
安全
二輪車の保有台数が増加するインド。日本で研修を受けたインドの販売
店スタッフがインストラクターとなって、交通安全教育を行っています。
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基本的な考え方

基本方針
「事故に遭わない社会」の
実現をめざして

活動の方向性
3つの領域を組み合わせ
効果的な安全推進活動を

創業者・本田宗一郎の「交通機関というものは人命を尊

ぶものである」という言葉にあるように、Hondaは共存安

全思想のもと、クルマやバイクに乗っている人だけでなく、

道を使う誰もが安全でいられる「事故に遭わない社会」の実

現をめざしています。

Hondaの安全への取り組みの歴史は古く、1960年代に

までさかのぼります。日本のモータリゼーション発展期の、

「安全運転」という明確な概念もなかったこの時代に、二輪

車・四輪車メーカーで初の試みとなる安全運転普及活動を

開始し、その後、「運転席用SRSエアバッグシステム」、世界

初の「歩行者ダミー」、自分だけでなく相手の安全も守る「コ

ンパティビリティ対応ボディ」などの技術を開発。2000年に

は、世界初の「屋内全天候型 全方位衝突安全実験施設」を

建設し、現実の事故形態により即した衝突テストを行ってい

ます。

こうして生み出された安全技術は積極的に各製品に適用

しているほか、「歩行者ダミー」については、交通社会全体

の安全向上のため、その使用を自社での製品開発に限定

せず、他社や研究機関に貸し出すなど、歩行者保護の研究

に広く貢献しています。

Hondaは、その時代、その地域が抱える事故の実態を見

据え、積極的に交通安全に取り組んでいます。

交通が集中し過ぎている、インフラが整備されていない

など、地域によって交通環境の問題点はさまざまです。こう

したなか、Hondaは「ヒト（安全運転教育）」「テクノロジー

（安全技術）」「コミュニケーション（安全情報の提供）」の3領

域の活動を地域の実情に応じて相互に連携させ、効果的に

展開しています。

例えば、近年、タイでは、モータリゼーションの急速な発

展にともない、とくに二輪車の交通事故が増加しています。

そこでHondaは、こうした状況下で実効性の高い「ヒト（安

全運転教育）」の領域にまず注力しました。Hondaのお客様

だけでなく、これからドライバー、ライダーとなる若年層も

対象とし、長年培ってきたノウハウを活かしながら、現地の

交通環境や交通安全に対する現地の人々の考え方に沿っ

た独自のプログラムを実施しています。

また、こうした活動と併せ、「テクノロジー（安全技術）」の

領域では、四輪車がレーンチェンジする際の死角にある二

輪車の見落し防止に効果的な「LaneWatchTM（レーン・

ウォッチ）」を開発しました。

クルマやバイクに乗っている人だけでなく、
道を使うだれもが安全でいられる

「事故に遭わない社会」をつくりたい

グローバルスローガン

安全推進活動の3つの領域

ヒト
安全運転教育

テクノロジー
安全技術

コミュニケーション
安全情報の提供

▶P49

▶P51 ▶P53
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2014年度の活動実績
各地域で安全運転普及活動を展開

