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たとえ障がいがあってもクルマを運転したい。そのような積極的な人たちが増えるに従い，ウェルキャブの販売は伸び続けている。
しかしそのような人たちにはもう一つの夢があった。「家族を乗せたい。子供と一緒に出かけたい」。

だが今までのウェルキャブの構造では，車椅子を車内に収納すると，座席が犠牲になり，ほとんどが2人乗車に制約されていた。
ではミニバンならどうか。座席位置の高いミニバンに安全に乗り込め運転できたら……。
この開発は今までなかった「ミニバン・ウェルキャブ」の可能性を探ることから始まった。

トヨタ自動車東日本（株）

6Chapter 本当に困ったところだけ，
助けてください
ミニバン運転席への移乗と
車いす収納が同時にできる装置の開発
Development of Device which Enables the Driver’s Transfer to Driver Seat of 
Minivan and Storage of a Wheelchair at One Time
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子供を乗せて
運転したい

　ミニバンでも，障がいを持つ人が運転で
きるように。そのために，車いすから，座
席位置の高いミニバンの運転席に座れるよ
うにする。これがこの開発の出発点である。
福祉車両では，これまでまだ，ミニバンを
運転することへの対応は行われていなかっ
た（図1）。そこは，一つの盲点でもあった。
　トヨタ自動車東日本 技術統括部 K-MAX
事業室 福祉機器グループのグループ長で
ある國嶋 孝史は，開発に至る経緯を次の
ように語る。
「我々は福祉機器展などの会場で，福祉
車両の説明員として立つのですが，その
折，トヨタ・アイシスの助手席リフトアッ
プシート車のウェルキャブ（福祉車両）を
見にいらした障がいをお持ちのお客様が，
こういうクルマを自分で運転したいとおっ
しゃったのです。ちょうど年齢的にも私と
同じくらいの方で，普段は奥様に運転して
もらって外出するそうですが，一般的な乗
用車の車いすドライバー用では，車いすを
室内に収納すると，座席の関係でお子様が
乗れなくなってしまう。障がいをお持ちの
方ご自身で運転し，お子様を連れて出掛け
たり，ほかの人を乗せたりして走りたいと
言われたのです。
　これまで福祉車両の開発をしてくる中で，
まさかミニバンを運転したいとの要望があ
るとは想像もしていませんでした。しかも，
年齢的に自分と近いと思われる方からのご
要望であり，私自身，家族を思い浮かべな
がら，身につまされる心持ちでした……」。
　通常の乗用車で，障がい者自身が運転で
きる福祉車両は存在する。しかしその場合，
後席は，障がい者自身が乗ってきた車いす
を収納するため場所を取られ，実質的に人
が座ることはできなくなる。結果，本人と
もう一人，助手席に乗る人との2名乗車と
なってしまう。ところが3列シートのミニ
バンであれば，後席に車いすを収納しても，
3列目にほかの人が乗ることができる。大
勢で一緒に出掛けられる（図2，3，4）。
　実際，トヨタ自動車東日本が開発したウェ

ルライド（今回の移乗補助装置）を装着し，
2011年12月に売り出されたアルファード
／ヴェルファイアと，2012年７月に売り出
されたエスティマのウェルライド車は，助
手席後ろ側の2列目にも一人座ることがで
き，運転者含め，計６人で乗車して出掛け
ることができるのだ。

完成車として
採用させてください

「私は，2009年に福祉車両の部署に異動し
てきましたが，その前から，ミニバンを運
転できる福祉車両を開発できないかという，

トヨタ自動車東日本（株）

本当に困ったところだけ，助けてください
―トヨタ自動車東日本（株）―6Chapter

　福祉車両の普及は 1990 年代から伸
び始め，2012 年には 3 万 9000 台超
で過去最高の台数を販売している。この
うち，自ら運転をする車いすドライバー
の数は，2002 年に 20 万人を超えて推
移している。これに対し，車いすドライ
バー向けの福祉車両は，自動車メーカー
の完成車で年間約 500 台，専門メーカー
での後付の補助装置で年間約 5000 台
の規模である。しかし従来，3 列シート
のミニバンに車いすドライバー向けはな
かった。そこに目を向けたのが今回の開
発である。これに限らず，福祉車両の開
発には常に健常者の技術者と，消費者で
ある障がい者との思いと要望との格差が
生じやすい。この開発においては，リハ
ビリテーションセンターへの聞き取り調
査で，理学療法士・トレーナーや，障が
い者自身からの話を直接聞き，また試作
での実体験によって，本当に実用性を備
えた移乗補助装置「ウェルライド」とし
て完成を見たのであった。

