Environmental Report 2018

7

編集方針・目次・概要・ハイライト・トップメッセージ
トヨタ環境チャレンジ 2050

環境チャレンジ・第 6 次「トヨタ環境取組プラン」

特集 「2030 マイルストーン」の設定

トヨタ環境チャレンジ 2050

6 つのチャレンジ・環境マネジメント

環境データ・第三者保証報告書

第 6 次「トヨタ環境取組プラン」2017 年度レビュー

～ゼロの世界にとどまらない“プラスの世界”の実現へ

トヨタは、
「トヨタ基本理念」のもと、環境問題を経営における最重要課題の一つと捉え、
「トヨタ地球環境憲章」を定め、その実現のための推進体制を整えています。常に世の中の声
や動きを把握し、トヨタとして何に注力すべきかを考え、将来の課題に先んじて新たな発想と技術でこの問題に取り組んできました。いまだ山積する環境課題を踏まえ 2015 年 10 月
には 6 つのチャレンジを策定し、人とクルマと自然が共生する社会を目指して走り続けています。
2050 年に向け、トヨタが成し遂げるべき 6 つの環境チャレンジ

環境の重要課題（マテリアリティ）としての6つのチャレンジを特定・実行するプロセス

IPCC 第 5 次評価報告書による「2100 年に想定される温室効果ガス濃度と気温上昇の

環境課題は、事業活動におけるリスクとなる反面、事業機会の創出にもつながるため、

予測」シナリオでは、2100 年の気温上昇を産業革命以前に比べて「2℃未満」に抑える

長期ビジョンの策定においては、この視点に立った重要課題の特定が不可欠です。トヨタ

シナリオは複数あり、どの経路においても、

は策定に当たり、将来を見据えたリスクと事業機会の可能性を把握すべく、情報収集に

◦ 2050 年の温室効果ガス排出量が 2010 年に比べ 40 ～ 70％低減（2010 年比）

努めるとともに、ステークホルダーにとっての重要度と自社事業における重要度の両面

◦ 2100 年にはほぼゼロかマイナスになる

から、環境課題の評価・特定を行いました。

を想定しています。
トヨタは、温室効果ガスに起因する異常気象、開発による生物多様性の喪失、人口増加
にともなう水不足など、深刻化する地球環境の諸問題に対し、これまでも幅広い取り組
みを推進してきました。2015 年 10 月には、
「トヨタ環境チャレンジ 2050」を公表し、
クルマの環境負荷をゼロに近づけるとともに、地球・社会にプラスとなる取り組みを通

STEP

1

じて、持続可能な社会の実現に貢献するためのチャレンジを実施しています。
STEP

地球・社会の深刻な環境課題

◦温室効果ガスに起因する異常気象
◦都市部の大気の悪化
◦人口増加にともなう水不足

◦金属などの資源の枯渇
◦開発進展による生態系の断片化
◦生態系変化や気候変動に起因する
生物多様性の劣化

2

STEP

3

STEP

4

情報収集・分析
情報収集・分析においては、2050 年の環境に関する科学的予測をはじめ、国際的な枠組み・政策
動向、新興国の動き、外部格付け機関の主要指標、G7 サミットでの環境問題に対する各国首脳の発言
などのグローバルトレンドを踏まえ、マクロ経済トレンドや留意すべき社会の要請などから、リスク
と機会を把握しました。
重要課題（マテリアリティ）の抽出
重要課題（マテリアリティ）の抽出に当たっては、ESG 投資家や調査機関の主要指標や国際機関・
NGO・消費者などのステークホルダーとのコミュニケーションによって得られた外部環境分析と、
「トヨタ基本理念」や「トヨタ地球環境憲章」や社内関連部署からのヒアリングなどを通じて得られた
内部環境分析をもとに、課題を抽出しました。
重要課題（マテリアリティ）の特定
重要課題（マテリアリティ）の特定においては、洗い出した課題をステークホルダーに対する影響度と
トヨタの事業活動に与えるインパクト・事業機会創出の可能性の両面から 2 軸でマッピングし、重要
度の優先付けを行いました。

