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（上）目視テストの模様。室内のドア部分を

見ると、ドアポケットとBピラーの部分は明

らかにグレーの色合いが異なっています。

（下）マテリアルエンジニアでインテリアの

責任者ロナルド シュウェックは以下のように

説明します。

「ライトラボラトリー内では、例えば約6500

ケルビン※の色温度を有する、世界標準の

太陽光を再現することが可能です。また

約2900ケルビンという夕暮れの光や、ショッ

ピングモール、モーターショーなどで使用され

ているような光も再現できます。光によって

波長は異なりますし、それに伴って表面の見え

方も変化します。また素材によっては、光の

種類により異なる色の表情を見せますので、

特にメタメリズム（別の光源下では違う色に

見える現象）を考慮する必要があります」

※ケルビン：熱力学温度（絶対温度）の単位

Audi A4 Quality

Audi A4 のインテリアカラーを開発する、光実験室

新型 Audi A4 の特長の１つに、機能性と上質感、そしてデザイン性が調和したインテリアが

あります。このインテリアカラーはインゴルシュタットの品質保証部門にあるライトラボラ

トリー（光実験室）で、自然光や夜の光など様々なシチュエーションを再現した上でのマッチング

テストを経て、選定しています。

新型 Audi A4 のインテリアには、世界 70 以上のサプライヤーから供給された約 650
ものパーツが使用されています。そして各コンポーネントのカラーは、時に異なる素材

を用いていたとしても、それぞれが完璧にマッチしている必要があります。

アウディモデルのインテリアカラーの組み合わせは、インテリアデザイン部門で決定されます。

しかし、実際の異なる素材を用いたコンポーネント同士の微妙なカラーマッチングは、品質保証

部門のマテリアルエンジニアが行っています。

マテリアルエンジニアは、分光光度計を使用し、光の測定を行っています。さまざまなコンポー

ネントがもつ、赤、黄、青、緑といった色相および明るさ、光沢を数値化し、マスターデータとして

収集していきます。一方でこうした科学的な測定法にのみ頼ることなく、エキスパートによる

目視評価も欠かせません。それは例え測定値上は問題がなかったとしても、実際の目で見た際に

色調が異なる、ということが起こりうるためです。ちなみに、人の目は青と茶色に関し非常に

繊細で敏感な反応を示します。

デザインチームによって提案されたカラーを可能な限り再現すべく、マテリアルエンジニア

はさまざまな工夫を凝らします。例えば、あるカラーの紫外線安定性が不十分だと、強い

直射日光に晒された場合に色褪せしたり、変色するケースがあります。そしてこれまでの経験

からもっとも扱いの難しい色は「赤」であることを学んでいます。

ドアピラーなどのインテリアを最終的に同じ色のトーンに揃えるには、素材の性質に基づき、

色の配分を微調整しなければなりません。マテリアルエンジニアの仕事は、新型車の開発段階は

もとより、大量生産が始まってからも、ラインからランダムに部品を抜き取り検査します。そして

100％の満足が得られない場合は再調整を行います。お客様に最高の品質をお届けできるよう、

彼らの仕事は続いていきます。

様々なカラーパターンから最適な色合いを見つけ出している
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Sailing

「アウディセーリングチームジャーマニー」の五輪への挑戦

リオデジャネイロ オリンピックが無事に閉幕を迎えました。日本でもスポーツ熱の高まりを

みせ、メダルラッシュの興奮がまだまだ冷めやらぬ状況です。

アウディは、ブランドのもつスポーティネスや精緻な技術、情熱を表すものの１つとして、これ

まで多岐のジャンルにわたり積極的にスポーツをサポートしてきました。サッカーの国際大会や、

ウインタースポーツのアルペン / ノルディック競技、さらにアマチュアゴルファーのための

トーナメントシリーズなど、地域レベル、国レベル、そして国際舞台で様々なスポーツ大会への

協賛、チームや選手たちへの支援活動を行っています。

そうした中、今年 6 月 18 日～ 26 日に開催された世界最大級のセーリングレース、「キール

ウィーク（Kieler Woche：ドイツのキールフィヨルドを拠点に開催されるレース）」に協賛パートナー

として参加しました。アウディがこのセーリングイベントに参加するのは今年で 7 回目です。

アウディは 2010 年以来、このようなメジャーな大会以外にも、若いドイツ人セーリング選手

をサポートする取り組みを続けています。「アウディセーリングチームジャーマニー」という

名称で活動しているドイツナショナルチームには 100 名の選手が在籍しており、アウディは

スポンサーとして、合計 50 台のクルマを提供しています。さらに、2015 年で 3 シーズン目を

迎えた「ドイツ セーリングブンデスリーガ」（DSBL）の独占スポンサーにもなっています。DSBL
の活動を支援することで、ドイツ国内のアウディディーラーと、レースが開催される地域のヨット

