
●四輪安全技術 

未然防止から、被害拡大防止まで。すべての段階で独自の安全技術を実用化 

Hondaはこれまで、国産車で初めて3点式シートベルトやABS（アンチロックブレーキシステム）、SRSエアバッグシステムを

採用するなど、現在多くのクルマに搭載されている技術をいち早く研究・開発し、時代に先駆けた独自の技術を次々に

実用化につなげてきました。 

現在もHondaは、事故の「未然防止」から緊急時の「危険回避」、「傷害軽減」、「被害拡大防止」まで、あらゆる段階で安

全運転をサポートする技術・装備を開発しています。その中には、知能化技術を駆使した先進装備や、歩行者の安全なども

視野に入れた衝突安全設計ボディなど、独創的な技術・装備が数多く含まれています。 

Honda四輪車の安全技術 

安全技術に関する詳細情報は 　http://www.honda.co.jp/safety/

モビリティ社会
で共存する 

すべての「人」
の安全をめざし

て 

Hondaはクルマやバイクに乗っている人だけでなく、 

他車の乗員や歩行者、自転車などの安全も同時に考慮し、 

モビリティ社会に暮らすすべての人の安全を追求しています。 

そのため、安全を「商品の安全性能を可能な限り高める」、 

「安全運転の知識やスキルをお客様や社会に幅広く提供する」といった、 

技術（ハード）と教育（ソフト）の両面からとらえた取り組みを進めています。 

また、Hondaは早い時期より、 

事故をいかに起こさないようにするかを追求する「予防安全」の重要性を強く認識してきたことから、 

ソフト提供の場としての安全運転普及活動を積極的に展開。 

ハード面においても、知能化技術を駆使した独自の予防安全技術を時代に先駆けて開発し、 

順次市販車に投入するなどオリジナリティを発揮しています。 

－これまでの歩み－ 

2000年代 

1990年代 

1980年代 

1970年代 

1960年代 

ACT I V E  SA FETY  
（予防安全） 

PRE-CRASH 
SAFETY

PASS I V E  SA FETY  
（衝突安全） 

　2004  
   ナイトビジョン 
 ・2003  AFS 

 ・2002  HiDS

・1997　 
　ディスチャージ 
　ヘッドライト 

・1979 
　ハロゲン 
　ヘッドライト 

　1997   
　 FF車 VSA
　1997  EBD

・1998 
   新・衝突安全 
　設計ボディ 

・1998 
   歩行者傷害軽減ボディ 

・1993 
　全方位衝突安全 
　設計ボディ　 

・1967　 
　モノコック構造ボディ 

　1964　 
　3点式シートベルト 

・1976　 
　3点式ELR 
　シートベルト 
 

　1987　 
　SRSエアバッグシステム 

　1990　 
　助手席用SRS 
　エアバッグシステム 

　1998　 
　運転席＆助手席用  
　i-SRSエアバッグ 
　システム 
 

・1998　 
　衝撃感知 
　ドアロック解除 
　システム 
 

・2003　 
　QQコール 
 

・2002　 
　サイドカーテン 
　エアバッグシステム 
 

　1990　 
　シートベルト 
　プリテンショナー 
 

・1997　 
　ロ－ドリミッター付 
　プリテンショナー 
　ELRシートベルト 
 

・2003　 
　E-プリテンショナー 
　シートベルト 
 

・2003 
　コンパティビリティ 
　対応ボディ 
 

　2003　 
　追突軽減ブレーキ 
　（CMBS） 
　＋E-プリテンショナー 
 

　1982  ABS

未然防止 
 

危険回避 
 

プリクラッシュ 
セーフティ 

 安全ボディ 
 

シートベルト 
 

傷害軽減 

エアバッグ 

被害拡大防止 

・1960   
　ディスクブレーキ 

　世界初　　国産車初 

 

　1987  4WS

　1989 
　 FF車 TCS
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●四輪安全技術 
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●四輪安全技術 ●四輪安全技術 

 

 

 

 