「トヨタ環境チャレンジ 2050」の策定・定期的な見直しと情報開示
ステークホルダーとトヨタにおける優先重要度がともに高い課題を「トヨタ環境チャレンジ 2050」
（6 つのチャレンジ）として策定し、会社の中長期戦略を決定する「コーポレート企画会議（現サステナ
ビリティ会議）
」の承認を得ました。着実な実行のためには、経営層が環境取り組みを事業機会と捉え、
的確な環境戦略投資を図ることに加え、グループ企業も巻き込み、取引先との連携も強めていくこと
が大切です。また、レビュー評価を定期的に行い、アクションプランの見直しを行っていきます。
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環境チャレンジ・第 6 次「トヨタ環境取組プラン」

特集 「2030 マイルストーン」の設定

6 つのチャレンジ・環境マネジメント

環境データ・第三者保証報告書

第 6 次「トヨタ環境取組プラン」2017 年度レビュー

「環境チャレンジ2050」を実現するために ～「2030マイルストーン」の設定

「トヨタ環境チャレンジ 2050」の実現に向けた中長期施策の一つとして、2017 年 12 月に電動車の開発・展開を軸とした「2020 年代〜 2030 年までの電動車普及に向けたチャレンジ」
を公表しました。
「2030 マイルストーン」は、この公表内容も含め、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 カ年毎の具体的な実施計画や目標を定めた
「トヨタ環境取組プラン」とあわせ、取り組みを一層進め、持続可能な社会の実現に貢献します。
2030 マイルストーンの設定

一方、電動車は走行時の環境負荷は少ないものの、生産時の CO₂ 排出量は同クラスガソ
リン車よりも多いという側面を持ち合わせています。そのため生産段階でも定量的なマ

トヨタは従来から、電動車の開発・市場投入を積極的に進めており、1997 年には電動車

イルストーンの設定が必要です。
「2030 マイルストーン」は、クルマのライフサイクル

の先駆けとなった「プリウス」を発売し、以来 20 年にわたり普及に取り組んでいます。

（材料製造、部品製造・車両組み立て、走行、メンテナンス、廃棄）すべての段階での CO₂

2018 年 4 月時点の電動車累計販売台数は 1,200 万台で、その CO₂ 抑制効果は 94 百万

を削減するとともに循環型社会の構築や自然との共生など、他のチャレンジについて

トンに及びます。東京都の 2015 年 CO₂ 排出量が 6,084 万トン -CO₂ ※ 1 であるため、電動

も、定量的・定性的なマイルストーンを設定することで、環境負荷低減を推進し、
「プラ

車普及が CO₂ 排出量抑制に寄与する効果は非常に大きいと考えています。

スの世界」を成し遂げる活動を加速させるものです。

そのため 2030 年のマイルストーン「年間電動車販売台数 550 万台、電気自動車（EV）、

※ 1 出典：東京都環境局「都における最終エネルギー消費及び温室効果ガス排出量総合調査」
※ 2 推計値。市場状況などによる変動の可能性があります

燃料電池自動車（FCV）販売台数 100 万台以上」を達成すれば、CO₂ 排出量は 2010 年比
35% 削減の見込みと予測※ 2 しています。

求められる姿
（持続可能な社会）

あるべき姿

「トヨタ環境チャレンジ2050」
発表

ありたい姿
（企業理念）

環境取り組みのベクトル

CO₂ゼロ社会・人と自然が共生する社会

「2020年代～2030年までの電動車普及に向けたチャレンジ」
公表
3年間の進捗

「2030マイルストーン」
設定
事業活動におけるリスクと事業機会の不断の見直し

情報収集・分析
情報開示
2015.10

“プラスの世界”
を成し遂げる
「プラスへのチャレンジ」

2017.12 2018.9

20 20

第6次
「トヨタ環境取組プラン」

“CO₂ゼロ”
を成し遂げる
「ゼロへのチャレンジ」

2025

第7次

第8次

6つのチャレンジを具現化するためのアクションプラン
「トヨタ環境取組プラン」
（5カ年目標）
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第 6 次「トヨタ環境取組プラン」2017 年度レビュー

