
アジアになくてはならない存在としての使命命命

Hondaにおける世界6極体制のなかでも、世界の経済をけん引するといわれているインドやインドネシアなど、経済成長が著しい進展国

の多いアジア地域では、二輪車事業の拡大に加え、四輪車事業も拡大傾向になってきています。Hondaのグローバル戦略の柱の1つであ

るアジア地域のなかで、モビリティにおける新しい価値の提供や、交通安全に対する取り組み、環境をはじめとする社会的課題解決に向け

てそれぞれの国の人々と共生しながら取り組みを推進しています。

特集2010

アジアの人々に 
期待される企業として
アジアに根づいた事業展開と交通安全の普及

Hondaでは、「需要のあるところで生産する」というポリ

シーに基づき、世界6極体制（日本地域、北米地域、南米地

域、欧州地域、アジア・大洋州地域、中国地域）で事業を展

開しています。なかでも、アジア・大洋州地域はHondaにお

ける二輪車の世界販売台数の約7割を占め、四輪車の生産

台数も2009年度は過去最高を記録するなど、Hondaのグ

ローバル戦略において重要性を増しています。その成長著し

いアジア・大洋州地域において、Hondaはより良い商品の

開発や提供とともに、環境活動や安全運転の普及にも取り組

んでいます。

アジア地域のなかでも、長い歴史をともに歩んできたタイに

おけるHondaの想いや取り組みと、安全運転普及活動の現

状について、Hondaをめぐるステークホルダーの方々の声

とともにご紹介します。

　アジアの人々とともに
　歩んできた存在として

2010年現在、アジア・大洋州地域は

Hondaの二輪車世界販売台数の約7割

を占め、四輪車の生産台数においても、

2009年には暦年で過去最高を更新でき

るほどにまで成長しています。

Hondaには「需要のあるところで生産

する」というポリシーがあり、タイでは、

1965年という早くからアジアで最初の二

輪車の生産拠点を設立し、それ以降アジ

アの中核的役割をにない、旺盛な需要に

応えてきました。鉄道などの公共交通機

関が発展途上にあり、交通インフラが整備

されていない地域では、二輪車は「生活を

支える足」として日常の仕事や移動手段に

は欠かせないものとなっています。

現在、ASEAN諸国・南西アジアをあわせ

た地域内での販売台数において、Honda

ブランド車はシェア50パーセントを超えて

います。そのためある意味でHondaの二

輪車は、アジア地域の成長を支えるトラン

スポーテーション・モビリティ（人と物を運

ぶ移動手段）として大きな役割をはたして

きました。

そのアジア地域は、経済成長とともに二

輪車だけでなく、四輪車の市場もここ10

年で大きく成長してきました。なかでも、

タイで生産し、アジアを中心に販売してき

た「シティ」は、3代目となり先進的なデザ
常務取締役
アジア・大洋州本部長
池 史彦

3代目「シティ」
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イン、燃費性能や環境性能も向上した世

界に通用できるクルマとなり、2010年に

は世界約45ヵ国で販売され、累計生産台

数13万7,400台を突破しました。その「シ

ティ」の生産をおこなうタイの「HATC」※1

では、周辺国での「シティ」生産のための技

術支援をおこなうなど、工場の現地化や海

外における人材育成にも着実に貢献して

います。

また、アジア地域ではISO14001の取得

を推進するなど、環境マネジメントにも積

極的に取り組んでいます。

アジア地域におけるHondaの約50年の

歩みは、需要に応えるモビリティの提供