HiDS（高速道路運転支援システム） 

車速を制御して先行車との車間距離を適切に保つ

「IHCC（インテリジェント・ハイウェイ・クルーズコント

ロール）」と、車線の維持をアシストする「LKAS（レ

ーンキープ・アシストシステム）」によって高速道路の

運転負荷を軽減します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFS（配光可変型前照灯システム） 

カーブや交差点での右左折時などで、ステアリングを

操作するとヘッドライトが連動。カーブや交差点など

の進行方向を照らすシステムです。 

 

 

 

 

 

インテリジェント・ナイトビジョンシステム 

夜間走行時、遠赤外線カメラが捉えた映像をディス

プレイに表示し、歩行者を検知すると音と歩行者強

調表示によってドライバーの注意を喚起するシステ

ムです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABS（アンチロックブレーキシステム） 

濡れた路面や雪道など滑りやすい路面での急制動時

に、コンピュータがポンピングブレーキを素早く精密

に行い、車輪ロックを防止します。 

 

 

 

未然防止 
ドライバーを支援して、事故を未然に防ぐ 
 

危険回避 
クルマを操作して、目前の危険を避ける 

傷害軽減 
衝撃を和らげて、衝突の被害を軽減する 

EBD（電子制御制動力配分システム） 

電子制御により、軽積載から重積載まであらゆる積

載状態において、前後の制動力配分を制御し、ブレー

キの利きを安定させます。特に重積載時の制動性能

を向上させて安全性を高めるシステムです。 

 

 

 

 

 

 

 

VSA（車両挙動安定化制御システム） 

ABSとTCS（トラクションコントロールシステム）に、

車両の横すべり抑制を加えたシステム。クルマの急

激な挙動変化を抑制することでドライバーの余裕を

確保します。 

 

 

 

 

 

 

先進安全研究車「Honda ASV-3」 

ASV（Advanced Safety Vehicle）とはエレクトロ

ニクス技術の応用などにより、クルマを高知能化して

安全性を格段に高め、事故予防や被害軽減等に役立

たせることを目的として開発されるクルマのことです。

2005年には「車両相互情報通信による位置情報提

供」をテーマとし、先進安全研究車「Honda ASV-3」

を発表しました（詳細はP.11参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追突軽減ブレーキ（CMBS）＋E-プリテンショナー 

衝突の危険、または衝突が避けられそうにないこと

をクルマが判断。警報でドライバーに注意を促した

り、ブレーキやシートベルトテンショナーをアクティブ

に制御して、被害軽減を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイドカーテンエアバッグシステム 

側面衝突時に大人から子どもまで、さまざまな体格の

乗員の頭部や頚部を広範囲に保護。特にセンターピ

ラーへの頭部衝突を防ぐ展開性能を実現しています。 

 

 

 

 

 

新・衝突安全設計ボディ 

衝突時の乗員生存空間を確保しながらも、乗員に加

わるG（衝撃）をコントロールし低減する、独自のGコ

ントロール技術により、高水準の衝突安全設計ボディ

をいち早く実現しています。 

 

 

 

 

■車速/車間制御機能（IHCC）の基本制御パターン（概念図） 

■車線維持支援機能（LKAS）の作動イメージ 
 
 

肉眼同等の映像 Hondaインテリジェント・ナイトビ

ジョンシステムによる映像 

 

A C T I V E  S A F E T Y
事故事故を未然を未然に防ぐための予防安全技術予防安全技術 

P R E - C R A S H  S A F E T Y
ACTIVE SAFETYACTIVE SAFETYとPASSIVE SAFETYPASSIVE SAFETYに 
またがる新たな安全技術安全技術 

