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Ⅳ．トヨタオーストラリア（TMCA:Toyota

Motor Corporation Australia Ltd.,以下

TMCA）1)の環境対応

１　トヨタオーストラリアの概況

（１）生産と雇用

1963年よりトヨタ自動車(株)はオーストラリア

での生産活動を開始した。現在オーストラリア

自動車業界でビッグ4（Ford、Holden、三菱、

トヨタ）の一角であり3）、売上高はオーストラリ

ア全体の20.5％に上る。TMCAは生産、販売を

手がけるトヨタ自動車株式会社（TMC:Toyota

－ 26－

１）著者の2004年４月の訪問調査にご協力頂きましたＴＭＣとTMCAの皆様に心より御礼申し上げます。特にＴＭＣの池
渕浩介副会長様、近藤元博グローバル生産企画部車両企画室主担当員様、及びTMCAのPresident,CEO Ted（tetsuji）
Okada様、Executive Vice President,Manufacturing,Shoji Baba様、Senior Executive Co-ordinator,Altona Paint Dpt.,
Shigeru Kito様、Executive Co-ordinator,Production Engineering Division, Atsuhiko Ohari様、Section manager-
Environment, Leanne Farrel様、Environmental Specialist,Andreas Kammel様、はじめ大勢のオージー・エンジニア
ーの皆様の一方ならぬ御協力と御好意により本稿が完成したことをここに記して心よりの感謝の意を表したい。

２）レクサス‥北米で高い評価を受けるトヨタ高級車ブランド。販売チャネル。日本名でセルシオ（LS430）、ソアラ
（SC430）、ハリアー（RX330）などといった車が名を連ねる。日本国内では2005年８月に都内を中心に事業展開予定。
全国に約180店出す計画。最近、日本国内でシェアを高めている輸入車に対抗するためのトヨタの戦略である。

３）しかし、2004年度２月現在、かつてはビッグ４の一角であった三菱自動車は、日産自動車やマツダにシェアを奪われ、
販売シェアは減少している。

企業名 シェア（％）
1 TMCA（トヨタ自動車） 20.5％
2 Holden（ＧＭ） 19.3％
3 Ford 13.9％
4 Mitsubishi（三菱自動車） 8.0％
5 Nissan（日産自動車） 6.4％

2002 2003
売上高 $5.96B $7.13B
総資産 $1.87B $1.83B
従業員数 4465 4700
製造量（自動車） 86558 113614
製造量（エンジン） 63876 86673
下請企業数 102 97
総販売量 166985 195705
・トヨタ 157864 186370
・レクサス 3111 4490
・ダイハツ 6010 4845
輸出量 49300 66200
販売店数
・トヨタ 222 218
・レクサス2） 16 17
・ダイハツ 87 83

表１各社のオーストラリア市場における販売シェア

(2003年)
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Motor Corporation）の100％子会社である。本

社機能と製造機能はメルボルンにあり、マーケ

テイングと販売機能はシドニーが拠点となって

いる。TMCAは２つの工場、ポートメルボルン

（Port Melbourne）とアルトナ（Altona）を有

するが、主な生産はアルトナ工場で行われてい

るようである。ポートメルボルン工場は、有害

建材アスベスト等が使われていることもあり、

漸次縮小・閉鎖の方向にあるようである。

Vienta, Camry, Corolla モデルを生産していた

が、2000年Corollaの生産を中止し、代わりに新

大型車アバロンの生産を開始している。このモ

デルはオーストラリアで好評であり、世界的な

人気を誇るCamryも引き続き同社の輸出に大き

く貢献している。

TMCAでは4306人（2003年の数字。2002年で

は4465人）が雇用されている。そのうち女性の

占める割合は2003年で17.8％、2004年で13.9％で

ある。Working Dayは年間228.5日である。仕事

は午前７時から午前２時までの間で、２シフト

制で行われており、１シフトあたりの就業時間

は7.5時間である。この２シフトの他に、メンテ

ナンス・クルーのsmall night siftがある。転職

率は間接雇用者で6.58％、直接雇用者で11.68％

である。また、部門ごとの被雇用者数は表２の

とおりである（2003年）。

Executive Cordinator, H. Ohari氏によれば

「日本からの社員数を減らすことが、TMC本社

の基本方針」とのことであるが、国際化への対

応の問題とCSR（企業の社会的責任）の側面か

らダイバーシティーマネジメントが、TMCAの

経営者の役割として求められているものと思わ

れる。このことは、「世界中の多様な才能や価値

観をもつ人材が活躍し、一人ひとりにとって魅

力的な自己実現の場となるような環境づくりの

推進」というトヨタ2010年グローバルビジョン

からも云えることである。国際的展開をする企

業では、これはhad betterからmustへと変わっ

て来ている。TMCでは2001年から『ダイバーシ

ティ・プロジェクト』をスタートさせている。４）

ダイバーシティ（diversity）とは

・多様性と訳されることが多い。（例えば、性

別・人種・年齢・バックグラウンド等)

・可視的なものと不可視的なもの。

・社会心理学の立場と経営戦略論の立場からメ

リットとデメリットがある（理論的側面）。

・海外（特に多文化国家・多民族国家オースト

ラリアやアメリカ）では経営の一分野として、

大きな地位を占める。

（２）販売

'73年に５万台に達したオーストラリア国内販

売は、2003年には20万台弱となり、2004年は20

万台を超えて、トップ・シェアを維持している。

トヨタの海外販売の中では、国・地域別で見る

と米国に次ぐ２番目の大きさである。

オーストラリアで生産された以外のモデルと

して、乗用車では、Celica、ＭＲ２、Luxury、

Lexus、ＬＳ430、ＥＳ300、Prius、４ＷＤ車で

は、LandCruiser、Prado、HiLux、ＲＡＶ４、

HiAce、TownAce、Tarago、Dyna、Coasterを

－27－

事業部門 間接 直接 計
一般管理業務 238.5 0 238.5
経営本部 15 0 15
主要プロジェクト 13 0 13
製造 684.6 2381.3 3065.9
製品開発 87 0 87
購買 55.8 55.8
販売とマーケティング 482.8 348.1 830.9

総計 1576.7 2729.4 4306.1

表２　部門別被雇用者数

４）ダイバーシティ・マネジメントの先駆けとしてのＴＭＣの試み（日本国内）
・2002年４月、事業所内託児所。25人の定員（企業の託児所としてはかなり大規模）。これは女性の戦力化とも関連する。

1989年から女性総合職の採用がおこなわれている。なお当然のことながらTMCAでは、環境責任者は女性であった。
・育児休業期間を１年間から２年間に延長。
・法定雇用率（1.8％）を上回る障害者採用（2.00％）――2004年３月末時点。これは年々増加している。
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輸入し販売している。一方の輸出は、日本、ニ

ュージーランド、タイ、マレーシア、南アフリ

カ、フィージー、ブルネイ、サウジアラビア、

クウェート、カタール、UAE、バーレーン、オ

マーン、カンボジア、ミャンマー、南太平洋諸

島をTMCAは市場と見ており、輸出量は年々増

加しており、2003年には66200台を輸出した。こ

れはAltona工場の生産台数の約半分にあたる。

主としてカムリとアヴァロンである。

TMCA社長の岡田哲次氏は、次のように述べ

ている。

「別々の会社だった製造と販売の部門を一つの会

社に再編したため、社風の違いを克服する改革

に取り組んできた。トヨタ自動車の創業以来、

脈々と伝承してきたものづくりや経営、販売な

どの暗黙のルールをまとめたマニュアルを使っ

てきた。

成果の一つが、生産しているカムリの品質向

上だ。輸出を始めた97年には品質は非常に悪か

った。チームワークによる改善と日本からの支

援によって、不具合が出る比率は2003年には十

台につき二台ぐらいと大幅に低下し、他の海外

工場と比べてもそん色がないレベルになった。

オーストラリアではすべてがスローで、効率

的な事業運営がしづらいという声を耳にするこ

とがある。特に自動車業界は労働組合の活動も

旺盛で、決して運営しやすい環境ではなかった。

しかしこの例で分かるように、認識と目標を共

有できれば、他に引けをとらない経営が可能で

はないか。」

（３）環境対策に対する受賞・認可

2002年に、2001年度環境報告書を初めて発表

した。

トヨタはその秀でた環境マネジメントで業界

のトップランナーの一つとなっているが、その

環境への取り組みはTMCAにおいても同様であ

る。TMCAは1998年にISO14001を取得した。ま

た、AltonaとPort Melbourneの両工場で環境保

護局（Environmental Protection Agency）の廃

棄物排出ライセンスを得ている。

TMCAは環境への取り組みを「This Way」と

いう報告書にまとめているが、これは単なる環

境報告書にとどまらず、Environment and

Community Reportという形で、地域への貢献な

ども報告している。表３は、TMCAが近年受賞

した環境に対する賞・認可である。

（４）Altona工場について

メルボルンの中央ビジネス地区から約10キロ

南西にあるHobsons Bay市に位置する。約88ha

の敷地を持ち、東はKororoit湾に接する工業エ

リアにある。1972年に生産を開始したが4400人

のうち2500人がここで勤務しており、カムリや

アヴァロンを生産している。図１の写真が

Altona工場であり、それぞれの建物において生

産の各工程が行われている。

①Engine

国内・海外向けの車に搭載する４シリンダー

エンジンを生産している。各部品の生産、組

み立て、メッキなどを行う。

－28－

表３

2004 UNAA Business Enterprise Environmental Best Practice Program award

Babksia Environmental Awards finalist

Victorian Dolphin Institute Award for Environmental Education

2003 Banksia Environmental Awards finalist

UNAA World Environment Day Awards

Excellence in Water Management

2002 Good Reputation Index 4th best company on environmental issues
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②Foundry

鋳造課程。アルミニウムを加工して、各部品

を製造する。また、腐食をふせぐためのメッ

キがなされる。

③Press

プレス工程。ボディに使う鉄板は巻かれた状

態で製鉄会社から送られてくる。それは一個

３～４km、７トンもある。これを切り出して、

プレス機によってドア・天井・ボンネットな

どを作る。TMCAでは、原料の鉄板はメルボ

ルンのBHP社や日本から購入している。

④Body

ボディ製造。ナット溶接やスポット溶接など、

基礎の組み立てを行う。

⑤Paint

サビ止めのために車体を燐酸塩に浸し、電着

（塗装をはがれにくくするために電気を使って

くっつける）をした後に、三回の塗装が行わ

れる（primer coat, base color coat, top coat）。

但し現在は、カートリッジ方式という革新的

な塗装方式が採用されている。

⑥Assembly

組み立ては、一度ドアを外して行われ、エン

ジン、ギア、サスペンション（車体安全装置）、

内装・外装が取り付けられる。ドアが取り付

けられた後、点検、走行テストが行われ、車

は完成となる。

（５）近年の状況（2003年のメディア・リリース

から）

2003年５月のTOYOTA MEDIA RELEASE

によると、2002年４月から2003年３月までの間

の税引き後最終利益は１億900万ドルであり、売

上高は620億ドルである。これは前年度の最終損

失が2700万ドルであったのとは対照的である。

（この2001年度の損失は、主にニューモデルのカ

ムリ（2002年８月販売）の開発に伴う費用のた

めである。）国内市場は依然として好調であり

（166112台の売上）、また海外市場も主に中東に

50068台を輸出した。このようにトヨタはオース

トラリア自動車業界において強い立場を誇って

いる。

トヨタオーストラリア前CEOのKen Asano氏

は、この強い立場は2003年においても続くだろ

うと、自信を見せていた。その背景には今後も

国内市場が活発さを維持するだろうという予測

－29－

図１　アルトナ工場全景
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と、イラク戦争でも大きなダメージを受けなか

った海外市場がさらに育っていくであろうとい

うポジティブな見通しである。TMCAは2003年

には海外市場で66000台を販売することを目標に

掲げていた。（2004年訪問時にこの目標が達成さ

れていたことは、前述の通りである。）

TMCAの今後の見通しは非常に明るいもので

あるとAsano氏は主張した。今後は為替の動き

と産業の動向に注意しながら、国内及び海外市

場で、健全な財務パフォーマンスと結びついた

企業活動を行うことが求められる。それによっ

て長期持続的営利（sustainable profitability）を

維持し続けることが、企業としての最優先事項

である、とAsano氏は語った。

TMCAに関わるその他のニュースは、日本経

済新聞紙上の報道2002年12月４日で取り上げら

れたもので、TMCはアジア向け輸出の拠点とし

てTMCAの研究開発機能強化を推し進めていく

ようである。これは環境技術の開発にも当ては

まるものと見られ、オーストラリアにおける環

境技術の開発、環境対応の実行が大幅に進む可

能性もある。

「自動車各社は海外での開発機能を強化する。

トヨタ自動車は2003年をメドに豪州とタイで乗用

車や小型トラックの開発を始めるほか、日産自動

車は英国に車両デザインなどを担当する設計セン

ターを新設する。それぞれの国や地域に応じた体

制を組むことで、地域戦略車などを積極的に発売。

海外での販売事業の拡大につなげる。

トヨタが豪州とタイに設ける拠点は、アジア・

大洋州地区で生産、販売する乗用車などを開発す

る。同社は日本、米国、欧州に開発部門を抱える

が、それ以外の地域では初の拠点となる。

豪州とタイを合わせて、200人の技術陣でスタ

ートし、４－５年後に500人規模に増やす。足ま

わり部品やボディー部品を中心に、アジア・大

洋州地区の自動車ユーザーの好みや、現地調達

できる部品に合わせて設計する。主に豪州が新

車設計、タイが評価試験を担当する。」

但し、2004年の筆者の訪問調査によると、こ

れは、TMCAとは別法人TTC－AP－AU

（Australia）で行われているようである。

２　トヨタオーストラリア（TMCA）の環

境対応

（１）トヨタ自動車ＴＭＣ（本稿末尾の注記参照）

とトヨタオーストラリアTMCAの連携

トヨタ自動車では、全ての事業活動を通じた

環境問題への対応を強化するため、すなわち、

開発・生産・販売のライフサイクルを通じて、

総合的に環境負荷低減の取り組みを展開するた

めに、国内外の連結会社及び、主要生産会社、

海外代理店を対象に、「連結環境マネジメント」

を2000年度から導入している。各社は、「トヨタ

地球環境憲章」を共有しつつ、各社の環境方針

と取り組みプランを策定し、環境マネジメント

システムを整備し、グローバルな環境問題に対

応している。この「連結環境マネジメント」に

よって、各社の好事例の展開や、ISO取得ノウハ

－30－

生産 販売
2000年度 95% 85%
2001年度 100% 90%
2002年度 100% 91%

表４　連結EMS対象会社による全世界の生産・販売台

数のカバー率

図２　連結環境マネジメントの対象範囲

合計：594社

生産
（非連結）
〈26社〉

販売
（非連結）
〈９社〉

その他
業種

（非連結）
〈６社〉

財務会計上の
連結子会社
〈554社〉
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ウの相互交換など、環境活動の総合的かつ効率

的な進展が可能となっている。TMCAも、この

「連結環境マネジメント」の対象会社として、ト

ヨタ自動車との連携をとりながら、環境対応を

進めている。

①各社への要請

トヨタ自動車は、連結環境マネジメントシス

テム対象各社へ、以下のような要請事項を提示

し、下記の通り、分野別に提示し、実施を求め

ている。連結環境マネジメントでの管理レベル

は、生産会社に対しては環境パフォーマンスの

数値目標を、販売、その他会社等については取

り組み管理を行っている。

※　トヨタ自動車から各社への要請事項

生産会社へ

・トヨタ地球環境憲章を共有して、自社の

環境方針を立案する。

・CO2・環境負荷物質、廃棄物低減や水資

源節約などについて、地域別の削減率など

を示したガイドラインをトヨタが提示し、

これに基づき「環境取組みプラン」を策

定・推進する。

・各国・地域の状況をふまえた各国・地域

トップレベルの環境対応をする。

販売環境・その他業種

・「トヨタ地球環境憲章」を共有して、自

社の環境方針を立案する。

・環境マネジメントシステムを策定し、自

社施設や業態に応じた環境負荷低減や貢献

活動を実施する。

・各国・地域の状況をふまえた各国・地域

トップレベルの環境対応をする。

②環境情報ネットワークシステムの導入

連結環境マネジメント対象会社中、トヨタが

環境パフォーマンスの数値管理を行っている生

産会社の活動結果を迅速に集計、計算、環境パ

フォーマンスの改善を促進させる為、「環境情報

ネットワークシステム」が導入された。このシ

ステムにより、国内外の連結環境マネジメント

対象の生産会社が自社の環境関連のデータや法

規違反、苦情に関する情報などを入力し、トヨ

タへ報告すると共に、各社が相互にパソコン上

での閲覧ができる。2001年10月から海外の生産

会社へ運用マニュアルを展開し、2002年６月末

で、連結環境マネジメント対象会社、延べ60社

が導入し、運用を開始している。

③海外地域別生産環境会議の開催

2002年３月、海外生産会社の環境マネジメン

ト充実のため、地域別生産環境会議を発足し、

－31－

図３　地域別生産環境会議体概要

トヨタ環境委員会�

環境部� 海外部会�

生産環境委員会�

海外分科会�

工場分科会�

生技分科会�

物流分科会�

北米生産環境会議�

欧州生産環境会議�

豪亜生産環境会議�

南米生産環境会議�

《海外地域別生産環境会議》（生産企業26社）�

製品環境委員会�

リサイクル委員会�

�
ＴＭＣ（本社）�
※　　　で表示される部署がTMC内でTMCAに係る環境対応を推進する�
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第一回「海外地域別生産環境会議」がタイにお

