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          【本報告の構成】 
 
Ⅰ．IMVの製品イノベーション戦略 
  第1節 Global Bestの側面 
  ～利益率の高いトラック系乗用車でPF統合～ 

   （１）一つに統合されたプラットフォーム 
   （２）五つに集約されたボデータイプ 
   （３）モジュラー寄りのトラック系プラットフォームに五つの乗用 
       ボデータイプを架装 
       ～モジュラー寄りのトラック系乗用車でのPF統合の意味～ 
  第2節 Local Bestの側面～サフィックスで多様なニーズに対応～ 
   （１）330の販売サフィックス・1250の生産サフィックス 
 

Ⅱ．製品イノベーションを生み出す開発組織 
  第1節 開発組織のルーチンの保持と進化 
   第2節 TMCの開発組織のルーチンを「保持」している部分 
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本報告の取材と先行研究 

• 細川CEに対する3回のインタビュー（1回目（2005年6月13日 
& 14日）初代IMVのLO後，2回目（2011年11月21日）CE退任
後，3回目（2013年11月26日）住友ゴム工業株式会社出向

時）で得られた骨格となる事実（ディティールは含まないが骨
格だけは示して頂いた） を，86社，269人に及ぶ現場取材で
肉付けしていった。 

• トヨタのCEは設計，実験，原価企画などの開発部門だけでな

く，生産技術，調達，営業など様々な部門と関わっており，こ
うした部門の経験者の取材を重ねることで，CEやZの様子を

詳しく知ることができた。一人一人から得られる事実は僅か
でも，それを積み重ねていけば詳細なディティールが見えて
くる。本書の開発現場の記述の詳細さは，取材に応じて下
さった多数の現場経験者の証言の積み重ねによるものであ
る。 
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• トヨタの主査制度による開発の仕組みについては安達瑛二
［2014］の詳細な紹介がある。また，CE制度によるそれにつ
いてはClark, K. B. and Fujimoto, T. ［1991］による詳細な分析
がある。さらに，石井真一［2013］が，トヨタの米国及び欧州

専用モデルの製品企画と開発を対象に，開発（製品企画，開
発）における日本TMCと欧州/米国のテクニカルセンターの間

の機能分担，責任区分，権限委譲に関して分析している。本
報告は，それらも踏まえたうえで，近年のIMV開発組織を分
析している。 
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Ⅰ．IMVの製品イノベーション戦略 

キーワード：太字部分 
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①IMVは開発サブネーム 

• まずIMVという略称だが，これはInnovative International 
Multi-purpose Vehicleの頭文字で，あえて日本語に訳せば，
「革新的国際的多目的車」となるが，トヨタの社内では，通常
IMVという略語で呼ばれている。また，IMVはピックアップの
ハイラックスHilux，SUVのフォーチュナーFortuner，ミニバン
のイノーバInnovaに共通する「プラットフォーム名」としても用
いられる。「開発コード名」と受け取る向きもあるが，開発コー
ド名は公表されておらず，IMVは「開発サブネーム」である。 

• (注) IMVは「開発コード名」とは別につけられた「開発サブネーム」である。IMVの
前世代にもTUV（Toyota Utility Vehicle）という「開発サブネーム」が付けられていた。

しかし，トヨタの近年の車両開発で「開発サブネーム」が付けられた車は少なく，
他にはダイハツと共同開発のU-IMV（Under IMV），トヨタ単独開発ではEFC(Entry 
Family Car，エティオス）があるだけである。同じ海外専用車でもタンドラ，セコイア

に「開発サブネーム」は付けられていない。なお，「開発サブネーム」は社外にも
公表されているが，「開発コード名」は社外に公表されることはなく，IMVの開発
コード名も公表されていない。 
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②3車形5ボデータイプのモジュラー寄りの 
   トラッ ク系乗用車 

• このIMVプラットフォームに，ピックアップ3車型（IMV1，2，3，
販売名ハイラックス），SUV（IMV4，フォーチュナー），ミニバン
（IMV5，イノーバ）の5タイプを展開している。モノコック構造の
セダン系乗用車とは異なり，「キャビン，フレーム，エンジン，
車軸などが構造的，機能的に比較的分離」した「モジュラー
寄り」（藤本隆宏［2001］44頁）の「トラック系乗用車」である。 

③新興国専用車，170の新興国で販売 

• 世界のほとんどの新興国をターゲットにした「新興国専用車」
であり，カローラの140カ国を上回る170の新興国で販売され
る一方で，日本，米国，中国などでは販売されていない。 
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④年産100万台，カローラと並ぶ量産車 

• 2012年に年産100万台を超えて110万台を達成し，2013年も
107万台と2年連続100万台を超え，同じく100万台超のカロー
ラに迫る。トヨタでは，カローラ，ヤリス，カムリと並ぶグロー
バル・コア・モデルに位置づけられている。トヨタの中では，そ
の屋台骨を支える量産車である。 

⑤様々な「自然環境」，「使用常識」に対応→販売サ 
  フィックス330，生産サフィックス1250に多様化 

• 販売されている新興国では，様々な「自然環境」の下で，地
域ごとに異なる「使用常識」で使われている。そのため，販売
サフィックスを330，生産サフィックスを1250に多様化して対
応している。 

• （注） サフィックスについては，序章第2節を参照。 
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⑥第1世代で150～300万円，MC後は200～400万円 

• 主力モデルの価格帯は発売当初で150～300万円程度だったが，二
度のマイナーチェンジを経て200万円～400万円程度となっている。
開発構想では新興国のアッパーミドル層をターゲットに百数十万円
程度のAffordable Carを狙っていたが，マイナーチェンジで仕様，装
備を充実させていった結果，量販ボデータイプのDキャブピックアッ
プ（IMV3），SUV（IMV4），ミニバン（IMV5）は現在の価格帯～新興国
では富裕層向けのLuxury Carセグメント～にシフトしている。 

⑦世界同時起ち上げ 

• 第1世代IMV は2004年8月から2005年4月にかけて輸出4拠点（タイ，
インドネシア，南アフリカ，アルゼンチン）とフィリピン，インド，マレー
シアでLO（Line Off）され（世界同時起ち上げ），2008年と2011年にマ
イナーチェンジして，現在新興11カ国の子会社とエジプト，カザフス
タンのT/A（Technical Assistance，技術提携）先ローカル企業で生
産されている。2015年にフルモデルチェンジして第2世代に移行する
と予想される。 
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＜Global BestとLocal Best＞ 

