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安全への取り組み お客様第一・品質第一
への取り組み 豊かな社会づくり 社会貢献活動 人権の尊重 ビジネスパートナーと

ともに 従業員とともに 安全・健康 人材育成
（教育・キャリア開発）

ダイバーシティ＆
インクルージョン

従業員が笑顔で
働ける環境づくり

ステークホルダー・
エンゲージメント

三位一体の
取り組み

事故の調査・解析
実際の事故を調査・解析講習会などを通じ

交通安全への意識を高める

人

事故の回避や
衝突時の
乗員保護支援の
技術開発

クルマ
渋滞情報や
信号・道路などの
整備・運営

交通環境
事故を再現し、
事故への対策を検討

シミュレーション
実際の車両を評価し、
安全な車両を追求
対策技術を実車に
織り込み

開発・評価

実安全の
追求

安全への取り組み

WHO（世界保健機関）の調査結果※によると、交通事故による全世界の死亡者数は125万人で、死亡原因の9位となっています。日本・米国・欧州では少しずつ減少
傾向にありますが、特に新興国ではクルマの増加に教育や交通環境が対応しきれず、このまま対策を講じないでいると、2030年には死亡原因の7位になるといわれています。トヨタ
の究極の願いである「交通死傷者ゼロ」に向けて、安全なクルマの開発が必要なことはもちろんですが、並行して、ドライバーや歩行者という「人」に対する啓発活動、信号設置や道路
整備など「交通環境」整備への働きかけも欠かせません。トヨタでは安全なモビリティ社会の実現に向け、人・クルマ・交通環境の「三位一体の取り組み」を推進するとともに、事故に学び、
商品開発に生かす「実安全の追求」が重要と考えています。また、交通死傷者ゼロに向けた安全技術の基本的な考え方として「統合安全コンセプト」を掲げ、技術開発を推進しています。

駐車から通常運転、衝突直前、衝突、事故後の救助
まで、「さまざまな運転ステージで最適なドライバー
支援を行う」。そして、クルマに搭載される安全シス
テムを個別に考えるのではなく、「個々のシステム
の連携を図ることでより安全性を高めていく」。こ
れが統合安全コンセプトの考え方です。

※ WHO“Global Status Report on Road Safety 2015”より

個々の技術・システムの連携イメージ

基本的な考え方

統合安全コンセプト

ドライブスタート
コントロール

インテリジェント
クリアランスソナー

インテリジェント
パーキングアシスト

レーダークルーズ
コントロール

ブラインドスポット
モニター

レーンキーピング
アシスト

レーンディパーチャー
アラート

ナビ協調システム インフラ協調型
安全支援システム

インテリジェントAFS

ロードサインアシスト

パノラミックビュー
モニター

バックガイドモニター

アダプティブハイビーム
システム

オートマチックハイビーム

基本機能

警報

プリクラッシュブレーキ
アシスト

プリクラッシュブレーキ

追突回避支援PCS

歩行者衝突回避支援PCS

種類

衝突安全ボデー構造

ポップアップフード

シートベルト

エアバッグ

シート

衝突

駐車 予防安全 プリクラッシュセーフティ 衝突安全 救助

事故の被害を軽減する事故を未然に防ぐ

プリクラッシュ
セーフティ GOA ヘルプネット

D-Call NetVDIM

ABS

トラクション
コントロール

VSC

車両

ブレーキアシスト
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先進安全技術

普及技術

高度運転支援技術 自動運転技術

Step Up

統合化・小型化・低コスト化

Step Up
交通事故
死傷者

ゼロ社会

Step Up Step Up

レクサス「LS」 新型レクサス「LS」 次世代

第1世代
Toyota Safety Sense 第2世代 次世代

交通死傷者ゼロ社会の実現には、市場で効果の高い
安全運転システムを、より早く開発し、より多くの
クルマに搭載させていくことが重要です。
そのためには、「先進安全技術の開発」と「そこで
培ったノウハウを普及技術の開発に生かすこと」の
二つの開発を並行して進めていく必要があります。

