調和が崩れ、
生物の多様性も失われてきています。この現状を改善するために、トヨタは、様々な事業を通じて培った自社技術やノウハウを
最大限活用し、人と自然が共生する持続可能な社会の実現をめざします。

国際自然保護連合（IUCN）や世界自然保護基金（WWF）などと協働し、
生物多様性保全に貢献
2016年にIUCNと5年間のパートナーシップを締結し、民間で最大の規模となる年間約120万
米ドルを助成。生物種の世界的指標であるIUCNレッドリスト＊を拡充し、絶滅危険性のアセスメント
を実施。地球規模での動物、菌類、植物の保全状況に関する包括的なデータとして、国連の
2030年目標実現に向けて重要な役割を果たすなど、有効にご活用いただいています。
また、自動車業界かつ、日本企業初となるWWFとのグローバル・コーポレート・パートナーシップ
を2016年から５年間締結。年間100万米ドルを「生きているアジアの森プロジェクト」に助成し、
東南アジアの熱帯林や野生生物が守られ、天然ゴム生産の持続可能性が改善するように支援を
行いました。
＊1 IUCNレッドリスト（The IUCN Red List of Threatened Species™) : IUCNが発行する世界の絶滅の恐れのある生物種のリスト

トヨタ環境活動助成プログラム環境データ P43-X

トヨタ環境活動助成プログラム
「ケニアの小中学校でのアグロフォレストリー普及活動」
トヨタは、1999年に国連環境計画（UNEP）から「グローバル500賞」を受賞したことを記念し、
2000年度よりNPOなどの環境活動を支援する助成プログラムを実施。プログラム開始以来
約20年間で、世界57の国と地域で440件のプロジェクトを支援しています。その一つとして、
森林破壊の進むケニア半乾燥地域で、自然と共生する農村モデルを作ることを目指し、小中学校
を中心にアグロフォレストリー＊2の普及を推進。活動に参加した教員や児童・生徒たちが、学校と
自宅での実践を通じて、多様な種類の作物や木々を増やし、持続的な農業を始めています。
＊2 アグロフォレストリー ： 樹木を植栽し、樹間で家畜・農作物を飼育・栽培する農林業

Toyota Today for Tomorrow Project

第６次トヨタ環境取組プラン
成果（詳細）戦略・マネジメント ライフサイクルCO2

ゼロチャレンジ
人と自然が共生する

未来づくりへのチャレンジ新車CO2ゼロチャレンジ 工場CO2ゼロチャレンジ 水環境インパクト
最小化チャレンジ

循環型社会・
システム構築チャレンジ 環境データ

社会への取り組みサステナビリティ推進 環境への取り組み ガバナンス概要

https://global.toyota/pages/global_toyota/sustainability/esg/challenge2050/challenge2050_001_jp.pdf
https://global.toyota/jp/sustainability/esg/challenge2050/challenge6/ecogrant/
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次世代向け環境教育のグローバル推進
トヨタは、地域社会との良好な関係が、事業に良いインパクトを与えると考えています。環境教育
を地域社会とのコミュニケーションの創出機会と捉えて、世界各地域で「Toyota ESD Project」
を推進。同プロジェクトでは、地域の皆様と従業員が、共に学び行動することを重視し、例えば
日本で、公益財団法人日本環境協会と連携し、絶滅危惧種の動物をテーマとした冊子配布と、
ぬり絵コンテストを実施するなど、中長期的な視野から、未来を担う子ども向けの学習会や
イベントを、多数開催しています。アルゼンチンのToyota Argentina S.A.(TASA)では、21haの
自然保護エリアに1haのラグーンを整備。このエリアは「自然と共生する工場」の取り組みとして
作られましたが、ESDプロジェクトの活動の場としても活用されています。環境意識を高め、
生物多様性について学ぶために、ワークショップなどを開催しています。
＊ESD : Education for Sustainable Development

Toyota Technical Center Shimoyamaの
自然・地域との共生に向けた取り組み
建設を進めるToyota Technical Center Shimoyamaは、
「自然と共存し地域と調和するテクニカルセンター」を
コンセプトとして、里山保全などの活動を進めています。
2020年は、有識者を講師に招き、地域の高校生（延べ21人）
に対して里山環境に生息するホトケドジョウ(Japanese 
Eight-barbel Loach｠, Lefua echigonia)を題材とした
環境学習プログラムを行いました。今後、未来を担う人材の
育成を拡充していきます。

自然と共生する工場づくり （中国）
広汽トヨタ自動車有限会社（GTMC）は、「自然と共生する工場」の一つとして、ビオトープを通じて生物多様性保全の重要性を伝える
ことで、地域の生態系と良好な関係を築き、人と自然の調和と共生の促進に取り組んでいます。2020年には従業員が自然と
触れ合える「いこいの場」としてビオトープを設置。現在90種以上の指定種の生態系調査と保護に取り組んでいます。また、2020年
11月に「中国オールトヨタ自然共生WG」を設立し、中国のトヨタグループ各社も交えた見学会を開催するなど、ノウハウを共有を
しながら、活動を拡充しています。

GRI 304-3304-4

保全しているホトケドジョウ
環境省のレッドデータブックで
絶滅危惧IB類（EN）に
指定されています

「自然と共生する工場」の活動イメージ

トヨタ・サラテ自然保護エリアのラグーンToyota Argentina S.A.(TASA)のサラテ工場
（下部は「トヨタ・サラテ自然保護エリア」）

従業員
・自然共生人財の育成
・従業員の
コミュニケーション向上

地元有識者
・ 指標種選定
・ 生態系の状態評価

地域住民
・ 生物多様性教育
・ 地域交流の促進

頂点類
（鳥類など）

小動物
（チョウ、カエルなど）

All Toyota Green Wave Project

指標種調査による
生態系の定量評価

三位一体での
活動推進

Toyota Green Wave Project

Toyota ESD* Project

生息環境の維持改善

継続
モニタリング

第６次トヨタ環境取組プラン
成果（詳細）戦略・マネジメント ライフサイクルCO2

ゼロチャレンジ
人と自然が共生する

未来づくりへのチャレンジ新車CO2ゼロチャレンジ 工場CO2ゼロチャレンジ 水環境インパクト
最小化チャレンジ

循環型社会・
システム構築チャレンジ 環境データ

社会への取り組みサステナビリティ推進 環境への取り組み ガバナンス概要

https://www.all-toyota-gwp.jp/
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VOC＊1排出量 ： グローバルA
（千トン） （千トン）

（トン）

28.5 24.7 21.3
2019年2018年 2020年

（千トン）

 逆有償リサイクル ＊2 216 193
 焼却廃棄物 40 45
 埋立廃棄物 18 23
 合計 275 261

175
42
17
234

2019年2018年 2020年

廃棄物量 ： グローバル

2019年2018年 2020年
 日本（トヨタ自動車） 29
 日本（連結会社） 134
 北米 32
 欧州 11
 中国 18
 その他（アジア、中南米、南アフリカ） 37
 合計

