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四輪操舵はかつて’80年代に注目を集め，ほぼすべてのメーカーが手をつけた技術である。
しかしそのいずれもが残らなかった。ドライバーが感じた違和感を払拭できなかったからだった。
しかし敢えてまた，その技術を核に四輪すべての操舵制御に挑戦した技術者たちがいた。
クルマの車両安定性を飛躍的に向上させるためには必須の技術だと信じたからだ。

トヨタ自動車（株）

ドライバー快適性と，車両安定性を両立した
前後輪操舵システムの開発

あの’80年代を超えろ
1Chapter

The Development of Four-Wheel Steering System Perfecting Both Driver’s Comfort and Vehicle’s Stability
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あの’80年代を超えろ
―トヨタ自動車（株）―

’80年代のトラウマ
　「四輪操舵」

　前輪だけでなく後輪も操舵する四輪操舵
（4WS）と聞くと，悪夢を思い出す技術
者も居るのではないか。
　4WSは，1980年代の日本の自動車技術と
して，主要な国内メーカー各社が開発に取
り組み，製品化し，市販した技術の一つだ。
だが，その効用は大きくても，当時解決し
きれなかったのが，前後輪を操舵すること
による運転への違和感であった。
　それから約30年。2011年の8月にアメリ
カで先行発売し，翌2012年1月に日本でも
発売が開始されたレクサスGSに搭載され
ている，LDH（レクサス・ダイナミック・ハ
ンドリングシステム）も，前輪だけでなく
後輪も操舵するシステムであった。この技
術にはトヨタ社内でも様々な意見が噴出し
たという。
　このLDHの開発を推進した，現アイシン
精機の走行システム開発部主査の土屋 義
明は，次のように振り返る。
「役員の中には，当時の 4WS にかかわっ
た人もいて，『またやるのか !?』と言われ
ました。ですから，かつての ARS（アク
ティブ・リヤ・ステア）の再現ではなく，
VDIM（ヴィークル・ダイナミック・イン
テリジェント・マネージメント：統合車両
姿勢安定制御システム）としてやるので
す，と，説得しました。そして，以前とは
違うということを名称でも表現するために，
4WS ではなく，LDH と名付けたのです」。
　筆者も，かつての4WSは，各自動車メー
カーの方式で体験している。低速域では後
輪を逆位相（前輪と反対側へ向ける）に操
舵することにより，非常に小回りが効くよ
うになる。ただし，小回りする進路がこれ
までの経験則と異なるため，カーブ内側へ
脱輪しそうになる。高速域では，前輪と同
位相に後輪を操舵することにより，より安
定して車線変更やカーブを曲がることがで
きるようになる。ただし，車線変更などで
は，クルマが横へ平行移動するような感覚
があり，やはり多少の違和感は残った。
　‘80年代当時，4WSに限らず，たとえば

ターボエンジンなどでも，過給している様
子を運転者に認識してもらうためか，あえ
てターボラグを残した高過給圧のターボ
チャージャが当たり前のように発売されて
きた。だが最初に驚きはあっても，違和感
のある機能はまもなく困った存在となる場
合がある。
　土屋がLDHの開発を行おうとした際の
トヨタ社内の異論は，よく理解できる。今
回改めて取材し，内容を理解し，試乗をし
てみるまで，筆者自身なお疑心暗鬼でいた
のだ。
　レクサスGSに搭載されたLDHは，前後
輪を操舵することにより，クルマの運動制
御を向上させるだけでなく，衝突回避性能
をも向上させることが可能であることを示
した。

苦労する適合ではなく
計算で導こう

　さて，なぜトヨタで再び後輪を操舵する
ことを検討し始めたのか。その“なぜ”の答
えを探すためには，土屋自身の経歴に触れ
ることになる。
　土屋はトヨタ入社後，ブレーキ制御の開
発にかかわり，ABS（アンチロック・ブレー
キ・システム）の開発では，その初期段階
から携わってきた。そして，ABSの機能を
クルマの走行状況に応じてさらに的確に制
御するEBD（エレクトロニック・ブレーキ
フォース・ディズトリビューション），また，
緊急時により強いブレーキでドライバーを
運転支援するブレーキアシストを開発して
きた。

