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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の安全の歴史は古く、1960年代に二輪車・四輪車メーカーで初の
試みとなる安全運転を普及する取り組みを開始しました。以降、安全啓発
活動では、その対象を運転者のみならず、子どもから高齢者まで交通社会
に関わるすべての人へと広げ、数多くの国や地域で積極的に展開しています。
安全技術開発では、「規制を基準とせず」「無いものは自分でつくる」という
考え方から、世界に先駆けていくつもの新技術を世に送り出してきました。
インターネットなどの技術進化により、いまでは移動せずとも、世界の情
報を得ること、大勢の人たちと出会うこと、そしてものを手に入れることが
可能となりました。しかし、Hondaは今後もリアルな価値を大切にして、全
世界において自由な移動や可能性を広げていきたいと考えています。それは、
好奇心とともに新たな世界を五感で感じることは、人々のかけがえのない喜
びの一つであると考えるためです。

Hondaがめざす「事故に遭わない社会」は、すべての人が心から安心して、
好奇心に導かれながら自由に移動できる社会です。Hondaは 2021年 4月、
「2050年に全世界で Hondaの二輪車、四輪車が関与する交通事故死者ゼ
ロをめざします」と表明しました。社会的責務としてはもちろんのこと、喜
びある未来を紡いでくために、「事故に遭わない社会」へ向かって、今後も
各地域が抱える事故の実態を捉えた交通安全の取り組みを、積極的に進化
させていきます。

グローバル安全スローガン

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

Hondaは個を尊重する企業であるため「社会」を「人
をひとくくり」と捉えず、「一人ひとり（個）の集合体」
と捉えています。「Safety for Everyone」には、一人
ひとりに寄り添った安全を追求していくHondaの姿勢
や、社会を構成する一人ひとりの安全が向上されれ
ば結果として、社会全体がより安全になり「事故に遭
わない社会」へと前進していくことができる、という
Hondaの考え方が込められています。
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基本的な考え方

活動の方向性
Hondaは、「人の能力（啓発活動）」「モビリティの性能（技術開発）」「交
通エコシステム（協働、システム／サービス開発）」の 3つの要素をもって、
交通安全に取り組んでいます。

人の能力

交通社会に関わるすべての人を対象として、運転技術、認知、判断、周囲
に対する思いやりといった、心理・精神面まで含む、人の能力の向上をサポー
トする取り組みが必要であると考えており、意識や経験値、身体能力など個々
人に沿った啓発活動へと進化させていきます。

モビリティの性能

人体を保護するもの、衝突を極力回避するもの、人の意思を捉え車や他
者に伝えるもの等、人の能力を正しく補完あるいは拡張するための複合的な
性能が必要であると考えており、人の体や意識をさらに深く理解し、より人
に寄り添った技術開発へと進化させていきます。

交通エコシステム

渋滞や悪天候などにより交通環境が刻々と変化するなかで、事故を未然
に防ぐ、あるいは事故の被害を軽減するためには、交通環境を構成する多
様な存在※ 1の相互関係までを踏まえた全体像（交通エコシステム）を動的
に捉え、それぞれが有機的に結びつくこと※ 2が必要であると考えており、
国や地域への協力、各企業との連携など、オープンな姿勢で積極的に取り
組み、交通社会の健全な機能に貢献していきます。

安全 3つの要素

※ 1  道路や情報通信、クルマやバイク、歩行
者など。

※ 2  道路や交通社会に関するシステムやサー
ビスの技術開発、道路自体の整備、交
通ルールの制定などのアプローチにより
実現すること。

交通事故の多くは非常に複雑な要因によりひき起こされるため、これら 3

つの要素の技術や活動を個別に進化させるとともに、それぞれの間での強
い連携と調和を図ります。
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基本的な考え方

※  Hondaの二輪車・四輪車が関与する交通
事故 : Hondaの二輪車・四輪車乗車中、お
よび歩行者・自転車（故意による悪質なルー
ル違反、責任能力のない状態を除く交通
参加者）が関与する交通事故。

2050年交通事故死者ゼロの実現をめざして
2021年 4月、「2050年に全世界で Hondaの二輪車・四輪車が関与する
交通事故※死者ゼロをめざします」と表明しました。またマイルストーンとして、
2030年に全世界で Hondaの二輪車・四輪車が関与する交通事故死者半減
をめざします。これらは、新車だけでなく、市場に現存するすべての Honda 