2017年の国内交通事故による死者数は3,694人(前年比210人減)で、警察庁が統計
を開始した1948年以来で最少となりました。道路利用者別で見ると歩行者の死者が
最も多く、65歳以上の高齢者の死者数の全体に占める割合は年々高くなっています。
また近年では、駐車場などでのブレーキとアクセルの踏み間違い事故や高速道路での
逆走事故など、高齢者が加害者になる事故が社会問題となっています。
こうした背景を受けて、従来の衝突安全に加えて事故防止に寄与する予防安全技術に
注目が集まっています。
トヨタでは自動ブレーキを含む複数の予防安全システムをパッケージ化した「Toyota 
Safety Sense」を、ほぼすべての乗用車に展開しているほか、ペダル踏み間違い事故
に対応したICSの展開を進めています。
さらに、高度な運転支援技術の集合体である自動運転技術は、交通事故死傷者低減に
大きく貢献することが期待されています。トヨタは「すべての人が安全、スムース、自由
に移動できる社会の実現」を目指し、安全を最優先に自動運転技術の開発に積極的に
取り組んでいます。

安全技術の普及展開安全技術開発の普及促進

交通事故の実態とトヨタの安全技術

2017年度の主な取り組み（実績） 2018年度の主な取り組み
◦「Toyota Safety Sense」「インテリジェントクリアランスソナー（ICS）」の事故低減効果を公表
◦「Toyota Safety Sense」（第1世代）装着台数がグローバルで500万台突破
◦駐車スペースでの事故被害軽減を目的としたパーキングサポートブレーキ
　（静止物、後方接近車両、後方歩行者）をレクサス「LS」に搭載
◦世界初アクティブ操舵回避PCSと高度運転支援Lexus CoDriveを採用した「Lexus Safety System + A」を
　新型レクサス「LS」に搭載

◦「Toyota Safety Sense」を進化させた第2世代版を2018年販売車種より順次導入
◦D-Call Net®本格運用とヘルプネットのD-Call Net®対応
◦バーチャル人体モデル「THUMS」Version 6発売

過年度実績および本年度の主な取り組み

状態別死者数 高齢者（65歳以上）の死者数

出典：警察庁 H29年中の30日以内交通事故死者の状況より 出典：警察庁 H29年中の交通事故死者数について
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第2世代システムへと進化させた「Toyota Safety Sense」を2018年発売の新型車か
ら日本、北米、欧州を中心に順次導入しています。第2世代は、形状認識と距離を検知す
るための2つのセンサー「単眼カメラ+ミリ波レーダー」の構成により、交通事故防止
や死傷者のさらなる低減、およびドライバーの運転負荷軽減を目指しています。
第2世代の進化は、①カメラ･レーダーの性能向上などにより検知対象を拡大し機能を
向上、②高度運転支援機能･レーントレーシングアシスト（LTA）を採用、③ユニットを
小型化し搭載性を向上した点にあります。例えば「夜間歩行者」「自転車運転者」の検知
機能を新たに備えることで、歩行者死亡事故の約70％を占める夜間事故や、自転車死亡
事故の約75％を占めるクルマとの事故の低減を可能とするなど、重大事故のカバー範囲
を拡大しています。また、ドライバーの負担軽減･利便性向上などのため、高度運転支援
機能をパッケージ化しています。

歩行者 35％

路外逸脱 31％

交差点 20％

追突 5%

その他 9%

約90%
交通死亡事故

3,694人

夜間 70％

昼間 30％ 歩行中死者数
1,347人

2015年、トヨタは死傷者低減効果の高い安全システムをグローバルに展開するため、
新しい予防安全パッケージ「Toyota Safety Sense」を市場導入しました。「Toyota 
Safety Sense」は、ドライバーによる安全運転を前提にした上でドライバーをサポート
し、事故発生の可能性を下げるとともに、万が一の事故の際にも被害軽減につなげる
との考え方に基づいています。先行車や歩行者との衝突回避支援または被害軽減を図
る「プリクラッシュセーフティ」（PCS）、車線逸脱による事故の予防に貢献する「レーン
ディパーチャーアラート」（LDA）、夜間の前方視界確保を支援する「オートマチックハイ
ビーム」（AHB）を中心とする、複数の予防安全機能をパッケージ化することで、低速域
から高速域まで衝突回避支援または被害軽減を図っています。実際の交通環境における