いて開催された。世界を北米、欧州、豪亜、南

米の４つの地域に分け地域別に会議を開催し、

この会議によって、相互に情報交換することで、

活動のレベルアップ・スピードアップを図るこ

とが狙い。（図３）

④調達ガイドラインのグローバル展開

各国の連結対象会社では、仕入先と連携を強

化し、取り組むべき事項を要求事項としてまと

めた「環境に関する調達ガイドライン」を関係

仕入先に提示している。これは、トヨタが統一

して要求する事項に、国・地域の特殊性による

各社独自の取り組み事項を加えて要求するもの

である。

⑤海外販売代理店の環境取組みプランの策定

海外代理店環境ガイドラインに基づき、環境取組

みプランを2001年度内に全26社（含むTMCA）

が策定した。ガイドラインの策定にあたり、トヨ

タから各社へ以下のような要請があった。

・社内環境委員会等のフォーローアップ策を含

む「環境マネジメントシステム」の策定

・配車センター等の環境負荷低減

・環境ガイドラインの発行などディーラーへの

指導・支援

・渉外広報や社会貢献活動への環境項目の組み

込み

（２）環境報告書の作成

2001年、TMCAは初めて環境報告書を作成し

た。以下、その特長について記す。

・2002年３月、トヨタオーストラリア初めての

環境報告書を発行。これは、2001年11月欧州

トヨタ2001年12月北米トヨタ2002年2月トヨタ

カナダに続き、トヨタグローバルネットワー

クの中で４番目の環境報告書

・総ページ数８、生産、製品、販売、社会貢献

など全般的に報告している。これは、欧州ト

ヨタの環境報告書（30ページ）、北米トヨタの

環境報告書（40ページ）に比べて力不足の感

もある。完璧な報告書とういうよりは、これ

をトヨタオーストラリアの環境マネジメント

のマイルストーンとして活用していく（継続

して発行していく予定）姿勢を表明した。

・製品、製造、下請け企業、販売店、その他の

活動というカテゴリーで編成

・環境マネジメントの費用対効果についての貨

幣的価値での測定結果は公表されていない

・いくつかのデータに関してデトロイトトーマ

ツのアドバイスを得たが、第３者意見書など

は添付されていなかった。しかし2004年度よ

りＵＲＳのそれが添付されるようになった。

（３）TMCAの環境対応

①概要

TMCAの環境対応の基礎にあるのは、トヨタ

地球憲章である。TMCは環境問題を最も重要な

政策の１つであると位置付け、環境対応を車の

全ライフサイクルにわたって行うことを公約し

ている。TMCAのアクションプランや達成目標

もこの趣旨に沿ったものとなっている。（図５）

②環境方針（Environmental Policy）

トヨタの環境方針は下記のことを重点的に取り

扱う。

・企業のビジョン、計面、方針の展開

・環境配慮と環境方針の発展

・環境改善への部門別取組みのサポート

・出資者へのトヨタの環境パフォーマンスの伝達

大型車両を製造しているAltonaでは大まかに下

記の４つの環境方針をとっている。

・汚染防止

・浪費の最小化

・法遵守

・継続的な改良

トヨタ本社の要求項目（directives）

－32－

環境委員会(Corporate Environmental Steering Committee) 

製品 製造 下請け企業 販売店 その他の活動�

トヨタ地球憲章� 取締役会�

図４
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方 針 は 下 記 に あ る よ う な Toyota Motor

Corporation（TMC）からの指令を参照している。

・基本理念5）

・グローバル地球憲章6）

・トヨタ環境取組みプラン7）

Earth Charter 

トヨタは創業以来の事業精神を表した『トヨタ

基本理念」（1992年策定、1997年改訂）をふまえ、

地球環境に対するトヨタの取り組み方針を示す

ために策定されたのが「トヨタ地球環境憲章」

（1992年策定、2000年改訂〕である。21世紀のク

ルマは環境への配慮が必要不可欠なものとし、

環境対策を経営の最重要課題のひとつとしてと

らえている。

また、トヨタのオペレーションの十分なライフ

サイクルによって世界的な環境上の改良への包括

的なアプローチを提供する。トヨタ地球環境憲章

は基本理念に基づき、トヨタの全活動を通じて環

－33－

５）トヨタ基本理念
（1992年1月制定、1997年4月改定）

・内外の法およびその精神を遵守し、オープンでフェアな企業活動を通じて、国際社会から信頼される企業市民をめざす。
・各国、各地域の文化・慣習を尊重し、地域に根ざした企業活動を通じて、経済・社会の発展に貢献する。
・クリーンで安全な商品の提供を使命とし、あらゆる企業活動を通じて、住みよい地球と豊かな社会づくりに取組む。
・様々な分野での最先端技術の研究と開発に努め、世界中のお客様のご要望にお応えする魅力あふれる商品･サービスを

提供する。
・労使相互信頼･責任を基本に、個人の創造力とチームワークの強みを最大限に高める企業風土を作る。
・グローバルで革新的な経営により、社会との調和ある成長を目指す。
・開かれた取引関係を基本に、互いに研究と創造に努め、長期安定的な成長と共存共栄を実現する。
６）※地球憲章（国連）

地球憲章とは、地球環境を維持するために必要な、国家および国家間の行動のための新しい規範である。つまり、地球
環境に対する国や人間の行為に関する法規を規定し、国家を超えた世界規模での憲章、地球には国境が存在しないこと
を認める憲章である。ここでいう地球環境とは、世界中に広がっている自然環境の破壊はもちろん、貧困、社会的不正
義、不公平、経済的不均等、暴力紛争など様々なものを指す。（図６の左図）

７）トヨタ環境取組みプラン
「トヨタ地球環境憲章」に沿って環境保全活動を推進するため、中・長期の活動・目標をまとめたのが「トヨタ環境取
組みプラン」である。
第３次「トヨタ環境取組みプラン」は2001～2005年度まで５年間の計画を示したものである。2002年度もこのプランに
基づき「年度環境取組方針」を設定、全従業員による各部門・各工場別の取組みを展開した。図６の右図にある23項目
の取り組みから構成されている。

図５
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境マネジメントを導く基本方針、行動指針、およ

び体制については図６のとおりである。

Earth Chater / Action Plan

20世紀、自動車は社会発展の一翼を担った一

方、一定の環境負荷を発生してきた。21世紀も

自動車が有益な道具であり続けるためには、環

境への対応が不可欠である。それなくして自動

車産業の将来はなく、これを果たした自動車会

社のみ社会で存在して成り立っていくことを許

されるとトヨタは確信している。

トヨタは、世界中の客に愛され受け入れられるた

めに環境を経営の最重要課題のひとつと位置づ

け、地球にフレンドリーな技術で地球再生を引っ

ぱっていく企業を目指している。そのためには、

世界各地域、あるいは各分野でトップレベルの環

境マネジメント対応が行われているか、継続的か

つ着実にフォローすることが重要である。

個々の分野では、クルマの生産、物流、使用、

廃棄、リサイクル各段階での環境マネジメント

を徹底している。それと共に、生産から廃棄ま

で一貫した環境対策を実施している。

（図７参照）

③法制上の必要条件　Legislative Requirements

TMCAのAltonaでの活動は、下記の４つの法

令に遵って行われている。法令とは、産業、通商

および一般大衆を対象に州全体の環境上の目的、

目標および規則を定めるための法体制である。

・1970年、環境保護法8）

・1989年、水質汚染問題を取扱う“（クリーン）

ウォーター法”9）

・1994年、水産業法10）

・1985年、危険物法11）

－34－

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、
環境と調和ある成果を目指し、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� Ⅱ．行動指針�

Ⅲ．体制�

取り組み項目�

１．いつも環境に配慮して�
�･･･生産･使用･産業の全ての段階で�
　　ゼロエミッションに挑戦�

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�

４．よりよい理解に向けて�
�･･･積極的な情報開示・啓発活動�

経営トップ層で構成するトヨタ環境委員会�
（委員長:社長）による推進�

（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�

（１）循環型社会づくりへの参画�

（２）環境対策への協力�

（３）事業活動以外でも貢献�

（４）環境改善に寄与する事業の推進�

第3次「トヨタ環境取組みプラン」�
�＜2001～2005年度＞�

トヨタ地球環境憲章�

①燃費の向上�
②排出ガスの低減�
③クリーンエネルギー車の開発�
④リサイクル性の向上�
�

⑤環境負荷物質含有量の管理・低減�
⑥車の騒音の低減�
⑦エアコンの温暖化対応�

⑧温暖化防止対策の推進�
⑨環境負荷物質の管理・低減�
⑩廃棄物低減と省資源�

⑮仕入先との活動充実�
⑯販売店との活動充実�

@1広報活動・情報開示の推進�
@2従業員への教育･啓発活動�

@3総合的な環境マネジメントの推進�

⑬総合的な事前評価体制の整備�

⑭環境関連事業の推進�

⑰リサイクルシステムの整備�

⑱交通システムの研究と提言� ⑲環境基礎研究の充実と提言�

⑳社会貢献活動の推進�

⑪水質源の節約�
⑫物流合理化の推進�

図６
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部品・資材サプライヤー�

再資源化業者�

廃棄物（シュレッダーダスト、�
バッテリー等の廃部品など）�

温暖化�
（CO2、HFC）�
大気への排出�
（HF、CO、NDxなど）�

温暖化（CO2）�
大気・水域への�
排出、騒音、臭気、�
廃棄物など�

温暖化（CO2）�
廃棄物（梱包材など）�
環境負荷物質�

廃棄物�
（メンテナンスに伴う�
廃オイル・部品など）�

リユース�

お客様�

トヨタ�

販売店�

TOYOTA

リサイクル�

使用�

廃棄�
資源�
採取�

原材料�燃料�エネルギー� 水�

物流�

物流�

調達�

生産� 開発�
設計�

図７

８）Environment Protection Act 1970 
環境保護法は下記の4つの重要な原則をもたらす。

・警戒の原則
・世代間公平の保障
・汚染者が原価を払うこと
・生物（種）の多様性の保護
９）Water Act 1989 
ウォーター法は下記の目的を含んでいる。
ウォーターサイクルの過程の全要素を統合した経営の規定
・水資源の規則正しい、公正な、効率的な使用の促進
・水資源の持続可能な使用のための保存や適切な管理の確認
・水資源の使用、保存あるいは管理に関係のある取り決めの遂行や製作にあたって、地域社会の関与を最大限にすること
・様々なニーズおよび様々な消費者に適合した信頼できる効率的な給水設備の促進
・水路の環境の質やそれらの最新の使用の保護および増強のための資産の提供
・貯水池の状態の保護に備えること
(Water Act 1989, Act No. 80/1989, Version 064, Part１) 
10）Water Industry Act 1994 
・法令の目的は水産業の再編成および改良に備えることである。
・許可制
・特許所有者の機能、義務および権力
・土地管理および格付け力
・公園および（動物などの）保護区の監督の報告書
・MelbourneWater Corporationの資産、負債の譲渡およびスタッフの移動
・推移の条件など。
11）Dangerous Goods Act 1985

危険物法は危険物（Dangerous Goods Act 1985,Version047）の製造、保管、輸送、販売、購入および使用に関して、人
間と財産の安全性を促進することをもくろむ。
危険物は次のように定義されている。それぞれの物によって最も大きな危険性に応じてクラスが割り当てられると同時
に、その割り当てられた物が国連推薦および国連推薦のテストと基準のマニュアルの中で詳述されている基準によって
決定される。
（Australian Dangerous Goods Code,Vo1.,Div2.1）
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３．トヨタオーストラリアの環境マネジメ

ント

（１）環境マネジメントシステムの確立

Environmental management systems

環境マネジメントへの「企業全体」のアプロ

ーチを発展させなければならないことをトヨタ

は認識している。このアプローチはＴＭＣのビ

ジョンおよび政策を強化し、「遵守を超えて」と

いう考え方がトヨタの典型的な事業活動の一部

であるべきと確信している。

環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）が環境

上のリスク／負荷を管理し、かつＴＭＣのサプ

ライチェーン全体にわたる継続的な改良および

浪費の最小化を促進する効果的な道具であるこ

とを、トヨタは認識している。

トヨタは1998年以来ISO1400112）を取得した工

場を持っている。このうちの１つが今回取り上

げているAltona工場である。また、適切なEMS

を展開するための有望な供給業者および地域販

売特約店を開発している。

ISO14001を与えられたトヨタ・オーストラリ

アのＥＭＳは、次のことを保障する。Altona工

場のオペレーションは適切な環境規制、政策、

標準などをすべて満たし、すべてに対応してい

る。EMSは現在の法的必要条件を充足し、また

維持している。各工場の環境上の影響力の重要

性を必ず評価する。さらに、それは、法遵守を

進めているシステムやプログラムの実施状況を

確実に監視し、一部の内部と外部のEMSの監査

を形成する。

法遵守＋α　Compliance + alpha

環境マネジメントにおけるトヨタの方法は、

最低限の現在定められている法規則を満たす

にとどまらず、さらにその上をいく、「法遵

守＋α」の方針に基づき、絶えずより良い方

法を研究している。例えば、

・個々の動機づけを目標とするカルチャー・チ

ェンジ・プログラム

・広範囲な実地廃水および細流の観察

・環境保護を目標とした継続的な改良、つまり

「改善」13）

（２）目標設定　～Setting Targets for the 5

Year plan～

Setting Targets for the 5 Year plan

2000年には、トヨタが、1999年のデータに基づ

いて、下記にリストされた項目の削減目標

（2005/06の会計年度の終了までに）を５年計画

のために設定した。

毎年、目標の達成度は調査される。目標基準を

超過する場合、さらに２％の削減が継続的な改

良を維持するために適用される。

Focus area

ガス 10％

電気 10％

水 10％

ゴミ処理場における根拠のある費用 30％

規定された費用 15％

揮発性（爆発しやすい）有機化合物 30％

－36－

12）※ISO14001
企業や団体等の組織が事業活動を行う際に､環境への影響を考慮してどうマネジメントしていくかを示す国際規格である。
そして、下記のことを企業（組織）に要求する。

・環境問題に取り組む管理体制を持つこと
・環境法規制を遵守すること
・環境目的と目標を達成するための仕組みを運用すること
・絶え間なく改善を統けていくこと
13）※改善

環境改善を追求する場合、ワークグループは「改善」の精神で働く努力をする。改善の精神とはトヨタの環境、クオリ
ティおよび最高のビジネスプラクティスなどすべてを強化する継続的な改良の哲学のことである。これは、トヨタが環
境プラクスティスの発展および革新のためにトヨタが絶えず働きかけていくことを意味する。
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Guiding Principles and 2010 Global Vision

ＴＭＣの指針および2010年のグローバルビジョ

ンは、長期事業目標および方針を設定するため

にフレームワークを設ける。指針はきれいで安

全な製品の提供や高度技術の開発を含んでいる。

2010年のグローバルビジョンはトヨタの発展の

ための大まかなビジョンである。地球およびす

べての人々をある程度尊重する社会を必要とし

ている。

2010年のグローバルビジョンは一連の長期的

な管理方針からなる。この方針は将来への革新

の基礎的なテーマに焦点をあてたものであり、

世界規模のリサイクル優先の社会への移行を予

見するものである。

Environmental Action Plans and Balanced

Scorecard14）

2010年のグローバルビジョンおよび地球憲章

は、トヨタ（オーストラリア）が環境取組プラ

ンを展開するためのフレームワーク（体制）を

設ける。環境取組プランは、継続的に協議会で

決められた特定の環境イニシアチブ、目標およ

び期間の概略を示す。これらの取組プランはト

ヨタの会社全体に互る公正なスコアカード戦略

－37－

14）バランススコアカードとは
◇ビジョンや戦略を実現するために重要な、複数の評価指標からなる成績表である。
◇ハーバード・ビジネススクール教授Robert S. Kaplanと、国際コンサルティング会社杜長David P. Nortonが1992年に提
唱したものである。
◇日本企業においても、経営品質を高めるための効果的なツールとして多くの企業が注目している。