PA S S I V E  S A F E T Y
万一万一の事故事故のときに人の被害被害を最小限を最小限に 
抑える衝突安全技術衝突安全技術 

AFS作動イメージ 

VSA作動イメージ図 

［さらに接近］ 自動で軽いブレーキをかけ、 

運転席シートベルトの弱い引きこみを行うことで 

体感警報を与えます。 

［前走車に接近］ 走行中ミリ波レーダーにより 

前走車を検知。前走車へ接近し、追突のおそれがあると 

システムが判断した場合、音と表示で警報を発します。 

［追突の回避が困難］ 自動で強いブレーキをかけ、 

運転席/助手席シートベルトの強い引きこみを行うこ

とで衝突による衝撃・被害を軽減します。 

EBDの作動イメージ 

軽積載 

荷重 

ブレーキ力 

小 

小 大 

大 

重積載 

荷重に見合った 
ブレーキ配分 

荷重に応じて 
後輪ブレーキ力を増大し、 
十分に使い切る 

車線逸脱警報機能 車線維持支援機能 

警報 
エリア 

警報 
エリア 

定速制御 
先行車なし 

減速制御 
先行車検知 

車間制御 
先行車に追従 

加速制御 
先行車離脱 

荷重 

ブレーキ力 

Safety Ini t iat ive
s
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●四輪安全技術 ●四輪安全技術 
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●二輪安全技術 ●四輪安全技術 

衝突安全実験 
限りなくリアルワールドに近い衝突実験をめざして 

被害拡大防止 
事故後の危険を減らして、被害の拡大を防ぐ 

 

安全教育の領域では、「危険を安全に体験できる」ライディン

グシミュレーターの開発など、Honda独自の技術を培ってき

ました。この技術をもとに、さらなる普及

を目的に開発された「ライディングトレー

ナー」は、低価格化と小型化を実現。今

後も国内・海外の二輪販売店や交通教育

センター等への導入を拡大していきます。 

 

「未然防止」の領域では、2005年9月に発表した「Honda 

ASV-3」で「見えにくい領域」の発見を支援するとともに、

CCDカメラでライダーの前後視界をサポートし事故の予知・

予防を実現。また、他のドライバーやライダーから認知されや

すいデザインを追求することにより、「ぶ

つからないバイク、ぶつけられないバイ

ク」をめざしました。今後はさらに二輪・

四輪シナジーによる「車車間通信」に取

り組んでいきます（詳細はP.11参照）。 

 

「危険回避」の領域においては、より効果的なブレーキ操作

を支援するCBS（前・後輪連動ブレーキシステム）やABS

（アンチロックブレーキシステム）などの先進ブレーキシス

テムを開発。2004年8月のコミットメントに沿って、その

車種の特性や地域に合わせ、適用を拡大しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「傷害軽減」の領域では、その技術の一つとしてエアバッ

グに着目し、長年にわたって研究・開発を進めてきまし

た。二輪車用エアバッグには四輪車の技術が活かされ

ていますが、二輪車ならでは

の衝突挙動の解析や、多く

の課題を解決し、開発に成功

しました（詳細はP.12参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全教育 

傷害軽減 

未然防止 

危険回避 

2004年8月　コミットメント 
●2007年末までに、全世界で排気量250ccクラス以上の、

新型のツーリング車、スポーツ車、大型スクーターすべてに

「ABS付前・後輪連動ブレーキシステム」の仕様を設定します。 

●2010年末までに、250ccクラス以上のモデルで、オフ

ロード車両などを除くすべての機種に同仕様を設定します。

なお、オン・オフ車両はABS装着車を設定します。 

「欧州道路安全憲章」に調印しました 
欧州委員会が欧州の交通事故死者数を2010年までに半減する

ために取り組んでいる活動の一つ、「欧州道路安全憲章」では各国

政府や企業に「法規を超えた自主的な対応策」を要請しています。

Hondaはこれに対し、自主的な安全施策として「二輪車における先

進ブレーキの継続的拡大適用」を提案し、2004年4月「第1回欧州

道路安全憲章調印式」にて調印。さらに2005年11月には「ライディ

ングトレーナーを2007年までに1000台普及する」ことを提案し、

追加調印しました。これにより、Hondaは欧州の二輪トップメーカー

として、安全を第一に優先する企業姿勢を鮮明に示しました。 
 

ACT IVE  SAFETY（予防安全） 

調印を交わす欧州委員会

のテオロヒティス道路安全

局長と前川HME副社長

（当時） 

 