二輪車・四輪車を対象にしています。この目標実現に向けて、大きな課題と
なるのは、新興国での二輪車による死亡事故です。Hondaには、二輪車を
最も多く売るメーカーとしての社会的責任があります。
安全技術の拡大という点では、二輪車の死亡事故にも四輪車が関与する
ケースが多いことから、現在展開する Honda SENSINGの先にある、自動
運転レベル 3技術の研究開発で培われた知見やノウハウを活かし、四輪車
の全方位安全運転転支援に進化した「Honda SENSING 360」を、2030年

までに、先進国で全機種へ適用することをめざします。さらに、交通事故
死者ゼロ社会の実現に向けて、ドライバーによるあきらかに誤った運転操作
に起因する事故まで対処する必要があります。そこで Hondaは、一人ひとり
に合わせた安心を提供する運転時のヒューマンエラーゼロをめざす「知能化
運転支援技術」と、すべての交通参加者との共存を可能にする人・モビリティ・
インフラが通信でつながることで、多様なリスクを回避する「安全・安心ネッ
トワーク技術」を開発していきます。
また、二輪車と四輪車、両方を手がける Hondaならではの、共存安全技
術の研究強化も図っていきますが、交通事故死者ゼロへの道は、技術研究
だけではありません。とくに新興国においては、交通安全の教育活動やイ
ンフラ、政策への働きかけによって防げる事故も多くあります。Hondaは、
その領域にも重点的に取り組んでいきます。このように、Hondaの持てる力
を活かし、ハード・ソフト両面で、事故のない社会の実現をリードしていき
ます。
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安全に関する取り組み

人の能力
Hondaのアプローチ

Honda は、1970年に安全運転普及本部を設立しました。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し、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
てきました。2021年現在、Honda は日本を含む世界 43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、地域の企業や学校の皆様と協力しながら、子どもからシニアまで各年
代に応じた安全をお届けする活動を展開し、これまでに 666万人以上の方々
に参加・受講いただいています。
海外の活動のなかでも新興国においては、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的な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
に即した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

2021年度の活動実績

アジア諸国での KYT教育の普及に向けて
モータリゼーションの進展が著しいアジア諸国においては、交通事故死
者数の増加にともない、安全運転普及活動のさらなる進化が求められて
います。そこで、アジア・大洋州の地域本部と協力し、危険予測トレー
ニング（KYT）の教育を地域内で本格的に推進するための支援を開始しま
した。
具体的には、国や地域の特性や交通環境に合わせ、実際のヒヤリハット
をもとにシーンを選定することなど、KYT教材を作成するためのノウハ
ウやポイントを映像にまとめると同時に、その教材をどのように展開し
ていくのかなどの進め方についてのアドバイスを実施しました。
その結果、現在 11の現地法人が、現地の交通事情に即した内容の KYT

教材の作成を進めていて、なかでも、インドネシアの二輪車販売現地法
人であるピー・ティ・アストラ・ホンダ・モーターでは、バイクの実技
研修だけでなく、KYTの座学もカリキュラムのなかに組み込み、新たな
プログラムとして開始するための準備を進めています。

インドネシアの二輪車販売現地法人ピー・ティ・アストラ・ホンダ・モーターの KYT 教材の一部

タイホンダ表彰式 台湾本田表彰式

T O P I C S

タイ・台湾の現地法人が政府から表彰
2021年、タイにおける現地法人であるタイホンダマニュファクチュアリングカ
ンパニー・リミテッド※と、台湾の現地法人である台湾本田股份有限公司が、そ
の国・地域の交通環境の改善に尽力したとして、それぞれ政府から表彰されま
した。
タイホンダマニュファクチュアリングカンパニー・リミテッドは安全運転普及活
動である「Honda Safety Thailand Project」 が、社会的発展と生活の質向上の
促進に寄与したことを認められ、総理府次官室より「国の宝」として表彰されま
した。
台湾本田股份有限公司においても、交通環境の改善に尽力したことが認めら
れ、専門家や学者たちによる投票の結果、政府 交通部から「交通部金安賞 最
高栄誉賞」を受賞しました。