• IMVという車の概要は以上の通りだが，これを藤本隆宏
［1997，2000，2003］の言うアーキテクチャからみれば，（1）モ
ジュラー寄りのトラック系乗用車としてプラットフォームを統合
して五つのボデータイプを架装する低コストで利益率の高い
ものづくり，トヨタの言葉で言えばGlobal Bestの側面と，(2)
様々な「自然環境」，地域ごとに異なる「使用常識」にサフィッ
クスの多様化で対応していくLocal Bestの側面を持っている。
以下，この二つの側面を見て行くことで，IMVという車につい
て詳しく見て行こう。 
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第1節 Global Bestの側面 
～利益率の高いトラック系乗用車でPF統合～ 
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• IMVのグローバルベストな側面は，（1）ピックアップトラック，
SUV，ミニバンという異なるボデータイプのプラットフォーム
（Platform，以下PFと略すことがある）を一つに統合している
こと，（2）しかも単に統合しているだけでなく，モジュラー寄り
のトラック系乗用車でPF統合していること，この二つによって
低コストで利益率の高いものづくりを実現していることである。
以下，順に見て行こう。 
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（1）一つに統合されたプラットフォーム 

• IMVは，ハイラックス（ピックアップトラック，IMV1，2，3），
フォーチュナー（SUV，IMV4），イノーバ（ミニバン，IMV5）に共
通するプラットフォームの名称である。 
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図序-1 IMVプラットフォーム上に架装される5つのボデータイプ

（3車種/5ボデータイプ，2011年マイナーチェンジ後）

ボデータイプ 車名

IMV－1
ピックアップトラック

Ｂキャブ
（シングルキャブ）

「ハイラックス」
※タイでの車名＝

「ハイラックスＶＩＧＯ」
IMV－2

同 Ｃキャブ
（エクストラキャブ）

IMV－3
同 Ｄキャブ

（ダブルキャブ）

IMV－4 ＳＵＶ
「フォーチュナー」
※南米での車名＝
「ＳＷ４」

IMV－5 ミニバン
「イノーバ」
※インドネシアでの車名＝
「キジャン・イノーバ」

Dキャブ

（出所）トヨタ自動車「IMV販売累計500万台達成」会見（2012年4月6日）プレゼンをもとに筆者作成。
写真はIMV1，2はタイにて山本肇氏，3はベネズエラ，4はベトナムにて筆者，5はインドネシアにて寺前舞和氏
（パジャジャラン大学）が撮影。

  



• プラットフォームは，①アッパーボデーと主要部品（エンジン，トラン
スミッション，アクスルなど）を取り付けるボデー下部の台（車台）と，
②その車台とアッパーボデー，主要部品とのインターフェース（接
合部分の形状），および，③その車台に取り付けられる主要部品，
これら①，②，③の全体のことである。このプラットフォームにアッ
パーボデーが接合されて車の骨格ができる。 

• （注3） トランスミッションは「変速装置」，アクスルは前輪どうし，後輪どうしをつな
ぐ「車軸」のことである。 

• IMVの場合はフレームと呼ばれる梯子形（前後に長い縦棒の途中
に何本かの横棒を入れた形）の車台が使われており，フレーム型
シャシ，フレーム型プラットフォームと呼ばれている。 

• （注4） フレーム型プラットフォームは主にトラックや新興国用のバスで用いられる
プラットフォームで，乗用車ではIMVのような多目的車の一部に用いられている。

その他の乗用車ではフレームの無いモノコックのアンダーボデーがプラットフォー
ムとして用いられている。したがって，IMVとNBC（本文参照）は統合型プラット

フォームという点では同じだが，プラットフォームがフレームかモノコックかの違い
がある。この点については次の節でも触れる。 
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• このプラットフォームが，ピックアップトラック，SUV，ミニバン
の三つの車形で「統合」，すなわち「共通化」されている。ピッ
クアップトラック，SUV，ミニバンは外見がまったく異なってい
るが，外からは見えないプラットフォームの部分は「共通」，
すなわち「同じ」なのである。 

• IMVの場合，ピックアップトラックがさらに三つのボデータイプ，
すなわちシングルキャブ（前席のみ，ツードア，トヨタではB
キャブと呼ばれている），セミダブルキャブ（前席と簡易な後
席，ツードアかツードアに簡易なドアを付けたフォードア，同
じくCキャブ），ダブルキャブ（前席と完全な後席，5人乗り，完
全なフォードア，同じくDキャブ）に分かれるため，3車形5ボ
データイプが同じIMVプラットフォームに載せられている。 
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• （注） トヨタの社内ではエクストラキャブと呼ばれているが，本書では一般的な名
称であるセミダブルキャブを用いる。ただし，トヨタの広報文章などから引用する
時はエクストラキャブを用いる。 

• （注） このプラットフォームの上に載せられている部分をアッパーボデーと呼び，
IMVではそれが外見的には全く異なる3車形5ボデータイプに分かれている。アッ

パーボデーに対してプラットフォーム部分を，フレーム型ではフレーム，モノコック
型ではアンダーボデーと呼んでいる。 

• IMVのように三つの車形，五つのボデータイプを一つのプ
ラットフォームに集約する「プラットフォーム統合」型の開発は，
一車種ごとにプラットフォームを開発する「スタンドアローン」
型の開発に比べ，開発コストを大幅に削減できる。共通化す
るための開発コストなどを除いて単純に考えれば，開発コス
トは五分の一である。 
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• また，製造コストに関しても，エンジン，トランスミッション，ア
クスルの製造や取り付けなど，プラットフォームが統合されて
いる部分の「製造工程」と「標準作業」は，アッパーボデーが
ピックアップトラックでも，SUVでも，ミニバンでも，同じ工場な
ら共通，同じであり，同じ車台を同じように繰り返し製造して
行くことになる。このため，複雑なオペレーションに必要なコ
ストは不要になる。 

