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児童用交通安全教育プログラムを開発し、
子どもたちに交通安全教育を実施。

「120％の良品」をめざして品質を追求するとともに、乗員と歩行者の共存安全を実現し
モビリティ社会で暮らすすべての人々の安全を確保することが
モビリティメーカーが果たすべき最も基本的な社会的責任であると考えています。

「我々の至宝であるお客様、そのすべてに、文字通り『一人

の例外もなし』にご満足いただき、信用していただくためには

いかなる困難をも克服して120%の良品をつくらねばならな

い」。創業者の言葉は、半世紀以上が経った今も、Hondaの

DNAとして脈 と々受け継がれています。桁違いに高い品質の

商品──「桁品商品」──こそがHondaのアイデンティティで

あり、これを実現するために、開発・生産・販売サービスのすべ

ての段階で品質向上・改善を継続的に実践しているのです。

また、「安全」についてはモビリティの絶対条件であると考え、

常に開発の最重要テーマのひとつとして位置づけてきました。

1964年には国産車として初めて3点式シートベルトを導

入。1987年には四輪エアバッグシステムを搭載、2003年には

追突衝撃軽減ブレーキを、2004年には注意喚起機能付イン

テリジェント・ナイトビジョンシステムを次々に世界に先駆け

た安全技術を開発、搭載してきました。また、乗員と歩行者の

共存安全を実現するために、1998年に世界初の「衝突時の人

体の挙動を再現する歩行者ダミー人形」を開発。2000年には

屋内型全方位衝突実験施設を建設し、実際の交通事故現場

に近い「リアルワールド」で安全技術を開発できる体制を整

え、これを進化させてきました。

さらに、こうした技術開発のみならず、人々に交通安全の知

識やノウハウを普及する教育活動にも力を入れています。

Hondaは、これからも技術（ハード）と教育（ソフト）の両面

から「安全」を追求していきます。

「汚れが目立てば汚さなくなり、機械本
体も綺麗に使うようになる」創業者の
発想から生まれたHonda哲学の象徴。

「120％の良品」という言葉がホンダ月
報に掲載されたのが1953年。「120％
をめざせ」は創業者の口癖だった。

本格的なモータリゼーション
の時代に安全運転教育の重要
性を認識し専任組織を設置。

Hondaの独自開発による四輪アンチロック・
ブレーキ・システムを国産車で初めて搭載。

クルマの性能向上にあわせ、
ドライバーの運転技術指導
をいち早く開始。

本格的スポーツカー「S600」に国産車初の3点式シートベルトを搭載。
乗員を守るというHondaの安全思想の原点。

児童用交通安全教育プログラム
を開発し、子どもたちに交通安
全教育を実施。

信頼性99.9999％のエアバッグ
システムを独自開発し、国産車
で初めて搭載。

1970

1995
小学生を対象として
交通安全プログラムを開始

前面衝突時のライダーの飛び出しを抑制し、
傷害を軽減。

2005
世界初、二輪車用
エアバッグシステムを開発

I 品質・安全
の徹底

Chapter
いつの時代にも、「最高の品質」で「すべての人の安全」を実現するために

1950 1960 1980 1990 2000

1950
白い作業着の貸与

1987

1970
安全運転普及本部が発足

1982
国産車初
四輪アンチロック・ブレーキ・システム搭載

1964
鈴鹿サーキット
安全運転講習所オープン

1995
小学生を対象として
交通安全プログラムを開始

1953
「120％の良品」をめざして

前面衝突時のライダーの飛び出しを
抑制し、傷害を軽減。

2005
世界初、二輪車用
エアバッグシステムを開発

国産車初
3点式シートベルトを搭載

国産車初
四輪エアバッグシステム搭載
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児童用交通安全教育プログラムを開発し、
子どもたちに交通安全教育を実施。

「120％の良品」をめざして品質を追求するとともに、乗員と歩行者の共存安全を実現し
モビリティ社会で暮らすすべての人々の安全を確保することが
モビリティメーカーが果たすべき最も基本的な社会的責任であると考えています。

