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編集方針・目次・トヨタ自動車の概要 企業理念・サステナビリティの考え方 社会への取り組み 環境への取り組み ガバナンス CSRの実績データ集

安全への取り組み お客様第一・品質第一
への取り組み 豊かな社会づくり 社会貢献活動 人権の尊重 ビジネスパートナーと

ともに 従業員とともに 安全・健康 人材育成
（教育・キャリア開発）

ダイバーシティ＆
インクルージョン

従業員が笑顔で
働ける環境づくり

ステークホルダー・
エンゲージメント

豊かな社会づくり

未来のモビリティ社会と豊かなライフスタイルの実現を目指して、トヨタはクルマづくりを超えたさまざまな取り組みを行っています。人々がより自由につながり、
環境にも優しいコミュニティづくり、暮らしをサポートするロボットの開発、オリンピック・パラリンピックの東京2020大会をはじめとしたスポーツの支援など、その活動は多岐に
わたります。これからも行政や地域社会、他企業、学術界と協力し合いながら、すべての人が笑顔になれるサステナブルな社会の実現に向けて貢献していきます。

基本的な考え方

新たなモビリティ社会：コネクティッドで広がるスマートモビリティ社会（クルマと人ととコミュニティを相互につなげることで、誰もが自由に移動でき、安心で心ときめく社会を実現したい）

詳細情報 「Annual Report 2018」 （P6）
Web  https://www.toyota.co.jp/jpn/

　　 investors/library/annual/
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人と共生し、人の生活をサポートするパートナーロボッ
トの開発を通じて、さまざまな社会ニーズに対して「人
に寄り添うロボット」で応えていく開発に取り組んでい
ます。

「MOBILITY FOR ALL（すべての人に移動の自由を、
そして自らできる喜びを）」を開発コンセプトに、「シニ
アライフ」「医療」「自立した生活」「介護」の4つの領域
の支援をビジョンに掲げ、パートナーロボットの実用化
を進めています。少子高齢化の未来社会に応える開発を
軸に、高齢者や障がいのある方の自立を支援し、支える
人々の負担軽減を図るロボットを提供することで、サス
テナブルな社会とすべての人にとって快適な生活の実現
に貢献していきます。

パートナーロボット

パートナーロボット開発の考え方

実用化に向けたスケジュールと開発状況

歩行練習アシスト

ソーシャルロボット

立ち乗りパーソナルモビリティ

バランス練習アシスト

生活支援（HSR）

2016年11月に医療機器として承認取得。
リハビリテーション支援ロボット「ウェルウォーク WW-1000」を2017年秋からレンタル開始

高齢者の生活機能の改善と介護者の負担低減の両立を目指して、
開発・実証中、早期実用化を目指しています

商業施設や公道などの走行体験イベントにより実証実験を重ねています。
今後も警察･行政の協力を得て利用場所を拡大予定

全国21の医療機関へ臨床研究用として導入。
医師や理学療法士の方々の声を聞きながら、現地現物による実用化を進めています

オープンイノベーションで開発コミュニティを形成するなどして、
実用化に向けた技術開発や実証を加速させています

2018 2020頃

開発 実証 実用化（有償）

シニアライフの支援、
医療の支援

シニアライフの支援

医療の支援

自立した生活の支援

自立した生活の支援、
介護の支援

対象領域

すべての人々が健康で笑顔に暮らせる社会を目指す

トヨタグローバルビジョン
笑顔のために。 期待を超えて。

さまざまな社会ニーズに対し、
人と共生するパートナーロボットで応える

クルマづくり
産業用ロボット技術

いいクルマづくり いい町・いい社会

人共生領域へ展開
パートナーロボット
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高齢者の自立した生活の支援と介護支援の位置付けから、ソーシャルロボットの開発に
取り組んでいます。

「ポコビィ」は、認知症患者の増加を見据えて、認知症の発症予防、進行防止、認知症介
護負担の軽減への寄与を目的として、2016年から国立長寿医療研究センターで実証実
験を実施してきました。
認知症などの発症を予防するためには、健康な状態を維持す
ることが大切です。そのために今後は、「普段していること」
だけでなく、「本人の能力に合わせてすること」を増やしてい
くような目標指向的な働きかけを行う機能を充実させます。
その結果として、社会や家庭での役割（社会参加）の向上に
つなげたいと考えています。
介護者とロボットが連携することで、高齢者の活動を安全に
増やしていき、高齢者の生活機能の改善を図るとともに、介
護者の負担低減に貢献したいと考えています。

