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トップメッセージ

本質を追求し、独創的であるという
Hondaらしさを活かし
環境と安全の目標達成に向けて
徹底的に取り組んでいきます。
取締役 代表執行役社長
最高経営責任者

三部 敏宏
サステナビリティレポートを手にしていただいた皆様へ
日頃より Honda の企業活動に多大なるご支援とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
Honda は、1948 年の創業以来、「人や社会の役に立ちたい」「人々の生活の可能性を広げた
い」という想いを原点に、自らの持つ技術・アイディア・デザインで人の役に立つ、より良い社会
の創造をめざし、
さまざまな価値の提供に取り組み続けてきました。その取り組みの根底にあるのは、
Honda の基本理念である「人間尊重」の考えです。つねに人を中心に考え、そして人の可能性を
信じる。それが Honda という会社です。
新型コロナウイルスにより、私たちの暮らし・社会は大きく変わりました。限りある時間・命を、よ
り安全で自由で豊かなものにしていきたい、と考える人が世界的に増えたと認識しています。
一方で、社会の一員として連携や連帯の重要性を再認識し、自ら社会の課題解決に貢献していく
意識も強くなったと思います。とくにその意識は「地球環境問題」へと向かっており、今後は地球
との共生をより意識した社会への変化が加速すると思われます。「倫理的行動の高まり」「地球環
境問題の解決」「人間らしさへの回帰」、これらが今後の大きなトレンドになっていくと考えています。
4 月に社長に就任し、新たな経営体制でスタートしました。新体制となった Honda が、今後めざ
す方向性について公表しましたので、その趣旨をあらためてお話しさせていただきます。
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トップメッセージ
サステナビリティな社会に向けた Honda の取り組み 〜 Powered by Honda 〜
今後、社会が変化していくなか、Honda は、提供していくべき価値を、
「地球環境への負荷を

Honda はこれらの価値提供を通じて、社会の変革や暮らしの質を向上させようと、意志を持っ

なくすこと」
「尊い命を守る安全を達成すること」の 2 つと考え、環境と安全に徹底的に取り組

て動き出そうとしている世界中すべての人を支えるパワーとなることで、人々の可能性を広げてい

んでいきます。

きます。これを私たちは、
「Powered by Honda」と呼んでいます。

環境においては、2050 年に、Honda が関わるすべての製品と企業活動を通じて、カーボン

こうした志の下で環境と安全の目標達成に取り組んでいくためには、その地盤となる「既存事

ニュートラル（二酸化炭素排出量、実質ゼロ）をめざし、安全においては、2050 年に、全世界で、

業の盤石化」の確実な達成が前提となります。引き続き、四輪事業を中心に、生産能力の適正

Honda の二輪車、四輪車が関与する、交通事故死者ゼロをめざすことを定めました。

化とものづくりの効率化に取り組み、事業体質強化の成果を確実に刈り取っていきます。

この環境と安全の目標を達成すると共に、モビリティ、パワーユニット、エネルギー、ロボティ
クスの領域で、進化をリードすることをめざしていきます。

Honda がめざす姿・取り組みの方向性

意 志を持って動き出そうとしている人を支える パ ワ ー に な る

Honda の価値提供の根幹

地球環境への負荷をなくす

尊い命を守る安全を達成する

2050 年 環境・安全の新目標 / モビリティ、パワーユニット、エネルギー 、 ロ ボ テ ィ ク ス の 領 域 で 、 進 化 を リ ー ド

全製品・企業活動を通じたカーボンニュートラル

top message

Hondaの二輪・四輪が関与する交通事故死者ゼロ
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環境への取り組み

〜環境負荷ゼロに向けて〜

Honda は 2050 年に、製品だけでなく企業活動を含めたライフサイクルでの環境負荷ゼロをめ
ざします。その柱となるのが、
「カーボンニュートラル」
「クリーンエネルギー」
「リソースサーキュレー
ション」の 3 つです。