「我々の至宝であるお客様、そのすべてに、文字通り『一人

の例外もなし』にご満足いただき、信用していただくためには

いかなる困難をも克服して120%の良品をつくらねばならな

い」。創業者の言葉は、半世紀以上が経った今も、Hondaの

DNAとして脈 と々受け継がれています。桁違いに高い品質の

商品──「桁品商品」──こそがHondaのアイデンティティで

あり、これを実現するために、開発・生産・販売サービスのすべ

ての段階で品質向上・改善を継続的に実践しているのです。

また、「安全」についてはモビリティの絶対条件であると考え、

常に開発の最重要テーマのひとつとして位置づけてきました。

1964年には国産車として初めて3点式シートベルトを導

入。1987年には四輪エアバッグシステムを搭載、2003年には

追突衝撃軽減ブレーキを、2004年には注意喚起機能付イン

テリジェント・ナイトビジョンシステムを次々に世界に先駆け

た安全技術を開発、搭載してきました。また、乗員と歩行者の

共存安全を実現するために、1998年に世界初の「衝突時の人

体の挙動を再現する歩行者ダミー人形」を開発。2000年には

屋内型全方位衝突実験施設を建設し、実際の交通事故現場

に近い「リアルワールド」で安全技術を開発できる体制を整

え、これを進化させてきました。

さらに、こうした技術開発のみならず、人々に交通安全の知

識やノウハウを普及する教育活動にも力を入れています。

Hondaは、これからも技術（ハード）と教育（ソフト）の両面

から「安全」を追求していきます。

「汚れが目立てば汚さなくなり、機械本
体も綺麗に使うようになる」創業者の
発想から生まれたHonda哲学の象徴。

「120％の良品」という言葉がホンダ月
報に掲載されたのが1953年。「120％
をめざせ」は創業者の口癖だった。

本格的なモータリゼーション
の時代に安全運転教育の重要
性を認識し専任組織を設置。

Hondaの独自開発による四輪アンチロック・
ブレーキ・システムを国産車で初めて搭載。

クルマの性能向上にあわせ、
ドライバーの運転技術指導
をいち早く開始。

本格的スポーツカー「S600」に国産車初の3点式シートベルトを搭載。
乗員を守るというHondaの安全思想の原点。

児童用交通安全教育プログラム
を開発し、子どもたちに交通安
全教育を実施。

信頼性99.9999％のエアバッグ
システムを独自開発し、国産車
で初めて搭載。

1970

1995
小学生を対象として
交通安全プログラムを開始

前面衝突時のライダーの飛び出しを抑制し、
傷害を軽減。

2005
世界初、二輪車用
エアバッグシステムを開発

I 品質・安全
の徹底

Chapter
いつの時代にも、「最高の品質」で「すべての人の安全」を実現するために

1950 1960 1980 1990 2000

1950
白い作業着の貸与

1987

1970
安全運転普及本部が発足

1982
国産車初
四輪アンチロック・ブレーキ・システム搭載

1964
鈴鹿サーキット
安全運転講習所オープン

1995
小学生を対象として
交通安全プログラムを開始

1953
「120％の良品」をめざして

前面衝突時のライダーの飛び出しを
抑制し、傷害を軽減。

2005
世界初、二輪車用
エアバッグシステムを開発

国産車初
3点式シートベルトを搭載

国産車初
四輪エアバッグシステム搭載
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Safety for Everyone

世界初の屋内型全方位衝突実験施設

「自動車の安全性」と聞かされると、多くの人は

「ドライバー自身や同乗者の安全確保」を思い浮

かべます。しかし、事故で傷つくのはクルマに乗っ

ている人たちだけではありません。衝突した相手の

クルマの乗員や、歩行者も傷ついてしまいます。つ

まり、「自動車の安全性」とは、すべてのクルマの乗

員と道ゆく人々、モビリティ社会で暮らすすべての

人々が安全に共存することでなければなりません

──これがHondaの共存安全思想です。

この思想を具現化するために、Hondaは「リアル

ワールドでの検証」を基本に、さまざまな安全技術

を開発しています。たとえば、全方向からの衝突実

験や、独自開発のダミー人形を用いた対歩行者衝

撃実験などを繰り返し行っています。Hondaブラン

ドのクルマはもちろんのこと、他メーカーのクルマ、

ドライバーや同乗者、歩いている人、自転車に乗っ

ている人などが実際にどう動き、どう行動するの

か。それらをリアルに再現する設備や機器を駆使

し、実験に実験を重ねて安全技術を開発していく

のです。

2008年度は、主にクルマ対クルマ、クルマ対人の

衝突時の安全性を高める新技術の開発に注力し、

大きな成果をあげることができました。これらもまた

「リアルワールドでの検証」を経て開発されたもの

であることは、言うまでもありません。

乗員と歩行者の共存安全を実現するために
モビリティ社会で暮らすすべての人々が安全に共存できるように、Hondaは「技術（ハード）」と
「教育（ソフト）」の両面から、事故が起こらないように安全装備や性能、運転方法を追求してきました。
「安全」確保はモビリティの絶対条件。Hondaにとって最も重要な社会的責任のひとつと考えています。

特集

｢リアルワールドでの検証｣を基本に安全技術を開発しています

四輪R&Dセンター
上席研究員

上地 幸一
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Safety for Everyone

乗員保護性能特性の比較イメージ
エアバッグに近い乗員にも、より迅速
に展開することで適正な性能を提供

性能持続時間を大幅に拡大し、乗員
の着座位置、衝突形態に幅広く対応

※ シビッククラスに搭載した状態での比較（Honda調べ）

エアバッグに遠い乗員にも、より長く
維持することで、適正な性能を提供

乗員保護に
必要な内圧

連続容量変化タイプ
従来エアバッグシステム

時間

約2倍※

エ
ア
バ
ッ
グ
内
圧

縫製の糸を切りながら連続的に容量を拡大

従来のエアバッグシステムの展開メカニズム

i-SRSエアバッグシステム〈連続容量変化タイプ〉の展開メカニズム

保護面形成

内圧降下保護性能発揮時間

保護性能発揮時間 排気開始内圧降下

0.015秒0.010秒 0.020秒 0.030秒 0.040秒 0.060秒

保護面形成

試作エアバッグの縫製の様子
エアバッグに「針を刺す」という
驚きの発想で保護性能の向上
と衝撃の緩和を実現

 日本初、世界初を次々と開発

※ SRSとはSupplemental Restraint System（シートベルトを補助する乗員
保護装置）の略。シートベルト着用を前提とするエアバッグのこと。

