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慌てず冷静に！

5 → 4 → 3 → 2 と順番に

急激なシフトチェンジは危険

ハンドルが急に
重くなる。

ゆっくり
じっくり

突然、あなたの運転する車両のブレーキが故障！どんな対応をすればいいか考えましょう。

ブレーキが故障して、危険
な状態にあることを、周囲
の車両に素早く伝える必
要があります。
今出来ることを駆使して
対応しましょう。

パーキングブレーキでの
減速も試してみる価値が
あります。落ち着いてゆっ
くり作動させましょう。

１
旅 / 貨 共通

テーマ 車両故障に対応するには

危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法

■押さえておきたいポイント

１

２

３

１

ブレーキ故障の際の対応

タイヤがパンクしたときの対応

ブレーキ故障の際の対応

周囲の車両に対して注意喚起をする

パーキングブレーキは、フットブレーキと比較して、制動力が弱い印象があります。だからと言って
力いっぱい引いたり、踏みつけたりして急に作動すると、後輪がロックされて、車の挙動を制御する
ことがむずかしくなる可能性があります。慌てずじっくり操作しましょう。

ブレーキ以外の制動操作をする
メインブレーキが故障した場合、その他の制動操作ができないか、考えてみましょう。

エンジンブレーキ

バスの場合は
乗客にシートベルトを付
けるようにアナウンスし
ます。
特に幼児がいる場合は、
保護者が抱え込むように
して保護します。

マニュアルの場合も、オー
トマチックの場合も、冷静
に 1 段ずつギアダウンを
試みましょう。

パーキングブレーキ

①タイヤを縁石やガー
ドレールなどにこすり
つけ、摩擦力を利用し
て停車できないか試し
てみます。

ここまで説明したような方法をとっても、車両が停止できず、前方に危険が迫っている場合は、非常手段の
実行も想定しておきましょう。

ハンドル操作に違和感があるとき

車両火災の対応

➁側溝にタイヤを入
れて、車両を停める
ことも考えなくては
ならないかもしれま
せん。

！

ゆっくり

急な操作
はしない

以下のようなハンドルの違和感を覚えたときは、無理をせずできる
だけ早めに停車しましょう。

ハンドルが左右どちらか
の方向に回ろうとする。

高速走行でガタガタ
と左右に振れる。

ハンドルが道路の小さな段差で大きく振られる。
ハンドルの遊びが大きくなったような感覚がする。

非常手段について

✓

✓



２ タイヤがパンクしたときの対応

このケースでは、多くの場合、異常が操作機器を通じて運転者に伝わります。
徐々に空気が減っている場合

走行中ハンドル操作に違和感があったら、まずタイヤの異常を疑いましょう。

バーストの場合
バーストは、多くの場合、前兆なしに発生し、周囲の交通も巻き込んだ大事故につながる危険があります。
バーストを引き起こす、以下のような原因に日頃から注意しましょう。

タイヤの空気圧は、高す
ぎても、低すぎても危険
です。日ごろから適性を
保つようにしましょう。

適正でない空気圧

決められた車両総重量を
超えて荷物を積載するこ
とは、タイヤに大きな負
担がかかり、危険です。

荷物の積みすぎ

タイヤは、その大部分が
ゴムでできており、経年
劣化しやすい性質があり
ます。年数で交換を考え
る姿勢も大切です。

経年劣化

サイドウォールは、タイ
ヤの骨格のような役割を
持っています。この部分
の傷は修理できませんか
ら注意しましょう。

サイドウォールの傷

どうもハンドルの
様子がおかしい…

重い…

バーストしちゃう！

重い…

３ 車両火災の対応

危険物を運搬している際は、イ
エローカードの指示に従います。

お客様には、今起きていること
を正確に伝えましょう。それが
一番の安心につながります。

①旅客に火災が発生し
たことを伝える

停車が完了したら、乗客を
ガードレールの外など安全な
場所に非難させましょう。

③乗客を速やかに避難
させる

②車両をできるだけ安
全な場所に停車する

⑤危険物を運搬してい
る車両は、イエローカー
ドの情報に従う

二次的、三次的な被害を防止
するために、落ち着いて、停
車するようにします。

警察、消防などへの通報は周
囲の協力者に任せて、運転手
は初期消火を試みます。

④周囲の通行人などに
応援を求める

危険物を運搬する際に携帯す
ることが義務付けられた指示
書のようなものです。

イエローカード

想像力を働かせよう！
運転中の予期せぬ故障に落ち着いて対応することは難しいです。

『今、ブレーキが故障したら』『ハンドルが故障したら？』『タイヤがパンクしたら？』など、それぞれの場面でどのよ
うに対応したら良いかイメージトレーニングやシミュレーションしておきましょう。落ち着いて対応することに役立
ちます。また、点検で防げる故障もありますから日頃から怠らないようにしましょう。