クラブの絆が強まっています。

以前はトップクラスのセーラーだった、AUDI AG イベント＆スポーツマーケティング部門の

ヨハネス ポルガールは以下のように述べています。

「セーリングは、選手だけでなく観客にとっても感動的なスポーツです。キールウィークに参加

することで、観客の皆さまにセーリングの興奮を伝え、それと同時に選手を適切にサポートして

います。」

リオデジャネイロ オリンピックには「アウディセーリングチームジャーマニー」から 12 名の

選手が参加しました。そして男子 49er 級 (2 人乗りスキフ ) において、エリック・ハイル、

トーマス・プレセル選手のペアが見事に銅メダルを獲得しています。アウディは今後もセーリング

をはじめとする、スポーツへのサポートを継続していきます。

（上）ドイツのヨットメーカーであるババリア

B/one タイプのヨットが、アウディの旗の下で

レースに参加している

（中）AUDI AG のパートナー及び顧客向けに

行われた「アウディセーリングエクスペリエ

ンス」の模様。

（下）リオデジャネイロ オリンピックにも出場

を果たした「アウディセーリングチームジャー

マニー」のアスリート

6 月に開催されたキールウィークの模様
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New Audi Q2

Audi Q2 がオートモーティブ ブランドコンテストを受賞

アウディは、今年のジューネーブ モーターショーで新型コンパクト SUV、「Audi Q2」を発表

しました。現在「Q3」「Q5」「Q7」の 3 台の SUV を販売していますが、そこに加わる新たな１台とな

ります。ボディサイズは全長 4190mm、全幅 1790mm、全高 1510mm とアウディの Q シリーズ中

でもっともコンパクトなものとなっています。

その Audi Q2 が「オートモーティブ ブランドコンテスト」において優秀賞を受賞しました。

オートモーティブ ブランドコンテストは、ドイツデザイン評議会が主催する世界の自動車メーカー

のための国際的デザインコンペティションであり、自動車業界において権威あるデザイン賞の一つ

です。評価の対象は、優れたプロダクトやコミュニケーションデザイン、ブランドといった自動車に

まつわるさまざまな領域にわたります。インテリアやエクステリア、デザイン、アーキテクチャー、

キャンペーンなど 19 のカテゴリーが設定されており、新型 Audi Q2 は「エクステリア プレミアム

ブランド」カテゴリーにおいてもっとも優秀な「ベスト オブ ベスト」賞を獲得しています。

新型 Audi Q2 の多角形デザインは、ブランドのコミュニケーションに新たな息吹をもたらして

います。高い位置に設置された８角形のシングルフレームグリルは、フロントエンドの特徴と

なっています。フロントグリルの構造と、2 つの力強い縁取りを持ったエアインレットも、多角形

のテーマを反映した形状になっています。長いルーフエッジスポイラーとアンダーボディプロ

テクション風のルックスを備えたディフューザーにより、ボディエンドはコンパクトなボディで

ありながらもダイナミックな印象を与えます。

ボディサイドでも各所に用いられた多角形のモチーフは、魅力的な効果を生み出しています。

ウインドウの下端に平行に２本のシャープなショルダーラインが描かれ、サイドパネルを上下に

分割しています。ボディサイドのこの凹面により前後のホイールアーチが強調され、quattroの

系譜に連なるモデルであることを示しています。

「Audi Q2 をデザインするにあたり、このモデルならではの特徴を生み出すため、独特な幾何学的

形態に基づいたデザイン言語を開発しました。フロントデザインでシングルフレームグリルを

これまでの６角形から８角形にし、A シリーズと Q シリーズをより明確に差別化する戦略を進め

ました」と、アウディのデザイン部門を統括するマーク リヒテは説明しています。

オートモーティブ ブランドコンテストの授賞式は 2016 年 9 月 29 日、パリモーターショーの

会場にてプレスデー初日に行われます。
新しく採用された、フロントエンドの特徴となっ

ている 8 角形のシングルフレームグリル

