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1 はじめに
　ヴィッツ（海外名はヤリス）は1999年の発売
以来欧州をはじめ約80の国と地域で販売される
TOYOTAブランドの基幹モデルである。今回の
マイナーチェンジでは市場要望の強かったハイブ
リッド車を追加した。さらに、外形デザインの大幅
な変更を実施した。また、内装色の変更による上質
感の向上を実施した。
　当社は、マイナーチェンジのアッパーボデー開
発を受託し、お客様のニーズに合った魅力ある商
品を開発したのでその内容を紹介する。

2 開発のねらいとコンセプト
　日本のコンパクトクラスを取り巻く環境は、常
に変化し競争も激しさを増している。燃費性能や
個性そして質感といった、お客様と社会の要望に
こたえるべく以下のねらいをもとに開発を進めた。
・�軽量・コンパクトなハイブリッドシステムの搭
載による低燃費と広さの両立

・�洗練と躍動を与え個性を磨いたエクステリア
・�統一感ある洗練されたインテリア
・�新色を加えた多彩なボディーカラー

3 ハイブリッドシステム搭載
　先進性と環境性能向上を目指してガソリン車に
加えて新たにハイブリッド車を設定した。低燃費
と優れた走りで定評がある1.5L小型ハイブリッ
ドシステムを搭載したうえで、従来の1NZ-FXEエ
ンジンをベースに燃焼改善・低フリクション化を
行い、出力・トルク性能を維持したまま低燃費化を
実現した。ハイブリッドシステムは各種制御を改

良し、さらに燃費性能を向上させた。駆動用バッテ
リーは後席下に配置することで、ガソリン車と同
等の居住性、荷室を確保した（図1）。

4 デザイン

4.1 背景
　今回のモデルチェンジでは、欧州で好評な特徴
あるフロントフェイスとリアのスタンスを更に強
化し、競合の激しいBセグメントにありながらダ
ウンサイザーも満足し得る、コンパクトクラスを
越えた洗練さが求められた（写真1、2）。

4.2 デザイン開発にあたって
　従来基本ボディは共通とし、日欧別々の顔つき
で開発を行ってきたが、今回のモデルチェンジで
は世界共通のスタイルで商品化した。
　デザイン開発はED2（トヨタ自動車欧州デザ
イン開発拠点）を主軸に織機デザインと共同で行
なった。

1NZ-FXE ENGINE

HYBRID BATTERY

図1 ハイブリッドシステム配置
Fig.1 Hybrid system layout

製 品 技 術 紹 介
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要　旨 　トヨタ自動車株式会社はヴィッツをマイナーチェンジし、全国のネッツ店を通じて2017年1月12日より発売を開
始した。当社はアッパーボデーの開発を受託し、その高い要求レベルにこたえるべく開発を行った。
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Abstract 　Toyota�Motor�Corporation�made�minor-changed�Vitz,�and�released� it� through�Netz�distribution�on�
January�12,�2017.�TICO�was�entrusted�with�upper�body�development�and�carried�out�it�to�satisfy�the�
high�level�requirements.
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サイド（写真5）
ダイナミズムの強調
⑦�バックドアとリアコンビランプを新設しリアの
シルエットを際立たせ、フロントからリアへの
軸の通りを強めて伸びやかさを表現するととも
に、サイドに於けるダイナミズムを表現

　

4.5 カラーデザインの狙い
1）�外板色テーマ�Lively（若々しく、活き活きとした）
（写真6、7）
・“より鮮やか”に有彩色ラインナップの強化
ソリッドのような鮮やかさと光輝感を併せ持つ
「クリアブルークリスタルシャイン」を新規開発