全国 7ヵ所にある Hondaの交通教育センターでは、安全教育の指導者養
成や、企業・団体、学校、個人を対象に安全意識の向上やスキルアップをめ
ざし、専用のコースで専門のインストラクターによる座学講習や実車による
交通安全教育を行っています。2021年度は約 5万人の方にご利用いただき
ました。
一方、アジア諸国においては約 124万人のお客様にご利用いただき、安
全をお届けしてきました。今後も日本のノウハウの提供や人材育成など、現
地のニーズに応じた支援を継続していきます。

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。

※ 2022 年 6月 1日付で「タイホンダカンパ
ニー・リミテッド」に社名変更。
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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、各地域で交通安全活動を行う交通安全指導者や関連企
業の従業員に対し、教育プログラムや指導方法を提供しています。 

今回、Hondaの教材活用により、行動変容につながっているかについ
て効果検証を行いました。
対象は「できるニャンと交通安全を学ぶ　～小学校低学年歩行編～」、

「将来社会で活躍する君たちへ（中高学年～中学生）」を受講した小学 1

年生から 6年生の児童とし、静岡県内の小学校に協力いただきました。
具体的には、下校時の横断歩道に至るまでの歩行状態と横断における安
全行動について、交通安全教室を実施する前と当日、1週間後、1ヵ月後
のタイミングで行動観察を行いました。
その結果、1・2年生は教育直後には「横断時の飛び出しがなくなる」「手
上げ横断の増加」など一定の効果が見られたものの、1週間後、1ヵ月後
と時間の経過とともに教育前の水準に戻ってしまうことから、継続的な
教育が必要であることがわかりました。

また、高学年は、教育内容に自転車の乗り方、交通社会人としてのルー
ルやマナーなどが加わり、さらに手上げの恥ずかしさなどから、教育前
後の行動に大きな変化が表れなかったと考えられます。
効果検証について有識者からは「教材を開発し、学校で実践するだけで
はなく、行動変容の点から効果を検証されたこの取り組みは、非常に有
益なもの」との見解をいただいています。今後は今回の効果検証をもと
に日常的に継続しやすい教材の開発に取り組んでいきます。

受講者の行動変容について検証

PDF

Honda の交通安全情報紙「SJ」No.508  
2022春号 交通安全教育プログラムの効
果の調査結果
https://www.honda.co.jp/safetyinfo/sj/
contents/pdf/2022SJspring_1to2.pdf

1年生「停止動作」の変化
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安全に関する取り組み

関係諸団体との連携
Hondaは交通事故ゼロに向け、行政、関係諸団体などとも積極的に連
携を図っています。
「SAFETY MAP」は、Honda 純正通信ナビ「Honda インターナビ」から
収集した急ブレーキ多発地点情報と、警察が保有する事故多発地点情報
に加え、地域で生活する方々が危険と感じる場所の投稿情報でつくられ
ています。どなたでも自由にアクセスし、情報を取得できるほか、企業
や警察をはじめとした道路管理者などにも活用していただき、道路環境
改善にもつながっています。
そのような中、千葉県警察本部では急ブレーキ多発地点情報をもとに道
路整備（減速マーク、路面表示の追加など）を行うことで、急ブレーキ
が起きないような道路環境改善につなげています。
また、警察庁が主催する「第 51 回全国白バイ安全運転競技大会」への
協力や、日本自動車工業会をはじめとする業界活動を通じての将来を見
据えた国への安全施策に関する提言、高校生から一般・高齢者を対象と
した安全運転講習会、啓発イベントや指導員育成など多岐にわたり協力
しています。

「SAFETY MAP」の急ブレーキ多発地点情報をもとに改善対策した実例

改善前：道路標示（止まれ）が消えかかってしまっている

改善後：道路標示（止まれ）の補修、交差点内カラー舗装を実施
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安全に関する取り組み

