
28Environmental Report 2018

Challenge1　
新車CO₂ゼロチャレンジ

Challenge2
ライフサイクルCO₂ゼロチャレンジ

Challenge3
工場CO₂ゼロチャレンジ

2050年
脱炭素社会に向けて

Challenge4
水環境インパクト最小化チャレンジ

Challenge5
循環型社会・システム構築チャレンジ

Challenge6
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

編集方針・目次・概要・ハイライト・トップメッセージ 環境チャレンジ・第6次「トヨタ環境取組プラン」 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

クルマの製造時におけるCO₂排出量ゼロを目指すのが「工場CO₂ゼロチャレンジ」です。そのためにトヨタは、「革新技術の導入と日常改善」「再生エネルギー導入
と水素の活用」で取り組みます。まず、製造工程のシンプル化、スリム化により工程や時間を短縮し、設備の最適化や廃熱の利用など、エネルギーの利用効率を向上させます。さらに、
エネルギーを使わない「からくり」を導入するなど、ありとあらゆる手段でCO₂排出量を抑制します。
また、太陽光や風力発電などの再生可能エネルギーや水素エネルギーも有効活用していきます。

生産活動におけるCO₂排出量の低減に向けて、低CO₂生産技術の開発・導入および
日々の低減活動に取り組んでいます。
2017年度、トヨタ自動車（TMC）では、工場の製造部と生産技術、原動力が一体となり、
生産の現場でエネルギー診断や、改善提案、対策実施を行い省エネに取り組む活動（社内
ESCO活動）と、好事例の横展＊に継続的に取り組みました。横展においては、特に、蒸気
レス、エアレス、LED化に重点を置き、工程共通の事例から複数工程に展開が可能な事例
まで拡大し、ベストプラクティスを共有することで、日常改善を加速させました。その
結果、CO₂排出量（総量）は114万トン（前年度比1.4%減）、生産台数当たりのCO₂
排出量は0.394トン/台（前年度比1.1%減）となりました。
グローバルにおいても、社内ESCO活動を自立化、加速するため、活動のリーダーとなる

海外人材の育成に取り組み、現地現物教育を行うなどしました。TMCのベストプラク
ティスを増やし（29事例から62事例）、国内の関連会社や海外の各工場へ展開すること
で、改善につなげました。
国内の関連会社においても、社内ESCO活動に積極的に取り組みましたが、車両の軽量
化にともなうアルミホイールの生産増により、使用エネルギーが増加した会社もありま
した。また、再生可能エネルギーの購入や、太陽光パネルの設置による自家発電、自社
消費により、CO₂排出量の削減効果を得られました。これらの結果、CO₂排出量（総量）
は779万トン（前年度比0.2%減）、生産台数当たりのCO₂排出量は、0.740トン/台

（前年度比0.2%減）となりました。
今後も、生産活動におけるCO₂排出低減に向けて、社内ESCO活動などの省エネ活動を
加速させていきます。

革新技術の導入と日常改善

生産活動におけるCO₂排出量の低減

＊ 横展：改善事例やノウハウ、違反などの情報をグループ内で共有化すること

Challenge 3　工場CO₂ゼロチャレンジ

基本的な考え方
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TMC本社のボイラー設備は、本社工場・事務棟・技術地区の3カ所へ蒸気を供給しており、
2014年度の蒸気供給量は12万トンに及んでいました。蒸気は送気損失が大きく、有効
に利用できるエネルギーは半分以下なので、2015年度よりCO₂ゼロチャレンジに向けた
蒸気レス活動を計画しました。具体的には、本社原動力ボイラーからの蒸気送気をやめる
ため、各工程で、蒸気を使用しない設備
などに変更したり、蒸気が必要な設備につ
いては、高効率の小型ボイラーを導入する
など省エネ対策を行いました。
エネルギー効率の向上対策に取り組んだ
結果、2018年3月までに本社原動力ボイ
ラー設備を停止することができ、これによ
る2017年度の空調CO₂は、1.8万トンか
ら0.8万トンとなり、1万トン削減するこ
とができました。

