
念校 1111

技術 の 変遷

数字でみる豊田自動織機の40年
（技報創刊1980年～現在）
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技術の変遷
創刊（1980年）から現在まで、豊田自動織機が駆け抜けた40年間に当社はどう成長したのか。
数字で振り返るとともに、事業部別の年表に沿って「技術の変遷」をご紹介します。
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繊維機械 技 術 の 変 遷

1980 2000 20101990
シャットル織機織

機

精
紡
機

エアジェット織機

1980年

リング精紡機

1980年

粗
紡
機

粗紡機

1983年 1986年 2000年 2008年1993年

KTTM  （Kirloskar Toyoda Textile Machinery Pvt. Ltd） 設立

1997年

ウォータージェット織機

オープンエンド（OE）精紡機

レピア織機

JA型

耐久性向上とスパン織
物用としての地合いを
改良したエアガイド方
式のJAG型を開発
※織機技報No.8

サブノズル付エアガ
イド方式の採用により
空気消費量の低減・広
幅化を図り、エアジェッ
トを使用してよこ入れ
する、JA型エアジェット
織機を開発
※織機技報No.1

JAG型

最新のメカトロ技術を駆使して高性能な
固定おさ方式を実現し、有杼のイメージ
を変えた最新鋭のG10型織機を開発
※織機技報No.10

G10型

1983年

変形リード方式を採用
することで高速化・広幅
化を実現したJAT型を
開発
※織機技報No.12

JAT型
1986年

よこ糸飛走を最適制御
し、織物組織や回転数
をファンクションパネル
から入力すれば自動的
によこ入れタイミング
やたて糸張力などの標
準条件を設定でき、大
幅な省人化、製織範囲
の 拡 大 を 実 現し た
JAT500型を開発
※織機技報No.20

JAT500型
1989年

回転数向上、よこ入れ
装置や送出装置などの
電子制御装置の高速
での信頼性を高め、ファ
ンクションパネル機能
では10カ国語表示に対
応したJAT600型をス
ルザー社と共同企画し
開発
※織機技報No.24

JAT600型
1992年

新開発のテーパサブノ
ズル、新型電磁バルブ
を採用。空気消費量を
大幅に低減、開口装置
の補強、おさ打ち機構
の軽量化により高速化、
振動の低減を図り、製
織範囲の拡大、操作性
の 向 上 を 実 現し た
JAT610型を開発
※織機技報No.34

JAT610型
1996年

おさ打ち系の軽量化、偏心荷重の低減など高速化と低振動を実現
し、新開発のタンク直結式小型サブバルブと積極駆動のABS*を採
用することで安定したよこ入れ性能と空気消費量を低減。電子シス
テムの変更などを行ったJAT710型エアジェット織機を開発
＊ABS：Automatic Brake System

※織機技報No.47

JAT710型
2003年

空気消費量の低減、製織ノウハウを凝縮した製
織支援、工場管理支援システムの強化、優れた
製織性能が特徴である電子開口の高速仕様対
応を行ったJAT810型エアジェット織機を開発
※織機技報No.65

JAT810型
2013年

RY4型

錘数の拡大（480→960）
とワインダ連結により生
産性向上を図ったRY5型
リング精紡機を開発

軽量化スピンドルドラ
イブプーリの採用によ
り省エネを図り、ワゴン
型ドッファを装備した
RY4型リング精紡機
を開発

FL16A型 管替え作業の自動化を
行う世界初の機台内蔵
式オートドッファを備えた
FL16A型粗紡機を開発
※織機技報No.9

TRD型
自走ワゴン式ドッファ

多数の粗紡機の管替え作業を1
台で実現するTRD型自走ワゴン
式ドッファなど、予備粗糸の自動
搬送システム、TRシステムを開発
※織機技報No.18

FRD型一斉式ドッファ 世界最速の管替え停止時
間を実現したFRD型一斉
式ドッファを開発
※織機技報No.42

FL200型 4軸サーボ駆動化や最適条件自己学習
機能などにより、さらなる操作性と信頼性
の向上を図ったFL200型粗紡機を開発
※織機技報No.55

FL100型 高速化と操作性向上をねらいとして従来の複雑な
メカ機構を廃し、マイコン制御による3軸独立同期
駆動へと変更。運転ノウハウのデータベース化によ
り最適な運転を実現したFL100型粗紡機を開発

RXI240型
インド市場向け現地生産モ
デルRXI240型リング精紡
機を開発（KTTM生産・販売）

RY5型
1984年

管糸の小型化による高速紡
出をコンセプトに、新装置や
新機構を採用し、大幅に生
産性を向上させたRX100
型リング精紡機を開発
※織機技報No.19

RX100型
1989年

RX100型の高速技術
をベースにさらなる操
作性・保全性の向上を
図ったRX200型リング
精紡機を開発
※織機技報No.28

RX200型
1993年

幅広い紡出範囲と高品
質・高生産性、操作性の
向上を図ったRX240型
リング精紡機を開発

RX240型
1996年

リフティングモーションと
紡出ジオメトリの改良に
より生産性向上を図った
RX240NEW型リング
精紡機を開発。さらに
2002年には、コンパクト
ヤーン仕様を開発
※織機技報No.43

RX240NEW型
2000年

ドラフトパートをサー
ボモータによる別駆
動とすることで、チェン
ジギアレス化やファン
シーヤーンの紡出を
可能としたRX240型
リング精紡機電子ドラ
フト仕様を開発
※織機技報No.50

RX240E型
2005年

世界No.1の多数錘化、高効
率モータの採用・ニューマ装
置の改良による大幅なコスト
低減・省エネの実現と、さらな
る付加価値の創出のため、
ファンシーヤーン機能の性
能を向上させたRX300型リ
ング精紡機を開発
※織機技報No.64

RX300型
2012年

毛紡・長繊維用
RXW型リング
精紡機を開発

RXW型
1995年

製織対象織布に適合するようシリーズ化を行い、ノ
ズルの改良、ノズル位置の適正化により高速時の稼
働安定性と織物品質の確保を図ったLW600型
ウォータージェット織機を開発。ウォータージェット織
機は1999年に日産テクシス（株）より営業譲渡された
※織機技報No.40

LW600型
1999年

低消費動力、高経済性、
紡出安定性を実現した
HS6型OE精紡機を開発
※織機技報No.3

HS6型
1981年

西独シュラホースト社との技術提
携により、自動糸継ぎ機、自動玉揚
げ機などを搭載した高速オープ
ンエンド精紡機AR型を生産開始

AR型
1986年

織機として高い基本性能を持つJAT710型
エアジェット織機とウォータージェット織機の
固有技術を融合し、布品質向上、高速化・低
振動、製織範囲の拡大、操作性向上を図っ
た、LWT710ウォータージェット織機を開発
※織機技報No.54

LWT710型
2007年

新開発のおさ打ち装置、緯入れノズルの
採用で高品質・高生産性化するとともに、
電装システムの一新で操作性を向上し、管
理保全業務の効率化を図ったLWT810
型ウォータージェット織機を開発
※織機技報No.69

LWT810型
2017年

1984年

6色までのよこ糸を使える多色装置を開発多色装置の開発
1984年
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繊維機械 技 術 の 変 遷

1980 2000 20101990
シャットル織機織

機

精
紡
機

エアジェット織機

1980年

リング精紡機

1980年

粗
紡
機

粗紡機

1983年 1986年 2000年 2008年1993年

KTTM  （Kirloskar Toyoda Textile Machinery Pvt. Ltd） 設立

1997年

ウォータージェット織機

オープンエンド（OE）精紡機

レピア織機

JA型

耐久性向上とスパン織
物用としての地合いを
改良したエアガイド方
式のJAG型を開発
※織機技報No.8

サブノズル付エアガ
イド方式の採用により
空気消費量の低減・広
幅化を図り、エアジェッ
トを使用してよこ入れ
する、JA型エアジェット
織機を開発
※織機技報No.1

JAG型

最新のメカトロ技術を駆使して高性能な
固定おさ方式を実現し、有杼のイメージ
を変えた最新鋭のG10型織機を開発
※織機技報No.10

G10型

1983年

変形リード方式を採用
することで高速化・広幅
化を実現したJAT型を
開発
※織機技報No.12

JAT型
1986年

よこ糸飛走を最適制御
し、織物組織や回転数
をファンクションパネル
から入力すれば自動的
によこ入れタイミング
やたて糸張力などの標
準条件を設定でき、大
幅な省人化、製織範囲
の 拡 大 を 実 現し た
JAT500型を開発
※織機技報No.20

JAT500型
1989年

回転数向上、よこ入れ
装置や送出装置などの
電子制御装置の高速
での信頼性を高め、ファ
ンクションパネル機能
では10カ国語表示に対
応したJAT600型をス
ルザー社と共同企画し
開発
※織機技報No.24

JAT600型
1992年

新開発のテーパサブノ
ズル、新型電磁バルブ
を採用。空気消費量を
大幅に低減、開口装置
の補強、おさ打ち機構
の軽量化により高速化、
振動の低減を図り、製
織範囲の拡大、操作性
の 向 上 を 実 現し た
JAT610型を開発
※織機技報No.34

JAT610型
1996年

おさ打ち系の軽量化、偏心荷重の低減など高速化と低振動を実現
し、新開発のタンク直結式小型サブバルブと積極駆動のABS*を採
用することで安定したよこ入れ性能と空気消費量を低減。電子シス
テムの変更などを行ったJAT710型エアジェット織機を開発
＊ABS：Automatic Brake System

※織機技報No.47

JAT710型
2003年

空気消費量の低減、製織ノウハウを凝縮した製
織支援、工場管理支援システムの強化、優れた
製織性能が特徴である電子開口の高速仕様対
応を行ったJAT810型エアジェット織機を開発
※織機技報No.65

