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自分たちの知恵と情 熱で、

不 可 能だったこと（ i m p o s s i b l e ）を現 実のものにする（ p o s s i b l e ）。

「できるはずはない」と思われていたことにも恐れず挑み、

創業の時からたくさんの夢を実 現してきました。

この「ＳＴＡＲＴ ＹＯＵＲ ＩＭＰＯＳＳＩＢＬＥ」とは、

自動 車メーカーとしての領 域も既 成 概 念も超え、

トヨタが未 来に向かって果 敢に挑む合 言 葉であり、

お客 様や社 会と結ぶ約 束の言 葉 。

これから私たちが何を、どのようにめざ すか。

ふたつの観 点でお話ししたいと思います。

トヨタの歴 史は、挑 戦の歴 史 。

もっといいクルマづくり いい町 、いい社 会づくり

＊「ＳＴＡＲＴ ＹＯＵＲ ＩＭＰＯＳＳＩＢＬＥ」は、企業としてめざすべき方向性を全社で共有し、広く社会やお客様に示す、グローバル企業チャレンジです。
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ものづくりを通じて社会に貢献したいという思いから、

豊田喜一郎が豊田自動織機製作所内に自動車部を開設したのは、１９３３年のこと。

以来、私たちは時代の声に耳を傾け、さまざまな課題に果敢に取り組み、

自分たちの想像力と技術力の限界を超えながら、愛情を注ぎ込んだクルマを世界中でつくってきました。

そんなみんなの思いと技術の積み重ねが、今のトヨタです。

「今より“もっといいクルマ”をつくろう」とは、これまでもこれからも変わらない私たちのスピリット。

トヨタの「クルマづくり」について、お話しします。“もっといいクルマ”をつくること。
 創 業 時からつづくトヨタの思い。 ●  もっと環境のことを考えたクルマづくりのために。

環 境×クルマ

●  もっと安全なクルマづくりのために。
安 全×クルマ

●  もっと高品質なクルマづくりのために。
生 産×クルマ

●  もっと人々に愛されるクルマづくりのために。
愛 　×クルマ

もっといいクルマづくり

＊写真のクルマは、トヨタ自動車初の生産型乗用車「トヨダ AA型乗用車」。1936年に発表しました。



ＭＩＲＡＩとは…●世界初の量産型セダンタイ
プＦＣＶ（水素燃料電池自動車） ●２０１４
年１２月発売 ●水素を燃料に車載発電シ
ステムで発電した電気で走行 ●地球温暖
化の要因ＣＯ2排出量はゼロ ●発電後、水
素は無害な水に変わり排出 ●クルマへの
水素充填（じゅうてん）は約３分で完了 ●走
行距離は約650ｋｍ（JC08モード）

私たちトヨタが水素プロジェクトを起動させ、社内から技術者を公募したのは、

１９９９年のこと。海図が未完成の航海に乗り出すような状況にもかかわらず、

手を挙げた技術者のなかには、初めての我が子が生まれたことから参画を決

めた者もいました。かつて大学で研究したエネルギー変換工学への情熱を新

事業で生かそうと申し出た技術者もいました。そうして集まった、さまざまな思いと

生き方を携えた技術者たち。

どこまで行けるかわからない。しかし水素は私たちをワクワクさせる。

地球規模の危機感のなかで、トヨタはどうすべきか、自分たちは何をなすべきか。

水素をエネルギーとして活用するメリットは、昔から世界中の技術者たちが知って

いました。ただ、その原理をクルマに載せようとは、まだ誰ひとり考えなかった時代で

す。失敗に終わるかもしれない、なにも実現できないかもしれない。議論百出のなか、

背中を押したのは当時会長だった豊田英二の「トヨタがやってみないとわからな

い」という一言。ただし実験車どまりではトヨタではない。目標は、一般の人が買える

自家用車として完成させること。技術者たちは、いくつもの仮説、いくつもの試作品

をつくりだし、何度も壁にぶち当たり、研修所に泊まり込んでは新たな答えを求め議

論を繰り返し、何度も「こんなの、できるわけがない」と下を向き、何度も“あしたも頑

張ろう”と開発を続けました。振り返れば、そこには約２０年の年月がありました。

化石燃料はいずれ枯渇。ＣＯ2排出量を抑えないと大変なことになる。

世界中からMIRAIは高い評価を得ました。が、まだまだ高価。水素充填ステー

ションの課題もあります。しかし開発を進めるにつれ、水素には社会を変える力があ

るという確信を深めています。私たちが水素で描く夢は、バスやフォークリフトなど別

の車種での活用はもちろん、家庭用燃料電池や新しいインフラなど大きく広がっ

ています。思えばプロジェクトが始まった年に生まれた子どもたちがトヨタに入社して

くれています。今ある技術と情熱は彼らへ受け継がれ、さらに次の子どもたちへとつ

ながっていく。未来は加速し始めています。

トヨタの創造と挑戦の先にＭＩＲＡＩは生まれたのです。

M I R A Iには
たくさんの未来が
隠れている。
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環 境×クルマ トヨタが進めていること 1

