
第 1 回情報発信の在り方等に関する検討会資料 

 

1.自動車メーカーがこれまで取り組んできた自動車リサイクルに関する情報公開 

(1)企業の社会的責任(CSR)において、環境に対する取組の情報公開を行い、自動車ユーザーや自動車リサ

イクル関係業者、投資家等へ広く周知。(自社 HP、環境報告書(CSRレポート)等) 

 ①製品における環境負荷低減の取組 

・解体容易化設計事例、リサイクル材使用部位の事例、植物由来樹脂の開発・採用 

・自主取組の状況 

 ②個別車種毎の達成状況 

・車種別環境情報 

③自動車リサイクル法関連の対応状況 

・車種別リサイクル料金や関連業者への支払料金、引取基準の提示 

・自動車リサイクル法の義務履行状況 

・使用済みのリチウムイオン・ニッケル水素バッテリーや水素・CNGタンクなど通常の使用済み自動車処

理工程では処理困難物を安全に取外す工法の提供。 

 

(2)関連団体と連携した取り組み 

・エアバッグ取外し方法の周知や安全作業の注意喚起(JARS、自再協 HP) 

・業界自主取組の公表(定例審議会・各社 HP(車種別環境情報内)) 

・レアメタル使用部品一覧を公開(JARS) 

2.情報公開の結果 

 ・市場のニーズに対し情報提供を行い、社会的責任の一定の効果はあったものと考える。 

3.今後の情報公開の考え方 

 ・ISO26000や GRI ガイドライン(G4)等で情報公開の基準が提示されており、これらを参考にしながら、

今後もニーズに合わせながら情報公開に努めていく。 

以上 



参考資料 

三菱自動車 HP記載項目 http://www.mitsubishi-motors.com/jp/social/environment/index.html 

自工会 HP記載項目 http://www.jama.or.jp/eco/recycle/index.html 
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http://www.mitsubishi-motors.com/jp/social/environment/index.html
http://www.jama.or.jp/eco/recycle/index.html


参考資料 トヨタ自動車 HP 記載項目 
http://www.toyota.co.jp/jpn/sustainability/environment/plan/sixth_plan/index.html 
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（例）トヨタ HV 取外しマニュアルのダウンロードページ 

 
 
 
（例）エコプラスチックの採用部位情報 

 



参考資料 本田 HP 記載項目 
http://www.honda.co.jp/environment/report/activities/recycling/p4.html 
＊Hondaは毎年、Honda環境年次レポートを発信し、環境活動の PR を行っています。 
 
【Hondaの資源循環への取り組み事例】 
 

 
 
 

 
 
ホームページ：
http://www.honda.co.jp/environment/report/activities/recycling/p4.html 
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参考資料 