Hondaは、1987年に国産車初の運転席用エア

バッグシステムを開発し「レジェンド」に搭載しま

した。その実用化に要したのは16年もの歳月。「安

全システムに誤作動は許されない」と、信頼性

99.9999％にこだわったからです。

また「衝突時に乗員を保護する性能」と「エアバッ

グが乗員に与える衝撃の緩和」の両立にも取り組

み、1990年にはフロントガラスに沿って展開し、乗

員を直撃しないトップマウント方式の助手席エア

バッグを開発。1998年には衝撃力を一層低減する

ガス発生の2段階化技術、助手席乗員の着座姿勢

などを検知し衝撃が過大になる場合にはサイドエ

アバッグの展開をキャンセルする機能など、世界初

のシステムを次々と開発。2002年には低温ガスで

サイドカーテンエアバッグを素早く展開する新方

式の開発に成功しました。

そして2008年、Hondaは世界初となる「i-SRS※エ

アバッグシステム」を開発しました。これは、新方式

の「縫製」と「ガス排気制御」で、衝突時に乗員を保

護する性能を高めながら、エアバッグが与える頭部

への衝撃を緩和した画期的なシステムです。

新方式の縫製とは、エアバッグにうず巻き状の

縫製を施すこと。新方式のガス排気制御とは、排気

制御弁によってエアバッグの内圧をコントロール

 画期的なi-SRSエアバッグシステム

すること。これら二つによって、エアバッグの初期飛

び出し量を従来よりも少なくし、その後、一定の内

圧を維持しながら容量を連続的に拡大することで

保護時間を延長し、さまざまな体格や衝突状況に

より幅広く対応しながら、頭部への衝撃を緩和しま

す。「低衝撃」で展開しながら、「迅速」に保護面を形

成して保護性能を長く「持続」させるという、世界初

の技術です。

このi-SRSエアバッグシステムは、2008年11月発

売の「ライフ」から搭載を開始しています。

i-SRSエアバッグシステム〈連続容量変化タイプ〉
新方式の「縫製」と「ガス排気制御」で世界初の連続容量変化を実現し

「衝突」と「エアバッグの衝撃」から運転者を守る
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第三世代歩行者ダミー（POLARⅢ）の進化点

第二世代から継続（頭蓋骨骨折、脳傷害を評価）

第二世代から継続（頸椎傷害を評価）

第二世代から継続（臓器傷害を評価）

骨盤と恥骨結合部にフレキシブル構造を採用
骨たわみ量と荷重を計測し、骨折の有無を評価

大腿部にフレキシブル構造を採用
曲げモーメントを計測し、骨折の有無を評価

膝関節のスプリングを小型化
各靭帯の荷重を計測し、靭帯損傷の有無を評価

脛骨のフレキシブルシャフトを延長
曲げモーメントを計測し、骨折の有無を評価

第二世代から継続（人体の挙動を再現）

頭部

頸部

胸腹部

腰部

大腿部

膝部

脛部

全身

頭部傷害軽減のために
人体の挙動を再現

第一世代歩行者ダミー（POLARⅠ）
1998

第二世代歩行者ダミー（POLARⅡ）

2000

脚部に注目し、より人体
に近い構造を実現。
きめ細やかなデータ
を収集するために計
測器を増やし、ダミー
に内蔵

歩行者 33.4％

四輪車 33.2％

二輪車 19.2％

その他 0.3％

自転車 13.9％

全交通事故
死者数
5,155人

日本の交通事故死者数の内訳（平成20年）

出典 :（財）交通事故総合分析センター発行「交通統計（平成20年版）」

 「必要なもの」だから自分たちでつくる
世の中に存在していなくても必要なものなら、自

分たちでつくってしまう。こんな実行力がHondaの

真骨頂。それは、歩行者ダミー人形の開発にも表れ

ています。

Hondaは、交通事故死者数の約3分の1が歩行者

であるという事実に早くから注目し、今も歩行者

傷害軽減技術の研究開発を進めています。

本格的な研究に着手したのは1988年、その10年

後、世界初の「衝突時の人体の挙動を再現する歩

行者ダミー人形」を完成させました。歩行者の傷害

を軽減するためには、「どのようにケガをするのか」

という、負傷のメカニズムを正確に把握する必要

があったからです。

歩行者の死亡事故の原因のなかで、多くを占め

ているのが頭部傷害。だからHondaは、歩行者傷

害軽減技術開発の最初のテーマを「頭部傷害の

軽減」に設定しました。ところが1988年当時、専用

ダミー人形は存在していませんでした。10年間の

歩行者保護技術の研究のなかで、Hondaは「限り

なく人間に近い構造をもった歩行者ダミー人形」

の必要性を強く認識した結果、独自開発を決意し、

1998年に＜POLARⅠ＞を完成させました。これに

よって、世界で初めて、クルマと衝突した歩行者の

 「限りなく人間に近い構造」をめざして
頭部の挙動が正確に把握できたのです。

また、重傷事故では脚部の傷害が多いことから、

2000年には脚部に注目して進化させた第二世代

の＜POLARⅡ＞を開発。頭部だけでなく、脚部の構

造を細部まで人体に近づけたうえで、臓器傷害を

評価するために胸部にも改善を加え、計測器を増

やして測定範囲を拡大し、きめ細かなデータを収

集できるようにしました。

さらに、その後、SUVやミニバンの歩行者事故で

腰や大腿部の傷害が多く発生していることに着目。

その軽減をめざして第三世代の＜POLARⅢ＞を

2008年に開発しました。

＜POLARⅢ＞では、腰や大腿部の人体忠実度を

向上させ、フレキシブルな樹脂を採用することで、

重要な傷害の評価を従来以上に幅広く、正確にで

きるようにしました。

このように進化を続ける歩行者ダミー人形は、

Hondaが自社で使用するだけでなく、他の自動車

メーカーや研究機関にも貸し出しており、世界のモビ

リティ社会における歩行者保護に貢献しています。

第三世代歩行者ダミー（POLARⅢ）
業界唯一、衝突時の挙動を再現する歩行者ダミー人形を開発

特集
乗員と歩行者の共存安全を実現するために
Safety for Everyone
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衝撃吸収ボンネットを開発
Honda ASV-1 歩行者安全研究車