⑦

写真5 サイド
Photo5 Side

写真6 Livelyカラー
Photo6 Lively color

・“よりリッチ”にセレクションカラーを充実
ダークブルーマイカとオリーブマイカメタリッ
クを新たに設定

2）�室内色テーマ�Lively(若々しく、活き活きとした)
（写真8、9、10）
①�グレード毎にユーザーの嗜好にマッチしたキャ
ラクターの強化

②�女性の視点で開発した新規色の採用
③�表皮材質及び色柄変更による質感向上
④�プリント玉縁、ダブルステッチ、トライデコ＊等
による加飾バリエーションの充実

＊トライデコ
　トリニティ工業㈱のレーザー加工技術。部品に
直接描写し凹凸を付与、従来工法に使用される材
料や幅資材を削減した新しい加飾工法

写真7 新設定セレクションカラー
Photo7 Selection color

写真8 Uグレード室内
Photo8 Ugrade interior

4.3 デザインコンセプト
　アクティブ・ダイナミック＆リファインメント
Bセグメントに必要な洗練さとダイナミズムの表現

1）�より立体的な構成のフロントと水平基調のリ
アプロポーション

2）ダイナミック且つエモーショナルな造形
3）キーンルック＊とアンダープライオリティ＊＊

表現の改善

＊キーンルック
　知的で明晰な印象を与えるトヨタ独自のフロ
ント表情トヨタマークの立体的な強調と、ダイナ
ミックなアンダープライオリティとの組み合わせ
で表現

＊＊アンダープライオリティ
　空力性能・冷却・歩行者保護向上に配慮した、ア
ンダーグリルの主張度合いを高めたデザイン

4.4 外形デザインの狙い
1）外形重点項目
（1）�アクティブ・ダイナミックなフロントフェイス
（2）�水平軸を強調したリアコンビランプによる、

1クラス上のワイド感
（3）�フロント/リアデザインの洗練とハーモニー

の向上

�変更部位

写真2 変更部位リア
Photo2 Change area Rear

写真1 変更部位フロント
Photo1 Change area Front

フロント（写真3）
　ワイド＆ローによるスタンスの良いキーンルッ
クでダイナミック＆洗練さの向上
①�造形要素をシンプルにして立体感を強めシンボ
ルマーク付近の立体の押し出し感を強調
②�センターの塊と組み合わせたシンプルかつダイ
ナミックなバンパーコーナーの造形により、ワ
イド感とスタンスの良さを表現
③�特徴的ヘッドランプにより、存在感のあるキー
ンルックを表現

リア（写真4）
　水平的なプロポーション強調によるワイド感と
上級セグメントに通じる洗練さの付与
④�水平軸を強調したリアコンビランプとバックド
アで、上級セグメントのワイド感を表現
⑤�バンパーはフロントと呼応した大胆かつ立体感
を強めた造形で、スタンスとワイド感を強化
⑥�新たに追加したロアガーニッシュとリフレク
ターガーニッシュで、低重心感とワイドスタン
スを実現

写真3 フロント
Photo3 Front

写真4 リア
Photo4 Rear

新型ヴィッツの開発
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6 新規外板色の開発
　新色「クリアブルークリスタルシャイン」の塗料
開発を行った。

6.1 意匠の狙い（コンセプト）
　光輝感を持つメタリック色でありながらシェー
ド視でも濁りのないクリアで高彩度なスッキリと
したブルー（図4、5）。

Clearance Lamp

Tail Lamp

写真12 車幅灯／尾灯点灯状態
Photo12 Clearance lamp/Tail lamp lighting state

通常メタリック色
シェード視

シェード視

正面視

新色

シェード視でも
濁らないクリア
な高彩度

図4 新色の狙い
Fig.4 New color concept
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図5 通常メタリック色と新色の明度、彩度
Fig.5 Value and Chroma of conventional metallic color

and new color

6.2 開発手法
　通常のメタリック色には、光輝感の付与や下地
隠蔽性を確保するためにアルミ・カーボンが含ま
れる。アルミとカーボンのどちらも濁りの原因に
なりやすい顔料である。
　今回の新色では、アルミとカーボンを減量し、濁
りを低減。さらに白い中塗りとセットで発色させ
て高明度・高彩度を実現した。しかし、これらの手
法は下地隠蔽性の低下が起こる。
　下地隠蔽性の低下を補うために、塗膜へ入射し
た光を拡散反射することでシェード視でもクリア
な発色をするクリスタルシャインを追加した。こ
れらの手法により、意匠の狙いであるシェード視
でのクリアで高彩度なスッキリしたブルーを実現
した（図6）。

7 優れた操縦安定性

7.1 ボデー剛性
　新型ヴィッツでは、フロントピラー部、及びルー
フサイドインナー部にスポット溶接を追加（図
7）、また結合部材の一部を板厚アップ（図8）する
ことで優れたボデー剛性の実現を図った。

