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Active Vehicle 4 Wheel Drive）をベースにし
ながら「SUVらしい力強さと使用性へのきめ細や
かな配慮を兼ね備えた4WD」（Robust Accurate 
Vehicle with 4 Wheel Drive）を目指し、以下の
セリングポイントを実現すべく開発を進めた。
　1）SUVらしい力強いデザイン
　2）運転席からの良好な視界
　3）あらゆるシーンに応えるラゲッジスペース
　4）便利な気配り空間
　5）どこでも安心して走れる走破性
　6）優れた燃費性能＆先進安全装備

3 主要諸元と車両構成
　図２に寸法諸元を示す。
　新型はプラットフォームを一新（GA-Kプラッ
トフォーム）、ホイールベースを延長しつつも全長
を維持し、使い勝手と取り回しの良さを実現して
いる。
　車両構成としては、2種類のTNGAエンジン

（2.0L、2.5L）と2.5LにはHVモーターの組合せ、
3種類のトランスミッション（6速マニュアル、
CVT、8速オートマチック）、2種類の駆動方式

（4WD、FF）をラインナップし、各地域のニーズご
とに最適な組み合わせを行っている。
　特にオンロードでも4WDを運転する楽しさを
実現するため、“新開発のダイナミックトルクベク
タリングAWD”、“FRに近いところまで駆動配分
を変えられるようにしたHVのE-Four”、“従来の
進化型であるダイナミックコントロール4WD”
と３種類の4WDを投入した。

図2 新型RAV4　寸法諸元
Fig.2 Specification of new RAV4
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4 SUVらしい力強いデザイン

4.1 外形スタイル
　幾何学形状の八角形（オクタゴン）2つを、90度
ずらしてはめ合わせた「クロスオクタゴン」を造
形テーマとし、デザインコンセプト「Adventure 
& Refined」に基づき、「アクティブで力強いワク
ドキ感」と「都会にも似合う洗練さ」を併せ持つデ
ザインを実現。オフロード性能やSUVらしいリ
フトアップ感に効果のある大径タイヤを採用す
るなど“SUVらしい力強いデザイン“を実現した

（写真2）。

4.2 内装
　低く圧迫感を抑えた水平基調のインパネと骨
太なコンソールで力強さを表現。金属調加飾やソ
フトパッドを採用して質感向上を狙った。また、
エアコンのダイヤルやドアグリップなどの手で
触る部位に関しては、触感の良さや手袋をはめた
状態でも操作しやすいように、大きさや断面、ラ
バー素材採用に拘った（写真3）。

写真2 新型RAV4　外観
Photo2 Exterior of new RAV4

写真3 新型RAV4　内装
Photo3 Interior of new RAV4
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1 はじめに
　1994年にスモールSUVのパイオニアとして誕
生したRAV4は、2代目、3代目、4代目とこのジャ
ンルのリーダーとして進化を重ねてきた（写真1）。
　当社長草工場では2代目の途中から生産を開
始、3代目からはアッパーボデーの開発から生産
準備〜生産までをトヨタ自動車から受託し、その
生産数の多さから自動車事業部の基幹車種として
重要な役割を担っている。
　今回で5代目となる新型RAV4は、競合他社の動
向や社会環境が変化する中、スモールSUVとして
の地位を揺るぎないものにするための、取組みを
行ったのでその内容について紹介する。アッパー
ボデー開発に関するトヨタ自動車からの開発委託
内容は以下の通り。アッパーボデー領域（ボデー、
内装、外装、インパネ、シート、ランプ、機能部品）
および電子技術（メーター、ワイヤーハーネス、
ECU）およびそれらに関係する性能評価。

写真1 RAV4の変遷
Photo1 History of RAV4

初代（'94～） 2代目（'01～）

3代目（'06～） 4代目（'13～）

2 開発の狙いと車両コンセプト
　RAV4は今や世界の約180の国と地域で販売さ
れ、先代（4代目）は昨年世界全体での販売台数は
約83万台に達し、一昨年に続いて世界で最も売れ
たSUVとなった（トヨタ自動車調べ）（図1）。

　一方で競争が激化するスモールSUV市場にお
いて、RAV4が競合車の中に埋没することなく魅
力ある商品であり続けるために、「SUV本来のワ
クドキ」を具現化すべくRAV4の再定義を掲げて
開発を行った。
　5代目新型RAV4は車両のコンセプトキーワー
ドをRobust（逞しさ・頼もしさ）とAccurate（洗
練さ・綿密さ）とし、初代の「ONでもOFFでも、今
まで出来なかったことに挑戦し、どこにでも行
けそうな予感をもたらすクルマ」（Recreational 