ミニバン運転席への移乗と
車いす収納が同時にできる装置

介護者向け 車いすドライバー向け

ウェルキャリー

650mm

移乗ボード付
シート

リフトアップシート

回転スライドシート

市場に対応商品無し

高い

座面高

低い

車
い
す

車
い
す

図 1　国内福祉車両 MAP

図 4　車いす収納スペース。2 列目シート二人分が 
使えないだけであとのシートには人が座れる

図 2　セダンに車いすを収納した状態
                 （2 名しか乗車できない）

図 3　ウェルライドを架装したミニバン
　　　　　（6 名乗車が可能）
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新しい製品を模索する活動が室内にありま
した」と，國嶋は開発初期の様子を語る。
「そもそも我々では判断のつかないことが
山のようにありました。障がいをお持ちの
方の，障がいの様子は人それぞれに違い，
その上，障がいがあることによる体の動き
方や，力の入り方がどうであるのかといっ
た，物づくりの肝心なスタートのところか
ら，どうすべきかが想像つかないのです。
たぶん，できるだけ早くクルマに乗り込み
たいだろうなということくらいしか想像で
きませんでした」。
　そこで，まず絵コンテで，車いすでクル
マの運転席へ近づき，そして，運転席へ乗
り込み，乗ってきた車いすを収納するとい
う手順を表し，色々な人に聞いてみること
から始めた。
「まずは社内で，杖を使っている社員に生
の声を聞いてみました。またOBの方にも
声を掛けながら話を聞いていくと，握力が

小さいことが大きな問題であることが分か
りました。どこか指にでも引っ掛けること
ができれば動かしたりできるのかと思って
いたのですが，握力が小さく力が入らない
ということは，指も曲がってしまい，引っ
掛けたり支えたりできないことが分かりま
した。それでも，仕様を判断するところま
での確証はまだ得られません。そこで想像
するのではなく，分からないことは聞こう
と考え，教えていただける方を探したので
す」。
　そして，電動車いすの開発でかつてご協
力いただいたリハビリテーションセンター
へ出掛け，理学療法士・トレーナーや，障
がいを持つ人たちに直接尋ねることにした
のである。
「こちらで描いた絵コンテを持って，理学
療法士・トレーナーの方に，こういう移乗
補助装置を考えていると説明しました。
　実は，障がいのある方は，ご自分で運転

することに消極的なのではな
いかと，危惧していた面もあ
りました。ところが全く逆で，
理学療法士・トレーナーの
方々は障がいを持っている方
たちにも運転できるようにし
てあげたいと，我々を励まし
て下さったのです。自分で運
転して出かけられるようにな
れば，色々な可能性を広げる
ことにつながると。
　また，リハビリテーション
センターの障がい者の方ご自
身も，こうしたいとか，ああ
したいといった意見を言って
もらうことができました。
　我々が取り組もうとしてい
ることが期待されていること
を知り，やりがいを感じまし
たし，いよいよ途中でやめる
ことはできないと腹を括りま
した」。
「意見交換を重ね，仕様が固
まってきてからも本当にそれ
で大丈夫なのか，悩み，苦し
みました。そこで，既存の福
祉車両と同じ基準での評価を

する必要があると考えました。トヨタの社
内で数々のウェルキャブを製品化してきた
開発部署にウェルライドの評価の相談をし
に行ったのです。評価をお願いするため装
置をみせると，ウェルライドを非常に気に
入っていただき，『完成車として採用させ
てください』と言って下さった。逆に，早
く製品を仕上げなくてはいけないことにも
なりました（笑）」。
「我々トヨタ自動車東日本では座面高の高
いミニバンは生産していません。ですから，
当初は部品としてウェルライドを完成させ，
販売することを前提としていました。完成
車にするには他工場で生産されたクルマを
我が社へ持ち込むことになるわけですから，
まさか，完成車にできるとは思ってもみな
かったことだったのです。『採用させてく
ださい』と言っていただいたことは，大変
ありがたかったです」。