【地域別】

【地域別】

【処分作業別】

（千トン）

 無害廃棄物 245 235
 有害廃棄物 30 26
 合計 275 261

219
15
234

2019年2018年 2020年【種類別】

 【生産台数当たり】

261

29
145
34
11
16
39
275

26
112
31
20
18
26
234

（千トン）

梱包材使用量 ： トヨタ自動車C

環境マネジメント

SASB TR-AU-440b.1 GRI 306-3
GRI 305-7

（kg/台）

26.0 24.4 25.4
2019年2018年 2020年

46.4 47.1 38.1
2019年2018年度 2020年

NOx SOx排出量 ： グローバルD

 NOx 262 252 184
 SOx 556 511 406

2019年2018年 2020年

＊2 逆有償リサイクル : 費用を支払ってリサイクルするもの

＊1 VOC : 揮発性有機化合物

〈対象範囲とカバー率〉
　トヨタ自動車および連結会社の生産拠点と非連結会社のトヨタ車の生産拠点の100%

〈対象範囲とカバー率〉
　トヨタ自動車および連結会社の生産拠点と非連結会社のトヨタ車の生産拠点の100%

〈対象範囲とカバー率〉
　トヨタ自動車および連結会社の生産拠点と非連結会社のトヨタ車の生産拠点の100%

〈算出方法〉
　NOx排出量=∑（燃料使用量×燃料ごとの排出係数）
　SOx排出量=∑（燃料使用量×密度×硫黄含有率）

〈排出係数〉
　環境省　環境活動評価プログラム

〈対象範囲〉
　トヨタ自動車

GRI 305-7

環境データ

B 第三者検証 12

原則として単位未満で端数処理しています。このため、合計と内訳の計は必ずしも一致しません。

第６次トヨタ環境取組プラン
成果（詳細）戦略・マネジメント ライフサイクルCO2

ゼロチャレンジ
人と自然が共生する

未来づくりへのチャレンジ新車CO2ゼロチャレンジ 工場CO2ゼロチャレンジ 水環境インパクト
最小化チャレンジ

循環型社会・
システム構築チャレンジ 環境データ

社会への取り組みサステナビリティ推進 環境への取り組み ガバナンス概要



（万t-CO2）

（万t-CO2）

（万t-CO2）

購入した製品・サービス1
2 資本財

3 Scope１，２に含まれない燃料
およびエネルギー関連活動

4 輸送、配送(上流)
5 事業から出る廃棄物
6 出張
7
8
9

雇用者の通勤
リース資産（上流）＊1

輸送、配送(下流)
10 販売した製品の加工
11 販売した製品の使用
12 販売した製品の廃棄
13 リース資産（下流）＊1

14 フランチャイズ ＊2

15 投資

5,440

27,621

34,135

393

79

84

8
5
74

1
77

346

7

6,510

32,050

39,794

423

96

91
9
17
68

1
124

396

― ―

―
―

―
―

9

6,329

33,925

41,491

454

93

89
12
15
64

1
117

384

―

―
―
8

合計

物流CO2排出量 ： グローバル
（万トン）

220 245

E
2019年2018年度 2020年

28.9 29.2 26.6
194

CO2排出量 ： Scope3（その他間接排出）,グローバルF

 鉄道 22.0g-CO2/トン・km

 船舶 39.0g-CO2/トン・km

 ガソリン 2.32kg-CO2/L

 軽油 2.62kg-CO2/L

 C重油 2.98kg-CO2/L

カテゴリー１,2,3,5,7　 環境省『サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス
排出等の算定のための排出原単位データベース』

カテゴリー3,9,11

カテゴリー3,7,9,11　

カテゴリー11　 国土交通省 自動車燃費一覧

カテゴリー6　 IDEA v2.3

産業環境管理協会『カーボンフットプリント
コミュニケーションプログラム 基本データベース』

地球温暖化対策の推進に関する法律
『温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル』

〈対象範囲〉
　【グローバル】
　・ 7地域の物流統括事業体が統括する物流活動
　  （日本・北米・欧州・中国・アジア・南米・南アフリカ）
　・ 生産部品、補給部品、完成車の輸送により発生したCO2排出量の合計
　  ～算定対象外の輸送～
　　　- 地域間(日本→北米など)の輸送
　　　- 物流を統括する事業体以外が直接手配する輸送
　　　（北米・中国・東南アジアの生産・販売事業体）

〈排出係数〉
　【グローバル】
　各地域の事業体ごとに定められた計算方法により算出
　【トヨタ自動車】
　経済産業省・国土交通省『ロジスティック分野における
　CO2排出量算定方法共同ガイドライン』などを使用

〈排出係数〉

2018年 2019年 2020年
 グローバル
 トヨタ自動車

ライフサイクルCO2ゼロチャレンジ

TCFD 指標と目標b

 Scope1（直接排出)
 Scope２（エネルギー起源間接排出)
 Scope３（その他間接排出）
 合計

164
326

34,625
34,135

192
408

41,491
42,091

190＊

378＊

39,794
40,362＊

CO2排出量 ： Scope1～3,グローバルG

2018年 2019年 2020年

TCFD 指標と目標b

＊1 GHGプロトコルに則り、他カテゴリーで計上
＊2 GHGプロトコルに則り、対象外

〈対象範囲〉
　主としてトヨタ自動車および連結会社における自動車事業

〈算定範囲〉
　カテゴリー11は、日本・米国・欧州・中国・カナダ・ブラジル・サウジアラビア・インド・豪州・
　台湾・タイ・インドネシアの各国・各地域における平均的な燃費値と自動車の一生涯での
　推定走行距離、2020年の連結自動車販売台数、下記の排出係数より算出

原則として単位未満で端数処理しています。このため、合計と内訳の計は必ずしも一致しません。

GRI 305-3

GRI 305-1、305-2、305-3

・ GHGプロトコルに基づいて算出

〈対象範囲とカバー率〉
　【Scope1+2】
　トヨタ自動車および連結会社の生産拠点と非連結会社のトヨタ車の生産拠点の100%
　【Scope3】
　主としてトヨタ自動車および連結会社における自動車事業（詳細は検証意見書を参照）

〈排出係数〉
　【Scope1&2 ： 電力】
　電気事業者別の排出係数
　（一部で『IEA Emissions Factors 2020』の2018年の排出係数を使用）
　【Scope1&2 ： 電力以外】
　『2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories』
　地球温暖化対策の推進に関する法律
　『温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル』

　【Scope3】
　データF（CO2排出量 ： Scope3,グローバル）の注釈を参照
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検証意見書 P44-P45

第三者検証 5、6

第三者検証 5

＊ 2022年1月修正　192→190、 454→378、 40,440→40,362
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電動車販売台数 ： グローバル

（千台）（g/km）

 ハイブリッド車（HEV)

1,632

 プラグインハイブリッド車（PHEV）
 電気自動車（BEV)

1,864

1,922

56
0

 燃料電池自動車（FCEV) 2

1,584
46
0
2

1,905 米国 150.2
 カナダ 142.6
 ブラジル 100.4
 欧州 96.1
 ロシア 188.0
 日本 131.2
 中国 127.9
 台湾 147.7
 インド 148.5
 タイ 165.4
 インドネシア 161.5
 サウジアラビア 162.8
 豪州 177.1
 南アフリカ 194.0

1,957

48
3
1

 合計

I新車平均CO2排出量 ： グローバルH

2020年

 

 

2019年2018年 2020年

新車CO2ゼロチャレンジ

SASB TR-AU-410a.1 SASB TR-AU-410a.2GRI 302-5,305-5TCFD 指標と目標ｂ

【国・地域別】 【種類別】

（%）

19.817.1 22.5
2019年2018年 2020年【電動車販売台数比率】

原則として単位未満で端数処理しています。このため、合計と内訳の計は必ずしも一致しません。

第三者検証 1
第三者検証 3
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 CO2
【地域別】 【生産台数当たり】 2019年2018年 2020年