スタンディングウエーブ現象
タイヤの空気圧が不足した状態で高速走行をした場合に、タイヤがウエーブ（波）状に変形してしまう現象
のことです。
運転者は認識しづらく、短時間でバーストする可能性が高いため大変危険です。

パンクかな？

✓ スタンディングウエーブ現象

✓

✓



ASV（アドバンスドセーフティビークル）には 9 種類あります。主な 3 つのカテゴリーで見てみましょう。

ドライバー支援の原則
運転の主役は、あくまでも人間
であり、ASV 技術はドライバ―
を支援のためにあるとする考え
方です。

車線をはみ出しそうになると
警告だけしてくるものから、
ブレーキなどを利用して、積
極的に走行レーンのキープを
支援してくるものまで、色々
な種類があります。

２
旅 / 貨 共通

テーマ ASV（先進安全自動車）の最新事情 2023

安全性の向上を図るための装置を備える
事業用自動車の適切な運転方法

■押さえておきたいポイント

１

２

３

１

ASVの種類は 9種類

ASV推進　3つの基本方針

ASVの装備を作動させないプロの運転

ASVの種類

②車線を維持するための装置 ③事前に危険を予防するための装置

私たちが運転する車には、目
視やミラーで確認することの
できない死角がたくさんあり
ます。ASV の装備には、この
ような弱点を補ってくれるも
のもあります。

国土交通省が定める基準でのASV
・衝突被害軽減ブレーキ
・ふらつき注意喚起装置
・車線逸脱警報装置
・車線維持支援制御装置

・車両安定性制御装置
・先進ライト
・側方衝突警報装置

・ドライバー異常時対応システム
・統合制御型可変式速度超過抑制装置

２ ASV推進　3つの基本方針

衝突被害軽減ブレーキがこの
カテゴリーの代表です。
カメラやミリ波レーダーを利
用して、前方の障害物に対し
て自動的にブレーキを作動さ
せるなど、積極的にシステム
が介入してきます。

①被害を軽減するための装置①被害を軽減するための装置

人間　or　ASV搭載車
責任は？　事故を起こしてしまったら？

自動運転車両が事故を起こしても、運転するのは人間です。
つまり、責任は運転していた人間にあると判断されます。

３ ASVの装備を作動させないプロの運転

ドライバー受容性の確保
ASV に採用される技術は、運転
するドライバーが普段どおりの
運転方法で利用できるものでな
くてはいけません。

社会受容性の確保
ASV 技術は、他の自動車、歩行
者などと公道を共有できるよう
に、社会から受け入れられる配
慮が必要です。

ASV は、あくまでも人間（ドライバ―）を支援してくれる技術です。
そして、バスやトラックを運転する皆さんは、プロのドライバーです。
ASV を上手に利用することは、安全な運行のために大切ですが、なによりもまず、ASV の緊急装備が
作動しなくて済むような運転を心がけるようにしてください。

車は脇役

主役はドライバー

ふらつき注意喚起装置、車線逸脱警報装置、車線維持
支援制御装置など。

統合制御型可変式速度超過抑制装置、側方衝突警報
装置など。

✓



①急病人の胸の中央あたりに、
左手を置きます。

④胸骨圧迫は、1 分間に 100
回程度を目安に行います。

④指示があったら、電気ショッ
クのボタンを押します。

①ふたを開くと自動的に起動
します。

心室細動
心臓を動かしている電気系統に、何か障がいが生じ、心室がブ
ルブル震える（細動）することで血液が正常に送りだせなくなっ
た状態のこと

３
旅 / 貨 共通

テーマ AEDの使い方

危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法
負傷者の救護

■押さえておきたいポイント

１

２

３

１ 人が倒れていたらどう対応するか

胸骨圧迫について

AEDの使い方

最初に行うのは、意識レベル
の確認です。
声掛け・体をたたく・痛み刺
激を与える、などの方法があ
ります。

２ 胸骨圧迫について

①声をかけて意識の確認

３ AEDの使い方

救命には、多くの人の協力が
必要です。
救急車の要請から、AED の手
配まで、できるだけ周囲の人
の手助けを求めましょう。

➁周囲に協力を求める

人が倒れていたらどう対応するか

②自分の右手を左手に重ね合
わせます。

③胸が 5 センチ沈むくらいの
強い力で、急病人の胸を圧迫
し、すぐに元に戻し、再度圧
迫という手順を繰り返します。

③ AED の指示を待ちます。

➁ AED の指示に従い、パッ
ドを患者に貼り付けます。

突然死を引き起こす可能性もあり、大変危
険なので素早く救命救急措置が必要です。

意識レベルが保たれているので
あれば、AED は不要です。
日頃から頭の中でシミュレー
ションしたり、会社などで練習
したりしておきましょう。

✓
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