歩行者傷害軽減ボディ 

歩行者の頭部への衝撃を軽減するため、エンジンとの間に

空間を確保したボンネット、変形しやすくすることで衝撃を

吸収するボンネットヒンジ

などに加え、現在では傷害

軽減部位を重傷につなが

りやすい脚部へと拡大し

ています。 

コンパティビリティ対応ボディ 

「相手車両の衝撃吸収部材とのすれ違い防止」、「衝

突時の衝撃分散化」、「高効率なエネルギー吸収」の

3つをテーマに開発。エンジンルームでの高効率な

エネルギー吸収により、高水準な自己保護性能を確

保するとともに、相手車両への攻撃性も低減します。 

 

 

 

 

 

 

 

アクティブヘッドレスト 

後方からの追突により乗員がシートバックに強く押さ

れると、シートバック内部のリンク機構が作動。ヘッド

レストを前方に移動させることで頭部を支持します。 

 

 

 

 

 

 

世界初の屋内型全方位衝突安全実験施設 

実際の事故をより忠実に再現できるように、サイズの

異なるクルマ同士やさまざまな角度での衝突実験を

実施。また歩行者も視野に入れることで、より正確な

データを蓄積し、分析・研究を重ねています。 

 

 

 

 

 

 

 

世界初の歩行者ダミー開発 

クルマとの衝突事故における歩行者の頭部傷害軽

減と、車体側の加害部位の特定を目的に衝突時の

人体の挙動を再現する歩行者ダミーを1998年、

世界で初めて開発しました。

さらに2000年に発表した第

2世代歩行者ダミーの最大の

特徴は脚部で、人体の構造を

模倣し、膝の半月板までも再

現。脚部重傷傷害の解析が可

能になりました。 

 

 

QQコール 

QQコールは、インターナビ・プレミアムクラブ対応の

カーナビゲーションを搭載した車両を対象としたロー

ドアシスタンスサービス。万一のトラブルの際、24時

間365日対応のコールセンターが、応急処置や必要

な手配などをドライバーに代わって迅速に行います。 

 

 

 

 

安全な二輪車生活をサポートするため、さまざまな角度からの研究・開発を推進 

「二輪車をもっと楽しく、もっと安全に」という思いから、Hondaは二輪車メーカーのリーディングカンパニーとし

て、さまざまな角度から時代に先駆けた安全性向上の研究・開発を続けています。予防安全としては、安全教育、

未然防止、危険回避の三つの領域を、衝突安全としては傷害軽減の領域を幅広く精力的に推進しています。 

Hondaニ輪車の安全技術 

安全教育 

ライディングシミュレーター 車車間通信研究（ASV-3） 先進ブレーキ（CBS＋ABS） エアバッグシステム 

未然防止 危険回避 傷害軽減 

PASSIVE SAFETY（衝突安全） ACTIVE SAFETY（予防安全） 

00次 0次 1次 2次 

PASS IVE  SAFETY（衝突安全） 

アッパーフレーム 
上部のエネルギー吸収 

ロアメンバー 
相手車両の衝撃吸収部材との 
すれ違いを防止 

メインフレーム 
高効率なエネルギー吸収 

衝突エネルギー 
フロア骨格荷重分散構造 
エネルギーを分散 

後方からの衝撃 

反動で乗員の体が沈み込み、シート 

   バック内蔵の樹脂プレートを押す 

平行リンクが作動し、ヘッドレストを 

   押し上げながら前傾 

 

Safety Ini t iat ive
s
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●二輪安全技術 ●四輪安全技術 

衝突安全実験 
限りなくリアルワールドに近い衝突実験をめざして 

被害拡大防止 
事故後の危険を減らして、被害の拡大を防ぐ 

 

安全教育の領域では、「危険を安全に体験できる」ライディン

グシミュレーターの開発など、Honda独自の技術を培ってき

ました。この技術をもとに、さらなる普及

を目的に開発された「ライディングトレー

ナー」は、低価格化と小型化を実現。今

後も国内・海外の二輪販売店や交通教育

センター等への導入を拡大していきます。 

 