教育機器普及
Hondaは、長年培ってきた安全運転や危険予測トレーニング（KYT）の
ノウハウを活かし、実際の交通状況を想定しながら危険を安全に体験でき
るシミュレーターなどの教育機器の開発・普及を行っています。
昨年 4月にはドライビングシミュレーターを大幅改良し、実車で使用さ
れているシートやステアリングの採用に加え、ソフトウェアの充実を図る
など使い勝手の向上と低価格を実現し、全国の教習所で活用いただいてい
ます。
さらに、公道での実施が困難な二輪車の危険予測トレーニングを行う「ラ
イディングシミュレーター」、自転車の安全な運転を学べる「自転車シミュ
レーター」、多人数で危険予測体験ができる「動画 KYT」、海外向けに移設
が容易にでき、自身で操作をしながら危険予測トレーニングを行う「ライ
ディングトレーナー※ 1」など、多様な対象に合わせたラインナップとなっ
ています。

福祉領域における活動
Hondaは福祉車両の開発だけでなく、運転復帰を望むお身体の不自由な
方がシミュレーターや実車での訓練などを行うプログラム※ 2や、病院・施
設で運転能力を評価するシミュレーターと評価ソフトの提供、高齢者や障
がい者を福祉施設へ送迎する運転者向けの安全運転講習プログラム※ 3な
ど、ソフト面での支援も行っています。

※ 1  ライディングトレーナーは、8 種類の言
語対応をしており、世界では約 6,000台。
アジア・大洋州地区でも約 3,000 台が活
用されています。

※ 2  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。

※ 3  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。

ドライビングシミュレーター「DB 型 Model-S」を活用した教習風景

「Honda・フランツシステム」
（足動運転補助装置）装着例

「Honda・テックマチックシステム」 Dタイプ
（手動運転補助装置）装着例

T O P I C S

Honda・フランツシステム発売
フランツシステムは両上肢障がいを負ったドイツの技術者フランツ氏が自ら足
だけで運転できるように開発した運転補助装置です。Hondaはフランツ氏から
直接技術指導を受け、独自の技術を加えて 1982年に Honda・フランツシステム
を販売しました。現在、日本でこのシステムを提供できるのは Hondaだけです。

2021年、FIT e:HEV用に利便性と快適性を向上させた Honda・フランツシス
テムをホンダアクセスから発売。さらに今回、免許取得を希望するお客様をサポー
トするべく教習車の貸し出しも開始しました。
このほかにも各種の運転補助装置 Honda・テックマチックシステムを開発、全

国の Honda Carsで販売することで、お身体に障がいを持つ方の社会参加をサ
ポートしています。

WEB

Hondaの福祉車両

https://www.honda.co.jp/welfare/

WEB

「語り継ぎたいこと」Honda・フランツ・
システム車の開発

https://www.honda.co.jp/50years-history/
challenge/1982franzsystemcar/
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安全に関する取り組み

モビリティの性能
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リアル
ワールド（現実の交通環境下）における事故の実態を把握し、メカニズム
を細密に解析して理解することが、被害低減に有効であると考え、技術開
発を進めてきました。
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「歩
行者ダミー※ 1（世界初）」の開発を行ったほか、より現実に即した事故形
態を研究するため、屋内型全方位衝突実験施設（世界初）の建設などを重
ねてきました。歩行者ダミーについては、交通社会全体の安全性向上のた
め、その使用を Honda における製品開発に限定せずに他社や世界の研究機
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。
運転席用 SRS エアバッグシステム、コンパティビリティ対応ボディー※ 2、
衝突軽減ブレーキ（CMBS、世界初）、先進の安全運転支援システム「Honda 

SENSING」／「Acura Watch」 などの新技術を世界に先駆けて世に送り出し
ました。
今後、先進国においては 2030年までに、全方位安全運転支援システム

Honda SENSING 360や、歩行者保護・衝突性能の強化・先進事故自動通報
システム（歩行者事故を含む）などの死亡事故シーンを 100%カバーする
技術を、四輪車全機種へ適用することをめざします。新興国においては先
進ブレーキ、視認性・被視認性を備えた灯火器を、より多くの二輪車に搭
載していきます。また二輪車と四輪車双方を担う Hondaの特長を活かした
共存技術である、二輪検知機能付き Honda SENSINGを、2021年の「ヴェ
ゼル」以降のモデルに順次投入していきます。

歩行者ダミー

SRSエアバッグ

衝突軽減ブレーキ（CMBS）

屋内型全方位衝突実験施設

コンパティビリティ対応ボディー

※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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安全に関する取り組み