「Toyota Safety Sense」装着車の実安全性では、追突事故で約5割、さらに駐車場での
接触や衝突、急発進など、低速での衝突回避を支援するICSとの組み合わせでは約9割の
事故低減効果を発揮しています（トヨタ調べ）。2017年11月には、日米欧のほぼすべて
の乗用車への設定（標準もしくはオプション）を完了。装着台数はグローバルで既に累計
800万台に達しました（2018年4月時点）。その他の地域についても、各地域の道路環境
や法規などを確認しながら着実に市場導入を推進中です。

人とクルマを事故の危険に近づかせない予防安全システムの技術開発を推進しています。

歩行者死亡事故（昼夜割合）

類型別交通死亡事故件数比率 「Toyota Safety Sense P」とICSの事故低減効果

「Toyota Safety Sense」装着台数がグローバルで800万台突破

普及型予防安全パッケージ「Toyota Safety Sense」第2世代版を2018年より導入予防安全

約800万台
「Toyota Safety Sense」装着台数

追突事故発生率

装備なし

約5割減
約9割減

Toyota Safety
 Sense P

Toyota Safety
 Sense P & ICS

0 10 20（件/万台・年）

出典：警察庁 交通局
　　  「平成29年における交通死亡事故の特徴について」

※ 事故発生率は、事故件数を走行台数（販売台数を販売時期を
もとに換算）で割り、算出
対象車種：プリウス、調査期間： 2015年12月〜 2016年
12月、調査対象：約24万7,000台
うちToyota Safety Sense Pのみ搭載車は約8万4,000台
Toyota Safety Sense PとICS搭載車は約12万1,000台

出典：警察庁 交通局
　　  「平成29年における交通死亡事故の特徴について」

高度運転支援技術レーントレーシングアシスト

横断自転車運転者対応プリクラッシュセーフティ夜間歩行者対応プリクラッシュセーフティ

グローバル
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2015年秋、路車間・車車間通信を活用した協調型運転支援システム「ITS Connect」の
実用化を開始。本システムは、車載センサーでは捉えきれない見通し外のクルマや歩行
者の存在、信号などの情報を取得し、ドライバーに知らせることで、発生件数の多い
交差点事故の低減に貢献します。
今後は、ITS技術と制御技術を連携させることで、すべてのドライバーが安全、スムース、
自由に移動できる、自動運転の実現を目指していきます。

「個々のシステムの連携を図ることでより安全性を高めていく」トヨタの統合安全コン
セプトのもとに、プリクラッシュセーフティ（PCS）と連携し、衝突時の保護装置を作動
させる予防連携機能の技術開発を推進しています。
PCSが車両と衝突する可能性が高いと判断した場合に、乗員を保護する装置であるシート
ベルト機構やSRS＊サイドエアバッグ/SRSカーテンシールドエアバッグの作動を準備
する機能、およびPCSが歩行者や自転車と衝突する可能性が高いと判断した場合には、
歩行者や自転車運転者を保護するためのポップアップフードの作動を準備する機能を
開発しました。
2017年10月発売のレクサス「LS」に、サイドエアバッグ／カーテンシールドエアバッグ
とポップアップフードの作動を準備する機能を、2018年6月発売の新型「クラウン」
に、シートベルト機構とポップアップフードの作動を準備する機能を設定しています。