てん
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ハイブリッド技術が、
すべての電動車に生きている。

２１世紀になる前にトヨタが世界で初めて量産させた

電動車は、電気（モーター）とガソリン（エンジン）で

走るハイブリッドカー。実はそのコアとなる技術が、今

のトヨタのＥＶ（電気自動車）、ＰＨＶ（家庭のコンセン

トなどから充電できるプラグインハイブリッド車）、ＦＣＶ

（燃料電池自動車）のベースになっているのをご存

知ですか（右図）。トヨタはＦＣＶのＭＩＲＡＩだけでな

く、さまざまなタイプのエコカーの開発も同時に

力を入れています。それはなぜか。地球上には電

気の供給が不安定な国があります。また、冬になると

毎日が氷点下の時期があるという地域があります。

世界にはさまざまな国や地域があり、インフラもエ

ネルギー政策もクルマが置かれる自然環境も

異なります。私たちには「どんなに優れたエコカーで

も、普及しない限り環境に貢献することはできない」と

いう考え方があります。私たちトヨタがすべきことは、そ

れぞれの国の事情に合わせられるよう、エコカーの選

択肢をキチンと用意すること。今、私たちの目標は、電

動車の販売台数を２０３０年には世界全体で５５０万

台以上、そのうちＥＶ・ＦＣＶは１００万台以上普及さ

せること。トヨタはグローバルな視点で未来を見

つめています。

電動車の普及

ＣＯ２排出ゼロだけでなく、
環境にプラスとなることをめざす。

トヨタは、クルマが走るときに出るＣＯ２はもちろん、クルマ

の原料や部品を作るとき、組み立てるときに出るＣＯ２

を可能な限りゼロにすることをめざしています。

また、クルマに必要な資源をリサイクルして使うことや、

各地域の工場で水を大切に使い、きれいにして還す

こと、そして自然を保護することで、環境にプラスになる

こともめざしています。私たちは、６つのチャレンジを通じ

て、人とクルマと自然が共生する社会に向け

て走り続けます。

トヨタ環境チャレンジ20 5 0
ここにもＴＯＹＯＴＡ 1

ただ自然保護のためでなく、生物の

多様性を守りたい。私たちが子ども

の頃に身近な里山から多くを学ん

だ経験を、今の子どもたちにも感じて

もらおうと、１９９７年に「トヨタの森」を

開設しました。場所は私たちトヨタの

本社からクルマで15分のところ。この

森で感じてほしい、地球にはいろい

ろないのちがあること、そして自然をな

いがしろにしては、人は生きてはいけ

ないこと。ぜひ、みんなで遊びに来て

ください。

トヨタの森

トヨタが進めていること 2環 境×クルマ

詳しくは▶

モーター バッテリー ＰＣＵ（インバータ）

エンジン

充電機器

燃料電池

水素タンク

ＨＶ
（ハイブリッド車）

ＰＨＶ
（プラグインハイブリッド車）

ＥＶ
（電気自動車）

ＦＣＶ
（燃料電池自動車）

H2

H2
O2

世界に先駆け実用化したハイブリッド技術が、
他のエコカーに受け継がれています。

ライフサイクルＣＯ2ゼロ
チャレンジ

新車ＣＯ2ゼロチャレンジ

水環境インパクト最小化
チャレンジ

人と自然が共生する
未来づくりへのチャレンジ

工場ＣＯ2ゼロチャレンジ

循環型システム構築
チャレンジ

かえ



●クルマ自身がドライバーに代わり運転操作を行い、安全
に走行するシステムのこと ●操作の内容によってレベル０
からレベル５まで６段階に分け細かく定義 ●自動運転とい
われる段階は条件付き自動化のレベル３から ●トヨタの市
販車では、2017年レクサス ＬＳが自動運転につながる世界
初の高度運転支援技術を搭載 ●自動車単体に加え、トヨ
タでは「e-Pale t te  Concept」構想など、公共交通機関
や輸送網を自動運転化するプロジェクトも進行中（Ｐ23-24）