 CH4 1.3
 N2O 0.6
 HFCs 0.9
 PFCs 0.0
 SF6 0.1
 合計

【種類別】

193.2

1.3
0.7
0.9
1.3
0.3

196.7

1.4
0.7
1.0
0.0
0.4

167.6

190.3192.2 164.2

原則として単位未満で端数処理しています。このため、合計と内訳の計は必ずしも一致しません。

【地域別】 【種類別】 【生産台数当たり】

CO2排出量 ： Scope1（直接排出) & Scope2（エネルギー起源間接排出),
グローバル

 日本（トヨタ自動車) 97

 日本（連結会社） 189

 北米 97
 欧州 9
 中国 71
 その他（アジア、中南米、南アフリカ） 105
 合計 568

110

194

103
16
66
111
600

J

83

156

89
8
75
79
490

2019年2018年 2020年

GRI 305-1、305-2TCFD 指標と目標b TCFD 指標と目標b
CO2排出原単位 ： Scope1（直接排出) & Scope2（エネルギー起源間接排出),
グローバルK 温室効果ガス（GHG）排出量 ： Scope1（直接排出),

グローバルL GRI 305-1TCFD 指標と目標b

工場CO2ゼロチャレンジ

・ 地球温暖化対策の推進に関する法律をもとに算出

〈対象範囲とカバー率〉
　トヨタ自動車および連結会社の生産拠点と非連結会社のトヨタ車の生産拠点の100%

〈地球温暖化係数〉
　IPCC 第4次評価報告書

（万t-CO2）

0.57 0.53 0.53
2019年2018年 2020年

・ GHGプロトコルに基づいて算出

〈対象範囲とカバー率〉
　トヨタ自動車および連結会社の生産拠点と非連結会社のトヨタ車の生産拠点の100%

〈排出係数〉
　【 電 力 】  電気事業者別の排出係数

　（一部で『IEA Emissions Factors 2020』の2018年の排出係数を使用）
　【電力以外】  『2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories』

　地球温暖化対策の推進に関する法律
　『温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル』

・ GHGプロトコルに基づいて算出

〈対象範囲とカバー率〉
　トヨタ自動車および連結会社の生産拠点と非連結会社のトヨタ車の生産拠点の100%

〈排出係数〉
　【 電 力 】  電気事業者別の排出係数

　（一部で『IEA Emissions Factors 2020』の2018年の排出係数を使用）
　【電力以外】  『2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories』

　地球温暖化対策の推進に関する法律
　『温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル』

（t-CO2） （万t-CO2e）
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（PJ）

 日本（トヨタ自動車）

 日本（連結会社）

 北米
 欧州
 中国
 その他（アジア、中南米、南アフリカ）
 合計

10.9

20.5

12.1
3.1
7.1
7.8
61.5

2019年
 電力
 都市ガス
 天然ガス
 LPG
 LNG
 コークス
 石炭

 A重油

 軽油
 灯油
 蒸気
 温水
 再生可能エネルギー
 その他
 合計

2020年
12.1

22.8

14.6
3.4
6.2
11.1
70.3

28.1
18.5
15.4
1.8
1.2
0.3
0.1

0.7

0.4
0.1
1.2
0.6
1.4
0.6
70.3

2019年 2020年 2018年2018年
23.3
17.5
12.5
1.3
0.4
0.3
0.0

0.5

0.3
0.1
1.0
0.8
3.2
0.5
61.5

12.6

22.9

13.8
3.5
6.7
10.6
70.0

26.2
19.0
14.9
1.6
1.2
0.3
0.1

0.6

0.3
0.1
1.0
0.7
3.5
0.5
70.0

（PJ＊1）

〈対象範囲とカバー率〉
　トヨタ自動車および連結会社の生産拠点と非連結会社のトヨタ車の生産拠点の100%
〈換算係数〉
　【 電 力 】  3.6GJ/MWh
　【電力以外】  『2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories』

　地球温暖化対策の推進に関する法律
　『温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル』

＊1 PJ（ペタジュール） ： P（ペタ）は10の15乗倍、J（ジュール）はエネルギー量の単位

〈対象範囲とカバー率〉
　トヨタ自動車および連結会社の生産拠点と非連結会社のトヨタ車の生産拠点の100%
〈換算係数〉
　【 電 力 】  3.6GJ/MWh
　【電力以外】  『2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories』

　地球温暖化対策の推進に関する法律
　『温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル』

＊2 GJ（ギガジュール） ： G（ギガ）は10の9乗倍、J（ジュール）はエネルギー量の単位

6.65 6.68
2019年2018年 2020年
6.53

（GJ＊2/台）

GRI 305-4　

エネルギー消費量 ： グローバルM エネルギー原単位 ： グローバルN GRI 302-3、302-4GRI 302-1、302-4

第三者検証 6 第三者検証 7

第三者検証 8

第三者検証 9
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水消費量 ： グローバル

 合計 31.2

 合計 44.4 36.8

（百万m³）

 地表水 35.6
 地下水 8.8
 海水 0.0
 生産随伴水
 第三者の水

30.0
6.8
0.0

44.0

35.4
8.6
0.0

0.0 0.00.0
0.0 0.00.0

 地表水
 地下水
 半塩水の地表水
 他の組織

39.0

33.5
0.7
2.3
2.5

27.7
0.2
2.0
1.3

38.4

33.1
0.7
2.1
2.4

水使用量 ： グローバルO
2019年2018年 2020年

2019年2018年 2020年

2019年2018年 2020年

（百万m³）

5.6 5.65.4

Q
2019年2018年 2020年

 日本 （トヨタ自動車） 7.9
 日本（連結会社） 16.2
 北米 6.5
 欧州 1.5
 中国 3.8
 その他（アジア、中南米、南アフリカ） 8.5
 合計

【地域別】 【排水先別】

【水源別】

44.4

6.2
14.0
5.7
1.3
3.4
6.3
36.8

7.7
16.6
6.6
1.5
3.4
8.1
44.0

〈算出方法〉
　GRI303に従い下記の式で算出
　水消費量＝使用量ー排水量
　※「使用量」はGRIの「取水量」に相当

〈対象範囲とカバー率〉
　トヨタ自動車および連結会社の生産拠点と非連結会社のトヨタ車の生産拠点の100%

排水リサイクル量 ： グローバル
（百万m³）

3.3 1.13.1

R
2019年2018年 2020年

〈対象範囲とカバー率〉
　トヨタ自動車および連結会社の生産拠点と非連結会社のトヨタ車の生産拠点の100%

（百万m³）

GRI 303-3

水環境インパクト最小化チャレンジ

〈排水の水質管理〉
　各国の規制で定められた指標(BOD、COD、窒素、リン、pH等)については
　各工場にて各国規制の基準値よりも厳しい自主管理基準値を設定し、
　厳格な管理を実施している。