気候変動に関するシナリオ分析

2 つのシナリオの分析結果

「環境チャレンジ 2050」を実現するため、トヨタの現状や社会動向を踏まえながら

▪電動車販売

「2030 マイルストーン」を設定しています。設定に当たっては、
「2100 年の気温上昇

ハイブリッド車（HV）を含めた電動車比率に関しては、2030 マイルストーンの比率は、

2℃あるいはそれを下回る将来の異なる気候シナリオ」を前提に、気候変動がトヨタに

「2℃」
「Beyond 2℃」水準の各気候シナリオの比率を上回ります。一方、その内数である

もたらす影響を分析し、トヨタの中長期施策がレジリエンスを有することを検証してい

「2℃」水準の比率は上回りますが、
「Beyond 2℃」水準には及び
ZEV ＊比率に関しては、

ます。なお、前提とした気候シナリオは、国際エネルギー機関（IEA）のレポートから、

ません。しかし、トヨタは HV 開発を通じて、電動車に欠かせない要素技術を培い、量産

「2℃」および 2 度を下回る気候シナリオ「Beyond 2℃」水準のものを参照し、電動車販売

基盤を確立しています。これらは ZEV にも活用することが可能であり、需要変化に応じ
てフレキシブルかつ戦略的にパワートレーン・ラインナップを変更することが可能です。

と工場の生産活動を対象として分析しました。

今後は、
「Beyond2℃」に向かい、世界が推移していくかをさまざまな指標をモニタ
リングすることで見極め、ラインアップ変更の必要性を柔軟に判断していきます。

検討のプロセス

＊ ZEV（Zero Emission Vehicle）
：走行時に CO₂ を一切出さないクルマ

トヨタの提供価値
安全・安心

環境
もっといいクルマ

感動

車両電動化のマイルストーン

いい町・いい社会

HV

環境視点のありたい姿

CO₂ゼロ社会・人と自然が共生する社会

機会

電動車の開発・展開を基軸

エンジン車
1997年
世界初
量産HV

リスク

1990

中長期施策

CO₂ゼロチャレンジ 2030マイルストーン

2000

2050年
CO₂ゼロ
チャレンジ

2030
マイル
ストーン

2014年
FCV

PHV
FCV
EV

2010

2020

2030

2040

2050

▪工場での生産活動
「2℃」目標の達成に向け、政策としてカーボンプライシングの議論が世界的に進んでい

IEA 2℃

2つの気候シナリオでレジリエンス性を検証

IEA Beyond 2℃

ます。同政策による財務リスクとして、エネルギー起源 CO₂ 排出量に応じた炭素価格
由来の支出増大が考えられます。しかし、トヨタは「トヨタ環境チャレンジ 2050」および
「2030 マイルストーン」にて、グローバル工場 CO₂ 排出量削減を推進しています。これに
より、炭素価格由来の支出の減額、省エネ・創エネによるエネルギー購入費削減を見込む
ことができます。これらより、2030 マイルストーンは、炭素価格由来の支出がもたらす
財務影響を比較的低く抑えることを可能とする施策です。
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「トヨタ環境チャレンジ 2050」に向けた
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環境データ・第三者保証報告書

