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ビジョン

すべての人に、「生活の可能性が拡がる喜び」を提供する
̶世界中の一人ひとりの「移動」と「暮らし」の進化をリードする̶

取り組みの方向性

2030年ビジョン

2030年ビジョンの制定
貧困や難民問題、人権問題、気候変動、エネルギー問題、
労働安全衛生の改善、高齢化社会など、多くの社会的課題
が取りざたされるなか、グローバルで多岐にわたるビジネスを
行っている Hondaにとって、バリューチェーンにおける機会や
責任を理解することは、経営上の優先課題を特定するうえで
も欠かせません。Honda は、つねに変化する社会やステーク
ホルダーのニーズも考慮に入れつつ、「2030年ビジョン」を策
定しました。

Hondaが策定した 2030年ビジョンは、「すべての人に、『生
活の可能性が拡がる喜び』を提供する―世界中の一人ひとり
の『移動』と『暮らし』の進化をリードする―」というステー
トメントで表されるものです。

二つ目は、「多様な社会・個人への対応」です。
Hondaは、多様な文化・価値観を持つ一人ひとりに向けて、
それぞれ望むもの、必要なものだけにとらわれず、さらに、こ
れまで見たことのない、想像もつかないような新たな価値の提
供をめざしていきます。多様な社会は、多様な個人の集まりで
形成されています。老若男女、年齢や文化の違いなどにかかわ
らず、世界 70億人以上のさまざまな価値観を持つ方々に貢献し
ていきます。
三つ目は、「クリーンで安全・安心な社会へ」です。
環境領域では、「カーボンフリー社会」の実現に向け、再生可
能エネルギーの有効活用や製品の ZEV（Zero Emission Vehicle）
化、電動化の積極的推進などを通じ、ゼロエミッション社会に
向けた取り組みを加速します。
安全領域では、「交通事故ゼロ社会」実現に向け、創業時か
らこれまで積極的に進めてきた交通安全教育の促進はもとよ
り、知能化やコネクティビティの技術で車両の安全性を向上す
るなど、すべての交通参加者に安全・安心を提供していきます。

Hondaは、「カーボンフリー社会」と「交通事故ゼロ社会」の
実現をリードする存在をめざしていきます。

ビジョン実現に向けた
取り組みの方向性

Hondaは、2030 年ビジョンを達成するため、取り組みの方向
性を 3つ定めました。
一つ目は、「『移動』と『暮らし』の価値創造」です。
今後、自動運転、IoT、人工知能（AI）などが生活のあらゆる
場面に入り込み、さらにクラウドテクノロジーが進化するなど、
産業構造の変化が起こると想定されます。また、消費動向をは
じめとする生活者の価値観の変化も、急速に進むと考えられます。

Hondaは、「自由で楽しい移動の喜びの提供」と「生活が変
わる・豊かになる喜びの提供」をめざしていきます。これま
で培ってきた航空機からヒューマノイドロボットまでの幅広い
技術力と、それを実現させてきた発想する力、実現する力が、
Hondaの強みです。これらを活かすために、モビリティに加えて、
ロボティクス、エネルギーの 3分野へ技術 ･製品・サービスの
展開を進め、世界中の「暮らし」に、これまでにない新価値を
提供していきます。

● 「移動」と「暮らし」の価値創造
● 多様な社会・個人への対応
● クリーンで安全・安心な社会へ
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ビジョン

2030年ビジョンの位置づけ
Hondaは、「Hondaフィロソフィー」を企業活動の原点とし
ています。また企業の成長機会の創出とサステナブルな社会
の実現を両立させることで、21世紀の方向性である「存在を
期待される企業」となることをめざしていきます。そのために、
「喜びの創造」「喜びの拡大」「喜びを次世代へ」を活動指針
として取り組んできました。これらはまた、2030年ビジョン
の取り組みの方向性とも呼応しています。

ステークホルダーと Hondaの両視点を踏まえた課題の評価
である「マテリアリティマトリックス」をガイドに、グローバル
の地域ごとの特色に照らし合わせ、果たすべき役割や貢献す
べき点を考慮した中長期の事業戦略を策定しています。

社会が Hondaに期待するものは、時代とともに変化し続け
ています。Hondaはこれからも責任あるグローバル企業として、
社会やステークホルダーの声に耳を傾けながら、その信頼と
期待に応えられるよう、課題解決にスピーディに取り組んでい
きます（⇒ P.11「マテリアリティマトリックス」、⇒ P.21「ステー
クホルダーエンゲージメント」）。

ビジョン達成のための具体化

Hondaフィロソフィー

中長期戦略

年度計画

社会視点を踏まえた経営課題
（マテリアリティマトリックス）（⇒P.11）

経
営
へ
の
反
映

21世紀の方向性
「存在を期待される企業」をめざす

2030年ビジョン
ステークホルダー
エンゲージメント
（⇒P.21）



●モビリティ体験の質の向上
●情報化・自動化技術の生活への活用
●ブランドマネジメントの強化
●経営資源の有効活用
●ガバナンスの強化
●多様性の拡大と人材の育成

各象限内での重要度に違いはない

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
と
っ
て
の
重
要
性

Hondaにとっての重要性

●水資源の保全
●サプライチェーン全体への
　サステナビリティ活動の展開
●人権の尊重

●労働安全衛生の確保
●生物多様性の保全
●化学物質の適切な管理と汚染防止
●進展国の経済発展への貢献

●気候変動・エネルギー問題への対応
●クリーンな大気の保全
●電動化の推進
●資源の効率利用
●交通事故死者数の大幅削減
●製品品質の向上
●モビリティデバイドの解消