なによりも安全。
そのうえでトヨタは、
自動運転を楽しい
ものにしたい。

自動車における自動運転とは…

トヨタが開いたある会合で、そう問いかけられたことがあります。実現のアイデアは浮

かんでも今はまだ難しい。しかし「すべての人に自由に安全に移動する歓びを」め

ざすトヨタにとって、視野にあるテーマのひとつ。まさに自動運転は、クルマのあり方

や私たちの暮らし、生き方までも変える可能性を秘めた技術なのです。

「“自動運転”が完成すれば、
目が不自由な私もクルマを運転できるようになりますか？」

といってもドライビングテクニックの自動化をめざしているのではありません。たとえ

ば高速道路の合流。初心者や運転に不慣れな方には「苦手だな」とストレスが

生まれるたいへんな一瞬。そのときスムーズに入れるよう、クルマの方がちょっと自動

運転で手をお貸しする。合流がうまくいけば、運転も気持ちもラクになり、疲れにくく

なる。クルマの方からいろんな場面でさまざまに気づかいできるようになれば、もっと

クルマで出かけたくなるし、もっと遠くまで行きたくなる。私たちがめざす自動運転とは、

そんなクルマと人の関係。それを機械的な動きでなく、「あ、私の気持ちをわかってく

れている」と人によって異なる乗り心地をも感じてもらえる自動運転となるように、クル

マと人の息の合った関係を技術として確立していく。いくつかの技術は実現し、既

にクルマに搭載されています。さらに次をめざすには、越えなければならないハード

ルはいくつもあります。しかしどんなに自動化が進もうとも、「クルマはドライバーの意

思で動かす乗り物」であることに、トヨタはこだわりたいと考えています。
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それは人とクルマがチームメイトのような一体感を生み出し、
走る歓びを感じる自動運転。

安 全×クルマ トヨタが進めていること 1

渋滞中のわき見などで前に迫ってきたクルマに追突寸前で停止する危険回避

的な技術とは考え方が異なり、自動運転とは３６０度周囲の状況にクルマ自身が

常に注意し、ぶつかることがないよう安全に走行できるようにする技術です。すべて

のクルマが自動運転になる社会が実現できれば、「死傷者ゼロ」の目標に大きく

近づきます。それだけでなくトヨタには「自動運転」にプラスしたい考え方があります。

自動運転で実現したい第一の目標は「交通事故死傷者ゼロ」

＊自動運転技術のテスト走行（イメージ）。

よろこ
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トヨタが進めていること 2安 全×クルマ

安全と安心のためにクルマは何ができるのか。
トヨタは挑み続けます。

ドライバーを先進技術で危険な状況に近づけない

こと。たとえば●前方のクルマや歩行者に接近しすぎな

い、●うっかり車線をはみださない、●万一のペダル踏み間

違い時に速度を抑えるなど、の安全システムを開発。実車

試験に加えてドライビングシミュレータを活用することでドラ

イバーの感性にあった運転支援を実現しています。

予防安全

万一衝突したときに乗員のいのちを守ること。それも

クルマの役割です。トヨタではさまざまな衝突試験を

行い、車両の衝突安全性を確認しています。また、人

体コンピュータモデル“ＴＨＵＭＳ（サムス）”を開発、衝

突事故における骨や内臓の傷害発生メカニズム

を分析しながら、安全なクルマづくりに活用しています。

衝突安全

事故の際は、一刻も早い対応が必要です。コネク

ティッド技術を活用して、オペレーターがドライバーに

直接状況を確認した後、速やかに近隣の警察・消

防に連絡。救急車やドクターヘリを現場に派遣し、

迅速に救命活動を開始することで死亡重傷者の

低減につなげます。

救助

ドライバーや歩行者の安全意識を高めるだけでなく、クルマ自体の安全性の
向上、人本位の交通環境の研究と整備の３つが整うことで、はじめて「交通
事故死傷者ゼロ」が実現できる。トヨタは三位一体の交通安全への取り組み
を全世界で進めています。

トヨタの交通安全の考え方

研究と整備

交通環境
安全性の追求

クルマ

交通安全の啓発

人

THUMS Family

大柄男性 平均体格男性 小柄女性 子供（１０才）子供（6才）子供（3才）

ここにもＴＯＹＯＴＡ 2

５０年以上続けている、幼児向け交通安全活動

地域の幼稚園児たちを私たちの施設に招き、交通安全

教室を開催しています。横断歩道の渡り方をはじめ、さま

ざまな危険予知のトレーニングを行います。

トヨタセーフティスクール

交通安全の絵本と紙芝居を制作し、全国の幼稚園、保育

園に贈呈。絵本の贈呈数は５０年間で１億４千万冊を超え

ています。また紙芝居も教育現場で活用いただいています。

絵本・紙芝居

海外での活動

アルゼンチン、アメリカ、ベトナム、タイ、インド・・・。私たちは海

外でもさまざまなカタチで交通事故死傷者ゼロをめざす

活動を進めています。

交通戦争と言われるほど事故が急増した時代も現代も、交通事故に遭う率が高い就学前後の子どもたち。

私たちは小学校に入学し１人での行動が増え始める前の幼児向けの交通安全啓発をずっと続けています。

飽きずに学んでもらおう
と４０年以上前に生まれ
たアンゼンマン。子ども
目線での創意くふうです。

トヨタ交通安全センター
モビリタ

トヨタ会館

ドライビングシミュレータ

ホワイトロード（タイ）



もっと安全に、もっとラクに・・・。そんな作業員の
要望とアイデアを基に、絶えず工程改善が行
われています。右の写真は、そんな作業員の思
いから生まれた部品搬送装置のひとつ。部品
の重さを利用することで、電力を使わずに持ち
運び作業を省略することを実現しました。