2021年度の活動実績

先進の安全運転支援システム Honda SENSING／Acura Watchは、搭載
機種の拡大を続けています。すでに日本では「N-BOX」「フィット」など軽・
コンパクトのカテゴリーにおいて搭載しています。
なお日本では、トラフィックジャムアシスト（渋滞運転支援機能）を、

2021年 9月、シビックとして初めて搭載しました。またアダプティブドライ
ビングビームを、同機種に Honda として初めて採用しています。この機能は
ハイビーム照射中に、先行車や対向車を検知すると、周辺状況に応じて照
射範囲を自動でコントロールするだけでなく、歩行者へもまぶしさを与えな
いよう配慮しながら視認性を確保します。
さらに、2021年 10月、自動運転レベル 3技術の研究開発で培われた知
見やノウハウを開発に活かした Honda SENSING 360を発表しました。2030

年までに先進国で発売するすべてのモデルへの展開をめざします。
二輪車では、世界で最も市場規模が大きいインドなど多くの国や地域に
おいて、前後輪の独立したブレーキを同時に効率良く作動させる CBS（前後
連動ブレーキシステム）などの先進ブレーキを、より多くのモデルに搭載し
ていきます。また、長寿命・耐衝撃性の高さからバルブ切れによる未点灯走
行の防止が可能な、LEDヘッドライトの搭載の拡大を進めています。二輪
車の運転者自身の視認性向上に加えて、昼間の時間帯もヘッドライトの点灯
を促すことで、周囲の四輪車と歩行者双方からの被視認性を高め、二輪車
と他の交通参加者が互いに認識しやすくなることで、事故防止に寄与すると
考えています。

アダプティブドライビングビーム

先進ブレーキ

LED ヘッドライト
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安全に関する取り組み

Honda SENSING 360のイメージ

衝突回避の為ハンドル操作を支援

右左折時の横断歩行者対応

二輪四輪交差車両対応

システムが車線変更に伴うハンドル操作を支援

カーブ手前で車線の曲率を読み取り、車速調整

低速走行または発進する際の交差車両情報

5Radar 1Video

T O P I C S

全方位安全運転支援システム Honda SENSING 360を発表
2021年10月、Hondaは、車両周辺の死角をカバーし、交通事故の回避やドライバー
の運転負荷の軽減をサポートする全方位安全運転支援システム「Honda SENSING 

360※ 1（ホンダ センシング サンロクマル）」を発表しました。従来のシステムより
さらに進化し、センシングの範囲を車両の前後のみならず、全方位に広げた Honda 

SENSING 360の適用を 2022年に中国で発売する四輪車から開始し、2030年まで
に先進国で発売する全モデルへ展開することをめざします。
現在、量産車で展開をしている安全運転支援システム Honda SENSING ※ 1は

2014年の誕生以来、その機能を進化させながらグローバルでの適用を拡大し、さ
まざまなシーンにおけるお客様のドライブをサポートしてきました。

Honda SENSING 360は現行の Honda SENSINGの単眼カメラ※ 2に加え、フロン
トと各コーナーに計 5台のミリ波レーダーを新たに装備することで、360度センシ
ング※ 3を実現しています。これにより、従来の運転では目視での確認が難しかっ
た車両周辺の死角をカバーし、他の車両や歩行者との衝突回避や運転に伴うドライ
バーの負荷の軽減をサポートします。また、開発においては、自動運転レベル 3技
術の研究開発で培われた知見やノウハウも活かされています。

※1  Honda SENSINGおよび Honda SENSING 
360の各機能の能力（認識能力・制御能
力）には限界があります。各機能の能力
を過信せず、つねに正しい姿勢を保ち、
周囲の状況に気をつけ、安全運転をお願
いします。

※2 発売時期や車種によっては単眼ではない
タイプのカメラが搭載されている Honda 
SENSINGもあります。

※3 Honda SENSING 360 の検知性能には限
界があり、ドライバーの目視確認を不要
とするものではありません。

Honda SENSING 360の主な特長

衝突軽減ブレーキ
　  交差点　出会いがしら

　　　　   歩行者　車両 側方 /対向対応機能拡大

前方交差車両警報

カーブ車速調整機能

車線変更支援機能車線変更時衝突抑制機能
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安全に関する取り組み