　四輪操舵（4WS）は，1980 年代に国内で脚光を浴びた技術であった。しかし，前輪だけ
でなく後輪も操舵するこの電子制御システムは，クルマの動きに新しさを生み出す一方，ドライ
バーの運転感覚に違和感を残し，かえって操作しにくいといった不満を生じさせ，自動車メーカー
の多くが手を引いた技術であった。しかし，操縦安定性のさらなる進化は，運転のしやすさや，
それによって得られる安心，さらには，近年注目を集めている安全運転支援にも役立てられる。
そのために，再度，前後輪の操舵に挑戦したのが今回の技術開発であった。実際，その成果
は驚くべき操縦安定性の高さと，危険回避性能の可能性をもたらした。まず日常の運転におい
て，路地などでの小回りや，高速道路での安心をもたらす成果が，走行体験からで確かめられた。
さらに，緊急時の危険回避性能も非常に優れ，同時に運転者の意志も反映される機能へと進
化する道筋が示されている。世界最先端の操縦安定性へ発展させる技術といえる。

快適性と，車両安定性を両立した前後輪操舵システム

1Chapter
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　のちに，電動パワーステアリング，同じ
く操舵関係で，車速によりステアリングギ
ヤ比を変化させるVGRS（バリアブル・ギ
ヤ・レシオ・ステアリング）の開発を行っ
た。これらの経験を踏まえ，次は，クルマ
の操縦安定性にかかわるすべての運動を制
御したいと，構想を発展させたのがそもそ
もの発端となる。
　VGRSの開発では，車速によって前輪操
舵のギヤ比を変更するという機能を成立さ
せるため，クルマの走行状況に応じた様々
な適合を実際に走行を繰り返しながら開発
してきた。だが，その膨大な作業量には辟
易していた。たとえば，5月のゴールデン
ウィークの長期休暇も返上し，ヨーロッパ
やアメリカへ出向いて走り続け，適合を
行ってきた。

「開発というのは，苦労の中にも達成感や
喜びがあるものですが，VGRSの開発では
苦労ばかりでした。ですから，今度は前輪
に加え後輪も制御するとなったら，とても
やり切れるものではないと思ったのです」。
　そこで，何か方法を考えなければならな
かった。そして土屋は，前輪と後輪それぞ
れ一輪ずつの，2輪の線形モデルで，車体
のスリップ角，ヨーレート，前輪の操舵角，
後輪の操舵角から，前後輪の操舵に対する
クルマの動きを考えて行けば，前輪と後輪
で目標とすべき操舵角を導き出すことがで
きるのではないかと考えた。
　このシミュレーションの開発を，VSC
（ヴィークル・スタビリティ・コントロー
ル：車両安定制御システム）を開発すると
きから共に研究を重ねてきた，豊田中央研
究所と一緒に構築していった。
　すなわち，従来行ってきた，前輪をどれ
ほど操舵し，後輪をどれくらい操舵すると，
どのようなクルマの走りができるかを考え
るやり方ではなく，クルマをこう走らせる
には，前輪と後輪がどのように操舵される
べきかを，計算で導き出せるようにしたの
である。
　前者のやり方では，前輪と後輪の，同位
相や逆位相，そしてタイヤの切れ角によっ
て起こる様々なクルマの動きを最適化する
適合が不可欠であり，その適合には，クル
マの走行条件が千差万別であるため，膨大
な試行錯誤が必要となった。
　しかし，今回の開発に通じる後者の考え
方で進めていけば，初めからクルマの走行
状態は決まっているので，そのために必要
な前輪と後輪の操舵角や方向を決め，それ
を実行する制御を作っていけばよい。しか
も，その操舵の方向や角度は，計算で求め
られる。こうして，膨大な適合作業から解
放される（図1，2，3）。
　その効果は，てきめんだった。