2017年6月、インドの事業体TKMはインド産業連合（CII）による「カイゼンカン
ファレンス＆コンペ」で「ベストカイゼン賞」を受賞しました。
塗装ブースにおいては、塗装品質の維持のため、取り扱う塗料の種類に応じた温度
と湿度のコントロールが重要になります。TKMは、PLC（Programmable Logic 
Controller）を導入することでこれを改
善し、年間の温湿度の一日における変化
の実績を踏まえ、塗装ブース内が適切に
保たれるように制御をPLC にプログラ
ミングしています。
その結果、ムダな冷却や再加熱を削減
し、年間39万kWhのエネルギー使用量

（約15%）を削減しました。

本社蒸気レス活動

塗装ブースにおける温度・湿度制御によるエネルギー削減の取り組み（インド）

「ベストカイゼン賞」受賞時の様子

年度 2013 2014 2015 2016 2017
総CO₂排出量（万トン） 120 118 115 116 114
生産台数当たりのCO₂排出量（トン/台） 0.414 0.413 0.408 0.398 0.394

◦対象範囲：生産部門、非生産部門（福利厚生施設を除く）　◦換算係数：1990年の経団連係数を使用

年度 2013 2014 2015 2016 2017
総CO₂排出量（万トン）

日本（TMC） 126 125 121 120 119
日本（連結EMSおよびその子会社） 373 366 355 357 361
北米 113 117 113 121 119
中国 66 65 69 70 73
欧州 29 29　 27 30 30
アジア、豪州、中近東、南アフリカ、中南米 77 77 72 83 77

合計 784 779 757 781 779
直接排出量（Scope1）（万トン）　　　　　　　 280 272 249 255 255
間接排出量（Scope2）（万トン） 504 507 508 526 524
生産台数当たりのCO₂排出量（トン/台） 0.757 0.753 0.744 0.741 0.740

TMC 総CO₂排出量（エネルギー起源・固定発生源）と
生産台数当たりのCO₂排出量の推移

グローバル総CO₂排出量（エネルギー起源・固定発生源）と
生産台数当たりのCO₂排出量の推移

 Third Party Assurance

 Third Party Assurance

環境データ P64-V

◦対象範囲：TMCおよび国内外連結会社など 計121社
◦2016年度のデータに誤りがあったため修正

環境データ P63-R

◦GHGプロトコルを使用して算定

◦換算係数： 環境データ P64-W

トヨタは、各国・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。
導入に当たっては、自社工場などへの自家発電設備（太陽光発電など）と自家消費を
最優先にしています。
2017年度は、グローバルで1万7,578MWhの再生可能エネルギー電力を発電しました

（水素についてはP31 ～ 33参照）。

再生可能エネルギー導入と水素の活用

ColumnColumn

ColumnColumn

BEFORE AFTER
本社原動力ボイラー停止

本社工場

事務棟

技術地区

ボイラー停止蒸気供給

本社原動力ボイラー

各設備対応
「蒸気レス化」
「小型化・分散化」

工場・事業所の環境データ
Web   https://www.toyota.co.jp/jpn/sustainability/environment/data/sitedata18_full.pdf
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欧州地域
TMUK（イギリス）
TMMF（フランス）

南ア地域
TSAM（南アフリカ）

豪亜地域
TMCA（オーストラリア）
國瑞（台湾）
TKM（インド）
TKAP（インド）
IMC（パキスタン）
ASSB（マレーシア）
TMMIN（インドネシア）

中国
TFAP
GTMC
TMCAP

日本
トヨタ自動車※

ジェイテクト
トヨタ自動車東日本
デンソー
トヨタ紡織
トヨタホーム
プライムアースEVエナジー
トヨタ車体
アドマテックス
※本社工場、元町工場、
　堤工場、東富士研究所

