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Road Trip Safety

Japanese traffic rule check (quiz) : 14 questions in all

การตรวจสอบกฎจราจรของญี่

Pemeriksaan peraturan trafik Jepun (kuiz): 14 soalan dalam semua
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Quiz about road safety rules in Japan (14 questions)
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Please enter your information

回答者様についてお教えください

Gender
性別 女性

FemaleMale
男性

Generation
年齢

Teens
10代

Twenties
20代

Thirties
30代

Forties
40代

Fifties
50代

Over sixty
60代～
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日本では、自動車は右車線、左車線のどちらを走行しますか？

Left lane
左車線

Right lane
右車線

01

A B

Q In Japan, which side of the road should you drive on?
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Answer/回答

Left lane
左車線

Right lane
右車線A B

Left lane
BB
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Description／解説

Cars drive on the left side of  the road in Japan

【母国語】日本では、左車線を走行します
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In Japan, which side is the steering wheel on?

日本の自動車は通常、右ハンドル、左ハンドル、どちらになっていますか？

Left-hand drive
左ハンドル

Right-hand drive
右ハンドル

02

A B

Q
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Answer/回答

A BLeft-hand drive
左ハンドル

Right-hand drive
右ハンドル

Right-hand drive
右ハンドルAA Left-hand drive

左ハンドル
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Description／解説

日本では自動車は左車線走行することから、右ハンドル仕様となっています。左ハンドル仕様とは、ウ
インカーレバーの位置が反対ですので、注意しましょう。

In Japan, cars drive on the left side of the road. Generally, the steering wheel is 
on right side of the car. It is dangerous to drive on the opposite side. Please be 
aware of this when driving.
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日本の信号機の表示で、正しい組み合わせを選んで下さい。

03Q Please choose the correct answer
for each traffic light color meaning.

止まれ

進め

A

A

B

B

C

C

進行注意

Stop

Go

Go with caution
A B C
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Answer/回答

A

A

B

B

C

C

A B C

止まれ

進め

進行注意

Stop

Go

Go with caution
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Description／解説
The meaning of Japanese traffic light colors are as 
follows. Please take note:
① Red: Stop (Stop at the Stop sign)
② Blue (Green): Go (Proceed forward, or turn right or left)
③ Yellow (Orange): Go with caution
    (If you stop, do not go ahead of the Stop sign).

日本では、信号機の色はそれぞれ以下の意味となっていますので、
注意しましょう。
①赤：止まれ（停止位置で停車）
②青（緑）：進め（直進、左折、右折が可能）
③黄（オレンジ）：進入注意
（停止できるタイミングでは、停止位置から先に進んではいけない）

日本の信号

Japanese
traffic lights
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STOP

STOP

日本の交差点のルールで、正しいものはどちらですか？

歩行者優先

Pedestrians
have priority

車両優先

Vehicles
have priority

04

A B

Q In Japan, which is the correct answer at an intersection?

Next / 次へ



Answer/回答

A B

STOP

STOP

歩行者優先

Pedestrians
have priority

車両優先

Vehicles
have priority

Pedestrians
have priority BB have priority
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Description／解説

STOP

自動車が交差点を右左折する際、日本では以下の優先順位となっているので、注意しましょう。
①歩行者優先（左折時も、右折時も）
②左折車優先
③右折時は、対向してくる直進車優先

In Japan, when cars turn right or left at an intersection, please 
take note that the order of priority is as follows:
① Pedestrians have priority (when cars turn right or left)
② Priority to cars turning left
③ Priority to oncoming cars going straight
 　when you are waiting to turn right
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この標識は、どのような意味でしょうか？

徐行
Slow/Yield

一時停止
Stop

進入可
Entry Permitted

駐車禁止
No Parking

05Q What is the meaning of this sign?

