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■新型RAV4開発ストーリー

チームRAV4
が挑む、あくなき
ディティールの追求
――エンジニアの想いをひとつにした、豊田自動織機ならではの

「デザイン大部屋活動」と「長草工場一体活動」――

　そもそもクルマとは、どのようにしてつくられるのだろうか。あるクルマをつくろう

とするとき、まずどのようなクルマが求められているのか、市場調査を行い、その

結果を元にクルマの企画やコンセプトを練っていく（企画やコンセプトを最初に

練る場合もある）。それが固まったら、実際にクルマを形にしていく工程に入る。

デザイナーがクルマの外形や内装のスケッチを描き、それらの意匠が決まったら

クレイモデル（立体模型）をつくる。同時に各設計部門がクルマの構造や部品

などを設計。図面に落とし込み、生産技術（以下、生技）や製造部門と調整を

図りながら部品をつくっていく。部品ができあがってきたら、それを基に試作車を

つくり、性能を確認。同時に工場では量産の準備を始め、量産を見越した試作

車もつくっていく。さまざまなテストを繰り返し、不具合を改善しながら性能を磨

き上げ、すべての課題を解決したらいよいよラインオフ。そして、幾千人の人々

が関わってつくりあげた新型車がお客様の元に届けられる。

　この間、およそ2年から3年はかかる。普段何気なく見ているクルマたちは、そ

れだけの年月をかけてこの世に生み出されるのだ。

　今回、スポットを当てるのは、クルマづくりの工程において核とも言える設計

開発と生技・製造だが、豊田自動織機が挑んだのは、従来とは違う開発手法

「デザイン大部屋活動」。この開発手法を新型RAV4に適用したのだが「デザ

イン大部屋活動」とは何か？ どのような特長があるのか？ それを紐解いていく。
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第1章 開発背景

新型RAV4の重圧

アメリカでもっとも売れたSUV
　トヨタ・RAV4は1994年に発売されたコンパ
クトサイズのクロスオーバー SUV。いま振り返れ
ば、このRAV4こそが昨今のクロスオーバー SUV
ブームの先駆けとなったモデルではないだろう
か。RAV4はこれまで180を超える国と地域で販
売され、グローバルでの販売累計台数は約907万
台（2019年2月末時点 トヨタ自動車調べ）を記
録する人気車種にまで成長した。特にアメリカで
は、全カーメーカーのSUVの中で最も多く販売さ
れた実績を持っている（2018年 トヨタ自動車調
べ）。つまりRAV4は「アメリカでもっとも売れた
SUV」と言えるのだ。

絞り込んだデザインは
白紙に戻してリスタート
　このRAV4は2005年に発売された3代目から
設計、デザイン、評価の一部を豊田自動織機が担
当。2013年にデビューした4代目でも引き続き携
わり、2015年のマイナーチェンジから開発から
生産までのほぼすべてを引き受けるようになっ
た。ちょうどデザインアイコンである「キーンルッ
ク」を用い出した頃で、RAV4にもその意匠をフロ
ントに採用。さらにシャープに、精悍な顔つきに
なった。ちなみに4代目RAV4は2017年、2018年
と世界のSUV販売台数1位を獲得している（トヨ
タ自動車調べ）。

3代目（’05〜）

4代目（’13〜）

　このように快進撃を続けるRAV4は5代目にモ
デルチェンジするときも、豊田自動織機に声がか
かった。RAV4の委託開発分の取りまとめを行っ
た製品企画室の八田は言う。

　「2014年頃でしょうか。トヨタ自動車から正式
に開発依頼を受けました。好調のRAV4を引き続
き担当できるのですから、こちらとしても気合い
が入りますよね。私たちはまず意匠を決めるため
にデザインに取り掛かりました」。
　外形デザインは豊田自動織機の案を含め、合計
3案に絞り込まれ、1/1のクレイモデルも製作。意
匠選択の会議にかけられたが、最終的にはどの案
も採用されなかった。なぜか？
　「SUVのワクドキを表現しきれていないこと。
一目見た瞬間に『これだっ！』と言えるほど決定的
な力がなかったのでしょう。期待値の高いクルマ
だからこそ、それだけ想いが強かったのだと思い
ます」と八田は話す。

攻めるRAV4
　先代のRAV4が好調であるなら、キープコンセ
プトで守りに入るのは当然のことである。しかし、
トヨタ自動車はそれを求めていなかった。絞り込

八角形が鎖のようにつなぎ合わさる「クロス・オク
タゴン」。この大胆なテーマを創出したことが、外観
デザインを決定づけるブレイクスルーとなった

んだ3案が採用されなかったのは、新しい挑戦が
足りていなかったのだろう。というのも、RAV4
が誕生して25年が経つ節目の時期に、新型RAV4
のコンセプトを「Recreational Active Vehicle 
4Wheel Drive」から「Robust Accurate Vehicle 
with 4Wheel Drive」へと再定義した経緯があ
る。これは「4WDのアクティブなRV」から「SUV
らしい力強さと使用性へのきめ細やかな配慮。そ
の両方を兼ね備えた4WD」へ生まれ変わること
を意味する。先代は乗用車ライクなスタイルが支
持されたが、新型もそれをそのまま受け継げばい
いのか。いや、SUV本来の魅力は「こんなことも、
あんなこともできると夢を抱きながらワクワク・
ドキドキするクルマではないのか」とトヨタ自動
車は考えたのだ。近年は各社が魅力的なSUVを数
多くリリースしている。その中でRAV4がこれま
でと変わらない存在感を放ち続けるためには、新
たな挑戦が必要なのだ。

