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基本的な考え方

事故に遭わない社会へ
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
普及活動を開始しました。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※ 1」、自分だけでなく相手の安全も守る「コンパティビ
リティ対応ボディー※ 2」などの技術を開発。2000年には、世界初の「全方
位衝突実験施設」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ます。さら
に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
Honda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。

グローバルスローガン

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

※1  歩行者ダミー：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実物大のモデル人
形。現在使用中の第三世代歩行者ダミー
では、頭部だけでなく、頸部や腰部、大
腿部などの人体忠実度を向上させること
で、より正確な衝突時の人体の挙動を再
現し、実際の事故状況に即した解析が可
能となっています。

※2 コンパティビリティ対応ボディー：クルマ
同士が相互に衝突するときの衝突エネル
ギーを、エンジンルームで効率良く分散・
吸収することにより、自己保護性能を大
幅に向上するとともに、相手車両への攻
撃性を低減する、衝突安全ボディー。
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基本的な考え方

活動の方向性
Hondaは「事故に遭わない社会」の実現をめざし、「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）」とい
う 3つの領域において、安全推進活動を行っています。
しかしながら交通環境の問題点は、「交通が集中し過ぎている」「インフラ
が整備されていない」といったように、地域によってさまざまです。そこで
Honda は、各地の実情に応じて、「ヒト」「テクノロジー」「コミュニケーション」
それぞれの領域を組み合わせて、取り組みを展開しています。
例えばタイでは、アジアのなかでもとくに交通死亡事故に占める二輪車の
比率が高く、安全対策が喫緊の課題となっています。Hondaは 2016年か
ら 2020年にかけて、タイにおける約 1,000件の交通事故情報を収集・分析
する詳細調査を実施することを決め、2019年度末現在、引き続き事故調査
を進めています。この調査では、まず交通事故を引き起こす根本的な原因
を突き止めます。そうして蓄積した知見をもとに、「ヒト」分野においてより
適切な安全運転普及活動を展開し、「テクノロジー」分野においてさらに効
果的な安全技術の開発へとつなげていく予定です。この取り組みは、アジア・
大洋州の各地域にも順次拡大していきます。

⇒ p.91⇒ p.87

⇒ p.83

安全推進活動の 3つの領域
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安全に関する取り組み

ヒト（安全運転教育）
ヒト（安全運転教育）の基本的な考え方

Honda は、1970 年に安全運転普及本部を開設しました。1972年には、
本部内に海外活動を推進するための部門が発足、海外でも各国に交通教育
センター※を設置したほか、地域の販売店と協力するなど、活動を強化して
います。2019年現在、Hondaは日本を含む世界 41の国と地域で、安全運
転普及活動を実施しています。
活動は、販売店の店頭で直接お客様へ安全をお伝えする「人から人への
手渡しの安全」と、専門のインストラクターの指導による「参加体験型の実
践教育」を基本としています。

※交通教育センター：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。

日本においては、交通教育センターをはじめ、二輪車・四輪車の販売会
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 657万人以
上のお客様に交通安全・運転教育を実施してきました。
海外においても、活動の要となる交通教育センターを各国に配置し販売店
との連携を図り、現地法人が主体となって広く活動を推進しています。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の地域があり、交通死亡事故発生件数の増
加が社会課題となっています。そのため Honda では、政府や関係諸団体と
も連携をとりながら、各国の交通状況に即して活動を実施しています。

交通安全・運転教育の実施国・地域
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安全に関する取り組み

ヒト（安全運転教育）に関する取り組み

各国事業所との連携
Hondaでは、各国事業所で安全運転教育活動を推進する代表者による、
安全運転責任者会議を開催し、2019年はアジア地域を中心に海外の 9の
国と地域から 21名、日本からは各交通教育センターの代表者が出席しま
した。

日本の交通教育センターでのインストラクター育成
長年にわたる二輪・四輪の豊富な安全運転普及活動の実績から、日本の
交通教育センターは高度な安全運転テクニックと指導ノウハウを蓄積し
ています。グローバルに安全運転を普及させるべく、そのノウハウを海
外インストラクターに伝え、活動の活性化と定着をめざしています。
日本の交通教育センターにおいて、定期的に海外のインストラクターの
研修を行うほか、1997年から年に 1回「セーフティジャパンインストラ
クター競技大会」を開催しています。2019年の競技大会には、国内の交
通教育センターや事業所から 38名、海外の 8の国と地域から 37名が参
加しました。