日産自動車 HP 記載項目  
http://www.nissan-global.com/JP/ENVIRONMENT/CAR/RECYCLE/ 

環境への考え方 

クルマでの取り組み 

長期目標とロードマップ 

車種別環境情報 

ゼロ・エミッションモビリティの推進 

電気自動車 

燃料電池車 

燃費の向上 

ハイブリッド車 

クリーンディーゼル車 

排出ガスのクリーン化 

車両の軽量化 

希少資源の削減 

車室内 VOC 削減 

リサイクルへの取り組み 

開発時の取り組み 

生産時の取り組み 

サービス時（販売店）の取り組み 

使用済み時の取り組み 

自動車リサイクル法への対応 

環境負荷物質の低減 

LCA 

工場での取り組み 

販売店での取り組み 

オフィスでの取り組み 

サプライヤーとの取り組み 

社会とともに 

環境コミュニケーション 

環境データ集 

環境ホット・トピックス 

自動車リサイクル法 

例：リサイクルへの取組 TOP 

例：解体しやすい構造の開発

例：解体マニュアルの開示 
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http://www.nissan-global.com/JP/ENVIRONMENT/APPROACH/
http://www.nissan-global.com/JP/ENVIRONMENT/CAR/
http://www.nissan-global.com/JP/ENVIRONMENT/CAR/ENVIRONMENTAL_CONSIDERATION/
http://www.nissan.co.jp/INFO/E_NOTE/
http://www.nissan-global.com/JP/ENVIRONMENT/CAR/FUEL_BATTERY/DEVELOPMENT/
http://www.nissan-global.com/JP/ENVIRONMENT/CAR/FUEL_BATTERY/DEVELOPMENT/EV/
http://www.nissan-global.com/JP/ENVIRONMENT/CAR/FUEL_BATTERY/DEVELOPMENT/FCV/
http://www.nissan-global.com/JP/ENVIRONMENT/CAR/FUEL_COST/
http://www.nissan-global.com/JP/ENVIRONMENT/CAR/FUEL_COST/TECHNOLOGY/HYBRID/
http://www.nissan-global.com/JP/ENVIRONMENT/CAR/FUEL_COST/CLEAN_DIESEL/
http://www.nissan-global.com/JP/ENVIRONMENT/CAR/EMISSION_GAS/CLEAN_EXHAUST_GAS/
http://www.nissan-global.com/JP/ENVIRONMENT/CAR/WEIGHT_REDUCTION/
http://www.nissan-global.com/JP/ENVIRONMENT/CAR/RARE_EARTH/
http://www.nissan-global.com/JP/ENVIRONMENT/CAR/VOC/
http://www.nissan-global.com/JP/ENVIRONMENT/CAR/RECYCLE/
http://www.nissan-global.com/JP/ENVIRONMENT/CAR/RECYCLE/DEVELOPMENT/
http://www.nissan-global.com/JP/ENVIRONMENT/FAB/WASTE/
http://www.nissan-global.com/JP/ENVIRONMENT/DEALER/GREEN_SHOP/
http://www.nissan-global.com/JP/ENVIRONMENT/CAR/RECYCLE/USED/
http://www.nissan-global.com/JP/ENVIRONMENT/CAR/RECYCLE/REGULATIONS/
http://www.nissan-global.com/JP/ENVIRONMENT/CAR/ENVIRONMENT_BURDEN/
http://www.nissan-global.com/JP/ENVIRONMENT/CAR/LCA/
http://www.nissan-global.com/JP/ENVIRONMENT/FAB/
http://www.nissan-global.com/JP/ENVIRONMENT/DEALER/
http://www.nissan-global.com/JP/ENVIRONMENT/OFFICE/
http://www.nissan-global.com/JP/CSR/STRATEGY/VALUE_CHAIN/
http://www.nissan-global.com/JP/ENVIRONMENT/SOCIAL/
http://www.nissan-global.com/JP/ENVIRONMENT/COMMUNICATIONS/
http://www.nissan-global.com/JP/ENVIRONMENT/LIBRARY/DATA/
http://www.nissan-global.com/JP/ENVIRONMENT/HOTTOPICS/
http://www.nissan-global.com/JP/ENVIRONMENT/A_RECYCLE/R_FEE/


参考資料 いすゞ自動車 HP CSRトップ 記載項目 

http://www.isuzu.co.jp/company/csr/eco/policy/index.html 
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＜掲載されているリサイクルマニュアルの例＞ 

リサイクル情報：いすゞ自動車 HP 「いすゞ車のリサイクル情報」 

http://www.isuzu.co.jp/company/csr/recycle/info/index.html 



参考資料 
 スズキ HP 記載項目 
http://www.suzuki.co.jp/about/csr/policy/index.html#envPlan 

環境取り組み一覧 ＨＰ抜粋 
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http://www.suzuki.co.jp/about/csr/policy/index.html%23envPlan


 

 

（例）リチウムイオンバッテリーの回収・取り外しマニュアル ＨＰ抜粋 

http://www.suzuki.co.jp/about/csr/recycle/battery/index.html 

 
  