作業員の提案による工程改善

世界中の
工場のなかで、
人を育てる文化が
生きている。

生 産×クルマ トヨタが進めていること 1
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私たちがさまざまに名付けた独特の名称とともに、「トヨタ生産方式」もお聞きになっ

たことがあるかもしれません。約８０年前、自動車製造に乗り出したベンチャー企業。

それが私たちトヨタの出発点。戦後の混乱期、物資も技術も資金も心もとないな

かで目標に据えたのは、“どうすれば超先進国アメリカに負けないクルマをつくるこ

とができるのか”。そのためには模倣ではなく、トヨタにしかできないやり方が必要。

あたまを使え、知恵をしぼれ。そうして生まれたもののひとつがトヨタ生産方式。

“方式”といっても数値的な理論やマニュアルがあるわけではなく、私たちの工場

をご覧いただいても表面的な部分しかわかりません。それはなぜか。

アンドン、改善、かんばん、ニンベンの付いた自働化、
ジャストインタイム、そして「トヨタ生産方式」

その方法は、教えたり、やり方を押し付けたりするのでもなく、生産現場で考えるきっ

かけをつくること。「どうすればもっとスムーズに部品取り付けができると思う？」「１台

のクルマにみんなで取り掛かるとき、労力少なく素早く工程を終えるには何を変え

ればいい？」。もっと漠然と「この工場はなぜこんなに広いんだろう？」と禅問答にも

似た言葉から始まる時もあります。それをトヨタで働く私たちの仲間たちが受け止め、

そこから各自が考える。新たな方法を発見する。それがうまくいけば、働く人のなかに

クルマづくりの歓びが確実に生まれ、もっと考えたくなる。

トヨタ生産方式とは、ものづくりを通じた、人づくりなのです。

どうすれば、もっと良くできるか。その思いと発想はかつてトヨタが自動車生産に乗り出

した時と同じ。それを日本だけではなく、アメリカやフランス、タイなど世界中の工場で

行っています。このラインに、変えればよくなるところは本当にないのか、作業をもっとラ

クにできる方法は本当にないのか。理想への追求は、終わることなく繰り返されます。

そのトヨタの人づくりは、育てた人から次の世代に受け継がれ伝わっていきます。

場所や国が変わろうとも、同じ高品質で安全なクルマをつくりたい。私たちがやっ

てきたものづくりの考え方がひとつの種となり、人を育て、社会が豊かになり、その国

が豊かになり、世界全体が豊かになる。そんな未来もトヨタが思い描く未来です。

まさに「あたまを使え、知恵をしぼれ」

よろこ
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ものづくりは人づくり。
世界中の社員を育て、心をひとつに。