西原 浩次 Kouji NISHIHARA

トヨタ自動車東日本株式会社
技術統括部　K-MAX事業室
福祉機器グループ

「この賞を戴き，今後仕事をしてい
く中で，お客様に恥じることのない
製品を開発していかなければならな
いという気持ちがよりいっそう強く
なりました」

國嶋 孝史Takashi KUNISHIMA

トヨタ自動車東日本株式会社
技術統括部　K-MAX事業室
福祉機器グループ　グループ長

「移乗補助装置のシートは，変な形を
していますが，この形にたどり着くま
で苦労しました。障がい者の方に実
際に試していただきながら，この形
になったのです。そういうわけで，自
分はあまり仕事をしたという感覚で
はありません。障がい者の方を含め，
色々な方々の協力で開発できたので
す。受賞の喜びは，協力をしてくださっ
た障がい者の方たちの所へも届けた
いと思っています。ある方に『我々の
誇りです』と言っていただき，有り難
いと思いました。また，物を作って終
わりではないと，改めて思っています」

三輪 真理 Shinri MIWA

トヨタ自動車東日本株式会社
技術統括部　K-MAX事業室
福祉機器グループ

「もちろん賞を狙って開発してきた
わけではありませんが，淡々とやっ
てきたことが賞に結び付き，開発が
成就したと思いました。開発してい
る最中は，いったいどこがゴールな
のか，手探りでやっていたようなと
ころがありましたが，受賞によって
最終的な形になったと実感すること
ができました」
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―トヨタ自動車東日本（株）―

障がいは人それぞれ
本当に要望されているところとは

　開発の多くの時間，國嶋と一緒に調査
や検討を行ってきたのが，技術統括部 
K-MAX事業室 福祉機器グループの西原 
浩次である。
「理学療法士・トレーナーと，障がいをお
持ちの方それぞれに，色々な意見を言って
いただいたのですが，頂くご要望は十人い
れば十通り，それにお体の状態がそれぞれ
違いますから，聞いた方の数以上のご要望
が集まります。しかし，最終的には一つの
装置でそれぞれのご要望を具現化しなけれ
ばなりません。聞けば聞くほど背反するも
のも増え，まとまらずに悩み，考えました。
そこで，意見をまとめるだけではなく，そ
れぞれの方の人間性や，その人の背景など
を考えるようにしたところ，本当に要望し
ていることは何なのか，実は同じ事を求め
ているのではないか，一つを解決すると，
もう一方も解決できるのではないか，など
ということが見えてきたのです。
　例えば，早く乗り込みたい，人に見られ
たくないというご要望は，装置のスピード
を速くしたり，装置を目立たせなくするこ
とではなく，操作手数を減らせば，安全な
装置速度を保ったまま早く乗り込めるので
はないか，などというように考えることが
できるようになってきたのです」。
　こうして，ご要望をそのまま形にしてい
くのではなく，自分たちなりに立てた仮説
を基に試作をして，実物で確かめてもらう
段階へと移行していった。
「物があることで，より具体的な要望を聞
き取ることができました。たとえば，装置
が動くことによる恐怖心などは，絵コンテ
の段階では分かりません。装置の昇降速度
なども，同じ開発チームの三輪と一緒に相
談しながら決めていきました」。
　技術統括部 K-MAX事業室 福祉機器グ
ループの三輪 真理は，このウェルライド
では主にアクチュエータの設計・開発に携
わった。
「クルマには早く乗り込みたいだろうとは
想像しましたが，最初は，昇降速度は今よ

り遅かったです。理由は，早すぎると怖い
だろうと考えたからです」
　國嶋も付け加えて，
「この装置の動きを知らない人が，そばに
立っている可能性もあります。そうした安
全性も考慮して，速度を決める必要がある
のです」。
「それでも，やはり人によって感じ方が違
います。昇降の動きを計測し，どう感じる
かを多くの人に聞いてみました。そして，
もっとも多い意見の速さに落ち着きました。
それでも，慣れてくると，まだ遅いと感じ
るかもしれません」と，三輪。
「福祉車両で，電動で動かす装置が色々あ
りますが，介護をなさる方が操作するもの
に比べると，これは運転者が自分で操作す
る装置なので，少し早目という感じです」

