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　Hondaのすべての活動の原点は「Honda

フィロソフィー」であり、その基礎には「人間尊重」

と「三つの喜び」という基本理念があります。

「人間尊重」とは、自立した個性を尊重し合い、

平等な関係に立ち、信頼を築き、もてる力を

尽くすことで､共に喜びを分かち合うという

ことであり、 「三つの喜び」 とは、「買う喜び」

「売る喜び」「創る喜び」を共に実現し、社会の

期待に応えて喜びをさらに高めていくという

ことです。 

　H o n d aは、この基本理念に基づいて、

お客様、お取引先、従業員、株主・投資家、地域

社会などのステークホルダーを含めた社会の

皆様と喜びを分かち合ってきました。 

　昨今、企業の社会的責任の重要性が高まる中、

グローバル企業としてHondaが将来にわたって

持続的に成長を遂げていくためには、世界中で

社会から信頼され、共感いただけるような存在で

あり続けることが重要と考え、これからも「Honda

フィロソフィー」を原点に、より多くの人々と喜び

を分かち合うための事業活動と社会活動を

各地域で実践することが、Hondaという企業に

とって社会的責任を果たすことにほかなら

ないと認識しています。 

 

　 

 

 

 

 

Hondaは「喜びの創造で世界一」をめざして

おり、事業活動では、世の中の多くの人々に喜ん

でいただける価値ある製品づくりを続けてきま

した。例えば1958年に販売を開始した二輪車

「スーパーカブ」シリーズは160カ国以上で

ご愛用いただき、昨年末、世界の生産累計が

5,000万台に達しましたが、これはHondaが 

 

 

 

 

 

創造した価値を世界の多くの人々に受け入れて

いただいた結果と考えております。また、世界

初のヒューマノイドロボット「ASIMO」を開発した

ように、先進技術の追求による夢の実現にも

努めてきました。 

　そして、多くの人々に価値ある製品やサービス

を提供するに当たっては、創業以来、常に品質の

向上に努めてきました。 

 

創業 

2003年 私たちの行動指針 

1998年 「2010年ビジョン」策定 
　　　　  社会活動理念制定 
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　現在はお客様の期待を超える品質の実現を

めざし、開発と生産が一体となって製品品質の

向上に取り組んでいます。 

 さらに、自動車メーカーとして、自らの責任を

果たさなければならない大きな課題が、環境と

安全です。この領域でHondaは、社会と喜びを

分かち合うという視点から、法的な規制を遵守

するにとどまらず、時代に先駆けた取り組みを

進めてきました。 

　環境の面では、Hondaは1970年代の

CVCCエンジンから現在の燃料電池車に至る

まで、よりクリーンな製品の開発に努める一方、

工場での生産活動や物流過程、さらには販売店や

オフィスに至るまで、企業活動のあらゆる現場で

環境に与える影響を最小限にとどめる対策を

講じてきました。 

　またモビリティの絶対条件である安全につい

ては、事故を未然に防ぐこと、また万が一事故が

起きた場合の被害を極力低減することを最重要

課題として技術開発を進める一方、世界各国で

安全運転の普及活動を展開するなどソフト領域

でも積極的な活動を推進してきました。 

 

　企業活動を行う上で大切なことは、何よりも

まず社会に迷惑をかけないこと、そして広く

社会から信頼されることだと考えています。 

　Hondaは、コンプライアンス、つまり法令や

社会規範を遵守することはもとより、コーポレート・

ガバナンス、リスク管理や適切な情報開示などを

通じて、社会の皆様から信頼していただけるよう

努力を重ねてきました。 

　また、地域に根付いた社会貢献活動も積極的に

行い、社会から共感を得る努力を続けてきました。 

　「ホンダ太陽」や「ホンダ学園」の設立、海外でも、

米国で「イーグル・ロック・スクール」の開校など、

福祉や教育の領域での活動も展開してきました。 

　1998年、Hondaは、創立50周年を機に

社会活動理念を制定し、夢のある明日の社会

づくりをめざし、次世代育成、環境保全、交通

安全の三つの領域を主たる柱として、幅広く

活動を展開しております。 

 

 

　Hondaは現在、「存在を期待される企業」を

めざすというビジョンを掲げると共に、「喜びの

創造」「喜びの拡大」「喜びを次世代へ」という

三つのベクトルのもと、その実現に向けて企業

活動を展開しています。 

　これは、新しい価値を生み出すことで喜びを

創造し、世界各地に喜びを拡大し、また喜びを

次世代につなぐために将来に向けた社会的な

課題に積極的に取り組んでいくことを意味して

います。 

　このビジョンの達成に向け、従業員一人ひとりが

社会と喜びを分かち合うために行動することが、

Hondaが社会的責任を果たすことにつながる

ものと考えています。 

　私たちは、広く世界の人々から「Hondaが

あってよかった」と言っていただけるように、

「喜びの創造で世界一」を目標とし、2010年

ビジョン「存在を期待される企業」達成に向け、

全力を尽くします。 

　このたび、Hondaの企業活動全般にわたって

ご理解を深めていただくことを願って、できる

だけわかりやすいレポートを作成し、発行する

ことといたしました。 

　皆様から、Hondaの取り組みについて、忌憚の

ないご意見をいただければ幸いです。 
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