や、工場を建設することによる雇用の創出

など、地域に密着しながら、着実にその国

でのニーズに応え、お客様とともに成長し

てきたと考えています。

※1  HATC ： 「ホンダオートモービル（タイランド）カ
ンパニーリミテッド」の略、タイの四輪生産・販売
会社

　社会的責任としての
　「環境」「安全」への取り組み

二輪車や四輪車の販売拡大による利便性

の向上に貢献する一方で、地域の大気汚

染や交通事故の増加などの解決にも貢献

するため、製品や技術を通じて対応するこ

とはいうまでもなく、地域社会への環境と

安全の教育活動もHondaの社会的責任と

とらえ、アジア各国で取り組んでいます。

具体的に、環境への取り組みに関して

は、今後、アジアでも環境規制が進むこ

とを考慮し、タイでは2010年4月に二

輪車の全機種に「電子制御燃料噴射装置

（PGM-FI）」※2の適用を完了しました。

燃費性能の向上は実感されやすいもの

の、製品から排出されるCO2などの環境

影響に対してはなかなか実感されにくい

ものであるため、性能の向上と環境への

配慮の「効果と意義」を、お客様に粘り強

くお伝えする活動を推進しています。

交通安全への取り組みに関しては、日本

と同様に、アジア各国でHondaは「安全

運転センター」を運営し、二輪車と四輪

車の交通安全の技術と思想を普及する

ために、一般のお客様への安全運転教育

や、安全運転のインストラクターの養成

をおこなっています。現在、もっとも力を

入れて活動しているのが、次世代をにな

う子どもたちへの交通安全教育です。子

どもたちに交通安全の正しい知識を身に

つける機会を提供することは、将来、そ

の国に交通安全が根づく基礎になると考

えているからです。そのほか、現地の従

業員とともに植林活動への参加や経済的

に恵まれず進学できない若者達を支援す

る基金を設立するなどの社会活動もおこ

なっています。

今後も、国や地域と連携して交通安全の

普及や環境への意識啓発など社会活動に

力をいれて取り組んでいきたいと考えて

います。

※2  電子制御燃料噴射装置（PGM-FI） ： エンジン
の運転状況を各種センサーで感知し、最適な燃
料の噴射量をコンピューターを用いて算出し、適
量をエンジンのシリンダー内に供給するシステム

　すべては夢の実現のために

Hondaには｢世のため人のため｣という信

念のもと、お客様に一番よいものの提供

をめざし、世界中のお客様に喜んでいただ

くとともに社会の発展に貢献したいという

想いがあります。本田宗一郎が言った「夢」

という言葉や、世界で展開している「The 

Power of Dreams」の「夢」が、私たち

の基本です。それは、エンジニアという限

られた人間の「夢」だけではなく、世界中

の方が自らの暮らしのなかで望む夢を、い

かにHondaが具現化していくかというこ

と、それがHondaのかかげる「夢」です。

開発途上国で生活を支え、豊かな生活を

おくるために二輪車に乗りたいという想

い、また品質・性能に優れた環境によい四

輪車に乗りたいという想いに応えるため、

モビリティメーカーとして最大限に努力

し、夢を叶えるためのお手伝いをする。

Hondaはそれら世界中の方の夢の実現に

向けて、今後も世界で活動していきたいと

考えています。

安全運転センターでの講習風景（タイ）

タイで生産されているPGM-FI搭載のグローバル戦略機種
「PCX」
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特集2010 アジアの人々に期待される企業として