□なぜバランススコアカードが必要か
◇売上・利益という財務的業績指標は過去の事業活動の成果を表しているだけで、将来の業績を保証しているわけではない。
◇ＢＳＣを用いることによって、顧客・ビジネスプロセス・学習と成長に関する指標といった、将来の財務成果に結びつ
く先行指標をもマネジメントすることができるようになる。
◇これらの指標を部門展開することにより、一貫性のとれた戦略展開が可能になる。

□４つの視点
バランススコアカードは、財務的業績
評価指標に偏らずに、財務的業績評価
指標と非財務的業績評価指標のバラン
ス、短期目標と長期目標のバランス、
過去と将来の業績評価指標のバラン
ス、外部的視点と内部的視点のバラン
スをとるため、４つの視点を設定して
いる。
□バランススコアカードの作成

戦略目標 指標 目標値 実施施策�

スコアカード�ＢＳＣのフレームワーク�

　　　財務の視点�
　　顧客の視点�
　プロセスの視点�
学習と成長の視点�

顧客の視点�戦略� プロセスの視点�

財務の視点�

学習と成長の�
視点�

Step１.  ビジョンの決定�

�

Step２.  戦略の決定�

�

Step３.  重要成功要因と視点の決定�

�

Step４.  評価指標の確定�

�

Step５.  スコアカードの評価�

�

Step６.  アクションプランの作成�

�

Step７.  フォローアップと管理�

�

企業、組織のビジョンを明確にする�

�

どの戦略に従うか、どの戦略に注力するか�

�

それぞれの視点において何に優れていなければならないか�

�

それぞれの視点において何を評価指標にするべきか�

�

スコアカードをどのように評価するか�

�

目標を達成するためにどんなアクションをとるべきか�

�

スコアカードをどのようにフォロー、管理するのか�
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経営システムによって管理されている。このシ

ステムは長期的な企業目標を、特定の年１回の

公約とする。つまり、長期的戦略を年次毎のコ

ミットメントに押し込む仕組みである。成績監

視はウェブ・ベースの公正なスコアカードがthe

Plan-Do-Check-Act cycleを使用するための報告

システムによって業績評価が容易になる。

そして全体的な環境アセスメントが行われる。

見直し：５ヵ年環境取組プランに照らして、各

部門の活動、環境パフォーマンスを見

直す。

比較：best practiceの状態と比べて、現在の環

境パフォーマンスと経営イニシアチブの

レベルを知る。

再構築：こうして各部門の環境取組プランとタ

ーゲットが再構築される。

（３）企業（環境）維持委員会　Sustainability

committee

発足：2002年

目的：戦略の展開、部門別環境活動計画の実行

促進、部門を越えた情報交換

開催：毎月１回

構成：点線で囲まれた円の内部がSustainability

committeeである。（図８）

社長、副杜長と、

･ Design, & Development

･ Supply Chain & Purchasing

･ Manufacturing 

･ Sales & Marketing

･ Corporate Services

の５部門からの代表者とで構成される

TMCAの環境対応は、取締役会直属の環境委

員会が主に担当し、製品、製造、下請け企業、

販売店の４つのキービジネスエリアに事業を分

割し、それぞれのビジネスエリアごとにTMCA

独自の目標を設定している。全杜としては

「Environmental Affairs」プロジェクトを立ち上

げ（2001年度は３つのプロジェクトを含む）、

TMCAが環境にやさしい製品で業界のリーダー

になることを目指している。このプロジェクト

には適切な政策策定、実行を通し、TMCAとサ

プライヤー間の環境マネジメントシステム共有

化を目指すプログラムも含まれている。以下、

製品、納入企業、製造、販売店という４つのビ

ジネスエリアについて、特にオーストラリア政

府の政策に対応したTMCAの取り組みについて

概観する。

－38－

□バランススコアカードの導入効果
◇ビジョン・戦略の明確化
◇戦略志向の組織構築
◇全員参加型の経営風土創出
◇各従業員の責任と権限の明確化
◇事業計画－予算とビジョン－戦略のリンク
◇既存経営管理プロジェクトのアクションプランへの転化
◇ＩＴ活用による経営ナビゲーターの役割
◇単なるフィードバックからフィードフォワードに基づくマネジメントへ

▼バランススコアカードが最も重要視していることは
「きちんと戦略を立案し、それをいかに現場のアクションに落とし込むか」ということ▼

参考ＵＲＬ
Toyota Australia Environment-homepage http://www.environment.toyota.com.au
ＴＯＹＯＴＡ.ＣＯ.ＪＰ～環境への取り組み　http://www.toyota.co.jp/jp/environment/index.html
株式会社ＮＥＣ総研　http://www.nepr.co.jp/cgi-bin/menu.cgi?d=p/consul/bsc/balance.html
バランススコアカードとは　http://www.itl-net.com/qpr/qpr1.html
バランススコアカード　http://www.att.or.jp/topics/xpress0110
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（４）製品

表５　製品に関するTMCAのアクションプラ

ンとターゲット

①新商品　Camry

「短～中期において、水素電池とハイブリッ

ド車は自動車業界の未来指針であり、環境にや

さしい性能はトヨタが主力商品を設計する上で

重要な考えである。」

新しい、より環境化したCamry（以下カムリ）

はVVTiという技術を導入しており、新しい４シ

リンダーエンジンは、世界の今まで一番軽かっ

た2.4 の前モデルよりもさらに14％軽くなった。

設計の修正により後部座席のラジオアンテナの

はめ込み等、空気力学上の障害物を減らし、ま

た特別に改善したシリカカーボンを基としたタ

イヤにより横揺れの抵抗を減らした。

これらの改善により、新しいカムリは以前の

型よりも約５％燃費効率がよくなり、オートバ

イの9.5 ／100kmの効率まで達した。

また、トヨタオーストラリアは取り締まり当局

と共に自動車の外部騒音の新しい設計基準を、

2004～2005年に向け提案しようとしている。現

－39－
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・Recoverability ＆ End of �
　Life Vehicles（ELVs）�
・代替燃料�
・騒音�

ターゲット�
・ＮＡＦＣ削減目標の指示�
・Euro2を2003年、Euro3を�
　2005年までに達成�
・ハイバードテクノロジーの開発�
・事業計画の策定�
�
・オーストラリアにあう製品の開拓�
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図８
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在のトヨタの自動車は現存の基準を超えている。

②燃費消費効率の向上

トヨタ自動車は歴史的に見ても、トップレベ

ルの低燃料消費を達成しており、このポリシー

は今も変わらない。オーストラリア市場では、

より大型のエンジンの需要（いわゆる、ＳＵＶ

車など）が高まっているが、TMCAは低燃費エ

ンジンの提供に、貢献し続けている。2002年度

には、燃費効率を前年比、4.1％上昇させた。ま

た、トヨタがマーケットリーダーとなっている

ことが、他のメーカに対しても、燃費効率上昇

を要求する事になると読み、政府機関と協力を

しながら、2010年度までに、平均燃費を6.8

/100㎞まで上げることを目標にしている。

③代替燃料の採用

TMCAはトヨタ（TMC）と共同で、代替燃料

を使用した製品作りを進めている。TMCAは代

替燃料がオーストラリア市場でも持続可能な燃

料であり、ドライビングコンディションにも合

っている燃料であると認識している。2001年に

は、LPGにも互換可能な商用車向けのHiAceモ

デルが発売されていたが、現在は、Avalonや

CamryにもLPG互換可能モデルが登場している。

このLPG互換モデルは、CO2の排出を13％削減で

きる。トヨタの最近の型のエンジンは全て、エ

タノールが10%程度含まれた燃料で動作チェッ

クを行っており、今のところエンジンの異常や

悪化などは見られていない。

－40－
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図10ＴＭＣＡとオーストラリア国内平均燃費の比較

図９
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④プリウス（２nd Generation）

・世界初のハイブリッド車。エンジンをバッテ

リーと組み合わせて、高い効率で運転する高度

なエネルギーマネジメントが特徴。

・燃費は、35.5km/ (10･15モード)，4.4 /100km

・CO2排出は、同サイズの車と比べると50％。

図12

⑤Eco-VAS

トヨタは、自動車に係わる環境対応を一層推

進するため、新たな環境評価システムの導入を

決定し、今後、総合的な環境評価への取り組み

を強化していくこととした。

トヨタでは、1 9 9 8年に開発設計部門に

ISO14001を導入し、環境負荷低減目標の達成状

況をマネジメントしてきた。

今回、導入を決定した「Eco-VAS」（エコバ

ス：Eco-Vehicle Assessment System）と略称さ

れる新システムは、車両開発責任者によるマネ

ジメント強化を目的としており、車両の全開発

プロセスを通じて、自動車の生産、使用、廃棄

にいたるライフサイクルアセスメント（LCA：

Life Cycle Assessment）の考え方を踏まえた総

合的な環境評価を実施するものである。

この「Eco-VAS」の特長は、

・車両開発責任者が開発の企画段階で、担当車

両の環境に関する負荷低減目標値を設定する

こと、

・評価項目は、使用段階の燃費、排出ガス、騒

音、廃棄段階のリサイクル性、環境負荷物質

の削減に関する項目および生産から廃棄にい

たるライフサイクル全体で排出されるCO2ま

で広範囲であること、

・リサイクル性、環境負荷物質使用量および

LCAの評価のために、既存の各種環境データ

ベースを活用できるよう新たに構築するコン

ピューターネットワークにより、車両開発責

任者や担当者が手もとのパーソナルコンピュ

ーターを使い、開発のプロセスにおいて、随

時目標達成状況がチェックでき、評価結果の

確認・フィードバックを繰り返し行えること、

である。

これらにより、車両開発責任者のマネジメン

トのもと、車両ごとに開発初期段階から必要な

措置を講じることが可能となり、目標達成に向

－41－
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けて着実に開発を進め、環境パフォーマンスを

効果的に高めていくことができる。

トヨタでは、かねてより、地球環境保全を経

営の最重要課題のひとつと位置付け、環境基本

方針である「トヨタ地球環境憲章」および中・

長期の具体的な活動目標として定めた「トヨタ

環境取組みプラン」に基づく施策を積極的に推

進しており、LCAに関しては、2001年６月発売

のエスティマハイブリッド以降、主要車種にお

ける環境評価を実施してきている。

今回の「Eco-VAS」は、2005年度を目標年次

とする第３次「トヨタ環境取組みプラン」（2000

年４月策定）の取り組み項目『総合的な事前評

価体制の整備」を推進するもので、今後、2005

年から本格展開し、全ての新規開発車両での開

発企画段階からの環境総合評価を実施していく

計画である。

なお、「Eco-VAS」の展開に先立ち、データベ

ースのコンピューターネットワークについては、

2004年から稼動を始め、現在開発中の車両の環

境評価に活用する。

Eco-VAS概要

Eco-VASは、開発初期段階から目標値を設定

し、着実に環境パフォーマンスを高めていくた

めのシステムである。

具体的にはチーフエンジニアが開発企画段階

で環境性能※ごとに目標値と達成シナリオを策

定し、開発プロセスを通して目標の達成状況を

フォローし、着実な達成を図る。（図13）

（５）納入企業

表６　納入企業に関するＴＭＣＡのアクション

プランとターゲット

①納入企業に対する環境マネジメント方針

トヨタオーストラリアは自社への納入業者達

とともに、納入企業向け環境マネジメント方針

に合致した環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）

を立案している。そして環境問題が何故に大切

かを説明した冊子を配布した。この方針は納入

企業に環境パフォーマンスの継続的な改善と環

境問題におけるリーダーシップを持つためのフ

－42－

二律三律背反事項を�
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  排出を削減�
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・納入企業の環境対策へ�
  の意識向上�
・納入企業のＩＳＯ14001�
  取得�
・化学物質マネジメントシステム�
・化学物質の廃止�
・下請企業の配送�

ターゲット�
・納入企業の自己申告アセスメント�
  の実施�
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レームワークを示す。トヨタオーストラリアの

狙いは、納入企業のISO14001取得促進である。

TMCAはその環境対応が納入企業のイノベーシ

ョンに左右されると認識しており、中堅～大手

の納入企業はそれぞれ、2003～2005年までにレ

ベル３のEMSを行うことを、中小企業である納

入業者は、2004年までに重要な環境への影響を

管理する、レベル２までの実行を行うことを求

められている。（図14参照）

2002年、トヨタオーストラリアは、納入業者

らに対し、自社の環境への影響の認識とＥＭＳ

のフレームワークの進展を求めて、納入業者ら

本人によるＥＭＳに対する自己評価を促した。

12月の終わりまでに、自動車の部品や原材料供

給者の22％がこれに参加した。

TMCAは、キーとなる納入業者のISO14001認

証取得を奨励している。この結果、2001年終わ

りまでに30％の納入企業が同認証を取得した。

しかしながら、この多くが納入企業のうち大企

業に限られ、中小納入企業の認証取得が課題と

して残された。したがってTMCAはEPAビクト

リアと協力し、中規模納入企業に対しISO14001

の取得の指導を行っている。この間に得たノウ

ハウは蓄積され、全ての納入企業に利用できる

形でマニュアル化された。広い範囲の納入業者

のISO14001認証奨励はTMCAの環境対応の広が

りを象徴付けているといえる。

②危険物質

ＥＭＳ発展のフレームワークによるサプライ

チェーンからの環境的に危険な物質の除去が求

められる。

③納入企業の後方業務…二酸化炭素排出量と包

装によるゴミ

2002年の間に二酸化炭素排出量と包装ゴミ

はアルトナ工場への配送時およびオーストラ

リアへの船積み時に発生することが調査によ

り判明した。これによってサプライチェーン

のどの部分が環境への影響を与えているかが

分かり、改善への明確な目標が定まった。

④納入業者のＥＭＳ発展支援への評価

TMCAへの供給業者であるEmpire Rubber

という企業が、2002年度Bendigoビジネス優秀

賞を環境ビジネス部門で受賞した。トヨタの

環境グループはEmpire Rubberと共に、その

環境的支援や、ＥＭＳによるISO14001取得へ

の援助を行った。

⑤納入企業の環境活動への表彰

2001年、TMCAは環境への意識、責任感とイ

ニシアチブを促進するため、納入企業に対し、

「トヨタ納入業者環境賞」を設立した。初めての

賞は2002年11月、Siemens VDO社に与えられ、

その表彰内容は環境意識と職場の雰囲気・生産

活動・製品設計の調整、そしてＥＭＳの十分な

－43－

※ＥＭＳは環境への影響の程度を考慮して納入業者を区分する。また以上の５レベルの
達成の様子が時間の流れに従って明示される。
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取組みに対してであった。最終選考に残ったの

は他に、BASF Azko Nobel社、PBR Brakes社

であった。

（６）製造

表７　製造に関するＴＭＣＡのアクションプラ

ンとターゲット

①2000年製造部門の活動

2002年の製造部門の戦略は、新しいカムリ製

造に向けたアルトナ工場の品質向上の強化であ

った。モデルチェンジをすることにより、たく

さんの製造作業の新しい工程が導入され、オー

ストラリア国内産の部品を使う量が増え、組立

ても国内で行われるようになってくる。しかし、

新しい設備や、その動作テスト等により製造作

業が混乱し、製造量の低下と、一時的な、エネ

ルギーを含む様々な資源が無駄にかかるように

なる。トヨタオーストラリアの環境パフォーマ

ンスの主眼となる尺度は製造量と密接に関係す

る。2002年の戦略目標は、上記の業務状態の変

化に適応できなかった。したがって、アルトナ

工場における製造量の低下、新しい設備と加え

られた工程にトヨタ全体の環境パフォーマンス

が影響を受けた。

②エネルギー消費の削減

エネルギー消費量が、2002年、全体として

10.53GJ/vehicle（自動車１台）まで増加した。

主な理由としては、以下の３点が挙げられる。

１）アルミニウム鋳造の増加を含めた工場で

のいくつかの新しい工程と、新AOプレス

ライン（オーストラリアで最大の自動車

を圧縮するだけの工程）の導入

２）新カムリの製造を開始するに当たっての

設備の整備と過剰な動作テストによるエ

ネルギー消費

３）大量生産のメリットが失われたこと（工場

の光熱費等、製造量と独立した固定的エネ

ルギー消費が、製造量が減少したことによ

り一台当たりの量が大きくなった。）

表８

それにも関わらず、トヨタは多くのエネルギー

削減計画を実行できた。最も重要なものの一つに、

鋳造部門に溶融したアルミニウムを運ぶことを含

めた、より効果的な鋳造工程がある。

以前は、エンジン鋳造のアルミニウムは鋳型

の形で運ばれ、工場の溶鉱炉で再び溶かさなけ

ればならなかった。新しい高い溶鉱炉と高圧鋳

造機の導入により、今は溶けたアルミニウムを

溶鉱炉にそのまま流し込むという移動が可能に

なり、エネルギー消費の削減が出来た。

車両製造時、１台あたりのエネルギー消費量

は2003年度に5.5％削減された。この結果もたら

されたのは、持続可能なエネルギー検討機関

（The Sustainable Energy Authority）との協力

によりプログラムを推進してきた結果である。

このプログラムには、設備コントロールと効率

の向上、余剰消費を減らす活動が盛り込まれて

いる。エネルギー消費量の削減により、従業員

環境ワークグループの試算ではAUS3万ドルが削

減されたとしている。

③揮発性有機化合物（VOCs）

自動車生産の塗装過程において、キシレンやト

ルエンといった揮発性の有機化合物が含まれる溶

剤が使われる。そして、揮発性であるため、この

有害な物質は大気中に放出され、人体に頭痛や咳、

－44－

項目�
・法令の遵守プラスα�
・ＩＳＯ14001の管理�
・公害の防止、廃棄物�
  の最小化�
・継続的改善�

アクションプラン�
・エネルギー消費量�
・揮発性有機化合物排出�
・製造時の水使用�
�
・埋め立て量の削減�
・化学物質マネジメントシステム�
・危険物質の廃止�

ターゲット�
・2005年までに10％の削減�
・2005年までに48％削減�
・2005年までに10％削減�
�
・2005年までに30％削減�
・2001年終わりまでに�
・2005年終わりまでに�

2000 2001 2002 2002
Actual Actual Actual Target

GJ/veh 9.13 8.63 10.53 8.63
Total GJ 845,885 816,156 911,476
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肺機能の低下など、多大な影響を与える。

そのため、このような溶剤の使用量を減らす

ため、カートリッジシステムが導入された。カ

ートリッジシステムは、ロボットのコントロー

ルによって、常にそれぞれの色をカートリッジ

に満タンにさせておくことを可能にした塗装ラ

インである。これによって、従来の塗装ライン

に残っている塗料の浄化→溶剤による塗装ライ

ンの清掃→次に使う色の塗料をラインに取り入

れるという、一連のサイクルをなくすことがで

き、塗料や溶剤の使用量を大幅に削減すること

を可能にした。結果として、52％、年間約

230000 の塗料の量が、その過程で使われる溶

剤の75％、年間9000 が削減された。

表９

１）VOCsの発生源

塗装部門は車体などを塗装する際に、VOCsを

使用する。

塗装工場の中にあるスプレーや、溶解オーブ

ンなどから放出される。

２）VOCs発生低下への努力とその成果

VOCs発生を塗装過程で90％カットし、５ヵ年

計画と称して、年々減らす計画を立てている。

（図15参照）

３）VOCsの削減の主な方法

・カートリッジペインティングの導入をする。

・塗装の際にVOCsを減らす。

・洗浄ブースを替える。

４）最近の計画の詳細

・巨大な防水タンクを導入（2003年）

・表面をきれいにする洗浄を減らす（2003年）

・VOCsを低く含む減量に替える（2004年）

・金属性塗料の変換（2004年）

・低VOCs溶解の使用を研究（2004年）

５）将来の計画

・下地用塗料のVOCs量を減らす研究

・よりよい使用法を探すためのモニター動向

適度な量の使用を達成するための監視（2004年）

６）監視・モニター

塗装や溶解の際に、度を越した使用を発見し、

消費量に見合うパターンを作るために、今ま

でのサンプルなどに基づいて、広範囲わたっ

て監視するシステム。１年に２回少なくとも

テストしている。

④燃焼による汚染

１）トヨタの自動車から排出される一酸化炭素

や酸化窒素について、その影響

・一酸化炭素は少量でも吸い込むと、血液に

すぐにまみれて体の器官を壊す。長い間さ

らされていると、大きなダメージをさらに

与える。これらは、ガソリン、ガス、石油

などの炭素を含む燃焼によって生じる。

・また窒素酸化物窒素はVOCsと結合し、光化

学スモッグを作る。これもまた人体に風邪、

肺機能の低下、目・喉へのダメージがうか

がえる。

２）源（原因）

・ペイント作業であるVOCsが燃焼すると発生

する。その為、トヨタはEPA（Environment

Protection Act）規制を守り、それを超えた

一酸化炭素が地域社会に影響を及ぼさない

ように、働きかけている。

－45－

2000 2001 2002 2002
Actual Actual Actual Target

VOC g/m2 64.12 63.94 57.1 54.1
Total VOC kg 597,063 607,441 509,055

図15
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３）計画

・不完全燃焼を見分ける研究（2003年）

⑤その他の大気汚染

１）影響

例えば微粒子が発生した場合、微粒子が肺に

入り込み、肺の活動を低下させる。

２）起こる原因（源）

トヨタからの発生微粒子は主に鋳造の過程で

発生する。先程のVOCs同様、これもEDA規

制を守らなければならない。

３）監視・モニター

少なくとも年２回行うことになっている。

⑥大気汚染による臭気

１）影響

地域社会に迷惑な臭いを発生させる。

２）原因（源）

２つの原因がある。

１．塗料によるもの

２．VOCsの発生

３）監視・モニター

上記と同じく、少なくとも年2回行うことにな

っている。

４）計画

塗料の改善、さらなる原因の調査（2003年）

⑦廃棄物問題

一般的に自動車の製造過程では多くの廃棄物

がでる。

それには一般廃棄物と有害廃棄物がある。一

般廃棄物は主に食堂などから出て、有害廃棄物

は主に塗装部門から出る。尚、トヨタはゴミを

減らすために、５R活動を展開している。

１）廃棄物は何故環境問題になるのか？

・一般廃棄物

これは腐敗の廃棄物や処理できない家庭廃

棄物なども含む。

工場の製造中、作業中、サービス業務中に

発生する。

・有害廃棄物

生態、人体に悪影響を及ぼす。間違った方

法での容易な処理によって、人の安全性や

ゴミ処理場の確保が危うくなる。大変危険

である。

２）TMCAの廃棄物の分け方（カテゴリー別）

・酸性、アルカリ性を含む、反応性が大きい

廃棄物

・可燃性廃棄物

・金属が溶解したもの

・重金属を含む泥

・臭いを含む炭化水素

３）二つの廃棄物を減らす計画の実行とその結

果（５ヵ年計画）

４）主な計画の内容と結果

・有害廃棄物として処理されるものを、再利

用する。これによって1999年以来、15％の

有害廃棄物が減少。また、一般廃棄物は

30％減少。

・段ボールやプラスチックパッケージを減ら

す。

－46－
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・輸出の際の包装を20％減らす。（1995～2005）

（未来の計画）

・廃棄物の源自体の減少

・木材・プラスチックなど再利用

・代わりの製品を使用

・代替のものを探す。再利用する。

要するに、年間で、トヨタオーストラリア全

体で17.19kg／vehicleの廃棄物を削減した。2002

年の主な結果としては製品管理部門が、供給業

者からの多大な包装の削減に着手したことであ

る。トヨタオーストラリアは地域の供給業者の

ほとんどに対し、再生可能なStillagesと包装を

利用し、厚紙の箱や、その他包装の必要をなく

した。また、販売店からも廃棄物削減の積極的

イニシアチブが出てきた。

慈善事業へ向けたアルミニウムのリサイクル計

画は、ボディショップの社員が一般的な廃棄物

分別の方法を教えたことにより、エンジン販売

店のスタッフが始めたものである。

表10

⑧環境騒音

トヨタオーストラリアはEPP（Environment

Protection Policy）の規定を守っているが、さら

なる改善を目指している。

☆騒音対策

・静かな送風機を取り付ける。

・防音ビル

・作業中は、エンジン、プレス、鋳造工場な

どの中での音はドアの開け閉めでコントロ

ールする。

・住宅と工場の境界線に６ｍ～８ｍのマウン

ドを作り、防音する。

・騒音モニタリング（2003年）

・新しい騒音対策を模索中

⑨水消費量削減

トヨタオーストラリアは水資源の節約に力を

入れている。（図18）特に1999年から2002年にか

けては製造過程の水資源の節約に力いれた。そ

の結果車一台生産する当りに必要な水の量を26

パーセント削減することに成功した。これは年

間にすると１億5000万リットル以上に相当する。

これにより年間約１万5000ドル費用を節約する

ことが可能となった。トヨタオーストラリアで

－47－

訪問直前に完成・試運転中
であった為、得意満面のオ
ージー・エンジニア達の説
明を受けた。資本回収期間
は約25年とのことであるが、
乾燥大陸オーストラリアで
は将来水の値上がりが予想
されるので、これは有意義
なイノベーションであるこ
とを力説された。�

Storm Water
Storage Tank
45000 Liters

工場の屋根→�

2000 2001 2002 2002
Actual Actual Actual Target

Kg/ veh 18.04 17.41 17.19 17.41
Total kg 1,674,538 1,646,498 1,487,966

図18
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も2001年度より2005年度まで５ヵ年計画で段階

的に製造過程における水の使用量を削減して行

こうとしている。目標と実際の結果は表10のと

おりである。2002年度に水使用量が増加してい

るのは新型カムリの生産に対応するためアルト

ナ工場を改築し生産工程もそれに伴い若干変化

した結果である。

表11

また、2002年、ゴミの量や質改善の長年の取

組みを評価され、産業・商業ゴミの部門でCity

West Water Community環境賞を授与された。

工場から排出される水について雨水、地下水、

そして生産過程で使われる水の汚染をいかに防

いでいるのか

○雨水（stormwater）stormwaterとは屋根や工

場内の道路などから集められた地中にしみ込ん

でいない雨水のことである。

○地下水（groundwater）工場の敷地内の地下

水は一旦汚れてしまうと、元に戻すのが困難で

あるため、事前に汚染を防ぐことがさらに重要

となる。

アルトナ工場からでていく雨水はlitter trapsと

いう装置によってコントロールされている。こ

れにより漏れたりあふれたりすることを防ぎ、

その水は４つのバルブのあるパイプによってコ

ロロイト川へ流れ出るようになっている。

★Bunding（擁護壁）工場内のすべてのタンク

は擁護壁で密閉され、中身がもれるのを防いで

いる。これはエンジン製造部門でも塗装部門で

も同様である。

☆spill kits …spill kitsとは万一水等の液体がこ

ぼれたり漏れたりするようなことがあった場合、

少量であればそれを除去することのできるもの

である。（吸い取る等）

⑩環境会計

2002年の間に、トヨタオーストラリアは製造

工程の連続的改善のため巨大なプロジェクトに

取組み続けてきた。いわゆる「製造と環境のコ

スト削減プロジェクト」は、年間約200000ドル

ものコストを節約した。これには、車両検査エ

リアでの、よりエネルギー効率のよい照明や、

塗装における水の再利用などがある。さらに加

えて、主力工場での技術革新が財務面によい影

響を与えた。（例えば塗装工場に導入したカート

リッジシステムでは、塗料、シンナーの使用量

を低減することで年間約25万ドルの節約をする

ことが出来た。）

Cost calculation data for environment 

～環境のためのコスト計算データ～

環境プロジェクトは潜在的環境節約を見越し

てすべて分類されている。プロジェクトは手段

を改善する以前にすべて記録される。変更する

際は、それらの記録よりコストとペイバックの

査定を見越して、改善計画をたてる。

Planned investment

～投資計画～

トヨタオーストラリアには、新しい環境技術

用具を支援する責任を有する環境製品グループ

がある。これは、プロセスの改善のための資本

支出予算承認主義によって支えられている。

また、改善プロジョクトにかかる費用が少なく

とも２年以内に回収することが可能であれば通

常のプロジェクトとは別に財政的支援を受ける

ことができる。

※Toyota Australian Environment Capital

Budget by2004/05 参照

－48－

2000 2001 2002 2002
Actual Actual Actual Target

m3/ vehicle 5.21 4.50 5.13 4.50
Total m3 482,701 425,574 444,052
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⑪化学物質の管理

工場で導入されている化学物質はどんな環境

問題も引き起こすことはないと証明されている。

2002年の間にその査定システムを経験と知識か

ら、工場から社員や土建業者の研修まで範囲を

広げて強化した。

MSDSは、Material Safety Data Sheetの略で

あり、化学物質安全データシートと訳される。

（図19）このMSDS制度とは、第一種指定化学物

質、第二種指定化学物質及びそれらを含有する

製品（指定化学物質等）を他の事業者に、譲

渡・提供する際、その性状及び取り扱いに関す

る情報（つまり、MSDS）の提供を義務付ける

制度である。この制度は、2001年１月から実施

されており、対象事業者は、指定化学物質を取

り扱っている全ての事業者である。

取引先の企業から、MSDSの提供を受けるこ

とにより、事業者は自らが使用する化学物質に

ついての、正しい情報（成分や性質、取り扱い

方）を入手する事ができ、化学物質の適切な菅

理に役立てる事ができる。

記載内容は、国際規格としては、ISO11014-1

として、その記述内容が標準化されている。

PRTRとは、Pollutant Release and Transfer

Registerの略であり、人の健康や生態系に有害

なおそれがある化学物質について、環境（大気、

水、土壌）中への排出量及び廃棄物に含まれて

の移動量（＊）を事業者が自ら把握して行政庁

に報告し、さらに行政庁は事業者からの報告や

統計資料を用いた推計に基づき排出量・移動量

を集計・公表する制度である。

（＊）移動量とは、事業者がその事業活動に係わ

る廃棄物の処理を当該事業所の外において行う

ことに伴い、当該事業所以外に移動する第一種

指定化学物質の量を言う。

⑫環境危険物質の除去

トヨタオーストラリアは1200以上の様々な物

質を製造工程で利用している。環境危険物質除

去プログラムの一環として、一回の使用量が

0.1％に限られているような管理下のものも含め

17物質を調査した。2002において、これらのう

ち11物質は除去対象になり、二度とトヨタオー

ストラリアでは使用しないことになった。残り

の６物質は2005年末までに使用中止もしくは他

の物質に変更するよう計画されている。

⑬ISO14001再保証

アルトナとメルボルンの工場はEMSの認証継

続の為、内部および外部からの定期的監査を条

件としている。2002年、品質保証サービス社

（現ＳＡＬ Global）により外部監査が行なわれ、

両工場ともその保証を維持しているとされた。

（図20）最新のアルトナ工場の報告書はＥＭＳに

も反映されている。

－49－

図19

Certified
Environmental
Management
ISO 14001 Lic C10362

Standards Australia

The administration of the Environmental

Management System Provided by the

Environment Group is a considerable

contributing factor to the success of the

management system in protecting Toyota

from environmental l iabil i ty while

providing Toyota with the opportunity to

improve its environmental performance.

Another contributing factor is the

commitment and enthusiasm evident in

the managers and staff in the Shops and

facilities of the Altona site.