全社戦略への反映

2030年ビジョンの実現

存在を期待される企業へ

マテリアリティマトリックス

取り組むべき課題の整理
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マテリアリティマトリックス

課題を可視化し、全社戦略に反映     　　　　 　  　　

Hondaフィロソフィーを基点とした長期ビジョン達成に向け
ては、取り組むべき重要な課題を Hondaとステークホルダー
の 2つの視点から整理しています。「マテリアリティマトリック
ス」はそうした課題を整理するための代表的なフレームワーク
であり、これを作成・活用することで、課題の網羅性を確認し、
位置付けを明確化しました。
マテリアリティマトリックスの作成にあたっては、課題の抽
出とその重要性の評価という 2段階で行いました。課題の抽
出は、社内各本部のメンバーによる議論に加え、技術革新の
状況、SDGs ※やパリ協定に記された社会課題も踏まえ、グロー
バルかつバリューチェーンの観点で実施しています。そしてこ
れら課題の重要性のステークホルダー視点での評価は、代表
的な ESG評価機関や、企業のサステナビリティに精通した欧
米の NGOとの対話などを通じて行いました。そのうえでサス
テナビリティ戦略会議などにおいて経営メンバーが評価、確
認をしています。
こうして、「カーボンフリー社会の実現」や「交通事故ゼロ
社会の実現」などを、モビリティカンパニーとして優先的に取
り組むべき重要課題として可視化することができました。こ
れらは、SDGs目標 13「気候変動とその影響に立ち向かうた
め、緊急対策を取る」、目標 7「すべての人々に手頃で信頼で
き、持続可能かつ近代的なエネルギーへのアクセスを確保す
る」や目標 3「あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活
を確保し、福祉を推進する」などの達成に貢献します。この

ステークホルダーの視点を踏まえた課題の評価
（マテリアリティマトリックス）

ようにステークホルダーの視点を踏まえて特定された重要課
題は、ビジョン達成のための全社戦略に反映され各事業活
動へ織り込まれていきます。
※Sustainable Development Goalsの略。2015 年に国連 持続可能な開発サミット
において採択された貧困や飢餓、エネルギー、気候変動、平和的社会などに関す
る国際目標。



サステナビリティ戦略会議

取締役会

サステナビリティ推進体制（2017年度～）

経営会議

各本部/各子会社

サステナビリティ全領域にかかわる
・中長期の戦略/方針
・情報開示の方向性
・課題/進捗状況

議　　長： 副社長（COO）
出 席 者： 経営会議メンバー、執行役員、

常勤監査等委員取締役
開催頻度： 1回/年
事 務 局： 経営企画統括部
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サステナビリティ課題の
特定と推進体制
短期的な業績だけでなく、中長期的な視点から企業の成長
性を評価する動きが世界的に広まっています。

Hondaは、ステークホルダーの視点を踏まえながら、中長
期的に企業価値に影響を及ぼすさまざまな課題への取り組み
を強化すること、すなわち企業としてのサステナビリティを向
上させていくことが、企業戦略の重要な要素の一つであると
考えています。
そのため、サステナビリティ活動の方針や取り組みを議論、
検討する場として副社長（COO）を議長とする「サステナビリティ
戦略会議」を設定しています。
この会議では、全社長期ビジョン実現に向けた課題を、主
要なステークホルダーとの対話などから認識した期待や要請
に照らし合わせ、その対応・推進の進捗状況の確認も含め、
重要課題として経営レベルで議論しています。

2017年度からは、前年度まで別会議で詳細を議論していた
環境安全領域も取り込んで、サステナビリティの課題をより統
合的に一つの会議体で議論することとしました。
ここで検討された重要課題を踏まえて、経営会議や取締役
会で全社戦略を決定し、各本部、各子会社の方針・施策とし
て実行しています。

サステナビリティ推進体制



提案・
報告

提案

監督・
権限委譲

連携

選任・解任選任・解任

監査

選任・解任

報告

報告

選定・解職・監督・権限委譲 提案・報告 監査補助

報告報告

内部監査

報告 報告

コーポレートガバナンス体制 （2017年6月15日時点）

株主総会

会計監査人

各本部（地域・事業・機能別）／各子会社

報告

リスクマネジメント
オフィサー

グローバル
危機対策本部会議

リスクマネジメント

コンプライアンス
オフィサー

コンプライアンス
委員会

コンプライアンス

取締役会
取締役14名（うち社外取締役5名）

経営会議
（代表取締役および業務執行取締役）

企業倫理
改善提案窓口

監査等委員会部

監査等委員会
取締役 5名（うち社外取締役 3名）

業務監査部
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基本的な考え方
Hondaは、基本理念に立脚し、株主・投資家の皆様をはじめ、
お客様、社会からの信頼をより高めるとともに、会社の迅速・
果断かつリスクを勘案した意思決定を促し、持続的な成長と
中長期的な企業価値の向上を図ることで、「存在を期待される
企業」となるために、経営の最重要課題の一つとして、コー
ポレートガバナンスの充実に取り組んでいます。

Hondaは、取締役会の監督機能の強化と意思決定の迅速化
のため、取締役で構成される「監査等委員会」を有し、取締役
会から取締役への業務執行権限の委譲により監督と業務執行
の分離を進めることのできる監査等委員会設置会社に、2017年
6月15日開催の定時株主総会の決議により、移行しました。
株主・投資家の皆様やお客様、社会からの信頼と共感をよ
りいっそう高めるため、四半期ごとの決算や経営政策の迅速
かつ正確な公表など、企業情報の適切な開示を行っており、
今後も透明性の確保に努めていきます。
なお、当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え
方については、「Hondaコーポレートガバナンス基本方針」※およ
び「コーポレートガバナンスに関する報告書」※をご参照ください。
※http://www.honda.co.jp/investors/policy/governance.html

コーポレートガバナンスの概要（2017年 6月 15日時点）
組織形態 監査等委員会設置会社 

●取締役（監査等委員である取締役を除く）の人数 ............................... 9名
　　　　うち社外取締役の人数 .............................................................. 2名
　　　　うち独立役員の人数 .................................................................. 2名
　　　　うち女性取締役の人数  .............................................................. 1名
●取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期 .............................. 1年
●監査等委員である取締役の人数 .......................................................... 5名
　　　　うち社外取締役の人数 .............................................................. 3名
　　　　うち独立役員の人数 .................................................................. 3名
　　　　うち女性取締役の人数  ............................................................... 1名
●監査等委員である取締役の任期  ......................................................... 2年