「未然防止」の領域では、2005年9月に発表した「Honda 

ASV-3」で「見えにくい領域」の発見を支援するとともに、

CCDカメラでライダーの前後視界をサポートし事故の予知・

予防を実現。また、他のドライバーやライダーから認知されや

すいデザインを追求することにより、「ぶ

つからないバイク、ぶつけられないバイ

ク」をめざしました。今後はさらに二輪・

四輪シナジーによる「車車間通信」に取

り組んでいきます（詳細はP.11参照）。 

 

「危険回避」の領域においては、より効果的なブレーキ操作

を支援するCBS（前・後輪連動ブレーキシステム）やABS

（アンチロックブレーキシステム）などの先進ブレーキシス

テムを開発。2004年8月のコミットメントに沿って、その

車種の特性や地域に合わせ、適用を拡大しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「傷害軽減」の領域では、その技術の一つとしてエアバッ

グに着目し、長年にわたって研究・開発を進めてきまし

た。二輪車用エアバッグには四輪車の技術が活かされ

ていますが、二輪車ならでは

の衝突挙動の解析や、多く

の課題を解決し、開発に成功

しました（詳細はP.12参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全教育 

傷害軽減 

未然防止 

危険回避 

2004年8月　コミットメント 
●2007年末までに、全世界で排気量250ccクラス以上の、

新型のツーリング車、スポーツ車、大型スクーターすべてに

「ABS付前・後輪連動ブレーキシステム」の仕様を設定します。 

●2010年末までに、250ccクラス以上のモデルで、オフ

ロード車両などを除くすべての機種に同仕様を設定します。

なお、オン・オフ車両はABS装着車を設定します。 

「欧州道路安全憲章」に調印しました 
欧州委員会が欧州の交通事故死者数を2010年までに半減する

ために取り組んでいる活動の一つ、「欧州道路安全憲章」では各国

政府や企業に「法規を超えた自主的な対応策」を要請しています。

Hondaはこれに対し、自主的な安全施策として「二輪車における先

進ブレーキの継続的拡大適用」を提案し、2004年4月「第1回欧州

道路安全憲章調印式」にて調印。さらに2005年11月には「ライディ

ングトレーナーを2007年までに1000台普及する」ことを提案し、

追加調印しました。これにより、Hondaは欧州の二輪トップメーカー

として、安全を第一に優先する企業姿勢を鮮明に示しました。 
 

ACT IVE  SAFETY（予防安全） 

調印を交わす欧州委員会

のテオロヒティス道路安全

局長と前川HME副社長

（当時） 

 

歩行者傷害軽減ボディ 

歩行者の頭部への衝撃を軽減するため、エンジンとの間に

空間を確保したボンネット、変形しやすくすることで衝撃を

吸収するボンネットヒンジ

などに加え、現在では傷害

軽減部位を重傷につなが

りやすい脚部へと拡大し

ています。 

コンパティビリティ対応ボディ 

「相手車両の衝撃吸収部材とのすれ違い防止」、「衝

突時の衝撃分散化」、「高効率なエネルギー吸収」の

3つをテーマに開発。エンジンルームでの高効率な

エネルギー吸収により、高水準な自己保護性能を確

保するとともに、相手車両への攻撃性も低減します。 

 

 

 

 

 

 

 

アクティブヘッドレスト 

後方からの追突により乗員がシートバックに強く押さ

れると、シートバック内部のリンク機構が作動。ヘッド

レストを前方に移動させることで頭部を支持します。 

 

 

 

 

 

 

世界初の屋内型全方位衝突安全実験施設 

実際の事故をより忠実に再現できるように、サイズの

異なるクルマ同士やさまざまな角度での衝突実験を

実施。また歩行者も視野に入れることで、より正確な

データを蓄積し、分析・研究を重ねています。 

 

 

 

 

 

 

 

世界初の歩行者ダミー開発 

クルマとの衝突事故における歩行者の頭部傷害軽

減と、車体側の加害部位の特定を目的に衝突時の

人体の挙動を再現する歩行者ダミーを1998年、

世界で初めて開発しました。

さらに2000年に発表した第

2世代歩行者ダミーの最大の

特徴は脚部で、人体の構造を

模倣し、膝の半月板までも再

現。脚部重傷傷害の解析が可

能になりました。 

 