衝突事故の際、乗員の傷害低減には、ドアや車外物などの車内への侵入を抑えることと
衝撃を吸収することが有効です。衝撃吸収ボデーと高強度キャビンからなる、最新の衝
突安全ボデーは、重量・車高の異なるクルマ同士の衝突時の安全性を追求する、コンパ
ティビリティの概念を採り入れています。
さらに、次世代プラットフォーム戦略「TNGA」によるクルマづくりにおいて、前面、
側面、後面衝突に加え、斜め前面衝突にも対応した最新のGOAに基づく、優れた衝突
安全ボデーを開発。2015年発売の「プリウス」、2016年発売の「C-HR」、2017年発売の

「プリウスPHV」「カムリ」、レクサス「LC」「LS」、2018年発売の「クラウン」「カローラ
スポーツ」に採用しています。

シートベルト機構

協調型運転支援システム「ITS Connect」

予防連携機能の設定

衝撃吸収ボデーと高強度キャビン

衝突安全は、衝突エネルギーを吸収するボデー構造と、乗員を効率的に保護する装置を
組み合わせ、衝突の被害を最小限に抑えることを目的としています。
1995年、世界トップレベルの安全性を追求するため、GOA（Global Outstanding 
Assessment）という衝突安全性能に関するトヨタ独自の厳しい社内目標を設定し、衝突
安全ボデーおよび乗員保護装置を開発。以後、トップレベルを維持するために、GOAを
常に進化させ、多様な事故における実安全性を高めています。
また、人体の傷害メカニズムを解明するため、ダミー人形では計測不能な人体への
影響をシミュレートするバーチャル人体モデル「THUMS（Total Human Model for 
Safety）」を開発し、人体各部の傷害予測に役立てています。

衝突安全

ポップアップフード

プリテンショナー機構

シートベルトの動き

フォースリミッター機構

主な路車間通信システム (DSSS: Driving Safety Support Systems)

主な車車間通信システム (CVSS: Connected Vehicles Support Systems)

右折時注意喚起 交差点で右折待ち停車時に、接近する対向直進車や右折先に歩行者がいるにもかかわらず
発進しようとする場合に、表示とブザー音による注意喚起を行います

赤信号注意喚起 赤信号交差点に近づいてもアクセルペダルを踏み続け、ドライバーが赤信号を見落とし
ている可能性がある場合に、表示とブザー音による注意喚起を行います

通信利用型
レーダークルーズ
コントロール

先行車両が通信利用型レーダークルーズコントロール対応車両の場合、取得した先行車
両の加減速情報にすばやく反応して車間距離や速度の変動を抑制し、スムーズな追従走
行を可能とします

緊急車両存在通知
サイレンを鳴らしている緊急車両 (救急車) が存在する場合に、ブザー音が鳴り、自車両
に対するおよその方向・距離・緊急車両の進行方向を表示します。2018年9月時点、愛
知県名古屋市周辺で通知を受けることができます

＊ SRS（Supplemental Restraint System）：乗員保護補助装置

路車間通信システムに対応している交差点についてはホームページをご覧ください
Web  https://toyota.jp/technology/safety/itsconnect/　Web  https://lexus.jp/brand/technology/itsconnect/
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安全への取り組み お客様第一・品質第一
への取り組み 豊かな社会づくり 社会貢献活動 人権の尊重 ビジネスパートナーと

ともに 従業員とともに 安全・健康 人材育成
（教育・キャリア開発）

ダイバーシティ＆
インクルージョン

従業員が笑顔で
働ける環境づくり

ステークホルダー・
エンゲージメント

緊急事態発生

D-Call Net®の流れ
ヘルプネット®の流れ

事故や急病時に
ワンタッチで通報

必要に応じてドクターヘリが出動
医師を現地に派遣

現場へ急行

エアバッグ作動に連動し、自動的に通報
位置情報など車両データを送信

ドクターヘリ基地病院

警察
車両データに
基づき乗員の
重症度を推定

重症度情報を送信

消防

連携

ヘルプネット
センター

or

人体に衝撃が加わった際の傷害をコンピュータ上でシミュレートできるバーチャル人体
モデル「THUMS」は、人体の形状、骨の強度、内臓や皮膚の柔軟性などの人体の力学
特性を再現しています。