脳卒中などによる下肢麻痺者の歩行訓練などのリハビリテーション支援を目的とした
ロボット「ウェルウォーク WW-1000」は、患者に合わせた難易度を設定するための
アシスト量調整機能や歩行状態のフィードバック機能など、運動学習理論に基づいた
さまざまなリハビリテーション支援機能を備えています。また、簡単な装着、タッチ
パネルによる一括操作など、シンプルな構造と機能によって、臨床現場での使いやすさ
を実現しました。
2007年末から藤田保健衛生大学（愛知県豊明市）と共同でリハビリテーション支援
ロボットの開発を進め、2011年より医療現場での実証実験を実施。2014年からは歩行
練習アシストロボットを全国23の医療機関で臨床的研究に活用いただいてきました

（2018年3月末時点）。2016年には医療機器の承認を取得し、2017年5月より医療機関
向けに100台を目標にレンタルの受注を開始。医療領域に強い営業・サービス会社と連
携し、同年9月には病院などへ商品をお届けしています。併せて、医療関係者を対象に、

「ウェルウォーク WW-1000」のホームページを公開し、最新情報を提供しています。

人の移動を助け、生活をもっと便利にするパーソナルモビリ
ティ「Winglet」を開発しています。商業施設などの屋内から
屋外までシームレスに走行可能なモビリティです。安全性や
利便性の評価、実用化促進を図るための実証実験などを通じ
て、Wingletの楽しさ・使い勝手の良さを多くの方に実感し
ていただく機会を拡大しています。

リハビリテーション支援ロボット「ウェルウォーク ＷＷ-1000」 パーソナルモビリティ「Winglet（ウィングレット）」の開発

ソーシャルロボット「ポコビィ」の開発 

「ウェルウォーク ＷＷ-1000」ホームページ

ポコビィ

Winglet（Type L）
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「HSR」は、介助･自立･生活面の幅広いサポートを目指す生活支援ロボットです。物を
拾う、運ぶ、手渡すなどの基本的支援から、介護予防や健康管理への応用も視野に開発
に取り組み、高齢者施設や障がいのある方の自宅で実証を重ねています。
一方、実証から「HSR」に期待される作業項目は、質･量ともに多岐にわたっています。
そのため、2015年より大学や研究機関に「HSR」をプラットフォームとして供給し、成果
共有と相互利用を推進する開発コミュニティを形成。2016年には、「HSR」を供給する
大学連合チームがロボカップ世界大会「ロボカップ@ホーム」において技術革新賞を
受賞。2017年の名古屋開催の同大会からは「HSR」を同競技の標準プラットフォーム
として供給しています。また、2020年開
催の「World Robot Summit」（ロボット
国際大会）において、「家庭内作業支援」競
技会のプラットフォームにHSRの提供が
決まりました。このように「オープンイノ
ベーション」により、開発の加速を図って
います。

2017年11月、離れた場所の操縦者の動作と連動し、しなやかに全身が動くロボット
「ヒューマノイドロボットT-HR3」を開発・発表しました。
「T-HR3」は生活環境に適した二足歩行タイプのパートナーロボットです。操縦者は直感
的にロボットを操ることができ、手や腕の繊細な動きを実現し、人のように歩いたり、全
身でバランスを保ったりすることができます。過去に発表した第1、第2世代の楽器を
演奏するヒューマノイドロボットが、指の動きなどプログラミングに基づく位置制御の
正確さを追求してきたのに対し、「T-HR3」
では関節の柔軟制御を実現し、家庭や医療
機関などさまざまな場面で安全に人に寄
り添い、生活をやさしくサポートするパー
トナーロボットを目指しています。さらに
将来的には、家庭や医療機関だけでなく、
災害地、建設作業、宇宙などで活躍するロ
ボットへの発展も視野に入れています。