コーポレートガバナンス

http://www.honda.co.jp/investors/policy/governance.html
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ほか、取締役会規則で定めた事項を審議・決定し、それ以外
の事項は代表取締役または業務執行取締役に委任しています。

社外取締役
Hondaでは、豊かな経験と高い見識に基づき、客観的で広
範かつ高度な視野から当社の経営を監督いただける方を社外
取締役に選任しています。その中には、独立性の高い社外取
締役を含めることとしています。なお、現在の社外取締役 5名
全員は、当社の「社外取締役の独立性判断基準」を満たして
おり、いずれも当社との間に特別な利害関係はなく、一般株
主との利益相反が生じるおそれはないと考えています。これを
踏まえ、当社は、この 5 名全員を東京証券取引所の規程に定
める独立役員として、同取引所に届け出ています。
なお、当社の「社外取締役の独立性判断基準」については、

「Honda コーポレートガバナンス基本方針」別紙 1※をご参照く
ださい。
※http://www.honda.co.jp/investors/policy/governance.html

社外取締役のサポート体制
Hondaでは、社外取締役に対しては、秘書部または監査等
委員会部が、適宜必要なサポートを行うこととしています。
社外取締役には、取締役会議案に関する資料の事前配布お
よび事前説明を行うとともに、就任時を含め、継続的に経営
の監督に資する情報を提供しています。

コーポレートガバナンス
業務執行の意思決定     　　　　　　　　　　 　  　　

Hondaは、2017年 6月 15日より監査等委員会設置会社へ
移行し、定款の規定および取締役会の決議に従い、重要な業
務執行の決定権限について、取締役会から取締役への委任を
拡大しています。これにより、迅速な意思決定と機動的な業
務執行を可能にするとともに、経営の監督と業務執行の分離
を進め、取締役会の機能を、従来よりも業務執行に対する監
督に集中させています。
取締役会は、審議基準を定めて経営会議に意思決定の一部
を委譲し、さらに経営会議は地域執行会議に意思決定の一部
を委譲しています。
経営会議は、取締役会の決議事項について事前審議を行う
とともに、取締役会から委譲された権限の範囲内で経営の重
要事項について審議しています。地域執行会議は、経営会議
から委譲された権限の範囲内で地域における経営の重要事項
を審議しています。

取締役会
取締役会は、5名の社外取締役を含む 14名の取締役によっ
て構成されています。
取締役の候補者は、人格・見識に優れ、Hondaの経営を監
督することのできる人物を、性別・国籍等の個人の属性にか
かわらず、取締役会の決議によって決定しています。
取締役会は、株主からの負託に応えるべく、会社の持続的成
長と中長期的な企業価値の向上に向けて、経営の基本方針そ
の他経営上の重要事項の決定を行うとともに、取締役の職務
執行の監督を行います。また、法令・定款に定められた事項の

業務の執行（組織運営）        　                                      

Hondaは基本理念に立脚し、長期的視点に立って世界各地
域に根ざした事業を展開していくために、6つの地域本部を
設置し、業務を執行しています。また、二輪・四輪・パワープ
ロダクツの事業本部は、製品別の中長期展開を企画するとと
もに、世界での最適な事業運営を円滑に遂行するために 6地
域本部との連携・調整を図っています。事業管理本部、人事・
コーポレートガバナンス本部、ブランド・コミュニケーション
本部、IT 本部、生産本部、購買本部およびカスタマーファー
スト本部といった各機能本部は、Hondaグループ全体としての
効果・効率向上を図るため、各機能面から支援・調整業務を行っ
ています。
研究開発は、主に独立した子会社が担っており、製品につ
いては株式会社本田技術研究所およびその子会社が、生産技
術についてはホンダエンジニアリング株式会社およびその子
会社が、先進技術による個性的で国際競争力のある商品群の
創造をめざしています。

Hondaは、地域や現場での業務執行を強化し、迅速かつ適
切な経営判断を行うため、必要に応じ、地域・事業・機能別
の各本部および研究開発子会社その他の主要な組織に、代
表取締役または業務執行取締役からの権限委譲を受け、担当
分野における業務執行を担う執行役員を配置しています。

取締役会の開催状況（2016年度）

●開催数（回） ..............................................................................................10

●取締役の出席率（％） ........................................................................... 100

　　　　うち、社外取締役の出席率（％）............................................. 100

●監査役の出席率（％）............................................................................ 100

　　　　うち、社外監査役の出席率（％） ............................................. 100

コーポレートガバナンス

http://www.honda.co.jp/investors/policy/governance.html
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当社の監査等委員会は、監査の実効性を確保するため、常勤
の監査等委員を 2名選定しています。
監査等委員である取締役 鈴木雅文氏は、当社および当社の
子会社における財務・経理部門において充分な業務経験を有
しており、また、監査等委員である取締役 髙浦英夫氏は公認
会計士として豊かな知識と経験を有しており、両氏は会社法施
行規則第 121条第 9号において規定される「財務及び会計に
関する相当程度の知見を有しているもの」に該当します。また、
当社の監査等委員会は、鈴木雅文および髙浦英夫の両氏を、
米国企業改革法第 407条に基づく米国証券取引委員会規則に
おいて規定される「監査委員会における財務専門家」に認定
しています。なお、現在の監査等委員 5名全員は、米国証券
取引委員会規則において規定される独立性を確保しています。

役員への研修   　　　　　　　　　　　　　　    　　 

Hondaは、新任役員の就任時に、外部研修を含め、コーポレー
トガバナンスを中心テーマとした研修を実施しています。また、
従業員からの業務報告においては、財務面だけでなく環境・
社会面における影響なども含めた報告を受けるよう、研修で
新任役員に周知しています。
今後は社外役員への研修など、より体系的な研修を実施し
ていく予定です。

役員報酬
取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する報酬に
ついては、株主総会で決議された役員報酬総額の範囲内で、
取締役会にて承認された報酬基準に基づいて支給しています。
また取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除
く）に対する賞与については、株主総会で決議された限度額
の範囲内で、各事業年度の業績、株主への配当、従業員の
賞与水準などの事情を勘案し、取締役会の決議によって決定
し、支給しています。