図1 地域別販売状況（2018）と販売台数の推移
Fig.1 Regional breakdown of sales volume（2018）and
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新型RAV4の開発
Development of New RAV4
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要　旨 　今回で5代目となる新型RAV4は国内（当社長草工場、トヨタ自動車高岡工場）海外工場（TMMC Woodstock、
Cambridge）で生産され180以上の国と地域に向けて販売が開始された。当社はアッパーボデーの開発から生産準備・
生産までを一貫して受託し高い要求レベルに応えるべく活動を行った。

キーワード：Robust（逞しさ、頼もしさ）、Accurate（洗練さ、綿密さ）

Abstract 　We have launched production of the new RAV4, 5th generation, at domestic （Nagakusa, Takaoka） 
and Canada Plants （Woodstock, Cambridge） onto about 180 countries and areas. We have carried 
out measures to achieve the high requirements by Toyota Motor Corporation from the upper body 
development through to the production.

Keywords:  Robust （Uplifting toughness）, Accurate （Precise technology）
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7.3 デッキボード（自立構造）
　デッキボードの中央をヒンジ構造とし、折りた
たんで前方へ立てかけられるようにすることで、
デッキボード下へ両手でアクセス出来るようにし
た（図8）。

7.4 骨太なコンソールに集約した機能配置
　操作系や収納の配置を、従来に対して更に改善
を図った（図9）。
　1） 手引きパーキングブレーキを電動化するこ

とで、カップホルダを使いやすい位置に横
並びで配置、アクセサリーソケットの近く
には小物入れを、背の高いシフトの陰にな
らないようシフトの手前にSWを配置する
など、使いやすい配置にした。

　2） センターアームレストは肘を置きやすい高
さに改善、ドアアームレストとの高さバラ
ンスにも配慮した。

図8 自立デッキボード
Fig.8 Independent Deck Board
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図9 センターコンソール配置
Fig.9 Layout of Center Console Box
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7 便利な気配り空間

7.1 デッキボード（2段構造）
　シーンに沿って使い分けが可能となるように、
上下段可動するデッキボードを採用した（図6）。
　デッキボードを上段にセットし、後席を倒すこ
とで長い荷物の積載に便利な段差のない大空間が
誕生。これにより重たい荷物の出し入れも容易に
した。下段にセットすれば、デッキボードから天井
までの高さが55ｍｍ広がることで、高さのある荷
物の積載が可能となり、また、転がりやすい収納物
に対してもドアを開けた時にこぼれ出にくいよう
に配慮した。

7.2 デッキボード（リバーシブル構造）
　デッキボードはリバーシブルとし、樹脂にする
ことで濡れ物、汚れ物でも気兼ねなく載せられる
ように配慮した（図7）。

図6 2段デッキボード
Fig.6 Two-stage Deck Board

フラット面

55mm

フィニッシュプレート

フィニッシュプレート

デッキボード上段

デッキボード下段

Rrシートバック

Rrシートバック

図7 リバーシブルデッキボード
Fig.7 Reversible Deck Board

デッキボード表面（表皮） デッキボード裏面（樹脂）

〈表面使用時〉 〈裏面使用時〉
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5 運転席からの良好な視界

5.1 前方視界
　インパネ上面を下げ、かつ、室内からワイパーが
見えないように設計することで、開放感のある視
界を確保した（写真4）。
　またインパネはさみ角（アイポイントからイン
パネの上接、下接線による角度）を30.8°と小さく
することですっきりとした意匠を実現した（図3）。

5.2 斜め前方視界
　ドアミラー取り付け位置の最適化や三角窓に
よってミラーとフロントピラーの隙を確保し良好
な斜め前方視界を実現した（図4）。

写真4 前方視界
Photo4 Forward Visibility

図3 解放感のある視界
Fig.3 Visibility

30.8°

図4 斜め前方視界
Fig.4 Diagonal Forward Visibility

助手席側 運転席側

ガラスを設定し視界確保

5.3 斜め後方視界
　リヤクォーターガラスの拡大やリヤドア後部の
ピラー断面を小さくする工夫などにより、斜め後
方視界を確保した（図5）。

6 多様なシーンに応えるラゲッジ容量
　室内最小幅と室内長さを拡大し、クラストップ
レベルのラゲッジ容量580L（デッキボード下段
時）を確保した。実用面ではゴルフバッグを４つ
収納することが可能（写真5）。

図5 斜め後方視界
Fig.5 Diagonal Backward Visibility
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写真5 ラゲッジスペース
Photo5 Luggage Space
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　最新の予防安全パッケージ“Toyota Safety 
Sense”と合わせて、世界トップレベルの衝突安全
性能を確保した。

10 まとめ
　以上のように、5代目となる新型RAV4は、世界
中のお客様に喜んでいただけるSUVになるよう
に開発を行った。
　冒頭にも述べたように、新型RAV4は世界の約
180の国と地域に向けて販売を開始（日本では3
代目以来）、各地域で計画を上回る好調な売れ行
きである。競争が激化するスモールSUV市場の中
で、お客様に愛され、より強固な地位を築くべく、
市場の声に耳を傾け、常に進化するRAV4を目指
して日々開発を継続する。