「HSR (Human Support Robot)」の供給を通して開発コミュニティを拡大

「かしこさ」と「優しさ」を兼ね備えた第3世代ヒューマノイドロボット「T-HR3」発表

高齢者の安心･快適な在宅生活を目指す
「Robotic Smart Home （RSH）」プロジェクト

実証施設内の様子

高齢者の安心で快適な在宅生活を実現するためには、支援ロボットやコミュニケー
ション機器、住設機器、IoT機器などの各種支援機器を生かせる総合的な空間デザ
インの設計と、その実証が不可欠です。
トヨタは2017年9月、愛知県豊明市豊明団地内に開設した居住空間75m²の実証
施設（モデルルーム）において、14の機関･企業と共同でRSHプロジェクトを開始
しました。
このうち、トヨタをはじめ共同プロジェクトに参加する11の機関･企業は、住居内
の機器･IoT設備の導入、実証運営、開発機器実用化を支援する「知の拠点あいち
重点研究プロジェクト（Ⅱ期）（愛知県）」にも参画しています。
トヨタは今後も、ロボット／ IoTの活用を推進し、ロボットと居住空間の同時開発
と実証を行うことにより、住空間における安心・快適につながる機能を実現して
いく考えです。

HSR（Human Support Robot）

ヒューマノイドロボット 「T-HR3」
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将来の自動車燃料の多様化に対応し、環境に優しいクルマを普及していくため、食糧や
飼料と競合しないバイオマス原料を用いたバイオエタノールを作る技術開発を推進し、
低コストでの安定供給の実現に向けて取り組んでいます。現在、トヨタが独自に開発した
エタノール高生産酵母について、東南アジアを中心に、実用化を目指した実証試験を
実施しています。また、エタノールの原料となるバイオマス資源として、耕作条件の悪い
土地でも旺盛に育つイネ科の多年草であるネピアグラスに着目し、インドネシアにて
安価な原料の生産・調達システムを確立しました。
さらに、東南アジアでは、DNAマーカーによるサトウキビの高生産品種の育種にも取り
組んでいます。また、AIなどを活用し革新的なバイオ基盤技術についても研究しています。

「地球温暖化」「エネルギー問題」「食糧問題」などの地球規模の問題解決に貢献するため
には、自動車事業に加え、新規事業分野においても「環境貢献型事業」の取り組みが必要
と考え、さまざまな分野に取り組む研究開発と新規事業の体制を整えています。

自動車事業で培った生産管理手法や工程改善ノウハウを農業分野に応用し、農業の生産
性向上に貢献することを目的に、農業IT管理ツール「豊作計画」を開発し、2014年より
米生産農業法人への提供を開始しています。同年4月からは、農林水産省の「先端モデル
農業確立実証事業」に参画し、愛知県と石川県の米生産農業法人9社、および石川県と
共同でコンソーシアム「米づくり改善ネットワーク」を立ち上げ、「豊作計画」の提供と

「現場改善」を組み合わせ、さらなる効率化と品質向上に向けた実証実験を行い、農業
改善人材育成手法の基礎を構築しました。
2017年には、北海道・長野県とも連携を発表。自治体連携を軸に、導入法人は、2018年
5月時点で65社となっています。また同年4月からは、愛知県の農業法人2社と業務
提携し、①ビッグデータと先進技術をつないだスマート農業、②流通・販売プロセスの
改善、③多品目への展開の3つを備えた大規模・複合経営の先端農業モデルの開発にも
着手。「豊作計画」の機能強化をさらに進めるとともに、農業分野での新たな商品・サー
ビスを開発し、今後も農業への貢献を進めていきます。

2017年10月30日に、かずさDNA研究所、ユーロフィンジェノミクス株式会社、
株式会社ジーンベイと、品種改良を飛躍的に加速させるトヨタ独自のDNA解析技術

「GRAS-DiR＊」（2016年9月発表）のライセンス契約を締結しました。この技術は、有用
な遺伝子を持つ個体を選抜する作業工程を大幅に簡略化することが可能な技術であり、
従来技術で課題だったコストを約3分の1、工数を約10分の1と、大幅に改善が見込め
るものです。
同年11月より、国内外のDNA受託解析事業の中で実用化され、現時点で60生物種
以上の解析が可能であることを確認しています。このように「GRAS-DiR」は、品種改良
全般に応用できるため、今後は農業にとどまらず、幅広い展開が期待されています。

都市の温暖化を始めとした「環境問題の改善」に向け、2001年より植物の機能を生か
した緑化技術の開発に取り組み、人と社会に貢献できる研究をしています。
これまでに開発した「省管理型コウライシバ“TM9”」「屋上・壁面・駐車場の特殊緑化
施工および資材」「年間潅水コントローラシステム」は、トヨタルーフガーデン株式会社
を通じて市販されています。