T O P I C S

運転時のヒューマンエラーゼロをめざす「知能化運転支援技術」
Hondaはすべての交通参加者が交通事故リスクから解放され、安心して自由に移

動できる社会の実現に向けて現在開発中の先進の将来安全技術を、2021年 11月、
安全ビジョン・テクノロジー取材会で世界初公開しました。公開した「知能化運転
支援技術」は、一人ひとりの能力や状態に合わせ、運転ミスやリスクを減らし安全・
安心な運転へと誘導できる世界初※ 1の AI活用による次世代の運転支援技術となり
ます。

Honda はこれまで「ドライバーが不安を感じるミスの根本的な原因は何か？」を
解明すべく、fMRI※ 2を活用した独自の“人を理解する技術”の研究開発を行ってき
ました。「知能化運転支援技術」は、これまで培ってきた人の行動や状態を理解す
る技術に加え、ADAS センサー／カメラを用いて周辺リスクを把握することで AIが
運転リスクを検出するとともに、最適な運転行動をリアルタイムで導き出し、それぞ
れのドライバーの認知状態と交通シーンに応じた適切な運転支援を行います。

＜次世代の運転支援でめざす 3つの提供価値＞
① 運転操作ミスをしない（操作アシスト）：AIによるフラつき低減、操作遅れ防止を
支援

② 見落とし、予知予測ミスをしない（認知アシスト）：視覚・触覚・聴覚でリスクを
伝える
③漫然運転によるミスをしない（覚醒アシスト）：眠気や疲労を軽減してくれる

今後は、「知能化運転支援技術」をさらに進化させ、2020年代前半に要素技術
確立、2020年代後半の実用化をめざし開発を継続していきます。これにより、従
来の“リスクに直面してから回避する”運転支援を“リスクに近づかせない”AI運
転支援に進化させ、事故の原因の 90％以上を占めるヒューマンエラー※ 3ゼロをめ
ざします。 

※1  Honda調べ。
※2 磁気共鳴機能画像法（脳が機能している

活動部位を、血流の変化から画像化する
方法の一つ）。

※3 出展：平成 29年版交通安全白書 法令違
反別死亡事故発生件数より。

安全ビジョン・テクノロジー取材会 認知アシスト（イメージ） 知能化運転支援技術搭載車両
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安全に関する取り組み

さらなる救命率の向上につなげていきます。
将来に向けては、2050年に全世界で Hondaの二輪車、四輪車が関与す
る交通事故死者ゼロをめざす取り組みの実現のため、すべての交通参加者
が通信でつながる、「安全・安心ネットワーク技術」により、誰もぶつから
ない交通社会実現をめざしていきます。

2021年度の活動実績

交通エコシステムの健全な発展に貢献する取り組みの一つとして、通信技
術の活用があげられます。
日本国内では、2020 年 2 月に発売した「フィット」で車載通信モジュール 

Honda CONNECT を日本初搭載し、2021年度は 4月発売のヴェゼル、9月
発売の「シビック」に搭載しました。
新型車に順次、車載通信モジュールが搭載されることで、事故などの緊急
時には、クルマ自体が緊急サポートセンターと通信し、車両情報や位置情報
を、オペレーターを通じて警察や消防、保険会社などへ一括して連絡をする
ことで、迅速で的確な対応が可能となります。
さらに二輪車の分野では、ヤマハ発動機株式会社、BMW Motorrad、

KTM AG 等と進めているコンソーシアム CMC（Connected Motorcycle 

Consortium）Nextにて、事故データに基づいた事故発生時の状況分析に
より、とくに二輪車が他の車両から認知されないことによる事故シナリオ
を把握するとともに、事故を防ぐために V2X 等のソリューションがどのよう
に用いられるべきかユースケースを作成しました。2022年度以降は、これ
らの成果に基づき、二輪車向けソリューションのより具体的な仕様につい
て検討していきます。

※1   「Google Crisis Response」は、Google 
LLC.の登録商標です。

※2   「D-Call Net®」は、認定 NPO法人 救急
ヘリ病院ネットワーク（HEM-Net）の登
録商標です。

交通エコシステム
Hondaのアプローチ

Hondaは、1998年に日本において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」の展開を始め、Honda車から得た走行データを活
用した渋滞情報、気象情報、災害情報などの提供を行い、ドライバーのよ
り安全で快適な運転の支援をしてきました。