最新の安全技術をお客様に正しく理解していただく取り

組みとして、約30km/h以下で前方に障害物がある状況で

Hondaは、1970年に安全運転普及本部を開設しまし

た。以来、交通教育センター※をはじめ、二輪・四輪・汎用販

売会社や、地域の企業や学校の皆様と協力しながら、これ

まで延べ900万人以上のお客様に交通安全・運転教育を実

施してきました。

活動は、人に焦点をあてた「人から人への手渡しの安全」

と、危険を安全に体験する「参加体験型の実践教育」を基本

として、3つの柱を立てて活動しています。一つめは、交通

安全の担い手である指導者を育成する「人づくり」。二つめ

は、交通安全を考え、学ぶための「場」と「機会」を提供する

「場づくり」です。三つめは、学習効果を高めるための教育プ

ログラムや教育機器を開発する「ソフトウェアの開発」です。

海外においても、1972年にブラジルで安全運転普及活

動を開始して以来、各国に交通教育センターを設置したほ

か、地域の販売店と協力するなど、日本を含む世界37カ国

で活動を実施しています。そのなかでも、とくに新興国で

は、急速なモータリゼーションが進む一方で、法規制や交通

ルール、道路インフラなどが未整備な地域があり、交通死

亡事故発生件数の増加が社会課題となっていることから、

Hondaでは、当該国や自治体関係者と連携しながら活動を

強化しています。
※ 交通安全に関する社内外の指導者養成や、企業・学校・個人のお客様に安

全運転教育を行うHondaの施設。

ヒト（安全運転教育）

Hondaのアプローチ
「人づくり」「場づくり」
「ソフトウェアの開発」を推進

交通安全・運転教育の実施国

交通教育センター
＋販売店での活動
交通教育センターでの活動
販売店での活動
啓発活動

※各国の実情に合わせて活動を展開。
南アフリカ

タイ

シンガポール
マレーシア

ベトナム

インドネシア

フィリピン

オーストラリア

オランダ

ドイツ

ハンガリーフランス

スイス

チェコ

ポルトガル
スペイン

イタリア
トルコ

イギリス
ロシア

カナダ

アメリカ

メキシコ

ベネズエラ

ブラジル

アルゼンチン

チリ

ペルー

ナイジェリア

中国
韓国

インド
パキスタン ネパール

（万人）

2010年

600

580

560

540

520

500

0 2011年 2012年 2013年 2014年
12月現在

累計
約596万人

約522万人

約537万人

約555万人

約576万人

～～

日本における安全運転普及活動動員数（累計）
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アクセルペダルを踏み込んだ際、急発進を抑制する機能

を備え、前方車両との衝突の回避・軽減を図る「シティブ

レーキアクティブシステム」搭載車の乗車体験会を実施しま

した。

また、高次脳機能障がいなどのリハビリ中の患者の方が

社会復帰し、運転を再開する際、その評価や訓練をサポー

トするための「自操安全運転プログラム」を開発しました。

全国の交通教育センターで受講できる体制を整えたほか、

地域の自動車教習所や医療機関と連携して、運転復帰まで

トータルにサポートする取り組みを開始し、現在も拡大を

図っています。さらに、今後、高齢化にともなって、介護・介

助を必要とする方々の送迎サービスが増加することを踏ま

え、サービス提供者向けの「移送安全運転プログラム」も併

せて開発しました。

海外との連携では、二輪車の保有台数が増加し、事故の

増加が社会問題となっているインドの販売店において交通

安全普及活動を行うインストラクターを増員するため、日

本の交通教育センターで養成研修を実施しました。

ASEAN諸国のなかでもいち早くモータリゼーションが
進むタイでは、バイクの爆発的な普及に続いて、クルマも
急速に普及しています。加えて、バイクに人を乗せて走る
オートバイタクシーも広く普及しており、都市部では頻発
する渋滞や交通事故が深刻な社会問題となっています。

こうしたなか、1986年に設立されたタイの二輪販売会
社エー・ピー・ホンダカンパニー・リミテッド（A.P. Honda）
は、1989年から安全運転普及活動を開始し、地域の自治
体と緊密に連携しながらライダーの実践教育や市民への
交通安全の教育・啓発活動などを実施してきました。また、

タイの若者にバイクの安全運転を教える「ONEディーラーONEスクール」活動を推進

警察への事故調査協力や交通課のバイク講習の支援のほ
か、ヘルメット着用義務化や免許取得前の教習システムの
確立など、行政機関に法整備を働きかけるなど、同国の交
通安全教育分野でパイオニア的な役割を果たしています。