「クロス・オクタゴン」で
チームがひとつに
　デザインは再びスケッチに戻り、コンセプトを
練り直した結果「クロス・オクタゴン」という新た
な造形テーマを創出した。外形デザインチームの
冨田は言う。

　「この造形テーマは、90度捻った2つの八角形を
組み合わせています。デザインコンセプトである

『アドベンチャー＆リファインド』を表現するため
に、機能性を元にして生み出した八角形を用いま
した」。
　このキースケッチが生まれ、メンバーに説明す
ると皆が納得の表情を浮かべ、向かう道がひとつ
になったような気がしたという。このスケッチを

元に一気に煮詰め、再び1/1クレイモデルの作成
へ。その後もさらにデザインに磨きをかけながら、
ついにトヨタ自動車から意匠の承認を得たのだっ
た。

第2章 外形デザイン

RAV4のかっこよさを
実現せよ！

デザイン大部屋活動とは？
　デザインが固まり、ようやく本格的な開発がス
タートした。メンバーたちはデザイナーが試行錯
誤して生み出した新しいRAV4のデザインを実現
するため、心をひとつにした。そんなとき今回の開
発は「デザイン大部屋活動」で進めることが決まっ
た。「大部屋活動」という言葉は聞いたことがある
が、デザイン大部屋活動とは何だろうか。八田はこ
う説明してくれた。
　「大部屋活動は私たちだけでなく、トヨタグルー
プでは一般的に用いられている開発手法です。デ
ザインや設計、生技などの各部署が縦列で開発し、
大部屋で打ち合わせ、また各部署に戻って開発を
進めていく。そんな仕事の仕方です。しかし、デザ
イン大部屋活動は、各部署がデザインスケッチや
クレイモデルを見ながら打ち合わせを行い、その
場で造形したり、測定したりして後工程にアウト
プットしていくやり方です。今回、より一体感を
持って開発をしていくために、コンパクトな織機
の強みを活かした大部屋活動ができないかと考え
た結果、このデザイン大部屋活動という手法が出
てきたんです」。
　この活動を推進した冨田が言う。
　「従来はモデルルームにクレイモデルなどが置
いてあったのですが、この活動からそのモデル

クロス・オクタゴンのキースケッチ。2つの八角形が
組み合わさっているだけでなく、ボディを輪切りに
した断面も八角形になっている

八田　康裕
自動車事業部 
製品企画部
製品企画室
製品企画担当

冨田　健二
自動車事業部 
技術部
デザイン室
外形デザイン担当

チームRAV4が挑む、
あくなきディティールの追求
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ルーム内を仕切って部屋をつくり、そこでさまざ
まな検討ができるスペースを用意しました。これ
はデザインの意図をデザイナーと面着してコミュ
ニケーションすることで、その想いを他の設計や
生技メンバーに深く理解してもらうという狙いが
あります」。
　デザイン大部屋活動はデザイナーの想いを直接
伝えることで、想いを共有化し、課題があったとし
ても、ベクトルをひとつにして一緒に取り組める
というメリットがある。そして、従来の大部屋活動
よりも効率的に開発を進めることができるのも大
きい。
　豊田自動織機は新たな挑戦を2つ行うことと
なった。新型RAV4の開発と、デザイン大部屋活動
という初めて取り組む開発手法への挑戦である。

透明のドアパネル
　造形テーマ「クロス・オクタゴン」を成立させる
ためには、さまざまな課題が立ちはだかった。
　「しっかりとした八角形を表現するために、Dピ
ラーは太く、力強く見せたい。ただ、そうするとリ
ヤクォーターガラスの面積が稼げなくなり、後方
視界が悪くなってしまいます。これは内装デザイ
ンと人間工学の担当者と一緒に後方視界の確保に
努めました。あと、2つの八角形はリヤドアの部分
でクロスするので、そこにくびれを持たせたいん
ですね。でもリヤドアには側面衝突から乗員を守
るためにドアビームを入れなければならない」。

力強い八角形を訴求するためにはDピラーの太さがポイン
ト。太さを維持しつつ、斜め後方の視界を確保している

2つの八角形がクロスするリヤドアは思い切ってくびれ
をつくり、メリハリのあるボディを実現している

　冨田が言うとすかさずボデー設計の加藤が続け
た。
　「ドアビームは絶対に必要。でもデザインも崩し
たくない。これをどうやって両立させるのか。どの
パーツをどれくらい移動させたら、どれくらいの
スペースを稼げるのか検討を繰り返しました。組
立作業性の一般的な要件を超えてスペースを詰め
た部分では、透明のドアパネルを試作して、内部が
見えるようにして作業性を確認しました。もうね、
コンマ何ミリの世界ですよ」。