• また，プラットフォームが統合されている部分では生産設備
も共有でき，型も共有できるので，設備，型コストも削減され
る。プラットフォーム部分に限定すれば，T型フォードのような
量産効果が期待できる，その意味でフォーディズム的ものづ
くりになっている。こうしたプラットフォーム統合型のものづく
りは，トヨタではNBC（開発サブネームNew Basic Car，ヴィッ
ツ，プラッツ，ファンカーゴなど）以来，多数の開発で採用され
ている開発方法であり，トヨタのルーチンとして確立している
やり方である。 
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• なお，プラットフォームは3タイプ5ボデータイプで共通だが，
共通なプラットフォームに種類がある。まず，車台部分には
ロング（ホイールベース3085mm）とショート（同前2750mm）が
あり，ピックアップトラック（IMV1，2，3）がロング，SUV（IMV4）
とミニバン（IMV5）がショートとなっている。ただし，ピックアッ
プトラックのシングキャブ（IMV1）にはロングとショートの2タイ
プがある。これに加えて，駆動方式に，四輪駆動と二輪駆動
の違いもあるため，組み合わせで合計4タイプがある。さらに
主要部品でも，エンジンにもディーゼルとガソリン，排気量の
違い等があり，トランスミッションにもR型とG型，それぞれに
高トルク型と低トルク型などの違いがある。このように，プ
ラットフォームは共通だが一種類ではない。しかも，それらが
混流されるため，製造のオペレーションは複雑である。これら
の車台に取り付けられるコンポーネント（エンジン，トランス
ミッションなど）の詳細については著書の第5章，混流の詳細
については第7章でくわしく述べている。 
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• （注） ホイールベース（軸距）は，前輪の中心（前輪軸）から後輪の中心（後輪軸）
までの長さ（距離）のことである。前輪の中心からアッパーボデーの前端部までが
フロントオーバーハング（a），後輪の中心からアッパーボデーの後端部までがリア
オーバーハング（b）で，（a）＋ホイールベース＋（b）＝車体の長さである。した
がって，一般にホイールベースが長いほど車体も長く，逆は逆となり，IMVの場合
も同様である。 
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（2）五つに集約されたボデータイプ 

• このように，ロングとショート，二輪駆動か四輪駆動かなどの
違いを除いて一つに統合されたIMVプラットフォームに，新興
国のニーズに合わせた五つのアッパーボデー，ボデータイプ
が開発されている。 

• 一つのプラットフォームから五種類のボデータイプを展開して
いることは，様々なユーザーニーズに対応した車形の多様
化，個性的な地域のニーズに対応したローカルベストな側面
と言えるが，新興国の多様なニーズを五つのボデータイプに
集約した標準化，グローバルベストな側面とも言える。この
点，トヨタ自動車（以下，TMCと略すことがある）はどう説明し
ているだろうか？ 
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• （注） 例えば，タイの市場では乗用，商用の目的を問わずピックアップが売れ筋
だが  ミニバンはほとんど売れず，インドネシアではミニバンが売れ筋でピック
アップは売れないなど，国ごとのニーズに個性があり，それぞれにあったボデー
タイプを開発することはローカルベストの追求と言える。 

• （注） Toyota Motor Corporationの略。トヨタ自動車の日本の本社のことであり，海

外現地法人に対して日本の本社を明確に区別して論じる必要があるときに用い
る。 

• TMCは，五つのボデータイプの展開（多様化）を，多様なニー
ズを五つに集約（標準化）したとみている。その論理はこうで
ある。①統合プラットフォームから見れば，②5ボデータイプ
は多様化だが，③多様なサフィックスから見れば②は標準化
である。TMCは②を①とともにグローバル・ベストに分類し，
③のみをローカル・ベストに分類している。 
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• 供給先である世界170の新興国のニーズを五つのボデータ
イプに集約できていることで，多種多様なボデータイプを開
発する場合に比べて，企画・開発コスト，設備，型のコストを
削減できる。しかし，製造面では複数のボデータイプを混流
することになるため，部品棚のスペースの増大，工数差によ
る手待ちのムダ，ラインストップなど，解決すべき課題を提起
している。 
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（3）モジュラー寄りのトラック系プラットフォームに
五つの乗用ボデータイプを架装 

～モジュラー寄りのトラック系乗用車でのPF統合の意味～ 

• IMVのプラットフォームは，ロングとショート，ニ駆と四駆の違
いなど以外は同一の統合型プラットフォームであるだけでな
く，トラック系のフレームを用いたプラットフォームのため，フ
レームの無いモノコックのアンダーボデーよりシンプルである。
すなわち，アンダーボデーとアッパーボデーが一体となって
強度を確保しているモノコック型では，アンダーとアッパーの
両方からの摺り合せが必要だが，フレームで強度が確保さ
れているIMVでは，五つのアッポーボデーは共通の車台の
上に架装しているだけであり，アッパーボデーを車台に合わ
せて開発するだけで良く，車台側からの摺り合せは必要ない。 
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• 藤本隆宏［2001］は，このタイプを「トラック系乗用車」と呼び，
一体型ボデーで「摺り合わせ（インテグラル）アーキテクチャ」
寄りのセダン系小型乗用車に対して，フレームとボデーの組
み合わせで勝負する「モジュラー型アーキテクチャ」寄りのト
ラック系乗用車（ミニバン，スポーツユーティリティ車，ピック
アップ）としている。藤本［2001］（44頁）によれば，こうしたモ
ジュラー型アーキテクチャのトラック系乗用車は，1990年代
の米国ではセダン系の2倍を上回る利益率だったとされる。 

• また，業界関係者によれば，2013年のトヨタの世界販売台数
に占める商用車の割合は2割だが，利益に占める割合は4割
と言われている。商用車の販売台数の半分がIMVと見られる
ため，IMVと他の商用車の利益率が同じなら，IMVはトヨタ全
体の利益の2割を稼いでいることになる。 
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• IMVは共通プラットフォームで五つのボデータイプを展開して
おり，アンダーボデーを完全に共通化できないモノコックより
開発工数が少なく，製造の工数も少ない。このため，同じプ
ラットフォーム統合でもトラック系フレームの方がモノコックの
アンダーボデーより利益率が高いのである。 

• 以下，こうした特徴を持つトラック系乗用車IMVのボデータイ
プ別主要諸元である。全長，全幅，全高，代表タイヤサイズ，
乗員数を除いた部分がボデータイプに共通するIMVプラット
フォームの諸元である。なお，右端はU-IMVの主要諸元であ
る。 
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第2節 Local Bestの側面 
～サフィックスで多様なニーズに対応～ 
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（１）330の販売サフィックス・ 
   1250の生産サフィックス 