JAT810型
2013年

RY4型

錘数の拡大（480→960）
とワインダ連結により生
産性向上を図ったRY5型
リング精紡機を開発

軽量化スピンドルドラ
イブプーリの採用によ
り省エネを図り、ワゴン
型ドッファを装備した
RY4型リング精紡機
を開発

FL16A型 管替え作業の自動化を
行う世界初の機台内蔵
式オートドッファを備えた
FL16A型粗紡機を開発
※織機技報No.9

TRD型
自走ワゴン式ドッファ

多数の粗紡機の管替え作業を1
台で実現するTRD型自走ワゴン
式ドッファなど、予備粗糸の自動
搬送システム、TRシステムを開発
※織機技報No.18

FRD型一斉式ドッファ 世界最速の管替え停止時
間を実現したFRD型一斉
式ドッファを開発
※織機技報No.42

FL200型 4軸サーボ駆動化や最適条件自己学習
機能などにより、さらなる操作性と信頼性
の向上を図ったFL200型粗紡機を開発
※織機技報No.55

FL100型 高速化と操作性向上をねらいとして従来の複雑な
メカ機構を廃し、マイコン制御による3軸独立同期
駆動へと変更。運転ノウハウのデータベース化によ
り最適な運転を実現したFL100型粗紡機を開発

RXI240型
インド市場向け現地生産モ
デルRXI240型リング精紡
機を開発（KTTM生産・販売）

RY5型
1984年

管糸の小型化による高速紡
出をコンセプトに、新装置や
新機構を採用し、大幅に生
産性を向上させたRX100
型リング精紡機を開発
※織機技報No.19

RX100型
1989年

RX100型の高速技術
をベースにさらなる操
作性・保全性の向上を
図ったRX200型リング
精紡機を開発
※織機技報No.28

RX200型
1993年

幅広い紡出範囲と高品
質・高生産性、操作性の
向上を図ったRX240型
リング精紡機を開発

RX240型
1996年

リフティングモーションと
紡出ジオメトリの改良に
より生産性向上を図った
RX240NEW型リング
精紡機を開発。さらに
2002年には、コンパクト
ヤーン仕様を開発
※織機技報No.43

RX240NEW型
2000年

ドラフトパートをサー
ボモータによる別駆
動とすることで、チェン
ジギアレス化やファン
シーヤーンの紡出を
可能としたRX240型
リング精紡機電子ドラ
フト仕様を開発
※織機技報No.50

RX240E型
2005年

世界No.1の多数錘化、高効
率モータの採用・ニューマ装
置の改良による大幅なコスト
低減・省エネの実現と、さらな
る付加価値の創出のため、
ファンシーヤーン機能の性
能を向上させたRX300型リ
ング精紡機を開発
※織機技報No.64

RX300型
2012年

毛紡・長繊維用
RXW型リング
精紡機を開発

RXW型
1995年

製織対象織布に適合するようシリーズ化を行い、ノ
ズルの改良、ノズル位置の適正化により高速時の稼
働安定性と織物品質の確保を図ったLW600型
ウォータージェット織機を開発。ウォータージェット織
機は1999年に日産テクシス（株）より営業譲渡された
※織機技報No.40

LW600型
1999年

低消費動力、高経済性、
紡出安定性を実現した
HS6型OE精紡機を開発
※織機技報No.3

HS6型
1981年

西独シュラホースト社との技術提
携により、自動糸継ぎ機、自動玉揚
げ機などを搭載した高速オープ
ンエンド精紡機AR型を生産開始

AR型
1986年

織機として高い基本性能を持つJAT710型
エアジェット織機とウォータージェット織機の
固有技術を融合し、布品質向上、高速化・低
振動、製織範囲の拡大、操作性向上を図っ
た、LWT710ウォータージェット織機を開発
※織機技報No.54

LWT710型
2007年

新開発のおさ打ち装置、緯入れノズルの
採用で高品質・高生産性化するとともに、
電装システムの一新で操作性を向上し、管
理保全業務の効率化を図ったLWT810
型ウォータージェット織機を開発
※織機技報No.69

LWT810型
2017年

1984年

6色までのよこ糸を使える多色装置を開発多色装置の開発
1984年
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エンジン 技 術 の 変 遷

1980 1990 2000
ガソリンエンジン

ディーゼルエンジン

産業車両用エンジン

TMIP  （Toyota Motor Industries Poland Sp. ZO. O.）
 設立

自
動
車
用
エ
ン
ジ
ン

産
業
車
両
用
エ
ン
ジ
ン

UZ型生産開始
UZ型
2000年

1AD型・2AD型生産開始
1AD型・2AD型
2005年

AZ型生産開始
AZ型
2002年

ヘッドボルト数を1気筒
当たり4本から6本化
し、給排気バルブ間の
ピッチ、潤滑油のクーラ
など体格はほぼ同じで、
構造上大きな変更が
織り込まれた2H型エン
ジン（3980cc、115PS）
を開発

2H型
1980年

1KD-FTV（2982cc、170PS）、
2KD-FTV（2494cc、109PS）を世
界戦略車IMV向けKD型エンジンと
して9ヶ月の「超短期生準」にて工場
を立ち上げてラインオフ

KD型

新開発アルミダイカストシリンダブ
ロック採用で軽量化を図り、バラン
スシャフトによる低騒音化、油圧ラッ
シュアジャスタ付ローラロッカー採
用で低燃費を実現した2AD-FTV

（2231cc、150PS）、最新のDPNR、ピ
エゾインジェクタ、高圧噴射システ
ム、低圧縮比などの最新技術を採用
し高出力を実現した2AD-FHV

（2231cc、177PS）を開発
※織機技報No.52

AD型

2005年

直接駆動OHC*機構、
慣性過給式マニホール
ドを備え、運動部分の軽
量化を図ることで低燃
費、高性能を実現。また
低騒音化技術も取り入
れた、1C型（1839cc、
65PS）を開発
＊OHC ： オーバヘッドカム

※織機技報No.6

1C型
1982年

4Y型エンジン
（2237cc、58PS）生産開始

4Y型
1986年

5K型エンジン
（1486cc、38PS）生産開始

5K型
1989年

燃料噴射量・点火時期・アイドル回転数などを高い精度でき
め細かく制御することで、高出力・低燃費を実現し、排ガス浄
化システムなどを採用した、クラストップの出力を誇るキャ
ブレター仕様のDOHC24弁1FZ-F型エンジン（4477cc、
190PS）とEFI*仕様の1FZ-FE型（4477cc、215PS）を開発
＊EFI（Electronic Fuel Injection：電子制御燃料噴射装置）

※織機技報No.27

1FZ-FE型
1991年

Y型・E型生産開始
Y型・E型
1999年

1C型をベースにボア
アップし、燃料室形状及
び燃料噴射特性を最
適化し、高出力と低燃
費を実現した2C型エン
ジン（1974cc、72PS）を
開発
※織機技報No.8

2C型
1983年

慣性過給式インテーク
マニホールドを採用し
た 無 過 給 の 1 N 型

（1453cc、55PS）と高効
率小型ターボチャー
ジャ、独立ポートエキ
ゾーストマニホールド
を採用したターボ過給
の1N-T型（1453cc、
67PS）を開発
※織機技報No.15

1N-T型
1986年

ランドクルーザー80搭
載 の 直 列 6 気 筒 直 噴
ターボディーゼル1HD-
T型（4163cc、165PS）を
開発。また、渦流室式の
1 H Z 型（ 4 1 6 3 c c 、
135PS）、直列5気筒の
1PZ型（3470cc、115PS）
を開発

1HD-T型
1989年

排 気量アップ 、インタ
クーラ付きターボの採
用などにより高出力・低
騒音を実現した3C-T型
エンジン（2184cc、100
PS）を開発
※織機技報No.26

3C-T型
1991年

世界初となる吸入調量
式コモンレールシステム
の採用をはじめ、燃焼室、
インジェクタを理想的に
配 置 で き る 直 打 式
DOHC4弁の動弁系を
用いるなど、新技術・新設
計を導入し、低公害かつ
高性能な1CD-FTV型
エンジン（ 19 9 5 c c 、
110PS）を開発
※織機技報No.40

1CD-FTV型
1999年

給排気バルブの4弁化、
噴射ノズルのシリンダ中
央垂直配置、新燃焼室の
開発など、高出力かつ低
燃 費 を 両 立 さ せ た
1 H D - F T 型 エンジ ン

（4163cc、170PS）を開発

1HD-FT型
1994年

自動車用2H型ディーゼ
ルエンジンをベースに
PTOをタイミングギヤ
カバー部に内蔵し、噴射
特性とタイマ特性の
マッチングにより、低速
トルクを高め、振動騒音
低減、信頼性を向上さ
せた産業車両向け2H
型ディーゼルエンジン

（3576cc、70PS）を開発
※織機技報No.3

2H型
1981年

自動車用2J型ディーゼ
ルエンジンをベースに
ターボチャージャ装着
により動力性能と低燃
費を両立させ、新開発
のVE型分配式噴射ポ
ンプの採用、安全面や
使いやすさにも配慮し
た2J-T型ディーゼルエ
ンジン（2481cc、55PS）
を開発
※織機技報No.6

2J-T型
1982年

シリンダブロックの剛性
向上、ギヤ音の低減など
エンジン全体にわたる
騒音対策と燃焼室・噴射
系の改良によりスモーク
の低減を行い1DZ-Ⅱ型
エンジン（ 2 4 8 6 c c 、
54PS）を開発