そんなA.P. Hondaが近年、注力している活動の一つ
が、2011年から開始した「ONEディーラーONEスクール」
活動です。これは、一つの販売店が一つの県立職業訓練学
校を対象に安全運転教育を実施する活動です。職業訓練
学校に所属する15歳から19歳の若者は、バイクに乗り始
める年齢であるとともに最も死亡事故の多い年齢でもあ
ります。また、バイクの事故率は、都会よりも道路整備が遅
れている地方ほど多いことが統計的にわかっています。そ
こでA.P. Hondaは、教育省に提案し、全国の販売店を活用
して、地域の職業訓練学校の生徒たちに交通安全やバイク
の安全運転を身につけてもらう活動を開始。現在は自動車
学科を有するすべての職業訓練学校314校で活動を実施
しています。

TOPICS

「ONEディーラーONEスクール」活動の一環としてトレーニング・センターで行われ
る「セーフティ・ライディングスキル・コンテスト」

A.P. Hondaは2005年から販売店にトレーニング・センターを併
設する取り組みを進め、現在は全国9つのセンターが地域の安全
運転教育の拠点となっています。また、職業訓練学校の自動車学
科にバイクを教材として提供しているほか、技術指導員を派遣して
きました。販売店でも卒業生の就職先となるなど、これまでの取り
組みが信頼関係につながっています。

A.P. Honda担当者メッセージ
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テクノロジー（安全技術）