第 6 次「トヨタ環境取組プラン」2017 年度レビュー

トヨタ環境チャレンジ 2050

Challenge 2

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

トヨタ環境チャレンジ 2050

Challenge 1

新車 CO₂ ゼロチャレンジ

トヨタ環境チャレンジ 2050

Challenge 3

工場 CO₂ ゼロチャレンジ

2030マイルストーン

2050 年グローバル新車平均走行時 CO₂ 排出量の
90％削減（2010 年比）を目指す

◦ライフサイクルでの CO₂ 排出量を 2013 年比で

25% 以上削減

2050 年グローバル工場 CO₂ 排出ゼロを目指す

※2

2030マイルストーン
◦グローバル販売台数で、電動車

550 万台以上

、

2030マイルストーン

※ 2 チャレンジ 1、3 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

電気自動車（EV）、燃料電池自動車（FCV）、

合計

2050

100 万台以上

。

◦グローバル工場からの CO₂ 排出量を 2013 年比で

35% 削減

グローバル新車平均走行時 CO₂ 排出量（g/km）は、
2010 年比で

35% 以上削減

※1

※ 1 推計値。市場状況などによる変動の可能性があります

2030

トヨタ環境チャレンジ 2050

Challenge 4

水環境インパクト最小化チャレンジ

MILESTONE

各国地域事情に応じた
水使用量の最小化と排水の管理
2030マイルストーン

水量：北米・アジア・南ア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

22

全
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

Challenge 5

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

◦「自然と共生する工場」を、

循環型社会・システム構築チャレンジ

国内

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

12 工場 海外 7 工場
、

◦ NGO などとの連携による

◦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

30カ所

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

2030マイルストーン

◦廃車適正処理のモデル施設を

Challenge 6

2030マイルストーン

トヨタ環境チャレンジ 2050

◦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

トヨタ環境チャレンジ 2050

設置完了

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
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環境チャレンジ・第 6 次「トヨタ環境取組プラン」

特集 「2030 マイルストーン」の設定

「トヨタ環境チャレンジ2050」におけるリスクと機会の認識

6 つのチャレンジの実績・進捗と今後の取り組み

トヨタ環境チャレンジ2050

し、それに対して「トヨタ環境チャレンジ 2050」に向けた
活動を行うことが、トヨタの持続可能な競争力を高める

2050年グローバル新車平均走行時CO₂排出量の90％削減（2010年比）を目指す

機会となると考えて経営の意思決定をしています。
気候変動によるリスクのうち、異常気象による災害リスク
新車CO₂ゼロ

脅かし持続可能な発展の妨げとなります。また燃費規制や

つながる可能性があります。

ライフサイクルCO₂ゼロ

より、気候変動の物理的リスクの緩和に貢献して、世界の
に対応することで販売機会の一層の創出が図れると考えて

工場CO₂ゼロ

います。

があれば、地域の水環境に大きなインパクトを及ぼし、操業

水環境インパクト最小化

が許されなくなる可能性があります。
や、各国・各地域の廃車の不適正処理のため、メーカーに対
また、生物多様性の損失のリスクについても、不適切な

循環型社会・システム構築

可能な発展が損なわれるリスクが考えられます。

プラスとなる貢献をすることで、各地域からの信頼を得て、
事業の持続可能性や販売機会を一層高めることにつながる
と認識しています。

「部品を長く使う」
「リサイクル技術の開発」
「廃車されるクルマからクルマをつくる」
［ 取り組み ］ 「エコな素材を使う」
の４本柱で、循環型社会の実現を目指す
2016年から、世界展開に向けた２つのプロジェクトを開始
•Toyota Global 100 Dismantlers＊2 Project
•Toyota Global Car-to-Car Recycle Project
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

すリスクや、地球規模での豊かな自然の喪失により、持続

リスクやインパクトを最小化するだけでなく、各地域に

［ 取り組み ］ 水量と水質の2つの側面から活動を推進
•生産工程内での水使用量削減はもとより、雨水利用による工業用水使用量の削減や水の再利用率向上
•厳しい水質基準で排水の水質を管理し、
自然にとって良い水質で地域に還すことで、地域環境に貢献

＊2 Dismantlers（ディスマントラーズ）
：クルマなどの解体業者

開発・操業によって周辺地域の生態系にインパクトを及ぼ

トヨタはチャレンジ 4 ～ 6 の取り組みにより、これらの

［ 取り組み ］ 生産工場で「低CO₂技術の開発・導入と日常改善」
と
「再生可能エネルギー活用と水素利用」
を推進
•工程のシンプル・スリム化、革新的な省エネを進め、
新設工場での台当たりCO₂排出を2030年には3分の1（2001年比）
を目指す
•2020年ごろを目指して田原工場に風力発電を設置するなど、再エネを利活用

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

資源の利用については、資源枯渇により生産が滞るリスク
して必要以上の処理義務が求められるリスクがあります。

［ 取り組み ］ 材料製造から部品・車両製造、走行、廃棄までのライフサイクル全体でCO₂を削減
•低CO₂材料の開発・使用拡大など、材料製造時のCO₂削減
•リサイクル材料の使用拡大など、環境配慮を推進