“フォークリフト「ジェネオ」
に搭載”
※織機技報No.38

1DZ-Ⅱ型
1999年

渦流室式燃焼方式を採
用することにより静粛性
を向上、荷役ポンプ駆動
用PTO装置を装備した
1DZ型ディーゼルエン
ジン（2486cc、55PS）を
開発

“フォークリフト「改良型
X300」に搭載”
※織機技報No.21

1DZ型
1989年1986年

直接噴射式により高出力・低燃
費化と渦流室同等の低騒音、
低排気臭を実現した1Z型
ディーゼルエンジン（2953cc、
60PS）を開発

“フォークリフト「X300」に搭載”

1Z型

自動車用3Y型ガソリンエンジ
ンをベースに、新開発L型キャ
ブレタの採用と吸排気系や
バルブタイミングの最適化で
高性能、低燃費、低騒音を実現
した4Y型ガソリンエンジン

（2237cc、54PS）を開発
※織機技報No.14

4Y型

1994年

自動車用1FZ型ガソリンエンジン
（4476cc、85PS）DOHC4弁の動弁

系を用いるなど最新技術を取り入
れた産業車両用1FZ型を開発

“フォークリフト「X500」に搭載”

1FZ型

従来の大きさをそのままに、総排気
量をアップし、燃料系の改善により、
高出力及び低スモーク、低排気臭を
両立させた2Z型ディーゼルエンジ
ン（3469cc、66PS）を開発

“フォークリフト「X500」に搭載”
※織機技報No.29

2Z型

1998年
1HD-FTをベースに、新開発の電
子制御式超高圧噴射ポンプ、イ
ンタクーラなどを新規に採用した、
クリーン・高性能な1HD-FTE型エ
ンジン（4163cc、205PS）を開発
※織機技報No.37

1HD-FTE型

2C型エンジンに対し排気量をアッ
プしたにもかかわらず、体格、重量
は同等レベルとし、最大トルク向上、
燃料消費率を低減させた、3C-E型
エンジン（2184cc、79PS）を開発
※織機技報No.38

3C-E型
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念校 1111

エンジン 技 術 の 変 遷

1980 1990 2000
ガソリンエンジン

ディーゼルエンジン

産業車両用エンジン

TMIP  （Toyota Motor Industries Poland Sp. ZO. O.）
 設立

自
動
車
用
エ
ン
ジ
ン

産
業
車
両
用
エ
ン
ジ
ン

UZ型生産開始
UZ型
2000年

1AD型・2AD型生産開始
1AD型・2AD型
2005年

AZ型生産開始
AZ型
2002年

ヘッドボルト数を1気筒
当たり4本から6本化
し、給排気バルブ間の
ピッチ、潤滑油のクーラ
など体格はほぼ同じで、
構造上大きな変更が
織り込まれた2H型エン
ジン（3980cc、115PS）
を開発

2H型
1980年

1KD-FTV（2982cc、170PS）、
2KD-FTV（2494cc、109PS）を世
界戦略車IMV向けKD型エンジンと
して9ヶ月の「超短期生準」にて工場
を立ち上げてラインオフ

KD型

新開発アルミダイカストシリンダブ
ロック採用で軽量化を図り、バラン
スシャフトによる低騒音化、油圧ラッ
シュアジャスタ付ローラロッカー採
用で低燃費を実現した2AD-FTV

（2231cc、150PS）、最新のDPNR、ピ
エゾインジェクタ、高圧噴射システ
ム、低圧縮比などの最新技術を採用
し高出力を実現した2AD-FHV

（2231cc、177PS）を開発
※織機技報No.52

AD型

2005年

直接駆動OHC*機構、
慣性過給式マニホール
ドを備え、運動部分の軽
量化を図ることで低燃
費、高性能を実現。また
低騒音化技術も取り入
れた、1C型（1839cc、
65PS）を開発
＊OHC ： オーバヘッドカム

※織機技報No.6

1C型
1982年

4Y型エンジン
（2237cc、58PS）生産開始

4Y型
1986年

5K型エンジン
（1486cc、38PS）生産開始

5K型
1989年

燃料噴射量・点火時期・アイドル回転数などを高い精度でき
め細かく制御することで、高出力・低燃費を実現し、排ガス浄
化システムなどを採用した、クラストップの出力を誇るキャ
ブレター仕様のDOHC24弁1FZ-F型エンジン（4477cc、
190PS）とEFI*仕様の1FZ-FE型（4477cc、215PS）を開発
＊EFI（Electronic Fuel Injection：電子制御燃料噴射装置）

※織機技報No.27

1FZ-FE型
1991年

Y型・E型生産開始
Y型・E型
1999年

1C型をベースにボア
アップし、燃料室形状及
び燃料噴射特性を最
適化し、高出力と低燃
費を実現した2C型エン
ジン（1974cc、72PS）を
開発
※織機技報No.8

2C型
1983年

慣性過給式インテーク
マニホールドを採用し
た 無 過 給 の 1 N 型

（1453cc、55PS）と高効
率小型ターボチャー
ジャ、独立ポートエキ
ゾーストマニホールド
を採用したターボ過給
の1N-T型（1453cc、
67PS）を開発
※織機技報No.15

1N-T型
1986年

ランドクルーザー80搭
載 の 直 列 6 気 筒 直 噴
ターボディーゼル1HD-
T型（4163cc、165PS）を
開発。また、渦流室式の
1 H Z 型（ 4 1 6 3 c c 、
135PS）、直列5気筒の
1PZ型（3470cc、115PS）
を開発

1HD-T型
1989年

排 気量アップ 、インタ
クーラ付きターボの採
用などにより高出力・低
騒音を実現した3C-T型
エンジン（2184cc、100
PS）を開発
※織機技報No.26

3C-T型
1991年

世界初となる吸入調量
式コモンレールシステム
の採用をはじめ、燃焼室、
インジェクタを理想的に
配 置 で き る 直 打 式
DOHC4弁の動弁系を
用いるなど、新技術・新設
計を導入し、低公害かつ
高性能な1CD-FTV型
エンジン（ 19 9 5 c c 、
110PS）を開発
※織機技報No.40

1CD-FTV型
1999年

給排気バルブの4弁化、
噴射ノズルのシリンダ中
央垂直配置、新燃焼室の
開発など、高出力かつ低
燃 費 を 両 立 さ せ た
1 H D - F T 型 エンジ ン

（4163cc、170PS）を開発

1HD-FT型
1994年

自動車用2H型ディーゼ
ルエンジンをベースに
PTOをタイミングギヤ
カバー部に内蔵し、噴射
特性とタイマ特性の
マッチングにより、低速
トルクを高め、振動騒音
低減、信頼性を向上さ
せた産業車両向け2H
型ディーゼルエンジン

（3576cc、70PS）を開発
※織機技報No.3

2H型
1981年

自動車用2J型ディーゼ
ルエンジンをベースに
ターボチャージャ装着
により動力性能と低燃
費を両立させ、新開発
のVE型分配式噴射ポ
ンプの採用、安全面や
使いやすさにも配慮し
た2J-T型ディーゼルエ
ンジン（2481cc、55PS）
を開発
※織機技報No.6

2J-T型
1982年

シリンダブロックの剛性
向上、ギヤ音の低減など
エンジン全体にわたる
騒音対策と燃焼室・噴射
系の改良によりスモーク
の低減を行い1DZ-Ⅱ型
エンジン（ 2 4 8 6 c c 、
54PS）を開発

“フォークリフト「ジェネオ」
に搭載”
※織機技報No.38

1DZ-Ⅱ型
1999年

渦流室式燃焼方式を採
用することにより静粛性
を向上、荷役ポンプ駆動
用PTO装置を装備した
1DZ型ディーゼルエン
ジン（2486cc、55PS）を
開発

“フォークリフト「改良型
X300」に搭載”
※織機技報No.21

1DZ型
1989年1986年

直接噴射式により高出力・低燃
費化と渦流室同等の低騒音、
低排気臭を実現した1Z型
ディーゼルエンジン（2953cc、
60PS）を開発

“フォークリフト「X300」に搭載”

1Z型

自動車用3Y型ガソリンエンジ
ンをベースに、新開発L型キャ
ブレタの採用と吸排気系や
バルブタイミングの最適化で
高性能、低燃費、低騒音を実現
した4Y型ガソリンエンジン

（2237cc、54PS）を開発
※織機技報No.14

4Y型

1994年

自動車用1FZ型ガソリンエンジン
（4476cc、85PS）DOHC4弁の動弁

系を用いるなど最新技術を取り入
れた産業車両用1FZ型を開発

“フォークリフト「X500」に搭載”

1FZ型

従来の大きさをそのままに、総排気
量をアップし、燃料系の改善により、
高出力及び低スモーク、低排気臭を
両立させた2Z型ディーゼルエンジ
ン（3469cc、66PS）を開発

“フォークリフト「X500」に搭載”
※織機技報No.29

2Z型

1998年
1HD-FTをベースに、新開発の電
子制御式超高圧噴射ポンプ、イ
ンタクーラなどを新規に採用した、
クリーン・高性能な1HD-FTE型エ
ンジン（4163cc、205PS）を開発
※織機技報No.37

1HD-FTE型

2C型エンジンに対し排気量をアッ
プしたにもかかわらず、体格、重量
は同等レベルとし、最大トルク向上、
燃料消費率を低減させた、3C-E型
エンジン（2184cc、79PS）を開発
※織機技報No.38

3C-E型
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2010 1980 2000
エンジン 技術 の 変遷

ガソリンエンジン

ディーゼルエンジン

TMIP

産
業
車
両
用
エ
ン
ジ
ン

自
動
車
用
エ
ン
ジ
ン

1DZ-Ⅲ型 3Z型

産業車両用エンジン

1KD型

1FS型

マ
リ
ン
エ
ン
ジ
ン

汎
用
エ
ン
ジ
ン

汎用エンジン

マリンエンジン

過
給
機

過給機

1ND型生産開始
1ND型
2010年

2016年
株式譲渡

MZ型・AR型生産開始
MZ型・AR型
2006年

A25A型生産開始
A25A型

M20A型生産開始
M20A型

2018年

2007年 2013年

自動車用1VDエンジンの
ボアモジュールベースに
3気筒化、産車用1KDエ
ンジンの適合を踏襲し、日
米欧の4次排ガス規制に
対応。トヨタ初のディーゼ
ル３気筒で、オーバーバラ
ンシング手法により4気
筒並の振動レベルを達成
した産車用ディーゼルエ
ンジン（1795cc、41kW）
を開発