アジアの交通事情とHondaの取り組み

交通インフラの発達は、二輪車や四輪車の普及につながると同時に、交通事故の増加のきっかけにもなります。Hondaは「安全運転セン

ター」を各国に設置し、アジアにおける交通事故の削減に向けて、交通安全の啓発と普及に取り組んでいます。

アジアでは、二輪車が「生活を支える足」として普及しています。

近年では四輪車の普及も著しく、二輪車と四輪車の複雑な混合交

通社会が形成されています。一方で、交通事故による死亡者数も

多く、交通安全の普及は急務と言えます。 

Hondaでは、1970年に安全運転普及本部を発足させ、日本の交

通安全の普及に努めてきました。現在、全国8ヵ所（栃木・埼玉・千

葉・静岡・三重・福岡・熊本（2ヵ所））に「交通教育センター」を設置

し、二輪車や四輪車の安全運転に関するスクールの実施や、企業・

団体向けの安全運転研修会などをおこなっています。アジアにお

いても「安全運転センター」を設置し、日本と同様に、アジア各国

で二輪車や四輪車のスクールの実施や、企業・団体向けの安全運

転研修会などを実施しています。国や地域によっては、運転免許

取得のための機能の許可を行政より受け、自動車教習所としても

活動しています。さらに、地元の販売店や学校、行政機関のご協

力により、地域に密着した安全運転の普及と啓発にも取り組んで

います。

アジアの交通事情と安全運転センターの設置

世界の交通事故死亡者数比較

2006年次もしくは2007年次における各国の交通事故死亡者数を、地域別にまとめて構成。
1日以内に死亡した者、7日以内に死亡した者、31日以降に死亡した者、1年以内に死亡した者、即死し
た者が含まれる。 
『世界の統計2010』（総務省統計局刊行、総務省統計研修所編集）内の「14-5 交通事故」の統計を参
考に作成。

アジア

北アメリカ

南アメリカ

ヨーロッパ

アフリカ オセアニア

2009年4月2日、タイにてASEAN最大の敷地面積を誇る「ホンダ安全運転センター」がオー

プンしました。タイにおける安全運転活動は1989年にはじまり、1994年には二輪車専用の「ホ

ンダセーフティーライディングセンター」をバンコク近郊に開所するなど、積極的に交通安全の

普及に取り組んでいます。そして現在、タイ国内でこれまで交通安全教育を受けた人は、国民

の6人に1人に相当する延べ1,090万人にのぼっています。

タイ：「ホンダ安全運転センター」がオープン

インド：「女性向け二輪安全運転短期プログラム」を実施

シンガポール：「多層式実技教習が可能な自動車教習所」がオープン

インドのホンダモーターサイクル＆スクーターインディア（以下、HMSI）では、短期間で二輪車

の運転を学べる女性向けの講習を開催しています。HMSIのスタッフとともに女性のインストラ

クターが丁寧に講習をおこない、地元の女性たちにとても喜ばれています。二輪車の安全運

転活動の普及のみならず、「女性に力を」と題したキャンペーンのもと、地域女性の自立も目的

に活動を進めています。

2010年3月3日、「シンガポール安全運転センター」は、東南アジア初の本格的な多層式実技

教習コースをもつ自動車教習所としてリニューアルオープンしました。新たに大型自動車の教

習も6月より開始され、二輪車から大型自動車までの教習を一貫して受けられるシンガポール

初の自動車教習所となっています。2010年は1万1,000名を超す動員を見込んでおり、ここ

を拠点としてシンガポールの安全な交通社会の実現に向け、さらに活動を広げていきます。

　 T O P I C S
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Hondaでは、1989年よりタイにて交通教育をスタートさせま

