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ステークホルダー
エンゲージメントの考え方

Hondaが社会から「存在を期待される企業」となるため
に、Hondaがどのような価値を社会に提供しようとしているの
かを適宜的確に伝えるとともに、多様なステークホルダーの
Hondaに対する要請や期待を把握・理解し、具体的な施策に
落とし込み、その評価を受けるというコミュニケーション・サ
イクルを実践していくことが必要です。
とりわけ近年は、事業の規模拡大やグローバル化に加え、IT

の急速な普及によって、企業行動が社会に及ぼす、また社会
が企業に及ぼす影響の大きさや範囲が広がっており、そのス
ピードも加速しているなか、「ステークホルダーとの対話」は、
事業機会の拡大や自社のファンづくりにつながるとともに、社
会環境の変化やリスクを把握できる有益な手段でもあると考え
ています。
こうした認識のもと、Hondaは、Hondaの事業全般に携わっ
ていただくステークホルダーのなかで、Hondaの事業活動に
より影響を受ける、もしくはその行動が Hondaの事業活動に
影響を与える右図の主要なステークホルダーと社内各部門がグ
ローバルでさまざまな機会を通じて対話を実施しています。
例えば、NGOや機関投資家等との対話を通じ、気候変動問
題へのさらなる取り組みとその内容の発信強化の必要性を認識
しました。
そこで、2050年をめどにCO2総排出量を 2000年比で半減と
する目標を掲げ、その実現に向け、燃料電池自動車などのゼロ
エミッションビークルの進化・拡大や二輪車・四輪車・汎用製品
における電動化技術の本格的普及等に取り組んでいくとともに、
これらの取り組みについて、ステークホルダーへ発信を積極的
に行っていくことといたしました。

Hondaとステークホルダー
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の開示についての調査結果である「CDP Japan 500 Climate 

Change Report 2015」を発表しました。その調査結果におい
て、Hondaは、気候変動に関する情報開示のレベルを示す
開示スコアで世界トップとなる 100点を獲得し、これによっ
て、情報開示先進企業に与えられる「Climate Disclosure 

Leadership Index（CDLI）」に 5年連続で選定されました。

　　　　　　　　　　　　　　　　※企業や都市の重要な環境情報を測定、開示、
管理し、共有するためのグローバルなシステム
を提供する国際的な非営利団体。

企業の持続可能性の指標「Dow Jones Sustainability Asia/
 Pacific Index」の構成銘柄に選定                                   

Hondaは社会的責任投資の代表的な指標である「Dow Jones 

Sustainability Indices（DJSI）」において、「Automobiles」セク
ターでアジア・太平洋地域の上位 2社に入り、「Dow Jones 

Sustainability Asia/Pacific Index」の構成銘柄に初めて選ばれ
ました。

DJSI は、 米 国の S&P Dow Jones Indices 社とスイスの
RobecoSAM社によって開発された投資指標で、経済・環境・
社会の 3つの側面から世界の上場企業のサステナビリティを評
価し、総合的に優れた企業を構成銘柄として選定しています。

外部団体との協働
Hondaは、グローバルなモビリティメーカーとしての責任を
果たしていくために、政府をはじめ経済団体や業界団体との
対話を推進するとともに、国土交通省の「先進安全自動車推
進検討会」への参加や、一般社団法人日本自動車工業会の
会長職や委員会委員長職、委員を引き受けるなど、外部団体
との協働を行っています。
また、International Motorcycle Manufacturers Association

（IMMA）やOrganisation Internationale des Constructeurs 

d'Automobiles（OICA）といった二輪車、四輪車の国際団体に
おいても、技術委員会などの議長を各業界団体の代表として
務めています。さらにHondaは、World Business Council for 

Sustainable Development（WBCSD）への加盟や「持続可能なモ
ビリティプロジェクト2.0」への参画を通じて、サステナビリティ
に関するイニシアチブとも協力しています。
なお Hondaでは、各地域の事業執行にあたっては各地域に
とっての最適な意思決定をグローバル共通のルールに基づき、
現地で行っています。政治献金を行う場合は、各国の法令に
基づき、社内の必要な手続きを経て行っています。