1995

歩行者傷害軽減ボディを実用化
HR-Vを皮切りに適用車種を拡大

1998

ポップアップフードシステムを技術発表2004

ポップアップフードシステムの動作の流れ（POLARⅡを使用）

フロントバンパーに脚部が
接触

Gセンサーが衝突を感知し、
瞬時にポップアップフード
システムが作動を開始

頭部の衝突に対し、エンジン
ルーム内に十分な空間が保
持されている

マイクロガスジェネレーターに着火して
瞬時にガスを発生させ、ロッドを上昇させる。
上昇したロッドはそのまま保持される

車速25km/h以上でGセンサーの値が設定値を超えた
場合、作動が必要であるとECUが判断を行う

歩行者との衝突でセーフティプレートが
つぶれるときの加速度をGセンサーで検出

頭部がボンネットに接触する前にポップアップフードシステム
の作動を完了。ボンネットは、持ち上がった状態で保持される

ECU（Electronic Control Unit）

アクチュエーター（左右に各1個）

バンパーGセンサー（3個）

ロッド

マイクロガス
ジェネレーター

Gセンサー

セーフティプレート

バンパービーム

すべての人が安全であるように——この共存安

全思想にもとづいて、Hondaは早くから歩行者の

安全研究に取り組み、1998年発売の「HR-V」には歩

行者傷害軽減ボディを採用。ボンネット、ボンネッ

トヒンジ、ワイパー取付部、フロントフェンダーなど

を、頭部への衝撃を吸収する構造としました。また、

2000年発売の「シビック」からはバンパーなどに脚

部衝撃吸収構造を採用しています。

Hondaが開発した最新の歩行者傷害軽減技術

が、ポップアップフードシステム。これは、衝突時に

ボンネットのフロントガラス側を瞬時に10cm持ち

上げるというもので、2008年9月発売の新型「レジェ

ンド」に国内販売モデルとして初めて搭載しました。

このシステムでは、フロントバンパーの3ヵ所に

センサーを配置。歩行者との衝突を感知すると、頭

部がボンネットに衝突する前に、フードのフロント

 早くから歩行者の傷害軽減に注力 ガラス側を瞬時に持ち上げます。こうして、エンジ

ンのシリンダーヘッドなど硬い部分とボンネット

の間に十分な空間をつくり、頭部への衝撃を低減

します。

開発では、歩行者ダミー人形で「ぶつかった身体

がどう動くのか」の検証を繰り返し、最適なタイミン

グとポップアップ量を決定しました。コンピュータ

でシミュレーションするだけでなく、実際にやって

みる。これが、Hondaならではの「リアルワールド」

重視の姿勢。ここから導き出されたデータの積み

重ねが、ボンネットとシリンダーヘッドの隙間が少

ないデザインと歩行者保護性能の両立、スタイリン

グと安全性の両立を可能にしました。

 ボンネットで歩行者を保護する最新技術

ポップアップフードシステム
衝突時にボンネットを持ち上げて、歩行者の頭部への衝撃を低減
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Safety for Everyone
すべての人の安全をめざして———この考えは、クルマや

バイクに乗っている人だけでなく、乗っていない人（他車の

乗員や歩行者・自転車など）の安全も同時に考慮し（共存安

全思想）、さらに効果の高い技術をすべてのクルマやバイク

に装着することをめざし、モビリティ社会で暮らすすべての

人の安全を追求することです。

安全を「技術」と「教育」の両面から追求
こうした安全思想のもと、Hondaでは、「技術（ハード）: 商

品の安全性能を可能な限り高め普及させる」「教育（ソフト）: 