昭和２８年というと、戦争が終わって日本がようやく復

興へと歩み始めた頃。この年にトヨタの代表標語が

制定されました。掲げられた標語は「よい品（しな）よい

考（かんがえ）」。いいクルマは、クルマづくりのす

べての段階で私たちひとりひとりが創意くふう

を徹底的に行うことで実現できる。そんな思いを託

し標語が生まれた２年後に、トヨタは国産技術だけで

初代クラウンを生み出しました。トヨタの真髄が込めら

れたこの標語は、今、世界中のトヨタの工場やオフィス

に掲げられています。自分たちの思いを全員が共

有する。そうすることで、トヨタはトヨタであり続けます。

よい品よい考

どれだけ時代やテクノロジーが進歩しても、トヨタが

最も大切にしているのは人の「手作業」。人は

手による作業を通じてものづくりの原理原則をつかみ、

さらに手を使って考え感じながら、クルマづくりの現場

でさまざまに改善する力を蓄積していくと考えているから

です。そうして身につけた「匠の技能」をさらに磨きをか

け、人それぞれが得たカンやコツを機械やロボットに新

技術・新工法というカタチで移植していく。さらに言うな

らば、人ができないことや思いつかなかったことを、機械

やロボットで実現することはできないのです。人の技能

が成長することで技術力が高まり、技術力が

高まることで人の技能も成長。そうしてものづく

りが進化していく。ここにもトヨタの「ものづくりは人づ

くり」という考え方が、深く根付いているのです。

匠の技能

機械が、いいクルマをつくるのではない。人の知恵と

情熱が、いいクルマを生み出す。その思いからトヨ

タは人材教育に、創業当初から力を入れてきた企業

です。昭和２６年に、創意くふう提案制度がスタート。

どうすれば、もっといいクルマをつくることができるのか。

チームワークで知恵を出し、生まれたアイデアのなか

から良い提案はどんどん実現していく。そんなものづくり

をする「人」と「ノウハウ」の積み重ねの先に、

今のトヨタがあります。優れたものをつくるには、まず

優れた人をつくる。創意くふう提案制度は、世界中の

トヨタで行われています。

創意くふう

ここにもＴＯＹＯＴＡ 3

重さやぜんまい、歯車の組み合わ

せなどで巧妙に動くからくり人形。

日本に昔からあるこの文化を私た

ちの製造現場に取り込み、人の

作業やムダをなくす改善を日々進

めています。そうして生まれたさまざ

まな創意くふうを一堂に集め、みん

なで見られるよう年1回社内展示

するのが「トヨタからくり展」。ここで

の展示を参考にして新たなからく

りを生み出しており、ひとつの知恵

が大きく広がっています。これもトヨ

タの人づくりです。

トヨタからくり展

生 産×クルマ トヨタが進めていること 2

ロボットで美しい字を書かせるには人（匠）の技が必要

書道未経験者

書道経験者

【人】 【ロボット】

ロボットに教示する
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“愛車”は、
一日では
生まれない。
はじめは真っさらであっても

使い続けることで、

だんだんとじぶんに馴染んでくる

一足の靴のように。

クルマはいろんな所へともに走り、

ともに時間を過ごすことで、

友人や家族のような存在になっていく。

まさにクルマとは、“愛車”。

工業製品のなかで唯一愛がつく存在。

どんな時代になろうとも、

単なる移動手段ではなく、

感情や心を通わせる“間柄”になることに

こだわりたいのが、トヨタです。

お客様の声を聴き、クルマの声を聴き、

道の声を聴いて、

私たちは愛車となる“クルマ”をつくってきました。

それは、これまでもこれからも変わりません。

私たちトヨタは、

クルマが好きでたまらないのです。

愛×クルマ トヨタが進めていること

なじ
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ここにもＴＯＹＯＴＡ 4

モリゾウというニックネームでトヨタのイベントやテレビ、ラジオに現れる人物・・・。知る人ぞ知るトヨタ自動車の

豊田章男社長。もっといいクルマづくりに必要なセンサーを磨くため、マスターテストドライバーだった故・

成瀬弘に弟子入りし、現在は自らが「マスターテストドライバー」として、テストコースに限らずレースやラリー、

５大陸走破など極限の道でステアリングを握り、自らトヨタが世に送り出すクルマの「味作り」に加わっています。

クルマ関係のイベントなどにも現れます。どうぞ「モリゾウさん」とお気軽に声をかけてください。

モリゾウ

“極限”が人とクルマを鍛え上げる。 “世界の道”から社員が学ぶ。

モータースポーツ ５大陸走破

２０１４年に始まったこのプロジェクトの出発点は「道が人を

鍛える、人がクルマをつくる」というトヨタらしい思いから。

世界中にあるさまざまな道を社員が走れば、私たちのクルマ

づくりがさらに深いものになるのではないか、クルマづくりのその

先へと進めるのではないか。そこにはテストコースでは学べ

ないことがきっとあるはずだ。その“道”にはその国や地域

特有の交通インフラ状況や自然環境、さらにはそこに住む人

たちの生活スタイルや行動パターン、国民性や独特の文化

がある。そこではどんなクルマが求められ、どんなクルマがふさわ

しいのか、を私たちは肌で感じたい。このプロジェクトにはそんな

意味があるのです。その成果は、これからのトヨタのクル

マに現れます。

トヨタが進めていること愛×クルマ

トヨタは創業者の豊田喜一郎の「競争という厳しい

環境が人を鍛え、クルマを鍛える」という思いを受け継

ぎ、さまざまなカテゴリーのレースに挑戦。舗装路、未舗装路、

雪道など世界中のあらゆる道で競うＦＩＡ世界ラリー選手権、

ル・マンをはじめ、世界中の耐久レースで構成されるＦＩＡ世

界耐久選手権、１周約2 5ｋｍと長く、道幅が狭いうえ、標高

差300ｍ、大小170を超えるコーナーを持つ世界でも難関な

ニュルブルクリンク２４時間レースなどに参戦しています。モー

タースポーツを通じ、世界中の地域や皆様に「笑顔」や「元

気」をお届けし、何よりも人を鍛え、クルマを鍛えることで、お客

様に「もっといいクルマ」をつくりお届けする姿勢を、

トヨタのモータースポーツの「ぶれない軸」としています。
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世 界中の人々を笑 顔に。
トヨタがめざす
「いい町、いい社 会」づくり。