交通教育センターとの連携
日本においては、企業・団体や個人のニーズに応じた参加体験型の実践
教育を展開しています。
全国 7ヵ所にある Hondaの交通教育センターで、安全教育の指導者養成
や、企業・団体、学校、個人のお客様を中心に参加体験型の実践教育により、
スキルアップとともに安全運転への気づきと理解を促すための教育を行っ
ています。2019年は約 9万人（12月末現在）の方にご利用いただきました。

海外での普及活動の流れ

チーフインストラクター研修

T O P I C S

インドにおける普及活動を担うインストラクターを日本で養成
Hondaのインドにおける二輪車生産・販売現地法人であるホンダモーターサイクルアンドスクーターインディアプライベート・
リミテッド（HMSI）は、今後、州政府と協力して交通教育センターを運営していくために、二輪および四輪のチーフインスト
ラクターを養成しています。2019年 3月には、HMSI から10名が鈴鹿サーキット交通教育センターを訪れ、11日間の研修を
受講しました。座学、実技、ロールプレイなどを通して、現地法人内のインストラクター養成スケジュールやライディングスクー
ル開催企画の立案、研修の模擬開催を実施しました。インド国内の事故削減に向けて、今後も安全運転活動の強化・定着に
取り組んでいきます。

安全運転普及活動の
計画立案

インストラクター

販売店インストラクター

チーフ
インストラクター

安全運転普及本部 日本の交通教育センター

海外事業所

販売店

養成

安全運転責任者会議
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安全に関する取り組み

地域社会との連携
日本においては、各地域の交通安全指導者や関連企業の従業員といっ
た、地域で交通安全を伝える指導者に対し、教育プログラムや指導方法
を提供しています。
地域の交通安全指導者を対象にした「交通安全教育プログラム勉強会」
は 2015年から毎年開催しています。2019年は 19地区から交通安全指導
者 30名が参加し、ともに教育プログラムづくりを行いました。
また、関連企業内の交通安全指導者「Hondaパートナーシップインス
トラクター」の養成研修も行っています。研修を受けたインストラクター
が、自社内および事業所の周辺地域における交通安全の普及に取り組ん
でおり、親子交通安全教室なども開催しています。

関係諸団体との連携
日本において、安全運転普及活動を行う関係諸団体や業界の方々とも積
極的に連携を深め、交通事故の低減に向けて取り組んでいます。

2013年 3月より一般公開を開始した「SAFETY MAP」は運転者・歩行
者・自転車利用者等すべての交通参加者が、パソコンやスマートフォン
で自由に活用でき、その地域で暮らす皆様の声でつくられていく安全マッ
プです。個人の利用だけでなく、交通事故防止に活用する企業・団体も
増えています。
また Hondaは、「全国自動車教習所教習指導員安全運転競技大会」や「二
輪車安全運転全国大会 2019」、高校生やシニア向けの安全運転講習など
の運営に、協力しています。

鹿児島市立荒田小学校での交通安全教室

T O P I C S

小学校高学年・中学生向けプログラムの開発
Hondaは 2019年、小学校高学年・中学生を対象とした新たなプログラム「将来 社会で活躍する君たちへ」を開発しまし
た。このプログラムには、社会生活を豊かに送るうえでの基本である「ルール・マナーを守り、習慣化させる」ことにより、
次代を担う子どもたちが交通安全を自分事と捉え、事故に遭わないようにしてほしいという想いを込めています。
プログラムは導入編と本編で構成。本編は「歩き」「自転車」「標識」の 3つのテーマからなる映像教材となっています。
それぞれ単独で選択できるため、交通安全指導者が学校などの要望や実施時間に応じて組み合わせをアレンジできるよう
になっているとともに、場面ごとに子どもたちに問いかけながら進める対話型構成になっているのが特徴です。

指導者によるプログラム勉強会 親子交通安全教室で飛び出し事故を再現 二輪車安全運転全国大会 2019 全国自動車教習所教習指導員
安全運転競技大会
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安全に関する取り組み

教育機器開発
日本において、Hondaは長年培ってきた安全運転のノウハウを活かし、
シミュレーターをはじめ、さまざまな安全運転教育の現場で活用していた
だくための教育機器やソフトを提供しています。それらは、社会のニーズ
に合わせ、つねに進化させています。
路上での実施が困難な二輪車の危険予測トレーニングを仮想空間で行え
る「Hondaライディングシミュレーター」や、実際の交通状況を再現し
街中での自転車の運転を模擬的に体験できる「Honda自転車シミュレー
ター」、さまざまな交通状況が体験学習できる簡易型シミュレーター「Honda