各国地域事情に応じた水使用量の最小化と排水の管理

水資源については、操業している地域ごとにリスクの内容、
程度は異なるものの、もし水の過剰な利用や汚染水の排出

＊1 ZEV（Zero Emission Vehicle）
：走行時にCO₂を一切出さないクルマ

2050年グローバル工場CO₂排出ゼロを目指す

トヨタはチャレンジ 1 ～ 3 で CO₂ ゼロに取り組むことに
持続可能な発展に寄与するとともに、いち早く規制リスク

と
「燃料多様化への対応」の観点から次世代車普及のさらなる加速を図る
［ 取り組み ］ 「省エネルギー」
•ハイブリッド車、プラグインハイブリッド車のグローバルでの普及を加速
•燃料電池自動車、電気自動車などのZEV＊1の普及を加速

ライフサイクル全体でのCO₂排出ゼロを目指す

省エネルギー規制などの規制リスクは、クルマや生産活動
のコスト増や、規制への対応遅れによる販売機会の損失に

環境データ・第三者保証報告書

第 6 次「トヨタ環境取組プラン」2017 年度レビュー

トヨタは地球環境問題から生じるさまざまなリスクを認識

は事業継続への影響だけではなく、世界の人々の生活を

6 つのチャレンジ・環境マネジメント

人と自然が共生する
未来づくりへ

［ 取り組み ］ 「自然共生活動」
「環境活動助成」
「環境教育」の3つの柱の自然保全活動の充実を図る
2016年から3つの「つなぐ」プロジェクトを展開
•地域をつなぐ
「Toyota Green Wave Project」
•世界とつなぐ
「Toyota Today for Tomorrow Project」
•未来へつなぐ
「Toyota ESD＊3 Project」
＊3 ESD（Education for Sustainable Development）
：持続可能な開発のための教育

トヨタ環境チャレンジ2050に関連する主なSDGs：
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主な取り組みの実績・進捗
グローバル共通

各地域

今後の主な取り組み

●電動車実績：2017年年間販売台数150万台突破、
累計販売台数1,200万台（2018年4月時点）
●FCV「MIRAI」販売
●パナソニックと車載用角形電池事業の協業について検討開始

●FCバス
「SORA」発売（日本）
●スズキとインド市場向けEV投入に関する覚書を締結（インド）
●植物由来のエタノールなどのアルコールを燃料として走行できる
フレックス燃料ハイブリッド車 試作車のテスト走行を通じたデータ収集、
実用化に向けた耐久性・パワートレーン性能などを検証(ブラジル）

●HV累計販売台数2020年1,500万台
●EVは2020年代前半にグローバルで10車種以上
●FCVは2020年ごろ以降グローバルで年間3万台以上
●2025年ごろ、全車種に電動グレード設定
●2023年にTNGAパワートレーン搭載車をトヨタの
車両販売台数の約80％に拡大

●日本をはじめ海外各拠点で『TOYOTAグリーン調達ガイドライン』
を発行し、
サプライヤーに取り組み推進を依頼
●世界初の水素に関するグローバルイニシアチブ「Hydrogen Council」
に参加

●2004年以降に発売された全モデルにLCAを実施し、CO₂排出量を削減（日本）
●共同輸送、輸送ルートを見直しなど、物流活動によるCO₂排出量削減（インドなど）
●燃料電池発電所に水素ステーションを併設する
「Tri-Gen」建設（米国）
●風力発電により製造した低炭素水素を利用した実証事業の本格運用開始（日本）

●材料・購入部品メーカーとCO₂削減に向けた
開発および連携の強化
●モーダルシフトや共同輸送の拡大

●低CO₂生産技術の開発・導入と日常カイゼンによる削減
•ライン/工程の切替えにともない、
シンプル/スリムな設備を導入促進
•社内のメンバーによるエネルギー診断・カイゼン提案、対策実施を行う活動
（社内ESCO活動）
を海外へ展開(日常カイゼン推進)
●再生可能エネルギーの導入
•各国、各地域の特性を考慮し導入拡大