安全運転の知識や技術をお客様や社会に幅広く提供する」

の両面から安全を追求しています。

技術面では、知能化技術を駆使したHonda独自の予防安

全技術を開発し、順次、市販車に投入するなど、オリジナリ

ティを発揮した取り組みに力を注いでいます。たとえば、四

輪車では、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、VSA（車両挙動安定化

制御システム、CMBS（追突軽減ブレーキ）など、現在多くの

クルマに搭載されている技術を国産車で初めて実用化する

などの実績を有しています。

また、予防安全装備や、歩行者の安全も視野に入れた衝

突安全設計ボディなど、独創的な技術、装備も数多く開発し

てきました。二輪車においては、二輪車メーカーのリーディ

ングカンパニーとして、二輪車用エアバッグシステムやコン

ビブレーキ（前後連動ブレーキ）、コンバインドABS（前後連

動ABS）など、独自の先進ブレーキシステムを実用化してい

ます。

一方、教育面では、1970年に安全運転普及本部を設置し

て以来、長年にわたって安全運転普及活動を継続してきま

した。この分野でHondaは多くの実績を積み重ねてきてお

り、その効果には揺るぎない確信をもっています。

Hondaは、これら二つの取り組みを並行して進めること

で、さまざまな相乗効果を生み出し、より豊かなモビリティ

社会の実現に寄与したいと考えています。　

安全技術開発の基本的な考え方
高い目標を掲げ、常に先進の安全技術にチャレンジ

世界各国では、クルマやバイクにさまざまな安全基準が

設けられていることから、Hondaは、さまざまな国や地域

の法規を遵守するとともに、法規ではないHondaが独自に

定めた目標に対しても、率先して適合していくよう努めて

います。

また、「商品の安全性能の向上」を開発の最重要テーマと

位置づけ、高い目標を掲げて「共存安全思想」を実現する先

進的な安全技術の開発と普及に努めています。

安全への技術（ハード）、教育（ソフト）の取り組み 

ACTIVE SAFETY（予防安全）
●「未然防止」技術
●「危険回避」技術

PRE-CRASH SAFETY

PASSIVE SAFETY（衝突安全）
●「傷害軽減」技術
●「被害拡大防止」技術

●人づくり ̶̶  安全を伝える指導者の育成
●場づくり ̶̶  参加体験型実践教育の

機会と場の提供
●ソフトウェアの開発 ̶̶  プログラム・ノウハウ・

教材などの開発

安全運転の知識や技術を
お客様や社会に幅広く提供する

商品の安全性能を可能な限り高め普及させる

技術（ハード） 教育（ソフト）

Hondaの安全への考え方

安全技術開発への姿勢

WEB
http://www.honda.co.jp/safety/
安全技術開発の詳細情報

「品質・安全」の徹底

安全とHonda
Chapter

Ⅰ
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PASSIVE SAFETY（衝突安全）

PASSIVE SAFETY（衝突安全）は、万一の衝突事故の時に人

に与えるダメージを最小限に抑えるという考え方で、衝突の

際に乗員や歩行者を守る「傷害軽減」技術と、事故後の被害

の拡大を防ぐ「被害拡大防止」技術に大別されます。

PRE-CRASH SAFETY

PRE-CRASH SAFETYとは、ACTIVE SAFETY（予防安全）と

PASSIVE SAFETY（衝突安全）の二つの領域にまたがる、四輪

車における新しい安全技術の考え方です。たとえば、衝突の

危険がある場合や衝突が避けられそうにない場合、これらを

クルマが判断し、警報でドライバーに注意を促す技術や、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

被害軽減を図る技術などがあります。

あらゆる段階で安全を追求

Hondaは、「共存安全思想」を実現するために、「安全教

育」から緊急時の「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・装備の開発に力を注いでいます。

二輪車では「ACTIVE SAFETY（予防安全）」と「PASSIVE 

SAFETY（衝突安全）」という二つの考え方を基本とした安

全技術開発を、四輪車ではこの二つの考え方に加えて「PRE-

CRASH SAFETY」という考え方を基本とした安全技術開発

を推進しています。また、汎用製品では、多種多様な製品を

「Honda汎用商品安全要件」に則って開発しています。

ACTIVE SAFETY（予防安全）

ACTIVE SAFETY（予防安全）とは、「事故を未然に防ぐ」とい

う観点から安全性を高める考え方で、「安全教育」活動や、危

険な状況に陥りにくくする「未然防止」技術、危険に遭遇した

時に事故を回避する「危険回避」技術の開発などを推進して

います。

二輪車・四輪車の安全技術 

ライディング
シミュレーター

ライディング
トレーナー

自転車シミュレーター
研究開発

コンビブレーキ：前後
連動ブレーキシステム

Dual CBS：前後連動
ブレーキシステム

コンバインドABS：
前後連動ABS

ドライビング
シミュレーター

セーフティナビ

エアバッグシステム

ボディプロテクター

QQ（救急）コール

衝撃感知ドアロック

ACC：車速/
車間制御機能

LKAS：車線維持支援
機能

AFS：配光可変型
前照灯システム

ABS：アンチロック・
ブレーキ・システム

EBD：電子制御制動力
配分システム

VSA：車両挙動安定化
制御システム

ポップアップフード
システム

モーションアダプティブ
EPS

エアバッグシステム

衝突安全設計ボディ

シートベルト

チャイルドシート

アクティブヘッドレスト

プリクラッシュセーフティ

四輪

二輪

安全教育 未然防止 危険回避 傷害軽減 被害拡大防止

CMBS：追突軽減
ブレーキ

+
E-プリテンショナー

インテリジェント・
ナイトビジョンシステム

ASV-4研究開発

DSSS研究開発

マルチビューカメラ
システム

ASV-4研究開発※1

被視認性向上研究開発
FACE/LONG※3,4

DSSS研究開発※2

ACTIVE SAFETY PRE-CRASH  SAFETY PASSIVE SAFETY

※1 ASV：Advanced Safety Vehicle
※2 DSSS：Driving Safety Support System
※3 FACE：Facial Attention for Conspicuity Enhancement
※4 LONG：Longitudinal Oriented Normative time Gap compensate　
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Hondaは、全世界で交通事故低減をめざし、ヨーロッパ、