図20
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⑭工場からの改善

製造における環境目標達成には工場の協力が

欠かせない。環境戦略的な作業グループ等を利

用して、計画やアイデアの発見と発展に努めて

いる。向上の努力の好例として、Ge o r g e

KyprosとBing Lokの、ボディショップチームと

製品技術チームが挙げられる。

１）ジョージ＆ボディショップチーム

2002年に工場の周りの紙、瓶、缶および一

般ごみの分類によるリサイクル計画の立案、

環境意識を高め理解する新しい環境問題の

掲示板の創設。

※最近の活躍は、よりコストが低く性能の

いい、こぼれた油の吸収剤や車輪付きの

掃除機の使用による汚染廃棄量低下

２）Bingチーム

実現可能なリサイクル可能性に打ち込み、

厚紙・木材・紙・プラスティックパッケー

ジ・・等々の広い範囲での分類を行った。

トヨタオーストラリアは上記チームに環境チ

ーム賞を授与、さらにこのような人材の育成を

図っている。その他の賞の受賞者はエンジン・

鋳造部門、アルミニウム溶鉱炉の新設備で受賞。

⑮工場内におけるリスク管理体制

工場の抱えるリスクとは

□「リスク」の教科書的な定義

リスクとは損失や被害やその他望ましくない

出来事の起こる可能性の事

□工場の抱えるリスク要因分解

全体のリスク要因＝内部リスク＋外部リスク

※外部リスクとは→工場外へ悪影響をもた

らす可能性

※内部リスクとは→工場内部で事故等が発

生する可能性

リスクを最小化する為に、リスク軽減の為の方

策は？

問題解決＝個別要因解決×共通要因解決

■個別要因解決…・工場操業による環境リ

スク発生への個別対策

・従業員の安全・健康リ

スク発生への個別対策

の２点から説明

■共通要因解決…Housekeeping/Training

の２点から説明

工場操業による環境リスク（１）

□リスク要因

河川・空気・下水管・土壌・地下水を汚染し

てしまう恐れ

□具体的な取組策

・早期煙探知装置の設置による、火災の早期発見

・地下にある貯蔵庫をコンピューターで監視

地震等による土壌汚染を早期発見

・従業員教育による、事故そのものの発生阻止

リスク要因を最小限に留める

□発生時の対処

事故処理に必要な機材をスタンバイ・事故対

処の専門家育成など

工場操業による環境リスク（２）

□2002年度に発生した環境事故の具体例

－50－

図21 2002 Environmental Workgroup Awards 

Most Effective Workgroup 
Unit Assembly I (Engine and Casting Shop) 

Most Improved Workgroup 
Mech Techs (Port Melbourne Maintenance) 

Best Integration of EMS into,,the Shop 
42 Shop (Port Melbourne Fuel Tanks and Doors) 

Best Individual Effort by a Work Group Member 
Bing Lok (Production Engineering) 

Award for Special Effort 
Body Shop (Recycling Initiative) 
Production Control Division (Reduction of 
Packaging Materials)
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工場操業による環境リスク（３）

□Preventative Maintenanceの実施

環境影響の事前評価を行い、未然防止の徹底

を図る

☆個別要因の解決

従業員の安全・健康リスク（１）

□リスク要因

重点災害･･･挟まれ巻き込まれ･重量物･車両･

感電･墜落･高熱物による災害

重点疾病･･･粉塵障害･騒音障害･筋骨格系疾病

□具体的対策

危険作業を担う従業員の実態把握（定期的）

工作機械導入による、直接危険作業に携わる

機会の減少

従業員教育の徹底

従業員に対する医学的検査の実施

労働災害発生頻度減少の達成

従業員の安全・健康リスク（２）

従業員の安全・健康リスク（３）

図22

☆共通要因の解決

Housekeepingの重要性（１）

□工場内設備の維持管理はリスク管理の基本

□4S+1(5S)とは？

Seiri：整理･･･現場で要るものと要らないもの

を区分して、不要のものは即刻

廃棄することをいう

Seiton：整頓･･･整理し、必要として残した物

を必要な時に、必要なだけ容

易に取出せたり、使いやすい

ように、所・番地を定め並べ

て置くことをいう

Seiso：清掃･･･整理、整頓、清掃のよい状態

を維持することをいう

Seiketsu：清潔･･･現場で技能員が仕事をやり

やすく、安全に対しても不

安がなく、作業動作や歩行

に支障のないようにきれい

にすることである

Shitsuke：躾･･･以上の事を、従業員に徹底さ

せることである

Good Housekeepingの達成

－51－

５月
廃棄物運搬時に公道へ飛散

（本社地区／工場）

５月
空調設備からの灯油漏れ

（その他地区）

2002年度の主な取り組み

１．「ゼロの確かさを立証できる」活動の展

開（対象STOP6+α、重点疾病）

２．リスクアセスメントに基づく本質安全の

徹底追求と安全機能保証・機能維持

３．海外を視野に入れたエルゴ（筋骨格系疾

病）対応展開

４．騒音・2002年度の主な取り組み

５．構内外注工事の管理・指導強化

「重点災害、重点疾病ゼロ」に挑戦

～未然防止体制と体質の強化～

・心身ともに健全な職場環境づくり

５ヵ年方針（2000年～2004年）

'98 '99 '00 '01 '02（年）�0

0.5

1

1.5

2

トヨタ�

自動車製造業�

製造業�

全農業�
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Housekeepingの重要性（２）

Training･･･教育の重要性

□教育はリスク管理の『背骨』である

工場は環境関連諸法規・会社の方針・規則に

従って操業されなければならない

□従業員教育

全社員は環境に関する教育を受けなければな

らない

→工場従業者に至るまで､当事者意識を抱かせる

□契約業者への対応

トヨタ工場との契約業者全てに、導入したプ

ログラムを遵守させる

全社員に、リスク管理の意識を持たせる

（７）販売店と地域社会

表12 製造に関するＴＭＣＡのアクションプラ

ンとターゲット

①販売店（ディーラー）の環境管理

トヨタオーストラリアは環境マネジメントの

ライフサイクルにおける販売店を重視しており、

2001年に、環境ガイドを配布した。それには翌

年中のＥＭＳ発展へのアドバイスが載っている。

2003年には販売店網を調査し、どの地域に技術

的アドバイスとサポートを行うべきかを分析し

た。

②クリーンエネルギー車の市場投入

2001年10月17日、環境にやさしい、石油と電

気のハイブリッド車、Priusがオーストラリア市

場に投入された。Priusはすぐに顧客の支持を受

け、2001年10月には35台、11月には66台、12月

には127台の販売があった。TMCA前代表取締役

の浅野氏によれば、「オーストラリアにおける環

境への関心は高まっており、温室効果ガスや温

暖化に対する懸念も強いことから導入を決め

た。」オーストラリアにおけるPriusの発売は、

オーストラリアにおいても自動車の環境負荷が

少ない面を消費者にアピールすることにより、

販売促進に繋げる時代が本格的にはじまったこ

とを感じさせる。TMCAではPriusの販売状況を

見つつ、TaragoやEstimaハイブリッドモデルの

オーストラリア市場での投入を計画している。

どちらのモデルとも日本での発売は開始されて

おり、2001年10月に開催されたシドニーモータ

ーショーで披露された。

③自動車の最期

自動車の適切な処分は世界的に重要な問題で

あり、また設計の問題とも等しい関連を有する。

※オーストラリアでは、未だ自動車のリサイク

ル法がないので、わが国でTMCが従っている

システムを参考の為に示しておく。（図23）

やがて制定されればこのようなシステムにな

ろう。

－52－

項目�
・環境ガイドラインの�
  販売店への配布�
・販売店の化学物質�
  マネジメント�
・販売店のEnd of Life�
  Vehicleマネジメント�
�
・部品の梱包�

アクションプラン�
・クリーンエネルギー製品�
�
・地域の環境運動を支援�
�
・取次店への環境ガイドライン�
  の導入�
�
・Recoverability＆End of�
  Life Vehicles（ＥＬＶs）�
・部品の梱包�

ターゲット�
・2001年までにハイバードテクノロ�
  ジーを導入�
・National Tree Day他、地域の�
  イベントを支援�
・2001年までにイントラネットによる�
  ガイドラインの作成、2005年まで�
  に実施�
・販売店と政策の策定�
�
・梱包用資材の最小化�
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主な役割�

自動車所有者→�
�
引　取　業　者→�
フロン類回収業者→�
解　体　業　者→�
�
破　砕　業　者→�
�
自動車メーカー→�
輸　入　業　者�
�

ASR、エアバック類、フロン類の再資源化等に必要なリサイクル料金を負担。引取業者に使用済自動車を
引き渡す。�
自動車の最終所有者から使用済自動車を引き取り、フロン類回収業者または解体業者に引き渡す。�
フロン類を回収基準に従って適正に回収し、自動車メーカー、輸入業者に引き渡す。�
使用済自動車の解体を再資源化基準に従って適正に行い、エアバック類を回収し自動車メーカー、輸入業
者へ。�
解体自動車（廃車ガラ）の破砕（プレス・せん断処理・シュレッディング）を再資源化基準等に従って適
正に行い、ASRを自動車メーカー・輸入業者へ引き渡す。�
自らが製造または輸入した自動車が使用済となった場合、その自動車から発生するASR、エアバック類、�
フロン類を引き取り、再資源を行う。自動車の設計・部品または原材料の種類の工夫を通じた自動車の長
期使用の促進と再資源化を容易にし、再資源化に要する費用の低減を図る。関連事業者に対する自動車の
構造・部品・原材料に関する情報の適切な提供など、再資源化の実施に協力する。�

使用済自動車等の流れ�
�
金の流れ�
�
情報の流れ�

※リサイクル義務者が不存在の場合等につき指定再資源化機関（（財）自動車リサイクル
　促進センター）が対応。その他離島対策、不法投棄対策への出えん業務も実施。�
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④National Tree Day 

2002年 7月28日、Planet Arkと協力して

National Tree Dayを行い、オーストラリアの環

境保護のボランティアや様々な地域団体が参加

した。ボランティアの署名と植えた木の数は

2000年の開始時から増え続けている。トヨタオ

ーストラリアの222の販売店の内153の代表者が

この年参加した。

⑤Toyota Community Spirit in Hobsons Bay 

Toyota Community Spiritとは、良き企業市民

として、社会と共生していくための行動指針と

なるものである。今日、よく耳にするＣＳＲ活

動の一環として捉えることができるだろう。こ

の社会貢献活動は、トヨタオーストラリアの工

場が立地する、ビクトリア州のホブソンズ・ベ

イ市を中心としたものだが、現在では、オース

トラリア全土に展開されており、様々な地域で

社会貢献をしている。以下、ホブソンズ・ベイ

市における、Toyota Community Sprit projects

の例を、いくつか紹介する。

Tree planting trailer 

TMCAは、2001年10月、Toyota Community

Spiritの第一弾として、ホブソン・ベイ市に植林

活動のためのトレーラーを寄贈した。また、こ

のトレーラーと共に、植林活動に使われる道具

やタンク、バーベキューセットなども多数寄贈

された。このトレーラーは市議会によって管理

され、使いたい地域団体は、予約すればいつで

も使うことができる。

Community Training Workshops 

TMCAは、ホブソンズ・ベイ市議会と共同で、

トヨタもしくは、外部の有能な人材による、リ

スクマネジメントやビジネスプランニング、広

報活動、人材採用活動についてなど、様々な講

座を開講している。

Truganina Explosives Reserves 

TMCAは、Truganinaの爆薬貯蔵地を公園に変

える市民の運動に援助した。この貯蔵地は自然

的文化的に、考古学や動植物や産業の遺産とい

った意味を含んだとても重大な価値をもつ。

TMCAは、このプロジェクトにおいて、種子の

採集や繁殖、植林活動の支援をした。

Altona Bayside Festival 

TMCAはこれまで、Altona Bayside Festivalと

長く関わってきた。2003年、TMCAはこのフェ

スティバルに、リスクマネジメントのサポート

を行い、安全・危機管理のプランの策定に協力

した。このボランティア活動により、2003

Australia Business Arts Foundation Advice

Bank Awardを表彰された。また、TMCAは、

ホブソンズ・ベイ市に、防弾チョッキやバリケ

ードを提供した。Altona Bayside Festivalに限

らず、様々なフェスティバルで、これが利用さ

れている。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

参考：トヨタ自動車本社の社会貢献活動

【社会貢献活動理念】

・「研究と創造」「豊かな社会づくり」を基本

テーマに社会貢献活動を積極的に展開する。

・社会一人一人に至るまで、一市民としての

活動を主体的に実践できるよう、組織風土

の醸成に努める。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

－54－
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⑥利害関係者との連携

T M C A は 主 催 団 体 を 通 じ て 、「 炭 素 の 日

（Carbon Awareness Day）」の支援を行った。

さらに地域社会との相互理解、連携を深める為

関連ＮＧＯなどとの協議を重ねている。

Altona Community Liaison Committee

Altona地域連絡協議会（CLC）は、Altonaで

のトヨタの製造実施における環境目標達成機能

に関するコミュニティー・フィードバックに向

けてフォーラムを設けている。2003年に、ＣＬ

Ｃは毎月会合を行った。ＣＬＣは環境保護局、

City West Water（メルボルンの水を仕入れる３

業者の１つ）、Hobsons Bay City 議会、地元住

民、工場に隣接している地域住民およびトヨタ

からの代表で構成されている。トヨタの代表た

ちは、会議に出席するよう依頼し、ＣＬＣと情

報を共有している。

⑦Greenhouse Challenge

2001年中、TMCAはオーストラリア政府の主

催するGreenhouse Challenge（詳細はⅡ．オー

ストラリアの環境政策の項参照）に参画する意

向を表した。TMCAはAGO（Au s t r a l i a

Greenhouse Office）と協力して、工場からの温

室効果ガス排出を大幅に削減するプログラムを

まとめる予定である。また、１年ごとにこのプ

ログラムに関して報告をする予定である。

⑧コミュニティーコンサルテーション

2001年TMCAはアルトナ工場環境連絡会議

（Altona Environment Liaison Committee）を設

立した。この連絡会議は、TMCAの環境対応に

対する理解を広めるため、市民の為のフォーラ

ムを開催する。フォーラム参加団体としてはＥ

Ｐ Ａ ビ ク ト リ ア 、 City West Water and

Hobsons Bay City Councilなどがある。2002年

には参加団体を増やす活動を行う。

４．環境マネジメントについてのＱ＆Ａ

Ｑ1：ＥＭＳを導入する理由は何ですか？

Ａ：理由はいくつもあるが、TMCA内では主な

理由をそれぞれ重要性が高いもの、普通の

もの、低いものという三段階に分けている。

①重要性が高い

・企業イメージ（TMCによるグループ全体の

流れ）

・消費者の要求（ISO14001認証は日本のＴＭ

Ｃによって命令が発せられている）

②重要性が普通

・法令遵守（ＥＭＳは政府の規制や認証基準

に対する法令遵守を続けていく上で重要な

役割を果たしている）

・コスト抑制・公共料金、ゴミ等

③重要性が低い

・社員の要求や提案（ＥＭＳを実施するにあ

たりまず環境についてのとても基本的な知

識を事前に社員に与える）

・保証（TMCAは劣悪な環境パフォーマンス

を行った歴史がない）

・地域の要求や提案

・政府の要求や提案

・サプライチェーンへの影響（TMCAはＥＭ

Ｓの実行を検討するように下請け会社へ要

請している）

Ｑ2：ISO14001のパフォーマンスとは？

Ａ：・組織構造と責任

環境的な組織構造と責任（業務履行能力）

はEMSの要求のもとで獲得される。

・トップマネジメントの義務

・社員の義務

・職務内容記述

・計画・５Year Environmental Action Plan

重要な環境計画の決定はＴＭＣから伝わ

る。これはＴＭＣ Global Earth Charterと

ＴＭＣ ５year Environmental Action Plan

2000-05が中心となる。

－55－
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・法令遵守と調整する

重 要 な 要 素 で あ る TMCA's Ｅ Ｐ Ａ

（Environment Protection Act）規制（ゴミの排

出 規 制 等 ） と 地 域 の 承 認 す る Ｅ Ｉ Ｐ

（Environment Improvement Plan）15）は多方面

の規定された要求を尊重するとともに法令遵守

されているかどうか毎年一度再調査する。この

毎年の報告はＥＰＡ及びTMCAの排出規制の状

況を尊重した上で活動の細部にまで徹底される。

・ISO14001を導入する上で困難な点

ISO14001を実行することの価値を確立すること

ISO14001によって認証されている範囲をはっき

りさせること

TMCAの環境にたいするインパクトの範囲を表

現すること

4000を超える従業員に環境に関する知識を訓練

すること

Ｑ3：環境方針の情報はどのように見直すのです

か？

Ａ：監視と測定16）

監視と測定は以下の五つを含むいくつかの

重要な基準によって決定される。

・認証の要求

・法律の要求

・ＴＭＣの要求

・経営管理者、指揮者の要求

・地域社会の要求

目標と対象

環境目標と対象は第一に2000年から2005年ま

－56－

15）ＥＩＰについて
ＥＩＰは一年おきに再検討され、報告される。2004年の６月にも行われた模様である。また３年に一度新しいＥＩＰが
提出される。それについての討論者はＣＬＣ（地域連絡協議会　Community Liaison Committee）と関連のトヨタ従業
員により形成される。この再検討の場は環境問題の発生とともにますます重要になっている。このＥＩＰはその後公共
の通知書で配布される。CSRがEMSにビルト・インされたケー
スとして極めて興味深い。
トヨタオーストラリアは徹底的に環境汚染の可能性があるもの
を特定して、内部と外部両方からそれをチェックしてまた全従
業員に情報を共有しようと努力している。もしクレームがあっ
てもそれを再発防止に向けて確実に見直して常に改善を繰り返
してとりくんでいる。またベンチマーキングに他の企業のいい
ところを常にチェックしたり、取入れたりする重要性もわかっ
た。近年は企業の経営環境の変化も実に激しいのでこのように
常に変化に対応することができ、絶え間ない改善を続けていく
ことが本当に大切なのだと思った。

16）Ｑ：監視（Monitoring）と測定（measurement）とすべき事柄を具体的に？
Ａ：・ＶＯＣsや一酸化炭素などの大気汚染

・ニッケル、亜鉛などの排水
・ｐＨや伝導性のある雨水の排出
・温度を操作する強力再燃装置
・固形廃棄物
・エネルギー消費量
・水の消費量
～専門家情報の収集
・効率的消費を測る実用的自動レコーダー
・社内テストによる環境パラメーター
・社外テストによる環境パラメーター
・環境的に重要な地域の視察と監査
・検討と測定の継続
～環境測定の精度強化～
・消費設備
・無駄な生産
・コンプライアンス
・流出データ

Ｑ：何故monitoring and measurementが必要か？
Ａ：①法令遵守とリスクマネージメントのために

②絶え間ない改善を続けていくため

2003�
December

2004�
December

2005�
December

2006�
December

Publish New EIP Report�

Publish Annual EIP Report�

CLC meeting - progress to target 

Timeline 
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での日本におけるTMCの五年間の環境活動計画