した。以来、約20年間安全運転の普及に努め、2009年には

ASEAN最大の安全運転センターも誕生しました。積極的に現地

で安全運転の普及活動に取り組んでいる人々に取り組みの現状

と、実際に安全運転を学んだ受講生の方に、その感想をお聞きし

ました。

交通事故削減に向けたタイの活動

2009年のタイにおける交通事故の死亡

者は約1万1,000人。その約7割は二輪

車での事故でした。地方では無免許で二

輪車を運転する人も多く、若者のスピード

の出し過ぎによる事故も絶えません。

タイの交通社会のなかで、Hondaは二輪

車のシェアの約７割を占めています。だか

らこそ、安全な製品とともに、事故の削減

に向けた交通安全の普及に取り組む責任

があると、私は考えています。そして、そ

の取り組みの中心となっているのが、バ

ンコク東部にあるバンコク安全運転セン

ターとサムットプラカーン県にあるサムロ

ン安全運転センターです。

サムロン安全運転センターでは運転免許

の取得サポートや、販売店の従業員・行政

機関の関係者に対して、二輪ユーザーに

安全運転を指導する指導員の養成をおこ

なっています。また、バンコク安全運転セ

ンターでは、二輪車と四輪車の一般ユー

ザーを対象に安全運転の研修をおこなっ

ています。

さらに最近では、将来の交通安全をになう

子どもたちへの教育に力を入れています。

6歳～ 11歳の子どもが対象の交通安全教

室「Safety for Kids」は、販売店と学校の

協力により、昨年タイ国内で11回開催す

ることができました。この活動は、今後も

積極的に取り組んでいきます。

また現在、警察や運輸局、厚生省、文部

省、国家安全委員会などの行政機関と協

力し、全国で二輪車の安全運転講習会も

おこなっています。ディーラー独自で9ヵ

所、公共機関で12ヵ所と、安全運転を学

べる施設の開設も全国各地で広がってお

り、A.P.ホンダは、その開設のサポートも

おこなっています。このような地域での活

動や、社会全体での交通安全の取り組み

に対する支援活動も拡大しており、タイに

おける安全運転センターの重要性は今後

さらに増していくと考えています。

インストラクターとして、安全運転セン

ターで約13年間交通安全の普及に携わっ

ています。現在は、バンコク安全運転セン

ターで、主に二輪ユーザーに向けた研修

をおこなっています。

受講生が多い二輪車のベーシックコース

では、転倒や事故に関する知識などを学

んだ後、実車で正しい乗り方や安全運転に

ついて学びます。たとえば、二輪車を安全

に止めるには、フロントブレーキとリアブ

レーキをバランス良く使うのですが、タイ

では二輪車を止めるとき、フロントブレー

キを使用しない人が多くいます。そこで、

フロントブレーキも使って安全に止まる方

法を教え、実車でその安全性を実感する

と、安全への意識がかなり変わる受講生

もいます。

二輪車はタイの社会では欠かせない物

で、乗っている人もとても多いのですが、

安全運転を教えるインストラクターの数に

は限りがあります。そのため、受講生には

「学んだ安全運転の知識を、友人や家族

に教えてあげてください」とお願いしてい

ます。そうお願いすることで、受講生から

多くの人へ安全運転の意識の向上につな

がってくれればと考えています。

これまでの実績や取り組みが評価され、行政

機関や学校、民間企業からも研修依頼が増

えています。日本で年1回おこなわれる「セー

フテｨ ジャパン インストラクター競技大会」

で、後輩インストラクターが好成績をおさめ

るなど、高いスキルと知識をもったインスト

ラクターの育成も進めています。こうした後

輩や行政機関のインストラクター、さらに安

全運転受講者とともに、タイにおける安全運

転の意識の向上に日々努めています。

今回を入れて、これまでに2回研修に参加

しました。安全運転センターで研修を受

けるまで安全運転について学んだことは

なく、はじめて受けた講義や実技はとても

新鮮でした。乗る前の確認・乗り方・姿勢な

ど、いまでも全部おぼえています。研修を

受けたことで安全への意識も変わり、運転

免許の取得と二輪車を購入するきっかけ

にもなりました。

家族からは、二輪車に乗ってほしくないと

言われたのですが、安全運転センターで

ちゃんと勉強して安全に乗っていること

で、家族に納得してもらうことができまし

た。二輪車に興味をもった友人からも相

談されるようになり、ここでの研修をすす

めています。2回目の今回はスキルアップ

と、より安全な乗り方を勉強しにきました。

やはり技術と安全は大切ですし、特に安全

な乗り方はここでしか勉強できません。地

方に住んでいるのですが、回りを見ると安

全に対する意識は低いと思います。その

ため、もっと安全運転の活動を強化して、

安全運転センターのような場所が広がっ

てほしいと思っています。

安全運転の普及はHondaの責務
そのために「安全運転センター」が
あります

A.P.ホンダ取締役
安全運転センター責任者
アラック・
ポーンプラパー

受講生の意識の変化と成長が
楽しみです

A.P.ホンダ
バンコク安全運転センター
アシスタント・マネージャー /
インストラクター
タワッチャイ・
タンジットチャローンクン

運転免許の取得と安全運転を
学ぶきっかけになりました

安全運転講習の受講生
ヴィポー・
ヴィジャッカナ様
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特集2010 アジアの人々に期待される企業として