 

QQコール 

QQコールは、インターナビ・プレミアムクラブ対応の

カーナビゲーションを搭載した車両を対象としたロー

ドアシスタンスサービス。万一のトラブルの際、24時

間365日対応のコールセンターが、応急処置や必要

な手配などをドライバーに代わって迅速に行います。 

 

 

 

 

安全な二輪車生活をサポートするため、さまざまな角度からの研究・開発を推進 

「二輪車をもっと楽しく、もっと安全に」という思いから、Hondaは二輪車メーカーのリーディングカンパニーとし

て、さまざまな角度から時代に先駆けた安全性向上の研究・開発を続けています。予防安全としては、安全教育、

未然防止、危険回避の三つの領域を、衝突安全としては傷害軽減の領域を幅広く精力的に推進しています。 

Hondaニ輪車の安全技術 

安全教育 

ライディングシミュレーター 車車間通信研究（ASV-3） 先進ブレーキ（CBS＋ABS） エアバッグシステム 

未然防止 危険回避 傷害軽減 

PASSIVE SAFETY（衝突安全） ACTIVE SAFETY（予防安全） 

00次 0次 1次 2次 

PASS IVE  SAFETY（衝突安全） 

アッパーフレーム 
上部のエネルギー吸収 

ロアメンバー 
相手車両の衝撃吸収部材との 
すれ違いを防止 

メインフレーム 
高効率なエネルギー吸収 

衝突エネルギー 
フロア骨格荷重分散構造 
エネルギーを分散 

後方からの衝撃 

反動で乗員の体が沈み込み、シート 

   バック内蔵の樹脂プレートを押す 

平行リンクが作動し、ヘッドレストを 

   押し上げながら前傾 
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四輪販売会社（レインボーディーラー制度） 

四輪販売会社の「レインボーディーラー」では、地域の

安全発信拠点となることをめざし、お客様一人ひとりに

「安全を手渡しする」活動を行い、お客様の安全・快適

なカーライフをサポートしています。全国の四輪販売

会社のレインボーディーラー認定拠点（約2,400店）

では、お客様を対象にした「安全ミニ講習会」や「ドライ

ビングスクール」などの安全講習会に力を入れていま

す。実技指導や安全アドバイスを行う指導者は、

Hondaの安全運転指導の社内資格「セーフティコー

ディネーター（約1万8,000人）」および「チーフセー

フティコーディネーター（約3,500人）を取得した四輪

販売会社のスタッフが担っています。 

二輪販売店（セーフティサポートディーラー制度） 

二輪販売会社の「セーフティサポートディーラー」で

は、Hondaの安全指導についての資格を取得した

営業スタッフが、お客様の安全で快適なモーターサ

イクルライフをサポート。地域に密着した安全運転

活動の拠点として活動をしています。安全運転普及

活動を行うセーフティサポートディーラーが増えるこ

とで、お客様への安全のアドバイスの輪が広がること

に加え、「高速道路二輪車二人乗り」や「AT限定二輪

免許」のような法改正のタイミングに合わせた教育、

啓発が可能となります。2005年度は、Hondaのス

ポーツバイクを扱うホンダドリーム店約30店が新た

に認定を受けました。今後も引き続きホンダドリー

ム店全拠点への認定拡大をめざします。 

 

 