監査機関                                                                               

監査機関である監査等委員会は、社外取締役 3名を含む 5

名の監査等委員である取締役で構成されています。監査等委
員会は、株主からの負託に応えるべく、会社の健全で持続的
な成長を確保するため、取締役の職務執行の監査その他法令
に定められた職務を行います。監査等委員である取締役は、
監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準、監査の方
針、業務の分担などに従い、取締役会における審議、経営会
議その他の重要な会議への出席、業務や財産の状況調査な
どを通じて取締役の職務執行の監査を行います。

Hondaでは、監査等委員会への報告を適時・的確に実施す
るため、「監査等委員会報告基準」を整備し、この基準に基
づき、監査等委員会に対して、当社や子会社などの事業の状
況、内部統制システムの整備および運用の状況などを定期的
に報告するほか、会社に重大な影響を及ぼす事項がある場合
には、これを報告することとしています。監査等委員である取
締役の候補者は、監査等委員会の同意を得て、取締役会の
決議によって決定しています。
また、社長直轄の内部監査部門として設置された「業務監
査部」が、当社各部門の内部監査を行うほか、主要な子会社
に設置された内部監査部門を監視・指導するとともに、適宜
子会社の直接監査を実施しています。

監査等委員会の機能強化に係る取り組み状況
Hondaでは、監査等委員会をサポートする直属のスタッフ組
織として監査等委員会部を設置しています。

なお、当社の役員報酬の決定方針については、「Hondaコー
ポレートガバナンス基本方針」第 12条※をご参照ください。
※http://www.honda.co.jp/investors/policy/governance.html

監査報酬    　　　    　　　　　　　　　　　　　　    

当社は、有限責任 あずさ監査法人による会社法、金融商品
取引法および米国証券取引法に基づく会計監査を受けていま
す。有限責任 あずさ監査法人においては、会計監査業務を執
行した公認会計士 3名（三浦洋、山田裕行および錦織倫生）
とその補助者 80名（公認会計士 26名、米国公認会計士 3名、
その他 51名）の計 83名が監査業務に従事しました。
公認会計士などに対する監査報酬の決定にあたっては、会
計監査人と協議のうえ、当社の規模・特性、監査日程などの
諸要素を勘案しています。また、当社は、会計監査人の独立
性を保つため、監査報酬については、監査役会による事前同
意を受け、取締役会で決議しています。

監査役会の開催状況（2016年度）（監査等委員会設置会社移行前）
●開催数（回） ..............................................................................................10

●監査役の出席率（%） ............................................................................ 100

　　　　うち、社外監査役の出席率（%） ............................................. 100

最高給与受給者の年間報酬等の総額（日本）
最高給与受給者の年間報酬等の総額（百万円） 150

従業員の年間報酬総額の中央値に対する比率（％） 1,896

最高給与受給者の年間報酬総額等の増加率（日本）
最高給与受給者の年間報酬総額等の増加率（％） 132

※上記の「役員報酬」については、当年度において、当社が当社役員に対して支給し
た役員報酬の金額を記載しており、2016年 6月 16日開催の第92回定時株主総会
終結の時をもって退任した取締役4名、監査役1名に対する支給額を含んでおります。

役員報酬等の総額、種類別の総額および対象となる役員の人数
（単位：名、百万円）

区　　分
取締役

（うち社外取締役）
監査役

（うち社外監査役）
計

（うち社外役員）

人数 金額 人数 金額 人数 金額

役員報酬 13
（2）

647
（23）

5
（3）

181
（47）

18
（5）

828
（71）

役員賞与 13
（2）

275
（8）

―
（―）

―
（―）

13
（2）

275
（8）

（合　 計） ― 923
（31） ― 181

（47） ― 1,104
（79）

コーポレートガバナンス

http://www.honda.co.jp/investors/policy/governance.html
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コンプライアンス

Honda行動規範
お客様や社会からの信頼を得て持続的に成長していくため
には、法令を遵守することはもちろん、誠実で倫理的な行動
を実践していく必要があります。
こうした認識のもと、Hondaは、2003年に Hondaグループ
の行動指針として「わたしたちの行動指針」を制定し、国内外
の子会社を含むグループ全体で共有してきました。
その後、グローバルに事業活動を展開する Hondaにとって
コンプライアンスの重要性がますます高まっていることを踏ま
え、2016年 4月 1日付で、「わたしたちの行動指針」を、世
界中の Hondaで働く人々が実践するべき誠実な行動としてあ
らためてまとめるとともに、名称を「Honda行動規範」※に改
定しました。
なお、「Honda行動規範」を従業員一人ひとりに浸透させて
いくことを目的に、リーフレットの配布やイントラネット上での
掲示を行うとともに、研修を実施するなどの周知活動を行っ
ています。これら周知活動の状況については、定期的に当社
の各部門および子会社において確認のうえコンプライアンス
委員会に報告されます。
※http://www.honda.co.jp/codeofconduct/

コンプライアンス委員会
Hondaは、グループのコンプライアンス強化を目的に、取締
役会が委嘱したコンプライアンスオフィサーを委員長とし、コ
ンプライアンスオフィサーおよび経営会議により指名された役
員で構成する「コンプライアンス委員会」を設置しています。

同委員会は、コンプライアンス方針の策定やコンプライアンス
上の重要案件の対応方針の決定、該当部門への改善指示およ
び「企業倫理改善提案窓口」の適切な運営の監督などを行っ
ています。また、とくに重要度の高いコンプライアンスに関す
る案件が発生した場合については、対策を決定し、経営会議
に提案し、監査役へ報告することとしています。

2016年度は 3回開催され、内部統制システムの整備・運用
状況、「Honda行動規範」の周知活動の状況などが報告され
ました。なお、2016年度において、重大な法令違反の発生
はありませんでした。