「THUMS」は人体各部位の傷害程度を予測することが可能で、2000年に開発されて
以降、エアバッグなど乗員保護装置の技術開発に活用され、クルマのさらなる安全性能
向上に貢献しています。
さらに2007年以降トヨタは、一般の車両だけでなく、モータースポーツにおける事故
の傷害解析にも「THUMS」を応用、2017年3月には、モータースポーツの安全研究を
統括する「Global Institute」と4年間の共同研究契約を締結しました。

「D-Call Net®」は、交通事故における救命率をさらに高めるための車両のコネクティッド
技術を活用した救急自動通報システムの一つです。交通事故でエアバッグが作動すると、
衝突方向や衝突の激しさ、シートベルトの着用有無などの車両データを自動送信し、国内
約280万件の事故データに基づき自動で分析、死亡重症確率を推定します。それらの情報を
消防本部およびドクターヘリ基地病院に送信することにより、ドクターヘリやドクターカー
の早期出動の判断を促し、救急出動までの時間を短縮し救命率向上につなげます。トヨタは
2015年11月から、認定NPO法人救急ヘリ病院ネットワーク（HEM-Net）、本田技研工業
株式会社、株式会社日本緊急通報サービス（HELPNET）と共同で「D-Call Net®」の試験
運用に取り組み、2018年6月より本格運用を開始しています。

ヘルプネット（エアバッグ連動タイプ）イメージ

バーチャル人体モデル「THUMS」

救急自動通報システム（D-Call Net®）

事故や急病の際は、一刻も早い対応が求められます。トヨタは2000年より情報ネット
ワークG-BOOK（現 T-Connect）、G-Linkを活用し、緊急通報システム「ヘルプネット®」
サービスを開始しており、2018年6月時点の会員数は170万人を超えています。「ヘルプ
ネット®」は、突然の事故や急病時に、専門オペレーターが警察や消防に迅速な緊急車両
の手配を行います。エアバッグ作動時には自動でオペレーターに接続し、ドクターヘリ
などの早期出動判断を行う「D-Call Net®」に対応しています。

救助

安全に関する外部評価

JNCAP＊1予防安全性能評価 
「ASV＋＋」（最高評価）

「ハリアー」「C-HR」

JNCAP衝突安全性能評価
「５★（ファイブスター賞）」（最高評価）

「C-HR」「JPN TAXI」

米国 IIHS（米国道路安全保険協会）の
自動車アセスメント 「TSP+＊2」（最高評価）

「Camry」「Corolla」「Prius」「Prius v」「RAV 4」、
Lexus「ES350」「NX」「RC」「RX」

自動車アセスメント 「TSP」（最高評価） 「Avalon」「Yaris iA」、Lexus「CT200h」

米国 NCAP＊3「５★」（最高評価） 「Avalon」「Camry」「C-HR」「Corolla」「Highlander」「Prius」
「RAV 4」「Sienna」「Yaris iA」、Lexus「ES」「IS」「NX」「RX」

欧州 Euro NCAP＊3「５★」（最高評価） 「C-HR」「Yaris」

豪州 ANCAP＊3「５★」（最高評価） 「Avensis」「Camry」「C-HR」「Corolla」「Kluger/Highlander」
「Yaris」、Lexus「CT」「NX」

アセアン ASEAN NCAP＊3「５★」（最高評価）「VIOS」「YARIS」「YARIS ATIV」

ラテン Latin NCAP＊3「５★」（最高評価） 「Corolla」

＊1 JNCAP（Japan New Car Assessment Program）：安全な自動車の普及のために、国土交通省と独立
行政法人自動車事故対策機構が公表している自動車の安全情報

＊2 TPS＋：TPSの中でも最優秀事例として選ばれたクルマ
＊3 NCAP（New Car Assessment Program）：各国・各地域で行っている自動車アセスメント