と，國嶋は補足する。

既存の車部品にはない
アクチュエータ開発

　昇降をさせるための，アクチュエータの
開発も，苦労の一つだったと三輪は言う。
「ここまでのスピードと，人が乗って昇降
するためのパワーを兼ね備えたアクチュ
エータは，既存のクルマの部品ではありま
せん。参考にしたのは，ベッドの傾きを変
えるためのものでしたが，それでも，今回
のウェルライドのモータは，複雑な制御を
持たず，モータの性能だけでスピードとパ
ワーを管理していったので，そこが難し
かったですね。
　モータメーカーとは，何度も打ち合せを

図 5　平行リンクを使った収納機構

図 6　車いすからシートに乗り移る際に考えられたブーメランのようなシート
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しましたし，私どもの困難な要求にも常に
前向きに検討して頂き，何度も試作をして
もらいました」。
　モータメーカーの多大な協力によって，
ウェルライドのための一点物といえるアク
チュエータは出来上がった。
　次に，昇降装置の機構開発はどうであっ
たのか。こちらは，西原が担当した。
「そもそもどういう機構で昇降させるか，
そこは，三輪と一緒に考えました。そして，
サスペンションアームの動きからヒントを
得て，そこを活用すればできるのではない
かと思い至ったのです」。
　それが，平行リンクを使った円弧運動の
中での車いす収納法である（図5）。
「リンクの動きが決まってくると，次は，
どのような力が，どの方向へ，どれくらい
掛かるのか，そこを判断しないと，設計へ
移れません。たとえば，移乗補助装置の椅
子の部分から，運転席へ乗り移る際にどれ
くらいの力が掛かり，移乗補助装置はどれ
ほど堅牢でなければいけないのか。それら
の力を導きだし，一つひとつの部品に求め
られる強度，性能を決めていきました。机
上で分からないい部分は，実際に試作機に
乗って頂き，そのときのひずみを測定し，
力へと換算したりもしました。
　また，移乗補助装置にドライバーが座る
いすの部分についても，初めは本当にいす
のような形をしていましたが，それだと運
転席へ乗り移る際に隙間があって怖いとか，
移乗補助装置と運転席の間に段差ができて
移動しにくいとか……」。
　その結果，大きなブーメランのようにく
の字に曲がった厚い板を，移乗補助装置の
移乗シートにするのがよいという結論に
至った。
　最初は矩形だったシートは，折り畳み式
のボードが追加され，さらにそれが一体と
なり，最終的にはブーメランのようにくの
字に曲がった形となった（図6）。
「移乗シートの形がここまで決まるまでに
は，多くの試作を繰り返し，最終的にはミ
リ単位の調整をしていきました。
　これも，障がい者の方はもとより，板金
メーカーのご協力によって完成したといえ
ます」。

　移乗シートの形はブーメランのように変
わった形をしているが，鋼板で構成されて
いる。車両のように大量生産を行うのであ
れば，金型を起こしプレス品を使う事によ
り強度を保ったまま形状の自由度も広がる。
しかし，ウェルライドは量産の製品とは
言っても，福祉機器はまだ数をそれほど多
くは見込めない。「いかに型レスで部品を
作り上げていくか，とても悩みました。そ
んな時，既存の福祉機器を製作している板
金メーカーが，少量生産のノウハウを生か
し，低コストでプレス品に代わるような製
法を提案してくれたのです」。
　さらに，品質管理も課題であったと振り
返る。
「少量生産ですから，おのずと手作業が増
え，品質を安定させることも難しくなりま
す。とはいえ，製品には量産品質が求めら
れますし，使用中に万一のことがあっては
いけません。どうやって品質を維持してい
くか，何を守れば性能を満足できるのか，

何度も板金メーカーへ行き，夜遅くまで皆
で考えました」。
　モータメーカー同様，板金メーカーの多
大な協力により，ウェルライドは成り立っ
ている。
　さらには，
「こういう装置をクルマに取り付ける場合，
どんな法規を満たせばよいのかも一から調
べました」と，付け加える。