Honda 行動規範

http://www.honda.co.jp/codeofconduct/
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贈賄防止の取り組み
Hondaは、従来から、「わたしたちの行動指針」において、
政治家や公務員への贈賄を禁止してきました。2016年に改定
した「Honda行動規範」においても、法令遵守を定めるとと
もに、「自立した私企業として、政治（政治団体・政治家）や
行政（官公庁・その職員）と健全な関係を保ち」「法令や社内
規則に従い、政治や行政と健全に接するとともに、政治家や
公務員に対して法令や社内規則で禁止されている金銭・物品
や接待などの利益の提供を行いません」と定めています。
また、2014 年には、基本方針を定めた「Honda 贈賄防止方針」
と、贈賄防止に特化して遵守・禁止事項を定めた「Honda 贈賄
防止ガイドライン」を策定しています。

Hondaは、これらの方針やガイドラインなどをはじめ、贈賄防止
に関する知識を階層別の研修プログラムに取り入れて啓発すると
ともに、贈賄リスクの高い部門の管理職に対しては、e ラーニング
を利用した研修も行っています。なお、子会社においても、各社の
状況に応じた研修プログラムを整備し、啓発に取り組んでいます。

反競争的行為防止への
取り組み
グローバルに事業展開する Hondaは、日々の事業活動のな
かで各国の競争法に違反しないよう細心の注意を払っています。
「Honda行動規範」においても、「競争法の遵守」として、「お
客様と社会から信頼される企業であり続けるため、競合他社
と自由で公正な競争を行う」こと、「競争法（独占禁止法）を
遵守」することを定めています。
また Hondaは、コンプライアンス強化の一環として、昇進時の
階層別研修や駐在員の赴任前研修に反競争的行為をテーマとし
たプログラムを取り入れています。また、従業員向けのイントラネッ
ト上に反競争的行為に関する啓発コンテンツを掲載しています。

紛争鉱物規制への対応   
米国の金融規制改革法（ドッド・フランク法）、およびそれ
を受けた米国証券取引委員会（SEC）の紛争鉱物開示規制に
関する最終規則において、「コンゴ民主共和国および周辺国産
の紛争鉱物の購入・使用が武装勢力の資金源となり、紛争地
域での人権侵害に関わっていない」ことを確認することが企
業に対して義務付けられました。

Hondaは、紛争地域での武装勢力の資金源や人権侵害など
の不正に関わる紛争鉱物を使用しないコンフリクトフリーをめ
ざすことを方針とし、国内外の業界団体やお取引先と連携し
ながら紛争鉱物問題の解決に向けて取り組んでいきます。
米国子会社のホンダノースアメリカ・インコーポレーテッド
は、Automotive Industry Action Group（AIAG）の一員として、
Conflict-Free Sourcing Initiative（CFSI）が推進する製錬所監
査活動に参加しています。2016年度はベトナムの製錬所を訪問
し、CFSIの定める基準を遵守するよう働きかけました。今後
も業界団体との連携を通じて、グローバルに活動していきます。
また、お取引先との間では、紛争鉱物への対応を含む CSR 

活動に関する要請事項を記載したサプライヤー CSRガイドラ
インを共有し、当ガイドラインに沿った調達を推進しています。

2013年から、全世界のお取引先を対象に紛争鉱物の使用状
況調査を実施しています。今年度は、6,000社を超えるお取引
先から回答をいただき、その調査結果を SECに報告するとと
もに、Webサイトで公開しています※。
調査を通じて原産国に関係なく懸念のある鉱物であること
が判明した場合は、お取引先と連携し適切な措置を講じてい
きます。また、回答内容に不備がある場合は、再調査を依頼
するなど、調査の精度向上に努めています。
※http://www.honda.co.jp/investors/library.html

企業倫理改善提案窓口
Hondaは、2003年より、職場で法令違反や社内規則などに反
する行為が生じた場合、何らかの理由で上司に相談がしづらいな
ど職場内での改善や解決が難しいものについて、公平かつ中立な
立場で提案（相談などを含む）を受け付け、企業倫理問題の改善
を図る仕組みとして、「企業倫理改善提案窓口」を設けています。
本窓口では、明確な法令違反や社内規則違反があった場合の
ほか、疑わしい行為があった場合の相談および社内規則の内容
に関しての問い合わせなども受け付けており、事実関係の確認
を行っています。提案は、eメール、手紙、電話、FAXが活用でき、
当社だけでなく国内外のすべての子会社から受け付けています。
提案者については、不利益な取り扱いがないよう保護を図ると
ともに、匿名での提案も受け付けています。
加えて、2013年 10月には外部の弁護士事務所による窓口も
追加設置し、より提案しやすい環境を整えています。また、海
外各地域には地域の提案窓口を設置しているほか、独自の提
案窓口を設置している子会社もあります。

2016年度、「企業倫理改善提案窓口」（社外窓口を含む）へ
の提案・相談は 487件（当社に関するもの 191件、子会社に
関するもの 272件）でした。そのうち、調査の結果、懲戒処
分となった件数は、子会社に関する案件で 2件あり、そのうち
1件は懲戒解雇処分とされました。なお、当社グループの贈賄
防止方針に違反しているという内容の提案はありませんでした。
また窓口の社内認知度向上に向け、イントラネットへの案内
掲載、名刺サイズの周知用カードの配布（全役職員を対象とし
期間従業員・派遣労働者などを含む）、各職場での周知用ポ
スターの掲示などを行っています。これらのツールには通報者
の保護を明記しています。このほか、全従業員を対象に 3年
に 1回行う「従業員意識調査」で窓口の認知状況を定点観測
し、認知率が低い部門にはさらなる周知強化を図っています。

コンプライアンス

http://www.honda.co.jp/investors/library.html
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リスクマネジメント

これらの結果から自らの判断で、翌期に重点管理する「地域・
本部の重点リスク」を選定し対応しています。またその内容と
対策を毎年経営メンバーで共有し、進捗管理を行っています。
上記のボトムアップでのリスクの洗い出しに加え、2016年
度よりビジョンや戦略等の長期視点を踏まえマテリアリティマ
トリックスを活用し、全社横断的に対応するリスク（「全社重点
リスク」）の選定を開始しました。2017年度以降、全社重点
リスクをトップダウンで特定したうえで、対応できる仕組みを
定着させていきます。