バイオマス利活用

トヨタの取り組む農業支援

新規DNA解析技術「GRAS-DiR」

サステナブルな環境づくり

＊ GRAS-DiR（Genotyping by Random Amplicon Sequencing-Direct）

豊作計画のシステム概要

計画

実績

計画実績

農業法人

農業IT管理クラウド

作業者①日報

経営管理指標 圃場＊データベース 作業データベース

作業者② 作業者③
スマート
フォン

代かき 田植え 肥料散布
B C A A B C

C BB A C
BA C AC B

水田位置、面積、受託条件 作業者、工数/a、農期など

農家A

作業
委託

農家B

作業
委託

地主C

土地
貸付

＊ 圃場（ほじょう）：田や畑の総称 水田 約2,000枚

約800農家

基準リードタイム
耕起1回目 耕起2回目 耕起3回目 代かき

消毒 浸種 芽だし 種まき

田植 稲刈 乾燥精米
90日 40日 5日 7日 140日

90日 40日 5日
25日

ネピアグラスを使ったインドネシアの事例については、「環境への取り組み」（Ｐ119）をご覧ください。

アグリバイオ事業



Sustainability Data Book 2018 32

編集方針・目次・トヨタ自動車の概要 企業理念・サステナビリティの考え方 社会への取り組み 環境への取り組み ガバナンス CSRの実績データ集

安全への取り組み お客様第一・品質第一
への取り組み 豊かな社会づくり 社会貢献活動 人権の尊重 ビジネスパートナーと

ともに 従業員とともに 安全・健康 人材育成
（教育・キャリア開発）

ダイバーシティ＆
インクルージョン

従業員が笑顔で
働ける環境づくり

ステークホルダー・
エンゲージメント

「乗り降りがしやすい」「快適な乗り心地」「介助者／運転者が操作しやすい」「車内での
コミュニケーションがしやすい」「リーズナブルな価格」の5つの開発視点とともに、市
場のニーズを徹底的に追求しながら、ウェルキャブの企画・開発に取り組んでいます。
販売店に設けた「ウェルキャブステーション」とウェルキャブ総合展示場「ハートフル
プラザ」ではウェルキャブを体感いただけるとともに、専門スタッフがクルマ選びをお
手伝いしています。2018年5月時点、国内の「ウェルキャブステーション」は250店舗、

「ハートフルプラザ」は10カ所設置されています。

ウェルキャブを検討したものの購入をやめた理由に、「高価格」「必要なくなった」「いつ
まで必要か分からない」という声が多くありました。こうしたお客様心理を踏まえ、機
能・コストの両面で「普通のクルマ化」を推進しています。
2017年度は、セカンドシートが電動で回転し前傾するチルト機構の追加により、乗降
をよりスムーズにサポートする「サイドリフトアップチルトシート車」を新たに設定し
ました。サイドリフトアップチルトシートは、車外へのシートはみ出しが少ないため、
一般的な駐車場や隣にクルマが停まっていても乗降が可能です。
さらに、フットレストを大型化してあるため、乗り降りおよび室内で着座時の膝の角度
がゆるやかになり、膝への負担が少ないなどの特長を持っています。

「ヴォクシー」「ノア」「エスクァイア」「アルファード」「ヴェルファイア」に新たに設定
しました。
こうしたウェルキャブは、2018年5月時点で、23車種43タイプに設定済みです。
また、外出を応援するアイテムとして、乗降時や乗車中の姿勢保持などをサポートする

「サポトヨプラス＋」を用意しています。

超高齢社会に突入した日本において、国の施策は医療・介護共に在宅にシフトしていま
す。それとともに高まっているのが、家庭で利用しやすい福祉車両のニーズです。トヨタ
はお客様の幸せな暮らしのお役に立てることを願い、福祉車両を「ウェルキャブ」と命名
しました。体の不自由な方にも高齢の方にも「移動する自由」を身近に感じていただくと
ともに、介助する方の想いにも応える一台になるよう、「快適で安全」かつ「簡単で使い
やすい」クルマづくりを大切にしています。