Hondaは、全国の販売店スタッフに安全運転の指導教育を行い、

各販売拠点で安全運転講習会を開く「レインボーディーラー」

認定制度を導入。交通事故の少ない社会をめざし、お客様一人

ひとりに「安全を手渡し」する活動を推進しています。さらに、

全国8カ所にある交通教育センターでは、ドライバーやライダー

のみならず、子どもや高齢者など、それぞれの立場に合わせた参加

体験型の交通安全教育の活動を推進しています。また、交通安全

教育の効果を高めるために、ドライバーを対象とした教育プロ

グラムの開発やドライビングシミュレーターなどの教育機器の研

究・開発も積極的に推進。海外においても、安全運転普及活動と

製品の販売を企業活動の両輪と考え、活動を拡大しています。 

お客様と社会にもっと喜ばれる、 

安全運転普及活動の輪を広げます 

●安全運転普及活動 
Safety Ini t iat ive

s

安 全 

全国の販売拠点を通して、お客様を交通 
事故から守る教育・啓発活動を展開 

ドライビングスクール 安全ミニ講習会 ライディングスクール トラフィックコミュニケーション 

全国8カ所にある交通教育センターは長年のノウハウ

と実績をもとに、参加実験型の実践教育の場として活

動を続け、2005年度には1年間で約7万人の方に利

用していただきました。二輪、四輪の免許の取得者は

もちろんのこと、小さな子どもから、免許をもたない

高校生、高齢者まで幅広い年齢層の方々に対する交

通安全教育も行っています。親子で楽しみながら交通

社会のルールやマナーを身につける「親子でバイク

を楽しむ会」や、高齢者向けの安全講習なども用意す

るなど、生涯にわたる安全教育の場となることをめざ

しています。 

 

 

 

各世代に応じた安全教育を実施 

小さな子どもから免許取得前の高校生、高齢者まで

さまざまな年齢に応じた交通安全教育を行ってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

危険を安全に体験できるHondaドライビングスクール（HDS）

とHondaモーターサイクリストスクール（HMS） 

一般ライダーやドライバーのご要望に応じた、さま

ざまなコースを揃えています。 

 

 

 

 

 

 

 

企業・団体への安全教育 

「トラフィック・セーフティ・フォーラム」を開催 

毎年各交通教育センターで開催されている「トラ

フィック・セーフティ・フォーラム」では、いろいろな

企業や団体における安全活動の事例発表や研究者

からの研究報告が行われています。また、講義だけで

なく希望者には「意識の脇見検証」などの実技勉強会

にも参加していただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「あやとりぃ」の活動 

安全な交通社会をつくるために、生涯にわたる体系的

な交通安全教育の充実が求められる中、Hondaは

交通社会の未来を担う子ども達や高齢者のために、

地域に根ざした交通安全教育ソフト開発を行っていま

す。鈴鹿市と協力して1993年から開発を進めてき

た教育プログラムはその一つです。4～5歳児対象の

「あやとりぃ ひよこ編」、小学校3、4年生対象の「あ

やとりぃ」、幼児から小学校高学年対象の「あやとりぃ 

自転車教室」に、高齢の歩行者や自転車利用者向け

の「あやとりぃ 長寿編」も加わりました。教え込むの

ではなく、気づきを促す教育の効果が評価され、地域

活動として鈴鹿市に定着しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通に関わるすべての人の安全のために、 
交通教育センターは活用されています 

小学生向け自転車講習 高齢者向け安全講習 

HDS「スキッドコントロールコース」 HMS「タンデムコース」 

地域に密着した活動で、交通安全の浸透を 
図ります 

※「あやとりぃ」とは、「あんぜんを」「やさしく」「ときあかし」 

　「りかいして」「いただく」の略称です 

活動風景 使用教材 

安全運転普及活動に関する詳細情報は 　http://www.honda.co.jp/safetyinfo/

●安全運転普及活動 
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国内で培ったノウハウを活かし、日本の他に世界20

カ国で安全運転普及活動の輪が広がっています。

現在は、交通教育センターも13カ国19センター

が稼動。それぞれの国のバイクやクルマの普及度

合いや道路の整備状況、免許制度等に合わせて、さ

まざまな安全運転普及活動を販売店店頭での活動

とともに展開しています。 

海外の安全運転普及活動の拡大  ・ パキスタン／Atlas Honda 

Hondaの二輪販売全店にライディングアドバイザー

を設置し、1日スクールや安全アドバイスを行うなど

販売店での安全運転普及活動に力を入れています。 

 

 

 

 

 