危機対応
Hondaは、2016年 4月に発生した熊本地震において、熊本
製作所、販売店などで大きな被害を受けました。
この危機に対し Hondaはグローバル危機対策本部を立ち上
げ、熊本製作所はもちろん、お取引先や地域社会の復旧に全
社一丸となって対応を行ってきました。当初甚大な被害があっ
た二輪生産においては、2016年 8月 22日をもってほぼ通常
稼働を開始しました。
また、グローバル危機対策本部解散後においては検証を実
施し、グローバル危機対策本部の有効性の確認と顕在化した
課題について対応を行いました。その結果をグローバル危機
対策本部マニュアルに反映、大改訂を行いました。
防災訓練においても従来は人命の安全確保、安否確認を主
眼としていましたが、これらに加え、BCPの観点からビジネス
に対する影響の早期把握を目的とした情報連携訓練をスター
トさせました。

情報管理
Hondaは、お客様や従業員などの個人情報保護や会社情報
の適正管理、および 3Dデータなど高度な機密情報のグロー
バルでの取り扱い増加に対応するため、2014年度に「グロー
バル・コンフィデンシャリティ・ポリシー（GCP）」を策定し、管
理担当役員を委員長として、地域の推進体制づくり、規程の整
備、機密管理状況のチェックなどグローバルで展開しています。
2016年度のグローバル機密会議で、全地域の情報管理体制の
確立完了を確認し、2017年度から向こう 3ヵ年の機密活動方
針と取り組み施策について承認し、活動を開始しています。
すでに施行されている「グローバル・プライバシー・ポリシー

（GPP）」、「電子会議ポリシー」に加え、2016年 12月のグロー
バル機密会議のなかで「グローバル文書管理規程」を承認し、
GCP関連規程の整備が一通り完了しました。
日本では、「日本機密委員会」を中心に年間を通じた情報
管理強化の取り組みを推進しています。

個人情報の保護 　　　　　　　　　    　　　　   　　

個人情報管理規程の適用部門では、取扱者、管理者、管理
責任者を定め、全員が個人情報保護研修を受講しています。
個人情報はアクセス制限を設けた電子金庫、施錠可能なキャ
ビネット等で厳重に保管しています。また、年 1回以上、個人
情報の棚卸しを行い、不要な情報の廃棄を実施しています。
日本では、マイナンバー法へ対応するため、「特定個人情報管
理規程」を 2015年 11月に策定しました。また、2017年 5月
に全面施行された改正個人情報保護法への対応も行いました。
なお 2016年度は、グローバルで個人情報の漏洩に関する
不服申し立てはありませんでした。

リスクマネジメント体制
の整備 

Hondaは、リスクを予見し、迅速に対応することで Hondaフィ
ロソフィーに基づく企業の持続的成長や経営の安定化を図るこ
とを目的に、グループ子会社まで対象を拡大した「Hondaグロー
バルリスクマネジメント規程」を 2015年 6月に制定しました。

Hondaグローバルリスクマネジメント規程はグローバルレベ
ルで事業影響のある災害系リスクのみならず事業系リスクに
も対処するために、組織における階層別の役割を明確化しま
した。そのうえで各組織が体制を整備し自らの責任において
自立したリスクマネジメント活動を推進しています。また、取
締役会で選任されたリスクマネジメントオフィサーを中心に
Hondaグループを含めて活動の定着やフォローを実施してきま
した。さらに、予見されたリスクを影響度、頻度の観点で評
価しているほか、影響度に応じてグローバル危機対策本部を
設置し対応にあたっています。

リスク分析
Hondaは 2013年 10月から、東日本大震災やタイの洪水被
害を機に、各地域・本部単位でボトムアップでの重点リスクの
洗い出しを開始しています。これは、潜在的なリスクを見出し、
その対策を構築することで、リスクを成長機会に転じることが
目的です。
具体的な手順としては、経済危機や景気低迷、為替・金利変
動など、Hondaグループとして予見される 91のリスク項目につ
いて、共通の評価基準により影響レベルと発生頻度を算出し、
リスク評価を実施しています。各地域・本部の執行責任者は、
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HF120ターボファンエンジン透視図

重希土類完全フリー磁石を用いた、
資源・サプライチェーンリスクの低減

Hondaと大同特殊鋼株式会社は、ハイブリッド車用
駆動モーターに転用可能な重希土類完全不使用のネオ
ジム磁石を世界で初めて実用化し、新型「フリード」に
採用しました。電動車の駆動モーターには世界最強の
磁力を持つネオジム磁石を使用しますが、高い耐熱性
を確保するために従来は重希土類元素を添加していまし
た。重希土類元素は世界的に有力鉱床が偏在し、希少
金属にも分類されるため、使用量の低減が大きな課題
でした。この技術により、資源リスクの回避や低コスト
化、調達ルートの多様化を図ることが可能になりました。

小型ジェットエンジンの環境性能をリード

Hondaは、1986年に航空機エンジンの研究をスター
ト。2003年当時ビジネスジェットとして開発中であった
HondaJetに搭載し、本格飛行試験を行いました。

GEと共同開発し、2013 年に型式認定を取得した
「HF120」ターボファンエンジンは、クラス最高の推力重
量比、高耐久信頼性を誇ります。とくに高い技術が求め
られるファンは、安全を第一に考えつつ、丈夫さ、性能、
軽さを、最も高い次元でバランスさせるという難題をク
リアしました。より多くの空気を取り込み、効率よく圧縮、
燃焼し、大きな推力を得ることで低燃費化を実現します。
一方、飛行中の異物の吸い込みに耐える十分な強度を
確保し安全性を高めています。
このように、HF120は環境性能もクラストップを実現
し、業界をリードしています。