●ライン容積とCO₂排出量を大幅に削減した新塗装ラインの導入(日本)
●使用電力の１００％を再生可能エネルギーで調達（ブラジル）
●定置式純水素燃料電池を活用したゼロエネルギービルを建設（日本）

●開発した技術をグローバル展開し、
さらなるCO₂原単位の低減を目指す
●自社工場への太陽光発電などの自家発電設備導入促進
●水素利活用技術の手の内化＊と低コスト化

●トヨタ水環境方針策定
●「水量」の取り組み：地域の水環境を考慮したインパクト評価実施、
チャレンジ優先工場の設定
●「水質」の取り組み：河川に排水する工場でのインパクト評価開始

●「雨水貯留による工業用水利用量削減」
「ろ過装置による水の再利用率向上」
「排水リサイクルによる水の再利用」など、各工程で水使用量削減と
再利用技術を導入（フランス）
●貯水タンクと太陽光発電を備えた水浄化装置の導入により、販売店にて洗車に
必要な水を確保(南アフリカ）

●「水量」
：チャレンジ優先工場での水低減活動の推進
●「水質」:インパクト評価の実施
●水使用量低減事例のグローバル展開

●プルタブアース、解体性向上マークなどの易解体性設計の継続採用
●レアアースの一種ネオジムを最大50%削減可能なモーター用
「省ネオジム耐熱磁石」開発
●HVバッテリー回収ネットワークの構築

●東南アジア初のモデル施設となる車両解体工場設立（タイ）
●水素ガス抜き講習会（日本)
●中部電力と連携した大規模な蓄電池システム構築および
使用済みバッテリーリサイクルの実証実験開始（日本）
●「カムリ」ハイブリッドモデルの使用済みニッケル水素バッテリーパックと
太陽光発電を組み合わせた分散型発電システムを
イエローストーン国立公園内で稼働（米国）

●十分な解体設備のない地域でのモデル施設の設置活動
●FCV、EVなど電動車の廃車適正処理の実行
●海外処理炉の拡充など、使用済み電池の
グローバルリサイクル体制の確立

●「工場の森づくり」
から、森以外の生息地も対象とし、指標生物を継続的に
モニタリングする
「自然と共生する工場」
に発展
●「自然と共生する工場」の国内外モデルプラントを選定
●自動車業界として世界初、
日本企業初の
「WWF
（World Wide Fund for Nature）
グローバル・コーポレート・パートナーシップ」締結
●生物多様性の危機に関する知見を拡充するため、
IUCN（International Union for Conservation of Nature）
と
5年間のパートナーシップを開始し、各国でイベント開催

●「自然と共生する工場」の国内モデル工場での活動開始（日本）
●関係会社23社で立ち上げた「オールトヨタ自然共生ワーキンググループ」
による、
自然共生の取り組み拡大、情報発信の充実、連携強化（日本）
●環境保全活動を未来につなぐために必要な「人づくり」
として、白川郷自然學校、
トヨタの森、
トヨタ三重宮川山林で環境体験学習実施（日本）
●海外での「オールトヨタ自然共生ワーキンググループ」立ち上げ（タイ）

●「自然と共生する工場」のモデルプラントでの確実な
実施と、他工場への横展の推進
●国内外で地域や関係会社と協働した、生きものや
生息域保全など自然共生活動を広げて、地域をつなぐ
●民間企業とNGOなどとのパートナーシップにより
生物多様性保全活動の輪を世界とつなぐ
●社内外でＥｃｏ人材の育成を促進し、未来につなぐ

＊ 手の内化：技術、
ノウハウを使いこなせるようにすること
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レビューコメント