推進体制・仕組み

「普通のクルマ化」を推進　〜優しい機能をもっと身近に福祉車両

10カ所国内の「ハートフルプラザ」設置数

250店国内の「ウェルキャブステーション」の店舗数

23車種 43タイプウェルキャブ設定数

ハートフルプラザ

サイドリフトアップチルトシート（ヴォクシー） サイドリフトアップチルトシート（ アルファード）
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編集方針・目次・トヨタ自動車の概要 企業理念・サステナビリティの考え方 社会への取り組み 環境への取り組み ガバナンス CSRの実績データ集

安全への取り組み お客様第一・品質第一
への取り組み 豊かな社会づくり 社会貢献活動 人権の尊重 ビジネスパートナーと

ともに 従業員とともに 安全・健康 人材育成
（教育・キャリア開発）

ダイバーシティ＆
インクルージョン

従業員が笑顔で
働ける環境づくり

ステークホルダー・
エンゲージメント

急速に高齢化が進む国内において、地方都市を中心に路線バスの廃止が進み、一般市民
の移動の自由が奪われつつあります。影響を最も受けるのは主に後期高齢者の方々で、
通院や買い物へ行く手段がなくなるという問題が出ています。
トヨタは地域のボランティアドライバーが運転する乗り合いバスに着目し、その普及に
貢献するために「ウェルジョイン」を開発しました。
乗り合いバスは「ノア」など3列シートの車両を使用しているため、ドライバーは3列目
シートの利用者が乗降する際、2列目シートを操作し乗降の手助けをする必要があり、
雨の日は濡れながら乗降支援を行っていました。その負担が要因でボランティア確保が
困難となり、仕組みが成り立たないという課題がありました。

「ウェルジョイン」は2列目のシートを一つ取り除き、ドア付近に手摺りを設置すること
で、利用者が支援なしで乗降することを可能にし、ドライバーの負担を軽減しています。

「すべての人に快適な移動の自由を提供する」をコンセプトにスタートしたトヨタの福祉
車両は、新しいフェーズを迎えており、今後は、乗り合いバスのようにボランティアが
活躍する仕組みを社会に定着させる支援にも取り組んでいきます。

高齢者が高齢者を介護する「老老介護」の世帯が増加するなか、介助者の負担軽減を目
指し、車いす仕様車（スロープタイプ）に「タイプⅢ」を設定しました。

「タイプⅢ」は、自走可能なトヨタオリジナルの車いす「電動ウェルチェア」が標準装備
されており、これに「ワンタッチ固定装置」を組み合わせることで、車いすの固定・解除が
素早く、楽な姿勢で行えます。また、車内へセーフティベルトなどを取りに行ったり、しゃ
がみ込んだりする従来の動きが不要となるため、介助者の負担を大幅に軽減します。

「ヴォクシー」「ノア」「エスクァイア」に新たに設定しました。

日本の公共交通の課題を解決する多人数送迎車「ウェルジョイン」介助者の負担軽減を目指し、乗降性を高めた車いす仕様車を新たに設定

電動アシスト機能 ワンタッチ固定

電動ウェルチェア＋ワンタッチ固定仕様

ウェルジョインの室内ウェルジョイン（ノア）

電動ウェルチェア セカンドシート サードシート

車いすご利用時：6名＋車いす１名 車いすをご利用にならない時：6名

豊かな社会づくり P35
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への取り組み 豊かな社会づくり 社会貢献活動 人権の尊重 ビジネスパートナーと

ともに 従業員とともに 安全・健康 人材育成
（教育・キャリア開発）

ダイバーシティ＆
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働ける環境づくり

ステークホルダー・
エンゲージメント

IOCおよびIPCとの契約期間は、東京2020大会を含む2024年までで、トヨタはモビ
リティ領域のパートナーとして参画しています。
オリンピック・パラリンピックを通じて、「Ever Better MOBILITY FOR ALL」「Ever 
Better SOCIETY」「Ever Better TOYOTA」を目指します。誰もが参加・挑戦できる社
会の実現に向けて、「モビリティ」「スポーツ」「社会課題」の３つの領域で取り組みます。

大会に関わるすべての人が笑顔になるようなモビリティを提供します。東京2020大会
では、トヨタの最新・最高の技術を実装したモビリティ、未来の社会・交通システムを
提案します。また、障がいのある方や海外からの渡航者たちを含むすべての人が安心・
安全・快適に移動できることを目指します。