BBAA

CC DD
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Answer/回答

AA

CC

徐行
Slow/Yield

一時停止
Stop

進入可
Entry Permitted

駐車禁止
No Parking

BB

DD

徐行
Slow/Yield

一時停止

進入可
Entry Permitted

駐車禁止
No Parking
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Description／解説

STOP

日本では、危険を防止するため、以下の場所では「一時停止（STOP）」
するルールになっています。
①「止まれ」の標識がある場所
②赤信号が点滅しているとき
③踏切の前でも一時停止が必要

In Japan, cars must Stop at the places 
below:
① Stop sign
② Red blinking traffic lights
③ In front of a railroad crossing
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この矢印信号は、どういう意味でしょうか？

06Q

BBAA

CC DD

What is the meaning of
this arrow traffic light? (Single answer)

自動車が、
直進と左折が可能

Cars can go straight
and turn left

自動車が、右折が可能
Cars can turn right

路面電車が、右折可能

Trams/streetcars/trolleys
can turn right

歩行者が、直進可能

Pedestrians can 
go straight
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Answer/回答

AA

CC

自動車が、
直進と左折が可能

Cars can go straight
and turn left

路面電車が、右折可能

Trams/streetcars/trolleys
can turn right

自動車が、右折が可能
Cars can turn right

歩行者が、直進可能

Pedestrians can 
go straight

BB

DD

自動車が、
直進と左折が可能

Cars can go straight
and turn left

自動車が、右折が可能
Cars can turn right

路面電車が、右折可能

Trams/streetcars/trolleys
can turn right

歩行者が、直進可能

Pedestrians can 
go straight
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Description／解説

①青色の矢印が表示されている場合は自動車が、
　赤信号でも矢印の方向に進むことができます
②黄色の矢印が表示されている場合は路面電車が、
　赤信号でも矢印の方向に進むことができます。したがって赤信号の
　場合、自動車は停止位置で停止していなければなりません。

日本では、矢印の信号があります。矢印の色によって進むことができる
車両が違うので、注意しましょう。

In Japan, there are arrow traffic lights. Please take note 
that vehicles can go depending on the arrow's direction 
and color.
① In Japan, if the arrow color is green (blue), cars can go 
in the direction it is pointing, even if the traffic light is red.
② If the arrow color is yellow, then only trams or 
streetcars can go in the direction it is pointing, even if the 
traffic light is red.
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AA

この標識は、どのような意味でしょうか？

一方通行
One-way

自動車優先道路

Road prioritized
 for cars

道路分岐
Fork in the road

右折禁止
No right turns

07Q What is the meaning of this sign?

BB

AA BB
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Answer/回答

AA

AA

BB

BB

一方通行
One-way

自動車優先道路

Road prioritized
 for cars

道路分岐
Fork in the road

右折禁止
No right turns

右折禁止
No right turns

一方通行
One-way

道路分岐
Fork in the road

自動車優先道路

Road prioritized
 for cars

Road prioritizedRoad prioritized
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Description／解説

日本では、一方通行や進行禁止の道路が多数あります。矢印の標識を見て、
正しい方向に進むよう注意しましょう。
①「一方通行」標識がある道路では、矢印の方向にしか走行できません。 逆走しないように注意しましょう。
②「指定方向外進行禁止」の標識は、矢印が示す方向以外は進行することができません。
　道路によって、様々な種類の標識があるので注意しましょう。

In Japan, you can see many One-Way signs and No Throughfare/Do Not Enter signs. 
Please take note of those signs.
① Drivers must go in the direction that a One-way sign is pointing.
② Follow all directional signs towards the way they are pointing. Please be careful as 
there are many different kinds of traffic signs that may be different than in your country.
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08Q Please choose the correct answer
for the speed limit in Japan.

日本の道路における自動車の速度制限で、正しい組み合わせを選んでください。

高速道路

一般道路

Highways

Regular
roads A

50km/h
B

60km/h
C

80km/h

A

100km/h
B

120km/h
C

無制限

No speed
limit
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Answer/回答

A

50km/h

B

60km/h

C

80km/h

100km/h 120km/h
無制限

No speed
limit

A B C

A

50km/h

100km/h
A

B

60km/h

20km/h
B

C

80km/h

無制限

No speed
limit

C
高速道路

一般道路

Highways

Regular
roads
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Description／解説

日本では、道路状況によって速度制限が速度標識に示されていますので、速度に気をつけながら運転しましょう。
なお速度標識が無い道路は、一般道路は 60km/h、高速道路は 100km/h が速度上限となっていますので、
注意しましょう。
①一般道路：30 ～ 60km/h
②高速道路：70 ～ 100km/h

In Japan, speed limits are shown on signs and is also dependent on current road 
conditions. Please drive carefully and follow the speed limit.
If there are no speed limit signs, the maximum
speed is 60 km/h on regular roads and 100 km/h
on the highway.
① Regular roads: 30-60km/h
② Highways: 70-100km/h
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シートベルト
未着用での運転

No seatbelt

携帯電話で通話
しながらの運転

Talking
on the phone

飲酒運転
Drunk driving

A,B,Cは全て
許されていない

A, B and C all of them
are not allowed.