をもとに決定される。その上、現地特有の規定

された要求に関係した考慮すべき点が多数ある。

製造業を操業するにあたって重要な目標と対象

はエネルギーと廃棄物の減少に焦点があてられ、

とくに以下の六つに目標の焦点があてられる。

・ガス使用

・電気使用

・水使用

・VOCs（揮発性有機化合物）の放出

・一般廃棄物

・有害廃棄物

これらの目標は、消費量は生産規模に依存し

て多くなるとして基本的に車一台を単位に見積

もられている。また、目標は五年毎に設定され

るが毎年見直される。予定より早く目標に達し

た場合や予想以上の削減効果を得られた場合は

さらなる発展を続けるための新しい目標が設定

される。

経営の見直し

経営の見直しは特定のISO14001サイクルの一

部として毎年一度おこなわれる

法令遵守の達成状況

TMCAは環境に関する法令遵守の関連事項に

ついて内部と外部のステークホルダーに定期的

に報告している。内部には親会社であるＴＭＣ

も含まれる（ＴＭＣに関してはＥＰＩのプロセ

スを通して報告される）。17）外部には地域の環境

の機関も含まれ、最も重要視されるのはthe

Victorian Environment Protection Agencyであ

る。法令遵守の状況は内部的と外部的の両方を

検査する。18）

Ｑ4：年に１回生産管理を見直す内容は？

Ａ：①2004／05年度の達成計画

トヨタオーストラリアにおけるＥＭＳを毎

年一度再検討をすることはISO14001の要求

するところである。

再検討には以下の３点に焦点をあてること

が必要である

・システムの適当さ、適切さや有効性を一

致させ続けること

－57－

17）トヨタの全世界的な範囲のベンチマーキングは定期的に行われている。トヨタはEnvironmental Performance Index
（ＥＰＩ）というインタネットデータベースを開発して情報の共有に役立てている。ＴＭＣＡはヨコテンとして共有ネッ
トワークとして知られているＴＭＣのグローバルアイディアの一部である。これは日本のＴＭＣとの環境面における向上
のアイデア提案と受け取りのやり取りも含む。
※Ｙｏｋｏｔｅｎ　ヨコテン（横展）とは？

改善事例や優秀事例（Best Practice）を関係者で共有化し、全体としての生産性を高める、トヨタ形式のナレッジマネ
ジメント。個々の知識を組織的にする。

具体的には、現在PHREDのウェブベースソフトウェアを使用して、問題データを集め、その原因を見つけ、以前のデ
ータをもとに対処を行っている。

ヨコテンの利点は、部門ごとの壁をなくすことにより、すべての問題データ・問題解決データの共有が可能となり、そ
の結果、より早く効率的なプロセスを導くことが可能となる。ＴＭＣは定期的に専門家をＴＭＣＡに送っている。これは
海外にＴＭＣＡのアイデアが共有されたようにＴＭＣＡにも改善アイデアを提供しようというものである。
オーストラリアの自動車産業においてのベンチマーキング

オーストラリアでの自動車産業におけるベンチマーキングは稀れである。
現在、似たもの同士の企業として知られている会社と接触することを除けば正式なベンチマークは行われていない。

ＴＭＣＡはＥＰＡのトップ30の会議にも参加しており、非公式なベンチマーキングを始めているようである。
苦情はとても大きい影響が出ていることを示す無視できない重要なものである。正しい行動をとれば再発防止のために

環境マネジメントシステムに取り入れられることもある。
１　環境グループのマネージャーが会う
２　環境グループが苦情を調査する
３　適切なトヨタの経営者に会う
４　環境グループがレポートをつくる
５　レポートが上部から代表取締役までのぼる（苦情の種類にもよる）
６　レポートが提出される
７　しかるべき（改善に向けての）行動がとられる
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・最新の方針、特に目標と監査

・事情の変化と継続的な発展の義務

②バックグラウンド

初めのISO14001認証は1998年１月にアル

トナで取得し、1998年10月にポートメルボ

ルンの製造工場で取得した。アルトナ工場

の監視・監査では基準との不一致はなく

2003年９月に合格し、ポートメルボルン工

場では2003年３月に同様に合格した。

③署名

Management Reviewに関わった人の名前

が（８人位）羅列されている。

④リスクマネージメント

リスクの高い重要な事故が減少してい

る・事故の予防策を改善する徴候である

⑤Work Group Culture

TMCAでは企業内の業務ごとにグループ

をつくり、それぞれのチームワークや義務、

多角経営などいくつかの項目の達成具合を

毎年評価し、お互いを競い合わせより良い

環境作りをしている

⑥2004/05年度の成果・Highlight

公的に是認されたＥＩＰの発行

金属の削りくずのリサイクルによって年

間で約＄600,000の節約

徹底したエネルギーの監査（潜在的に

＄165,000の節約）

徹 底 し た 水 使 用 の 監 査 （ 潜 在 的 に

＄490,000）

環境に関する自覚と刺激を増すためのＴ

ＥＭＳボランティア活動に着手

⑦2 0 0 4 / 0 5年度の成果・Co n t i n u o u s

Improvement

行動計画概略・targets versus project

achievements

製造するための目標と対象

⑧2004/05年度のバランススコアカード

⑨結論

ＥＭＳは製造をする上での環境問題の効

果的なコントロールを供給するという意

味で適当であり、適切であり続けている。

最新の方針、特に目標と監査もまた

TMCA内のＥＭＳを満たし続けている。
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18）内部の過程
・法に定められていることの定期的確認
・要求されていることを満たすための方法を捜し出す
・結果を報告してそれをフィードバックして、もし必要ならば目標値を修正する。

トヨタはISO14001を監査する社内監査役をもっている。これらの監査役はそれぞれの店を回ってアイデアを分け合って
いる。

外部の過程
環境マネジメントシステムは外部では信頼されている機関に監査されている。

ベンチマーキングとは？
「組織が改善活動を行うときに、業界を超えて世界で最も優れた方法あるいはプロセスを実行している組織（ベストプ

ラクティス）から、その実践方法を学び、自社に適した形で導入して大きな改善に結びつけるための一連の活動」と定義
される。もともと米ゼロックスが複写機市場でシェアを落としてきたときこのベンチマーキングにより巻き返したことに
より注目をあびた。この場合、全く業種の違うL.L.Bean社の倉庫内業務をベンチマーキングをして在庫量を大幅に減らし、
大幅なコストダウンを成功させている。

ベンチマーキングのメリット
1、グローバルな競争が激化する中で、業界内の比較だけでなく、業界外のトップレベルのパフォーマンスと比較するこ
とにより、本当の競争力とのギャップを認識できる。このため、企業内の継続的なパフォーマンス向上努力に刺激を与え
ることができる。
2、現実に存在するベストプラクティスに学ぶために、達成可能かつ高い目標設定ができる。
3、ベストプラクティスを導入することによって、改善すべきプロセスを明確にでき、変革を加速できる。
4、事実に基づくため、変革を行う場合に社内のコンセンサスを得やすい。

第53号-03別府  05.4.26  10:12 AM  ページ58



改善計画の対象となるEnvironmental target

環境面における次の如き具体的なターゲット

を挙げてきた。環境面におけるターゲットとし

てまず始めに“社員研修”が挙げられているこ

とに、少し違和感を覚えたが、聞いていくにつ

れ納得ができた。

なぜなら、現状における考察云々以前に、社

員研修に力を入れていることで、社員の環境に

対する意識が高まる。その結果、より高レベル

な環境マネジメントシステムが構築される。そ

してこれからもまた構築されていくであろうと

感じるからである。また、ヨコテンといったト

ヨタ独自のナレッジマネジメント19）方式は環境

面も踏まえて効率的な経営をするにあたってト

ヨタだけでなく他企業でも取り入れていくべき

ナレッジマネジメント方式なのではないかと感

じた。

Training for employees

～社員研修～

・TEMS（Toyota's Environmental Management

System）の意識教育―内部コース

・TEMSの実施―外部コース

・内部監査―外部コース

・環境との相互作用―内部、基礎科学コース

・環境監査―内部コース

・クリーナープロダクション―外部コース

・免状Ⅱ環境的意識研修

・会計監査ネットワーク―内部におけるEMS要

因について月二回の会議

・ザ・ナチュラルステップ―外部サステイナビ

リティーの基礎研修

～外部利害関係者への教育と情報～

・Coastal Ambassadorsプログラム

・中等教育のプレゼンテーション

・ワークショップ

・メルボルン大学にて聴講

・Supervision of Honorsプロジェクト

・メルボルン大学にて講義

・EPA検査官のためのトヨタ環境ツアー

・Green Buying Conference

Plans for Emergencies

～緊急事態に備えての計画～

・Aspects and Impacts―異常、緊急事態への考慮

・Training―緊急事態の対処手順、危険物など

の扱い

・Reporting of non-conformance―環境緊急事態

の報告を受ける

Material and Energy Reduction

～材料とエネルギーの削減～

・塗装エアハウスでの余分な光の削減

・効率的なボイラーの中での酸素レベルの最適化

・圧縮空気を減らすことで供給エネルギーの削減

Elimination of controlled substance

～規制薬物の除去～

―具体例

・CFC's―（特定フロン）

・silicones in Paint Shop―TMCの質にかかわる

ので規制していく

・TMC controlled substance list

―新しい生産物ができた場合見直す

・取り扱う部門

・環境団体

・OH&Sグループ

・購入者

Utilisation of Recycles Material

～リサイクルされたものの活用方法～

－59－

19）組織の潜在知力を把握し、競争優位性との関係を明らかにし、それらを駆動させる組織をデザインし、そして知力を
支援・強化するような情報・知識環境を形成すること。（紺野登・野中郁次郎著『知力経営』日本経済新聞社 '95 P.4）
さらに注17）18）参照のこと。
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Reduction of Waste Water

～廃水・下水の削減～

水の削減はTMCAの環境行動の中でも重要なも

のである。

オーストラリアの気候は近年日照りが続き、水

は貴重な資源である。

－60－

TMCAにおけるEMSには5Rと呼ばれる哲学がある。

・Refine

・Reduce

・Reuse

・Recycle

・Retrieve Energy―エネルギーの回収

Waste Stream Source Reuse/Recycle Onsite/Offsite Notes

Resin coated Sand Foundry Recycle Offsite Used as ingredient in road construction

Aluminium dross Foundry Reuse Onsite Returned to furnace

Aluminium turnings Powertrain Recycle Offsite Metal recycling

Cardboard/Paper Site Recycle Offsite Paper recycling

Stillages Site Reuse Onsite All local suppliers to supply returnable 

stillages

Instrument Cluster Assembly Reuse Onsite DMT parts now repaired onsite by 

Supplier

Timber Press Recycle Offsite

Cutting fluid Powertrain Reuse Onsite Onsite reclaim facility

表13

Description Water Saving (KL p.a.) Date Implemented

Minimise DI water flow rate after ED 5,236 Oct 98

Reduce frequency of cleaning P/T stages 5&6 to every
250 Oct 98

second week

Optimise Wet Deck water flow rates 20,000 Dec 98

Stop overflows from humidifiers during non-production time 440 Dec 98

Use Air Supply House bleed-off water for spray booths 
13,860 Mar 00

make-up

Recirculate ED final rinse water 29,000 Apr 00

Reduce jet size for DI final rinse 6,390 Nov 00

Stopping 3 wet sanding water sprays 17,400 May 01

Reuse of DI rinse water for spray booths make-up 13,575 May 01

Topcoat B cartridge robots reduces flushing 203 Aug 02

Wet deek final rinse - change of nozzle type 20,147 March 03

TOTAL 126,501

表14
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Ｑ5：環境活動によるメリット及至コスト削減効

果とデメリットは？

Ａ：〈メリット〉

トヨタオーストラリアは環境マネジメン

トを行うことで、市場において優位なポ

ジションに立てると考えている。

・環境にダメージを与える事故を防ぐこ

とが出来る――補償回避

・投入物及び廃棄物の削減が可能

・トヨタオーストラリアが生産するカム

リ・プリウス・ＬＰＧカムリ・ＬＰＧア

バロンの環境性能が高いので、政府や他

企業の公用車として採用されやすい

・数多くのステークホルダーに対して自社

の環境活動を公開することで、トヨタオ

ーストラリアが環境にやさしいブランド

として認知され、彼らからの信用を得や

すくなる。――イメージ・アップ

〈コスト削減〉

2003年にTMCA内で実施された環境プロ

ジェクトは年間約75万豪ドルのコスト削

減を達成した。このプロジェクトは現在

も継続中である。

なお、上記の達成額には

・質の向上

・従業員の意識やモラルの向上

・ステークホルダーの支持

といった数値化不能なメリットは含まれ

ていない。

〈生産現場における技術革新〉

技術革新は環境面においても大きな改善

をもたらす。

・アルミニウムを精製所に運ぶ技術の革

新→大幅なエネルギー節約

・塗装現場におけるカートリッジシステ

ム→塗料の輸送効率の改善

・エアジェッターの設置――吹き付け→洗

浄溶剤の削減

〈カイゼン〉

絶え間ない改善の精神である“カイゼン

“は、トヨタオーストラリアにおける重要

な行動原理の１つであり、製品の質から

従業員のモラルに至るまで生産に関わる

全ての要素がカイゼンを求められる。

例）カムリのモデルチェンジに伴い、ト

ヨタオーストラリアは地域の全ての

サプライヤーに対し、部品の梱包材

全てを再利用可能なものに変えるよ

う求めた。サプライヤーたちは梱包

方法の研究、廃棄物発生メカニズム

の解析、代替材の研究といった数多

くのカイゼンを行った。この結果１

台当たり１kg、トータルで年間135t

の廃棄物削減が達成された。

〈ステークホルダーとの関係〉

近年行政が企業に課す環境基準に変化が

見られる。すなわち、はっきりとした数

値による排出量規制の遵守を求めるので

はなく、全てのステークホルダーを含め

た統合的な環境マネジメントの実行を奨

励する方向にシフトしている。

トヨタオーストラリアにとっては以下の

組織と関係を築くことである。

・地域行政

・水道局

・環境庁

・地域自治体

・工業団体

これまでの評判からわかるようにトヨタ

はほぼ全てのステークホルダーと非常に

良好な関係を築いている。

・ウェブサイトや環境報告書を通じたオ

ープンでクリアな対話

・説明会や工業見学を通じた活動報告

・行政や自治体に対するオープンな報告、

友好的姿勢

例）トヨタオーストラリアはステーク

ホルダーとの関係向上を専門とす

－61－
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る委員会を設置している。この委

員会には環境庁、地域行政、産業、

自治体、ＮＧＯなどのメンバーが

参加しており、トヨタオーストラ

リアの環境改善計画について２ヶ

月に１度会議を行う。これにより

トヨタオーストラリアは環境にお

けるリーディングカンパニーとし

て認識され、環境庁長官がトヨタ

の環境改善計画に公式署名するに

至った。

〈競争優位点〉

トヨタオーストラリアは優れた環境パフ

ォーマンスを実現しており、その点で大

きなアドバンテージを握っている。

・より安い資源の確保が要求されるコス

ト削減

・厳格な法令遵守による安価な保険コス

ト

・廃棄物処理のライセンス取得と処理コ

ストが安く済む

・土地利用の申請が受理されやすい

弱点

トヨタオーストラリアは複雑な生産工程

に対応した、非常に大規模な環境管理シ

ステムを持っている。このシステムは文

書化されてパソコンのデータベース上に

収められている。そして何百というその

文書は９つある作業グループの活動を管

理し、地域のステークホルダーと国際的

なステークホルダー、さらに内部と外部

のステークホルダーの間を取り持ってい

る。

このシステムの複雑さ故に、トヨタオース

トラリアで実行されている環境管理システ

ムには一部弱点が存在する。すなわち

・重視すべきことが環境活動そのものか

らシステムの文書化やデータベースの

コントロールといった事務的作業へと

ずれてしまいやすい。つまり環境改善

プロジェクトを実行することよりもシ

ステムを維持することの方に多くの時

間が費やされる。

・ペーパーワークとコンピュータシステ

ムの複雑さのせいで十分なコンピュー

タのスキルを有していないチームメン

バーのモチベーションが下がる。

・メンバーの異動が激しいので、与えら

れた仕事に対する十分な環境研修が受

けられない可能性があり、環境管理シ

ステムの基準を守れない危険性がある。

Ｑ6：環境マネジメントシステムEMS／品質管理

システムＱＭＳの関係についてどうお考え

ですか？

Ａ：トヨタはISO9001シリーズのような公式な品

質管理システムは持っていない。トヨタは

トヨタ生産システム（TPS＝To y o t a

Producting System）として知られる自社の

統合生産システムを採用している。このシ

ステムは品質管理の重要原則を数多く含ん

でいるが、外部による保証や審査は受けて

いない。

ＴＰＳの重要原則は以下の通りである。

・自働化…自動停止機能付きロボットの利

用。ラインの遅れや停滞を防止する。

・ジャストインタイム生産方式…必要なと

きに必要なだけ

・カイゼン…最も効率的な働き方を見つけ、

繰り返し、さらなる改良を目指す。

TPSは他にも４つのキーコンセプトを持つ。

・３つのＭ

＝ムダ、ムラ、ムリ（を避ける）

・５つの“なぜ”