スポーツは人々に「勇気」と「感動」をもたらします。なかでも、オリンピック･パラリ
ンピックには、スポーツを中心とした多彩な活動を通じて、人や社会をさらに豊かに変
えていく「力」があります。そうしたオリンピック・パラリンピックの目指す姿や理念に
強く共感し、トヨタは2015年に、国際オリンピック委員会（IOC）の「オフィシャル・
ワールド・オリンピック・パートナー」、国際パラリンピック委員会（IPC）の「オフィ
シャル・ワールドワイド・パラリンピック・パートナー」契約を締結しました。さまざまな
活動と持続可能なモビリティの提供を通じ、「より良い世界、平和で平等な社会の実現」
に貢献したいと考えています。
また、2016年1月には、公益財団法人スペシャルオリンピックス日本（SON）と「ナ
ショナルパートナー」契約を締結。2017年11月には、SO国際本部との間で2018年
からの「グローバルパートナー」契約を締結し、知的障がいのある方たちのスポーツ参
加を支援するSOの活動および国内大会をサポートしています。

パートナーとしてトヨタの目指す姿

「モビリティ」領域の取り組みオリンピック・パラリンピック・スペシャルオリンピックス

● オリンピック・パラリンピックの取り組み

テーマ 主な取り組み
Sustainability ◦究極のゼロエミッション車のオフィシャルカーへの投入により、

　将来の水素社会を牽引
◦交通事故をZeronizeする社会の実現に向けて、最新の安全装備を採用

MOBILITY FOR ALL ◦将来技術である完全自動運転へ挑戦し、究極の「MOBILITY FOR ALL」を示す
◦モビリティサービス専用EVである「e-Palette」により、選手村巡回輸送に貢献
◦障がいのある方、高齢者や子ども連れの方などすべてに、自由で快適な移動を
　していただくために、「ウェルキャブ」などのアクセシブルモビリティを提供

円滑な大会車両運行管理 ◦トヨタ生産方式に代表されるトヨタの物流ノウハウおよび、
　先進ICTを活用することにより、安全・安心、スムースな大会輸送に貢献

史上最もイノベーティブな
大会への貢献

◦「人に役立つ実用的なロボット」と「驚きを与えるロボット」の2方向で
　人とロボットが共生する将来の姿を示す

「モビリティ」の取り組み

e-Palette Concept MIRAI
Ever Better

MOBILITY FOR ALL
すべての人に移動の自由を

モビリティ

Ever Better
TOYOTA

もっといいトヨタへ

スポーツ

Ever Better
SOCIETY

持続可能な社会の実現へ

社会課題解決
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編集方針・目次・トヨタ自動車の概要 企業理念・サステナビリティの考え方 社会への取り組み 環境への取り組み ガバナンス CSRの実績データ集

安全への取り組み お客様第一・品質第一
への取り組み 豊かな社会づくり 社会貢献活動 人権の尊重 ビジネスパートナーと

ともに 従業員とともに 安全・健康 人材育成
（教育・キャリア開発）

ダイバーシティ＆
インクルージョン

従業員が笑顔で
働ける環境づくり

ステークホルダー・
エンゲージメント

トヨタは、企業の一体感向上・従業員の意欲喚起・良き企業人の育成を主目的に、1937年
の会社創立以来企業スポーツに力を入れており、アスリートを中長期的・多面的に支援
しています。健常者スポーツは既存の運動部を中心に支援し、さらに障がい者スポーツ
については、パラリンピックのパートナー就任を機に、「ボッチャ」と「車いすバスケット
ボール」の競技団体に協賛するなど、重点的に支援しています。
韓国・平昌で開催された2018冬季オリンピック・パラリンピック大会では、世界20カ国
50人以上の「チームトヨタアスリート」が出場。従業員アスリートに加え、トヨタの理
念や「チャレンジ」「改善」「チームワーク」といった価値観に賛同いただき、各国で選出
されたアスリートから構成されています。こうした価値観を共有する仲間を応援するな
かで、多くの従業員がアスリートの壮行会やパブリック・ビューイングに参加しました。
また、従業員としての雇用に加え、モノづくりの強みを生かしたアスリートの用具開発
の支援も行っています。平昌2018冬季大会パラアルペンスキー銀メダリスト・森井大輝
選手の競技用チェアスキーは、日進医療器株式会社との共同開発により、従来モデル比
約15%の軽量化と約3倍の高剛性を実現しました。