◦期間 日本：2017/4 〜 2018/3、米国NCAP：2018MY、米国IIHS：2016/12 〜 2017/11、その他：
　2017/1 〜 12

※ドクターヘリは、場所、時間帯、天候などにより出動できない場合があります
　また、「ヘルプネット®」ボタンを押した場合は「D-Call Net®」には対応しません
※「ヘルプネット®」は、株式会社日本緊急通報サービスの登録商標です
※「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
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多くのクルマや人が交錯する駐車スペースでは、細心な周辺確認や複雑な運転操作が必
要となるため、事故発生率も高くなっています。トヨタは、駐車時の安全性能をさらに
高める「パーキングサポートブレーキ（PKSB）」を開発、2017年10月発売のレクサス

「LS」に搭載しました。
「PKSB」は、従来の前後進行方向にある障害物との衝突を回避または被害を軽減する
ICS、後退出庫時の後方接近車両との衝突を未然に防ぐ「リヤクロストラフィックオート
ブレーキ」に加え、後退して出庫する際、自車後方の歩行者をリアカメラで検知し、衝突
の可能性がある場合に作動する世界初の警報および自動ブレーキで、衝突を回避または
衝突被害を軽減します。
駐車時の運転支援にもさまざまな角度から技術開発に取り組み、これまでに障害物のお
知らせ機能「クリアランスソナー」、シフト誤操作時の急発進･急加速を抑制する「ドラ
イブスタートコントロール」、駐車時のステアリング操作をアシストする「インテリジェ
ントパーキングアシスト」、自車の上から見下ろす映像により周囲の安全確認ができる

「パノラミックビューモニター」、ガイドラインでスムーズな後退駐車をサポートする
「バックガイドモニター」などを商品化。駐車場での運転負荷軽減に寄与しています。

2011年1月、より安全で信頼できる交通手段の確立を目指し、米国ミシガン州のTTC
（Toyota Technical Center）内にCSRCを設立しました。2017年3月には、第1期の
プロジェクトが完了。5年間で、23の大学および研究機関と44の研究プロジェクトを
立ち上げ・完了し、200以上の論文を発行。また、車両安全、交通安全の開発に携わる
すべての方々のお役に立てるよう、さまざまな車両安全関連の会議での発表などを通じ
て研究成果を公にしてきました。
2017年からは新たに第2期プロジェクト「CSRC ネクスト」を開始。これは、進化する
車両技術に対して、人間がどう関与していくのかを理解することが大切であるという、
トヨタのスタンスを反映したものです。3,500万ドルを新規投資して、5年間にわたり、
自動運転や「つながるクルマ」の課題や可能性について集中的に研究を行い、研究結果
については、社外公開することを予定しており、業界全体を通した自動車の安全性向上
に貢献します。

パーキングサポートブレーキ（静止物、後方接近車両、後方歩行者）

駐車場事故の低減に寄与する「パーキングサポートブレーキ」

米国・先進安全技術研究センター (CSRC＊）の取り組み支援

「交通事故死傷者ゼロ」への貢献のため、1990年代から自動運転技術の研究開発に取り
組んでいます。あるときは見守り、あるときは助け合う、気持ちが通った仲間の関係を
築くというトヨタ独自の自動運転の考え方「Mobility Teammate Concept」のもと、
自動運転技術により、高齢者や体の不自由な人を含むすべての人が安全、スムース、自由
に移動できる社会を目指しています。

交通事故全体の約3割が、駐車場で発生＊しているといわれています。周囲の安全確認
や繰り返しのステアリング操作は、ドライバーの負担になりやすく、また、ペダルの操
作ミスも、しばしば事故につながります。トヨタは駐車時の視認性向上や運転操作をサ
ポートする技術を開発し、事故予防や被害の低減を目指しています。