＝問題をはっきりさせるため、５回

“なぜなのか”を考えて原因を明

らかにする。

・４Ｓ＋１

＝整理､整頓､清掃､清潔､（＋１）躾。

・総合品質管理

－62－
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すぐさま実行

常識にとらわれずに考える

問題を次工程に先送りしない

即時に問題点を報告する

問題防止の為にポカヨケ（ポカミス

をしてでも不良品をヨケましょう。）

を使う

〈テクノロジーの利用〉

ＴＰＳは品質的欠陥を生み出したり、見

逃したりしてしまうことを防ぐためにポ

カヨケのような進んだ技術を利用するこ

とを奨励している。

これらは環境に対しても有効である。

・下水管の自働化によってｐＨ値が異常

なときにバルブを閉じて排水を止める

・基準値を超えたときに、塗装工場の焼

却場を操業ストップさせるために警告

をする

〈ＥＭＳによる品質的成果〉

EMSのパフォーマンスはその企業の品質

的成果によって評価されるものではない。

疑いも無く、環境的に重要なプロジェク

トの実行は（例えばカートリッジペイン

ティングシステムのような）製品の最終

的な品質にプラスの影響を与えるが、そ

れはEMSの影響を直接受けているわけで

はない。

ＥＭＳはむしろ、環境的に重要な仕事が

“規格化された形式”で実行されていると

いうことを保証するツールとして使われ

ている。品質管理面においてＥＭＳは全

体的な品質目標（一般的には１台当たり

の欠陥件数）を掲げている。

〈各チームのＥＭＳに対する責任〉

環境的改善と法令遵守の重要な牽引者は

生産工程中の主な箇所に存在する個々の

ＴＥＭＳワークグループである。

これらのワークグループは以下の基本原

理の下に集っている。

・ＥＭＳの文書の維持

・改善プロジェクトの管理

・監視と評価

・環境訓練計画の策定

・監査項目と環境活動の提案

ワークグループは以下のサポートを受け

ている。

・環境指針委員会

・生産環境グループ･･･環境専門家のアド

バイス

・工場環境グループ･･･ワークグループの

活動の調整

・環境事務局･･･会社の全体的な方針の決定

製造コスト面でのＱＭＳとＥＭＳの効果

トヨタオーストラリアはその他のトヨタ

グループ企業と同様に原価の決定に際し

てマーケットドリヴンアプローチをとっ

ている。これはまず初めに販売したい製

品について、市場において適切な製品価

格を設定して、そこから原価をはじき出

す手法である。カムリやアバロンのよう

なミドルクラスの自動車の場合、その価

格は約３万豪ドルであろう。そして企業

はその価格内で利益と諸経費が得られる

ように原価計算を行い、原価を達成でき

るようにコスト削減に取り組む。

このマーケットドリヴンアプローチでは

ＥＭＳのクォリティ向上がどの節約手段

に直接影響を与えるかを確かめることが

難しい。

それにもかかわらずトヨタオーストラリ

アは環境プロジェクトの利益を数値化し

て割り出している。
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しかしながらこのプロセスでは質の向上

やミスの減少、従業員のモラル向上とい

った、優れた環境マネジメントに寄与は

するもののはっきりと数値化できない

要因については測ることが出来ないの

である。

Ｑ7：最後に拙稿「ＥＵ環境賞受賞ハルトマ

ン社のステップ・モデル」20）にならっ

て、貴社のＥＭＳの全体状況をマトリ

ックス表でお示し下さい。

20）環境ビジネスに取組むHartmann社（Denmark）が,ＥＵの名誉ある環境賞（The Manegement Award for
Sustainable Development）を受賞し,受賞対象となった同社のSTEP（Systematic Too1 for Environmental Progress）
モデルが注目を集めている。

これは,環境活動を開始する手はずから目標の優先順位付け，戦略の改善，時間枠の明確化,具体的な取組みの手順，
体系化，調査までの全ての要素を１つのマネジメント・ツールに詰合せたものである。これによって，環境活動を概
観し，体系化することが可能になった。つまり環境活動の為の以下の６つの重要要素に関して段階的に取り組むこと
ができ，扱いやすくなったのである。
ａ．内・外部の組織的ネットワーク。
ｂ．ＥＭＳとその監査。
ｃ．クリーンテクノロジー
ｄ．ＬＣＡ。
ｅ．内・外部のステークホルダーとのコミュニケーション。
ｆ．社員研修。（インサービストレーニング）。

筆者のインタビュー調査の申込み（2001年８月18日）に対して，美しい湖畔の瀟酒な私邸で夕食会を催してその機
会を与えて下さった同社のAnna Lise Mortensen,Director,Sustainable Developmentの御親切に心より感謝する。

なお，リサイクル紙を原材料にした繊維パッケージの製造会社であるHartmann社は,ビジネスそのものが環境に対
応したものである。したがって同社が環境活動をどのように急速な企業成長につなげているかを知ることは，環境ビ
ジネスの面から極めて興味深い。

〈ＳＴＥＰモデル〉

〈STEPモデル進行状況〉

1998年度ハルトマングループ環境レポートより抜粋
（拙稿　「EcologyとＥｃｏｎｏｍｙ－ＥＵ環境賞受賞 Brodrene Hartman a/s (Denmark)のケース」2002年３月成蹊大学
経済学部学会『経済学部論集』第32巻第２号を参照されたい。）
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Ａ：図26 環境業績マトリックス表（Environmental Performance Matrix）

基準（Criteria）

Environmental
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Communication 
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Training 

Step 1

External testing
(i.e. soil tests)

Step 2 
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Environmental
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communication 
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Awareness
training 

Step 3 
Environmental
Team

EMS
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introduce
Cleaner
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External
Environment
Report 

Internal
Management
System 
Training 
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External
auditors 
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(ISO 14001 )

Some Cleaner
Technology
operational 
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for Life Cycle
Assessment 

Verified
External
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Management
System Training 

Step 5 
Intenal Auditors 

Continuous
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Technology 

Life Cycle
Assessment
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Verified
External
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Report 
Life Cycle
Assessment
Training 

Environmental
Network

Environmental
Management

Cleaner
Technology

Lifecycle
Assessment

Communication 

Employee
Training 

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 

※

TMCA による自己評価

※Environmental Specialist, Andreas Kammel氏は、ここは進行中であるとコメントしたが、同席し

たSection Manager のLeane Farrel さんは、彼のコメントに対して懐疑的であった。
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注記：トヨタ自動車㈱の概要

①財務的プロフィール

②プロフィール

・全国上場企業の2004年度三月期決算における

ランキングで、売上高・経常利益ともに１位

となった、日本が世界に誇る超巨大自動車メ

ーカーである。日本での販売台数シェアは、

約40％であり、ネッツとビスタの統合による

販売網の見直し（新Netz）により、45％に引

き上げることを目標としている。

・2003年度、全世界における販売台数は、アメ

リカのＧＭに次ぐ第２位でFordを抜いた。

・2003年度純利益（税引き後当期利益）は、世

界第７位の１兆1000億円である。

・日本の自動車メーカーの中で、ホンダととも

に、外資の資本を受け入れていない（外国自

動車メーカーの傘下に入っていない）メーカ

ーである。

参考）富士重工、スズキ⇒ＧＭ

三菱⇒ダイムラークライスラー

・トヨタ語事典（本文参照）

・トヨタ式・・・

・JUST IN TIME

・にんべんのついた自動化

・改善

・カンバン方式

・ヨコテン

・ポカヨケなど

③ハイブリッドカー・プリウス

最近、プリウスの売れ行きが好調である。日

本自動車販売協会連合会の資料によると、2004

年５月の乗用車系車名別順位では、5806台を売

上げ、10位となった。これは、日本人も環境に

関心を持った人々が増えている表れであろうか。

それとも、地政学的リスクにより高騰している

ガソリンの影響の表れであろうか。

ホンダは、シビックなど、１部のモデルでハ

イブリッド型を採用したが、インパクトは、も

う一歩といったところである。2004年内に販売

されたアコードのハイブリッド型はどうであろ

うか。

また、日産は、カルロス・ゴーン社長の下、

Ｖ字回復を成し遂げたが、リストラクチャリン

グに精一杯で、ハイブリッドシステムの開発に

は遅れをとってしまった。トヨタ自動車と提携

し、ハイブリッド車の基幹システムを調達。現

在、2006年中に、ハイブリッドカー「アルティ

マ」の販売を目指す。

ハイブリッドシステムを前モデルで採用した

プリウスが、消費者に与えるインパクトは大き

い。「トヨタは環境にやさしい」というイメージ

を消費者に浸透させて、さらなるシェア拡大を

目指している。

まさしく現在の車の中で、プリウスは最も環

境に優しく普及した乗用車であり、時代の先端

を駆け抜けている。こうした状況から、トヨタ

は欧米で売上げを伸ばしており、世界シェア１

位のＧＭを脅かす存在となりつつある。21）

－66－

Toyota Motor Co. MYSE Stock Price 2001-2004
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01-02 02-03 03-04

Revenue (USD 000) - 128,965,000 163,637,000

Net Profit After Tax (USD 000) - 6,247,000 10,995,000

Shereholders' Funds (USD 000) - 59,243,000 77,383,000

Return on Shareholders' (%) - 10.5 14.2

社名 台数
（万台）

ゼネラル・モーターズ（米） 860
トヨタ自動車（日） 678
フォード・モーター（米） 672
フォルクスワーゲン（独） 502
ダイムラー・クライスラー（独） 436
プジョー・シトロエングループ（仏） 329
日産自動車（日） 297
ホンダ（日） 291
現代自動車（韓） 280
ルノー（仏） 239
三菱自動車（日） 152

【自動車各社の2003年度世界販売台数】
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④環境マネジメントの組織と体制

⑤トヨタの環境への取組み22）

トヨタは、2003年度の環境への取り組みを発

表した。2003年度、トヨタは開発・設計分野に

おいて平成17年度基準と平成12年度基準を合わ

せ、超－低排出ガスレベル以上の生産台数比率

を、前年度比29.1ポイント向上の76.5％に拡大し

た。2010年度燃費基準（ガソリン乗用車）と

超－低排出ガスレベル以上適合車の生産台数比

率を前年度比26.7ポイント向上の67.9％に拡大。

燃料電池ハイブリッド乗用車トヨタＦＣＨＶの

導入拡大（日米累計16台）。ＦＣＨＶ－ＢＵＳ２

の都内営業運行を開始した。また、ＬＣＡ（ラ

イフサイクルアセスメント）の考え方をベース

とした総合環境評価システムＥｃｏ－ＶＡＳの

運行試行を開始するとともに、調達・生産・物

流分野において生産工程におけるCO2総排出量

の低減、廃棄物発生総量の低減、ＰＲＴＲ対象

物質の低減などを達成した。

リサイクル・物流分野においても自動車リサ

イクルの中長期目標トヨタリサイクルビジョン

を策定・公表。新型プリウスなどの開発・設計

段階に環境対応を織り込み、自動車リサイクル

法への対応強化も図った。

さらに、全世界の連結会社の新工場や既設工

場の大規模な改装、拡張を対象に、企画・設計

段階から操業まで、各国各地域でNo.１の環境対

応に取組むエコファクトリー活動を開始した。

－67－

トヨタ環境委員会� 製品環境委員会�

環　境　部�

委員長：張 社長�
1992年設置�
当社の重要環境課題について
対応の方針付けを行い、環境
保全活動の全社的促進を図る�

委員長：岡本 常務�
1973年設置�
開発・設計側面からトヨタ車の環境保
全関連の重要事項を検討する�

生産環境委員会�

リサイクル委員会�

委員長：白水 副社長�
1963年設置�
調達・生産・管理部門における環境保全にむけ重要事
項を審議・決定し、環境対策の総合的な推進を図る�

委員長：白水 副社長�
副委員長：山内 専務　岡本 常務�
1990年設置�
リサイクルしやすい車の設計、リサイクル
技術開発、回収方法について検討を行う�

環境委員会運営（事務局）
1998年設置�
方針・目標進捗管理�
トヨタ環境取組プラン、�
年度前者環境方針の立案�
�［環境部担当］�
●環境専門統括：白水 副社長�
●担当役員　　：山内 専務�
�　　　　　　：神尾 専務�
�　　　　　　：岡本 常務�

オールトヨタ生産環境会議・�
生産環境連絡会�

海外地域別生産環境会議�

燃費・排出ガス検討会�

車外騒音小委員会�

グリーンエネルギー車分科会�

テーマ別ワーキング�

ＩＳＯ14001分科会�

ＬＣＡ分科会�

技術部会�

国内部会�

海外部会�

特別プロジェクト�

ＡＳＲリサイクル推進会議�

生産環境生技分料金�

生産環境海外分料金�

生産環境工場分料金�

各地区環境保全統括者（工場長）�
各工場環境保全事務局�

生産環境物流分料金�

●国産乗用車系車名別順位（2004年）
2004年（１～６月）

順位 車　名 台数
1 COROLLA カローラ 94,446
2 CUBE キューブ 82,174
3 WISH ウィッシュ 71,679
4 FIT フィット 69,000
5 CROWN クラウン 68,527
6 MARCH マーチ 61,433
7 ODYSSEY オデッセイ 60,919
8 IST イスト 49,136
9 ALPHARD アルファード 42,673
10 DEMIO デミオ 42,511
11 SIENTA シエンタ 38,089
12 NOAH ノア 36,948
13 LEGACY レガシィ 33,217
14 VITZ ヴィッツ 33,193
15 PRIUS プリウス 32,832
16 ESTIMA エスティマ 31,823
17 MOBILIO モビリオ 30,829
18 VOXY ヴォクシー 26,418
19 STEP WAGON ステップワゴン 24,390
20 WINGROAD ウィングロード 24,134
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⑥環境面での製品差別化戦略とプリウス再論

1997年10月、プリウスは、世界初の量産ハイ

ブリッドカーとして誕生した。画期的な燃費の

改善と大幅な排出ガスの低減を実現したプリウ

スは、環境への関心が高まる中、その画期性、

先進性が世界で高く評価され、12万台を超える

累計販売台数を数え、世界のハイブリッドカー

をリードしてきた。

そして2003年、従来型のトヨタ　ハイブリッ

ドシステムTHSの成果を踏まえ、エコとパワー

の両面から一層の性能向上を目指す「ハイブリ

ッド・シナジー・ドライブ」のコンセプトの下

に開発された新世代のトヨタ　ハイブリッドシ

ステムTHSⅡを搭載した新型プリウスが発売さ

れた。新型プリウスは世界最高レベルの低燃費

35.5km/リットル（国土交通省審査値）と超・低

排出ガスレベルを達成している。2000年度の国

土交通省の調査では、ガソリン乗用車の平均燃

費は13.5km/リットルという数値が出ており、い

かにプリウスのこの実績値が革新的なものであ

るかが分かる。

日本における環境配慮型製品の成功例である

このトヨタ自動車株式会社のプリウスという一

つの製品を、Forest L.Reinhardt, Down to Earth,

Applying Business Principles to Environmental

Management , Harvard Business School

Press,2000における３つの必要条件と擦り合わせ

ることで、Reinhardtの主張が普遍的なものであ

るかを検証した上で、今後求められる環境配慮

型製品の差別化戦力を考察してみたい。

必要条件Ⅰ：自発的支払い

Reinhardtの、「環境に優しい製品には進んで

余計に金を支払う顧客をみつけていかなければ

ならない」という自発的支払いの主張は、①特

定な状況下における公共財への支払い、②裕福

な人々の欲求を満たす、③垂直的であるか水平

的であるか、の３つに大別できるとわれわれは

考える。

まず、①特定な状況下における公共財への支払

いであるが、プリウスの顧客が公共財のために自

発的支払いをしたとは考えにくい。Reinhardtが

殺虫剤を使用していない野菜の例を挙げているよ

うに、消費者が直接自分たちの健康に役立つと信

じる製品に対しては自発的支払いの意思が高いと

言えるが、プリウスを購買し、使用することで直

－68－

21）関連ニュース：朝日新聞2005年３月29日
トヨタ、08年970万台
グループ生産計画GM抜き世界一視野

トヨタ自動車が、ダイハツ工業と日野自動車を含むグループ全体
の08年の世界生産の計画を、970万台に設定していることが明らかに
なった。04年実績より29％多いが、現在の好調さからみれば達成で
きる可能性が高く、08年に米ゼネラル・モーターズ（GM）を抜いて
自動車メーカー世界一に躍り出る公算が大きい。主力市場の北米や
高成長が続く中国などで現地生産を拡大する。

03年度に立てた08年を最終年にする中期経営計画を上方修正した。
堅めの計画なので、実際には１千万台の大台に乗り、10年代に世界生
産１千万台としていた従来の目標を前倒しで達成する可能性もある。