北米地域
TMMK（アメリカ）
TMMBC（メキシコ）

南米地域
TDB（ブラジル）

具体的な取り組み事例はChallenge3（P28 〜 29）をご覧ください

成り行きのCO₂排出量

（徹底した省エネ）Step1

（使用エネルギーの脱炭素化）Step2

2013 2030 2050

取り組み後の
CO₂排出量 長期的に“ゼロ”へ

米国事業60周年を迎えるトヨタモーターノースアメリカ（TMNA）は、テキサス
州プレイノ市に新本社屋を建設しました。建物の外壁をガラス張りにすることで
自然光を最大限活用する一方、南側に張り出した屋根が日差しを適切なレベルに
抑えるよう設計されています。さらに、建屋や駐車場には2万枚以上の太陽光パ
ネルなどを設置し、新社屋の使用電力の30％以上を賄うほか、州内の風力発電に
よる電力を調達することで、使用電力
すべてを再生可能エネルギーで賄って
います。こうした取り組みが評価され、
米国グリーンビルディング協会による
建物の環境評価制度「LEED」の最高評
価「プラチナ認証」を取得しました。

近年、脱炭素化を進めるための手法として期待されているのが、再生可能エネルギーです。トヨタでは、「革新技術の導入」と「日常改善」という徹底した省エネ活動に
よりCO₂削減を進めています。しかし、モノづくりにおいてこれらの省エネ活動だけでは、エネルギー使用量を完全にゼロにすることは困難です。残るエネルギーを
脱炭素化するためには、「再生可能エネルギーの導入」や「水素の活用」を進める必要があります。
再生可能エネルギーの活用は社会全体で取り組む課題であるため、トヨタは国や自治体だけでなく、地域コミュニティや他の企業など、多くの方々と連携していきます。

再生可能エネルギーを有効利用するためには、「環境性・地域性・経済性」の3つ
の観点から総合的に検討を進める必要があります。第一に、自社工場などへの
自家発電設備（太陽光発電など）の導入を進めます。その上で外部からの購入を
検討します。既に、ブラジルの事業体TDBで水力発電由来の電力を購入するなど、
地域性や環境特性を考慮し、適性の高いエリアから順次導入を進めています。
トヨタは、再生可能エネルギーの普及につながる制度や仕組みの導入に努め、
2050年には世界各地の工場におけるCO₂排出量ゼロを目指します。

再生可能エネルギーを有効利用するための3つの観点

2050年脱炭素社会に向けて 〜再生可能エネルギーを有効に使う

※ 契約・購入に当たっては、電源の種類などを確認し、環境負荷の少ないものを選択

2ステップで工場のCO₂排出量をゼロに 再生可能エネルギーが利用されている世界各地の主な事業体

再生可能エネルギーですべての電力を賄う北米新本社屋

TMNA北米新社屋（建屋に設置された太陽光パネル）
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作る 貯める 運ぶ 使う

風力発電

発電太陽光発電

地熱発電

間伐材 下水処理場

水の電気分解

メタンガス改質

バイオ発電

H₂

H₂メタンを
集める

蓄電池 電力網
家庭

水素発電

運輸

産業
水素を
集める

H₂
H₂
H₂

水素の流れ電気の流れ

近年の自然エネルギー由来の電力増加にともない、変動・余剰の吸収や貯蔵・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、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。