“フォークリフト新型ジェネ
オに搭載”
※織機技報No.65

1ZS型

1984年

産 業 車 両 用 4 P 型を
ベースに、メンテナンス
のしやすい構造と独自
構造のクーラモード3
段切り替えなど採用し
たバスクーラユニット
用エンジン4P-F型エン
ジンを開発
※織機技報No.10

4P-F型
1995年

1DZ型をベースに三菱
重工業向け大型トレー
ラーのアンダーマウン
トタイプ冷凍機用エン
ジンを開発し、冷凍機
分野へ初めて参入
※織機技報No.14

冷凍機用

2006年
高圧噴射コモンレールシステムと2
系統EGRシステム、DCモータ駆動
によるツインVNターボにより低燃
費・静粛性を実現。スカベンジング
ポンプシステムの採用とCV黒鉛鋳
鉄のシリンダブロックを採用した
1VD-FTVエンジン（4461cc、
286PS*）を開発
＊ランドクルーザー200 高出力仕様

※織機技報No.55

1VD-FTV型
2015年

次世代高断熱ディーゼル燃焼を採用
し、低燃費と静粛性かつ力強い走りを
実現した。世界トップレベルの最大熱
効率44%を達成、トヨタ初の尿素SCR
システムを採用し、Euro6、ポスト新長
期の排気規制に対応した。KD型の後
継とし、１GD-FTV（2755ｃｃ、130kW）、
2GD-FTV(2393ｃｃ、110kW）を開発

GD型

2014年

産車用1KDにLPL追加し
NOx低減、大型DPFに
よりP Mを低 減 、欧 州
StageⅣ等を７４kW世界
初の「尿素SCRなし」を達
成。高出力薄型モータで
出力と燃費を両立させ
た 建 設 機 械 用 1 K D
ディーゼルハイブリッド
エンジン（ 2 9 8 2 c c 、
74kW+44kW）を開発

“20tonハイブリッドショ
ベルに搭載”
※織機技報No.69

1KD型（20t）
2017年

D社より生産移管された
950Pエンジンを屋台式
生産方式により低コスト
化しGHP空調機器用
1K Sガス用 エンジン

（952cc、11kW）として
生産開始。
更に吸気分配改良等に
よる出力アップ（12.3kW）
による拡販及び燃料系、
制御系変更による発電
機仕様を開発

1KS型
2012年

ブローバイガスフィル
ターを開発し、メンテナ
ンスフリー化、コンパク
ト化を実現した3Y型
GHP空調機用エンジン
を開発
※織機技報No.53

GHP空調機用
2006年

建設機械用1KDディー
ゼルハイブリッドエンジ
ンをベースにモータを
取り外したコンベンショ
ナル仕様を開発。

“12ton蓄圧式油圧ハイ
ブリッドショベルに搭載”

1KD型（12t）
2018年

1996年

産業車両用4Y型ガソリ
ンエンジンをベースと
し、高い耐久性を実現し
た三菱重工業向けに
GHP（Gas Heat Pump）
空調機用エンジンを
開発

GHP空調機用

ランドクルーザー200
用1VD-FTVエンジン
をベースに、低圧縮比・
高過給・海水冷却ICを
採用し高出力化とEPA　
Tier3排気ガス規制に
対応したマリンエンジ
ン（4461cc、272kW）
を協業開発

1VD型
2011年

ランドクルーザープラ
ド用1GD-FTVエンジ
ンをベースに、低圧縮
比・高過給・海水冷却IC
を採用し高出力化と
EPA　Tier3排気ガス規
制に対 応したマリン
エンジン（2755cc、
184kW）を協業開発

1GD型
2017年

ランドクル ー ザ ー 用
1HD-FTエンジンを
ベースに、低圧縮比・高
過給・海水冷却ICを採
用し高出力化とEPA 
Tier2排気ガス規制に
対応したマリンエンジ
ン（4163cc、231kW）
を協業開発しマリン分
野へ初めて参入

1HD型
2002年

GD型エンジン用として開
発。可変ノズル、タービン、イ
ンペラを新設計し、高性能・ク
リーン・低燃費を実現すると
ともに、アクセル操作時の瞬
時レスポンスにも貢献

2015年

トヨタフォークリフト向
けのKD・ZSエンジン用
として開発。エンジンの
ダウンサイジングと動
力性能を満足させ、環
境負荷の少ない社会
の実現に貢献。建設機
械用KDエンジンにも
採用

TIA型可変ノズル式
ターボチャージャ

7DV・8DV型可変ノズル式
ターボチャージャ

2013年

2008年から施行の日米欧
の3次排出ガス規制に対し
て、燃焼を改善した1DZ-Ⅲ

（ 2 4 8 6 c c 、5 3 P S ）、3 Z
（3469cc、57PS）、15Z
（5204cc、85PS）を開発
“フォークリフト「新型ジェネ
オ」に搭載”

自動車用1KDエンジンをベース
に、自社開発のVNターボ採用と燃
焼改善等により前モデル比43%
のダウンサイジングとともに23％
の低燃費を実現、日米欧の4次排
ガス規制に対してDPF無で達成さ
せた産車用ディーゼルエンジン

（2982cc、55kW）を開発
“フォークリフト新型ジェネオに搭載”
※織機技報No.65

産車用3Zディーゼルエンジンを
ベースにボアアップし燃料・点火系
に電子制御技術を採用、各国の排
出ガス規制に適合させ業界トップ
レベルの低燃費・コンパクト化と低
コストを両立させた産車用1FSガ
ス（ L P G ）/ ガソリンエンジ ン

（3685cc、69kW）を開発
“フォークリフト新型ジェネオに搭載”
※織機技報No.65
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念校 1111

2010 1980 2000
エンジン 技術 の 変遷

ガソリンエンジン

ディーゼルエンジン

TMIP

産
業
車
両
用
エ
ン
ジ
ン

自
動
車
用
エ
ン
ジ
ン

1DZ-Ⅲ型 3Z型

産業車両用エンジン

1KD型

1FS型

マ
リ
ン
エ
ン
ジ
ン

汎
用
エ
ン
ジ
ン

汎用エンジン

マリンエンジン

過
給
機

過給機

1ND型生産開始
1ND型
2010年

2016年
株式譲渡

MZ型・AR型生産開始
MZ型・AR型
2006年

A25A型生産開始
A25A型

M20A型生産開始
M20A型

2018年

2007年 2013年

自動車用1VDエンジンの
ボアモジュールベースに
3気筒化、産車用1KDエ
ンジンの適合を踏襲し、日
米欧の4次排ガス規制に
対応。トヨタ初のディーゼ
ル３気筒で、オーバーバラ
ンシング手法により4気
筒並の振動レベルを達成
した産車用ディーゼルエ
ンジン（1795cc、41kW）
を開発

“フォークリフト新型ジェネ
オに搭載”
※織機技報No.65

1ZS型

1984年

産 業 車 両 用 4 P 型を
ベースに、メンテナンス
のしやすい構造と独自
構造のクーラモード3
段切り替えなど採用し
たバスクーラユニット
用エンジン4P-F型エン
ジンを開発
※織機技報No.10

4P-F型
1995年

1DZ型をベースに三菱
重工業向け大型トレー
ラーのアンダーマウン
トタイプ冷凍機用エン
ジンを開発し、冷凍機
分野へ初めて参入
※織機技報No.14

冷凍機用

2006年
高圧噴射コモンレールシステムと2
系統EGRシステム、DCモータ駆動
によるツインVNターボにより低燃
費・静粛性を実現。スカベンジング
ポンプシステムの採用とCV黒鉛鋳
鉄のシリンダブロックを採用した
1VD-FTVエンジン（4461cc、
286PS*）を開発
＊ランドクルーザー200 高出力仕様

※織機技報No.55

1VD-FTV型
2015年

次世代高断熱ディーゼル燃焼を採用
し、低燃費と静粛性かつ力強い走りを
実現した。世界トップレベルの最大熱
効率44%を達成、トヨタ初の尿素SCR
システムを採用し、Euro6、ポスト新長
期の排気規制に対応した。KD型の後
継とし、１GD-FTV（2755ｃｃ、130kW）、
2GD-FTV(2393ｃｃ、110kW）を開発

GD型

2014年

産車用1KDにLPL追加し
NOx低減、大型DPFに
よりP Mを低 減 、欧 州
StageⅣ等を７４kW世界
初の「尿素SCRなし」を達
成。高出力薄型モータで
出力と燃費を両立させ
た 建 設 機 械 用 1 K D
ディーゼルハイブリッド
エンジン（ 2 9 8 2 c c 、
74kW+44kW）を開発

“20tonハイブリッドショ
ベルに搭載”
※織機技報No.69

1KD型（20t）
2017年

D社より生産移管された
950Pエンジンを屋台式
生産方式により低コスト
化しGHP空調機器用
1K Sガス用 エンジン

（952cc、11kW）として
生産開始。
更に吸気分配改良等に
よる出力アップ（12.3kW）
による拡販及び燃料系、
制御系変更による発電
機仕様を開発

1KS型
2012年

ブローバイガスフィル
ターを開発し、メンテナ
ンスフリー化、コンパク
ト化を実現した3Y型
GHP空調機用エンジン
を開発
※織機技報No.53

GHP空調機用
2006年

建設機械用1KDディー
ゼルハイブリッドエンジ
ンをベースにモータを
取り外したコンベンショ
ナル仕様を開発。

“12ton蓄圧式油圧ハイ
ブリッドショベルに搭載”