また、バッテリーのリユースやリサイクルをはじめとした、マテリアルリサイクルに関する研究を
進め、サステナブルマテリアル（持続可能な資源）100％での製品開発にチャレンジします。
さらに、電動モビリティとエネルギーサービスをつなぎ、自由な移動の提供と再生可能エネル

二輪・四輪製品の電動化はもちろんのこと、交換式バッテリー「Honda Mobile Power Pack（モ

ギーの利用拡大に貢献する、Honda eMaaS のコンセプトにも、引き続き取り組んでいきます。
「モ

バイルパワーパック）」により、使いやすい電動製品の幅を広げ、これらの充電時にインフラと連

バイルパワーパックの活用の拡大」
「電動車両に搭載した大容量バッテリーの活用」
「FC
（ 燃料電池）

携したスマートな電力オペレーションを行うことで、再生可能エネルギーの利活用を拡大します。

システムの応用、展開」の 3 つを軸に、着実に実行していきます。

再生可能エネルギーのさらなる拡大に向けては、電気に加え水素の活用を積極的に進めていき

そして、長期的には、電動化が難しい航空機などの領域も含め、カーボンニュートラルフュー

ます。

エルも加えたエネルギーのマルチパスウェイの実現をめざします。

Honda がめざす「環境負荷ゼロ」の循環型社会

Honda eMaaS concept

2050年

カーボンニュートラル
二酸化炭素排出量、
実質ゼロ

クリーンエネルギー
カーボンフリーエネルギー
活用率100％

top message

リソースサーキュレーション
サステナブルマテリアル
使用率100％
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四輪車の電動化

二輪車の電動化

電動車の普及はお客様の受容性やインフラ環境、再生可能エネルギーの普及など、特性が地

二輪車の電動化は、高額なバッテリーを車両と切り離して考えることが普及のカギになります。

域ごとに異なり、その変化も激しいため、将来を見通すことが難しい状況にありますが、自動

そこで電動化への社会的要請が強い先進国では、企業や省庁・自治体をターゲットに、モバイル

車メーカーとして、まず Tank to Wheel（ 走行段階）でのカーボンフリーを達成することが責務

パワーパックを活用した電動化を進めます。

と考えます。そこで、先進国全体での EV（電気自動車）・FCV（燃料電池自動車）の販売比率を
2030 年に 40％、2035 年には 80％、そして 2040 年には、グローバルで 100％をめざします。
これはチャレンジングな目標であり、バリューチェーン全体での対応が必要です。しかし Honda
は、創業以来、高い志と目標を掲げチャレンジを続けて来た会社であり、まずは高い目標を掲げ
ることで、全員でめざす姿を共有し、実現に向けてチャレンジしたいと考え、このような長期目
標を、明確に掲げることにしました。

一般ユーザーに向けては、商品の拡充だけでなく、バッテリー交換ステーションを数多く設置
し、どのメーカーの EV でも利用可能とするなど、利便性を高めることが求められます。そこで
日本や欧州で、他の二輪車メーカーとのコンソーシアム（共同事業体）を設立し、交換式バッテリー
技術の標準化に取り組んでいます。
またモバイルパワーパックについては、パワープロダクツ製品やマイクロモビリティにまで、活
用を広げていきます。インドでは、三輪タクシーの「リキシャ」を活用した、実証実験を開始しま

EV の高い商品競争力を確保するため、高容量、低コスト化を実現する次世代バッテリーとし
て、全固体電池の研究を独自に進めており、今期、実証ラインでの生産技術の検証に着手します。
この全固体電池は、2020 年代後半のモデルに採用できるよう研究を加速していきます。

した。
2021 年には、お客様の多様なニーズに応えるべく、ビジネス用電動三輪スクーター「ジャイロ e:」
に加え「ジャイロ キャノピー e:」を投入します。パーソナル領域では、2024 年までに原付一種・
二種クラスに 3 機種を、さらに FUN 領域（中〜大型スポーツ系バイク）でも電動二輪車を投入し
ていきます。