〈対象範囲とカバー率〉
　トヨタ自動車および連結会社の生産拠点と非連結会社のトヨタ車の生産拠点の100%

（百万m³）

原則として単位未満で端数処理しています。このため、合計と内訳の計は必ずしも一致しません。

排水量 ： グローバルP GRI 303-4

GRI 305-5　

2019年2018年 2020年【生産台数当たり】
4.20 4.004.10

〈対象範囲とカバー率〉
　トヨタ自動車および連結会社の生産拠点と非連結会社のトヨタ車の生産拠点の100%

（m³/台）
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第三者検証 10

第三者検証 11



43Sustainability Data Book

原則として単位未満で端数処理しています。このため、合計と内訳の計は必ずしも一致しません。

S 原材料の使用量およびリサイクル材使用率 ： グローバル

循環型社会・システム構築チャレンジ

 全材料 1,403 1,2321,454
 鉄 907 797940
 アルミニウム 127 112133
 その他 369 324381

2019年2018年 2020年【原材料の使用量】
【活動地域別】（万トン）

24 2424
2019年2018年 2020年【リサイクル材使用率】

（％）

GRI 301-1、301-2、306-4

 使用原材料におけるリサイクル材使用率

 オートマチックトランスミッション
 パワーステアリングギヤ
 トルクコンバーター

 中古部品

 リビルト部品

̶

1,077 78
3,613 1,609
1,015 6,266
30,264 ̶

714 49
3,102 1,654
750 2,230

24,100

855 52
3,391 1,673
794 2,569

26,716 ̶

U（修理交換用）リビルト部品・中古部品の供給数 ： トヨタ自動車

2018年度 2019年度 2020年度
（ユニット）

[参考]新品交換[参考]新品交換 [参考]新品交換 リビルト/中古リビルト/中古リビルト/中古

SASB TR-AU-440b.2

バルク方式＊6給油率＊7 ： トヨタ自動車
（%）

64.0 63.764.8

W
2019年度2018年度 2020年度

 合計 27 26

（件）

 日本 17
 北米・中南米 2
 欧州 1
 アジア・太平洋 6
 アフリカ 1

15
1
0
8
2

トヨタ環境活動助成プログラムの助成件数 ： トヨタ自動車X
2019年2018年 2020年

27

17
1
1
6
2

440

233
24
16
130
37

累計

人と自然が共生する未来づくりへのチャレンジ

＊8

GRI 306-2

GRI 301-1、301-2、301-3、306-4

＊1 解体・シュレッダー工程までで再資源化される比率約83％（自動車リサイクル法審議会
     報告書より引用）に、残りのASR比率17％×ASR再資源化率96％を合算して算出
＊2 ASR ： Automobile Shredder Residue、使用済み自動車の破砕処理後に出る廃棄物
＊3 再資源化量／引き取り量

＊4 駆動用モーターに用いられる磁石
＊5 ホイールとタイヤを組み合わせたときの回転バランス調整用のおもり

＊6 容器使用量削減のため、オイル缶等での供給ではなく、
     タンクローリー車で店舗設置のタンクなどに直接充填や給油を行う方式
＊7 部品共販店販売量におけるバルク方式での給油量の割合

T 自動車リサイクル法に基づく車両のリサイクル量 ： トヨタ自動車
SASB TR-AU-410b.3

623
2020年度【廃車適正処理台数】
（千台）

V 部品のリサイクル量 ： トヨタ自動車
SASB TR-AU-440b.2

143
2020年度【ASR処理量】
（千トン）

 リサイクル実効率＊1（車両換算値）
 ASR＊2再資源化率＊3

99
97

99
96

99
96

2019年度2018年度 2020年度【リサイクル率】
（%）

 磁石＊4

 鉛バランスウェイト＊5
6.0
63.8

10.0
59.7

6.0
69.7

2019年度2018年度 2020年度
（トン）

 駆動用電池 33,390 40,69439,184
2019年度2018年度 2020年度

（個）

 FCスタック 19 34
2019年度2018年度 2020年度

（個）

 バンパー 76.5 53.565.8
2019年度2018年度 2020年度

（万本）

GRI 301-3　

GRI 301-3　
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＊8 2000年からの累計
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： 達成
： 未達成

◯
×

〔評価の凡例〕　

取り組み項目 評価2016－2020年度の成果具体的な実施項目・目標など

低
炭
素（
気
候
変
動・C
O
2
）

1. 
トップクラスの
燃費性能を目指す開発

①新車CO2ゼロ
　チャレンジ

②ライフサイクル
　CO2ゼロ
　チャレンジ

● 2020年グローバル新車平均CO2低減率で、2010年比22％以上を目指す
－TNGA（Toyota New Global Architecture）取り組みによる
高性能なパワートレーンを開発し、順次導入
－HEVの一層の性能向上と導入拡大

2. 
電気エネルギーを利用した
次世代車の開発推進と
それぞれの特徴を生かした
普及推進

● HEV：一層の高性能化およびラインナップの拡充などによるHEVの一層の
普及拡大を図り、2020年までに年間HEV販売台数150万台、累計販売1,500万台を目指す

● PHEV：燃料多様化に向けた電気利用車の柱として、さらに高性能な車両を開発し、
普及拡大を図る

● BEV：近距離用途として低炭素交通システムと組み合わせて技術開発を推進する
● FCEV：将来有力なエネルギーである水素を有効に利用できるよう、
さらなる低コスト化、小型化、耐久性の向上など、商品力強化に向けた取り組みを進める

● グローバル新車平均CO2の2020年実績：2010年比23%低減　
（日本、米国、欧州、中国、カナダ、ブラジル、サウジアラビア、インド、豪州、台湾、タイ、
インドネシアの各国・各地域）
〈カバー率〉グローバル総販売台数の83％をカバー
● 2015年の4代目「プリウス」を皮切りにTNGAの思想に基づくパワートレーンと車台を
有する車種を順次導入し、2021年2月時点で計29モデルを発表。 
(グローバル販売台数の約6割を新型に切り替え)
また、BEV専用プラットフォームとしてe-TNGAをＳＵＢＡＲＵとで共同開発し、
TOYOTA bZに採用　

● 世界各国・各地域のエネルギー事情に則した電動車をフルラインアップで取り揃えるために、
電動化技術の開発を推進した結果、電動車2020年販売台数実績195万台、
累計販売台数1,698万台を達成。電動車ラインナップは合計56車種（2020年12月時点）

● HEV：46車種
● PHEV：4車種「プリウスPHV」「RAV4PHV」「カローラPHV」「レビンPHV」
● BEV：4車種「C-HR EV」「IZOA EV」「UX EV」「プロエースEV」
● FCEV：2車種「新型MIRAI」「SORA」

地域 項目 基準年 目標（2020年度）

他の地域

日本
排出量

輸送量当たり排出量
1990年度
2006年度
実績を把握

25％減
14％減（毎年1％減）

地域 項目 基準年 目標（2020年度）

他の地域

日本
排出量

輸送量当たり排出量
1990年度
2006年度

実績の把握を実現

40％減
16％減

3. 
製品開発における
環境マネジメントの推進
（Eco-VAS）

● 開発段階での車両環境アセスメントシステム（Eco-VAS）による環境目標管理の着実な推進
－モデルチェンジ車、新型車共に前モデルもしくは同車格車と比較して
ライフサイクル環境負荷の低減を推進
－評価結果をホームページ、カタログなどに掲載し、お客様への適切な情報開示を推進

4. 
触媒技術によるCO2吸収・
新資源創出の実用化研究
（人工光合成など）

● CO2・水・太陽光エネルギーからの人工光合成技術開発の推進
－2020年に世界トップクラスの光合成効率による、CO2吸収・一次原料創出
（素材・燃料など）の基礎実証を完了する

5. 
物流活動における
輸送効率の追求と
CO2排出量の低減

● 輸送効率の一層の改善によるCO2低減活動の推進
（徹底した総走行距離の低減、モーダルシフトのさらなる推進）

● 日本の新型車･モデルチェンジ車(現販売車種)である、全62車種中46車種(74%)について
Eco-VASによるアセスメントを実施
全対象車種のライフサイクルでのCO2排出量において、比較車両と同等以下を確保
(例.「ヤリスクロス・ハイブリッド」においては同車格車に対してCO2排出量を16%減)
研究・開発に関わる日本の全拠点で2020年4月から再生可能エネルギー由来の電力を
100％使用

● CO2と水と太陽光のみから常温常圧で有機物（ギ酸）を合成する「人工光合成」を、
実用太陽電池サイズ（36cm角）のセルで実現し、このクラスでは
世界最高の太陽光変換効率7.2％を達成