1KD型（12t）
2018年

1996年

産業車両用4Y型ガソリ
ンエンジンをベースと
し、高い耐久性を実現し
た三菱重工業向けに
GHP（Gas Heat Pump）
空調機用エンジンを
開発

GHP空調機用

ランドクルーザー200
用1VD-FTVエンジン
をベースに、低圧縮比・
高過給・海水冷却ICを
採用し高出力化とEPA　
Tier3排気ガス規制に
対応したマリンエンジ
ン（4461cc、272kW）
を協業開発

1VD型
2011年

ランドクルーザープラ
ド用1GD-FTVエンジ
ンをベースに、低圧縮
比・高過給・海水冷却IC
を採用し高出力化と
EPA　Tier3排気ガス規
制に対 応したマリン
エンジン（2755cc、
184kW）を協業開発

1GD型
2017年

ランドクル ー ザ ー 用
1HD-FTエンジンを
ベースに、低圧縮比・高
過給・海水冷却ICを採
用し高出力化とEPA 
Tier2排気ガス規制に
対応したマリンエンジ
ン（4163cc、231kW）
を協業開発しマリン分
野へ初めて参入

1HD型
2002年

GD型エンジン用として開
発。可変ノズル、タービン、イ
ンペラを新設計し、高性能・ク
リーン・低燃費を実現すると
ともに、アクセル操作時の瞬
時レスポンスにも貢献

2015年

トヨタフォークリフト向
けのKD・ZSエンジン用
として開発。エンジンの
ダウンサイジングと動
力性能を満足させ、環
境負荷の少ない社会
の実現に貢献。建設機
械用KDエンジンにも
採用

TIA型可変ノズル式
ターボチャージャ

7DV・8DV型可変ノズル式
ターボチャージャ

2013年

2008年から施行の日米欧
の3次排出ガス規制に対し
て、燃焼を改善した1DZ-Ⅲ

（ 2 4 8 6 c c 、5 3 P S ）、3 Z
（3469cc、57PS）、15Z
（5204cc、85PS）を開発
“フォークリフト「新型ジェネ
オ」に搭載”

自動車用1KDエンジンをベース
に、自社開発のVNターボ採用と燃
焼改善等により前モデル比43%
のダウンサイジングとともに23％
の低燃費を実現、日米欧の4次排
ガス規制に対してDPF無で達成さ
せた産車用ディーゼルエンジン

（2982cc、55kW）を開発
“フォークリフト新型ジェネオに搭載”
※織機技報No.65

産車用3Zディーゼルエンジンを
ベースにボアアップし燃料・点火系
に電子制御技術を採用、各国の排
出ガス規制に適合させ業界トップ
レベルの低燃費・コンパクト化と低
コストを両立させた産車用1FSガ
ス（ L P G ）/ ガソリンエンジ ン

（3685cc、69kW）を開発
“フォークリフト新型ジェネオに搭載”
※織機技報No.65
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L&F（フォークリフト） 技 術 の 変 遷

1980 1990 2000 2010
エンジン式フォークリフト

エンジン式大型フォークリフト

カウンターバランス式電動フォークリフト

リーチ式電動フォークリフト

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト

FD350（35トン積み）
最大機種の4点式伸縮
スプレッダー付

FD350
1981年

1～3トン4輪カウン
ターバランス式電動
フォークリフト「B300」
多機能マイコンコント
ローラMCS*を搭載
＊MCS ： Multi-purpose 
C o m p u t e r - c o n t r o l 
System

B300
1987年

1～3トンリーチ式電動フォークリフト
「R300」
多機能マイコンコントローラMCS*1、電気
式パワーステアリングEPS*2など新機能に
加え、駆動系、油圧系などを全面的にフル
モデルチェンジ
＊1 MCS ： Multi-purpose Computer-control System
＊2 EPS ： Electric Power Steering

※織機技報No.15

R300
1987年

1～3トンリーチ式電動フォークリ
フト「R500」
旋回時の安定性、走行・荷役・操舵・
制動操作性などの基本性能の向
上、発進時の耐スリップ性を大幅に
向上した3WD車を設定
※織機技報No.30

R500
1994年

GENEO-R
2001年

マイナーチェンジGENEO-R
2008年

1～3トン4輪カウンターバラン
ス式電動フォークリフト「NEW 
B300」
当時の最新エレクトロニクス技
術を結集した多機能マイコンコ
ントローラMCS-Ⅱ、省エネ機能と
して車速感応型電気式パワース
テアリングなどを搭載
※織機技報No.22

NEW B300
1990年

1～3トン4輪カウン
ターバランス式電動
フォークリフト「B500」

「快適」「余裕」「迅速」を
コンセプトに高いレベ
ルで実現
※織機技報No.32

B500
1995年

1～3トン4輪カウンター
バランス式電動フォーク
リフト「GENEO-B」
ACモータ駆動システム
を採用し、基本性能・操作
性・乗降性・居住性を向上
※織機技報No.40

GENEO-B
1999年

1～2トン3輪カウンターバラ
ンス式電動フォークリフト

「GENEO-E」
ジェネオシリーズのAC駆動
システム、SAS*機能を搭載
＊SAS ： System of Active Stability

※織機技報No.47

GENEO-E
2003年

GENEOのコンセプト
を取り入れてシリーズ
化 、新 型 A Cモータ、
モータドライバにより
20%の稼働時間延長
を実現
※織機技報No.67

Ecore
2015年

新開発ACモータ＆駆
動システムにより稼働
時間延長、スマート充電
によりバッテリーダメー
ジ軽減、バッテリーデー
タログにより作業改善
データの提供を実現
※織機技報No.68

gene B
2017年

gene Bの技術に加え
て、３ｔ系に高容量バッテ
リー搭載車を追加し、高
稼働・長時間の使用を
実現

2018年

新型GENEOで好評な装備の
横展開、機台色変更

1～3トンリーチ式
電動フォークリフト

「GENEO-R」
安全システム「SASR*」、
AC走行モータ駆動
システムなどを導入
＊SASR ： System of 
Active Stability for 
Reach

※織機技報No.43

1～3トンリーチ
式電動フォークリ
フト「GENEO-R」

「SASR」、マルチレ
バーを搭載し安
全、効率を高いレ
ベルで実現

マイナーチェンジGENEO-R
2012年

AC荷役モータ、新素
子MOS-FET搭載コ
ントローラにより電力
消 費 低 減 を 実 現

（新型モータドライバ
「NEOS」搭載）
※織機技報No.63

GENEO-R［Lib］
2016年

リチウムイオン
バッテリー搭載に
より急速充電で
充電時間を大幅
短縮、バッテリー
のメンテナンスフ
リーを実現

Rinova
2017年

GENEO-R、オールウェイ、ラックストッ
カー、防爆リーチ、自動運転リーチの5
機種を同時開発し「Rinovaファミリー」
として一新
第48回機械工業デザイン賞最優秀
賞（経済産業大臣賞）を受賞
2017年度グッドデザイン賞受賞
※織機技報No.69

マイナーチェンジGENEO-B
2008年

水素を使って電気をつくり出
す燃料電池により発電時の
CO2排出量ゼロを実現
第47回機械工業デザイン賞

（にっぽんぶらんど賞）を受賞
※織機技報No.68

燃料電池フォークリフト gene B 
［ハイキャパシティ］

2016年

2FD100シリーズ（10
～13.5トン積み）
エンジン、トルコン、ステ
アリングなどの主要性
能及び信頼性を向上
※織機技報No.9

2FD100
1984年

FD370（37トン積み）
視界の広いセンタハイ
キャビン、作業効率を高
める2スピードホイスト
などを採用
※織機技報No.19

FD370
1989年

FD240（24トン積み）
コンパクトなボディの中
に、ハイパワーエンジン
や先進機能を搭載
※織機技報No.24

FD240
1991年

3FD150シリーズ(15
～23トン積み)
高出力エンジンの搭
載、船内荷役を意識し
たコンパクト化、居住性・
操作性を向上
※織機技報No.38

3FD150
1998年

4FD100シリーズ（10
～24トン積み）
環境に配慮したエンジ
ン、湿式ディスクブレー
キ採用によりブレーキ
の寿命延長、画期的な
操作性・居住性などを
実現
※織機技報No.50

4FD100
2005年

「連続再生DPF+尿素
SCR」を搭載した新エン
ジンにより、クリーン＆
低燃費を実現

5FD100
2017年

5FD100の技術「連続
再生DPF+尿素SCR」
を空コンテナ専用スプ
レッダ仕様（23トン積
み）へ展開

空コンテナ専用
スプレッダ仕様

2018年

空コンテナ専用スプレッダ仕様（23ト
ン積み）
コンパクト化によりコンテナヤード狭
小化に対応、操作性・居住性の向上に
より作業者の疲労軽減・作業環境の
改善、優れた安全性を実現
※織機技報No.33

空コンテナ専用スプレッダ仕様

実入りコンテナスプレッダ仕様(43ト
ン積み)
ハイパワーエンジンの搭載、ピラーレ
スキャビンの採用により作業視野の
向上、安全性・居住性・操作性を向上
※織機技報No.35

実入りコンテナスプレッダ仕様

1996年

X300シリーズ
性能、安全性、快適性を向
上、産業車両用レーザエン
ジン（1Z型、Y型）を新開発
※織機技報No.14

X300
1986年

X500シリーズ
高性能・高信頼性はもとよ
り先進的なデザインと優れ
た居住性・操作性を実現
※織機技報No.29

X500
1994年

安全システム「SAS*」を導入。
後輪スイング制御により車
両の左右安定性、マストティ
ルト制御により車両の前後安
定性を確保
＊SAS ： System of Active Stability