　加藤は苦笑したが、決してあきらめることなく、
この課題に取り組んでいった気概が感じられる。
それはデザイナーの強い想いが根底にあり、それ
を実現したいという加藤の強い想いも、またしっ
かりとそこにあったからではないだろうか。

約200gのオモリが効く
　ルーフ面の意匠がNV（ノイズ・バイブレーショ
ン）にも影響を与えた。RAV4のルーフはフラット
な面を基調にして前後方向に4本のビードが入っ
ている。いかにも剛性が高そうだが、NVの領域か
ら見ると実はそうではないという。
　「ルーフにビードがある分、線長が伸び、ルーフ
の共振が低くなります。その低くなった振動周波
数がエンジンの振動周波数と近接してしまったた
め、振動が増幅してしまいました。もちろんルーフ
の板厚を上げて強度を持たせればいいのですが、
それだと重くなってしまう。そこで共振調整用の
オモリである『マス』を載せることで、ルーフの共
振をさらに下げて、エンジンの振動周波数から離
し、振動を低減させることを考えました」。
　NV担当の田中はこう言う。共振調整用のオモ
リは約200g。それをルーフの適所に置くことで、

この課題を解決した。最小限の重量増で車内の静
けさを確保してみせたのだ。

見切り線、0.1mmのこだわり
　さらにトヨタ自動車内でRAV4を真横から引い
た視点で見たとき、センターピラーの見切り線に
課題があることが判明した。見切り線とはドアや
ボンネット、トランクといった各種部品の境界線
のことで、クルマを真横から見るとフロントドア
前端、センターピラー、リヤドア後端と3本の見切
り線が縦に入る。実はこの3本の見切り線はサイ
ドシルエットの印象を決める重要な部分なのだ。
今回判明したのは、フロントドア前端、リヤドア後
端の見切り線に対し、センターピラーの見切り線
が若干後傾しているということ。加藤は言う。
　「見切り線は非常に地味な存在で、多くの人はそ
んなに気にしない部分だと思います。デザイン的
に言えば、本来、見切り線なんてないほうがいいん
です。サイドのシルエットを見た場合、フロントか
らリヤへの流れが見切り線で分断されるわけです
からね。でも、クルマには必然的に見切り線が入る
ので、いかに違和感のないように入れるかがキー
ポイントになるわけです」。

　見切り線が後傾しているなら、少し前傾させれ
ばいいだけの話じゃないかと思ってしまうが、そ
んな簡単なものではない。センターピラーの見切
り線を移動させるためには、ドアの中に入ってい
る構造体や部品を一つひとつ移動させていかなけ

見切り線の新旧を比べてみても、差異はわずか。
しかしこのわずかな違いがサイドシルエットの
印象を大きく左右する

ればならないからだ。たとえば、ドアハンドルの
中身、ドアヒンジ、ドアの中を通るハーネス、もち
ろんドアビームにも影響し、場合によってはBピ
ラーガーニッシュの幅も変えなければならない。
　「先ほどのくびれをつくる作業と同じですね。干
渉する部品などをコンマ数ミリのレベルで少しず
つ、少しずつ移動させて、もうこれ以上はできない
という限界ギリギリまで追い込んでいきました。
それでもうまくいかないので最終的には見切り線
の幅を0.1mm広げてしまいましたが……。でも、
最終的に違和感のないセンターピラーの見切り線
を通すことができました」。
　おそらく、多くの人はセンターピラーの見切り
線の移動前と移動後を同時に見比べて、ようやく
分かるくらいの細かな部分である。しかし、そのよ
うな細部にも妥協せずにこだわり、やり切ること
で美しくも力強いサイドシルエットを叶えている
のだ。

コミュニケーションが
一気に加速した
　このようにディティールにこだわり、設計開発
ができたのは、やはりデザイナーの想いやこだわ
りを間近で感じることができたからだと加藤は言
う。
　「デザイナーが心血注いで描いたデザインです。
このかっこよさを何とかして実現したい。デザイ
ン大部屋活動での仕事は、常にその気持ちでいっ
ぱいでした。デザイナーがどんな想いでこの線を
入れたのか。その背景までじっくりと聞くことが
できたので、モチベーションも上がりましたね。モ
デラーさんがクレイモデルを削って形を整えてい
く工程を目の前で見ることができたのもワクワク
しました」。
　「これまではデザインフロアに設計者を呼ぶの
はけっこう大変だったんですよ。デザインフロア
は機密情報が多いので、立ち入り申請などの管理
やセキュリティ管理などの手間があり、設計側に
そういう面倒はかけたくないという思いもありま
した。でも、デザイン大部屋活動はその辺りの課題
を解消し、気軽に立ち入れるようにしたんです。そ
うしたら、一気にコミュニケーションが密になり
ました。クレイモデルを前にして議論が白熱し、
触っちゃいけないのに『ここをもう少しこうして
……』とか言いながら指で触りだしたりしてね」。
　冨田は笑いながら話してくれた。