チーフエンジニアが
試作車から降りてこなかった

　当時レクサスGSを開発していた三吉 茂
俊チーフエンジニアに試作車を試乗しても
らうと，「システムが壊れるまでクルマから

降りてこないほど喜んでくれました。そし
て，この時点で，『新車への採用を決めた』
と決断してくれたのです」。
　2004年に試作車を作り始めてから，それ
は2年後の’06年の出来事であった。
「通常の開発では，構想を提案してから，
採用した際のコストなどを検討し，製品化
するまでの幾つもの課題を越えながら物事
が進んでいくのですが，このときは，チー
フエンジニアの絶大な後押しと，製品企画
部署の全面的な協力を得て，年に一，二度
進捗を報告するくらいで，開発を前へ進め
ることができました」。
　当初，トヨタ社内でも疑問の声のあった
開発ではあったが，LDH実現のための手順
をゼロから見直し，そして，実際に試作車
で体験してもらうことによって，土屋の思
いは成就していくのであった。
　この開発で，全体的な進行や管理を担っ
た車両運動制御設計部・車両運動制御シス
テム開発室長の廣瀬 太郎は，こう語る。
「よいものができる確信は，私も感じてい
ましたから，それを，どう人に分かっても
らうかを考えてきました。我々は5〜6人の
少人数で動いています。その取り組みを関
係各部署の人たちに理解してもらい，協力
してもらうには，やはり一度乗ってもらう
のが一番です。そして，理解してもらって
初めて，それぞれ専門分野の開発を進めて
もらえます。
　試乗ができないときでも，会議で，どう
すれば分かりやすく説明できるか，そんな
ことを考え続けてきました。たとえば，こ
ういうことができたら面白いでしょう？と，
ときには相手をノセて仕事をしてもらうよ
う仕向けたこともありました（笑）」。
　その上で，廣瀬は，新車発売日から逆算
し，部品をどうするか，電源の確保をどう
するかなど，開発の進行を管理したのであ
る。いざ開発を進めるとなると，そこは一
朝一夕の仕事ではない。
「このシステムは，70A，80Aというよう
な，電気を大量に使う装置が沢山あるので，
その電源を確保することは非常に重要な課
題でした」と，土屋も口を添える。
　大電流を必要とするシステムには，ABS，
TRC（トラクション・コントロール），VSC
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図 1　正規車体スリップ角ゲインとヨーレートゲイ
ンの関係（低速域）

図 2　正規車体スリップ角ゲインとヨーレートゲイ
ンの関係（中速域）

図 3　正規車体スリップ角ゲインとヨーレートゲイ
ンの関係（高速域）
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あの’80年代を超えろ
―トヨタ自動車（株）―

などがあり，これまですでに搭載されてき
たそれら電子制御装置と，LDHの協調制
御という作業が重要な位置付けとなった。
それらの協調制御を担当したのは，車両運
動制御設計部・車両運動制御システム開発
室主任の藤田 好隆である。
「私が開発にかかわったのは2009年から
で，ほぼシステムは出来上がってきていた
状況です。そのなかで土屋からは，ブレー
キ制御は常に後輪の横力をどう確保すれば
いいかを考えるようにと言われました。
　たとえばABSに関しては左右の路面の摩
擦係数（μ：ミュー）が違う状況でブレーキ
を掛けても，LDHで車両を安定させつつ4
輪の制動力をフルに発揮して真っすぐ止ま
れるようにしたいというのです。通常ABS
は，車輪の回転速度からクルマのスピード
を検出しているので，路面の左右でμが違
う場合に，スピードの精度が変わってきて
しまいます。後輪の横力を確保するにはよ
り滑らかなABSの制御が必要であり，その
ためにはいかにクルマのスピードを精度良
く求められるか、という課題が生じました。