外部評価
「CDP Japan 500 Climate Change Report 2015」     

 において情報開示スコア 100点を獲得                             

2015年 11月、CDP※は、世界の大手企業 500 社を対象に各
企業の地球温暖化対策の取り組みや温室効果ガス排出量

RobecoSAM社によるサステナビリティ評価にて
「Bronze Class」および「Industry Mover」に選定                

Hondaはスイス RobecoSAM社によるサステナビリティ企業
評価「Sustainability Award 2016」において「Automobiles」
セクターの「Bronze Class」に初めて選定されました。ま
た、セクター内で最も改善が著しかった企業として「Industry 

Mover」にも選ばれました。RobecoSAM社は、経済・環境・
社会の側面から、世界 2,000以上の企業のサステナビリティ
の評価を行い、毎年、各セクターの評価上位企業を「Gold 

Class」「Silver Class」「Bronze Class」として発表しています。

Hondaとステークホルダー
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JICAと協働で行う「小型ボート用ロングテールエンジンセット」
普及実証実験　

インドでは、高い経済成長率を背景に貧困層が減少傾向にある一方、経済格差が
社会問題となっています。とくに漁業分野では、動力船を所有する漁民と手漕ぎボー
トで操業する漁民との間で、漁獲高に大きな差が生じ、これが経済格差につながっ
ています。一方、底引き網を使った中型漁船の拡大による沿岸漁業資源の激減も問
題となっています。このような事情から、簡便な動力を用いた小型ボートでの沿岸漁
業は経済格差是正と資源保護の観点から持続可能な漁業として注目されています。

Hondaは、JICA（独立行政法人国際協力機構）の「民間技術普及促進事業」に参
画し、2015年 10月からインド南部のタミル・ナド州において、零細漁民を対象にし
た「小型ボート用ロングテールエンジンセット」普及活動を展開しています。Honda

の既存汎用エンジンを現地の漁民が使用する無動力の小型ボートに搭載し、廉価で
簡便な動力化の実現に向け、モニターとなる漁師を募集し実証実験を重ねています。
この活動を通して、現地のきめ細かいニーズに応えるとともに、マイクロファイナンス
（小規模な金融システム）などを活用した購入方法を提案することで、少ない経済負
担での普及をめざしています。また、日本から漁業の専門家を派遣し、現地に適し
た漁法と管理漁業の指導などを実施しています。さらに、NGO、漁業組合、州政府
などと協働し、持続可能な成長に向けた草の根活動と政策反映への働きかけを行っ
ています。
本実証実験は Hondaが企画提案し、JICAからの委託事業としてプロジェクト費用
約 2,000万円を受けて実施しています。 

G4-EC4

T O P I C S T O P I C S

株主との建設的な対話　

2015年 6月に施行された「コーポレートガバナンス・コー
ド」などにより、企業はステークホルダーとの協働、と
くに株主とのよりいっそうの建設的な対話が求められる
ようになりました。資本の移動がグローバル化するなか
で、Hondaにおいても海外の株主が増加していること
から、多様な株主との対話は重要度が高まっています。

Hondaは、財務状況などの情報をグローバルに向けて
積極的に開示する「IR（インベスター・リレーション）活動」
を、投資家との対話として行ってきましたが、現在では
株主との対話として「SR（シェアホルダー・リレーション）
活動」を IR活動とも連携して行っています。具体的には、
株主である機関投資家との意見交換、定期的な株主ア
ンケートの実施、株主総会でのプレゼンテーションや
工場ご視察会での Hondaの取り組み紹介などを行って
おり、企業価値の向上に資するための建設的な対話の
機会となっています。
こうした対話は、広くサステナビリティ活動全般について
説明し、そのうえで、ステークホルダーのHondaへの期待
を知るという、「存在を期待される企業」となるためのコ
ミュニケーション・サイクルの実践につながっています。

Hondaとステークホルダー

ＧＸエンジン搭載ボートでのテストランの様子

漁法と管理漁業を指導
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