加藤　基
自動車事業部 
技術部
設計第一室
ボデー設計担当

旧：黒線
新：赤線

チームRAV4が挑む、
あくなきディティールの追求



念校 1111

豊田自動織機技報   No.70 豊田自動織機技報   No.70

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

6564

第3章 バックドア

アルミとの戦い

アルミは軽いが、弱い
　軽量化を図るため、新型RAV4の外板には各所
にアルミニウム（以下、アルミ）を採用している。そ
の中でも特に大きな面積を占めているのが、バッ
クドアである。アルミは鉄の約35%の比重しかな
いので、圧倒的に軽いのがメリットだ。加藤と一緒
にボデー設計をした鈴村はこう話す。

　「アルミは軽いのですが、なかなかやっかいな素
材です。鉄よりも剛性がかなり低いんですよ。キャ
ラクターラインを入れるためにプレスで折り目を
付けると、割れてしまうこともある。割れないよう
に工夫しても、鉄のようにエッジの立ったシャー
プな折り目がなかなか出ない。面についても、フ
ラットな形状を維持するのが難しいですね。強度
がないので板厚を上げるのですが、そうなると構
造的に厚みが増えてしまうので、見切りの幅も必
要になります。結果として見切り線が太くなり、デ
ザイン的に見苦しくなってしまいます」。
　軽さ以外にアルミのメリットはあるのかと聞く
と、鈴村は苦笑いをして「ないですね」とつぶやい
た。設計や生技のメンバーからすれば、アルミは軽
さという圧倒的なメリットがある半面、剛性が低
く、取り扱いに注意しなければならないデリケー
トな素材なのだ。
　「どれだけ剛性が低いかというと、ヤング率は鉄
の1/3しかないんですよ」と田中が付け加えた。ヤ
ング率は剛性の高さを表す指標。その数値からア
ルミは鉄よりも変形しやすいのが分かる。

　「剛性が低いので、NVにも大きな影響がありま
す。鉄であればプレスなどで成形して剛性を上げ、
振動を抑えることができるのですが、アルミはそ
もそも弱いので板厚を上げて剛性を確保するのが
一般的です。鉄なら0.7mmでいいところをアルミ
だと1.2mmは必要になります。つまりNVの性能
を上げるためには、アルミの板厚を上げなければ
ならない。そうなるとアルミの軽さが損なわれて
しまいます」。
　何という難しさだろうか。鉄よりも軽いが剛性
が低い。ゆえにNV性能も低い。しかし、剛性を上
げるために質量を増やせば、軽さというアドバン
テージが減っていく……。この背反事項を解決す
るためにどのような策を取ったのだろうか。

最後の一手
　「いろいろな試みをしたのですが、最後の一手と
してナイロンの基材に高剛性発泡材を組み合わせ
たパーツで補強してみてはどうか、という案にた
どり着きました。これをバックドアのリヤコンビ
ネーションランプの裏側に仕込むのです。断面が
薄く、穴が空いている部分も多いので、ここに当て
れば剛性を確保でき、NV性能も向上すると思い
ました」と鈴村は剛性確保とNV対策のアイデア
を教えてくれた。しかし、RAV4でこのような手法
を採用するのは今回が初めて。うまくいったのだ
ろうか？

　「高剛性発泡材は熱が加わると発泡し、元の体積
よりも2倍強くらい大きくなるんです。そのため、
塗装工程で炉の中に入れるときにその発泡圧で
バックドアが歪んでしまう問題が起きました。あ
と発泡材がバックドアに空いている穴から漏れ出

ナイロン基材に発泡材を組み合わせたアイテム。
豊田自動織機初となるアイデアがバックドアの剛
性確保に貢献した

てしまったり」。鈴村の言葉を補足するように田中
も話し出す。

　「これらの課題を解決するために、試作のバック
ドアをつくって検討しました。変形問題は部分的
に発泡圧が弱まるように設計しなおしましたね。
発泡材って、高温であればあるほど勢いよく発泡
するんですよ。だから、炉の中に入れたときの熱の
伝わり方を調べながら何度もトライしました。7
回くらい試行錯誤したんじゃないですかね」。
　バックドアをアルミに変えるということ。それ
は軽量化というメリットを活かしつつも、他の課
題を解決していくことに他ならない。剛性確保と
NV性能の向上は、このような技術者たちのアイ
デアと探求心があったからこそ、成し得たと言っ
ても過言ではない。