• IMVは，国ごとに異なる細かなニーズに対応した多種多様な
販売サフィックス，生産サフィックスを展開することで，ローカ
ルベストを追求している。 

• （注） TMCにおける「仕様」と「サフィックス」の違いは，こうである。ハンドルを例に
とって，革巻き（A），ウレタン製（B），の2種類があるとする。一方、ハンドルにつく
スイッチが有り（a），無し（b）とする。これら（A）（B）（a）（b）はいずれも「仕様」であ
る。実際の組み合わせは、A＊a，A＊b，B＊a，B＊bのトータル4種類ある。これを
TMCでは「サフィックス」としている。すべての部位に各仕様とその組み合わせが

存在して，サフィックスができあがる。なおかつ，サフィックスは各車両モデルで共
通のものもあり，固有のものもあり，IMVのように多種多様な「自然環境」，「使用

常識」で使うことを想定すると，それらに適切に対応するサフィックスはどんどん
増えていくことになる。このどんどん多様化していくサフィックスが一台一台の車
を異なるものにしていき，車種間の工数差から組み付け時間の長短の違いを生
み出していくのである。 
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図 車両バリエーション（各地域の販売型式数）

ボデー
タイプ

エンジン
トランス
ミッション

駆動
方式

車型数

ＩＭＶ ５ ６ ５ ３ ３３０

Ｐｒｉｕｓ １ １ １ １ １１

（出所）トヨタ自動車「IMV販売累計500万台達成」会見（2012年4月6日）プレゼンより作成。
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• 新興国は，①未舗装の道路，砂漠，4000m以上の高地，40
度以上の酷暑，－30度以上の極寒といった「自然環境」のも
とで，②3ｔ以上もある重量物の牽引や車両デッキへの荷物
満載，多人数乗車など，地域ごとの「使用常識」が存在する。 

• このような，「自然環境」や「使用常識」から生み出される各
国ごとに異なる新興国のローカルニーズ，それは，各国ごと
に個性的であり，同時にまた，一国の市場規模の小ささによ
り，ニッチなスケールである。そのような新興国のニーズの
多様性に対応したLocal Bestな専用車，それがIMVである。 
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図 500万台達成のこころ

世界各地域の使用環境を良く見てきた

各地域のニーズに対応した商品を愚直に開発し
てきた

各地域の隅々に渡ってサービスも対応してきた

05年 10年

生産
仕様数

600

生産
仕様数

1050

46万台

81万台

’08年：C-cabにアクセスドアタイプ追加
’09年：インドにSUV追加導入
’11年：南アにC-cab追加導入

・
・
・

（出所）トヨタ自動車「IMV販売累計500万台達成」会見（2012年4月6日）プレゼンより作成。
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• 現地ではどんなサフィックスが必要なのか，その情報収集と
企画提案を現地化することで多様化を実現，他方では，サ
フィックスでも開発はTMCに集権化することで効率性も実現
している。 
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表 国別工場別サフィックス＆車種数一覧

国名 工場名 サフィックス数 車種数

ﾀｲ：TMT① サムロン 224 3

ﾀｲ：TMT② バンポ― ― 3

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ：TMMIN カラワン第１ ― 2

南ｱ：TSAM ダーバン工場 403 4

ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ：TASA ザラテ工場 158 3

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ：TDB サンベルナルド工場 ― 3

ｲﾝﾄﾞ：TKM バンガロール工場 ― 2

ﾏﾚｰｼｱ：ASSB ― 9 4

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ：TMP サンタ・ロサ 12 1

ﾍﾞﾄﾅﾑ：TMV ハノイ 7 2

台湾：国瑞 観音工場 53 1

ﾊﾟｷｽﾀﾝ：IMC カラチ工場 5 3

（出所）筆者による各工場でのヒアリング結果をまとめた。
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図 TSAM IMVサフィックス

１．完成車仕向別

サフィックス数

29

229

127

18

南ア国内 欧州向け輸出

アフリカ向け輸出 カリブ向け輸出

計
４０３

（57%）

（7%）（4%）

（32%）

２．仕向・ボディタイプ別
サフィックス数

南ア国内
（29サフィックス）

Ｂキャブ 9

Ｃキャブ 3

Ｄキャブ 9

ＳＵＶ 8

欧州向け輸出
（229サフィックス）

Ｂキャブ 79

Ｄキャブ 150

アフリカ向け輸出
（127サフィックス）

Ｂキャブ 33

Ｃキャブ 1

Ｄキャブ 70

ＳＵＶ 23

カリブ向け輸出
（18サフィックス）

Ｄキャブ 11

ＳＵＶ 7

(出所）筆者によるTSAMでのヒアリング結果をまとめた。
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Ⅱ．製品イノベーションを生み出す 
開発組織 
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• 以下では，IMVの開発組織を次のように分析していく。IMVは，
TMC本社テクニカルセンター内の商品開発本部（2011年9月
よりに製品企画本部に組織改正）に設置された細川薫CE
（Chief Engineer）を中心とするIMV開発チーム（ZBゼット
ビー）が開発実務組織（設計 / 実験 / 原価企画）を横串にし
て企画・開発された。この開発組織を対象に分析する。細川
薫CEのZB在任期間は2002年（1月に主査，6月にCE）から
2011年8月までの10年間で，IMVのLO（2004年）に向けた開
発，LO後のサフィックス開発，マイナーチェンジ（2008年と
2011年）の全てを担当した。開発組織の分析では細川薫CE
についても言及する。 
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• IMVの開発は日本にマザーラインを持たない海外専用車とし
ての特徴を持っている。すなわち，TMCは企画・開発（LOま
での部分，設計情報の「創造」）に集中してファブレス化し，
現地法人は生産（設計情報の「転写」）に集中してファウンド
リー化するという特徴である。本書では，この「構想」と「実
行」の組織的分離を対象に，その実態と意味を分析する。 

• （注） ただし現地工場はTMCに垂直統合されたままであり，半導体産業のように
ファウンドリー専業として分離されていないし，また分離する方向も出ていない。 

• TMCとサプライヤーの関係では，TMCが外注部品設計申入
書（外設申）を出し，Tier 1サプライヤーの本社が設計を行い，
TMCが承認する一方で，製造は現地法人に集中する「構想」
と「実行」の分離が見られる。これについても，その実態と意
味を分析する。 
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• なお，トヨタの主査制度による開発の仕組みについては安達
瑛二［2014］の詳細な紹介がある。また，CE制度によるそれ
についてはClark, K. B. and Fujimoto, T. ［1991］による詳細な
分析がある。さらに，石井真一［2013］が，トヨタの米国及び