● 工場等で発生するCO2を回収し、再資源化するシステムを構築

● 積載率向上、動線短縮、モーダルシフト、連結トレーラー利用などの輸送効率の
一層の改善により、以下のとおりCO2を低減

● 2021年3月に稼働開始した大口第2部品物流センターは、
太陽光発電とそれにより生成した水素をフォークリフトに利用することで
実質カーボンニュートラルを達成

TCFD 指標と目標a・c

6. 
地域グリッドエネルギー
マネジメント技術の展開に
よる地域社会への貢献

● 工場を核としたマイクログリッド（F-grid）・地域最適エネルギーマネジメント技術の確立と
グローバル展開の推進
－東北大衡村プロジェクト・豊田市元町工場プロジェクトの実証確認
－日本の他工場、アジアなどへのグローバル展開

●東北大衡村プロジェクト（F-grid）：省エネ性 22％減（2013年比）、
　　　　　　　　　　　　　　　 環境性 29％減（2013年比）を達成
●田原・明海地区での地域エネルギーマネジメント実証：
2021年5月より、当地区の企業5社とデマンドレスポンス実証を開始
実証協力会社への工場屋根置きPVを想定し、仮想的再エネ余剰融通モデルの事業検証を
実施中

●グローバル展開：日本での取り組み成果を各地域の事業体に共有

GRI 103-2、103-3、413-1

◯

◯

◯

◯

◯

◯

第6次トヨタ環境取組プラン  成果（詳細）（2016－2020年度）

第６次トヨタ環境取組プラン
成果（詳細）戦略・マネジメント ライフサイクルCO2

ゼロチャレンジ
人と自然が共生する

未来づくりへのチャレンジ新車CO2ゼロチャレンジ 工場CO2ゼロチャレンジ 水環境インパクト
最小化チャレンジ

循環型社会・
システム構築チャレンジ 環境データ

社会への取り組みサステナビリティ推進 環境への取り組み ガバナンス概要
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〔評価の凡例〕　

取り組み項目 評価2016－2020年度の成果具体的な実施項目・目標など

低
炭
素（
気
候
変
動・C
O
2
）

循
環（
資
源・水
）

②ライフサイクル
　CO2ゼロ
　チャレンジ

④水環境インパクト
　最小化チャレンジ

7. 
道路交通セクターにおける
統合的なCO2低減取り組み
の推進

８. 
生産活動における
CO2排出量の低減

● IT・ITS技術などによる、スマートモビリティ社会への貢献
－超小型電気自動車（BEV)を使用した次世代交通システム「Ha:mo」の日仏での
実証結果を踏まえ、東京2020オリンピック・パラリンピックも視野に入れた各地域への
展開と事業モデルの構築を目指す

● 低炭素モビリティ社会構築に向けた統合的交通流対策プロジェクトへの積極的参画
－持続可能な開発のための世界経済人会議（WBCSD）のサステナブル・モビリティ・
プロジェクト（SMP)での2.0サートン・モデル確立とバンコク展開ロードマップ策定

● グローバルでのエコドライブ普及推進
－グローバルで、お客様、従業員へのエコドライブ普及を推進

● 持続的な「Ha:mo」事業運営のモデル構築事業について、地元行政・産学ほか連携主体との
関係協議を進め、東京、愛知県豊田市、沖縄、岡山県岡山市、フランス・グルノーブル、タイ・
バンコクで実施

● WBCSD・SMP 2.0サートン・モデルを確立
－2019年11月より、トヨタ・モビリティ基金が、タイの運輸省、バンコク首都圏庁、首都圏警察、
チュラロンコン大学、民間事業者と共に、ビッグデータやAIを活用しバンコクの交通渋滞の
緩和を目指すプロジェクトを実施。展開ロードマップも策定

● 低CO2生産技術の開発・導入と日常改善活動によるCO2低減活動の推進
－生産性向上の追求、オフィスなども含めた活動の展開

● 各国、各地域の特性を考慮したクリーンエネルギーの活用
－2020年に向けた段階的な導入推進

● エネルギー起源以外の温室効果ガスの管理

● 低CO2生産技術の開発および導入、環境ショップ軸活動による日常改善事例を
グローバルに横展、CO2低減活動の加速を推進し、目標達成

● 各国、各地域の特性を考慮して再生可能エネルギーを購入
欧州全工場での再エネ電力導入率100％を継続。南米でも全工場で100％を達成
2020年のグローバルの再エネ電力導入率11％を実現

● 本社工場や元町工場で、水素活用に向けた各種実証運転開始

９. 
生産活動における
水使用量の低減

● 各国、各地域の水環境事情を考慮し、継続的な水使用量低減活動を推進
－新工場、ライン改装計画と連動した画期的な取り組み
－日常改善など各種取り組みによる水使用量低減

● 新工場、ライン改装計画と連動した画期的な取り組み
（塗装工程のドライ化、水再利用技術導入）
および、日常改善など各種取り組みにより水使用量削減

⑤循環型社会・
　システム構築
　チャレンジ

10. 
再生可能資源・
リサイクル材活用による
枯渇天然資源の
使用量低減

● 石油由来の樹脂の使用量低減
－品質・性能要件を満たすリサイクル樹脂・エコプラスチックの技術開発
－使用済み樹脂の回収システム構築

● 希少資源／リサイクル材の再利用推進
－炭素繊維強化プラスチック(CFRP)リサイクル技術の開発
－希土類の使用量削減技術とリサイクル技術の開発

● 石油由来の樹脂の使用量削減
－再生樹脂市場が大きい欧州で先行して、さらなる再生樹脂の活用拡大を継続
併せて、中期（～2025年）の活用拡大に向けた実行計画策定に着手
－トヨタ販売店で修理交換されたバンパーの回収・リサイクルを継続、コスト削減に向けて、
一部地域を対象に、新たなスキームの運用を開始し、適用拡大の検討着手

● 希少資源／リサイクル材の再利用推進
－廃CFRPのマテリアルリサイクルに向けて、熱分解法による炭素繊維の分離・回収技術、
および、再CFRP化技術のめど付けを完了し、用途開発に着手
－HEVモーター用磁石など、希少資源の使用量削減につながる技術開発に継続して取り組み
－廃棄エアバッグの布地部分を活用し、エコバッグを制作するリサイクルを実施
－廃棄される材料の再活用を目指し、地元自治体と連携して、クラフトワークショップの材料
へと再利用を実施

③工場CO2ゼロ
　チャレンジ

◯

◯

◯

◯

◯

◯

● お客様向けの取り組み
－T-Connect搭載車を対象に、ドライバーの「エコ運転」を自動診断するサービスを提供
－販売店を通じたエコドライブアドバイス、レンタリース店を通じたエコドライブサポート
など、お客様への啓発活動を継続して推進
－アジアの地域統括事業体Toyota Daihatsu Engineering & Manufacturing(TDEM）が、
傘下のディストリビューター、事業体向けにエコドライブ啓発のパンフレットを作成し、配布

● 従業員向けの取り組み
－政府の定めるエコドライブ月間に合わせ、社内向けにエコドライブを推進
イントラネットとポスターでエコドライブの実践方法「エコドライブ１０のすすめ」を推奨
従業員のエコドラ実践方法をイントラネットに掲載し情報を共有
－エコドライブや環境全般に関する知識について、従業員が楽しく学ぶことのできるツール
として、日本自動車工業会の「エコドラクイズ」を紹介