セーフティナビ」、CGを用いて瞬時の認知・判断などの危険予知を体験す
る「Honda動画 KYT」など、さまざまな安全運転教育機器を開発しています。

福祉領域における活動
日本において Hondaは、運転復帰を望むお身体の不自由な方々への訓
練の機会や場を提供するとともに、病院や教習所などで運転能力の確認を
する方にそのノウハウの提供や教習指導員・作業療法士が情報・意見交換
を行い、地域連携を実現するための環境整備のサポートをしています。
運転復帰を望む方の自動車運転能力評価の手法として、シミュレーター
や実車での訓練などを行う「自操安全運転プログラム※ 1」を提供してい
ます。
また、NPO法人や福祉関連企業と連携し、「移送安全運転プログラム※ 2」
を活用して、福祉施設の送迎運転者に、送迎対象者に配慮した運転操作を
身に付けてもらうための取り組みを進めています。

ライディングシミュレーターポリスタイプ
（2020年 3月発売開始）

運転補助装置が取り付けられた車両で、自操安全運
転プログラムを体験

移送安全運転プログラム

※ 1  自操安全運転プログラム：高次脳機能障
害を持ち、運転復帰を希望する方の能力
評価の参考とするために、Hondaの交通
教育センターで実施しているプログラム。
実車運転時における現状の把握と、そこ
から見えた課題に対する訓練を行う。

※ 2  移送安全運転プログラム：福祉施設の送
迎運転者を対象に、Hondaの交通教育
センターで実施しているプログラム。送
迎中の事故を予防する運転アドバイスと
ともに、送迎対象者への配慮の大切さを
理解してもらうための教育を行う。
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安全に関する取り組み

※ CMBS：Collision Mitigation Braking System
（衝突軽減ブレーキシステム）の略。

テクノロジー（安全技術）
Hondaのアプローチ

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、リアルワールドで事故の実態を重視し、規制を超える高い目標を
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
世界初の全方位衝突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ーと、世界初の衝突軽減ブ
レーキ（CMBS※）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、センサーやカメラなどを活用した先進安全運転支援
システム「Honda SENSING」／「AcuraWatch」を発表しました。多機能化
に合わせてデータの処理能力を向上させ、周囲の状況に加えて、ドライバー
の意思と車両の状態を認識し、ブレーキやステアリングなどの車両各部を協
調制御。車速・車間制御と車線維持支援制御の双方において、通常走行時
から緊急時のリスク回避までの運転を支援します。

2020年2月発売の新型コンパクトカー「フィット」に搭載された
Honda SENSINGのシステム概要
最新の高速画像処理チップにより、これまでミリ波レーダーで行ってきた
対象物との距離測定を、単眼カメラで実現しました。フロントワイドビュー
カメラは、一般道で歩行者が横から車道に侵入した場合や、高速道路で他
車が自車前方から割り込んだ場合など、いち早く検知します。車両前後には
ソナーセンサーを装備し、誤発進抑制機能、後方誤発進抑制機能や近距離
衝突軽減ブレーキを実現しています。

第三世代歩行者ダミー「POLAR III」 全方位衝突実験施設

検知範囲イメージ図

フロントワイドビューカメラによる検知

ソナーセンサーによる検知
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安全に関する取り組み

2019年度の活動実績

2015年に日米欧の 3地域で発売を開始した先進の安全運転支援システム
Honda SENSING／AcuraWatchは、以後、搭載機種の拡大を続けてきました。
日本では「N-BOX」「グレイス」「シャトル」など軽・コンパクトのカテゴリー
に搭載機種を拡大するとともに、標準化を進めています。2020年 2月に 

発売した新型「フィット」では Honda SENSINGを全タイプに標準装備※しま
した。
米国でも 2022 年までに同国内で販売するすべての四輪車に Honda 

SENSING／AcuraWatchの標準装備化をめざしています。2019年度は、新
たに「シビック Type R 」に搭載しました。
欧州では「Honda e」、中国では「ENVIX」「ブリーズ」に初搭載され、順
次普及をめざしています。

※ Honda SENSINGを装備しない仕様も設定 
 しています。
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安全に関する取り組み

T O P I C S

米国の報道関係者向けに、Hondaの安全への取り組みや技術を紹介するイベントを開催
～会場では現地で独自開発した、斜め衝突に対応した新形状のエアバッグを初公開～

Hondaの米国における研究開発部門ホンダ R&Dアメリカズ・インコーポレイテッド
（HRA）は、米国での交通実態や事故の特徴に対応した安全技術の研究開発を進め
ています。