新色通常メタリック色

カーボンブラックで
吸収

クリア

鋼板

電着
中塗り

クリア

鋼板

電着
中塗り

アルミの正反射で
シェード視での濁り

アルミ クリスタル
シャイン

高明度・高彩度を生み出す
白い中塗りとの発色

クリスタルシャインの拡散反射で
シェード視でのクリアな高彩度

図6 通常メタリック色と新色の特徴
Fig.6 Characteristics of conventional metallic color and

new color

ルーフサイドインナー部

フロントピラー部

フロントピラーブレース
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　　　ｔ1.4⇒ｔ1.6

UPR
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FR
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RH

図7 スポット溶接追加
Fig.7 Addition of spot welding

5.2 ライン発光の車幅灯／尾灯
　新型ヴィッツは、ワイド&ローの構えを強調した
外形デザインとした。ランプでは、車幅灯／尾灯の
光り方でワイド感を表現することが求められた。
　そこで、透明樹脂の導光パイプによる光学系を
採用し、車幅灯／尾灯をライン発光させることと
した（写真12）。この光学系は、導光パイプ端部か
らLED光を入射して、パイプ全体を発光させてい
る。
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図2 前方照射距離（ハイビーム）
Fig.2 Front irradiation distance（Upper beam）
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図3 前方照射距離（ロービーム）
Fig.3 Front irradiation distance（Lower beam）

5 ランプ商品力の向上

5.1 Bi-Beam�LEDヘッドランプ
　新型ヴィッツでは、1灯でハイビームとロー
ビームを切り替えられるBi-Beam�LEDヘッド
ランプを採用した（写真11）。このBi-Beam�LED
ヘッドランプは高光束LEDチップの採用により、
先代のLEDヘッドランプ及びハロゲンヘッドラン
プに比べて前方照射距離が広がり、夜間運転時の
前方視認性が向上した（図2、3）。
　また、ハイビームとロービームが同一ユニット
で構成されており、別ユニット構成であった先代
のLEDヘッドランプに比べて7.6%の軽量化を実
現した。加えて、先代ではハロゲンバルブを使用
していたハイビーム光源がLED化されたことで、
消費電力は43%減かつ光源寿命は5倍になってお
り、環境性能の向上に寄与している。

写真9 Jewela室内
Photo9 Jewela interior

写真10 トライデコ、玉縁、新規開発色マルサラ
Photo10 Tri-Deco, piping, NEW Color Marsala

Upper Beam & Lower Beam

写真11 Bi-Beam LEDヘッドランプ
Photo11 Bi-Beam LED Head Lamp

新型ヴィッツの開発
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　上記、優れたボデー剛性、空力操安の実現に合わ
せ、ショックアブソーバーの特性変更により、優れ
た操縦安定性と乗り心地の両立を実現した。

8 まとめ
　以上のように、新型ヴィッツは通常のマイナー
チェンジの枠を超えた大幅な改良を施して市場か
らの要望にこたえた商品力をアップさせてその魅
力を一段と高めた。競争の激しいコンパクト市場
だが今後もお客様のニーズに耳を傾けてさらなる
改善に取り組んでいく。
　最後に、今回の開発にあたりトヨタ自動車株式
会社様をはじめ、社内外の多くの関係者の方にご
指導ご協力をいただき、深く感謝いたします。
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図10 空気流れ改善
Fig.10 Air frow improvement

リヤバンパーシール

エア抜き穴

UPR

OUT FR

図11 リヤバンパーシールエア抜き穴追加
Fig.11 Addition of air bleed holes（Rear bumper seal）

7.2 空力操安向上
　フロントフェンダーライナー上部に整流フィン
を追加し、フロントタイヤから巻き上げられた空
気をボデーサイドの主流へスムーズに合流させる
ことで整流効果を実現した（図9）。またブラケッ
トによる嵩上げとフロントフェンダーライナーの
形状変更により、ボデーとフロントフェンダーラ
イナーの間の空間を確保し、エンジンルームを通
過する空気の流れの抵抗を抑制することで、フェ
ンダー内圧を低減し、優れた接地性を実現した（図
10）。リヤバンパーシールにもエア抜き穴を追加
し、リヤタイヤ周りの空気を整流することで接地
性を向上した（図11）。
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図8 結合部材板厚アップ
Fig.8 Increasing plate thickness of connecting member

フロントフェンダーライナー

整流フィン

整流フィン

主流
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平面視

空気の流れ

整流フィン

タイヤ

Ａ－Ａ

Ａ

Ａ

図9 フロントフェンダーライナー整流フィン追加
Fig.9 Addition of commutating fins（Front fender liner）