地域 項目 基準年 目標（2020年度）
グローバル※

TMC

他の地域

台当たり排出量
台当たり排出量
排出量（総量）

2001年度
2001年度
1990年

地域No.1の低減活動推進

39％減
48％減
28％減

※ TMC＋連結会社（生産拠点）

地域 項目 基準年 2020年度実績
グローバル

TMC

他の地域

台当たり排出量
台当たり排出量
排出量（総量）

2001年度
2001年度
1990年

地域に適した削減シナリオを実施

39％減
55％減
50％減

地域 項目 基準年 目標（2020年度）
TMC（車両工場）
他の地域

台当たり使用量 2001年度
地域No.1の低減活動推進

12％減
地域 項目 基準年 2020年度実績

TMC（車両工場）
他の地域

台当たり使用量 2001年度
地域水事情に応じた活動を推進

31％減

第６次トヨタ環境取組プラン
成果（詳細）戦略・マネジメント ライフサイクルCO2

ゼロチャレンジ
人と自然が共生する

未来づくりへのチャレンジ新車CO2ゼロチャレンジ 工場CO2ゼロチャレンジ 水環境インパクト
最小化チャレンジ

循環型社会・
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社会への取り組みサステナビリティ推進 環境への取り組み ガバナンス概要
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〔評価の凡例〕　

取り組み項目 評価2016－2020年度の成果具体的な実施項目・目標など

循
環（
資
源・水
）

⑤循環型社会・
　システム構築
　チャレンジ

１１. 
資源回収しやすい
「易解体性トップレベル」の
実現

12. 
日本で培った
廃車適正処理による
国際貢献

● 易解体性トップレベルの維持・向上
－次世代車（電気自動車 ： BEV、燃料電池自動車 ： FCEV)、
スマートモビリティをはじめとした各モデルへの確実な易解体設計の織り込み
－新技術・新材料部品の易解体構造の開発、織り込み

● 各年の新規開発車両に継続的に易解体設計
（ワイヤーハーネス、ハイブリッド車（HEV)専用バッテリー、ドアトリム等）を織り込み
（主な車種）
2020年度：｢RAV4 PHV｣｢ハリアー｣｢ヤリスクロス｣｢MIRAI｣
2019年度：「RAV4｣｢カローラ｣｢ライズ｣｢グランエース｣｢ヤリス」
2018年度：「センチュリー」「クラウン｣「カローラスポーツ」「レクサスES」「レクサスUX」
2017年度：「JPN TAXI」「プリウスPHV」「カムリ」「レクサスLS」
2016年度：「プリウスPHV」「レクサスLC」

● 易解体設計織り込み初期（2003年～）の車両の多くが廃車となる近年の状況を踏まえ、
設計上の配慮を、より多くの解体事業者の皆様にご理解いただくため、代表的な事例である
「ワイヤーハーネスの取り外しやすさ」を訴求する広告を国内業界新聞・雑誌に出稿
（2019年12月より継続中）
● FCEVからの効率的な水素ガス抜き工法および、安価なガス抜き冶具を開発し市販化

● 各国、各地域の実情に合わせた「廃車適正処理技術」の展開
－各国リサイクル法規に対応した確実な廃車適正処理と、今後法規導入が想定される
国・地域においては、トヨタ自動車が作成したガイダンスに基づき各国・各地域での
取り組みを強化
－解体リサイクルモデル工場（100拠点）に向けた事業展開（2020年時点で7拠点）

● トヨタの各地域の事業体に対して、適正処理設備の設置・維持に関する
要件ガイドラインを展開
今後、各事業体と施設の間で行うコミュニケーションの中で、適正処理の維持・継続に向けた
ツールとして活用 

● タイ（2017年度）、ベトナム（2018年度）に加え、日本、ベルギー、マレーシア、ブラジル、
アルゼンチン（2020年度）におけるモデル施設の設置を完了し、７カ所設置の目標を達成
（うち、日本、ベルギーは、FCEVの適正処理拠点）

1３. 
廃車資源に対する
オリジナル
リサイクルシステムの
各地域への展開

● トヨタ独自の「リサイクル技術」の高度化と各地域の支援
－ニッケル水素電池のリビルト・リサイクルの技術向上（コスト低減）と支援
－リチウムイオン電池のリビルト・リサイクル技術確立と支援
－国内ワイヤーハーネスリサイクルの実用化（規模拡大）
－国内磁石リサイクルの実用化（規模拡大）
－ハイブリッド・ユニットを活用した創電・蓄電技術開発
－主要地域でのバンパー回収・リサイクル技術の検討とめど付け

● 日本では、初代「プリウス」発売の1997年度以降、累計21万2千台の電池を回収、
全量をリユース・リサイクル実施中

● 日本、北米、欧州、中国、タイでは、電池3R（リビルト・リユース・リサイクル）の活動を
継続推進

● 電力会社など他社と連携した蓄電池システムの検討を継続（日本・中国）
● 国内電池発生量の増加を見越し、ニッケル電池の回収受付システムを刷新、
さらに、回収効率化の向上に向けて、回収集約拠点の複数化のトライアル運用を開始

● リチウム電池の国内回収・適正処理では、自工会の共同スキームを立ち上げ、運用
● 回収した磁石からレアアースを抽出、磁石原料などにリサイクルする取り組みを
2012年度から継続し、累計57トンの磁石を回収・リサイクル

1４. 
生産活動における
排出物の低減と
資源の有効利用

● 排出物低減生産技術の開発・導入と日常改善活動による排出物低減活動の推進
－歩留まり向上などの発生源対策による排出物低減と資源の有効利用促進
－有価物・廃棄物の発生量低減など、資源ロス低減活動の推進

● 金属屑など発生量低減活動およびオールトヨタ内有効活用の推進

● 発生源対策による排出物低減と資源の有効利用推進

15. 
物流活動における
梱包・包装資材の
低減と資源の有効利用

● リターナブル化、包装材の軽量化を中心に改善を推進
＜日本＞従来並みの改善を継続（2006年度比14％減）
＜他の地域＞事例を把握

● 下記により、日本で2006年度比14％減を達成
－排出物低減生産技術の開発・導入と日常改善活動による排出物低減活動を推進
－歩留まり向上などの発生源対策による排出物低減と資源の有効利用を促進
－金属屑などの発生量低減活動およびオールトヨタ内有効活用を推進

● 各地域の事業体の取り組みを相互に共有

◯

◯

◯

◯

◯

＊1 逆有償リサイクル、焼却廃棄物、埋立廃棄物　＊2 TMC＋連結会社（生産拠点）
＊3 ゼロ定義＝直接埋め立てられる廃棄物を1995年度比1％未満

対象 地域 項目 基準年 目標（2020年度）

有価物

廃棄物＊1

他の地域 地域No.1の低減活動推進

埋立廃棄物ゼロ＊3
台当たり発生量

発生量（総量）

台当たり発生量

2001年度 35%減

2001年度 63%減

日本＊2

日本排出物

TMC

金属屑など発生量低減活動および
オールトヨタ内有効活用の推進

対象 地域 項目 基準年 2020年度実績

有価物

廃棄物

他の地域 再利用化など活動推進

埋め立て廃棄物ゼロ
台当たり発生量

発生量

台当たり発生量

2001年度 37%減

2001年度 65%減

日本

日本排出物

TMC

歩留まり向上推進および
端材の確実な回収

第６次トヨタ環境取組プラン
成果（詳細）戦略・マネジメント ライフサイクルCO2
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〔評価の凡例〕　