Hondaのアプローチ
自動運転システムの実現を視野に
先進安全技術を開発

2014年度の活動実績
先進の安全運転支援技術を
各車種に搭載

「Honda SENSING」/「AcuraWatch」を、日本では

2015年1月に発売したミニバン「ODYSSEY（オデッセイ）」

と2月に発売したミニバン「JADE（ジェイド）」、セダン

「LEGEND（レジェンド）」に、米国では2014年8月に発売し

たセダンAcura「TLX」、9月に発売したSUV「CR-V」に、欧州

では2015年2月に発売した「CR-V」に搭載しました※1。

「Honda SENSING」/「AcuraWatch」を構成する技術とし

ては、歩行者を検知してステアリングを制御する世界初の

「歩行者事故低減ステアリング」、車両が車線を逸脱しそう

な場合にステアリングを制御する「路外逸脱抑制機能」など

があります。

また、「第21回ITS※2世界会議デトロイト2014」（9月/米

国ミシガン州デトロイト）では、最新の「コネクティッドカー

技術（ネット接続型自動車技術）」と「自動運転技術」のデモ

ンストレーションを行いました。

Hondaは、二輪車・四輪車などさまざまなモビリティが混

在する現実の交通環境、リアルワールドでの事故の実態を

重視し、規制を超える高い目標をつねに掲げ、「無いものは

つくる」という姿勢で安全技術の開発に取り組んできました。

1998年には業界に先駆けて世界初の「歩行者ダミー」を

開発、2000年には世界初の「屋内全天候型 全方位衝突安

全実験施設」を建設しました。また、2003年には「コンパ

ティビリティ対応ボディ」と、世界初の「衝突軽減ブレーキ

（CMBS：Collision Mitigation Brake System）」を開発す

るなど、安全技術を次々と開発し実用化しています。

2014年には、新たに先進安全運転支援システム

「Honda SENSING」/「AcuraWatch」を発表しました。

「Honda SENSING」/「AcuraWatch」は、センサーなどを

活用し、車両の周辺情報をもとに、通常走行時から事故回

避まで運転を支援する、将来の自動運転技術につながる先

進安全技術の総称です。

Hondaは、道路を使う誰もが安全でいられる「事故に遭わ

ない社会」の実現をめざし、四輪車の安全技術ロードマップ

（下図）のように、今後も着実に技術開発を進めていきます。

※1   「Honda SENSING」/「AcuraWatch」は、搭載する車種により適用技
術が異なる場合があります。

※2 Intelligent Transport Systems（高度道路交通システム）

● 助手席SRS ● i-SRS
● 歩行者保護
● コンパティビリティ対応ボディ

● ポップアップフード
● ナローオフセット

● 運転席SRS ● リアワイドカメラ
● LaneWatchTM（レーン・ウォッチ）

ドライバーの五感によるセンシング能力を
先進技術によるセンシング機能で強力にサポート

全方位安全システム

安全を創出

危険を回避

被害を軽減

安全を確保

『事故ゼロ』へ

知能化、つながる自動運転システム

技
術
進
化

1990 2000 2010 2020

先進安全運転支援システム

Honda SENSING/AcuraWatch

● 車線維持支援システム（LKAS）
● 衝突軽減ブレーキ（CMBS）

● ナイトビジョン
● シティブレーキアクティブシステム
   ＋誤発進抑制機能

● 進化型CMBS
● i-ACC

● 車車間/路車間通信

（年）

安全技術ロードマップ
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四輪車の交通事故のうち歩行者
との衝突、車線逸脱による対向車と
の衝突が多いという事象を踏まえ、
Hondaは、ミリ波レーダーと単眼
カメラの特性の異なる2種類のセ
ンサーを組み合わせ、精度の高い
認識を可能としたシステムを構築。
世界初となる「歩行者事故低減ス
テアリング」など新たな機能を追加
しました。

ミリ波レーダーと単眼カメラで、路側帯の歩行者や車線
などを検知。車線を外れ、路側帯の歩行者と衝突しそうな
場合に、ディスプレイ内の表示と音で警告し、さらにステア
リングを回避方向へ制御することで、ドライバーの事故回
避操作を支援します。

単眼カメラで車線を検知。車両が車線を逸脱しそうな
場合に、ディスプレイ内の表示とステアリングの振動で警
告し、同時に車線内へ戻すようにステアリングを制御しま
す。また、逸脱量が大きくなることが予測される場合は、
ブレーキ制御も併用してその量を低減するように支援し
ます。※ 機種により適用されない場合があります。

回避支援
● 衝突軽減ブレーキ（CMBS）
● 誤発進抑制機能
● 路外逸脱抑制機能
● 歩行者事故低減ステアリング

未然防止
● 渋滞追従機能付ACC
● 車線維持支援システム（LKAS）
● 先行車発進お知らせ機能
● 標識認識機能

前方安全

● マルチビュー
カメラシステム

● リアワイドカメラ
● パーキング

センサーシステム
● 後退出庫サポート

後方安全

● ブラインドスポット
インフォメーション

● LaneWatchTM

（レーン・ウォッチ）

側方安全

ブレーキ ステアリング支援
ステアリングの
振動による警報歩行者を検知

歩行者

ステアリング支援音による警報

ピピ…

ドライバーの
回避操作

クルマの路外逸脱の警告は、早ければ早いほど運転者に注意を促
すことができる一方で、運転者にわずらわしさを感じさせてしまい
ます。そのため、運転操作の反応が乏しいことを検出した場合に
のみ作動させるようにし、運転者にわずらわしさを感じさせること
なく、事故低減に効果を発揮する機能を実現しました。

開発者メッセージ

レーダーとカメラの認識情報を融合し、車線と歩行者を高い精度
で検知することにより、市街地のような複雑な状況下でも、万一の
際のステアリング回避支援を可能とする技術を確立しました。交
通事故は被害者はもちろんのこと、加害者もつらい状況に陥って
しまいます。そんな痛ましい交通事故を未然に防ぎたいという気
持ちで開発しました。

開発者メッセージ

歩行者事故低減ステアリング※世界初 路外逸脱抑制機能※日本初

Honda SENSING/AcuraWatch
精度の高い検知能力で安全運転を支援

TOPICS

※ 走行状態や路面状況などによっては抑制できない場合があります。
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コミュニケーション（安全情報の提供）