●  コネクティッド

●  オリンピック・パラリンピック

● スペシャルオリンピックス

● パートナーロボット

● 社会貢献活動

いい町 、いい社 会づくり

まず、いちばんは“クルマづくり”を通して社会に貢献すること。

そのうえで、豊かな町、社会づくりに役立つ活動をできる限り行うこと。

その原点は、トヨタの創始者、豊田佐吉の思いにあります。

人のため、社会のため、自分は何をすればお役に立てるのか。

織り機の先進的な発明によって事業を起こした佐吉ですが、

その事業を志す元となったのは、彼が幼少期に見ていた

「効率の悪い手織り機で苦労する母の姿」にあると言われています。

そのときに生まれた思いは、トヨタという企業のなかに脈 と々息づき、

今の私たちへと結びついています。

トヨタのひとりひとりが「自分は何をすれば・・・」を考え、行動する。

そんな思いと活動が積み上げられ、豊かな町、社会になっていく。

全世界でみんなとともにすすめているその一端をお話しします。

＊「トイレは不浄」という古来の因習から、インドに
は今も野外で用を足す人が２億５千万人もい
るといわれています。トヨタでは、2014年より
インドの約200の小学校にトイレを設置すると
ともに、「手洗い」の習慣を身につけてもらう活
動を実施しています。



つながることで、もっと豊かに。
そんな世界をみんなで始める。

コネクティッド：トヨタがめざす「いい町、いい社会づくり」 1
かつて広大な北アメリカ大陸には移動・運搬手段のために約１,５００万頭の馬

がいました。それが続 と々生産されるクルマに２０年もたたないうちに置き換わりまし

た。その歴史に匹敵するほどの大変革が今、起ころうとしています。その変革の核

となるのは、車両の電動化や自動運転ばかりではありません。それは、「コネクティッ

ド」＝「つながる」。私たちは、早い段階から取り組んできました。

いま、自動車業界は、１００年に一度の大変革期。

コネクティッドカーは、無線通信装置を搭載し、データセンターとつながるクルマ。

たとえば●災害発生時にコネクティッドカーの走行データを集め、通行可能な道

を参考情報として地図に示す「通れた道マップ」の提供、●目的地付近のお店

情報など、知りたいことをクルマに話しかけるとデータセンターとつながりＡＩバーチ

ャルエージェントが教えてくれる「ＡＩ音声エージェント」。さらに、トヨタが大切にして

いるヒューマンコネクティッドサービス。たとえば、●旅行など見知らぬ土地で急病

人の病院を探す際や事故の場合にドライバーへの確認と連絡、救急機関への

手配をする際は、人間のオペレーターが直接対応するなど、サービスをどんどん

充実させるとともに、コネクティッドカーを増やしていきます。

「コネクティッドカー」で、社会やお客様に寄り添うサービスを。

私たちが取り組む「コネクティッド」の範囲は、いろいろなサービス事業者とオ

ープンに連携し、これからますます大きくなります。たとえば、トヨタが構想中の

「e -P a l e t t e  C o n c e p t」計画は、新たなモビリティサービスを生み出し、物流

のあり方や物販の考え方、さらには移動の方法やコミュニティの形さえも様変わ

りさせようとしています。「コネクティッド」で、社会をもっと安全で、自由で豊かなも

のへと進化させていく。私たちは時代を先取りし、挑戦を続けていきます。

「コネクティッド」で新たなモビリティサービスの創出を。

●電動化、コネクティッド、自動運転技術を
活用したモビリティサービス専用次世代ＥＶ 
●移動や物流、物販などさまざまなサービスに
対応 ●現在、2020年代前半にアメリカなど
さまざまな地域でサービス実証を予定。また、
東京2020オリンピック・パラリンピックは、選
手村での選手や大会関係者の移動を支援

「e -Pa l e t t e  Conc e p t」について…
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スポーツは、すべての人々に力を与える。
あきらめない。常にめざすのは次のレベル。アスリートたちが自らの限界を超えよ