取り組み項目 評価2016－2020年度の成果具体的な実施項目・目標など

自
然
共
生

⑥人と自然が
　共生する
　未来づくりへの
　チャレンジ

１６. 
各事業所・各地域の活動を
”地域をつなぐ”
自然保全活動の推進

1７.
自然・生物多様性保全を
”世界とつなぐ”
環境活動への助成の強化

● オールトヨタ各社やグローバル事業体で進めてきた
さまざまな自然保全の活動を地域とつなぐ
～Toyota Green Wave Project～
－これまでのサステナブル・プラント活動をやりきると同時に、
トヨタグループ・オールトヨタのさまざまな活動を、各地域・関連会社や地域へ広げる、
ステークホルダーとの連携で活動の輪を広げる

● トヨタグループを中心としたオールトヨタ（22社）で連携した自然共生活動を継続実施
〈5年間の活動実績〉
自然共生活動への参加人数 ： 17万6,908人
活動回数 ： 971回
植樹本数 ： 20万6,772本（過去からの累計本数：1,230万6,351本）
間伐・森林保全 ： 8,887ha
環境学習 ： 9万9,869人
保全している主な生物 ： アオウミガメ、メダカ、コアジサシ、ヘイケボタル、ミツバチなど
生態系を守るために駆除した主な外来種：オオキンケイギク、アメリカザリガニなど

● 自然と共生する工場の実現
生きものの生息環境の維持・改善や効果確認などのPDCAを日本の3工場、
他の地域の3工場で実現
〈TMC〉　　　　　　　　　　　　
堤工場（2018年度）、貞宝工場（2019年度）、衣浦工場（2020年度）　
〈他の地域〉　
タイ バンポー工場、英 バーナストン工場、
カナダ ケンブリッジ・ウッドストック工場（全て2020年度）

● 環境活動助成を通じて、環境保全・生物多様性保全の活動を世界とつなぐ
～Toyota Today for Tomorrow Project～
－社会貢献活動の重点である環境分野において、環境課題の解決に寄与するプロジェクトの
助成を強化。グローバル各団体・ステークホルダーとの協働による新しい価値を提供し、
世界に活動の輪を広げる

● 国際機関・NGOとのパートナーシップを以下のとおり推進し、グローバルな
生物多様性保全に貢献
－IUCNと下記の活動で協働
・生態系の世界的指標であるIUCNレッドリスト2万9,830種のアセスメントを実施
・移動性野生動物種の保全に関する条約締結国会議でサイドイベントを共催（2020年2月）
・レッドリストに関する更新リリースやデータベースウエブサイトで情報発信
－IUCNレッドリスト種の調査・保全用にバードライフ・インターナショナルと
コンサベーション・インターナショナルのミャンマー、タヒチ、ガイアナ事務所などへ
車両を寄贈
－世界自然保護基金（WWF）「生きているアジアの森プロジェクト」の一環で、
絶滅の危機に瀕する野生動物の保護や森林の違法伐採のパトロールなどを継続実施
TMCとアジアの事業体 TDEM・TMMINが共同でSNS、ホームページを通じた
広報活動を実施

● 中小規模NGO・NPOの「生物多様性」「気候変動」に関する活動を助成する、
「トヨタ環境活動助成プログラム」を継続的に実施
5年間で日本、北米・中南米、欧州、アジア・太平洋、アフリカを対象に136件を助成

1８.
環境活動を
”未来へつなぐ”
環境教育貢献の強化

● 各地域の事業所やフィールドを活用した環境教育を強化し、環境保全活動を未来へつなぐ
～Toyota ESD＊ Project～
－工場の森、事業所の緑・ビオトープなどを活用した地域住民・子ども教育を
グローバルに拡大していく
－社有地フィールド（白川郷、トヨタの森、三重宮川山林など）の特色を生かした
教育プログラムの開発を進め、未来へつなぐ人材育成を進める
＊ESD（Education for Sustainable Development）：持続可能な開発のための教育

● 各地域の事業体の社有地などを活用した環境教育を世界各地で実施
〈トヨタの森〉
－近隣の小学校を対象とした自然ふれあい体験学習を実施、
2020年度は学童保育施設からの受け入れも開始
（2016-2020年度計4万8,338人、1997年からの累計来訪者数約19万8,974人）
－生物多様性、里山の生きものをテーマとした基調講演や事例発表、体験ワークショップ、
フィールド見学など多岐にわたり実施
2020年度からは、生き物の生態や森のメカニズムなどを楽しく分かりやすく学べる
オリジナル動画をYouTubeで配信

〈トヨタ白川郷自然學校〉
－子どもから大人までを対象に自然体験プログラムを提供、
2016-2020年度のプログラム参加者数は累計で4万9,786人に到達 
（2016-2020年度来校者数 ： 6万8,254人、
2005年からの累計来校者数 ： 24万9,045人（2021年3月時点））
－自然學校価値向上活動として、「SDGｓ教育フォーラム @ トヨタ白川郷自然學校」を開催
－車イスの方々向け自然体験プログラムを開催

◯

◯

◯
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〔評価の凡例〕　

取り組み項目 評価2016－2020年度の成果具体的な実施項目・目標など

自
然
共
生
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境
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チ
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ン
連
携

⑥人と自然が
　共生する
　未来づくりへの
　チャレンジ

環境マネジメント

１９.
バイオ緑化事業、
自動車周辺技術、
森林保全活動による
環境貢献の推進

● バイオ技術による環境課題への対応
－酵母菌のさらなる発酵能力向上によるセルロースエタノールの研究開発推進
－畜産バイオマス事業・農業分野への応用による資源・自然資本創出貢献

● 都市緑化事業やグループ保有技術を通じた、温暖化・気候変動「適応」貢献
－ヒートアイランド対応

● バイオ技術による環境課題への対応
－低炭素燃料の普及に貢献すべく、世界トップレベルのエタノール生産性を持つ
酵母菌を開発
－食料・飼料に競合しないバイオマス原料からエタノール生産技術を開発

● 緑化分野の取り組み推進
－建物緑化資材（スマートグリーンウォール）をトヨタ自動車の事業所を中心に普及促進
※2019年7月に大島造園土木株式会社へ事業譲渡し、取り組み終了

● トヨタ三重宮川山林における資源活用モデルの構築
● 計画中のToyota Technical Center Shimoyamaにおいて、
自然と共存し、地域と調和したサステナブル・テクニカルセンターを具現化

● 三重宮川山林
－木と森林空間の新たな活用を目指した「フォレストチャレンジ 森あげプロジェクト」を実施
木材を活用して生活雑貨や家具の販売を開始
－自社施設に産地木材を活用
－森の循環を学ぶワークショップや体験学習を開催

● Toyota Technical Center Shimoyama
－事業予定地の約6割の面積を保全エリアとして残し、地域住民と共に森林と
水田の再生および管理を実施。
2019年4月に、「Toyota Technical Center Shimoyama」として運用開始

２０.
連結環境マネジメントの
強化推進

● グローバルでの各種環境委員会活動の充実による各国、各地域での全事業活動に関わる
トップレベルの環境パフォーマンス（CO₂、水など）確保に向けた活動の強化

● 日本
－「オールトヨタ生産環境会議・連絡会（役員会議）」を毎年開催し、
オールトヨタでの生産・物流分野の取り組みを共有して議論し、一体的に推進

● グローバル
－日本を含めた７地域の部長級で「グローバル環境会議」を毎年開催し、
トヨタ自動車からの情報展開や各地域の取り組み課題について議論
－2018年から主要5地域（日米欧中亜）の役員級による「環境戦略会議」を定期開催し、
中長期視点でグローバル環境戦略を議論
－グローバル環境表彰を毎年実施
生産・物流分野の環境改善活動を促進し、優秀な改善事例を横展