Hondaのアプローチ
テレマティクスサービスを通じて
多彩な危険予防情報を提供

2014年度の活動実績
安全情報の活用範囲・用途を拡大

Hondaは、1998年に通信機能を備えたカーナビゲー

ションシステム「インターナビ」の提供を開始し、Honda車

から得た走行データを活用した渋滞情報の提供を始めまし

た。こうした便利さに加えて、Hondaは2004年から気象情

報を、2007年からは災害情報を提供するなど、通信と情報

を融合させたテレマティクスサービスを活用して、ドライ

バーのより安全で快適な運転を支援する情報の提供を開

始しました。

その進化の一つのかたちとして、日本では、クルマの急ブ

レーキ情報や、警察や自治体からの交通事故情報、地域の

人々から提供された道路情報などを統合・解析し、ドライ

バーを含めた地域の人々にあらかじめ危険な場所を知らせ

る「SAFETY MAP」を作成。多くの人々に活用いただいて

います。

また、現在は「Honda SENSING」/「AcuraWatch」の技

術とテレマティクスサービスを融合させ、センサーやGPS

を搭載した他のクルマやバイク、さらに周囲の人々が持つ

スマートフォンをWi-Fiなどの無線通信で結び、周囲の交通

状況や交通事故のリスクをリアルタイムで情報提供する仕

組みづくりに注力。誰もが安心して運転・歩行できる「事故

に遭わない社会」の実現をめざしています。

Hondaは、吹雪などにより視界が極端に悪くなるホワイ

トアウトからドライバーを守るため、2014年１月からイン

ターナビを通じてホワイトアウトを予測する情報配信を北

海道地域で実施しました。2014年12月からは、この取り組

みを青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、栃木

県、群馬県、さらに新潟県と長野県の一部に広げて、実証実

験を行いました。

官民連携でモビリティ社会の安全性を高める取り組みと

して、2014年12月には、国土交通省が実施した「移動者向

け災害情報提供プロジェクト実証実験」※に参加しました。

これは、旅行中のドライバーなど地理に不慣れな方々に対

して、津波や大雨などの災害時に現在位置に応じた避難に

有用な情報をカーナビゲーションシステムやスマートフォ

ンアプリなどを通じて提供し、その減災効果を検証するプ

ロジェクトです。

また、2013年9月から公開している全国の「SAFETY 

MAP」に、2014年度は新たに9府県の警察本部から提供を

受けた交通事故情報を反映しました。
※ 国土交通省「平成26年度G空間社会実証プロジェクト事業」に採択された

プロジェクトで、みずほ情報総研株式会社、静岡県、公益財団法人ひょう
ご震災記念21世紀研究機構、特定非営利活動法人ITS Japanにより構
成される「移動者向け災害情報提供協議会」を静岡県で実施。

気象予測情報配信の例

SAFETY MAPを活用した交通安全対策例

車載インターナビへの通知例

ホワイトアウトでは、短時間でできた吹き溜まりでクルマが走行不能になる
おそれがあり、CO中毒やエンジン停止による凍死の危険があります。そこ
でHondaは、走行ルートの周辺30km四方で吹雪に遭遇すると予測された
場合に、インターナビやスマートフォンアプリに視界不良の度合いや遭遇ま
での距離を表示し、音声で注意を促すサービスを提供しています。

Hondaは埼玉県と「埼玉県とHondaの道路交通データ提供に関する協定」
を締結しています。この協定に基づき、埼玉県はSAFETY MAPと県内の道
路交通に関するデータを融合して路面標示を追加するなどの交通安全対策
を継続的に実施しています。

対策前 対策後

路面標示の
追加による
注意喚起

53
Honda SUSTAINABILITY REPORT 2015

環境 安全 品質 人材 社会活動 サプライチェーン

トップメッセージ 特集品質問題に関するご報告 サステナビリティマネジメント パフォーマンス報告



「安全」に関する第三者評価

主な第三者評価

Hondaの多くの車種が、各地域のNCAP※1において、高

い安全評価を獲得しています。また、日本では、J-NCAP予

防安全性能アセスメントにおいて、4車種が「ASV※2」、1車種

が最高ランクとなる「ASV+※2」の認定を、米国では、IIHS※3

（Insurance Institute for Highway Safety：米国道路安

全保険協会）の安全性能アセスメントにおいて、複数の機種

が安全性に優れた車として「TSP」「TSP+」の認定を受けま

した。

※1 NCAP ： New Car Assessment Program（新車アセスメントプログ
ラム）。各地域の公的組織が行う、自動車の安全性能を試験・評価する
プログラム。各地域で試験方法、評価方法が異なる。0★～5★（地域に
よっては5★+が最高評価）で評価される。