2003年には、交通状況の変化を見越した渋滞予測が可能な「渋滞予測機
能」を、自動車メーカーとして世界で初めて実用化しました。2011年の東日
本大震災の際には、被災地域の方々の移動に役立てていただくため、収集
した走行軌跡データを通行実績として一元的に集約、通行可能な道路の情
報として「Google Crisis Response」※ 1災害情報特設サイトの地図上で公開
しました。2016年の熊本地震でも、「Googleマップ」および「Yahoo!地図」
にて同様の対応を行いました。

2013年には、この「インターナビ」で得られた急ブレーキ情報や、警察・
自治体からの交通事故情報、地域の方々から提供された道路情報などを統
合・解析し、Hondaのホームページ上であらかじめ事故多発エリアなどを知
ることのできる「SAFETY MAP」のサービスも進めています。この「SAFETY 

MAP」をもとにした、地方自治体等による路面標示の追加などの道路改善
対策件数は、2013年からの累計で 150件以上にも上ります。
そのほか、日本国内において救急自動通報システム「D-Call Net®」※ 2

の運用を行っています。これは、一般的に AACN (Advanced Automatic 

Collision Notification)と呼ばれる、車両のコネクテッド技術を活用したも
ので、交通事故発生時の車両のデータを、国内の事故データ約 280万件を
ベースとしたアルゴリズムに基づき自動で分析。死亡重症確率を推定し、事
故に遭った車両から自動的に消防本部および協力病院に通報するものです。
今後、対象範囲を対歩行者事故、対二輪車事故へ広げたシステムを開発し、
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安全に関する取り組み

T O P I C S

ソフトバンクと Hondaが 5G SAおよびセルラー V2Xを活用して、
 歩行者とクルマによる事故低減に向けた技術のユースケース検証を実施
株式会社本田技術研究所（以下本田技術研究所）は、ソフトバンク株式会社（以
下ソフトバンク）と、歩行者とクルマが安全で安心して移動できる社会の実現をめざ
して、スタンドアローン（Stand Alone）方式による第 5世代移動通信システム（以下「5G 

SA」）※ 1 、およびセルラー V2X 通信システム※ 2 を活用して、歩行者とクルマによる
事故低減に向けた技術のユースケース検証を実施しました。
本田技術研究所の鷹栖プルービンググラウンド（北海道上川郡鷹栖町）に設置し
たソフトバンクの 5G SA の実験用基地局と、本田技術研究所が持つ認識技術を活用
して、ユースケースにおける技術検証を行いました。

①車両から目視できる歩行者の事故低減
走行する車両から歩行者を目視できる環境において、車載カメラで歩行者が車道

へ進入するなど事故の危険性を認識した場合、車両から直接もしくは MEC ※ 3サー
バーを介して、歩行者が所持する携帯端末に注意を促す警報通知を行います。歩行
者が回避行動をとることで、車両と歩行者の接触事故を防止します。 

②車両から目視できない歩行者の事故低減
走行する車両が、路上駐車車両などの障害物によって、歩行者を目視できない場
合、歩行者に走行車両の接近を通知するとともに、歩行者の携帯端末から走行車
両に対して、見通しが悪いエリア内に歩行者がいることを通知します。また、見通
しが悪いエリア内の歩行者を目視できる位置に他の車両がある場合は、走行車両と
歩行者、他の車両が高速でデータ通信を行うことで、接触事故を防止します。

※1  5G SA：従来の 4G のコア設備を流用し
5G の基地局と組み合わせたシステム構
成のノンスタンドアローン方式とは異な
り、新たな 5G 専用のコア設備と 5G の
基地局を組み合わせた最先端の技術。

※2 セルラー V2X：3GPP（移動通信システム
の規格策定を行う標準化団体）で標準化
された通信規格で、モバイルネットワー
クを用いて車両間、交通インフラと車両
間、ネットワークと車両間、歩行者と車
両間などで通信をする技術。

※3 MEC：Multi-access Edge Computing（マ
ルチアクセスエッジコンピューティング）
の略。基地局など端末から近い位置に
データ処理機能を配備することで、クラ
ウドサーバーと比較して通信の最適化や
高速化をすることができる技術。