次のうち、運転中に許されている行為はどれですか？

09Q

BBAA

CC DD

What is allowed while driving?
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Answer/回答

AA

CC

BB

DD

シートベルト
未着用での運転

No seatbelt

携帯電話で通話
しながらの運転

Talking
on the phone

飲酒運転
Drunk driving

A,B,Cは全て
許されていない

A, B and C all of them
are not allowed.

シートベルト
未着用での運転

No seatbelt

A,B,Cは全て
許されていない

A, B and C all of them
are not allowed.

携帯電話で通話
しながらの運転

Talking
on the phone

飲酒運転
Drunk driving
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Description／解説

日本では、自動車の運転に危険を及ぼす以下の行為については、全て禁止されています。
自国とルールが異なる場合は、特に注意して下さい。
①飲酒運転の禁止（ビールのような低アルコールでも、お酒を飲んだ後の運転は　きつく禁止されています。）
②全席（運転席、助手席、後部座席）で、シートベルトを着用
③運転中の、携帯電話・スマートフォンの操作（通話、メール、検索等）の禁止

In Japan, the following behaviors are dangerous and prohibited while driving. These rules may be different 
than those in your country, so please be aware of them.
① Drinking and driving is prohibited. (It is strictly prohibited to
　drive after drinking any alcohol. This includes low alcoholic
　drinks like beer).
② All vehicle occupants (in the driver’s seat, passenger seats, and 　back seats) must fasten seatbelts.
③ Use of phones or devices (talking, texting, searching, etc.) is
　prohibited while driving.
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B施設等に設置されている駐車場
Parking in a public car parking lot.

コンビニの駐車場への、長時間駐車
Long-term parking at a convenience store.

Parking on the side
of the road that displays
the sign below.

Parking on the side 
of the road that displays
the sign below.

次のうち、駐車場所として正しいのはどれですか？（複数回答）

10
Which of the following is the allowed when parking
in Japan? (multiple answers)Q

B

次のマークが表示
されている道路脇

次のマークが表示
されている道路脇

30minutes
or more

10

AAAA

CCCC DDDD

Q
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Answer/回答

AA

CC

BB

DD

施設等に設置されている駐車場
Parking in a public car parking lot.

コンビニの駐車場への、長時間駐車
Long-term parking at a convenience store.

Parking on the side
of the road that displays
the sign below.

Parking on the side 
of the road that displays
the sign below.

次のマークが表示
されている道路脇

次のマークが表示
されている道路脇

30minutes
or more

Parking on the side 
of the road that displays
the sign below.
次のマークが表示
されている道路脇

施設等に設置されている駐車場
Parking in a public car parking lot.

Parking on the side
of the road that displays
the sign below.
次のマークが表示
されている道路脇

コンビニの駐車場への、長時間駐車
Long-term parking at a convenience store.

Next / 次へ



Description／解説

旅行先で駐車する際は、日本のマナーを守って、以下の場所に駐車しましょう。
①利用する施設の駐車場（コンビニエンスストアの駐車での、利用時間外の駐車はマナー違反です）
②有料の駐車専用の駐車場
③駐車可の標識が掲示されている道路の脇
　（なお駐車禁止の標識が表示されている道路に駐車した場合、罰金を取られることがありますので、注意してください。）

In Japan, parking in the following areas are allowed:
① In a public parking lot where you will use the stores and facilities.
    (It is considered poor etiquette to park at convenience stores but do not use them).
② At a toll parking lot.
③ On the side of the road that displays the parking sign.
　 (If you park on a road with no parking sign, you may risk getting a fine).
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冬道の路面は、乾燥路面に比べて約何倍滑り易いでしょうか？

11Q How much more slippery is it on an icy winter road
compared to a dry road?