研究開発

自由闊達な精神で技術を
磨き、研究と開発を推進

Hondaは創業以来、人間を研究し、「技術で人の役に立つ」
ということに注力してきました。Hondaは日本以外では「Honda 

Motor」と名乗っていますが、創業の地、日本では「本田技研
工業」を社名としています。「技研」とは、「技術の研究」を
意味しており、技術を磨いて、人々の生活の質を高め、豊か
になっていくことに貢献するという想いが込められています。

Hondaは、1960年に研究開発部門を別会社とした株式会
社本田技術研究所を設立しました。自由な気風によるもの
づくりをさらに活性化し、独創的な技術・商品を生み出し、
Hondaのさらなる発展に貢献する独自の研究開発体制を構築
しました。
研究所は二輪、四輪、パワープロダクツ事業別に分かれ、
それぞれの製品・市場特性に合わせた効率の良い開発体制で
運営されています。商品開発はもちろん、原材料や要素別の
研究開発など、幅広く技術の自社開発を進めることで、技術
に対する深い理解と、理解に基づいたユニークな発想による
独自技術・製品を生み出してきました。各研究所は、研究成
果を共有し有効に活かしています。またグローバルに展開して、
現地に合わせた製品開発や、各地の先端技術、市場情報の
収集に努めています。

Hondaは、1986年に基礎技術研究センターを設立。燃料
電池、ロボティクス、航空機および航空機エンジンなど、未
来を見据えた多様な研究が行われました。これらは、実用化
に向けた開発が進められ、一部はすでに製品化されています。
航空機の研究開発は、基礎研究所から量産開発組織に移行
して続けられ、2015年末に「HondaJet」として製品化しました。

主翼の上にエンジンを付けるという常識にとらわれない発想
で高い性能と快適性を引き出しています。

Hondaの、既存のことにとらわれない自由な発想力はすべ
ての Honda製品の研究開発に活かされ続けていきます。

T O P I C S

T O P I C S

重希土類完全フリー磁石 i-DCD 駆動モーター用ローター

ファン

ダクト 燃焼器

排気ノズル
ミキサー

高圧圧縮機

低圧圧縮機

低圧タービン

高圧タービン
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イノベーションマネジメント

 「移動」と「暮らし」を
進化させるオープンな
体制で研究開発を促進
自動車をはじめとするモビリティの世界が、ここ数年、大き
く変化しており、Hondaはこの大きなうねりを、自らを変革
するチャンスと捉えています。これまでは、技術を自社開発す
ることにより、ユニークな発想による独自技術・商品を生み
出してきましたが、これは人を育てることも含めて、時間を必
要とすることでした。変化の量とスピードが大きなこの時代、
Hondaは、自らの強みを活かしながらも戦略的に外部の技術
やビジネスアイデアを取り入れてさらなる発展をめざしていき
ます。具体的な例として、シンガポールの Grab Inc.との二輪
車シェアリングに関する提携や、General Motors（GM）との
燃料電池開発および生産の提携などがあげられます。今後も、
Hondaの強みをさらに拡大・補完できるような提携をめざし
ていきます。

2017年 1月には、米国で開催されたコンシューマ・エレク
トロニクス分野における世界最大の見本市「CES（Consumer 

Electronics Show）2017」に 10 年ぶりに出展しました。
Hondaは、人工知能（AI）、ビッグデータ、ロボティクスなど
分野の垣根を越え、さまざまな技術やノウハウを持つ企業と
オープンに連携すること、Hondaと外部の技術やアイデアを

融合し、新たな価値を生み出していくことを宣言しました。
この CES2017で、展示の中心を担った組織が「Honda R&D 

Innovations, Inc.（HISV）」です。Hondaは 2000 年から、米
国シリコンバレーに研究拠点を設けており、今回は HISVが当
地のスタートアップ企業や IT企業などとオープンに進めている
共同研究の成果を発表しました。
また、米国のみならず、日本にもオープンな交流を目的とす
る研究拠点を設けたのが、「Honda イノベーション ラボ Tokyo 」
です。シリコンバレーも東京も、最先端の技術や文化の交流
が盛んな都市であり、イノベーションを起こすには最適な環境
であるとの考えからです。
さらに、2030年以降を目標に、人と協調する新たな価値を
生み出すことをめざし、2017年 2月に新たな研究組織を発足
させたのが、「R&Dセンター X（エックス）」です。デジタルテ
クノロジーの進化が、Hondaに価値創造の可能性をもたらす
ものと捉え、「AI× Data× Hondaの強み」というコンセプト
のもと、幅広いフィールドでイノベーションを起こすことにチャ
レンジしていきます。
一方、新しいものを生み出し、イノベーションを起こすには、
ビジネスとの結び付きが重要と考え、本社内にあるビジネス
開発を担う組織を大幅強化しました。これまで以上に、研究
所と連携がとれるようにし、新しい価値の製品・サービスをよ
り早く生み出せる体制も整えました。

CES2017 展示風景

東南アジアでの二輪車シェアリング協業

Hondaは東南アジアにおいて、四輪車や二輪車のシェ
アリング事業を行う Grab Inc.との協業の検討を 2016

年 12月より開始しました。「モノ」の使用形態が「所有」
から「共同利用」へと移り変わりつつあるなか、東南ア
ジアの二輪車シェアリングの実現を両社でめざします。
そして、都市部での渋滞緩和や環境・安全への取り組
みを推進し、さらなる「安心・安全・便利」を提供して
いきます。

「Honda Riding Assist」が 3つの賞を受賞

Honda Riding Assistが、CES2017において公式アワー 

ドパートナーである Engadget ※ 1が主催する Best of 

CES2017の「Best Innovation」および「Best Automotive 

Technology」を受賞しました。また、米国 Popular Mechanics

誌※ 2が主催するBest of CESの「Editors’ Choice Awards」
も受賞し、Honda Riding Assistは CES2017で合計 3つの
賞を受賞しました。

※ 1 多言語で展開されている、電
化製品やガジェットの話題を
扱うテクノロジーブログ。

※ 2 1902年に創刊された技術誌
で、自動車、家屋、野外活動、
科学、技術の記事を掲載。

T O P I C S

T O P I C S

Honda Riding Assist
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メディア
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基本的な考え方
Hondaが社会から「存在を期待される企業」となるために
は、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、Hondaの
取り組みに対するより正しい理解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、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、株主との対話では、従来の IR活動に加え、主に ESG 