「第9回セーフティジャパンインストラクター競技大

会」に、世界11カ国から過去最多の指導者が集合 

「セーフティジャパンインストラクター競技大会」は、

国内外でHondaの安全運転普及活動を担うインス

トラクターたちが、指導力向上と交流を図る場です。

9回目を迎えた2005年は、インドネシア、オーストラ

リア、韓国、シンガポール、タイ、中国、トルコ、パキスタ

ン、フランス、ベトナム、マレーシアの海外計11カ国

13法人から過去最多の29名が参加しました。 

 

四輪の安全運転普及活動がスタート 

 ・ 中国／広州本田 

四輪車の普及が進む中国では、安全運転の模範とな

るドライバーを育てるために、従業員を対象とした安

全運転教育を開始しました。 

 

 

 

 

 ・ ロシア／Honda Motor RUS 

2006年4月からロシア版「レインボーディーラー制

度」をスタートさせるために、2005年10月に日本

の交通教育センターで、活動の核となる2人の従業員

を対象に指導者研修を行いました。 

 

 

 

 

 

二輪の安全運転普及活動がさらに充実 

 ・ トルコ／Honda Turkiye 

販売店店頭でのお客様へのアドバイス活動、交通教

育センターでの警察や企業、一般ライダー対象の実

技教育、この2つの柱で活動を進めています。 

 

 

 

 

 

「気づき」によって運転行動を変える、 
新しい交通安全教育プログラムの開発 

地域の交通安全リーダーをサポートする活動 

自動車教習所は運転の初心者教育だけでなく、地域の

交通安全教育の場としての役割が期待されています。

Hondaでは毎年、全国の自動車教習所の指導員の

自己研鑽と相互交流の場として「全国自動車教習所

教習指導員安全運転競技会」を開催しています。

5回目となる2005年は、鈴鹿サーキット交通教育

センターに過去最多の全国88校196名の教習指

導員が集い、安全運転技術を競いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通安全教育の効果をさらに高めるために、ドライバー

を対象とした新しい教育プログラムの開発を進めて

います。教育の基本的な考え方は「教え込む」のでは

なく、事故につながる運転行動の問題点に「気づいて」

もらい、適切な行動を自ら考え、実行してもらうという

もの。映像機器やシミュレーターを導入することで、

受講者が自分の運転行動を映像やデータを通して、

客観的に振り返ることが可能なプログラムをめざして

います。 

高齢者ドライバーのための交通安全教育プログラム 

現在試行を行っている高齢ドライバーのための交通

安全教育プログラムでは、CCDカメラによって収録さ

れた自分の運転を振り返り、課題解決の方法をインス 

トラクターと一緒に考えるという方法を採用。講習後

も継続して「気づき」を促すトレーニングができるよ

うに、ワークブックや危険予測トレーニング教材を準

備しています。 

 

 

 

 

 

 

ドライビングシミュレーターを使った交通安全教育 

事故率の高い若年層ドライバーに対しては、ドライビ

ングシミュレーターの「危険予測体験コース」を使っ

て運転の振り返りを行う教育プログラムを東北工業

大学の太田博雄教授と開発し、2005年9月に効果確

認を行いました。このプログラムを受けた若年層ドライ

バーは受けなかった人に比べ、危険感受性や運転行

動に改善が見られることがわかりました。また、

Hondaのシミュレーターは、交通安全教育機器とし

てだけでなく、人間工学、交通工学、道路工学などの

研究用機器として大学や企業で使用されています。 

 

 

プログラム受講の様子 

ドライビングシミュレーター（四輪） 

全国自動車教習所教習指導員安全運転競技会 

●安全運転普及活動 ●安全運転普及活動 

■安全運転普及活動の広がり 

ドイツ 

フランス 

ナイジェリア● 

トルコ● 

パキスタン● 

中国 

韓国 

インド● 
タイ● 

マレーシア 

インドネシア 

ベトナ厶● 

フィリピン● 

シンガポール●● 

オーストラリア●●● 

アメリカ●●●● 

メキシコ 

ブラジル● 

ペルー● 

アルゼンチン● 

●…交通教育センター　13カ国19センター 

　　活動国数　20カ国 
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