うとするその姿に、私たちは不可能にチャレンジする自分たちを重ねあわせます。

これまでもトヨタはアマチュア、プロ問わず、さまざまなスポーツに深くかかわってき

ました。私たち自身も終戦まもない１９４７年から始まった社内駅伝大会を今も大

切に続けています。年一度豊田市で開かれる大会では、海外を含め6００近い

チームが社内で結成され、それぞれのチームがそれぞれの目標を持ち、襷（た

すき）をつないでいきます。スポーツは見る者にも競技する者にも、一体感や勇気

という生きる力をつくりだし、組織や社会を豊かなものへと成長させていきます。

そのことを、私たちは知っています。その同じ思いから2年に１度、世界が一つに

なるオリンピック・パラリンピックを、トヨタはサポートしています。

移動は挑戦するための障がいではない。
なかでもパラリンピックやパラスポーツにおいては、トヨタのクルマづくりで生まれ

た技術を生かした競技者の用具開発などを含め、夏季・冬季のパラアスリート

たちと同じ目線で、記録や勝利に挑んでいます。スポーツをきっかけに出会った、

彼らと私たち。互いに知らなければ知らないままだったそれぞれの考え方や発

見がそこにはあります。互いを深く知ること、互いの立場を理解すること、さらに互

いを認めあい、思いやること。また、パラアスリートに限らず、自らの限界に挑戦す

る選手たちが、子どもたちを中心にすべての人たちへ自分たちの夢や挑戦によ

って得たこと、感じたことを講演会や教室を通して、伝える活動も進めています。

それは、私たちがめざすいい町、いい社会づくりの出発点だと感じています。

移動が挑戦するための障がいではなく、夢をかなえるための可能性になって

ほしい。そんな社会に向け、スポーツやオリンピック・パラリンピックなどを通した

活動を全世界で進めていきます。
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オリンピック・パラリンピック：
トヨタがめざす「いい町、いい社会づくり」 2

スポーツは、
人と社会と世界をより成長させる。
トヨタはそう思います。

●オリンピックは２０１５年３月、パラリンピックは２０１５年１１月に、グローバルのワールドワ
イドパートナー契約を締結 ●期間は2017～2024年 （東京2020大会・北京2022大会・
パリ2024大会） ●３大会の円滑な運営を成功させるために、トヨタのノウハウを生かし、
環境、移動などモビリティ領域での新たな取り組みを実施

トヨタとオリンピック・パラリンピックについて
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つくりたい社会のひとつのカタチ。
私たちトヨタもともに進めます。

知的障がいのある人たちにさまざまなスポーツトレーニングと

その成果発表の場である競技会を、年間を通じて提供、

社会参加を応援する国際的なスポーツ組織・スペシャ

ルオリンピックス。なかでも知的障がいのある人とない人がチ

ームを組み参加するユニファイドスポーツは、互いの違いを

個性として理解・尊重を促す活動。それはさまざまな垣根を

越えひとつになりともに生きる理想の社会像。トヨタはこ

の理念に共感し、世界中の人たちにこの活動の素晴らしさ

を知って参加してもらうために、全力でサポートしていきます。

スペシャルオリンピックス

トヨタらしい方法で、社会を支える。
そんな活動を広げていきます。

社会貢献活動：トヨタ災害復旧支援

社会貢献活動：トヨタ生産方式による社会支援

ロボットが人に寄り添い、助けてくれる。
想像の世界を私たちが現実に。

「誰もが自由に移動できる社会」が実現されれ

ば、人の暮らしや社会はどんなふうに変わるのだ

ろうか。トヨタには、技術への飽くなき挑戦と先人たちが

積み重ねてきたノウハウがあります。たとえばクルマをつくる

産業ロボットは「どうすればより安全な環境で作業できる

か」、先人たちの挑戦と強い願いから生まれたもの。その

思いは、人の生活、医療介護、さらにその介護を支える

人たちまで視野に入れた、人と共生するパートナー

ロボット実現への挑戦へと引き継がれています。

パートナーロボット

トヨタがめざす「いい町、いい社会づくり」 3

※1 2016年1月にスペシャルオリンピックス日本とパートナー契約を締結。 2018年1月にグローバルゴールドパートナー契約とユニファイドスポーツパートナー契約を締結。 ※2 TDRS（Toyota Disaster Recovery Support） ： トヨタ災害復旧支援　※3 ＴＳＳＣ（Toyota Production System Support Center） ： トヨタ生産方式支援センター