デザイン大部屋活動が生んだ
相互理解
　今回のデザイン大部屋活動での取組みは、各メ
ンバーに何か気付きを与えただろうか。
　「設計者って、基本的に自分の担当領域の仕事を
しているので、他の領域の仕事って詳しく知らな
かったりするんですね。でも、今回はデザインや生
技のメンバーと一緒に仕事をすることで、前工程
や後工程を含めた車両開発全体を見ることができ
たと思っています」と鈴村は話してくれた。
　「そうだよね。デザイン、設計、生技が顔を突き合
わせてやったからこそ、お互いの仕事への理解も
深まったし」と加藤も言う。
　「生技の方から成形についての深い話を直接聞
く機会なんて、これまでなかなかなかった。そう
いった意見を聞くことで成形への理解が深まり、
自分の仕事の幅も広がったように思います」。

　田中も前のめりになる。相互理解はチームワー
クを発揮するための基本だが、その基本がデザイ
ン大部屋活動ではより強固になり、各メンバー自
身の仕事にも大きな刺激になったに違いない。

第4章 内 装

視界の良さへの
あくなき追求

なぜ、アウターミラーを
ドア付けにしたのか？
　新型RAV4のアウターミラーはドアに付いてい
る。外形デザインはフロント／リヤ、サイドなど
の目立つ部分をついつい見てしまうが、このアウ
ターミラーをドア付けにしたのには大きな意味が
あるのだ。人間工学の観点から車両性能開発を行
う西澤は言う。

　「新型RAV4は『Robust Accurate Vehicle with 
4Wheel Drive（SUVらしい力強さと使用性への
きめ細やかな配慮）がコンセプト。この『使用性へ
のきめ細やかな配慮』には、当然、使い勝手の良さ、
安全・安心などの要素が含まれています。RAV4は
クロスオーバー SUVで車体もそれなりに大きい。
コンセプトである『SUVらしい力強さ』を示すデ
ザインも必要。同時に当然、安全・安心のために、視
界の良さもとても重要なんです。街中でも自然の
中でも、ドライバーに安心感を抱いてもらえるよ
うにかなりこだわりました」。
　内装デザインを手掛けた筈箕が、良好な斜め前
方視界の実現について続ける。

鈴村　春樹
自動車事業部 
技術部
設計第一室
ボデー設計担当

田中　周
自動車事業部 
技術部
車両性能開発第一室
NV担当

チームRAV4が挑む、
あくなきディティールの追求

西澤　芳史
自動車事業部 
技術部
車両性能開発第一室
人間工学担当
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　「新型RAV4のデザインからアウターミラーの
取り付け位置の最適化を図り、ドア付けにしたん
です。Aピラーとアウターミラーの間に隙間をつ
くってやり、三角窓を設定しました。そうすること
で、良好な斜め前方視界を実現したんです」。

　さらに西澤はこう付け加える。
　「これは右折時に横断歩道を渡る歩行者を視認
したり、駐車場内で車両直前の様子を視認したり
することに役立ちます。実際にそういった使用
シーンを想定し、運転者が見たいものは何かを検
討していきました」。

曇ったら意味がない
　アウターミラーをドア付けにすることは簡単な
ことではないのか。
　「いやいや、そんな簡単なものじゃないですよ。
アウターミラーをドア付けにすると、どんなこと
が起こるのか説明しましょう。ウィンドウが曇る
ことでアウターミラーが見にくくならないよう
に、ウィンドウ面を晴らすデフロスターがあるの
ですが、ここに課題が生まれます。アウターミラー
がAピラーに付いていれば、送風口から近いので

アウターミラーはドア付け、三角窓を設定し、斜め前方
の視界を確保

風が届きやすいのですが、ドア付けにすると風が
届きにくくなるんです」と筈箕。
　なるほど。風が届きにくくなれば、曇りも取れに
くくなるということか。
　「これを解決するために、最初は1つの送風口で
三角窓とウィンドウを同時に晴らそうとしたので
すが、なかなかうまくいきませんでした。その後、
アウターミラーを当初より後方に移動したことも
あり、インストルメントパネルの側面からもうひ
とつ送風口をつくって、インストルメントパネル
の内部で分岐させて三角窓とウィンドウを晴らす
ことにしました。送風口の位置、風の角度を変える
フィンの形状などを検討したし、このためにドア
トリムの形状まで変えましたよね」。
　内装設計の高田は筈箕にそう話しかける。

　「そう。内装デザイン担当としてはね、このイン
パネサイドのデフロスターもしっかり見てほしい
ですね。メインレジスターとあわせて、吹き出し口
ならではの機能的なかっこよさを狙いました」。
　たとえ小さなパーツであっても、そのディ
ティールに決して手を抜かない。デザイナーの魂
を感じた瞬間だった。

見晴らしの良さ実現に向けて
　インテリアにおいては、後方視界の良さにもこ
だわっている。西澤はRAV4のコンセプトに準じ
て、360度どの方向でも見晴らしの良さを実現し
たいと強く思っていたそうだ。それを象徴するエ
ピソードを話してくれた。
　「トヨタ自動車にRAV4の開発決定の前から『新
しいRAV4でもとにかく視界の良さにはこだわり
たい』と訴えていたんです」。
　まだクルマの形も決まっていない段階から、