　そこで，別途，速度計を車載し，あらゆ
る路面状況を走り，ABSを使ってみて，四
つの車輪回転速度とクルマのスピードとの
関係を再確認していく作業を行ったのです。
結論としては，とくに後輪については少な
いスリップ率で制御を行うということでし
たが，それでは制動距離が長くなるので，
前輪側のブレーキ制御と併せて見直しまし
た」。
　冬には降雪や凍結などが，日陰や日向あ
るいは轍（わだち）などの影響によって，
左右のタイヤが走行する路面状況を変化さ
せやすい。従来は，そうした路面でブレー
キをかけABSが働いても，クルマは路面の
μの高い方へ向かって進路を変えてしまう。
しかし，LDHを装備すれば，ドライバーが
ハンドル操作をしなくても真っすぐ停止で
きるようになる。
　そのような複雑な制御の設計と，制御を
実現する部品の開発，そして試作車の準備
や試験走行の実施など，開発のすべてを5
〜6人の少人数で進行させたという。

ソフトウェアだけ持って
先頭を走った

　土屋は，
「この開発では，関係するすべてにおいて
我々自身が先頭に立って行いました。一般
的に，自動車会社で重要とされる図面や品
番というものを我々は持っておらず，EPS
（エレクトリック・パワー・ステアリング），
VGRS，DRS（ダイナミック・リヤ・ステア
システム）などの制御仕様書を5〜6人で書
いたソフトウェアだけを持つ仕事です。非
常に異質なやり方で，上司には，『時には後
ろを見てくれ』と言われるほど，突っ切り
ました」と話す。
　廣瀬は，
「ですから，関係する各部署と横断的に，
広範囲に及ぶ制御ができるのです」と，こ
の開発の仕方の成果も語る。
　藤田は，
「自分の専門だけでなく，分からないこと
があれば聞きに行って相手を理解した上で

土屋 義明  Yoshiaki TSUCHIYA

アイシン精機株式会社
走行システム開発部　主査

「前輪のステアリングギヤ比を変え
る VGRS でも受賞させて戴きまし
たが，その際も，製品企画のチーフ
エンジニアの全面的な協力があって
達成できた開発でしたので，受賞し
た賞はすべて渡していました。今
回は，開発期間を通じてタイ人の
ティーラワット君の協力なしにはで
きなかったことですから，受賞が，
現在タイに帰国している彼に報告で
きる大きな成果となりました」

宮崎 英敏  Hidetoshi MIYAZAKI

トヨタ自動車株式会社
第 4電子開発部
第 42 電子開発室　主任

「電子開発室の色々な人のかかわり
と協力を得てできたことですので，
部署を代表してこの賞は戴いたと
思っています。そして，クルマのな
かで，電子制御がどれほど役立てて
いるのかという存在感を感じていた
だけたのではないかと思うと，とて
も嬉しいです」

藤田 好隆 Yoshitaka FUJITA

トヨタ自動車株式会社
車両運動制御設計部
車両運動制御システム開発室　主任

「あーよかった，という安堵感があ
りました。今回は，機能とお客様へ
の嬉しさの面でインパクトが大きい
開発でしたから，論文を執筆する立
場としてはなんとしてでも技術開発
賞を獲りたいと（笑）。どういうふ
うに書けばこの技術が皆さんに伝わ
るか悩みました。受賞の報告を戴い
たときには，本当に，ああよかった
と思いました（笑」