の取り組みを紹介する SR活動（シェアホルダー・リレーション）
活動を展開し、株主である機関投資家との意見交換、株主イ
ベントや株主通信を通じた Hondaの取り組みの発信を実施し
ています。
また、代表的な ESG評価機関や NGOとの対話から得られ
た意見を「マテリアリティマトリックス」（⇒ P.11）に反映させ、
Hondaが取り組むべき課題の特定に役立てています。

ステークホルダーエンゲージメント
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外部評価
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 2年連続で選ばれました。
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。

RobecoSAM社によるサステナビリティ評価にて
「Bronze Class」に 2年連続選定                

Hondaはスイス RobecoSAM社によるサステナビリティ企業
評価「Sustainability Award 2017」において、「Automobiles」
セクターの「Bronze Class」に 2年連続で選定されました。
RobecoSAM社は、経済・環境・社会の側面から、世界約 2,500

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。

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、外部団体との協働を行っています。
日本においては一般社団法人日本自動車工業会の副会長職や
委員会委員長職、委員、公益社団法人自動車技術会の会長職、
東京商工会議所の副会頭職を引き受けています。
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World Economic Forum（WEF）や、World 

Business Council for Sustainable Development（WBCSD）へ
の加盟を通じて、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の各地域における事業執行にあたっては、各地
域が自立性を高め、迅速な意思決定を行うため、一定の範囲
内で権限を委譲しています。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。

「CDP Japan 500 Climate Change Report 2016」     
において「A-」を獲得                             

2016年 11月、CDPは、世界の大手企業約 5,000社を対象
に実施した、各企業の地球温暖化対策や GHG 排出量削減へ
の取り組みの調査結果を発表しました。

Hondaは、そのなかの１カテゴリーである「CDP Japan 500 

Climate Change Report 2016」にて、環境マネジメントにおい
てベストプラクティスと認められる活動を行っていると評価さ
れ、リーダーシップレベルのスコアである「A-」を獲得しました。

CDPは、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
利団体であり、企業の環境問題への取り組みを「情報開示」「認
識」「マネジメント」「リーダーシップ」の 4段階で評価しています。

ステークホルダーエンゲージメント
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T O P I C S

2016年 6月、米国オハイオ州コロンバス市は、米国運輸省が開催した「スマート・シティ・チャ
レンジ」に応募した全米 78都市の中から優勝都市に選ばれました。これは、都市のスマート
化を促進し、すべての住人により簡単な移動と機会へのアクセスを可能にする環境配慮型の社
会実験計画を推進するものです。
コロンバス市の取り組みは、「事故に遭わない社会」の実現をめざす Hondaと方向を同じくし
ています。オハイオ州に製造拠点と研究所を置くHondaは最先端の技術を駆使し、モビリティ
社会の未来の指針となるこれらのプロジェクトを全面的に支援していきます。その一環として

Hondaはコロンバス市にプラグインハイブリッド車、電気自動車を提供する予定です。
さらに、オハイオ州を走る国道 33号線で、Hondaの「V2X」（「クルマ」と「クルマ、人、道路
通信システムなど」をつなぐ通信ネットワーク技術）について、実際の道路環境下で実証実験
を行うスマート・モビリティ・コリドー・プロジェクトを進めています。

Hondaは海洋の生態系の回復と、海洋と海岸の環境に人間の
活動や気候変動が及ぼす影響への対応を目的とした新たな取り組
みとして、Honda Marine Science Foundationを設立しました。同
財団はより良い海岸地帯の環境を未来の世代に引き継ぐための
科学的なプログラムへの支援を行っていきます。基金の役員会は
Hondaからの代表者に加えて、海洋科学分野の専門家であるアメ
リカ海洋大気庁、サンタモニカを拠点に環境保護活動を行うNPO 

Heal the Bay、カリフォルニア大学サンタバーバラ校ブレン・スクー
ル環境科学マネージメント学部、そしてカリフォルニア州ロングビー
チの公共水族館 Aquarium of the Pacificからの代表者で構成され
ています。最初の取り組みは「南カリフォルニア天然牡蠣の回復プ
ロジェクト」であり、天然牡蠣を回復させることが海岸線の安定
化にどのような良い効果があるのかを、一般の人たちにもわかる
ように教える先駆的な研究も含まれています。

Hondaはこの財団が効果的に各セクターの協業を促し、海洋生
態系の保全に貢献することを期待しています。

慈善団体の支援を目的に「NSX」をオークションに出品

Honda は慈善団体の支援を目的に、約 10年ぶりに復活したスー
パースポーツカー NSXの量産 1号車をオークションに出品しま
した。米国アリゾナ州スコッツデールで開催された世界最大級
の名車オークション、Barrett Jackson Auctionにおいて車台番
号「001」が刻まれた NSX 量産 1号車を歴代最高落札価格とな
る120万ドルで落札したのは、Hondaとアキュラのディーラーで
あり、NASCARの名門チームの Hendrick Motorsportsを率いる
Rick Hendrick 氏です。収益の全額は子どもの支援を目的とする
2つの慈善団体、小児脳腫瘍財団と、社会に馴染みにくい子ど
もたちや、神経行動学的な疾患のある子どもたちをサポートする
ジョージア州の NPO、Camp Southern Groundに寄付されまし
た。2017年 2月にはもう1台の NSXも 275,000ドルで落札され、
その全額は Grammy Foundationが運営する、行政や医療制度
からの十分なサービスを受けることができないミュージシャンを
サポートする基金、MusiCaresに寄付されました。

オークション会場の様子

子どもたちの目の前で歴代最高落札
価格到達

プロジェクトに参加した学生たち

Honda Marine Science Foundationのロゴ

設立式の様子

オハイオ州におけるスマート・シティ・チャレンジと 33号線のスマート・モビリティ・コリドー・プロジェクト

米国カリフォルニア州で Honda Marine Science Foundationを設立