「スポーツ」領域の取り組み 社会課題解決に向けた挑戦

銀メダルを獲得した宇野昌磨選手 銀メダルを獲得した森井大輝選手

福祉車両を活用した中山間地域の交通網 ～地域が支えるコミュニティバス

人の背丈よりも高く積もった雪道を歩く地元の人たち 地域の足として活躍する「ウェルジョイン」

トヨタは「すべての人に移動の自由を提供する」という想いのもと、高齢者や身体の
不自由な方、その介護をする方をサポートする福祉車両の提供を通じて、こうした
交通空白の問題を抱える地域の移動手段に貢献しています。
秋田県横手市では、住民自身が運転するミニバスを走らせる実証実験が2017年
11月から2018年3月まで行われました。この実証実験は、自宅から所定の場所
まで送迎してくれるコミュニティバスを、地域の60歳以上の有償ボランティアが
ドライバーとなって、民間バスの走らない曜日に運行するもので、車両にはトヨタ
が無償提供した福祉車両「ウェルジョイン」が使われました。
利用者からは、「荷物を持って歩く必要がない」、「乗り心地、乗降性がいい」などの
声が寄せられ、ボランティアドライバーからも、住民から感謝されてうれしいなどの
好意的な反応がありました。実験結果を受け、横手市では、2018年4月から、実証
実験に使用した「ウェルジョイン」を用いたミニバスの試験運行を開始し、同年10
月に本格運行に移行する予定です。

トヨタは創業時から社会貢献を重んじてきました。オリンピック・パラリンピックへ
の参画を機に、世界中の事業体・各地域本部や工場で、社会課題の解決に取り組んでい
ます。具体的には、各国オリンピック・パラリンピック委員会や選手と協力し、パラス
ポーツ参加の機会拡大に向けたイベントの開催、パラリンピックアスリートを通じた
障がいのある方への偏見をなくす活動の支援、スポーツを通じた子どもの教育などを
始めています。

豊かな社会づくり P33

詳細情報 「Annual Report 2018」 （P45）　Web  https://www.toyota.co.jp/jpn/investors/library/annual/
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安全への取り組み お客様第一・品質第一
への取り組み 豊かな社会づくり 社会貢献活動 人権の尊重 ビジネスパートナーと

ともに 従業員とともに 安全・健康 人材育成
（教育・キャリア開発）

ダイバーシティ＆
インクルージョン

従業員が笑顔で
働ける環境づくり

ステークホルダー・
エンゲージメント

スペシャルオリンピックス（SO）とは、知的障がいのある方たちに、さまざまなスポーツ
トレーニングの機会と、成果発表の場である大会・競技会を提供し、社会参加を応援
する国際的なスポーツ組織です。
SOでは、アスリートがトレーニングや競技を通じて身体を鍛え、勇気や喜びを感じ、
さらには才能や技能、友情を、他のアスリートや家族、地域の人々と分かち合うことを
目指しています。トヨタはこれに賛同し、車両の提供やボランティアの派遣などさま
ざまな活動で支援し、多様性に富んだ社会の実現に貢献します。

「グローバルパートナー」および「ユニファイドスポーツパートナー」契約を締結

調印式の様子 調印式の様子

2017年11月、トヨタはSO国際本部との間で、2018年からの「グローバルゴールド
パートナー」契約を締結。併せて、SOアスリートと健常者が同じチームを組んで
参加する「ユニファイドスポーツパートナー」契約も締結しました。「同じチーム
メイトとして日頃の練習や試合を行うことは、お互いの友情を育み、相互理解を
深める一番の近道である」という考え方に共感し、2018年から日本と米国を中心
に活動していきます。
今回のグローバルパートナーシップに際し、学生時代からスポーツを続ける豊田
社長は「スポーツにはさまざまな個性を持つ人々が参加し、同じ目標に向かって
競い合い、リスペクトし合う世界を築く力があると感じています。そしてユニ
ファイドスポーツは、その世界を最も具現化しています。今後はSOに関わる皆様
と共に、SOの魅力を少しでも多くの方に伝えることに貢献していきたい」と述べ
ました。