EV・FCV の四輪車電動化販売比率

先進国全体

2030年

グローバル

2035年

2040年

FC（Fuel Cell ：燃料電池）
水素は再生可能エネルギーとして普及が期待されており、Honda は長きにわたり、FC 技術の

40%

100%
80%

研究、開発、実用化に取り組んできました。
General Motors との協業は継続しながら、FCV の拡大だけでなく、商用トラックへの展開や、
定置型、可搬型電源など、幅広い用途に FC システムを活用していくことで、コスト低減と水素社
会の実現をめざします。
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安全への取り組み

〜交通事故死者ゼロに向けて〜

2050 年に全世界で、Honda の二輪車・四輪車が関与する交通事故死者ゼロの実現をめざし
ます。
目標実現に向けて大きなチャレンジとなるのは、新興国での二輪車による死亡事故をどう

日本で発売しているレベル 3 自動運転技術の研究開発で培われた知見・ノウハウを、ADAS
のさらなる知能化に活かし、事故カバー率の向上をめざします。また、二輪車と四輪車の両
方を手がける Honda ならではの、共存安全技術の研究強化も図っていきます。

やってなくしていくか、ということです。正確な事故データの収集にも苦労するような現在

交通事故死者ゼロへの道は、技術研究だけではありません。とくに新興国においては、交

の状況下では、そのハードルはとても高いといえます。しかし私たちには、二輪車を最も多

通安全の教育活動やインフラ、政策への働きかけによって防げる事故も多くあります。Honda

く販売するメーカーとしての社会的責任があります。Honda の取り組みを通して社会の安全

は、その領域にも重点的に取り組んでいきます。Honda は、持てる力を活かし、ハード・ソ

の総量を高め、すべての交通参加者が共存できる安全・安心な世界をつくりたいと考えてい

フト両面で、事故のない社会の実現をリードしていきます。

ます。安全技術の拡大という点では、二輪車の死亡事故にも四輪車が関与するケースが多い
ことから、四輪車の全方位安全運転支援に進化した ADAS ※ を、2030 年までに先進国で全機
種へ適用することを目指します。
※ ADAS：Advanced Driving Assist System（先進運転支援システム）

ハード・ソフト両面での、
「交通事故死者ゼロ」に向けた取り組み

二輪・四輪共存安全技術の研究強化

top message

教育・啓発活動や法規制の働きかけ
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研究開発への対応と、将来に向けて
環境と安全領域での取り組みを進めていくには、研究開発領域への積極的な投資が不可欠と

「Honda らしさ」とは、本質を考え抜いた末にたどり着く価値、そして独創性だと考えます。人

なります。そこで今後 6 年間で、総額 5 兆円程度を研究開発費として投入していきます。研究開

の描く夢を大切にし、大きな目標に向かってチャレンジし続けるなかで、つねに本質と独創性に

発領域では、デジタル技術の開発体制など、まだ強化が必要な部分もあるため、アライアンス（企

こだわり続ける会社でありたいと思います。

業間連携）も含め検討を行います。また電動化においては、バリューチェーンの構築にも積極的

環境と安全に徹底的に取り組み、その結果、皆様から存在を期待される企業であり続けるた

な対応が必要となるため、将来性を十分吟味しつつ、投資を行っていきます。こうした投資を可

めに、変化する事業環境に対してレジリエント（困難に打ち勝つ強靭さ）な体質をつくると共に、

能とするために、これまで進めてきた既存事業における選択と集中についても実行していきます。

スケールの大きなアクションを迅速に実行していきます。本質を追求し独創的である、という

研究所では現在、このような「環境負荷ゼロ社会」と「事故のない社会」の実現に向けた先行
技術の研究に取り組みつつ、さらなる次の夢として、モビリティを 3 次元・4 次元に拡大していく
べく、空、海洋、宇宙、そしてロボットなどの研究を進めています。

Honda らしさをつねに自らに問いかけながら、アグレッシブに取り組んでいきます。
「Honda があってよかった」
「Honda なら、きっとやってくれる」と、皆様から存在を期待され
る企業であり続けるため、チャレンジを続ける Honda にご期待ください。

取締役 代表執行役社長
最高経営責任者
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