※織機技報No.38

GENEO
1998年

電子制御燃料噴射システ
ムを搭載したエンジン、3元
触媒により排ガスのクリー
ン化、電子制御スロットル
の採用で燃費を向上させ
るなど環境性能を向上
※織機技報No.53

新型GENEO
2006年

ハイブリッドフォークリフト
「GENEO HYBRID」ハイ
ブリッドシステムを搭載す
ることにより、燃費・CO2排
出量半減、低騒音化など環
境性能を向上
※織機技報No.59

GENEO HYBRID
2009年

新 型 エンジン1Z S 、
1FS、1KD、新開発パ
ワーステアリング、高効
率トルクコンバータ搭
載によりトップクラスの
環境性能を実現
※織機技報No.65

GENEO（1～8t）
2014年
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念校 1111

L&F（フォークリフト） 技 術 の 変 遷

1980 1990 2000 2010
エンジン式フォークリフト

エンジン式大型フォークリフト

カウンターバランス式電動フォークリフト

リーチ式電動フォークリフト

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト

FD350（35トン積み）
最大機種の4点式伸縮
スプレッダー付

FD350
1981年

1～3トン4輪カウン
ターバランス式電動
フォークリフト「B300」
多機能マイコンコント
ローラMCS*を搭載
＊MCS ： Multi-purpose 
C o m p u t e r - c o n t r o l 
System

B300
1987年

1～3トンリーチ式電動フォークリフト
「R300」
多機能マイコンコントローラMCS*1、電気
式パワーステアリングEPS*2など新機能に
加え、駆動系、油圧系などを全面的にフル
モデルチェンジ
＊1 MCS ： Multi-purpose Computer-control System
＊2 EPS ： Electric Power Steering

※織機技報No.15

R300
1987年

1～3トンリーチ式電動フォークリ
フト「R500」
旋回時の安定性、走行・荷役・操舵・
制動操作性などの基本性能の向
上、発進時の耐スリップ性を大幅に
向上した3WD車を設定
※織機技報No.30

R500
1994年

GENEO-R
2001年

マイナーチェンジGENEO-R
2008年

1～3トン4輪カウンターバラン
ス式電動フォークリフト「NEW 
B300」
当時の最新エレクトロニクス技
術を結集した多機能マイコンコ
ントローラMCS-Ⅱ、省エネ機能と
して車速感応型電気式パワース
テアリングなどを搭載
※織機技報No.22

NEW B300
1990年

1～3トン4輪カウン
ターバランス式電動
フォークリフト「B500」

「快適」「余裕」「迅速」を
コンセプトに高いレベ
ルで実現
※織機技報No.32

B500
1995年

1～3トン4輪カウンター
バランス式電動フォーク
リフト「GENEO-B」
ACモータ駆動システム
を採用し、基本性能・操作
性・乗降性・居住性を向上
※織機技報No.40

GENEO-B
1999年

1～2トン3輪カウンターバラ
ンス式電動フォークリフト

「GENEO-E」
ジェネオシリーズのAC駆動
システム、SAS*機能を搭載
＊SAS ： System of Active Stability

※織機技報No.47

GENEO-E
2003年

GENEOのコンセプト
を取り入れてシリーズ
化 、新 型 A Cモータ、
モータドライバにより
20%の稼働時間延長
を実現
※織機技報No.67

Ecore
2015年

新開発ACモータ＆駆
動システムにより稼働
時間延長、スマート充電
によりバッテリーダメー
ジ軽減、バッテリーデー
タログにより作業改善
データの提供を実現
※織機技報No.68

gene B
2017年

gene Bの技術に加え
て、３ｔ系に高容量バッテ
リー搭載車を追加し、高
稼働・長時間の使用を
実現

2018年

新型GENEOで好評な装備の
横展開、機台色変更

1～3トンリーチ式
電動フォークリフト

「GENEO-R」
安全システム「SASR*」、
AC走行モータ駆動
システムなどを導入
＊SASR ： System of 
Active Stability for 
Reach

※織機技報No.43

1～3トンリーチ
式電動フォークリ
フト「GENEO-R」

「SASR」、マルチレ
バーを搭載し安
全、効率を高いレ
ベルで実現

マイナーチェンジGENEO-R
2012年

AC荷役モータ、新素
子MOS-FET搭載コ
ントローラにより電力
消 費 低 減 を 実 現

（新型モータドライバ
「NEOS」搭載）
※織機技報No.63

GENEO-R［Lib］
2016年

リチウムイオン
バッテリー搭載に
より急速充電で
充電時間を大幅
短縮、バッテリー
のメンテナンスフ
リーを実現

Rinova
2017年

GENEO-R、オールウェイ、ラックストッ
カー、防爆リーチ、自動運転リーチの5
機種を同時開発し「Rinovaファミリー」
として一新
第48回機械工業デザイン賞最優秀
賞（経済産業大臣賞）を受賞
2017年度グッドデザイン賞受賞
※織機技報No.69

マイナーチェンジGENEO-B
2008年

水素を使って電気をつくり出
す燃料電池により発電時の
CO2排出量ゼロを実現
第47回機械工業デザイン賞

（にっぽんぶらんど賞）を受賞
※織機技報No.68

燃料電池フォークリフト gene B 
［ハイキャパシティ］

2016年

2FD100シリーズ（10
～13.5トン積み）
エンジン、トルコン、ステ
アリングなどの主要性
能及び信頼性を向上
※織機技報No.9

2FD100
1984年

FD370（37トン積み）
視界の広いセンタハイ
キャビン、作業効率を高
める2スピードホイスト
などを採用
※織機技報No.19

FD370
1989年

FD240（24トン積み）
コンパクトなボディの中
に、ハイパワーエンジン
や先進機能を搭載
※織機技報No.24

FD240
1991年

3FD150シリーズ(15
～23トン積み)
高出力エンジンの搭
載、船内荷役を意識し
たコンパクト化、居住性・
操作性を向上
※織機技報No.38

3FD150
1998年

4FD100シリーズ（10
～24トン積み）
環境に配慮したエンジ
ン、湿式ディスクブレー
キ採用によりブレーキ
の寿命延長、画期的な
操作性・居住性などを
実現
※織機技報No.50

4FD100
2005年

「連続再生DPF+尿素
SCR」を搭載した新エン
ジンにより、クリーン＆
低燃費を実現

5FD100
2017年

5FD100の技術「連続
再生DPF+尿素SCR」
を空コンテナ専用スプ
レッダ仕様（23トン積
み）へ展開

空コンテナ専用
スプレッダ仕様

2018年

空コンテナ専用スプレッダ仕様（23ト
ン積み）
コンパクト化によりコンテナヤード狭
小化に対応、操作性・居住性の向上に
より作業者の疲労軽減・作業環境の
改善、優れた安全性を実現
※織機技報No.33

空コンテナ専用スプレッダ仕様

実入りコンテナスプレッダ仕様(43ト
ン積み)
ハイパワーエンジンの搭載、ピラーレ
スキャビンの採用により作業視野の
向上、安全性・居住性・操作性を向上
※織機技報No.35

実入りコンテナスプレッダ仕様

1996年

X300シリーズ
性能、安全性、快適性を向
上、産業車両用レーザエン
ジン（1Z型、Y型）を新開発
※織機技報No.14

X300
1986年

X500シリーズ
高性能・高信頼性はもとよ
り先進的なデザインと優れ
た居住性・操作性を実現
※織機技報No.29

X500
1994年

安全システム「SAS*」を導入。
後輪スイング制御により車
両の左右安定性、マストティ
ルト制御により車両の前後安
定性を確保
＊SAS ： System of Active Stability

※織機技報No.38

GENEO
1998年

電子制御燃料噴射システ
ムを搭載したエンジン、3元
触媒により排ガスのクリー
ン化、電子制御スロットル
の採用で燃費を向上させ
るなど環境性能を向上
※織機技報No.53

新型GENEO
2006年

ハイブリッドフォークリフト
「GENEO HYBRID」ハイ
ブリッドシステムを搭載す
ることにより、燃費・CO2排
出量半減、低騒音化など環
境性能を向上
※織機技報No.59

GENEO HYBRID
2009年

新 型 エンジン1Z S 、
1FS、1KD、新開発パ
ワーステアリング、高効
率トルクコンバータ搭
載によりトップクラスの
環境性能を実現
※織機技報No.65

GENEO（1～8t）
2014年
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1990 2000
L&F（フォークリフト） 技術 の 変遷

1980 2010
エンジン式トーイングトラクタ

電動式トーイングトラクタ

小型けん引車

そ
の
他

ト
ー
イ
ン
グ
ト
ラ
ク
タ

PDK25

ショベルローダ＆スキッドステアローダ

JD9

高所作業車

ハイスイーパー2QG12

清掃車

2JD12 5JD123JD18

3SDK4 3SD10 4SDK8 6SD12 5SDK8

2TD20/25、2TG20/25 
（けん引力2トン、2.5トン）
トーイング専用自動変速
機、新型エンジン（レーザ
1DZ、4Y）を搭載

2TD20/25
1989年

TB12（けん引力1.2トン）
低全高型、キャビン付長時
間稼働で低騒音・低公害、
高い信頼性・安全性を実現

TB12
1981年

TE15 （けん引力1.5トン）
電動AC駆動式によりエン
ジン車に匹敵する実用域
での性能を実現
※織機技報No.28

TE15
1994年

2TE18（けん引力1.8トン）
TEA15をベースとして高
い性能を実現
※織機技報No.51

2TE18
2005年

3TE25（けん引力2.5トン）
エンジントーイングと同等の
けん引性能と使い勝手を持つ
ボンネット型電動トーイング
※織機技報No.67

3TE25
2017年

TEA15（けん引力1.5トン）
北米の航空会社ユナイ
テッド航空向けに優れた操
作性を実現

TEA15
2001年

CBT4（けん引能力4トン）
自動車製造工場などでの
使い勝手に配慮し、良好な
乗降性やバッテリ交換性を
持つ

CBT4
2002年

4CBTK4（けん引能力4トン）
AC駆動を採用するとともに
車体をコンパクト化し、さらに
使い勝手を向上

4CBTK4
2006年

4CBTK4R（けん引能力4トン）
リモコン運転機能で離れたとこ
ろから発進、停止操作ができ、
組立ラインなどでの部品供給
時などの作業ロスを低減

4CBTK4R
2008年

2TG10 （けん引力1トン）
高出力のエンジンを搭載
することで機動性の向上、
乗り心地の向上、騒音低
減、運転席の防熱、優れた
安全性を確保
※織機技報No.36