GMは04年の世界生産台数を明らかにしていないが、ほぼ同規模の
販売台数（小売りベース）は899万台。トヨタの04年の世界生産は
754万台にすぎない。

しかし、GMは主力の北米でトヨタなどに押され、多額の販売奨励
金をつぎ込んで販売台数を確保しているのが実情で、経営悪化に苦しんでいる。一方、トヨタは05年の世界生産で前年
に比べて58万台多い812万台を計画しているのに加え、最近、年間の生産計画を毎年のように途中で上方修正している。

トヨタ単独の08年の生産台数は、04年より約29％多い約870万台と設定。国内は約400万台と04年に比べて微増だが、
海外は同約55％増の約470万台に伸ばす。

北米では、今年前半にハイブリッド車の現地生産を決め、06年には米テキサス工場が稼働する。次の工場建設も検討
中で、08年の生産台数は04年実績より約100万台多い250万台を狙う。

中国では今月、クラウンの現地生産を開始。年内にハイブリッド車の生産も始めるほか、06年に広州で合弁工場が稼
働する。新興市場向け戦略車「IMV」が好調なタイでは三つ目の工場建設が視野に入っている。（益満雄一郎、吉川啓
一郎）

22）詳しくは、別稿を参照のこと。別府祐弘・境睦稿「環境マネジメントと企業の戦略行動─トヨタ自動車株式会社のケ
ース」平成12年10月、成蹊大学経済学部学会『経済学部論集』第31巻第１号など。
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接的に顧客個人の健康に役立つわけではない。ま

た、Reinhardtは廃棄時のリサイクル行動や寄付

を特定な状況としているが、われわれはあくまで

製品をいかに購買してもらうかということに主眼

をおいているため、これらの特定な状況はこのケ

ースには当てはまらない。

次に、②の裕福な人々の欲求を満たすという条

件を検証してみる。Reinhardtは米国消費者を平

均収入レベルによって５区分に分類し、環境品質

への要求は収入に比例しているといえるという統

計を用いている。そして、裕福な人々はそうでな

い人々より、地位に興味を持つか、ただ利他主義

的衝動で、もしくはその両方の理由から、環境製

品にかなりの出費を行うとしている。

では、プリウスは富裕層をターゲットとした

商品であるかということを考えてみたい。2001

年度のガソリン乗用車の平均販売価格が215万円

であるのに対し、プリウスの販売価格は225.75～

269.85万円（2005年度はこれから政府からの奨励

補助金19万円、新車登録の翌年度から１年間自

動車税半額及び自動車取得税2.2％免除の特典も

勘案差引可能）である。これはほぼガソリン乗

用車の平均販売価格と変わらず、この点から考

えるとプリウスが富裕層をターゲットとした商

品であるとは断言できない。しかし、Patagonia

の製品がロゴで判別できるのと同様に、自動車

であるプリウスはステイタス・シンボルであり、

環境に配慮している自動車に乗っているという

ことで充足感を得られるような顧客満足の自発

的な支払いを促すことには成功していると言え

よう。

最後に、③垂直的であるか水平的であるかだ

が、Reinhardtは環境の区分は水平であることが

疑いようがないことであるとしている。もし垂

直区分の差別化を狙い、すべての消費者に魅力

的な製品を提供できることを目指しても、一般

的に製品に環境便益のような新しい特性を盛り

込むことは、他の特徴の犠牲やコストの増加な

どを伴うので、それは非常に難しいことである、

と主張している。しかし、プリウスの35.5㎞/リ

ットルという世界最高レベルの低燃費は、使用

段階において消費者が環境に配慮しながら得ら

れる大きなメリットとなり、それがプリウスを

すべての消費者に魅力的な商品としていると考

えられる。さらに前述したように、プリウスの

販売価格はガソリン自動車の平均販売価格とそ

れほど開きがないことからも、自動車市場のす

べての顧客にとって、この製品は魅力的な製品

であり、垂直区分に成功した稀な環境配慮型製

品であると考えることができる。

しかし、Reinhardtも言うように、一般的には

このように製品に環境便益を盛り込むことによ

って、コストの増加や非環境上の便益を失うリ

スクを伴っているはずである。では、プリウス

はどのようにして価格を抑えながら革新的な環

境便益を盛り込むことができたのであろうか。

これについては後述したい。

必要条件Ⅱ：信頼できる情報

Reinhardtの主張する信頼出来る情報とは、

「自社製品が環境にもたらすメリットや、その他

の特質について、信頼度の高い情報を確立して

おかなければならない」ということである。そ

のために、企業が取り得るアプローチとして、

①政府が提供するエコラベルのような情報、②

第三者認証、③自己認証制度、などを挙げ、こ

れらのアプローチによって製品の環境保護の特

質に関する信頼性を明確な方法で伝えようと試

みる、としている。以上の３つのアプローチを、

プリウスのケースに当てはめてみたい。

①の政府が提供するエコラベルのような情報

は、プリウスにおいては、国土交通省の審査に

よる35.5km/リットルという世界最高レベルの低

燃費の実績値と、国土交通省低排出ガス車認定

制度における「平成17年度基準排出ガス75％低

減レベル」を達成しており、グリーン税制によ

る減税措置、クリーンエネルギー車等導入促進

対策費補助対象車となっていることが挙げられ
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る。これらの情報は顧客にとって、環境上望ま

しい製品の使用から生ずる全体コストの縮小に

気付くことができる信頼に足る情報である。ま

た、Reinhardtが政府認証の情報の問題点として

指摘するような、価格がつけられない環境への

影響を評価しづらいという点も、35.5km/リット

ルという具体的な実績値を用いることで、曖昧

さや不確実さを排除していると言える。

②の第三者認証に関しては、プリウスは

Reinhardtが「Down to Earth」の中で取り上げ

ているカナダのスーパーマーケットチェーン、

Loblawのような取り組みは行っていない。しか

し、プリウスは日本において、「エコロジー・デ

ザインを実践している」などの理由によって

「2003－2004グッドデザイン大賞」を受賞してい

る。（図12の写真参照）また欧州で最も権威のあ

る自動車賞のひとつである「2005年欧州カー・

オブ・ザ・イヤー」も、環境への配慮、価格な

どを含めた車が備える全ての資質が評価され受

賞している。

最後に③の自己認証制度だが、トヨタ自動車

は、模範的なケースとして扱われることが多い

ことからも分かるように環境マネジメントに対

して非常に熱心である。しかし、プリウス単体

でみたときに、自己認証案として提示している

ものは特にない。ただ、新型プリウスの生産・

使用・廃棄に至るライフサイクル全体でのCO2

排出量をはじめ、燃費、排出ガス、リサイクル

性、環境負荷物質などの環境評価を実施し、

LCAという形で公表している。

必要条件Ⅲ：模倣品からの防御

「投資を回収するまで、自社製品をコピー製

品から守るための手段が用意されていなければ

ならない」という模倣品からの防御に関して、

トヨタ自動車は興味深い態度をとっている。

トヨタ自動車はかねてより、地球環境保全への

貢献を目指し、広く環境対応技術を開示する方

針を公表している。例えば、02年には、日産自

動車と技術協力を含む取引関係を長期に亘って

継続的に築くことで基本合意している。また04

年３月にはフォードとハイブリッドシステムと

排出ガス浄化に関する特許のライセンス契約を

締結したことを発表した。そして、「今後もトヨ

タはこれらの環境対応技術について、自社展開

を推進するとともに、他社からの要請に応じラ

イセンス供与も進めることで、より広く世界に

普及させ、地球環境の保全に寄与していく考え

である」、というコメントを発表している。上記

のようなトヨタの姿勢はReinhartが言う模倣品

からの防御という必要条件とは相反しているよ

うに思える。これはStarKistの失敗要因として、

顧客獲得戦略が他の競合企業にとって容易に模

倣できるものであったことをReinhardtがあげて

いることからも明らかである。なぜトヨタは容

易に模倣されうるような戦略をとっているのか。

この疑問を解決するために、新世代ハイブリッ

ドシステム「THSⅡ」というトヨタ独自の技術

をみてみたい。

元来、燃費と動力性能はトレードオフの関係

にあった。その関係からのパラダイム・シフト

を実現したのが従来の「THS」というハイブリ

ッドシステムであり、その「THS」をエコとパ

ワーの更なる高次元での両立を目指したのが、

「THSⅡ」である。この「THSⅡ」は、エンジン

をバッテリーと組み合わせて高い効率で運転す

る、高度なエネルギーマネジメントが特長であ

る。エンジンに関してはトヨタの上郷工場で自

社生産されているが、バッテリーはトヨタと松

下電器産業株式会社の合弁会社である「パナソ

ニックEVエナジー株式会社」が生産しているハ

イブリッド用高性能ニッケル水素（Ni-MH）バ

ッテリーである。

ここで上述の疑問に戻って考えてみたい。ライ

センスを売ることによってハイブリッドシステム

の技術が供与される。しかし、この「THSⅡ」

はエンジンとバッテリーで初めて効果を生み出す

システムである。よってライセンス契約をした企
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業はバッテリーを買わなければならない。これは

当然、バッテリーの需要の増加を意味し、バッテ

リーの販売によって利潤が生み出される。（ホン

ダも同じバッテリーを購入している。）また、ラ

イセンスの供与で比例的にマージンが生み出され

ることは疑いようのないことである。ではこれら

の利潤によってトヨタは何が可能になるのかとい

うことを考察してみたい。

一つ目に、環境配慮型製品に必ず付きまとう

と考えられているPriceの問題の解決が可能にな

ると考えられる。これは必要条件Ⅰでみた、プ

リウスはどのようにして価格を抑えながら革新

的な環境便益を盛り込むことができたのかとい

う疑問の解決にもつながるものである。従来、

環境配慮型製品は外部不経済である環境コスト

を誰が負担するのかという問題に悩まされてき

た。しかし、このバッテリーによって生み出さ

れる利潤によって、プリウス単体の価格を下げ

ることが可能になる。

二つ目に、更なる技術革新のための先行投資

が可能になると考えられる。環境技術対応の開

発には巨額のコストが発生するために、現在、

世界の自動車業界の再編が劇的に進行している。

トヨタ自動車も自主路線は志向しながらも、環

境技術においてGM、VWと提携し、環境技術に

おいては世界でもトップクラスの技術力を保持

するに至った。ただ同社の提携は、環境技術の

開発だけでなく、提携企業と合計した世界での

マーケットシェアの高さを利用することによっ

て、燃料電池車量産化の際の業界標準を獲得す

るという目的が含まれている。

トヨタは「究極のエコカーがみんなのクルマ

に」なることを標榜している。この究極のエコ

カーとは水素で走る燃料電池ハイブリッド車で

あり、2002年12月に日本とアメリカで限定発売

された「トヨタFCHV（Fuel Cell Hybrid

Vehicle）」が現段階では最もその理想のエコカ

ーに近いとされている。このFCHVにもTHSⅡ

の技術が使われており、またそこで使われる燃

料電池もパナソニックEVエナジー社が開発して

いる。燃料電池車の量産体系を作るために更に

日産自動車やフォードにもライセンスを供与し、

バッテリーで利潤を得て、その利潤をFCHVの

巨額の研究開発費の回収に回そうとしているも

のと考えられる。この究極のエコカーを制する

ものが、世界の自動車産業を制するとされてい

るからである。（図11参照）

ライセンスの供与という一点だけを見ると、

StarKistのように模倣品からの防御という必要条

件を満たしていないように見えるが、幅広い技

術開示やライセンス供与の方針はまた、他方で

顧客とのより深い信頼関係を築く上で大切なこ

とのように考えられる。これらのトヨタの方針

や燃料電池車の普及を目指すという姿勢は、全

体的な企業イメージを伴う環境戦略とビジネス

を行う方法を統合しており、潜在的な模倣者に

とって、単純な製品の再定義付けよりも模倣す

ることがはるかに難しいという、Patagoniaのケ

ースでReinhardtが提示した革新者の主張をまさ

に実証していると言えるだろう。

以上を要するに

ソーシャル・マーケティングから派生した環

境マーケティング論とReinhardtの「環境面での

製品の差別化」における主張との共通点は、ま

ず企業が環境の位置付けを経営に不可欠な一部

とみなすべきであるという点である。環境に配

慮しているというイメージを顧客に植えつけ、

理解してもらい、良好な信頼関係を築いた上で、

LCAを出発点とする環境マーケティング・ミッ

クスに取り組むことや、製品の信頼出来る情報

を確立することは意味を持ち、初めて自発的な

支払いを顧客に促すことができるだろう。

プリウスの一番の成功要因は、財の「走る」

という使用段階において、消費者が環境負荷の

低減を実行していることを実感し、同時に経済

的にもベネフィットを得られる点にあると考え

られる。またこの製品は前述のように03－04年
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のグッドデザイン大賞を受賞しており、環境に

配慮しながらも財本来に求められる品質・デザ

インを下げないケースである。このケースは今

後求められる環境配慮型製品を示唆していると

言える。すなわち、このプリウスのように財本

来に求められる基本品質を損なわず、環境面で

も経済面でも顧客満足を勝ち取ることが出来る

製品ならば、現在の日本の市場においても環境

配慮型製品として消費者に受け入れられると考

えられる。

しかし、それが出来れば当然誰もが行ってい

るはずである。プリウスを革新的な成功へと導

いたのは、環境配慮型製品が本来持つPriceとい

うジレンマを独自の技術によるスケールメリッ

トを享受し、コストダウンを図ることで解決し

たことにあると言えよう。それは、トヨタ自動

車全体の環境配慮型製品のマーケティング戦略

に関して、環境配慮型製品を主力製品として位

置付ける、環境ビジネスに対するポジティブな

姿勢があることによるということを強調してお

かなければならない。

今後の環境配慮型製品市場は市場規模が大き

くなり、トヨタ自動車のケースに見られるよう

に、量産によるコストダウンによる利潤の確保

が更なる技術革新を生み、より厳しい環境負荷

低減が可能になると予想できる。これまでトレ

ードオフ関係にあると考えられていた環境配慮

と財本来に求められるニーズを両立させること

は、プリウスのように技術革新によって可能で

あるし、それが難しいだけに、これを成し遂げ

た企業は市場で大きな競争力を持つものと考え

られる。23）

23）関連ニュース：朝日新聞、2005年３月24日
ハイブリッド車トヨタ「主軸に」SUV2種発売

トヨタ自動車がガソリンエンジンと電気モーターで
動くハイブリッド車の生産・販売を強化する。スポー
ツ用多目的車（SUV）の「ハリアーハイブリッド」
と「クルーガーハイブリッド」の2車種を22日、全国
で販売し、小型車「プリウス」に次ぐ主軸に据える。
ハイブリッド車の販売台数は04年に全世界で約13万5
千台だったが、「将来的には年100万台にしたい」（張
富士夫社長）という。

排気量3.3㍑のエンジンと高回転モーターを動力源
とし、電気式の四輪駆動システムと組み合わせること
で、小型車に比べて重いSUVの車体でも十分な加速
性能を得た。燃料はガソリン1㍑あたり17.8㌔。

価格はハリアーハイブリッドが409万5千～462万円、
クルーガーハイブリッドが399万円～436万8千円と、
従来車に比べそれぞれ約80万円高い。

04年のハイブリッド車市場は、トヨタを追うホンダ
が約2万8千台、米フォードが04年夏に商品化を始めた
ばかり。トヨタは今後、中国など海外での現地生産も
始める。

朝日新聞、2005年４月12日
ハイブリッド車を高級車にも搭載
トヨタ、来年から

トヨタ自動車は06年から、国内外で高級ハイブリッ
ド車市場に本格参入する。今年８月に国内に導入する
新ブランド「レクサス」で扱う最高級車LS（現在の
日本名はセルシオ）などの全車種に順次投入する方針。
環境への配慮を前面に押し出すことで、競合するメル
セデス・ベンツやBMWなどの高級車との差別化を図
り、関心の高い欧米市場での攻勢を強める。

レクサスは89年に北米で始めた高級ブランド。06年
前半に米国で販売予定の高級セダンGS（同アリスト）
のハイブリッド車を同時発売するのを皮切りに、IS

（同アルテッツァ）のハイブリッド仕様車を同年中に
も発売する予定。LSやレクサスでの販売を検討するES（同ウィンダム）にも同年に予定するモデルチェンジにあわ
せて搭載をめざす。

トヨタは国内のハイブリッド車市場の大半を押さえているが、これまではプリウスなど小型車やミニバンが中心だ
った。高級車市場は景気の回復も手伝って競争が激化している。

新型車「ハリアーハイブリッド」（左）と「クルーガーハ
イブリッド」を発表するトヨタの張富士夫社長＝22日、東
京都内のホテルで

トヨタ自動車が06年に発売するハイブリッドシステム搭載
の高級セダン「GS450h」
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