BBAA

CC DD

変わらない 約2倍
About 2 times more slippery

約5倍 約10倍

No difference

About 5 times more slippery About 10 times more slippery
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Answer/回答

AA

CC

変わらない
No difference

約2倍

About 2 times
more slippery

約5倍

About 5 times
more slippery

約10倍

About 10 times
more slippery

BB

DD

変わらない
No difference

約10倍

About 10 times
more slippery

約5倍

About 5 times
more slippery

約2倍

About 2 times
more slippery
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Description／解説

冬道は、乾燥路面に比べて約 10 倍滑りやすくなっていますので、速度を落と
して運転しましょう。特にブラックアイスバーンと呼ばれる、見た目が乾燥路
面でも、実は凍結している路面になっている場合もありますので、十分に警戒
した運転を心がけましょう。

A winter road is 10 times more slippery compared to a dry road. 
Please drive slowly and responsibly. Take extra care during 
winter since roads may look dry but is actually icy.
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12Q

冬道運転のブレーキ操作として、正しい方を選択してください。

A B C

A B C

Please choose the correct answer when driving
in winter conditions.

変えない
There is no
 difference

短くする
The distance

should be closer
長くする

The distance
should be further

There is no
 difference Drive faster Drive more

slowly

車間距離
（乾燥路面に比べて）

走行速度
（乾燥路面に比べて）

The following
 distance behind 

another car
 (comparing to dry road conditions)

The driving
 speed

 (Compared to dry road conditions) 変えない 早く走る ゆっくり走る
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Answer/回答

BA C

A B C

変えない 短くする 長くする

変えない 早く走る ゆっくり走る

There is no
 difference

The distance
should be closer

The distance
should be further

There is no
 difference Drive faster Drive more

slowly

C

長くする

The distance
should be further

C

ゆっくり走る

Drive more
slowly

B

短くする

The distance
should be closer

B

早く走る
Drive fasterA

変えない

There is no
 difference

A

変えない

There is no
 difference

車間距離
（乾燥路面に比べて）

走行速度
（乾燥路面に比べて）

The following
 distance
behind 

another car
 (comparing to dry road conditions)

The driving
 speed

 (Compared to dry road conditions)
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Description／解説

冬道運転では、車両停止までの距離が長くなります。
したがって車間距離を乾燥路面よりも長く取り、走行速度を下
げながら、安全運転を心がけましょう。

In winter conditions, it takes much more time and 
distance to stop your car compared to dry roads. 
P l e a se  l e a ve  mo re  f o l l ow i ng  d i s t ance  beh i nd  
another car, slow down, and drive safe.
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強く踏み込み、
急停止させる 

Suddenly slam 
on the brakes.

柔らかく踏み込ながら、
ゆっくり減速させる

Apply the brakes
gently and slow down.B

冬道運転のブレーキ操作として、正しい方を選択してください。

13

A

Q Please choose the correct answer for braking
in winter conditions.
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Answer/回答

A B

強く踏み込み、
急停止させる 柔らかく踏み込ながら、

ゆっくり減速させる

Suddenly slam 
on the brakes.

Apply the brakes
gently and
slow down.
柔らかく踏み込ながら、
ゆっくり減速させる

Apply the brakes
gently andAA

強く踏み込み、
急停止させる

Suddenly slam 
on the brakes.
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Description／解説

冬道運転では、強くブレーキを踏み込むと、タイヤがロックされ、滑ります。
急ブレーキを避け、停止前の早いタイミングから、ブレーキを柔らかく踏み込みながら、ゆっくり減速させましょう。

日本では現在、多くのレンタカー車両で、アンチロック・ブレーキ・システム（ABS）が
搭載されています。ABS は、緊急時にブレーキを強く踏み込んでもタイヤがロックさ
れないシステムです。ABS が作動した時は、ペダルが振動してもブレーキを踏み続け、
ハンドルを操作して、車両の動きを制御しましょう。

ABS
について

When slamming on the brakes on icy roads, the steering wheel will lock up and your car 
will slip out of control. Avoid slamming on the brakes and instead, gently apply the brakes 
to slow down before coming to a complete stop.