2TG10
1997年

1981年

全旋回ホイール式ミニバックホー
ジョブターン「PDK25」
足場の悪いところや狭いところでも移
動しやすいクローラー式のメリットも生
かしたスキッドステア式4輪駆動、全旋
回（360度掘削、積み込み可能）を実現
※織機技報No.4

1984年

低揚高で、小回りがきき、機動
性に優れた国産初の最大作業
台高さ9mの高所作業車「JD9」
※織機技報No.10

1990年
大容量のダストボックスとアン
チフロートブラシによる高い清
掃能力や良好な視界を実現す
る車体形状を持つ

1997年

高所作業車「2JDシリーズ」
豊富な機種構成に加え、コ
ンパクト化、操作性向上、装
備の充実などを図った
※織機技報No.35

2009年

高所作業車「5JDシリーズ」
最新排ガス規制への対応と、
車体のコンパクト化や操作性・
整備性を向上させより効率的
にスムースな作業を実現
※織機技報No.59

1998年
高所作業車「3JDシリーズ」
省人化機能として垂直水平
方向自動運転機能や、作業
台の揺れ、ショックを低減し
操作性の向上などを図った
※織機技報No.38

1987年

ジョブサン「3SDK4」
余裕のある運転スペー
ス確保や低騒音・低振動
などオペレータを重視。
耐久性・信頼性・サービス
性の向上などで更なる性
能面の優位性を確保

1990年

1トン系ショベルローダ「3SG、
3SDシリーズ」
新エンジン搭載による基本性
能向上及び装備品の充実によ
る操作性の向上を図るととも
に、外観デザインを一新
※織機技報No.23

1997年

ジョブサン「4SDKシリーズ」
騒音など居住性の向上、安
全性への配慮を中心にフ
ルモデルチェンジ
※織機技報No.35

2006年

1トン系ショベルローダ
「6SG、6SDシリーズ」
小径ハンドル採用や広
い運転席により使いや
すい操作性を実現、環
境に配慮した新エンジ
ンを採用

2008年

ジョブサン「5SDKシリーズ」
最新の排出ガス規制への
適合と周囲騒音低減、油圧
パイロット制御方式採用に
よる操作性向上・振動低減
などフルモデルチェンジ
※織機技報No.57
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念校 1111

1990 2000
L&F（フォークリフト） 技術 の 変遷

1980 2010
エンジン式トーイングトラクタ

電動式トーイングトラクタ

小型けん引車

そ
の
他

ト
ー
イ
ン
グ
ト
ラ
ク
タ

PDK25

ショベルローダ＆スキッドステアローダ

JD9

高所作業車

ハイスイーパー2QG12

清掃車

2JD12 5JD123JD18

3SDK4 3SD10 4SDK8 6SD12 5SDK8

2TD20/25、2TG20/25 
（けん引力2トン、2.5トン）
トーイング専用自動変速
機、新型エンジン（レーザ
1DZ、4Y）を搭載

2TD20/25
1989年

TB12（けん引力1.2トン）
低全高型、キャビン付長時
間稼働で低騒音・低公害、
高い信頼性・安全性を実現

TB12
1981年

TE15 （けん引力1.5トン）
電動AC駆動式によりエン
ジン車に匹敵する実用域
での性能を実現
※織機技報No.28

TE15
1994年

2TE18（けん引力1.8トン）
TEA15をベースとして高
い性能を実現
※織機技報No.51

2TE18
2005年

3TE25（けん引力2.5トン）
エンジントーイングと同等の
けん引性能と使い勝手を持つ
ボンネット型電動トーイング
※織機技報No.67

3TE25
2017年

TEA15（けん引力1.5トン）
北米の航空会社ユナイ
テッド航空向けに優れた操
作性を実現

TEA15
2001年

CBT4（けん引能力4トン）
自動車製造工場などでの
使い勝手に配慮し、良好な
乗降性やバッテリ交換性を
持つ

CBT4
2002年

4CBTK4（けん引能力4トン）
AC駆動を採用するとともに
車体をコンパクト化し、さらに
使い勝手を向上

4CBTK4
2006年

4CBTK4R（けん引能力4トン）
リモコン運転機能で離れたとこ
ろから発進、停止操作ができ、
組立ラインなどでの部品供給
時などの作業ロスを低減

4CBTK4R
2008年

2TG10 （けん引力1トン）
高出力のエンジンを搭載
することで機動性の向上、
乗り心地の向上、騒音低
減、運転席の防熱、優れた
安全性を確保
※織機技報No.36

2TG10
1997年

1981年

全旋回ホイール式ミニバックホー
ジョブターン「PDK25」
足場の悪いところや狭いところでも移
動しやすいクローラー式のメリットも生
かしたスキッドステア式4輪駆動、全旋
回（360度掘削、積み込み可能）を実現
※織機技報No.4

1984年

低揚高で、小回りがきき、機動
性に優れた国産初の最大作業
台高さ9mの高所作業車「JD9」
※織機技報No.10

1990年
大容量のダストボックスとアン
チフロートブラシによる高い清
掃能力や良好な視界を実現す
る車体形状を持つ

1997年

高所作業車「2JDシリーズ」
豊富な機種構成に加え、コ
ンパクト化、操作性向上、装
備の充実などを図った
※織機技報No.35

2009年

高所作業車「5JDシリーズ」
最新排ガス規制への対応と、
車体のコンパクト化や操作性・
整備性を向上させより効率的
にスムースな作業を実現
※織機技報No.59

1998年
高所作業車「3JDシリーズ」
省人化機能として垂直水平
方向自動運転機能や、作業
台の揺れ、ショックを低減し
操作性の向上などを図った
※織機技報No.38

1987年

ジョブサン「3SDK4」
余裕のある運転スペー
ス確保や低騒音・低振動
などオペレータを重視。
耐久性・信頼性・サービス
性の向上などで更なる性
能面の優位性を確保

1990年

1トン系ショベルローダ「3SG、
3SDシリーズ」
新エンジン搭載による基本性
能向上及び装備品の充実によ
る操作性の向上を図るととも
に、外観デザインを一新
※織機技報No.23

1997年

ジョブサン「4SDKシリーズ」
騒音など居住性の向上、安
全性への配慮を中心にフ
ルモデルチェンジ
※織機技報No.35

2006年

1トン系ショベルローダ
「6SG、6SDシリーズ」
小径ハンドル採用や広
い運転席により使いや
すい操作性を実現、環
境に配慮した新エンジ
ンを採用

2008年

ジョブサン「5SDKシリーズ」
最新の排出ガス規制への
適合と周囲騒音低減、油圧
パイロット制御方式採用に
よる操作性向上・振動低減
などフルモデルチェンジ
※織機技報No.57
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L&F（物流システム） 技 術 の 変 遷

1980 2000 20101990
ラックソーターＰ自

動
倉
庫

搬
送
シ
ス
テ
ム

ラックソーターＢ

1993年

クリーンシリーズ

1999年

2004年 2012年

無人搬送車（AGV）

自動運転フォークリフト（AGF）

有軌道台車

ASBシリーズ コンパクト、高層化により省ス
ペース収納、高速化による省
人・省力化に加え低騒音を実
現したバケット式自動倉庫

「ASBシリーズ」を開発

ラックソータークリーン クリーンな製造環境が必要な半導体工場、FPD*工場向けに、電磁
誘導を利用した非接触給電技術の採用、収納効率の向上などを
図った「ラックソータークリーン」を開発
＊FPD ： Flat Panel Display

※織機技報No.38

ラックソーターB
フレックス

さまざまなサイズの荷物を扱うことがで
きる移載装置、荷物のサイズに応じた最
適な位置保管、高速入出力作業ができ
る「ラックソーターBフレックス」を開発
※織機技報No.49

納骨堂
システム

ASBシリーズをベースに納骨
堂向けに制振性や静粛性の
向上、高収納力を実現し、納骨
堂企画、建屋からシステム運
用までをトータルにサポート

コンパクト、高層化により省スペース収
納、高速化による作業時間の短縮、充実
した在庫管理機能などを織り込んだ、パ
レット式自動倉庫「ASPシリーズ」を開発
※織機技報No.26

ASPシリーズ

コンパクトで高速、長時
間稼働ができ、また走行
レイアウトの変更や移動
方法の変更をユーザ側
で容易に行えるような工
夫をした小型無人搬送
車「ACBJ2」を開発
※織機技報No.12

ACBJ2
1986年

運輸/倉庫業の省人
化 に 対 応 す る べく
R300をベースにリー
チ式AGFを新開発

R300AGF
1989年

R500をベースに高機能コ
ントローラを搭載することに
より、有人フォークリフト並み
の走行・荷役性能を実現
※織機技報No.31

R500AGF
1994年

R500ラックストッカをベースに
基本スペックを踏襲、R500AGF
の制御技術・安全機能を盛り込
んで、派生機種として開発

R500ラックストッカAGF
1998年

自動倉庫システムの搬送設
備として、高性能、高信頼性は
もとより省スペース、低騒音
を実現した高速有軌道台車

「モービルソーター」を開発
※織機技報No.28

モービルソーター
1993年

非接触給電の採用、走行中にクリーン
エアを常時供給し清浄度の確保など
によるクリーン環境の維持と、搬送能
力、メンテナンス性、信頼性を向上した

「モービルソータークリーン」を開発
※織機技報No.38

モービルソーター
クリーン

1999年

2トン超の搬送能力向上と大容量
非接触給電システムの採用、清浄
度の維持に加えて走行時に発生
する気流にも配慮したクリーン環
境用大型高速軌道台車「モービ
ルソータークリーン」を開発