２１.
各国、各地域の都市大気
環境改善に資する
排ガス低減

● 各国、各地域の都市環境改善に資する低排出ガス車を着実に導入
● トヨタは、各国の研究機関との「大気環境研究協力」を通し、大気環境改善に貢献する

● 各国・各地域において排出ガス規制強化が進む中、これに適合した車両を着実に投入
● 各国の研究機関との「大気環境研究協力」など、様々なパートナーと共に
都市環境改善に資する活動を実施

２２.
生産活動における
VOC（揮発性有機化合物）の
低減

● 塗装工程における塗料、シンナーの低減などVOC低減技術の開発と展開
－塗装設備改装計画と連動した取り組みと日常改善活動によるVOC低減を継続的に推進

● バンパー塗装工程での水性塗料への切り替え推進、
日常改善によるVOC低減の継続的推進により、日本で塗装面積当たりの排出量目標を
ボデー、バンパーともに達成

● 各国、各地域の環境法令遵守と環境リスクの未然防止活動の徹底強化 ● 2016－2020年度で、重大な環境法令違反および環境異常なし
日本各社の環境取り組み実務担当者を対象に現地相互確認会を継続的に実施

● 2020年度は環境異常が3件（日本3件、他の地域0件）発生したが、全て軽微であり、
対策・横展を完了

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

● 各国、各地域の法規動向を踏まえた、製品化学物質管理の充実 ● 業務管理規定類の充実化（例：適合業務規定制定、管理規定見直し）
● 各国法規を反映した規制対象物質のグローバル自動車業界標準物質リスト「GADSL」
最新版に基づき社内規定の改正を着実に実施
－サプライヤーの工程監査・調査による化学物質管理体制の評価・改善

＊ TMC＋日本の連結会社（生産拠点）

対象 地域 項目 目標（2020年度）

TMC
他の地域

塗装面積当たり排出量 310g/m2以下（全ライン平均）
日本・その他

バンパー塗装
その他塗装 VOC排出量低減活動推進

地域No.1の低減活動推進

塗装面積当たり排出量
塗装面積当たり排出量

26g/m2以下（全ライン平均）
19g/m2以下（全ライン平均）

日本＊

ボデー塗装 TMC

対象 地域 項目 2020年度実績

TMC
他の地域

塗装面積当たり排出量 148g/m2
日本・その他

バンパー塗装
その他塗装 塗着効率改善活動など推進

塗着効率改善活動など推進

塗装面積当たり排出量
塗装面積当たり排出量

21.5g/m2

13.9g/m2
日本

ボデー塗装 TMC
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〔評価の凡例〕　

取り組み項目 評価2016－2020年度の成果具体的な実施項目・目標など
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環境マネジメント

バリューチェーン連携 ２5.
ビジネスパートナーと
連携した環境活動の推進 ：
サプライヤー

● サプライヤーとの連携を一層強化し、グローバルで共に環境を良くする活動を推進
－各国法規、規制への確実な対応、化学物質管理の着実な推進
－CO2低減、資源循環、水インパクト低減、自然共生社会の構築など、
幅広い環境取り組みを連携して推進

２6.
ビジネスパートナーと
連携した環境活動の推進 ：
販売店、販売代理店

● 販売店および販売代理店と連携した環境マネジメントの推進
〈日本〉
－トヨタ販売店CSRチェックリストの徹底による環境取り組みの推進と、
環境管理充実によるCO2低減などの推進

〈他の地域〉
－各地域統括会社・各国代理店が主導する環境取り組みの推進と強化（CO2低減など）
－販売店環境リスク監査（DERAP)推進と強化

● 日本
－トヨタ販売店『法令遵守の手引き』（旧CSRチェックリスト）のチェック項目を毎年更新し、
販売店の環境管理充実を推進
2020年は容器包装リサイクル法（レジ袋有料化対応）の項目を追加し展開
－2019年5月に『環境ガイドブック』を作成、販売店各社に環境取り組み方針を展開
 ● 他の地域
－各地域で環境ガイドラインを作成し、CO₂低減などの環境取り組みを強化
－DERAPへの参加販売店は、5年間で81カ国4,233販売店から
97カ国4,647販売店に増加。うち、監査対象の5項目すべてを達成した販売店は、
参加全体の91%から95％へ増加

● 『TOYOTAグリーン調達ガイドライン』（GPG）を定期的に改定しつつ、
サプライヤーと共有し、対話
（2016年度トヨタ環境チャレンジ対応、2019年度化学物質管理方法を修正し自然共生を追加）
● 日本では2020年度からGPGに基づく自主点検を依頼し、スコアリング結果をフィードバック
● 化学物質管理の徹底に向け、自主点検表を用いた啓発活動を2020年度は366社に実施し、
今後の活動に生かす取り組みを継続推進、
同活動を米国、欧州、中国、タイにも展開し実施

● CDPサプライチェーンプログラムに継続的に取り組み、参加サプライヤーを対象に
開催説明会およびガイダンスを毎年実施し、リスクや機会などについてコミュニケ―ション

● 協豊会（サプライヤー団体）で環境をテーマにした研究会にて
活動成果をとりまとめ１期目の活動（～2019年度）を完了
2020年度より第2期研究会を参加企業を増やして開始
協豊会会員を対象に環境推進賞を設立し、環境取り組みで多大な貢献のあった
サプライヤーを継続的に表彰

◯

◯

２3.
グローバル社員教育・
啓発活動の一層の強化

● グローバルで、従業員への環境教育を通じた環境保全意識の啓発推進
－連結事業体と連携した環境教育の体系化
－各国、各地域の実情に合わせた環境教育の実施  

● 毎年6月を「トヨタ地球環境月間」としてグローバルで一体的に推進
－トップメッセージを発信し、「気づく」「学ぶ」「動く」のサイクルで環境教育を実施

● 日本では、イントラネットやe-ラーニングにて、トヨタ環境チャレンジ2050に関する教育を実施
－使い捨てプラスチック削減活動や植樹、「サステナブルシーフード」の食堂提供、
エコ検定の受験料補助等を実施
－環境クイズ、世界水の日、生物多様性の日、水週間等、年間を通して啓発
社外講師による環境講演会、従業員向け環境セミナー、新入社員向け環境教育も
継続して実施

● その他の地域の事業体では、ポスター掲示、環境宣言、ワークショップなどを実施

２4.
環境情報の積極的開示と
コミュニケーションの充実

● 環境の情報開示の一層の充実
－環境情報の収集対象とする事業体の拡大とその仕組みづくり
－『環境報告書』のさらなる内容充実

● グローバルおよび各国、各地域での環境のコミュニケーション活動の一層の充実

● CDP気候変動および水で、最高評価である「Aリスト企業」に選定
 （2016-2017年、2019-2020年）
● 『環境報告書』での情報開示の拡充
（トヨタ環境チャレンジとSDGsの関連、TCFDやSASBの推奨開示項目への対応等）
● 各地域で投資家などステークホルダーとの環境コミュニケーション活動を実施
2019年には国連環境計画（UNEP）アジア太平洋地域事務所とのダイアログを実施

◯

◯

第６次トヨタ環境取組プラン
成果（詳細）戦略・マネジメント ライフサイクルCO2

ゼロチャレンジ
人と自然が共生する

未来づくりへのチャレンジ新車CO2ゼロチャレンジ 工場CO2ゼロチャレンジ 水環境インパクト
最小化チャレンジ

循環型社会・
システム構築チャレンジ 環境データ

社会への取り組みサステナビリティ推進 環境への取り組み ガバナンス概要