西澤はこのように主張したという。西澤にそこま
での行動を起こさせた動機は何なのだろうか。
　「それは私が先代の開発に携わっていたからで
す。自分がやった仕事だからこそ、次のクルマをつ
くるときは、それに勝るとも劣らないものにした
いんです」。
　力強い西澤の言葉に新型RAV4へかける想いが
伝わってきた。
　斜め後方の視界を確保するにも、さまざまな方
法がある。西澤はどのようなアプローチで臨んだ
のだろうか。
　「もっともシンプルなのは、Dピラーを細くする
ことです。しかし、クロス・オクタゴンのコンセプ
トを守るためにDピラーを太く、力強く見せるこ
とは必須。そのためCピラーに目を付けました」。
　Cピラーに手を加えることで、リヤクォーター
ガラスを拡大し、視界を確保しようと考えた西澤
は、内装デザインや内装設計のメンバーと一緒に
なって取り組んでいった。
　「Dピラーが細くできないのなら、Cピラーを細
くすればいいと考えました。しかし、Cピラーに
は、後席搭乗者のためのシートベルトアンカーが
あります。これをどうするべきか。いろいろと考え
た結果、シートベルトアンカーをリヤクォーター
ガラスの下に移動し、その上で視界に有効な下辺
を長く取ることを要望したんです。その結果、Cピ
ラーを細くすることができました」。
　西澤の強い想いが課題解決を成功へと導いた。
西澤はきっと自動車開発の醍醐味をあらためて感
じていたに違いない。

第5章 スイッチ

操作するときの
「触感」にもこだわる

奥深いスイッチの世界
　RAV4だけでなく、現代のクルマは多機能化に伴
い、それらの機能を操作するためのスイッチ類も
大幅に増えている。クルマの多機能化はユーザー
にとってうれしいことだが、それらの機能を使い
こなせなければ意味がない。スイッチはそのイン
ターフェースとして、重要な役割を担っている。
　「インストルメントパネルなどに搭載しなければ

ならないスイッチ類は20個ほど。しかし、これらの
スイッチを漫然と配置したのでは、ユーザーが把握
できません。そのため、ドライバーが使うスイッチ
については、ドライバーの近くにグルーピングして
配置していくなどの工夫が必要になります」。
　メーター設計の西井はそう説明してくれた。ラ
ジオなどのオーディオ関係、ヒーター、エアコンな
どの温調関係など、機能別にまとめて配置してい
けば、ユーザーも把握しやすい。しかし、スイッチ
類は専用にデザインできないものもあり、仕向地
によって搭載する機能が異なることもあり、なか
なか一筋縄ではいかないのが難しいところだ。

ダイヤル式スイッチで
ワクワク・ドキドキ
　その中でも西井が特にこだわったのは「マルチ
テレインセレクトスイッチ」だ。マルチテレインセ
レクトとは、オフロード走行において路面状況に
応じた走行支援を3つのモード（MUD&SAND ／
NORMAL ／ ROCK&DIRT）から選択できるシス
テム。そのモードをセレクトするためのスイッチ
で、シフトレバーの右横という一等地に位置する。
　「ダイヤル式のスイッチを採用したのは、ドライ
バーが手の触感だけで分かり、意匠的にもSUVら
しい力強さを表現できると考えたからです」。
　西井に続くように筈箕も付け加える。
　「SUVならではのワクドキを感じてもらうため
には、ダイヤル操作ひとつとっても、マシンを操作
する楽しさを表現することに注目しました。たと
えば、アウトドアのレジャーシーンで手袋をした
まま乗り込んだとき、そのままワイルドに操作で
きるスイッチでワクワクしませんか？　だからダ
イヤル式スイッチにこだわったし、回すときのト

高田　宏樹
自動車事業部 
技術部
設計第三室
内装・インストルメ
ントパネル設計担当

チームRAV4が挑む、
あくなきディティールの追求

西井　優
自動車事業部 
技術部
設計第四室
メーター・スイッチ
担当

筈箕　三郎
自動車事業部 
技術部
デザイン室　
内装デザイン担当
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ルク感なども何度も試行錯誤を繰り返しました。
ヒーターの温度調節のスイッチも、このようなダ
イヤル式になっているんですよ」。

右か、左か
　「マルチテレインセレクトスイッチは、シフトレ
バーの運転席側に来ていますが、当初はこれを助
手席側にしたほうがいいという議論もあったんで
す」と西澤が新たな話題を切り出した。
　「そうなんです。シフトレバーは日常的に使うの
で、運転席側のほうがいいのでは、という意見もあ
りました。でも、シフトレバーを運転席側にしてし
まうとスイッチが隠れて見にくくなってしまう」
と西井。
　「それを解決するためにシフトレバーはスイッ
チの助手席側にして、位置を少し上げているんで
す。そうするとシフトレバーも操作しやすくなる
んですね」。
　西井と西澤は、この位置関係を決めるために紙
で模型をつくって、シフトレバーはどのくらいの
高さがいいか、ダイヤルの大きさはどれくらいが
ベストかなどを検証していったという。