2019年 8月 23日に、オハイオ州レイモンドのホンダ R&Dアメリカズ オハイオセン
ターで、報道関係者向けに、新型エアバッグを発表しました。
新型エアバッグは助手席向けで、米国における交通事故の調査や、衝突安全性能
に対するホンダの長年にわたる知見をもとに、開発されました。今回の開発では、
クルマ同士の事故や障害物への衝突などさまざまな事故形態において、より安全性
を高め、事故発生時の死傷リスク低減をめざしています。

このエアバッグの特徴は、主要コンポーネントが 4つに分かれていることで、事故
発生時前方に飛び出した乗員を受け止め、左右にせり出したセイルパネルが乗員を
包み込むことです。これにより、衝撃による頭部への負傷、脳に障害が残るリスク
などを減らせると見込んでいます。
この新型エアバッグは、乗員とエアバッグの密着度が増すことで、従来のエアバッ
グと比べて、角度が付いた前方衝突において、乗員の保護が期待できます。Honda

では 2020年から米国で販売予定の新型 Acura TLXへの搭載を計画しています。

新型エアバッグ 前方に飛び出した乗員を受け止め、左右にせり出したセイルパネルが乗員を包み込む
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安全に関する取り組み

※ 1自動車安全技術国際会議：米国運輸省、
国道交通安全局（NHTSA）が 2年ごとに
実施する、自動車安全性向上に関する国
際会議。

※2 ESV：The Enhanced Safety of Vehicles
の略。 

T O P I C S

オランダで開催された自動車安全技術国際会議※ 1 「第 26回 ESV※ 2 2019」に出展
世界各国の自動車安全技術者に新しい安全技術の研究成果を発表

Hondaは、2019年 6月にオランダで開催された「第 26回 ESV2019」に出展し、
新しい安全技術の考え方の研究成果発表を、世界各国の自動車安全技術者に向け
て行いました。
今回発表した考え方は、「統合安全技術」と「安心醸成技術」を掛け合わせて提
供することで、ドライバー一人ひとりの気持ちに応える新しい安全技術の実現をめざ
す、というものです。
「統合安全技術」の進化では、クルマの内外をカメラやセンサーで認識し、車内の
全乗員、周辺の歩行者、自転車など全方位に認識し、事故を予防することで、ドラ
イバーや周辺の状況に合わせた先進安全を提供します。
「安心醸成技術」では、ドライバーの状況をカメラなどでクルマが見守ることで、
リスク認知能力、リスク対応能力、ほかのクルマやバイクなどとの相互の理解能力を

高めることにより、ドライバーが自信を持って運転できる安心感を届けたいと考えて
います。

Hondaは 1973年に開催された「第 4回 ESV」でも、衝突安全対策や 4 輪制御
アンチロックブレーキ（ABS）などを搭載した実験安全車を初公開し、技術開発の
将来像を世界各国の技術者に示したうえで、実用化を進める取り組みを行ってきま
した。
今回の ESV2019でも、世界各国の自動車安全技術者や政策決定者に研究成果
を紹介し、開発の方向性についてご理解いただきました。
引き続き、自動車安全分野の世界中の専門家との意見交換を行いながら、将来
に向けた技術開発に注力していきます。

第 26回 ESV2019
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安全に関する取り組み

コミュニケーション（安全情報の提供）
Hondaのアプローチ

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「SAFETY MAP」を作成し、多
くの人々にご活用いただいています。これ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
知らせるシステムです。
また、現在は Honda SENSING/AcuraWatchの技術とテレマティクスサー
ビスを融合させる仕組みづくりに注力しています。センサーや GPSを搭載し
たほかのクルマやバイク、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
情報提供するものです。Hondaは、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。
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安全に関する取り組み

※ VSA：Vehicle Stability Assist（ビークル・
　スタビリティ・アシスト）の略。車両挙動安
　定化制御システム。

T O P I C S

米国でコネクテッド技術を活用した、道路インフラの老朽化調査を行う実証実験
Hondaは、日本の総務省から受託した「アメリカ合衆国におけるプローブ情報を活
用した高度なシステムの展開可能性に関する調査等の請負業務」に加わり、日本の
官民が連携し、米国において老朽化した道路の補修支援に取り組む、コネクテッド 

技術を活用した実証実験を実施しました。
この取り組みは、総務省の呼びかけに応じた Hondaのほか、西日本高速道路株

式会社（NEXCO西日本）の米国子会社「NEXCO-West USA, Inc.」、パシフィックコン
サルタンツ株式会社、株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル、ソフトバン
ク株式会社、株式会社ゼンリンデータコムと共同で推進しています。