アメリカ、日本、それぞれの地域においてさまざまな外部機

関と連携し、以下のような、安全運転支援システムの実用化

に向けて取り組んでいます。

Hondaは、今後も交通事故低減をめざし、日米欧各地域に

適した安全運転支援システムの開発を推進していきます。

欧州では、2010年までに交通事故死者数の半減をめざした「e-Safety」を提

唱しています。Hondaは、欧州の自動車メーカーとともにC2C-CC（Car-to-Car 

Communication Consortium）の活動を通じて車車間、路車間通信を用いた予

防安全運転システムの実現をめざしています。

2008年10月22日から23日までドイツのドューデンホーフェンにて実施された

デモンストレーションにおいて、安全運転支援システムを搭載した二輪車の実

験車を公開しました。

北米では、先進的な情報通信技術を駆使することにより、交通事故の大幅な

低減を目指したVII（Vehicle Infrastructure Integration）イニシアティブとCAMP

（Crash Avoidance Metrics Partnership）に参加しています。

2008年11月17日から20日までニューヨークにて開催された「第15回ITS世界会

議」屋外デモンストレーション（11th Avenue Theater）において、車車間通信を用

いた、安全運転支援システムを搭載した四輪車の先進安全研究車を一般公開し、

Honda展示ブースでは、「安全・環境・快適」先進技術の日米欧それぞれの取り組

みを紹介しました。

日本では、世界一安全な道路交通社会の実現をめざした官民連携の取り組み

「ITS-Safety 2010」に参加しています。

2009年2月25日から28日まで東京臨海副都心地区と首都高速道路にて実施

された「ITS-Safety 2010公開デモンストレーション」において、車車間、路車間通

信を用いたインフラ協調による安全運転支援システムを搭載した四輪車、二輪

車、電動カートの先進安全研究車を一般公開しました。

「品質・安全」の徹底

安全とHonda
Chapter

I

報道のインタビューに応える
Honda R&D ヨーロッパ（ドイツ） 
Senior Engineer Dr. Jens Gayko

Hondaの先進安全研究車（ASV）

「第15回ITS世界会議」でのデモンストレーション

Honda展示ブース

日米欧で、交通事故低減をめざした
安全運転支援システムの開発を推進

「C2Cデモンストレーション」に参加 In Europe

「第15回ITS※世界会議」に参加 In U.S.A.

「ITS-Safety 2010公開デモンストレーション」に参加 In Japan

※ ITS（Intelligent Transport Systems）
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2008年度の活動

前輪と後輪のブレーキを連動させて、制動バランスを

コントロールするコンバインドABSは、すでに多くのモ

デルに採用されています。それを進化させ、2008年に

世界で初めて実用化したのが電子制御式“コンバインド

ABS”です。

電子化したことで、より細かな液圧のコントロールがで

き、従来のABSに比べてほとんど車体に振動がありませ

ん。また、レバーやペダルにも振動がなく、緻密な操作が

可能になっています。

さらにワインディングなどを走行する範囲ではフット

ペダルでリアブレーキだけを先に効かせる、きめ細かな

操作が可能で、一般的なスポーツバイクのテクニックも

使えます。

また、電子制御式“コンバインドABS”は、車速セン

サーなどを足回りに加えるだけで、ブレーキパーツは従

来のものを流用するとともに、システムを車体中央にレ

イアウトする配置を開発したため、運動性能を際立たせ

るスーパースポーツバイクへの搭載を実現しました。

アンケートによるとドライバーが「運転しづらい」と感じ

るシーンとして、44％が駐車、20％が狭い道でのすれ違い

と答えています。Hondaは予防安全の観点から、この死角

の解消に取り組み、2008年「オデッセイ」に360°の視界を

実現した「マルチビューカメラシステム」を搭載しました。

フロント、リア、左右ドアミラーの下に配した4個の魚眼

CCDカメラの映像を、スピード、ステアリング角などから

コンピュータが解析。上空から車体を見下ろした映像を

合成する「グラウンドビュー」、狭い路地などの死角を減

らす「フロントブラインドビュー」などを提供します。しか

も駐車手順を表示する「使い方表示機能」や、簡単なカメ

ラ切り替えなど、使い勝手にもこだわりました。

道を使うすべての人に「安全・安心」を、しかも「手軽

に」。これもHondaが追求する技術です。

視界支援 T字路、幅の狭いクランクなどで
前方・左右の死角をさらに低減

幅寄せ支援 幅寄せ、すり抜けなどの際の運転操作を支援

駐車支援 縦列駐車や車庫入れ時の運転操作を支援します

電子制御式“コンバインドABS”が搭載された
スーパースポーツバイク

世界初、スーパースポーツバイク用
電子制御式“コンバインドABS”を開発

180°魚眼CCDカメラを組み合わせ
360°全方位で視界をアシストする
マルチビューカメラシステムを開発

※ ブレーキ操作は前後のブレーキを同時に操作するのが基本です
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“人”に焦点をあてた安全運転普及活動
Hondaは、「より豊かなモビリティ社会の実現」に向けて、

「人から人へ安全を手渡しする活動」「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、一貫して“人”に焦

点をあてた安全運転普及活動を国内外で展開しています。

また、交通社会の変化やお客様の幅広いニーズを踏まえ、

さまざまな立場の交通参加者に対して実践的な活動とな

るよう、活動内容の充実、強化にも努めています。

2008年度は、地域に根ざした普及活動のさらなる充実に

向けて、事業所を拠点とする活動への取り組みや全国各地

の指定自動車教習所と連携した交通安全活動を新たにス

タートしました。

活動の場 活動内容 指導者

主な対象

販売会社

四輪 レインボーディーラー
制度

● 店頭安全アドバイス
● 安全ミニ講習会
● ドライビングスクール
● 地域の交通安全活動協力

● セーフティコーディネーター
● チーフセーフティコーディネーター ○ ○ ○

二輪 セーフティサポート
ディーラー制度

● 店頭安全アドバイス
● ライディングスクール
● 地域の交通安全活動協力

● ライディングアドバイザー
● スポーツライディングスクールインストラクター ○ ○ ○

汎用 ● 店頭安全アドバイス
● モンパル安全運転インストラクター
● モンパル安全運転指導員 ○

交通教育センター

● 運転者・指導者研修
● 二輪・四輪販売会社研修
● 一般ライダー、ドライバースクール
● 二輪・四輪シミュレーター によるトレーニング
● 指導者の交流と指導力向上のための
    イベント、競技会