例）リサイクルし易い樹脂材料の使用 

スズキ環境・社会レポート２０１５から抜粋 

http://www.suzuki.co.jp/about/csr/report/2015/pdf/2015_envj_04_04.pdf 

 

http://www.suzuki.co.jp/about/csr/report/2015/pdf/2015_envj_04_04.pdf


参考資料 ダイハツ HP 記載項目 
http://www.daihatsu.co.jp/company/csr/env_management/index.htm 
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参考資料 日野自動車 HP「環境報告」 記載項目 
http://www.hino.co.jp/csr/environment/env_index.html 
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（例）環境配慮設計事例紹介 

 
 
（例）ハイブリッド車バッテリーリサイクルマニュアル 

 

 

 

《掲載マニュアル》 

 



参考資料 富士重工業 HP 記載項目 
http://www.fhi.co.jp/envi/csr/report/pdf/2015/environment_report-jp.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（例）富士重工業の環境コミュニケーションのページ 
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（例）富士重工業（スバル）の環境配慮設計のページ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
（例）富士重工業（スバル）の自動車リサイクルのページ 

 
 
（例）富士重工業（スバル）の販売の取組みのページ 
 

 
 
 
 
 
 



参考資料 マツダ HP 記載項目 
http://www.mazda.com/ja/csr/environment/ 
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http://www.mazda.com/ja/csr/environment/


 
 
（例）マツダ キャパシター強制放電要領のダウンロードページ 

 
 
（例）使用済部品の回収・リサイクルの推進 

 

 



参考資料 
三菱ふそうトラック・バス HP 記載項目 
http://www.mitsubishi-fuso.com/ECO/index.html

 
 
 
 
 
 
（例）三菱ふそう Canter エコハイブリット 情報 
http://www.mitsubishi-fuso.com/jp/lineup/truck/canter/eco-hybrid/2012/technology/featu
re/index.html 
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（例）三菱ふそう ゼロミッション電気小型トラック 
http://www.mitsubishi-fuso.com/jp/news/news_content/150630/150630.html 

 



参考資料 UD トラックス HP 記載項目 
http://cdn.udtrucks.com/media.axd/Files/Japan/environmental%20care/full_0515.pdf?v=lx

B4pdA5AAA 
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【解体事業者向け情報】 

趣旨：電気自動車・ハイブリッド自動車等は高電圧部位があるため、取り扱いに注意

が必要となる。 特に、災害等で損傷した車両の取扱いは、迅速かつ、慎重な

対応が必要であるため、これらの車両に対する作業安全上等に関する主な注

意事項について周知を図る。 

 

掲載箇所：自再協 HP 最新トピックスにて各社の取り外し/レスキューマニュアルの

URL、対象車種、問い合わせ窓口等を紹介 (毎年 5 月時点で更新) 

http://www.jarp.org/pdfs/information/20151014_hybridcar_information.pdf 

   

いすゞ自動車（株） 

レスキューマニュアル 

http://www.isuzu.co.jp/company/csr/recycle/info/index.html 
取外しマニュアル 
http://www.isuzu.co.jp/company/csr/recycle/info/index.html 
スズキ（株） 

取外しマニュアル 

http://www.suzuki.co.jp/about/csr/recycle/evandhybridtoriatsukai.html 
http://www.suzuki.co.jp/about/csr/recycle/battery/index.html 
ダイハツ工業（株） 

取外しマニュアル 
http://www.daihatsu.co.jp/company/csr/recycle/pdf/hv_cargo_recycle.pdf 
トヨタ自動車（株） 

レスキューマニュアル 
http://www.toyota.co.jp/jpn/tech/safety/technology/help_net/rescue.html 
取外しマニュアル 

http://www.toyota.co.jp/jpn/sustainability/environment/recycling_based/
battery_recycle/index.html#title02 
日産自動車（株） 