● スペシャルオリンピックスの取り組み

イベント 実施 概要

SOデー 2017年
11月

Bリーグ(男子プロバスケットボールトップリーグ)の
アルバルク東京公式戦にて「SOデー」イベントを開催
試合前にユニファイドバスケットボールのデモンストレーション
マッチを行うなど「SO活動」「ユニファイドスポーツ」のPRを実施

ユニファイド
バスケフェスタ

2018年
5月

国立オリンピック青少年センターで開催
12チームが競い、トヨタからは17人のボランティアが参加
今後、全国規模の大会につなげる

SO日本・第3回
全国ユニファイド
サッカー大会

2018年
6月

J-GREEN堺にて開催
2017年12月実施の第2回大会に引き続き、トヨタからは約20人の
ボランティアが参加
2018年7月のユニファイドカップに出場するチーム福島も出場

SOユニファイド
カップシカゴ2018

2018年
7月

SO50周年を記念してサッカーの世界大会を、SO発祥の地シカゴで初開催
日本からもチーム福島が名古屋グランパスのサポートを得て参加

SO日本 夏季
ナショナル
ゲーム・愛知

2018年
9月

4年に1度開催される全国大会
愛知県内各所で全13競技会を開催
トヨタから過去最多の400人の運営スタッフが参加

SO夏季世界大会 2019年
3月

4年に1度、各国で開催される世界大会をUAEアブダビで開催
ナショナルゲーム・愛知で活躍したSOアスリートが参加

主なイベントと概要

ユニファイドサッカー大阪大会

SOデー

ユニファイドサッカーカップ

ユニファイドバスケフェスタ
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安全への取り組み お客様第一・品質第一
への取り組み 豊かな社会づくり 社会貢献活動 人権の尊重 ビジネスパートナーと

ともに 従業員とともに 安全・健康 人材育成
（教育・キャリア開発）

ダイバーシティ＆
インクルージョン

従業員が笑顔で
働ける環境づくり

ステークホルダー・
エンゲージメント

上山（岡山県美作市）

中山間地域における持続可能な
モビリティモデルの構築

期間 2016年1月～2019年9月（3年9ヶ月）

助成先 みんなの集落研究所
 英田上山棚田団

インド

地下鉄へのアクセス（ファースト＆ラストマイル）向上

期間 ①2016年12月～2018年3月(1年4カ月)
 ②2018年  6月～2021年5月(3年)

パートナー ワールド・リソース・インスティチュート

全世界

モビリティ・アンリミテッド・チャレンジ：
下肢麻痺者の多様なニーズに対応できる
補装具のアイディア発掘、開発支援

期間 2017年11月～2020年9月

対象 世界中の革新的なアイディアを
 持つ個人や団体

足助（愛知県豊田市）

中山間地域における持続可能な
モビリティモデルの構築

期間 2016年4月～2019年3月（3年）

助成先 名古屋大学、東京大学

日本

水素の基礎研究裾野拡大に向け
2017年7月末より公募を開始

期間 2017年7月～（5年間）

助成先 日本国内の大学および研究機関

バンコク

交通渋滞の緩和

期間 2015年4月～2017年3月（終了）

助成先 チュラロンコン大学

ダナン

交通渋滞の未然防止

期間 2015年4月～2019年4月（4年）

助成先 ダナン市人民委員会

ブラジル

都市中心部へのアクセス向上

期間 2018年1月～2018年12月（1年）

パートナー ワールド・リソース・
 インスティチュート

豊かなモビリティ社会の実現とモビリティ格差の解消を目指し2014年8月に設立。トヨタのノウハウを生かしつつ、
世界各地の優れたビジョンや経験を持つNPOや研究機関などと共に移動の課題を解決し、より良いモビリティ社会づ
くりに向けて取り組んでいます。

助成財団として1974年に設立。世界的な視野に立ち、
長期的かつ幅広く社会活動に寄与するため、生活・自然
環境、社会福祉、教育文化などの課題に向けた研究、事業
に対して、助成を行っています。
具体的には、「研究助成プログラム」「国際助成プログラ
ム」「国内助成プログラム」「社会コミュニケーションプ
ログラム」「イニシアティブプログラム」などの助成事業
を行っています。

トヨタ財団 トヨタ・モビリティ基金

財団

Web  http://www.toyotafound.or.jp/

プロジェクトなどの活動進捗

Web  http://toyotamobilityfoundation.org/ja/