● 交通教育センターインストラクター ○ ○ ○ ○

● 各年代別講習 ○ ○ ○ ○

Honda 事業所・関連会社
● 従業員への交通安全指導 
● Honda ファーストエイド 

● 事業所インストラクター
● Honda ファーストエイド主任講師
● Honda ファーストエイドインストラクター

○ ○ ○

地域活動

● 教材開発
● 指導者養成
●  授業実施
●  幼稚園・小学校に対する
    交通安全教室の実施
●  地域に対する親子交通安全教室の実施
●  地域に対する交通安全活動の実施

● 教職員
● 交通安全指導員
● 安全運転普及本部インストラクター

○ ○ ○ ○

業界活動
● 交通安全キャンペーン
●  交通安全教育プログラムの編纂
● 指導者養成協力

○ ○ ○ ○

現地法人

販売会社（二輪・四輪）

● 店頭安全アドバイス
● ドライビングスクール
● ライディングスクール
● 地域の交通安全活動協力

● 販売会社インストラクター ○ ○ ○ ○

交通教育センター

● 指導者研修
● 二輪・四輪販売会社研修
● 一般ライダー、ドライバースクール
● 二輪・四輪シミュレーターによるトレーニング
● 地域の交通安全活動協力
●  運転免許取得講習
● 指導者の交流と指導力向上のための
    イベント、競技会

● 交通教育センターインストラクター ○ ○ ○ ○

子
ど
も

学
生

高
齢
者

成
人

国
内

海
外

安全運転普及活動の体制と展開 

安全運転普及活動の基本姿勢

WEB
http://www.honda.co.jp/safetyinfo/
安全運転普及活動の詳細情報

「品質・安全」の徹底

安全とHonda
Chapter

I
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2008年度の活動

子どもから高齢者まで、各年代に応じた安全運転普及

活動をより広く全国的に展開するため、Hondaは製作所

や研究所、関連企業のある地域を拠点に地元の方 と々一

緒に取り組む「地域に根ざした活動」を2008年4月、九州

地区から始めました。

熊本製作所内に専任スタッフ4名を置き、さらに九州

各地のHonda協力会社38社で構成する「熊
ゆうりんかい

輪会」に呼び

かけ、7月に協力会社内に

インストラクター18名を養

成。活動の第一弾として、7

月12日に、自転車を使った

「親子交通安全教室」を人

吉地区で開催しました。

Hondaは2008年から、各地域で交通安全教育に積極

的に取り組まれている自動車教習所と連携し、地域にお

ける交通安全をより広く定着させていく活動を始めまし

た。現在、18社の自動車教習所と連携をし、交通安全教

育プログラム・教材の提供、指導者のレベルアップ教育

などを目的として、活動を進めています。

青森モータースクールでは、取り組みのひとつとして

高校生向け交通安全教室において、Hondaの自転車シ

ミュレーターを活用。携帯

電話のメールを操作した

り、傘を差したりしながら

の運転を体験し、危険に気

づかせるという教育を実施

しました。

Hondaは1972年から海外での安全運転普及活動を開

始し、現在では全世界33ヵ国※に広がっています。その活

動としては、販売店店頭でお客様に安全アドバイスをする

「手渡しの安全」（人から人に安全を手渡しする活動）と、

専用の交通教育センターで実施する「参加体験型の実践

教育」です。

2008年度は、フィリピン、ハンガリー、オーストラリア・

ブリスベンに交通教育センターを新たに開設し、専用教

育施設を持つ国が18ヵ国※に増えました。フィリピンの施

設では、二輪と四輪の免許取得時教育と免許保有者向け

教育の両方に重点を置いて活動。ハンガリーは、Honda

初の中欧での施設として二輪ユーザーへの教育をスター

トし、二輪車を安全に楽しむノウハウを伝えています。

オーストラリアでは、3番目の交通教育センターとして、現

地最大の二輪マーケットであるクイーンズランド州の州

都ブリスベンで、免許を保有している個人や企業の人々

を対象に教育を実施しています。

また中国では、2008年4月から、小学校2校で日本同様の

交通安全教育プログラムを使った授業を展開しています。

オーストラリアの交通教育センターハンガリーの交通教育センター

親子バイク教室（2008佐賀インター
ナショナルバルーンフェスタ）

フィリピンの交通教育センター

自転車シミュレーターを使った
安全教室

地域に根ざした活動の充実に向け
九州地区から新たな活動をスタート

世界各地で安全運転普及活動を展開

自動車教習所と連携し
地域の交通安全教育に貢献

※ 日本を除く
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「120％の良品」をめざして
「1%の不合格品を許さぬために120%の良品をめざして