廣瀬 太郎  Taro HIROSE

トヨタ自動車株式会社
車両運動制御設計部
車両運動制御システム開発　室長

「授賞式へ行き，ほかの受賞者の方々
の話を聞いて，改めて凄い賞を戴い
たのだと思いました。すごい開発を
したのだなと実感しました」
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開発をやってきました。こういう複雑な仕
事ほど，関係する部署のことをすべて知っ
ていないと，漏れが生じて構築できないの
です。たとえばフェールセーフなどは，互
いに理解し合ってやっていたとしても，専
門だからと任せてしまうと，必ず両者の間
に見落としなどの問題が生じてしまいがち
です。
　当然，我々の下には様々な専門の人々が
居て，それをどうまとめていくかというの
が我々の仕事になります。
　さきほど，電源の話が出ましたが，大電流
を使うので，従来のバッテリやオルタネー
タでは，電力が不足してしまいます。そこ
で，我々がやりたいことを実現するため，変
更をお願いするわけですが，それを電子技
術部へ丸投げするのではなく，我々で解決
する技術を考え，調整して，実現してくれ
るよう強くお願いしていくのです」。
　土屋は，
「課題はたくさんありました。しかしそれ
を，人の責任や部品のせいにしないで，技
術で解決していく。技術で我々がリーダー
シップをとれれば，周りのみんなが付いて
きてくれるだろう。そういう思いでやって
きました」と言う。
　そういう土屋たちの開発に携わった第４
電子開発部・第４２電子開発室主任の宮崎 
英俊は，
「VGRSと，DRSという，二つのコンピュー
タ制御を新しく開発したのですが，通常は
その場合，それぞれ担当者が分かれるのが
普通です。それを，同じ担当が開発を進める
ところに苦労がありました。とはいえ，こ
の二つのコンピュータが一つのように動か
なければいけないので，互いにやり取りを
行うプロセスを決めていくには，当然，担
当が分かれていないほうがいいわけです。
　そのうえで，LDHでやりたいことを，い
かに組み入れながら，品質を通常通り保つ
ところが難しかったですね。私には，コン
ピュータの品番としての責任がありますの
で。また，納期と品質の両方を守らなければ
ならず，ここも苦労しましたが，このチー
ムと一緒に仕事をすることで，常に前向き
な気持ちで取り組むことができました。
　ほかの仕事と違い，この開発チームでは，

システムとして何をやりたいかがハッキリ
していましたので，それを達成するために，
どう品質を高めるかに集中できました」。
　一つのコンピュータ制御の開発であれば，
世の中の動向を見極めながら，これくらい
の性能と品質にという目標がおのずと見え
てくると宮崎は言う。だが，LDHの開発で
は，複合的にシステムを動かしていくこと
で，理想とするクルマの挙動を作り上げて
いく開発であったため，コンピュータ開発
にも，その分，より以上の挑戦と責任がも
たらされたことになる。
　土屋は，
「実際，二つのコンピュータを新しく同時
に開発することは大変な作業です。電子開
発部の多大な協力があって初めて，LDHの
完成にこぎつけたといって過言ではありま
せん。電子制御がなければ，何もできない
のですから，大変重要な開発ポイントでし
た。
　同様に，新しいセンサの開発にも同じよ
うな苦労がありました。わずか0.1度の誤差
にこだわる精度を求めましたので」と，宮
崎の話を補足する。

 「すごい！　こんなことが
クルマでできるんだ」

　こうしてできあがったLDHは，低速，中
速，高速，そして限界域で，次のような車
両の挙動を実現している。
　低速域では，実際，後輪は前輪に対して
逆位相に操舵されるが，それでも，ドライ
バーに違和感を覚えさせずに，最小回転半
径で−0.2mの小回りを実現している。
　中速域では，ハンドルを切ってタイヤに
横Gが発生する時間をゼロ，すなわちハン

ドルを切ってすぐに横Gが生じる制御を行
うことで，舵の効きに優れ回頭性を上げな
がら，クルマの走行安定性を保持している。
　高速域では，カーブに対するクルマのス
リップ角がほぼゼロとなるようタイヤにス
リップ角を与える操舵を行うことで，安定
したコーナリングを行わせている。運転者
の狙い通りの旋回をすることで，安定性と
安心をもたらす。
　限界域の場合は，プリクラッシュ・セー
フティと協調することにより，高い危険回
避性能と，クルマの挙動の安定性を両立し，
なおかつドライバーの違和感のない仕上が
りとしている。その結果は，ドイツのエル
クテスト（危険回避）において，従来に比
べ通過速度を約10％向上させている。すな
わち，約10％速いスピードで，危険回避が
安定してできるようになったということで
ある（図4，5）。
　今回，筆者は特別にこれらの制御を体験
する機会を得た。
　まず，かつて最も違和感を覚えた，低速
で路地を曲がるような場面でも，まったく
違和感なく，すなわち内輪差を気にするこ
となく曲がることができながら，ハンドル
の操作量は，通常の2輪操舵に比べ，少な
く済むのを体験できた。
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図 4　ドイツ・エルク試験のコースと緊急回避性能
の評価指数