最初はリモートコントロールは
ボタンが八つもあった

　こうした一つひとつの問題に，社内の実
験部ほか，様々な部署の協力を得て開発は
進められていった。その中には，冒頭のト
ヨタでの製品評価といった協力も不可欠で
あった。
　國嶋は，
「私は，こういうふうに動いて，こう移動
できるといいのではないかというような，
やりたいことを言うだけで，西原や三輪や，
そのほか大勢の方たちの協力でようやく出
来上がったといえます。また，社内や，グ
ループのトヨタの力添えだけでなく，横浜
市総合リハビリテーションセンターの理学
療法士・トレーナーの方や，入所されてい
る障がいをお持ちの方々など，大勢の協力
によって，一緒に仲間になって戴きながら
ここまでこられたのです」。
　福祉機器の開発を進める難しさは，健常
者と障がい者との共通認識の醸成が欠かせ

今までなかったミニバンウェルキャブ開発の経緯を聞く

移乗シートの使い方を見ながら動きを解説してもらう
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ない。
　三輪は，
「当初は，すべての動作を電動で行うのが
いいのではないかと考えていました。しか
し，リハビリテーションセンターの方に伺
うなどすると，障がいのある方が本当に
困っているところを助けてくれればいいと
教えられました」。
　と話し，西原も，
「すべての動作を電動で行うことを考えて
いたときは，リモートコントロールのボタ
ンが8個もあって，順番に押していかない
と動かないような状態でした。しかし，そ
れでは操作が複雑で分からなくなってしま
います。いまは，二つのボタンスイッチで
操作ができます」と言う（図７，8，9）。
　完成したウェルライドは，トヨタのウェ
ルキャブ以外でも，どのミニバンにも装着
できるように考えられている。
「ミニバンで，右側に電動スライドドアが
あれば，ほぼどの車種でも装着できます」
と，國嶋は言う。それを実現するため，西
原は，
「ほかのメーカーのミニバンの寸法を測り
にも行きました」と笑う。
　そして，いざ発売してみると，軽自動車
のスライドドア車に取り付けを希望する顧
客が表れた。

「ミニバンにということで始めた開発でし
たが，いざ発売をしてみると，軽自動車で
も背の高いワゴン車ではスライドドアがあ
り，使いたいとの要望があって驚きました。
寸法的には装着可能です。ただしミニバン
と違って，後席は車いすを載せるため，座
れなくなってしまいますが……」と，國嶋
は，予想外の展開を語った。

ここまで考え抜いてくれて
ありがとう

　福祉機器の展示会へ行くと，会場内の熱
気は，モーターショー以上である。日々の
生活のため，また，生きるという意欲のた
め，障がいを克服して過ごすための機器や
装置に対する障がい者の思いは非常に深く，
熱い。
　こうして，ウェルライドが完成したいま，
どのような思いでいるのか？
　國嶋は，
「福祉機器の展示会場へ行きましたら，『こ
こまで考え抜いてやってくれてありがと
う』という言葉を，来場された障がいをお
持ちの方に言っていただきました。ものづ
くりに苦労は当たり前で，苦労と言うほど
の思いもしてきませんでしたが，障がい者
の方に直接こうして感謝され，本当にやっ

てよかったと改めて実感しました」と語る。
　西原は，
「これまで開発してきた福祉車両や福祉機
器と同じように開発してきたつもりでいま
したが，ここまで感謝されるとは思いませ
んでした。展示会場で，ある障がい者の方
に，『自分の選択肢が広がるのが嬉しい』
と，言っていただきました。リハビリテー
ションセンターへ持って行ったときも，多
くの方が集まってきてくれました。人が注
目してくれているという，それだけでも嬉
しかったです」。
　三輪は，
「やはり展示会へ出品したとき，ウェルラ
イドの情報をネットか何かで知って，朝か
ら観に来てくださった方があり，さっそ
く試してみて，『乗れるね。これならいい
ね！』と言ってもらえたときは，嬉しかっ
たです。
　障がい者たちの喜びの声が，開発者たち
にさらに大きな力を与えたと言えるだろう。
クルマは，まだすべての人々に普及しては
いない。クルマ離れと言っても，まだまだ
行き届いておらず，また待っている人が大
勢いることを，ウェルライドの完成が教え
てくれた。そのことを，自動車人たちは忘
れてはならない。

図７− 9　車いす収納状態から展開するまでの動き
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