自動運転駐車支援

＊ 日本損害保険協会発行「駐車場事故の実態」より（東北6県の統計）

＊ CSRC（Collaborative Safety Research Center）

対後方歩行者サポートブレーキ

リヤクロストラフィックオートブレーキ（RCTAB）

インテリジェントクリアランスソナー（ICS）

後方歩行者

後方接近車両

静止物

詳細情報 「Annual Report 2018」（P18）　Web  https://www.toyota.co.jp/jpn/investors/library/annual/
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トヨタは、国が推奨する「セーフティ・サポートカー（通称：サポカー）」の普及に合わせて、
トヨタ販売店と一体となった安全技術のさらなる普及とお客様への啓発活動を続けて
おり、安全・安心なカーライフの実現に向けた「サポトヨ（安全・安心の活動の総称）」
を全国で展開しています。
ハイビーム運転や反射材着用の有効性を広く訴求する「マチホタル」計画などの交通

安全啓発活動をはじめ、お客様との架橋となる各販売店のスタッフを対象とする安全
技術（ICS）のライセンス研修会を継続的に実施し、お客様向けの店頭での安全技術体験
を拡大。また、販売店主体の交通安全啓発イベント「サポトヨパーク」では、地方自治体
などと連携し、教習所などのコースや設備を生かしたさまざまなサポトヨ実体験イベント
に地域住民の方に参加いただくなど、交通事故死傷者ゼロ社会の実現に向けた取り組み
を推進しています。

技術と人で、安全安心をサポートするトヨタの「サポトヨ」

交通事故未然防止のためには「人」への啓発活動も重要と考え、1960年代に全国のトヨタ
販売店と協同で、「幼児向け交通安全教材の贈呈活動」を開始し、新入園児に交通安全
絵本・紙芝居を贈呈しています。以降、幼児向け交通安全教室「トヨタセーフティスクー
ル」を毎年開催。2005年には富士スピードウェイ内に「トヨタ交通安全センター モビ
リタ」を設立。ドライバー向け安全運転実技講習会「トヨタ ドライバーコミュニケー
ション」を定期的に開催しています。海外では各事業体が、各国・各地域の交通状況や事
故の状況、交通安全に対する意識などを踏まえ、教育や啓発などに取り組んでいます。
また、トヨタ自動車の長年の交通安全啓発活動のノウハウを生かし、タイやベトナムで
の安全運転インストラクター養成など、現地事業体の活動を支援しています。

人への取り組み

1969年から続けてきた交通安全啓発活動が、2018年で50年目を迎えました。
歩行中の交通事故死傷者数は7歳児が突出して多くなっています。トヨタはそのよう
な状況を踏まえ、小学校入学前の幼児に「道路への飛び出しの危険」をテーマにした
交通安全絵本・紙芝居を届ける活動を続けています。これまでに配られた絵本は約
1億4,407万部、紙芝居は約166万部。さらに幅広い層に向け、交通安全活動が動き
だしています。
時代は変わり、クルマも変わります。しかし、大事な人の安全を願う気持ちは、ずっと
変わることはありません。トヨタの活動も、たった一つの変わらない思いとともに続
いていきます。その小さな積み重ねがきっと、世界を変えるエンジンになると考えて
いるからです。「安全はトヨタの願い。そして、みんなの願い」です。

かわらない思いが、世界を変える〜 50年目を迎える『交通安全絵本・紙芝居』の贈呈

交通安全絵本・紙芝居の贈呈式 交通安全絵本・紙芝居 50年記念号 
※ 警察庁資料「子供等の交通事故について（H24 〜 28の5年間の平均）」より

トータルカーライフ提案
（安全運転などの啓発）

サポトヨプラス/
ウェルキャブの提案

交通安全啓発/
社会貢献活動

購入時理解体験/
丁寧な説明の徹底

販売店

お客様の充実した
カーライフのため

高齢者カーライフの
安心・快適化のため

地域全体のためお客様の安全のため

安全機能の普及促進　　交通安全の啓発活動

地域のお客様 メーカー 国・自治体

安全・安心な
カーライフの
実現

サポカー
推進

トヨタの先進安全技術
（Toyota Safety Sense ICS）

ウェルキャブ開発
フレンドリー用品

販売店スタッフ
教育サポート