図 5　エルク試験を再現した緊急回避試験

テストコースに走り出す前にコックピットドリルを
受ける
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―トヨタ自動車（株）―

　また，中・高速域においては，ハンドル操
作に対して，いっそう的確にクルマの進路
が変わるのはもちろんだが，そこから定常
旋回する際に，クルマの姿勢が崩れるので
はないかといった不安が生じないことを実
感した。車線変更においても，後輪の高い
グリップによる安心を感じながら，ハンド
ルを切った通りにクルマが車線を移動して
いくのを体感した。その際，かつての4WS
のように，クルマが横へ平行移動していく
ような違和感はなかった（図6，７）。
　この開発を通じ，廣瀬は次のような感想
を述べている。
「開発をしている最中は，ひたすら忙しく
走ってきたという思いしかありませんでし
たが，いよいよ一般のお客様に，名古屋，大
阪，東京で試していただける機会がきたと
き，『ワーッすごい，こんなことがクルマで
できるんだ！』という声を耳にして，やっ
てよかったと感激しました。また，毎日自
分のクルマを運転していても，楽しいと思
いつつ走らせています」。
　本来，違和感がないということは，この制
御の成果に気付かないほど自然であること
が必要で，実際，筆者自身も，比較試乗を
しなければ，この開発の実力に気が付かな
かったかもしれないほどである。だが，永
くクルマに乗っていくうちに，これまでと
違った安心や楽を感じていくはずである。
　現在は，アイシン精機に出向している土
屋は，トヨタ以外からの評価も聞ける立場
にある。
「ほかの自動車メーカーの人に説明しても，

最初は，何を言っているの？という反応で
す。そして彼らがいま取り組んでいるのは，
かつて，我々が取り組んできた，走りなが
ら適合していくというやり方です。ところ
が，この開発の仕方をよく知ってもらうと，
皆，そんなことができるのかと一様に驚い
ています」。
　最後に，土屋はある人物の話を始めた。
「日本のODAで招かれ，大学で学び，そ
してトヨタでこの開発に携わってくれたタ
イ人のティーラワット君の働きを紹介しな
くては，この開発を語れません。彼は，素
晴らしい人間性と，仕事への前向きな姿勢
に優れた人材でした。信頼できる部下とし
て，常に私と一緒に取り組み，こちらから指
示した仕事だけでなく，自ら理論の構築や，
ツールの製作までやってくれました。10年

という節目で帰国することになりましたが，
彼を抜きにしてはこの開発ができなかった
と言えます」。
　かつての4WSのような，極端な操舵感覚
の違いなしに，LDHは後輪も操舵するとい
う利点を成果に結び付けている。今回，ほ
かにもプリクラッシュブレーキの先行開発
車両に試乗した。その驚くべき危険回避能
力には，脱帽以外にない。そして，クルマ
がもたらす利便性と，そのクルマが根源的
にもつ危険性の低減に，LDHの開発が大き
く貢献できることを確信した。
　そうなって初めて，クルマが，本当の意
味で人にとって身近で掛け替えのない存在
となり，クルマ離れを解消し，クルマを心
底愛せる時代がやってくるのだと思う。

緊急回避テストの動画を見ながら説明を受ける

図 7　直線を走っているように感じる写真だが、実は高速レーンチェンジ中。僅
かにロールしていることでも分かる

図 6　高速走行で，前後輪の接地感を確認する
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