
すべての人の安全をめざして―この考え方は、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。

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。

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、技術面と教育面の2つの取り組みを並行して進めるこ

とで、さまざまな効果を生み出し、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。

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、高い目標をかかげて「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。

Hondaの安全の考え方

　安全への取り組み　

安全を「技術」と「教育」の両面から追求

安全技術開発の基本的な考え方

　高い目標をかかげ、つねに先進の安全技術にチャレンジ　

Hondaの安全への取り組み

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
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

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

●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
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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、危険に遭遇したときに事故を

回避する「危険回避」技術の開発などを推進しています。

PASSIVE SAFETY（衝突安全）は、万一の衝突事故のときに人に

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とは、ACTIVE SAFETY（予防安全）と

PASSIVE SAFETY（衝突安全）の2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。

　ACTIVE SAFETY（予防安全）／PASSIVE SAFETY（衝突安全）／PRE-CRASH SAFETY　

「人」に焦点をあてた安全運転普及活動
Hondaは、お客様に「安全な製品（ハード）をお渡しする」こと、そ

して「安全に運転するための知識や技術（ソフト）をお伝えする」こ

とは等しく重要であると考え、「Hondaが社会的責任としておこな

う企業活動」として、より豊かなモビリティ社会の実現への貢献に

向け、安全運転普及活動に取り組んできました。

人に焦点をあてた「人から人への手渡し安全」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、主に国内外の交通

教育センター、四輪・二輪・汎用販売会社で展開しています。

また、交通社会の変化やお客様の幅広いニーズをふまえ、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。

二輪・四輪車の安全技術

ACTIVE SAFETY PRE-CRASH SAFETY PASSIVE SAFETY

安全教育 未然防止 危険回避 プリクラッシュセーフティ 傷害軽減 被害拡大防止

二
輪

ライディング
シミュレーター ASV-4研究開発※1 コンビブレーキ：前後

連動ブレーキシステム エアバッグシステム

ライディング
トレーナー DSSS研究開発※2 ボディプロテクター

自転車シミュレーター 被視認性向上研究開発
FACE/LONG※3,4

コンバインドABS:
前後連動ABS

四
輪

ドライビング
シミュレーター

ACC:
車速/車間制御機能

ABS:アンチロック
ブレーキ・システム CMBS:追突軽減ブレーキ

＋
E-プリテンショナー

衝突安全設計ボディ QQ(救急)コール

セーフティナビ LKAS:
車線維持支援機能

EBD:電子制御制動力配分
システム シートベルト 衝撃感知ドアロック

AFS:配光可変型前照灯
システム

VSA:車両挙動安定化制御
システム エアバッグシステム

インテリジェント・
ナイトビジョンシステム

モーションアダプティブ
EPS チャイルドシート

マルチビュー
カメラシステム

ポップアップフード
システム

ASV-4研究開発 アクティブヘッドレスト

DSSS研究開発

※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

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2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2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」にのっ

とって開発しています。

　あらゆる段階で安全を追求　
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交通安全を学ぶ場と機会を全国へ
ますます複雑化する混合交通社会においては、運転者のみならず、

歩行者や自転車利用者など、すべての人の安全を追求することが、

より豊かなモビリティ社会の実現につながると考えています。

そのためには、子どもから高齢者までそれぞれのライフステージ

に応じて交通安全を生涯教育として学べる「場」と「機会」を提供す

ることが必要だと考えています。

Hondaではその実践に向け、地域に暮らす一人ひとりが主役と

なって参加いただけるよう地域の方々と一体となって「地域に根ざ

した活動」に積極的に取り組んでいます。また、各年代にとって、

より実践的で効果的な教育手法を検討し、取り入れることも欠かせ

ません。

地域に根ざした交通安全の普及と先進性・独自性のある取り組みを

めざして、「指導者の育成」「教育の場と機会の提供」「教育プログ

ラムと手法の開発、教育機器の開発・提供」を3本の柱に、活動を

積極的に展開しています。

安全運転普及活動の体制と展開

活動の場 活動内容 指導者
主な対象

子供 学生 成人 高齢者

国
内

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集
●指導者養成協力

● ● ● ●

国
外　 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
●地域の交通安全協力活動

●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
●地域の交通安全協力活動
●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 ● ● ● ●

交通安全における生涯教育の取り組み

※運転者教育は主に交通教育センターがにない、その他の教育は地区普及ブロックが主に担当しています

将来の良識ある
交通参加者に
なるために

幼児・小学生
教育

道徳心ある
交通参加者を
めざして

中高生・大学生
教育

安全意識の高い
交通参加者に
なるために

運転者教育※
(一般向け・指導者向け)

いきいきとした
交通参加者で
いるために

高齢者教育

「交通安全における生涯教育」として、
ライフステージに合わせた交通安全を学べる「場」と「機会」を提供
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