マルチテレインセレクトスイッ
チは、キーオンで中央部分が光
る仕組み。ダイヤルを回す感触
にもこだわった

モードによって中央部分の色が変わり、一目で現在
のモードが分かるようになっている

　スイッチに施した仕掛けについても、こだわり
が感じられる。
　「このスイッチって、パッと見た感じ、ブラック
なので光りそうにないじゃないですか。でも、マル
チテレインセレクトにおいては、ノーマルモード
がブルー、マッド&サンドではイエロー、ロック&
ダートではシルバーに光ります。さらにドライブ
モードとも連動し、エコモードはグリーン、スポー
ツモードはレッドになるんです」。
　このような演出にもユーザーにワクワク・ドキ
ドキしてもらおうという気持ちが込められてい
る。

内装デザインと
人間工学の関係性
　「内装デザインと人間工学ってときどき意見が
ぶつかるんですよ。というのも、デザイナーはコン
セプトや機能を考えながらデザインをして、少し
でもかっこよく仕上げようとする。でも人間工学
は男性、女性、体格のいい人、きゃしゃな人、背の高
い人、低い人など、世界中の人々が乗ることを前提
として理想の使い勝手を求める。そこで侃々諤々
となるんです」と筈箕は人間工学との関係性を話
し出した。
　すると西澤は「内装デザインと人間工学では見
ている視点が違うし、目的も違うのでぶつかるの
は当然なんですよね。でも、デザイン大部屋活動で
一緒に取り組んでみて、それぞれの役割や目指そ
うとしているところがより理解できるようになる
とともに、あらためて自分とは違う特別な能力を
持った方だと感じました」と筈箕を見て言った。
　今回のデザイン大部屋活動は、人と人との距離
を近づけることにも効果があったようだ。

シフトレバーとマルチテレインセレクトスイッチ
の位置関係を熟考。模型をつくって何度も試行錯誤
した結果、理想的な位置に収まった

第6章 これから

一人ひとりが
“クルマ屋”であれ！

「デザイン大部屋活動」が
絶対ではない
　新型RAV4で豊田自動織機として初めて取り組
んだ「デザイン大部屋活動」。初挑戦にしては満足
できる結果を残したのではないだろうか。製品企
画室の八田に総評を求めた。
　「製品企画室の立場から、一連の開発はしっかり
と実を結んだと思います。新型RAV4はみんなの
協力のおかげで市場でも受け入れられているよ
うなので、感謝するとともにホッとした気持ちで
いっぱいです。3、4代目の経験を新型に活かせた
ことも大きいですね」。
　しかし、同時に「これで満足してはいけない。立
ち止まってはいけない」と八田は言う。
　「クルマづくりにゴールはありませんから、常に

向上心を持って今回の反省を次の開発に活かして
いかなければなりません。今回はデザイン大部屋
活動という手法を採りましたが、他のプロジェク
トでもそれぞれの視点で大部屋活動を進めていま
す。今回うまくいったから『デザイン大部屋活動が
正しいんだ』と思い込むのではなく、もっと視野を
広げ、他のプロジェクトの成功事例も積極的に取
り入れていく柔軟性が必要だと思います。また、ど
んな開発でも意識しなくてはならないのが、一人
ひとりが自分の領域だけでなく、クルマ全体を見
ることができる“クルマ屋”になること。そして全
員が一致団結してチームワークを発揮すること。
この2つが大切なんじゃないかと思いますね」。
　デザイン大部屋活動によって、各領域のメン
バーが1ヶ所に集い、議論し、より良いクルマづく
りに向けて意識を高め合っていく。このような活
動は、いずれ豊田自動織機の開発風土として醸成
されていくことだろう。そして、今回の5代目の
RAV4での経験が数年後、まだ見ぬ6代目の進化へ
と反映されていくはずである。

NORMAL MUD & SAND ROCK & DIRT

チームRAV4が挑む、
あくなきディティールの追求
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長草工場との一体活動

それは頭出し工場
としての誇り

スムーズな組付けのために
　新型RAV4は豊田自動織機の長草工場をは
じめ、トヨタ自動車の高岡工場とカナダ工場

（TMMC）などで生産される。中でも長草工場は、
他の2工場に先駆けて生産することになるため、
組付けのノウハウなどが重要になってくる。2工
場のお手本となるべく、設計開発側と工場ではど
のような活動が行われたのだろうか。内装設計の
高田は言う。
　「長草工場との一体活動は、クルマの各領域で密
接に行われています。その中でもマルAと呼ばれ
るアッセンブリ―の組付けについては、内装の領
域が特に多いんです。インストルメントパネル、エ
ンジンコンパートメント、ドアなどにもワイヤー
ハーネスが無数に収められているので、それをど
のように通して組付けるかなどは高度なカン・コ
ツを要します」。
　ワイヤーハーネス設計の川本も言う。
　「なので、組付け性を確認するためには、試作車
ができる前から組立のメンバーにも検討に入り込
んでもらい『ここは組付けにくいから、こう変えて
ほしい』など、いろいろな要望を吸い上げていきま
した。なんせワイヤーハーネスのみで先代の3倍
の品番がありますからね。早めに手を打っておか
ないと、工場が混乱してしまいます」。