努力する」。この創業者の言葉は、Hondaがめざす「存在を

期待される企業」の基盤となる考え方であり、常にお客様の

期待を超える製品づくりを志向してきたHondaのアイデン

ティティでもあります。

こうした考えのもとに、Hondaは、「安全」を軸とする商品

としての信頼性向上はもちろん、「桁違いに高い品質の商品

（桁品商品）」を実現していくために、設計・開発から生産・

販売・サービスに至る各段階での品質向上・改善を継続的

に実践する「Hondaクオリティサイクル」を構築しています。

全世界の事業展開に対応してグローバルな
品質保証ルールを運用

生産および部品・材料調達のグローバル化が進むなか、

Hondaが世界中の各拠点において、等しく「120％の良品」を

生み出し続けるためには、品質保証に関わるグローバルな

共通ルールが必要不可欠です。

そこで、Hondaは国内外の生産拠点で認証を取得して

いるISO9001およびTS16949の基準に、独自に培ってきた

「良い品質の製品をつくるノウハウ」や「経験した不具合を

確実に再発防止するノウハウ」などを盛り込み、2005年4月

に「G-HQS（Global Honda Quality Standard）」を制定しま

した。

G-HQSは、「HONDA」ブランドで販売される商品の品質を

世界各地域で向上していくためのグローバルな品質保証

ルールであり、各拠点はG-HQSに適合した仕組み・ルールを

構築することで、ISO認証にも引き続き適合可能です。

2009年3月末現在で、製造を行う41拠点のうち、39拠点が

ISO認証を取得済みであり、新規拠点である残り2拠点でも

取得推進中です。

また、G-HQSを活用することで、各事業所同士の品質保証

システムの連携を図ることができ、生産活動だけでなく、物

流やサービスなどの品質も保証しています。

「桁違いに高い品質の商品」の実現をめざす「Hondaクオリティサイクル」 

G-HQSを運用し
グローバル展開

生産（量産）

販売･サービス

●お客様のニーズや設計・製造
ノウハウを活用して、部品と完
成車の設計図面を作成し、「図
面で品質保証」を実践

●最適な工程設計にもとづく
設備の準備と、製造品質基
準にもとづき工程保証能
力検証を行い、「工程で品
質保証」を実践

●世界各地のお客様や市場か
らの品質情報を収集・解析
し、迅速に品質を改善・向上

●部品の品質検査、完成車の検
査、輸送時のキズ防止を確実
に実施

●お客様への納車前に販売店で整備･点検を実施
●お客様からのお問い合せは、販売店で誠実に対応
●Webサイトに「お問い合せ対応窓口」を設置

設計･開発 生産準備

品質情報の収集／
合同解析・改善

品質に関する考え方と活動体系

「品質・安全」の徹底

品質とHonda
Chapter

I

23 C S R レ ポ ー ト 2 0 0 9



2008年度の活動

Hondaは、「桁違いに高い品質の商品」を実現するため

の全員参加型の品質向上活動として、全社総合品質戦略

「ベストクオリティ（BQ）」を展開しています。

1990年に日本と北米でスタートしたこの取り組みは、欧

州、アジア・太洋州、中国、南米と拡大し2003年度までに世

界6極に展開しています。

また、1991年度からは、その展開を加速させるべく、

「BQ表彰制度」を開始。品質担当役員が国内各事業所を

巡回して行う「BQ役員巡回表彰」を毎年実施しています。

海外は、表彰受賞テーマに対し、海外事業所の責任者が

表彰をしています。

これに加えて、国内では2004年度から、BQ大賞受賞

テーマを対象とした、「BQ大賞テーマ発表会」を毎年開催

しています。

2008年度は、国内および海外28拠点における活動を対

象に、選考の上で各賞が決定され、日本80、北米19、南米

9、欧州14、アジア･太洋州16、中国14の計152の活動を表

彰しました。

「設計」と「製造」の両面から品質保証を徹底
Hondaの品質保証の特長は、「設計」と「製造」のそれぞれ

の面から品質保証を徹底する体制を構築していることです。

この体制の基盤となるのが、設計、製造のノウハウなど、

Hondaが長年にわたり蓄積してきた品質関連情報をまと

めたデータベースです。設計部門では、これを活用して、

「設計構想書※1」を起案し設計を行うことで、「図面で品質

保証」を実現。

また、製造部門では、設計者の意図を踏まえて、「製造品質

基準書※2」「工程QC表」といった品質保証ツールを作成・徹

底し、さらに作業者自らによる「工程保証能力検証※3」により、

「誰もが安定した品質でつくり続けられる工程」を実現する

ことで、「工程で品質保証」を徹底しています。

「桁違いに高い品質の商品」を創出するプロセス 

お客様満足の創出

製造設計開発

「桁品商品」

図面で品質保証

製造技術ノウハウ設計要件、設計ノウハウ

工程で品質保証

意見交換の様子 発表の様子

※1 図面化に先立ち、設計者が設計要件をもとに製品の機能・性能や品質保証の構想を
明記し、設計の意図を製造部門や購買部門に伝えるツール

※2 新機構の不具合などを未然防止するために、部品・工程・作業ごとに守るべき品質
管理項目・基準を定めたもの

※3 製造に起因する品質不具合を発生させないため、製造管理項目／基準にもとづき、
部品・工程・作業ごとに、製造バラツキの有無や工程保証能力を検証し、品質改善
活動を行う取り組み

「桁違いに高い品質の商品」を実現する
Hondaの品質保証活動

全社総合品質戦略
「ベストクオリティ（BQ）」を展開
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