欧州専用モデルの製品企画と開発を対象に，開発（製品企
画，開発）における日本TMCと欧州/米国のテクニカルセン

ターの間の機能分担，責任区分，権限委譲に関して分析し
ている。本書は，それらも踏まえたうえで，近年のIMV開発組
織を分析していく。 
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第1節 開発組織のルーチンの 
保持と進化 
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＜トヨタにおけるLOまでの流れと開発組織の
ルーチン＞ 

• 一般的に，トヨタにおける企画・開発からLOまでの流れは以
下の通りである。 

• 【商品企画】（デザイナーも市場トレンド調査に参画し，ター
ゲットにする購買層の把握、販売目標、販売価格などを検
討）→ 

• 【製品企画】（性能目標の設定，仕様装備の設定，どの要素
技術を用いるか，どの開発組織が担当するか，どの工場で
生産を行うか，どの部品を外注するか，製造原価はいくらくら
いになるかなどを検討）→【CE構想】→ 
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• 【製品開発（設計・実験・原価企画）】→【生産技術の関与（工
場で作りやすい設計提案＝コンカレントエンジニアリング）】
→【原価企画の関与の本格化】→ 

• (注12) 設計の技術者（設計技術）と生産の技術者（生産技術）が同時並行的に進
めて行く開発法である。 

• 【量産金型発注】→【金型・設備・冶具の調達完了】→【作業
標準作成】→ 

• 【先行量産】→【LO】。 

• トヨタの企画・開発はこの流れで進む。この流れが，トヨタで
開発という業務を遂行するルーチン（トヨタの製品開発組織
のルーチン）である。このルーチンは，トヨタのすべての開発
組織で繰り返されており，IMVの開発でも同様である。 
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＜開発の各段階と組織＞ 

• この開発の各段階に，下記のような組織が関与している。 

• 商品企画の段階：商品企画部，製品企画部（Z・CE），営業企
画部，第2世代IMVではさらに技術役員メンバーを加えてタス
クフォースを作り，CEイメージを練り上げていく。LOから5年
前～3年前くらい。 

• (注) 近年はZAD（Z Advance）も商品企画段階に参画しているが，その本来の機能
は将来企画のシナリオ作り，役員含めた「議論の場の運営」が主。IMVの様な既
存のモデルについては依然Zが主導している。 

• 製品企画の段階：上記にエンジニアリング，調達，原価企画
の要素を加味。LOまで3年程度～2年前くらい。 

• 製品開発の段階：製品企画部（Z・CE），設計，実験，原価企
画，生産技術，調達の各部門。LOまで2年程度。 
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• なお，本書では，こうした商品企画・製品企画・製品開発のプ
ロセスを総称するときは「開発」と呼び，それを担う組織を「開
発組織」と呼んでいる。実際にも，トヨタでは開発組織である
Z（ゼット）のCEが商品企画・製品企画・製品開発のすべての
段階を主導しており，企画・開発が，プロセスとしても，組織
としても，一貫したものになっている。 

• この流れの中でも，トヨタの場合は製品開発の段階に独自の
ルーチンが確立しており，トヨタの競争優位となっている。 
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＜トヨタの製品開発組織 
～Zと開発実務組織～＞ 

• トヨタの製品開発組織は，①車ごとに企画・開発を統括するZ
（ゼット）と呼ばれる組織と，②設計，実験，原価企画の実務
を担当する組織の，二つの組織の協力（分業に基づく協業）
で全モデルが開発されている。 

• この二つの組織は，その機能から見れば，①Zは，設計部門
の中に，自分たちが開発するモデル，たとえばIMVを開発す
る設計者の横串組織を作る，いわば，「車（くるま）軸」（Z軸）
を担う組織，②後者は，たとえば設計では大きく五つ（ボデー，
シャシ，エンジン，駆動系，電子技術）に大別される設計組織
に所属して設計実務を行う，いわば，「開発実務軸」（設計/
実験/原価企画軸）を担う組織である。この二つの組織の所
属先は組織改定でしばしば変更されるが，Zと実務組織が協
力して開発が進むことに変わりはない。 
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• このように，車種ごとに設置されたZが，開発実務を担う縦割
り組織を横串にして開発を進めるのが，1950年代のクラウン，
コロナから現代まで長期にわたり，全ての車種で行われてい
るトヨタの製品開発組織のルーチンである。 
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＜トヨタのZ（ゼット）＞ 

• Zは，新車の新規開発やモデルチェンジ（社内用語でマルモ）
やマイナーチェンジ（マルマ）の際に，開発する車種ごとに開
発を主導する組織である。アルファベットの最後がZであるこ
とから，車両の開発に最終責任を負うという意味で，こう呼ば
れている。 

• Zは開発する車両ごとに組織されるため，ZE（ゼットイー，カ
ローラ担当），ZK（ゼットケー，エティオス担当）などZで始まる
二文字で命名されている。 

• 組織としては開発ごとの設置ではなく，旧来のZを継承して開
発が行われる。IMVの場合，1960年代に初代が開発されて以
来引き継がれてきたハイラックスの開発組織ZN（ゼットエヌ）
で1999年に企画・開発がスタートした。その後，2003年の組織
改定でZB（ゼットビー）として分離され，今日に至っている。 
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＜CE（シーイー）＞ 
• Zには，そのリーダーとしてCE（Chief Engineer）が1名置かれ

る。その役割はこうである。 

• トヨタの設計の標準作業の流れ（業務遂行ルーチン）は，そ
の最後にCEが署名して完了する。最後にCEが署名して，は
じめて図面として成立するのである。 

• このことは，CEがトヨタの設計図面の最終決定権者であるこ
とを意味している。言い換えれば，CEは車の具体的な姿を最
終的に決める役割を果たしている。 

• これらは，IMVに限らず，トヨタの開発で標準的に行われてい
る，トヨタの開発の業務遂行ルーチンである。 

• CEが署名する設計図は1車種当たり1千枚程度のオーダー
である。CEは，部長と同格の基幹職1級として処遇されてい
る。 

• 以下，これらがIMVでどうだったのかを具体的に見て行く。 
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第2節 TMCの開発組織のルーチンを
「保持」している部分 
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＜IMVの開発組織でのルーチンの保持と変異＞ 