レスキューマニュアル 
http://www.nissan-global.com/JP/SAFETY/RESCUE/ 
取外しマニュアル 

http://www.nissan-global.com/JP/ENVIRONMENT/A_RECYCLE/BATTERY/ 
日野自動車（株） 

レスキューマニュアル 
http://www.hino.co.jp/service/hybrid/index.html 
取外しマニュアル 
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http://www.jarp.org/pdfs/information/20151014_hybridcar_information.pdf
http://www.isuzu.co.jp/company/csr/recycle/info/index.html
http://www.isuzu.co.jp/company/csr/recycle/info/index.html
http://www.suzuki.co.jp/about/csr/recycle/evandhybridtoriatsukai.html
http://www.suzuki.co.jp/about/csr/recycle/battery/index.html
http://www.daihatsu.co.jp/company/csr/recycle/pdf/hv_cargo_recycle.pdf
http://www.toyota.co.jp/jpn/tech/safety/technology/help_net/rescue.html
http://www.toyota.co.jp/jpn/sustainability/environment/recycling_based/battery_recycle/index.html%23title02
http://www.toyota.co.jp/jpn/sustainability/environment/recycling_based/battery_recycle/index.html%23title02
http://www.nissan-global.com/JP/SAFETY/RESCUE/
http://www.nissan-global.com/JP/ENVIRONMENT/A_RECYCLE/BATTERY/
http://www.hino.co.jp/service/hybrid/index.html


 http://www.hino.co.jp/service/hv_battery_recycle/index.html 
 
富士重工業（株） 

レスキューマニュアル 
http://www.fhi.co.jp/rescue/hybrid/ 
本田技研工業（株） 

レスキューマニュアル 
http://www.honda.co.jp/rescue-auto/ 
取外しマニュアル 
 http://www.honda.co.jp/auto-recycle/recycle_07.html 
マツダ（株） 

レスキューマニュアル 

http://www.mazda.co.jp/service/support/advice/rescue/ 
取外しマニュアル 
http://www.mazda.com/jp/csr/environment/recycling/info.html 
三菱自動車工業（株） 

レスキューマニュアル 
http://www.mitsubishi-motors.com/jp/spirit/technology/library/maintenance/i
ndex.html 
取外しマニュアル 

http://www.mitsubishi-motors.com/jp/social/environment/recyclelow/battery.
html 
三菱ふそうトラック・バス（株） 

レスキューマニュアル 
http://www.mitsubishi-fuso.com/jp/information/rescue_manual/index.html 
取外しマニュアル 

http://www.mitsubishi-fuso.com/jp/information/battery_recycle/index.html 
 
 

http://www.hino.co.jp/service/hv_battery_recycle/index.html
http://www.fhi.co.jp/rescue/hybrid/
http://www.honda.co.jp/rescue-auto/
http://www.honda.co.jp/auto-recycle/recycle_07.html
http://www.mazda.co.jp/service/support/advice/rescue/
http://www.mazda.com/jp/csr/environment/recycling/info.html
http://www.mitsubishi-motors.com/jp/spirit/technology/library/maintenance/index.html
http://www.mitsubishi-motors.com/jp/spirit/technology/library/maintenance/index.html
http://www.mitsubishi-motors.com/jp/social/environment/recyclelow/battery.html
http://www.mitsubishi-motors.com/jp/social/environment/recyclelow/battery.html
http://www.mitsubishi-fuso.com/jp/information/rescue_manual/index.html
http://www.mitsubishi-fuso.com/jp/information/battery_recycle/index.html


【解体事業者向け情報】 

 

趣旨：次世代自動車のレアメタル含有部品の効率的な回収・リサイクルに資す

るため、レアメタルを含有する代表的な部品を使用したモデル名、取外

しマニュアルを JARS HP を通じて解体事業者へ情報を提供している。 

掲載箇所：公益財団法人自動車リサイクル促進センター(JARC)の自動車リサイ

クルシステム(JARS)HP 解体業者向け「お知らせ」に各社のモデル別

レアメタル含有部品情報、取り外しマニュアルの URL を紹介 (毎年

5 月時点で更新) 

http://www3.jars.gr.jp/p/RPT09.nsf/0/1448B05179F3ADC849257A97005536C2?