　最後に、本開発および生産準備に当たり、多大な
るご指導・ご協力を頂いたトヨタ自動車（株）をは
じめとする社内外の関係者に、深く感謝の意を表
します。

■著者紹介■

千葉 明 西井 優 坂上 元章

八田 康裕

西澤 芳史

北川 友紀 新美 浩一 高田 宏樹

8.3 空力性能
　フラット感のある操縦安定性のためにフロント
タイヤ、リヤタイヤ前に空力用のスパッツを設定
した。車高の高いSUVのためお客様の目につく部
品であることから、意匠性に配慮しつつ、シミュ
レーションや風洞実験を重ねて、幅、高さなどの形
状を決定した（図13）。

9 優れた燃費性能＆先進安全装備
　燃費性能にはエンジン、トランスミッションと
いったユニットや、空力など様々要因があるが、ボ
デー質量もその要因の一つになる。衝突時の安全
性を確保するにはボデー強度も重要であり、これ
らは一般的に質量と背反する。
　この課題に取り組み、（超）高張力鋼板の採用拡
大（使用率40%）や各部材の配置および結合構造
の工夫により、トップレベルの軽量ボデーを達成。
質量効率の良いボデーを開発することで燃費性能
に貢献した（図14）。

図13 空力スパッツ
Fig.13 Air force Spats

スパッツ スパッツ

スパッツスパッツ
ガソリン車　フルカバー仕様

図14 鋼板種類
Fig.14 Steel Sheet type

ホットスタンプ材
1180MPa材

アルミ材
590MPa材
780MPa材
980MPa材

新型RAV4の開発

　世界で一番売れているSUVに成長したRAV4の開発〜生技・製造の一翼を担うことは、大きな使命感、責
任感を感じるとともに、失敗できないというプレッシャーがありました。そんな中「チームRAV4」を合言葉
に、技術・工場が部署の垣根を超え、従来の開発よりも初期段階から一体となって議論、検討を重ねること
で、困難と思われる様々な課題を解決していくことができました。今後もお客様に喜ばれる車両を提供する
ために、一体となって開発に取り組んでいきたいと思います。

開発の経緯と開発者の思い
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7.5 スピードメーター
　スピードメーターの背景描画が走行モード切替
に応じて変化、またダイヤル操作時はスイッチ照
明も変化させることで走る楽しさ、ワクドキ感を
演出した（写真6）。
　マルチインフォメーションディスプレイには
4WD状態、各輪へのトルク配分、タイヤスリッ
プ状態を表示させ、車両状態を把握することで
安心して走ることができる（4WD、E-Fourのみ）
（写真7）。

8 どこまでも安心して走れる走行性能

8.1 フットレスト
　より自然な姿勢でフットレストに足置きできる
よう、フットレスト角度を乗員側に４°傾け、フッ
トレスト面を足裏形状に合わせて湾曲させた。ま
た、フットレスト幅を133ｍｍにすることで優れ
た足置き性を確保した（AT仕様）（図10）。

写真6 ドライブモード照明
Photo6 Drive mode Display

NORMAL ECO

ROCK & DIRT MUD & SAND

SPORT

写真7 4WD作動状態　※4WD、E-Fourのみ
Photo7 Multi Information Display for 4WD

※SPORT
　モード時
　のみ

①トルク配分
　前後輪へ配分されるトルクを表示

②舵角
　ステアリング舵角情報を表示

③スリップ輪表示
　各タイヤが
　スリップした際に点滅

④Gモニター
　クルマの加速度情報を表示
　また、最大値をラインで示す

8.2 ボデー剛性
　意のままに扱える操縦性能を達成するために、
カウルパネルの稜線を直線化し、さらに閉じ断面
化することで、左右のフロントサスペンションタ
ワーの優れた結合剛性を確保した（図11）。
　またバックドア開口においては、稜線の連続性
を確保しつつ、上コーナー部及び側辺中央部に高
剛性の発泡材を追加することで優れたボデー剛性
を確保した（図12）。

図10 フットレスト
Fig.10 Foot Rest

D

D

4°

133

カーペット

形状をフラットにし
足引っ掛かり感を
無くしました

フットレスト面を
湾曲させ足底形状に
合わせました

C C

C － C D － D

図11 ボデー構造（フロント部）
Fig.11 Body Structure（Front）

閉じ断面

UPR

FR

FR

RH

閉じ断面

サスペンション
タワー

図12 ボデー構造（リヤ部）
Fig.12 Body Structure（Rear）

高剛性
発泡材

上コーナー部

側辺部
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