長草工場の底力
　工場での組付けのことも考慮し、早め早めに
入り込んでいった新型RAV4の開発。実際はどう
だったのだろうか。
　「一般的な開発においては、設計側から工場側に
お願いすることが多いのですが、今回は工場側か
らの提案もたくさんもらいました。組付け性を上
げることは、すなわち品質を上げることと同じ。だ

から工場側もつくり手としてのこだわりがあるん
です。ときにはいい意味での“ケンカ”もありまし
たよ。お互いにより良いクルマづくりのために意
見をぶつけあい、ベストな方法は何かを探ってい
きました。どちらかが一方的に命じたり、言いたい
ことを言わずに受け入れて仕事をしていては、絶
対にいいクルマはできないと思っていますから」
と川本。
　「今回は設計側のトラブルで工場に泣きついた
こともあったんです。『何とかしてほしい！』と。工
場側は『仕方ないなぁ』と言いながらも受け入れて
くれたんですよ。本当にありがたかったです」。
　クルマづくりは一筋縄ではいかない。何か起き
たときにどのように対応するかは、開発側と工場
側の信頼関係がベースにないと乗り切ることはで
きないだろう。
　高田も言う。
　「今回、3工場がほぼ同時に生産の立ち上げをし
たのですが、長草工場がリーダーシップを取って
いくんだという意識がすごく高いと感じました。
だから長草工場での組付け性の確認などは徹底し
てやり切りましたね。工場側も『自分たちのノウハ
ウが他の2工場に受け継がれていくんだ』という
誇りを見せてくれました」。
　「ラインオフしたときも、工場側はやり切ったと
いう達成感より、まだまだやれる、次はどんなこと
ができるか？ともう次を見てるんですよ。これに
は驚きました。長草工場の底力を垣間見た瞬間で
したね」と川本もそう話してくれた。
　川本の言葉に象徴されるように、工場側の現状
に決して満足しないその意識こそが、新たな技術
革新を生み、より良い品質のクルマをつくりだし
ていくのだろう。
　長草工場は他工場に比べ、広い敷地面積を持っ
ているわけではなく、建屋や設備も古くなってい
る。1967年に操業を開始した歴史ある工場だか
ら当然だ。しかし、そのハンデを覆すほどの知恵と
工夫、改善魂がここにはある。長草工場が頭出しと
してのトヨタ自動車の期待に応えることができた
のには、訳があるのだ。

Column

究極の黒子、
ワイヤーハーネス

1/100mm薄く
　ワイヤーハーネスは自動車用の組電線のこと
で、電線が束になったものである。近年、クルマは
数多くの電子機器が搭載され、安全性や利便性な
どを支えている。ワイヤーハーネスはそれらの電
子機器に電源を供給したり、信号を伝達する役割
を果たしている。その設計に携わった川本は言う。
　「人間の体内に無数の神経や血管が通っている
ように、自動車にもこのワイヤーハーネスが網の
目のように張り巡らされています。ワイヤーハー
ネスはクルマにおいての血管や神経のような役割
をしているので、1本でもつなぎ間違えたり、切れ
たり、破れたりすれば、電子機器が正常に動かなく
なるばかりか、時として人命に関わるような大き
な事故に発展しかねません。通常は目に見えない
地味な製品ですが、常に100点満点の成績を求め
られる重要な製品でもあります。“究極の黒子”で
すね」。
　クルマが多機能になればなるほど、ワイヤー
ハーネスは増えていく。ワイヤーと聞くと誰もが
銅線をビニールの被膜で覆った細い電線を想像す
るが、これが束になるとかなり重いのだ。ハイブ
リッド車だとワイヤーハーネスだけで45kgにも
及ぶというから驚きだ。そのため、この重量を少し
でも抑える工夫も行われている。
　「たとえば、線径をもっと細くできないか、素材を
アルミにできないか。もっと言えばワイヤーハーネ
スを巻くビニールテープの厚みを1/100mm削れ
ないか。そういった地道な改善をしてるんですよ」。
　まさにチリも積もれば山となる。この1/100mm
薄くすることが、結果的に大きな減量につながるの
だ。

品番との戦い
　「RAV4のワイヤーハーネス設計においては“品

番との戦い”とも言える苦労がありました。という
のも、180の国と地域で使われるクルマなので、そ
の仕向地の数やグレード数も考えると歴代のトヨ
タ車で最多の品番を持つクルマなんですね。工夫
なしでそのままつくっていくと5万品番ほどにな
る。それではあまりにも多すぎるので、トヨタ自動
車はもちろん、設計、工場、仕入先などと協力して
品番を整理していきました」。
　その結果、品質を確保しつつ、ワイヤーハーネス
の質量も低減し、組付けの作業性やコストも抑え
ることができた。

川本　祐司
自動車事業部 
技術部
設計第四室
ワイヤーハーネス
担当

チームRAV4が挑む、
あくなきディティールの追求
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