• こうした開発組織のルーチンがトヨタの内部環境である。その
基本はIMVでも変化していないが，構想と実行の分離（組織構
造の変化）に伴い，生産準備ルーチンが変異している。ここで，
LO前の活動全体を「開発」という言葉で括れば，生産準備ルー
チンの変異も大きくは開発過程におけるルーチンの変異である。 

• IMVの場合の外部環境の変化は，21世紀に入った新興国市場
の抬頭，WTOのTRIM新興国適用によるグローバル化，AFTA，
メルコスールなどの地域統合，それらに対応した新興国専用車
の開発の必要性の高まりである。 

• とはいえ，生産準備を除いたLO前の活動，IMVの開発組織の
ルーチンは，他の車種の開発組織のルーチンと同様である。そ
こでまず，それまでの開発組織のルーチンを保持している部分
（変異していない部分）から見ていこう。 
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＜IMVにおけるLOまでの流れと開発組織＞ 

• IMVの開発からLOまでの流れをZを中心に見ると以下のとお
りとなる。 

• 1999年9月：商品企画部（高梨建司氏，井上孝雄氏），製品
企画部（久保田知久雄CE）でタスクフォース設立。商品企画
から製品企画まで。 

• 2000年～2001年：ZN（IMV担当のZ）の久保田CEを中心に
IMVのCE構想を策定。 
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• 2002年1月：ZN（IMV担当のZ，2003年にZBに名称変更）の主
査として細川薫氏が異動。半年後にIMVのCEに就任。その後
の流れはTMCの一般的ルーチンと同じく，ZBと開発実務組織
の両睨みで進む。ただし，開発と生産は日本と新興国に分離
された。 

• 2004年8月：タイでLO，続いてインドネシア，南アフリカ，アルゼ
ンチンの輸出4拠点とインドでLO。 

• この商品企画→製品企画→製品開発→LOの大枠の流れはト
ヨタの他の車種と同じ業務遂行のルーチンで行われている。 
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＜Zの組織と規模＞ 

• CEには，CEを補佐する主査が2～3人付いており，主査の下
には課長級のスタッフが付く。Zのメンバーはベテランが多く，
係長級以下の若手はごく少数である。 

• しかし，一つのZ（特定の車のZ）に所属する人数は，通常の
プロジェクトの開発ピーク時で10人程度，IMVのような重量級
プロジェクトでも開発ピーク時25人程度である。 

• Zの規模は開発の時期に応じて増減がある。IMVの開発組
織であるZBの場合，ZN名であった2002年は10名程度，ZBに
なって2003～2004年にかけて，開発が佳境になるにつれて，
20～25名に増員された。二度のマイナーチェンジを終えた後，
細川CEの退任する2011年は15名程度であった。 
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• この規模のZで，通常のプロジェクトで1車種あたり700～800
人程度の開発実務組織を車（くるま）軸で横串にしている。こ
の人数はTMC本体の人数であり，部品メーカーを含めると開
発実務組織の人数はさらに増える。 

• IMVの場合は3車型5ボデータイプの合計で日本に2千人，海
外に5百人，合計2千5百人が開発実務に参加していると発
表されており，これをZBが横串にしている。 

• (注) トヨタ自動車「IMV販売累計500万台達成」会見（2012年4月6日）のプレゼン
資料による。 
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＜設計図を図面として成立させるルーチン＞ 

• トヨタで設計図を図面として成立させる手順。手順は何百回
も繰り返されるルーチンワークそのものである。具体的には
以下の通り。 

• すべての設計図は1枚1枚に関係者のサイン欄がある。サイ
ン欄は，担当者（設計者本人），係長，室長，部長（以上，開
発実務組織のメンバー），製品企画部に分かれている。 

• 製品企画部のサイン欄は一つだが，そこにCE（部長級）と主
査（次長級），またはCEとZの「主担当員」（課長級）の2名が
サインする。図面によってはCEと若手の「担当員」（係長級）
の2名でサインすることもある。いずれの場合も，他のサイン
が全て済んだあと，CEが最後にサインし，このCEのサインで
設計図が図面として成立する。 
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• CEがサインする図面の数は，IMVの場合，3車型5タイプの合
計で2000～3000枚のオーダー（1車型だとこの三分の一くら
い）で，多い日は1日に100枚（＝100回）サインすることもあっ
た。CEがサインするごとに図面が1枚1枚成立してく。作業そ
のものは文字通りルーチンワークである。 
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＜CE構想を設計図で実現＞ 

• 企画段階でCE，営業企画部，商品企画部，技術役員メン
バーも加えて練り上げた商品企画を，原価企画やエンジニア
リング的要素も加えて製品企画としてまとめたのがCE構想
である。そのCE構想を図面に落としていくのが設計であり，
その図面の決定権をCEが持つことで，開発の主導権をCEが
握る。 

• (注) この他，役員を含めた議論の場づくりを行うZAD（Z Advance）が参加してい
る。 

• CEによる図面のサインはルーチンに繰り返されるが，その都
度，CE構想が図面に反映されているか，チェックされる。CE
が不十分と判断すればサインされず，再検討となる。 
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• 現場の設計者や上司はそのことが分かっているので，CE構
想やCEの指示を反映した図面の作成に努めることになる。
CEを睨むというのは，このことである。 

• そのことも含めて，ルーチンとして繰り返すことで，CE構想が
実現していく，たんなる良くできた設計図ではなく，商品企画
や製品企画の意図が反映した設計図ができる。これが両睨
みの意義であり，CEが重量級プロダクトマネージャー（Clark, 
and Fujimoto [1991]，邦訳［1993］）である所以である。 
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＜ルーチンだが創造的，ルーチンだから創造的＞ 

• 一般に，ルーチンワークは同じことの繰り返しと考えられてお
り，創造性の対極にあるとみなされている。 

• しかし，CEのサインは車の構想を1枚1枚の設計図に落とし
ていく作業であり，その繰り返しが設計情報を創造していく，
あるいは構想を実現していく，創造的な活動である。 

• むしろ，サインがルーチンに繰り返されるからこそ，縦の組織
の現場がCE構想を常に意識するのであり，そのことで，マイ
クロな現場レベルの創造性が引き出される。 

• その意味では，CEのサインによる図面の有効化は，ルーチ
ンワークとして行われているからこそ，創造的なのである。 
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＜IMVのCE：細川薫氏＞ 

• IMVのCEには細川薫氏が就任した。在任は2002年1月にZN
の主査，2002年6月にCEとなり，2011年8月まで全体で約10
年間である。経歴は以下の通り。 