※2 ASV、ASV+ ： Advanced Safety Vehicleの略。衝突が避けられない
場合に自動でブレーキをかける技術など自動車の先進安全性能を試
験・評価する。ASV、ASV+の二段階評価で認定される。

※3 IIHS ： Insurance Institute for Highway Safety（米国道路安全保険
協会）。自動車の安全性能を試験・評価する自動車アセスメントを行い、
試験結果が優良な自動車のみをTSP、TSP+で評価。TSPは、Top 
Safety Pickの略。

2013年11月に発売を開始した軽自動車「N-WGN」は、
Honda独自の衝突安全技術「G-CON」により、乗る人だけ
でなく、相手車両や歩行者に与えるダメージも軽減するボ
ディ構造を採用するなど、高い安全性能を追求。こうした技
術が評価され、平成25年度自動車アセスメント「JNCAP」
で、最高レベルの評価となる

「新・安全性能総合評価ファイ
ブスター賞」を軽自動車として
初めて受賞しました※。

※ 新評価基準が採用された平成23
年度以降で、軽自動車として初。

2014年9月、マレーシアで開催された第一回ASEAN 
NCAPグランプリアワード
において「LaneWatchTM」
の安全性が高く評価され

「安全技術賞」を受賞しまし
た。「LaneWatchTM」は、後
方の車両の様子をナビ画面
に映し出すなど、ドアミラー
の死角をカメラ画像で補完
し、ドライバーの安全確認の
補助をするシステムです。

「N-WGN（エヌ ワゴン）」が軽自動車
で初めて「ファイブスター賞」を受賞

TOPICS 「LaneWatchTM（レーン・ウォッチ）」が
「安全技術賞」を受賞

TOPICS

国 第三者評価 機種

日本
JNCAP 5★ VEZEL ※4 / Accord HYBRID ※4 / N-WGN ※4 / FIT ※4 / CR-V ※4

ASV+ ODYSSEY ※4

ASV FIT ※4 / VEZEL ※4 / N-BOX ※4 / N-WGN ※4

欧州 Euro NCAP 5★ CR-V ※5 / CIVIC ※6 / CR-Z ※7 / JAZZ ※8 / Accord ※8

中国 C-NCAP
5★+ Accord ※8

5★ FIT ※4 / Accord ※4 / JADE ※4 / CR-V ※6 / ELYSION ※6 / CRIDER ※6 / CIVIC ※8 / FIT ※8/ 
ODYSSEY ※8 / SPIRIOR ※8

韓国 KNCAP 5★ Accord ※8 / CR-V ※9

米国

NCAP 5★ Accord 4door ※4 / Accord 2door ※4 / Accord HYBRID ※4 / CIVIC 4door ※4 / CIVIC HYBRID ※4 / 
FIT ※4 / ODYSSEY ※4 / Acura ILX ※4 / Acura MDX ※4 / Acura RDX ※4

IIHS
TSP+ Acura TLX ※4 / Acura RLX ※4 / Acura MDX ※4 / CR-V ※4

TSP FIT ※4 / CIVIC 2door ※4 / CIVIC 4door ※4 / Accord 2door ※4 / Accord 4door ※4 / ODYSSEY ※4 / 
Acura TL ※4

オーストラリア ANCAP 5★ CITY ※4 / Accord ※4 / ODYSSEY ※4 / JAZZ ※4

東南アジア ASEAN NCAP 5★ ※10 CITY ※6 / CIVIC ※6 / CR-V ※6 / JAZZ ※6

※4 2014年に評価　※5 2013年に評価　※6 2012年に評価　※7 2010年に評価　※8 2009年に評価　※9 2008年に評価　※10 乗員（大人）の保護性能

新・安全性能総合評価
ファイブスター賞
受賞ロゴ

N-WGN

助手席側ドアミラーにカメラを設置

ナビ画面に表示
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