レビューコメント

の環境負荷をゼロに近づける」とする目標を目に

でもエシカル消費や SDGs を学び始めるなか、若い方

したとき、
「日本の環境経営の水準は確実に飛躍

たちの消費行動は変化してきています。背景にエシカ

する」と確信しました。
「現在の積み上げで未来を

ルな物語のあるものを購入することで、自身が解決の

語る」
「必達を見通せることを目標に掲げる」という

一部になれると知ったとき、誇りや豊かさを感じる人

私達の慣習を覆し、
「ありたい姿を掲げ、そこを起点

がたくさんいます。そうしたものさしを持つ世代が

に今何をすべきかを考える」思考への進化を感じた

いずれ消費社会の中心となったとき、思いやりのある

からです。ただ、現場では30 ～ 40年後の目標と5年

お金の使い方は、誰もが安心して暮らせる社会や自然

スパンの取組プランのあいだのギャップは依然あった

環境につながります。こうしたエシカルの考えのもと、

3 年前、
「トヨタ環境チャレンジ 2050」で「クルマ

株式会社日本総合研究所 理事

6 つのチャレンジ・環境マネジメント

でしょう。今回の「2030 マイルストーン」は未来と現在を繋ぐ有力な手かがり
となり、ステークホルダーの納得感をより高めることでしょう。
一方、6 つのチャレンジの実績・進捗と今後の取り組みを拝見して、気付いた
点もありました。第一は、海外拠点の現状把握や進捗管理には課題が残ります。

ネットや SNS を通じて「知る機会」が増え、学校教育

一般社団法人エシカル協会 代表理事

末吉里花氏

「トヨタ環境チャレンジ 2050」が掲げる「クルマの持つマイナス要因を限りなく
ゼロに近づけるとともに、社会にプラスをもたらすことを目指す」という一文は、
エシカルを意識している消費者から共感を得られるメッセージだと思います。
今回、トヨタの環境取り組みを知るなかで、2 つの期待を抱きました。
「2030

御社のグローバル展開の状況から考えれば、TMC だけの努力では目標達成に

マイルストーン」を示したことは、消費者や社会に対する新たな信頼につながる

は届きません。第二はチャレンジ間の連携余地です。例えば、バイオ緑化事業を

と思いますが、私たち「つかう側の責任」が果たせるよう、こうした「選ぶ基準」を

森林経営事業に進化させることで、チャレンジ 2 の目標達成に貢献する道筋も

もっといろんなカタチで伝えてほしいと思います。もうひとつは、トヨタにエシカル

可能でしょう。第三は、エコドライブの推進をより重点化すべき点です。コネ

な消費者を育ててほしいと感じました。グローバル企業がこれまで以上に消費者

クテッド技術で、ドライバーすべてのエコドライブ度を評価することも早晩、

から支持されるためには、企業やブランドが「地域のギフト」と思っていただける

可能になります。第四は、クリーンエネルギー活用への積極コミットです。

ことが大切だと思います。トヨタがいるからこそ地域が元気でいられる、そして、

国内外で RE100 を標榜する企業も増加しています。未来と今をつなぐ難しさ

その地域にはエシカルな消費者がたくさん育つというプラスの贈り物。消費者が

は容易に想像されますが、御社には日本企業のフロントランナーとして今後も

企業と一緒に一歩を踏み出すような行動を、時にはトヨタが背中を押してくれる

定期的な進捗報告を期待しております。

ことでエシカルな世界を広げ、持続可能な社会につなげてほしいと思います。

100 年に一度と言われる大変革期にある自動車産業の中で、トヨタはこれからもお客様に、安全・安心、環境、感動を提供していくために改革を続けており
ます。特に環境面では、気候変動、水資源、資源循環、生物多様性などの問題に対し、2015 年以来、
「トヨタ環境チャレンジ 2050」を掲げて取り組んでおります。
本年の環境報告書では、この取り組みを一層具体化するため、2030 年時点での各チャレンジの姿をマイルストーンとして公表いたしました。今後の
実行にあたっては、足達様からご指摘いただいた 4 つの点を踏まえ、活動の面でも、情報の把握や開示の面でも内容を深化させてまいります。また、末吉様から
いただいたご意見のように、お客様はじめさまざまなステークホルダーの皆様の共感をいただくことが、チャレンジの実現に不可欠であると考えております。
今後とも一層のご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

トヨタ自動車株式会社

常務理事

籠橋寛典