車両から目視できないエリア内の情報共有（イメージ） 車載カメラによる危険歩行者特定（イメージ） 歩行者端末
HMI（ヒューマンマシンインターフェース）
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安全に関する取り組み

T O P I C S

すべての交通参加者が通信でつながる、「安全・安心ネットワーク技術」を公開
識の低下に加え、集団登園・登校の園児・児童の飛び出しなどのリスク情報をサー
バーに集約し、仮想空間上で交通環境を再現します。仮想空間上では、人の状態・
特性を考慮したうえで事故リスクの高い交通参加者の行動を予測、シミュレートし、
リスクを回避できる最適な支援情報を導き出します。それら支援情報を「協調型リ
スク HMI（ヒューマンマシンインターフェース）」により、四輪／二輪運転者や歩行者
へ直感的に知らせることで、事故が起こりうる手前で未然に回避行動を促します。

Hondaは、2030年以降の社会実装に向け、2020年代前半にシステム構築、効
果検証を完了させ、2020年代後半に標準化することをめざし、業界・官民一体の
取り組みを加速していきます。

Hondaは、2050年交通事故死者ゼロに向けて、すべての交通参加者である人と
モビリティが通信でつながることで、事故が起きる手前でリスクを予兆し、回避をサ
ポートする「安全・安心ネットワーク技術」を、2021年 11月、安全ビジョン・テクノ
ロジー取材会で、世界初公開しました。
誰もが事故に遭わない交通社会の実現に向け、通信技術の活用により、すべての
交通参加者がつながり、共存できる「協調安全社会」の実現をめざしています。
「安全・安心ネットワーク技術」では、路側カメラ、車載カメラやスマートフォンか
らの情報を通じて検知した交通環境に潜むリスク、例えば高齢者の体調変化、運転
経験不足の若者や初心者、疲労、眠気、漫然運転や急ぎ、焦りによる、注意力や意

安全・安心ネットワーク（イメージ）
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安全に関する取り組み

※ 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  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。

※ 3  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。

※ 4  受 賞 し た 6 賞：Best Forward Facing 
Child Occupant Protection 2017-2020、
Safety Technology Award、Excellent 
Awar d – C onsis tent  5 -Star（Honda 
City）、Excellent Award – Consistent 
5 - S t a r（H o n d a  C i v i c）、T h e  M o s t 
5-Star Car 2012-2016 (Adult Occupant 
Protection)、Best Road Safety Partner。

国・地域 第三者評価 機　種

日本 JNCAP 5★ ヴェゼル

欧州 Euro NCAP 5★ 2021 年度実績なし

中国
C-NCAP 5★ フィット

C-IASI ※ 2 GGG 2021 年度実績なし

米国

NCAP 5★ Acura MDX / Acura TLX

IIHS ※ 3

TSP+

Acura RDX / Acura TLX / アコード / インサイト / 
オデッセイ
Acura MDX / シビック セダン / シビック ハッチ
バック

TSP CR-V

オーストラリア ANCAP 5★ 2021 年度実績なし

東南アジア ASEAN NCAP 5★ シビック セダン

南米 Latin NCAP 5★ 2021 年度実績なし

主な第三者評価結果（2021年度テスト実施）

シビックが ASEAN NCAP ファイブスターを獲得

ASEAN NCAPの 10周年記念式典で Hondaが 6つの賞を
受賞

T O P I C S

2021年 10月、シビック（2021年 8月タイで発売）が、アセアン地域の第三者安
全評価である ASEAN NCAPで、ファイブスターを獲得しました。新たに始まった
2021-2025プロトコルは、成人・子どもの乗員保護、安全運転支援に加え、二輪車
に対する安全で優れた評価を受ける必要があります。シビックは二輪車検知機能付
きAEBを搭載したクルマとしては、初めての受賞となります。

2021年 12月、マレーシアで ASEAN NCAP 10周年記念イベントが行われ、この
10年で車両の安全性能を確保する取り組みを行った自動車メーカーが表彰されま
した。

Honda は、Best Road Safety Partner 賞、Safety Technology Award（Honda 

Civic – AEB for Motorcycle）など業界最多の 6つの賞※ 4を受賞しました。

第三者評価
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。

ASEAN NCAPで 6つの賞を受賞

シビック
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