タイの人々のHondaへの想い

Hondaとお客様をつなぐ大切な存在である販売店。1967年に

二輪車の生産を開始し、お客様とも強い信頼と長い歴史を持つ

タイで、Hondaの二輪車と四輪車の販売店オーナーとサービス

スタッフのHondaと仕事への想いを、実際にHondaをご愛用

いただいているお客様の声とともにうかがいました。

販売店の主な仕事は、二輪車の販売やサー

ビスです。一昔前は、新車は買いに来ても、

修理は近くの修理屋を頼るお客様が多くい

らっしゃいました。理由は、販売店での修理

は高いというイメージ。そこで、パーツの価

格や料金システムなどの丁寧な説明を心が

けたところ、修理で来店されるお客様も増

えてきました。また、商品についても、たと

えば「PCX」は、ほかの二輪車よりも高価な

のですが、商品の機能・値段に相当する価値

など、お客様にきちんと説明することで、納

得して買っていただいています。

こうやって商品やアフターサービスについ

て、お客様一人ひとりへ丁寧に説明すること

で、5台目や6台目を購入されるお客様もい

らっしゃいます。そのようなお客様からご家

族を紹介され、お子様などが乗る二輪車を

購入するためにご来店されたときなどはう

れしいですね。お客様から信頼されている

からこそ、ご家族を紹介していただけるわけ

ですから。

また、よい商品をお客様にお届けするだけ

でなく、納車する際に、「P・D・S・A」※や「ラ

イディングトレーナー」を使っての安全運転

教育にも取り組んでいます。お客様の安全

はやはり大切です。それに、Hondaが安全

運転などのイベントを通じて、二輪車を購入

されたお客様のお金が社会貢献に活用され

ているのを見ると、Hondaの仕事をしてい

てよかったと思います。

※P・D・S・A：  「Pre Delivery Safety Advice」の略、
二輪車の納車時に、冊子などを使い安全運転につい
て説明するHonda独自の取り組み

私は従業員全員に、お客様に我々のサービス

すべてでご満足していただくことがもっとも

重要だと伝えています。「お客様の満足」こそ

が、「信頼」につながるからです。そのため全

社一丸となって、店舗の設備や雰囲気、連絡

窓口の対応、問題発生時のヒヤリング手順、

お客様へのサービス手順、クルマのお引渡し

など、すべてのサービスでの気配り・誠実さ・

完璧さを意識しています。また、さらなるお

客様満足向上をめざし、従業員が中心となっ

たCRM※活動にも取り組んでいます。たとえ

ば、料理教室などの社外のイベントにお客様

をご招待し、従業員も一緒に参加して交流を

深めながら、製品やサービスなどへの率直な

感想やご意見をいただいています。

Hondaには、環境にやさしいクルマや、小型

車、ファミリーカー、SUVなどの製品がそろっ

ており、お客様のさまざまなニーズに応えて

います。またASIMOや燃料電池システムな

ど次世代に向けた革新的な技術もあります。

タイの人々にとって身近であるというブランド

としての独自性、そしてタイの環境保全に対

して経営の面から取り組むためのISO14001

取得や、安全運転の普及に向けた「Honda 

Safety Drive」など、CSR活動にも積極的に

取り組んでいることはすばらしいと思います。

※CRM ： カスタマー・リレーションシップ・マネジメント

お客様に納得していただき
期待に応えるのが喜びです

World Speed店
オーナー

カリン・ダラシッドさん

二輪車販売店オーナー

販売店オーナーの声

お客様からの信頼につながる
サービスをめざしています

四輪車販売店オーナー

Honda Praram 3 グループ
オーナー

キアット・
タングトロンサクディさん
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私たちの販売店では1日に約50台を修理しま