Hondaは、専用の測定機材を搭載した「HR-V」を用意し、VSA ※のセンサーから
集まるデータを車載のコンピューターでリアルタイムで解析しています。
車載コンピューターが生成する路面の凹凸や劣化、ひび割れの大きさなどの情報
を、車載通信モジュールからデータセンターに集約し、補修が必要な箇所の特定を
円滑に進める技術の開発を進めています。
将来的には、補修が必要な道路状況をすばやく地元の自治体や道路管理者など
に提供することで、コネクテッド技術を活用した、より安全な移動の実現につなげ
ていきたいと考えています。

コネクテッド技術を活用した、道路インフラの老朽化調査のイメージ

左右・前後輪に装備されたVSAセンサー
が路面状況を検知して、車両挙動の安定
化に寄与

VSAセンサーからの情報を車載
コンピューターがデータを解析
し、路面の情報を生成

VSA

車載通信モジュールで
データを転送

補修が必要な路面の情報を、
データセンターに集約
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第三者評価

※ 1  NCAP：New Car Assessment Program 
（新車アセスメントプログラム）の略。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  JNCAP：Japan New Car Assessment 
Program（日本新車アセスメントプログ
ラム）の略。国土交通省と独立行政法人 
自動車事故対策機構（NASVA）による自
動車アセスメント。

※ 3  ASV：Advanced Safety Vehicle（先進安 
 全自動車）の略。衝突が避けられない場 
 合に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+、ASV++、ASV+++ の 4 段階評価  
 で認定される。

※ 4  C-IASI：China – Insurance Automotive 
Safety Index （中国保険自動車安全指数）
の略。自動車の安全性能を試験・評価す
るアセスメントを行い、試験結果が良い
順に、G（優秀）、A（良好）、M（一般）、P（悪
い）の 4 段階で評価。自動車の安全性
向上と保険料の低減を目的としている。

※ 5  IIHS：Insurance Institute for Highway 
Safety（米国道路安全保険協会）の略。
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（トップセーフ 
ティピック）の略。

Hondaのアプローチ
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、JNCAP ※ 2予防安全性能アセスメントにお
いて、N-BOXが最高ランクとなる「ASV+++ ※ 3」の評価を受けました。

国・地域 第三者評価 機　種

日本 JNCAP
5★ CR-V / インサイト / アコード / N-WGN

ASV+++ N-BOX / アコード / N-WGN

欧州 Euro NCAP 5★ 2019年度実績なし

中国
C-NCAP 5★ アコード

C-IASI ※ 4 GGG 2019年度実績なし

米国

NCAP 5★ CR-V / パスポート

IIHS ※ 5

TSP+ インサイト / RDX

TSP
アコード / CR-V / シビック（2ドア、4ドア、
5ドア）

オーストラリア ANCAP 5★ 2019年度実績なし

東南アジア ASEAN NCAP 5★ アコード / シティ

南米 Latin NCAP 5★ 2019年度実績なし

主な第三者評価結果（2019年度テスト実施）

N-BOX / N-BOX Custom Honda SENSING CMBS

JNCAPの予防安全性能アセスメントでN-BOXが最高評価を獲得

CR-Vが日米両国の第三者評価機関から高評価を獲得

T O P I C S

2019年 10月に一部改良して発売した軽乗用車「N-BOX」が、JNCAPの「2019年 

度予防安全性能アセスメント」において、最高評価となる「予防安全性能評価
ASV+++」を獲得しました。
今回のモデルチェンジでは、安全運転支援システム「Honda SENSING」の性能
を向上させました。衝突軽減ブレーキ（CMBS）の性能を高め、横断自転車に対
応させたほか、街灯のない夜間の歩行者検知も進化させ、事故回避を支援します。
またN-BOXは、2代目として発売直後の「2017年度自動車アセスメント」におい
て、最高評価の衝突安全性能評価ファイブスター賞も受賞しており、予防安全と衝
突安全の双方で、高い評価を受けています。

世界各国で販売している SUV「CR-V」が、日米両国の第三者機関から高い評価
を受けました。米国では 2020年モデルがNCAPでファイブスターに選ばれたほか、
日本でも 2019年 5月に開催された「2018年度自動車アセスメント」で、CR-Vが
衝突安全性能評価で最高ランクの「ファイブスター賞」を受賞しました。

CR-V（写真は日本仕様車）
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