• 1979年、トヨタ自動車（株）入社。商用車のシャシ設計を担当
後、1989年から1992年にかけて、ベルギー・ブリュッセルの
テクニカルセンターに駐在。 

• 1996年から2000年末にかけて、北米向けのフルサイズSUV：
Sequoiaセコイアの製品企画を開発組織ZNの主査として担当。
セコイア（SUV）はタンドラ（PU）とPFを共通化したトラック系乗
用車であり，同じことがIMVではフォーチュナー（SUV）とハイ
ラックス（PU）として再現された。 
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• また，セコイアとタンドラは北米専用車のため日本にマザー
ラインが無いが，企画開発組織（ZN）は日本に置かれ，開発
実務も日本で集中的に行われた。この点もIMVと同様であ
る。細川氏は米国に駐在せず，日本で開発を行った。このト
ラック系乗用車，海外専用のそれの開発経験がIMVに生かさ
れることになった。 

• 2001年2月にトヨタとダイハツのU-IMV（Under IMV，トヨタ・ア
バンザ，ダイハツ・セニア，ASEAN専用ミニバン）共同開発プ
ロジェクトが発足し，トヨタ側CEとして参画された。この
ASEAN車の開発経験もIMVに生かされていく。このU-IMVの
CEを同年12月まで続けた。 
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• その後，2002年1月にIMVを担当するZNの主査に異動し，
2002年6月から2011年8月までIMVプロジェクトのCEとして在
任された。投入市場がインドネシアをメインとしたASEAN諸
国という点でIMV5の開発と密接に関連するU-IMVのCEの時
期も含めると，1999年から始まったIMVの商品企画模索期を
除いて，IMVの企画・開発の最初からLO，サフィックス開発，
マイナーチェンジまでの全期間を主導した。文字通りIMVの
生みの親であり育ての親である。 

• また，セコイアの時と同様に，生産国に駐在することなく，
IMVのCE在任の全期間を通じて，日本で開発を主導した。 

• (注) なお，タンドラ，セコイアは米国インディアナ工場で製造され，田原工場がマ
ザーライン無きマザー工場（駐在員の派遣元，駐在員の相談相手）になっていた。 

• なお，細川氏の肩書はCE（Chief Engineer）→ECE（Executive 
CE）→CEと変遷したが，氏の役割に変わりは無かった。 
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• 2012年4月より2014年3月31日まで住友ゴム工業に出向し，
2014年4月1日，トヨタ自動車を定年退職された。 

• 以下，細川薫CEに主導されたZBと，それに横串にされた開
発実務組織について見ていく。まず，他の車種の開発とも共
通する部分を見た上で，次にIMVに固有の内容見ていく。 
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＜縦割りの開発実務組織＞ 

• まず，IMV以外の開発にも共通するZと開発実務組織の関係
から見ていこう。 

• Zは設計図の決定権を握ることで開発の方向をリードするが，
自らは設計などの開発に関わる機能を持たない。それらは，
機能別に縦割りされた開発実務組織が担っている。 

• 開発実務組織は，設計からLO（Line Off）に至る開発過程の
実務を担う組織で，①設計の五分野（ボデー，シャシ，エンジ
ン，駆動系，電子技術），②実験部門（強度，衝突，走行安定
性，振動騒音，熱など），③原価企画部門，④調達部門，⑤
生産技術部門に大別できる。 

• (注) なお，トヨタの実際の部門名は組織改正でしばしば変更されるため，上記は
実際に存在する部門名ではなく，機能で部門を表現したものである。後述の「営
業部門」も同様。 
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• それぞれの部門には，部長が配置されている。設計ではボ
デー，シャシなどの五分野それぞれに部長が置かれており，
設計全体を統括する部長はいない。そのため，各分野の部
長がZのCEに対して直接に対応する。部長の処遇は基幹職
1級で，CEと対等である。 

• 部長は，設計現場のスタッフを人事権（人事配置，勤務評価，
給与査定などの権限）で統括しており，どのモデルのZに，①
何人のスタッフを配置するか，②誰を配置するか，③製図の
進捗や出来栄えの評価，④給与査定を行っている。 
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＜Z（CE）による横串の範囲①＞ 

• Zは開発実務組織を横串にしているが，ZのCEの管理スパン
（決裁権の及ぶ範囲）に入っているのは設計，実験，原価企
画までで，生産技術，調達はその外となっている。したがって，
Zが直接に横串にしている組織は，設計，実験，原価企画と
いうことになる。 

• しかし，製造現場でのつくり易さを図面に反映するため，設
計と生産技術の摺り合せが行われており，設計サイドの注
文を聞くとき，逆にCE，あるいは設計から注文を出すとき，
CEが同席している。 

• また，設計上，大規模な投資が必要になる場合などでは，生
産技術と役員の会議体が設置される。そこにはCEも出席し，
CEが役員への説明，説得の中心になる。このような形でCE
は，生産技術とも関わっている。 
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＜Z（CE）による横串の範囲②＞ 

• 調達とは，①調達が仕入先を変更する際，その部品に新た
に開発要素が加わる場合はCEの同意/了解が必要なこと，
②CEからさらなる原価低減を要請する場合，③CEの企画し
た価格にならない場合などはCEが同席するなど，CEは調達
とも深く関わっている。 

• 以上のように決裁権は及んでいないが，Z（CE）は生産技術，
調達とも連携している。 
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69 

CE 　CE-Zによる横串部分

（注）久保田CEが「CE構想」を作成し，交替した細川CEが開発実務部隊を横串にして「CE構想」を図面にしていった。
      このため設計のスタッフが「両睨み」したのは細川CEと部長である。

（出所）筆者によるトヨタ関係者からのヒアリング結果をまとめた。

図　細川薫CE-ZBによる開発実務組織の横串
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＜CEの「決定権」と部長の「技術方針」の「両睨
み」～重量級プロダクトマネージャーの内実～＞ 

• それでは，こうした縦割組織を横串にするZが，縦割組織の
設計現場で機能する仕組みを見て行こう。 

• 開発の中心である設計現場のスタッフは，設計図の最終決
定権をCEが持っているため，CEの開発構想を念頭に置きな
がら設計を進める。しかし，CEは設計部門のスタッフに対し
て人事権を持たない。CEが人事権を持つのはZのメンバー
に対してのみである。 