（上）試乗拠点は、造園設計士のエンツォ・

エネア氏による庭とインテリアのショールーム

「ENEA showroom」

（下）国鉄の線路下にセレクトショップ、雑貨

店、レストラン、カフェなどが軒を連ねてい

るチューリッヒの新流行発信地「Viadukt」
の前に置かれた Audi Q2

国際試乗会はスイス・チューリッヒで開催。近年の再開発により、ヨーロッパ及び世界のイノベーションをリードする街として注目されており、New Audi Q2 の「Active」「Youth」
などのイメージと合致するため、試乗会場として採用されました。 プレゼンテーションは、スイス空軍の空港である「Duebendorf Air Force Center」で行われました。（上画像）
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Automotive Health

運転中のドライバーの健康管理を行う「オートモーティブ ヘルス」事業に
AUDI AG がサポート
デジタルヘルス インキュベーターのパートナーとして、ベンチャー企業を支援

あらゆるものがインターネットでつながる IoT( Internet of Things) 時代の到来により、ウエ

アラブルデバイスは我々の生活にとって身近な存在となっています。いまやスマートフォンに

万歩計のアプリは標準装備され、スマートデバイスと連携することで脈拍を測定し、日々の健康

状態やストレス状態をチェックできるものなども数多くあります。

AUDI AG は、運転中のドライバーの健康状態を把握することで安全性を高めることを目的と

した新しい事業分野「オートモーティブヘルス」の開発を進めるため、ベルリンを拠点とする

「フライングヘルス インキュベーター」の設立に参画します。このセンターの目的は、ヘルスケア

分野における革新的なデジタル技術を開発するベンチャー企業をサポートすることです。

アウディは、この分野ですでに革新的なサービスや機能を搭載したテスト車両を製作しており、

「Audi Fit Driver」プロジェクトを開始しています。これは、腕時計型のウェアラブルデバイス

によって、ドライバーの心拍数や体温などをモニターし、さらに車両側に装着されたセンサー

が運転スタイルやブレーキの頻度、天候、交通状況など、様々なデータを収集します。これらの

データを分析することにより、車両システムがドライバーのストレスや疲労度を診断。例えば

自動的にエアコンの温度や室内照明を調整したり、シートマッサージ機能を作動させるなど

インフォテインメントシステムと統合制御することが可能となります。これらは目的地に着いた

ドライバーが、車両に乗り込んだ時よりリラックスした状態になってもらうことを目的とした

ものです。また、将来的には、ドライバーの危険な状態を検知した場合、自動的に緊急ブレーキ

を発動することも検討されています。

AUDI AG は、「フライングヘルス インキュベーター」を通して、すでにベンチャー企業やヘルス

ケア産業との連携を始めています。そして、それらの企業と共にまだ開発初期段階にあるデジ

タルヘルス市場において新しいビジネスモデルを策定するために全力を尽くしています。デジタ

ル化が進み多くのビジネスモデルが生まれましたが、オートモーティブヘルスは特筆すべきも

のの一つです。今回のパートナーシップでは、健康と安全のモニタリングに関する新しいアプ

ローチを発掘し、それらを現在進行中の「Audi Fit Driver」プロジェクトに応用しています。

「フライングヘルス インキュベーター」は、ベンチャー企業によるデジタルビジネス戦略の開発を、

市場リサーチから品質管理やプロジェクト管理に至るまでサポートします。インキュベーターは、

科学者、IT 専門家、投資家および指導者といったネットワークを活用し、ベルリン救急病院

（Unfallkrankenhaus Berlin）の研究サイトに有能な参加者を提供しています。

腕時計型のウェアラブルデバイスからドライバーの様々な情報を収集。

AUDI AG は、「フライングヘルス インキュ

ベーター」を通して、ベンチャー企業やヘルス

ケア産業と連携し、デジタルヘルス市場に

おいて新しいビジネスモデル策定を目指して

います。