OpenDocument 

---------------------------------------------------------------------- 

【主な使用部位】  

http://www3.jars.gr.jp/p/RPT09.nsf/0/1448b05179f3adc849257a97005536c2/

$FILE/%E8%B3%87%E6%96%991%20%E3%83%AC%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%82%BF%E3%83

%AB%E5%90%AB%E6%9C%89%E9%83%A8%E5%93%81%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E4%BE%8B.pdf 
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http://www3.jars.gr.jp/p/RPT09.nsf/0/1448B05179F3ADC849257A97005536C2?OpenDocument
http://www3.jars.gr.jp/p/RPT09.nsf/0/1448B05179F3ADC849257A97005536C2?OpenDocument


【レアメタル含有部品使用モデル一覧表 (抜粋)】 

http://www3.jars.gr.jp/p/RPT09.nsf/0/1448b05179f3adc849257a97005536c2/

$FILE/%E8%B3%87%E6%96%992%20%E5%90%84%E7%A4%BE%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83

%AB%E6%AF%8E%E4%BD%BF%E7%94%A8%E9%83%A8%E5%93%81%E4%B8%80%E8%A6%A7%E8%

A1%A8.pdf 

 

 

 

【各社取外しマニュアル URL 一覧表】 

http://www3.jars.gr.jp/p/RPT09.nsf/0/1448b05179f3adc849257a97005536c2/

$FILE/%E8%B3%87%E6%96%993%20%E5%90%84%E7%A4%BE%E5%8F%96%E5%A4%96%E3%81

%97%E3%83%BB%E5%9B%9E%E5%8F%8E%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%

83%AB%E6%8E%B2%E8%BC%89HP%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9%E4%B8%80

%E8%A6%A7%E8%A1%A8.pdf 

 

※以下は一覧表記載の各社取外しマニュアルの URL 

 

いすゞ自動車（株） 

http://www.isuzu.co.jp/company/csr/recycle/info/index.html 
スズキ（株） 

http://www.suzuki.co.jp/about/csr/recycle/battery/index.html 
ダイハツ工業（株） 

http://www.daihatsu.co.jp/company/csr/recycle/hv-recycle/index.htm 
トヨタ自動車（株） 

http://www.toyota.co.jp/jpn/sustainability/environment/recycling_based/batt
ery_recycle/index.html#title02 
日産自動車（株） 

http://www.toyota.co.jp/jpn/sustainability/environment/recycling_based/batt

http://www.isuzu.co.jp/company/csr/recycle/info/index.html
http://www.suzuki.co.jp/about/csr/recycle/battery/index.html
http://www.daihatsu.co.jp/company/csr/recycle/hv-recycle/index.htm
http://www.toyota.co.jp/jpn/sustainability/environment/recycling_based/battery_recycle/index.html%23title02
http://www.toyota.co.jp/jpn/sustainability/environment/recycling_based/battery_recycle/index.html%23title02
http://www.toyota.co.jp/jpn/sustainability/environment/recycling_based/battery_recycle/index.html%23title02


ery_recycle/index.html#title02 
日野自動車（株） 

http://www.hino.co.jp/service/hv_battery_recycle/index.html 
富士重工業（株） 

http://www.hino.co.jp/service/hv_battery_recycle/index.html 
本田技研工業（株） 

http://www.hino.co.jp/service/hv_battery_recycle/index.html 
マツダ（株） http://www.mazda.com/jp/csr/environment/recycling/info.html 
三菱自動車工業（株） 

http://www.mitsubishi-motors.com/jp/social/environment/recyclelow/battery.
html 
三菱ふそうトラック・バス（株） 

http://www.mitsubishi-fuso.com/jp/rescue_manual/index.html 
 
 

http://www.toyota.co.jp/jpn/sustainability/environment/recycling_based/battery_recycle/index.html%23title02
http://www.hino.co.jp/service/hv_battery_recycle/index.html
http://www.hino.co.jp/service/hv_battery_recycle/index.html
http://www.hino.co.jp/service/hv_battery_recycle/index.html
http://www.mazda.com/jp/csr/environment/recycling/info.html
http://www.mitsubishi-motors.com/jp/social/environment/recyclelow/battery.html
http://www.mitsubishi-motors.com/jp/social/environment/recyclelow/battery.html
http://www.mitsubishi-fuso.com/jp/rescue_manual/index.html
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