活動の方向性とステップ

2050年脱炭素社会に向けて ～水素エネルギーを活用

トヨタのミッション

自然エネルギー由来の電気・水素のフローイメージ（2050年）

国の施策と連動したトヨタの活動の方向性とステップ（日本の例）

ＦＣＶの普及を通じて水素社会の実現を目指す

国、地域、エネルギー業界と連携し、仕組みづくりや
実証実験に積極的に貢献

①

②

2016 2020 2025 2030 2040 2050

日本の
水素・FC戦略
ロードマップ

トヨタの
基本的な
取り組み方

フェーズ1 FCV・エネファームによる水素利用の飛躍的拡大

フェーズ2 水素発電の本格導入／
大規模な水素供給システムの確立

フェーズ3 CO₂フリー水素本格化

実証モデルで
将来のイメージ共有 将来に

つながる
水素活用
事例拡大

•東京オリンピック・
　パラリンピック
•多様なFCモビリティへの拡大
•地域・産業界水素利用

「水素利用拡大」の仲間づくりを推進
経済的

自立化支援
水素社会本格普及•ステーション

　インフラの自立化
•CO₂フリー水素
　コスト低減

水素社会の実現に向けては、インフラやエネルギーとしての
普及にまだまだ課題があります。トヨタは燃料電池自動車

（FCV）の普及を進めるとともに、各国政府、自治体、地域社
会、産業界と連携。水素利用の仲間づくりを積極的に行い、水
素エネルギーの利用拡大、経済的自立化を目指していきます。
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2020年ごろのFCV販売目標は、グローバルで
少なくとも年間３万台以上、国内では少なくとも
年間１万数千台程度を
目指します。

量販型燃料電池バス「SORA」発売（2018年3月）
2020年の東京オリンピック・パラリンピックに
向けて、100台以上を導入予定。

「福島新エネ社会構想実現会議」
（福島県、2016年3月～）

［ トヨタの役割 ］
FCバス、FCリフトなどモビリティ提供

京浜臨海部「京浜プロジェクト」
再生エネルギー
水素製造～利用サプライチェーン実証

（中小規模密集型事業所モデル）
（神奈川県、2015年9月～）
風力発電で製造したCO₂フリー水素を
FCフォークリフトで活用

［ トヨタの役割 ］
トヨタは、水素を利活用する立場で
事業代表者として取りまとめ

日本水素ステーションネットワーク
合同会社を設立
（東京都、2018年3月～）
トヨタ、日産、本田、JXTGエネルギー、出光、
岩谷、東京ガス、東邦ガス、日本エア・リキード、
豊田通商、日本政策投資銀行の11社で設立

［ トヨタの役割 ］
合同会社に参画し、オールジャパン協業で
水素ステーションの運営に取り組み

東京オリンピック・パラリンピック
次世代モビリティ社会、
クリーンな水素社会モデルを
世界に提示
（東京都、～2020年）

［ トヨタの役割 ］
IOCのワールドワイドパートナーとして
サポートするとともに、FCVやFCバス
などのモビリティの提供と
次世代モビリティ社会の構想支援

関西国際空港「KIXプロジェクト」
水素グリッド空港モデル実証（大規模集中型）
（大阪府、2014年5月～）
太陽光発電で製造したCO₂フリー水素を
FCフォークリフトで活用

［ トヨタの役割 ］
トヨタ、豊田自動織機、豊田通商など
各社が持っている水素の知見やFC技術で、
関西国際空港主催の
KIX水素グリッド委員会をサポート

2020年以降の販売拡充に向け、
燃料電池スタックと高圧水素
タンクの生産設備を拡充
（愛知県、2018年5月～）
燃料電池スタック：本社工場
高圧水素タンク：下山工場

［ トヨタの役割 ］
「2050年工場CO₂ゼロチャレンジ」
に向けた取り組みの一環として、
FCVの生産におけるCO₂排出を
徹底削減

「あいち低炭素水素サプライチェーン」がスタート
（愛知県、2018年5月～）
愛知県、知多市、豊田市、中部電力、東邦ガス、トヨタ、
豊田自動織機で産官学連携の推進会議を設立
2030年ビジョンとロードマップを策定

［ トヨタの役割 ］
知多市浄化センターのバイオマスガスを
トヨタ元町工場に運び、水素製造、
利用するプロジェクト第1号認証を取得

「地産地消型グリーン水素ネットワーク」
福岡県主導で産官学連携活動推進
（福岡県、2017年3月～）
太陽光発電で製造したCO₂フリー水素を
燃料電池フォークリフトで活用