す。約40キロ離れた場所からわざわざ来店さ

れるお客様もいらっしゃいます。　

仕事は、オイルの定期点検から、エンジンの

オーバーホールなどの大型修理にわたります。

基本的に依頼から2日間以内の修理を心がけ

ています。修理の責任者として、修理品すべ

てに対してお客様にお渡しする前に最終検査

をします。それは、修理に責任をもつだけでな

く、お客様にご理解していただけるようにきち

んと修理内容を説明するためです。そして、最

善の修理とご説明がお客様からの信頼につな

がっていると思います。さらに、正しく修理し

て二輪車をよい状態で乗っていただくことで、

交通事故の削減や安全運転にもつながってい

ると考えています。

いまでは、相談に来たお客様は、家族が相談

に来た場合と同じようなものだと思っていま

す。これからもお客様からの期待を裏切らな

いサービスを心がけていきます。

お客様が修理のために予約されるときから、再

びお客様にクルマをお返しするまで、すべての

仕事がお客様満足にかかわると考えています。

期限内に修理を完了することだけでなく、修理

するクルマを自分のクルマと同じ気持ちで注

意深くチェックして、大切に取り扱いをします。

このような考えや行動がお客様の満足につな

がっていると思います。

Hondaの技術水準はとても高いと思います。

私もメカニックとして、Hondaで継続的に研修

できる機会を得ました。そして技術に加えて、

誠実にサービスを提供する大切さを学びまし

た。確かな技術と誠実なサービス。この2つを

身につけたことが、私のメカニックとしての自

信につながっています。

学生のときに、学校と家が遠かったこともあって

親から二輪車を買ってもらったのがHonda車

に乗るきっかけでした。以来、20年近くHonda

の二輪車に乗っています。これまで二輪車を10

台乗りましたが、すべてHondaの二輪車です。

いまは家族でHonda車を2台所有しており、

私は郵便の仕事をしていることもあって、生活

だけでなく、仕事でもなくてはならない自分の

足となっています。仕事柄一日の走行距離も

長いのですが、定期点検だけで問題なく乗る

ことができています。デザインや使い勝手、特

に燃費にはとても満足しています。仕事の仲

間もほとんどHonda車に乗っています。友人

に聞かれてHondaの二輪車をすすめることも

ありますが、そうできるのも、自分が長く乗っ

ていて、性能や耐久性など、その良さを説明

できるからです。いま乗っている二輪車ははじ

めてのオートマチック車だったのですが、購入

時には商品や乗り方について分かりやすく詳

細に説明してもらうことができ、安心して乗る

ことができました。私にとって、販売店はとて

も身近で信頼できる存在です。

今後は、ベーシックで手に入りやすいスポーツ

タイプの二輪車を出してほしいですね。仕事

にも遊びにも使えますし、自分の給料で買える

くらいのものが出てくれればうれしいです。

私は「シティ」を購入しました。購入のきっかけ

は、友人と一緒に行ったHondaのショールー

ムで、スタッフのサービスや気配りにとても好

感がもてたことです。クルマの納車のときも

フォローアップが行き届いていました。

購入した「シティ」も、個性的なデザインやス

ポーティーセダンのルックスが気に入っていま

す。トランクもかなり広く、装備も充実してい

て、オプションをつけなくても満足できる装備

がそろっているのがうれしいですね。特に、後

部座席下のトレイ、カップホルダーなどの装備

は、使う人のことを考えた設計がされていて、

とても重宝しています。

今後Hondaのクルマに望むこととしては、リー

ズナブルなスポーツカーが発売されたらうれ

しいです。また、環境に配慮して天然ガス車の

ラインアップが出てくるとよいと思います。

お客様からの相談は
家族からの相談と同じです

World Speed店　
チーフメカニック

ユッタネート・
カムヤンクさん

二輪車サービススタッフ

修理の予約からお引渡しまで
誠実なサービスをご提供しています

Honda Praram 3 
グループ　
メカニック

チャッチャイ・
サタサングワトソラクさん

四輪車サービススタッフ

Hondaは生活と仕事に
なくてはならない存在です

ヴィナイ・キャラティハップ様

二輪車のお客様

購入のきっかけはスタッフの
サービスと気配りのよさでした

チョンプー・ピアサブンガム様

四輪車のお客様

サービススタッフの声

お客様の声
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