• 設計現場のスタッフに対する人事権，例えば，IMVの設計に
誰を配属するかを決める権限は設計の部長が持っている。Z
が縦割りの開発組織を横串にすると言っても，横串に誰を配
属するかは設計の部長が決める。 
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• さらに，ボデー，シャシ，エンジン，駆動系，電子技術のそれ
ぞれの部長は，それぞれが担当する部の「技術方針」を持っ
ている。その技術方針を尺度にして，出来上がった設計図の
評価が行われ，その評価に基づいて現場のスタッフの人事評
価が行われる。技術方針を決定するのも，それに基づいて現
場の開発スタッフの人事評価を行うのも各部の部長である。 

• また，決定権を担うZのCEと，人事権（部長の技術方針を尺度

とする図面の評価と，それをベースにした人事評価）を担う設
計のそれぞれの部長は，社内での処遇も共に基幹職1級（常

務役員の一つ下の職位）で同等であり，この二人が横と縦か
ら開発の現場に働きかける。 

• その結果，トヨタの車両開発は，開発現場のスタッフがCEの

「決定権」と部長の「技術方針」を「両睨み」しながら進められ
る。これにより，顧客志向が現場に浸透する一方で，開発の
合理性もまた現場で確保される。 
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• この両睨みによる開発は，トヨタのすべてのモデルで実施さ
れており，トヨタの開発組織のルーチンとなっている。 

• ZのCEはClark and Fujimoto[1991]［邦訳1993］の言う重量級
プロダクトマネージャーに相当すると考えられる。ここでの
「重量級」の意味は，トヨタの場合， ZのCEが，①開発現場で
設計の部長と人事面で対等であること，②設計の部長が持
たない図面の最終決定権も持つこと，③それらにより，縦割
りの開発実務組織をモデルごとに横串に束ねる権限を持つ
ことである。 
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＜縦割りを横串にする意味 
～クルマの開発と顧客ニーズの反映～＞ 

• 縦割の開発実務組織をZが横串にするのは，各分野の設計
者を集めてクルマを開発するためだけではない。営業部門
が掴んでいる顧客のニーズを開発に反映させるためでもあ
る。 

• トヨタの設計部門は，ボデー，シャシ，エンジン，駆動系，電
子技術の5分野に分かれており，クルマの開発には横串が
必要であるが，それだけならの理由なら軽量級である。 

• それが重量級と呼ばれるのは，その横串が顧客ニーズを反
映したクルマづくりを担っているからである。 
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＜Zと営業部門＞ 

• 営業部門は，開発実務組織の外側にある縦割組織だが，設
計が始まる前の企画段階では，営業部門の中の企画部隊
（営業企画）が，商品企画部門，Z=CEとともにタスクフォース
を形成し，商品企画を進める。設計段階以降も，Zを通じて顧
客ニーズを開発に反映させていく。 
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＜「創造性」と「効率性」の両睨みによる開発＞ 

• このように，ZのCEは顧客のニーズに適合した車を開発する
使命を担っており，設計，実験，原価企画の各部門はそれを
効率的に実現する使命を担っている。 

• 言い換えれば，ZのCEはニーズにあった新しい車を開発する
「創造性」を体現しており，開発実務部門はそれをスムーズ
に実現していく「効率性」を体現している。 

• (注) もちろん，開発実務部門も，新しいシステムの開発，新しい部品の開発という
意味で「創造性」を発揮している。この「創造性」こそ開発実務部門のモチベーショ
ンの源である。lここでいうZの「創造性」と実務組織の「効率性」の対比は，Zが企

画したコンセプト（「構想」）を，開発実務部門が効率的に図面に落としていく（「実
行」していく）流れから述べたものである。lこうしたZの「構想」と実務部門の「実

行」の結果として設計情報が図面として「創造」されると，これが製造部門で素材
に「転写」されていくのである。 
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• したがって，設計，実験，原価企画の現場スタッフが，CEと部
長を両睨みしていることは，現場のマイクロなレベルまで，
「顧客が求める車」という軸（Z・CE軸）と，「早く，確実な開発」
という軸（実務軸）の両方が浸透していることを意味する。 

• これが，CEが「重量級プロダクトマネージャー」である所以で
ある。 

• 以上が，IMV以外の他の車種にも共通するZと開発実務組織
の関係である。次に，IMVにおけるZBと開発実務組織の関
係を見ていこう。 
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＜「ZBが所属する組織」と「CE呼称」の変遷＞ 

• 2002年1月～2003年6月：商品開発本部・第3開発センター・
ZN・CE（Chief Engineer）。車両の開発センターは第1から第3
まで。 

• 2003年6月～2008年6月：同前・第1トヨタセンター・ZB・ECE
（Executive Chief Engineer）。車両のセンターの区分は，レク
サス，第1（FR），第2（FF）。 

• 2008年6月～2010年6月：同前・トヨタ商用車センター・ZB・CE。
車両のセンターの区分は，レクサス，第1乗用車（FR），第2乗
用車（FF），商用車。 

• 2010年6月～12月：商品開発本部・トヨタ第3開発センター・
ZB・CE。車両のセンターの区分は，レクサス，トヨタ第1開発，
第2開発，第3開発。 
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• 2011年1月～2011年8月：商品企画本部・第2センター・ZB・
CE。センターの区分は第1と第2。 

• 2011年9月～2013年3月：製品企画本部（直轄）・ZB・CE。新
興国地域担当部長を新設。同時に日本/欧州地域担当部長，
米国/中国地域担当部長も新設。 

• 2013年4月～現在：製品企画本部（直轄）・ZB・CE。 
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＜ZBの容れ物は変わってもルーチンは変化せず＞ 

• 前述のとおり，IMVの開発組織ZBは商品開発本部内で所属
するセンターがしばしば変更されている。近年では，商品開
発本部が製品企画本部に組織改定され，センター制が廃止
されて，本部長直轄になるなど，ZBが入る大きな容れ物も変
化している。 

• しかし，開発組織の業務遂行ルーチン，すなわち，①車種ご
とに設置されたZが開発実務を担う縦割り組織を横串にして，
ZのCEが設計の最後に署名して設計図が完成する，②開発
現場のスタッフがCEの「決定権」と部長の「人事権」を「両睨
み」しながら開発を進める，この二つのルーチンは，新興国
専用車のZでも同様であり，Zの容れ物が変わっても変わっ
ていない。 
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