※1

ひとりひとりの力が支えとなるボランティア。私たちトヨタ

は被災地の復旧のお手伝いにトヨタらしさをプラス

したい。そんな思いからＴＤＲＳは生まれました。現地に

集まったボランティアが安心して活動できるよう、コー

ディネートできる人材を育て派遣。さらに今後は、車両

提供はもちろん、支援物資の円滑な仕分けや配送な

どのお手伝いに加え、車中泊を強いられた被災者に

役立つアイテムをパッケージ化し、ノウハウと併せ提供

ができないだろうか。これまでの復興支援の経験を社

内に蓄積し思いも共有できれば、トヨタとしてまだま

だできることはある。私たちはそう考えています。

※2

磨き上げてきたトヨタのノウハウを社会課題の解決

に投入できないか。そんな発想からアメリカで1992年に

誕生したのがＴＳＳＣです。代表的な活動のひとつが、

2005年にハリケーンカトリーナが一瞬で奪い去った住居の

再建計画。一日でも早い住宅再建のためにトヨタ生産方

式を導入。導入前は1軒12～18週間要していた建築時

間が、導入後は約6週間と大幅短縮。医療分野では、救

急処置室での患者の待ち時間半減や医療品の在庫適

正化。さらに在宅高齢者や障がい者のための食事配達

サービス効率化によるコスト低減など、災害復興、医療、

福祉、教育分野などへの改善支援を遂行しています。

※3

テキサス州コリン郡の食事配達団体「ミールズ・オン・ウィールズ」
における食事包装ライン。配膳室改善、余剰な食材在庫低減に
より、工数6割減、１食あたり２割のコスト低減を達成。

いろいろな場面で役立つ
ロボットをトヨタがつくる
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本社 東京本社 名古屋オフィス

● 〒471-8571 愛知県豊田市トヨタ町1番地
● 〒112-8701 東京都文京区後楽1丁目4番18号
● 〒450-8711 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目7番1号

本 社

東 京 本 社

名古屋オフィス

■ トヨタの沿革
1867
1894
1924
1929
1930
1933
1935
1936
1937
1938
1950
1951
1955
1957

1959
1975
1982

1988
1989
1992
1997

1999
2000
2002
2006
2012

2014
2017

豊田佐吉 誕生
豊田喜一郎 誕生
無停止杼換式豊田自動織機（G型）完成
自動織機の特許を英国の会社に譲渡
豊田喜一郎 小型ガソリンエンジンの研究を開始
（株）豊田自動織機製作所に自動車部を設置
創業時の経営理念をまとめた「豊田綱領」 制定
AA型乗用車 発表
トヨタ自動車工業（株）設立（資本金1,200万円）
挙母工場（現本社工場）操業開始
経営危機（労働争議・人員整理）。トヨタ自動車販売（株）設立
創意くふう提案制度 発足
トヨペット・クラウン（トヨタ初の本格的乗用車）発表
国産乗用車 対米輸出第1号（クラウン）
米国トヨタ自動車販売（株）設立
元町工場（日本初の乗用車専門工場）操業開始
住宅事業に参入
トヨタ自動車工業（株）、トヨタ自動車販売（株）合併
新社名「トヨタ自動車（株）」
米国 トヨタ モーター マニュファクチャリング ケンタッキー（株）生産開始
米国 LEXUS店設立
英国 トヨタ モーター マニュファクチャリング（UK）（株）生産開始
プリウス（世界初の量産ハイブリッド車）発表
インド トヨタキルロスカ自動車（株）生産開始
国内生産累計1億台達成
中国 四川一汽トヨタ自動車（有）生産開始
中国 天津一汽トヨタ自動車（有）生産開始
中国 広汽トヨタ自動車（有）生産開始
グローバル生産累計2億台達成
プリウスPHV（プラグインハイブリッド車）発表
MIRAI（世界初の市販燃料電池自動車）発表
ハイブリッド車のグローバル販売累計1,000万台達成
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会社概要

一、上下一致、至誠業務に服し、産業報国の実を挙ぐべし
一、研究と創造に心を致し、常に時流に先んずべし
一、華美を戒め、質実剛健たるべし
一、温情友愛の精神を発揮し、家庭的美風を作興すべし
一、神仏を尊崇し、報恩感謝の生活を為すべし

豊田喜一郎

豊田佐吉

「豊田綱領」

無停止杼換式豊田自動織機（G型）

AA型乗用車

● 売上高 29兆9,299億円
● 営業利益 2兆4,428億円
● 当期純利益 2兆761億円

営業状況 ： 2020年3月期〈連結ベース※〉

※連結子会社528社 持分法適用会社72社

会社名 ●  トヨタ自動車株式会社

代表取締役社長 ● 豊田章男

創立 ● 1937年（昭和12年）8月28日

資本金 ●  6,354億円

従業員数 ● 74,132人（連結 359,542人）

■ トヨタの生産台数の推移 単位：千台（百台単位で四捨五入）
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愛知県名古屋オフィス

本社

衣浦工場

田原工場

トヨタ自動車北海道（株）

トヨタ自動車九州（株）

トヨタ自動車東日本（株）

東京本社

■ 国内事業拠点
豊田インター

貞宝工場

三好工場

高岡工場

明知工場 下山工場

堤工場

元町工場

上郷工場

広瀬工場

本社工場

本社周辺

153

155

248

豊田南インター

伊勢湾岸道

東名高速道路   

本社

豊田
東インター

海外生産会社
生産人材育成センター

■ 海外生産拠点
50の製造事業体があります。

合計

国内生産 海外生産

（ 2020年3月末現在 ）

9,054



知っているようで、

知らないトヨタ。
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