In Japan, most rental cars have an anti-lock brake system (ABS).A car equipped with an 
ABS prevents the wheels from locking up, even if a driver slams on the brakes.When ABS is 
active, the brake pedal will suddenly vibrate. Continue stepping on the brake pedal even as 
it is vibrating and point the car in the direction you want to go using the steering wheel.

About 
ABS
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AAAA

14Q

BB

AA BB

冬道運転で、特に危険な場所（カーブ、トンネル出口）で
の運転方法について、正しいものを選んで下さい。

Please choose the correct answer for driving in dangerous areas
 (curves in the road, tunnel exits) during winter.

カーブの
走り

トンネル
出口付近
での走り方

How to drive on
 curvy roads.

How to drive near
 tunnel exits.

カーブに入ってから徐々に減速する

Reduce speed gradually after
going into curves. 減速してからカーブに入る

Reduce speed before going into curves.

Slow
Down!

Slow
Down!

トンネル内走行時と同じ速度で走る

Drive the same speed
as inside a tunnel. トンネルを出る前に、

トンネル内で減速する

Reduce the speed in a tunnel
before exiting.

Slow
Down!
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Answer/回答

AA

AA

BB

BB

カーブに入ってから徐々に減速する

Reduce speed gradually after
going into curves.

減速してからカーブに入る
Reduce speed before going into curves.

Slow
Down!

Slow
Down!

トンネル内走行時と同じ速度で走る

Drive the same speed
as inside a tunnel.

トンネルを出る前に、
トンネル内で減速する

Reduce the speed in a tunnel
before exiting.

Slow
Down!

トンネルを出る前に、
トンネル内で減速する

Reduce the speed in a tunnel
before exiting.

減速してからカーブに入る
Reduce speed before going into curves.

Slow
Down!

トンネル内走行時と同じ速度で走る

Drive the same speed
as inside a tunnel.

カーブに入ってから徐々に減速する

Reduce speed gradually after
going into curves.

Next / 次へ

カーブの
走り

トンネル
出口付近
での走り方

How to drive on
 curvy roads.

How to drive near
 tunnel exits.



Description／解説

冬道は乾燥路面より滑るため、以下の場所では特に注意して走りましょう。
①カーブ：冬道は路面が滑るため、カーブを曲がり切れない恐れがあります。カーブに入る前に
　減速して、低速でカーブを曲がりましょう。
②トンネル：トンネル内は路面が乾燥している場合も多く、同じ速度でトンネルを抜けると路面
　状態が違うため、トンネルを出た直後に滑る恐れがあります（トンネル出口付近は、ブラック
　アイスバーンになっているケースも多い）。トンネルの出口付近では速度を落として走行
　しましょう。

In winter, roads are much more slippery compared to dry road conditions.
Take care to drive safely, especially near the following places.
①Curves: Turns in the road become especially dangerous when it is slippery.
   Reduce speed before going into curves and make turns slowly.
②Tunnel: It is usually dry inside a tunnel. However, 
　the exit is often icy and may cause your car to slip if you come
　out of a tunnel at the same speed. Reduce speed before the tunnel exit.

Slow
Down!

Slow
Down!
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Your Answer
あなたの答え

Q．01
Q．02
Q．03
Q．04
Q．05
Q．06
Q．07
Q．08
Q．09
Q．10
Q．11
Q．12
Q．13
Q．14

Driving lane/ 走行車線
Steering wheel/ ハンドル
Traffic lights/ 交通信号
Rules of the intersection/ 交差点のルール
Stop sign/ 一時停止の標識
Arrow traffic lights/ 矢印信号
One-way/ 一方通行
Speed limits/ 最高速度
Rules while driving/ 運転中のルール
Parking/ 駐車
Slippery conditions on winter roads/ 冬道路面の滑りやすさ
Winter driving/ 冬道運転の注意事項
Braking in winter/ 冬道のブレーキ操作
Especially dangerous areas in winter/ 冬道での特に危険な場所

Your score
あなたの点数

14

0

Comprehension check of traffic rules in Japan
あなたの日本の交通ルールの理解度
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Finish/ 終了

 安全運転で良い旅を！

 Have a safe
and nice trip!