［ トヨタの役割 ］
トヨタ自動車九州が、産業モデルの代表として
工場水素利用の実証に参加

コミュ
ニティ

工場工場 創エネ

創エネコミュ
ニティ

工場

創エネ

主な国内プロジェクト（地域との連携）
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Challenge1　
新車CO₂ゼロチャレンジ

Challenge2
ライフサイクルCO₂ゼロチャレンジ

Challenge3
工場CO₂ゼロチャレンジ

2050年
脱炭素社会に向けて

Challenge4
水環境インパクト最小化チャレンジ

Challenge5
循環型社会・システム構築チャレンジ

Challenge6
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

水

電気 熱
H

H₂O

水素

大型車用水素ステーション 乗用車用水素ステーション

燃料電池発電所

発酵槽 バイオガス

H₂ STATION H₂ STATION

バイオマスから水素・電気・水を生むTri-Genを建設
米国の事業体TMNAはFuelCell Energy社とともに、カリフォルニア州ロング
ビーチ港に、燃料電池発電所（2.35MW）に水素ステーションを併設するTri-Gen
を建設することになりました。Tri-Genでは家畜排泄物・汚泥由来のバイオガス
から水素を作り、さらに溶解炭酸塩型燃料電池＊で発電を行うことにより、電気、
熱、水を生み出します。2018年より建設を開始し、2020年頃稼働予定です。
一日の発電量は、米国の一般家庭約2,350世帯一日のエネルギー消費量に相当
し、製造する水素約1.2トンは、FCV約1,500台の一日に必要な充填量に相当し
ます。生み出す電力の一部と水は、トヨタの物流事業体Toyota Logistics Service
のロングビーチ拠点に供給され、同拠点の電力はすべて再生可能エネルギーで
賄われます。また水素は、併設の水素ステーションを通じて新車配送前のMIRAI
や、2017年より実証実験中のFC大型
商用トラックの燃料に使用されます。

主な海外プロジェクト（FCVの普及・水素利用に向けた連携）

地域 プロジェクト名
オーストラリア 「MIRAI」試験導入（2016年7月）
UAE 水素社会実現に向けた共同研究に参加（2017年1月）
中国 「MIRAI」を試験導入し走行実験開始（2017年1月）
カナダ 「MIRAI」を試験導入し走行実験開始（2017年2月）
アメリカ シェルとトヨタ、カリフォルニア州で水素ステーション網拡充協力（2017年2月）
アメリカ ロサンゼルス港でFC大型トラック実証実験開始（2017年4月）

アメリカ 米国の事業体TMNAがバイオマスから水素電気・水を生むTri-Genを建設　　
（2017年12月）

Hydrogen Councilの拡大
2017年1月、世界初の水素に関するグローバルイニシアチブとして、「Hydrogen 
Council（水素協議会）」がスイス・ダボスで設立されました。これは、国際的企業
のリーダーが、気候変動の目標達成に向け、水素利用を推進する新しい活動体で、
トヨタも参加しています。
2017年11月には、世界初となる、水素利用の具体的なビジョンを公表。21世紀
半ばまでには、水素関連技術により、最終エネルギー需要の18％を賄い、CO₂
排出量を60億トン減らし、年間2.5兆ドルに相当するビジネスと3,000万人の
雇用を生み出すことが見込まれています。
2018年3月には、アジア、北米、欧州の石油・ガス、エネルギー、科学・テクノロ
ジー、自動車分野の国際的リーディングカンパニー 11企業が新たにメンバー
として参加。メンバーは発足から1年で39社となり、水素関連技術の革新を
後押しします。

FC大型商用トラック

Tri-Gen 概念図

水素関連技術の効果予測

18%最終エネルギーに
占める割合 2.5兆ドル年間ビジネス

換算金額

60億トンCO₂排出量 3,000万人雇用創出

＊ 溶解炭酸塩型燃料電池：
Molten Carbonate Fuel Cell。電解質に溶解
炭酸塩を使うもので600 ～ 700℃で作動する。
家庭や自動車では約80℃で作動する固体高分
子形燃料電池が使われる。