大型モービル
ソータークリーン

2008年

工事費が安く、レイアウト
変更が容易な磁気誘導
方式の小型無人搬送車

「2ACBJ2」を開発
※織機技報No.23

2ACBJ2
1991年

全方向走行による自由なレイア
ウト設定と急速充電による24時
間連続稼働を可能にした高機能
無人搬送車「ACBH10」を開発

ACBH10
1999年

メーカの支援なしに設置、
改造がしやすい無人牽引
車「タグカート」を開発
※織機技報No.54

タグカート
2007年

ATBE05（最大けん引重量500kg）
軽量物の単純な搬送を低価格で自
動化できる入門型ＡＧＶとして発売
し、新たなユーザ掘り起こしに成功

ATBE05(最大けん引重量
750kg)
標準キーカートの商品コンセ
プト(シンプル、リーズナブル、
イージーメンテナンス)を継
承。搬送能力をアップ（けん引
荷重500kg→750kg）

キーカート
2014年

キーカートシリーズ追加
2018年

ACB30（最大積載重量35t）
アジア発の自動化コンテナターミナルとして名古屋港飛鳥コンテナ
埠頭にて運用（2008年に日本車両と共同開発したAGV、2012年に
当社単独開発したAGV）
2012年度グッドデザイン金賞（経済産業大臣賞）を受賞
2013年度「アジアデザイン賞」で大賞と技術特別賞をダブル受賞
2013年度ドイツのデザイン賞“German Design Award 2014”に
ノミネート

コンテナ搬送AGVシステム

2008年
コンテナ搬送AGVシステム

2012年
コンテナ搬送AGVシステム

1992年

デッドスペースを縮小することで収納効率を
向上、高速化による作業効率向上、カラー液
晶タッチパネル方式を採用することで操作
性向上などを図った「2ASPシリーズ」を開発
※織機技報No.36

2ASPシリーズ 
1997年

故障の予兆検知、省エネル
ギー対応など新機能を織り込
んだユニット式パレット用自動
倉庫「3ASPシリーズ」を開発
※織機技報No.55

3ASPシリーズ
2008年

従来のわかりやすいユー
ザーI/Fに加え、制振制御に
よるサイクルタイム短縮、
DCリンクによる省エネを実
現したパレット式自動倉庫

「5ASPシリーズ」を開発

5ASPシリーズ
2018年

「Rinovaファミリー」として搭乗
運転可能な自動運転フォークリ
フトを開発。有人・無人切替運用、
復旧時間短縮、稼働時間延長、
サイクルタイム短縮、障害物検
知範囲拡大等を実現。「Rinova
ファミリー」として第48回機械工
業デザイン賞最優秀賞（経済産
業大臣賞）を受賞。2017年度
グッドデザイン賞受賞
※織機技報69号

Rinova AGF

2018年
Rinova AGF

「Rinovaファミリー」のラックストッカを自動運転化

Rinova ラックストッカAGF
2019年

走行路の床面工事を削減し、
周囲への反射板設置が不要
な自己位置推定技術である
レーザーSLAM式を自動運転
フォークリフトに追加設定
※織機技報70号

レーザSLAM式AGF
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念校 1111

L&F（物流システム） 技 術 の 変 遷

1980 2000 20101990
ラックソーターＰ自

動
倉
庫

搬
送
シ
ス
テ
ム

ラックソーターＢ

1993年

クリーンシリーズ

1999年

2004年 2012年

無人搬送車（AGV）

自動運転フォークリフト（AGF）

有軌道台車

ASBシリーズ コンパクト、高層化により省ス
ペース収納、高速化による省
人・省力化に加え低騒音を実
現したバケット式自動倉庫

「ASBシリーズ」を開発

ラックソータークリーン クリーンな製造環境が必要な半導体工場、FPD*工場向けに、電磁
誘導を利用した非接触給電技術の採用、収納効率の向上などを
図った「ラックソータークリーン」を開発
＊FPD ： Flat Panel Display

※織機技報No.38

ラックソーターB
フレックス

さまざまなサイズの荷物を扱うことがで
きる移載装置、荷物のサイズに応じた最
適な位置保管、高速入出力作業ができ
る「ラックソーターBフレックス」を開発
※織機技報No.49

納骨堂
システム

ASBシリーズをベースに納骨
堂向けに制振性や静粛性の
向上、高収納力を実現し、納骨
堂企画、建屋からシステム運
用までをトータルにサポート

コンパクト、高層化により省スペース収
納、高速化による作業時間の短縮、充実
した在庫管理機能などを織り込んだ、パ
レット式自動倉庫「ASPシリーズ」を開発
※織機技報No.26

ASPシリーズ

コンパクトで高速、長時
間稼働ができ、また走行
レイアウトの変更や移動
方法の変更をユーザ側
で容易に行えるような工
夫をした小型無人搬送
車「ACBJ2」を開発
※織機技報No.12

ACBJ2
1986年

運輸/倉庫業の省人
化 に 対 応 す る べく
R300をベースにリー
チ式AGFを新開発

R300AGF
1989年

R500をベースに高機能コ
ントローラを搭載することに
より、有人フォークリフト並み
の走行・荷役性能を実現
※織機技報No.31

R500AGF
1994年

R500ラックストッカをベースに
基本スペックを踏襲、R500AGF
の制御技術・安全機能を盛り込
んで、派生機種として開発

R500ラックストッカAGF
1998年

自動倉庫システムの搬送設
備として、高性能、高信頼性は
もとより省スペース、低騒音
を実現した高速有軌道台車

「モービルソーター」を開発
※織機技報No.28

モービルソーター
1993年

非接触給電の採用、走行中にクリーン
エアを常時供給し清浄度の確保など
によるクリーン環境の維持と、搬送能
力、メンテナンス性、信頼性を向上した

「モービルソータークリーン」を開発
※織機技報No.38

モービルソーター
クリーン

1999年

2トン超の搬送能力向上と大容量
非接触給電システムの採用、清浄
度の維持に加えて走行時に発生
する気流にも配慮したクリーン環
境用大型高速軌道台車「モービ
ルソータークリーン」を開発

大型モービル
ソータークリーン

2008年

工事費が安く、レイアウト
変更が容易な磁気誘導
方式の小型無人搬送車

「2ACBJ2」を開発
※織機技報No.23

2ACBJ2
1991年

全方向走行による自由なレイア
ウト設定と急速充電による24時
間連続稼働を可能にした高機能
無人搬送車「ACBH10」を開発

ACBH10
1999年

メーカの支援なしに設置、
改造がしやすい無人牽引
車「タグカート」を開発
※織機技報No.54

タグカート
2007年

ATBE05（最大けん引重量500kg）
軽量物の単純な搬送を低価格で自
動化できる入門型ＡＧＶとして発売
し、新たなユーザ掘り起こしに成功

ATBE05(最大けん引重量
750kg)
標準キーカートの商品コンセ
プト(シンプル、リーズナブル、
イージーメンテナンス)を継
承。搬送能力をアップ（けん引
荷重500kg→750kg）

キーカート
2014年

キーカートシリーズ追加
2018年

ACB30（最大積載重量35t）
アジア発の自動化コンテナターミナルとして名古屋港飛鳥コンテナ
埠頭にて運用（2008年に日本車両と共同開発したAGV、2012年に
当社単独開発したAGV）
2012年度グッドデザイン金賞（経済産業大臣賞）を受賞
2013年度「アジアデザイン賞」で大賞と技術特別賞をダブル受賞
2013年度ドイツのデザイン賞“German Design Award 2014”に
ノミネート

コンテナ搬送AGVシステム

2008年
コンテナ搬送AGVシステム

2012年
コンテナ搬送AGVシステム

1992年

デッドスペースを縮小することで収納効率を
向上、高速化による作業効率向上、カラー液
晶タッチパネル方式を採用することで操作
性向上などを図った「2ASPシリーズ」を開発
※織機技報No.36

2ASPシリーズ 
1997年

故障の予兆検知、省エネル
ギー対応など新機能を織り込
んだユニット式パレット用自動
倉庫「3ASPシリーズ」を開発
※織機技報No.55

3ASPシリーズ
2008年

従来のわかりやすいユー
ザーI/Fに加え、制振制御に
よるサイクルタイム短縮、
DCリンクによる省エネを実
現したパレット式自動倉庫

「5ASPシリーズ」を開発

5ASPシリーズ
2018年

「Rinovaファミリー」として搭乗
運転可能な自動運転フォークリ
フトを開発。有人・無人切替運用、
復旧時間短縮、稼働時間延長、
サイクルタイム短縮、障害物検
知範囲拡大等を実現。「Rinova
ファミリー」として第48回機械工
業デザイン賞最優秀賞（経済産
業大臣賞）を受賞。2017年度
グッドデザイン賞受賞
※織機技報69号

Rinova AGF

2018年
Rinova AGF

「Rinovaファミリー」のラックストッカを自動運転化

Rinova ラックストッカAGF
2019年

走行路の床面工事を削減し、
周囲への反射板設置が不要
な自己位置推定技術である
レーザーSLAM式を自動運転
フォークリフトに追加設定
※織機技報70号

レーザSLAM式AGF
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自動車 技 術 の 変 遷

1980 1990 2000
小型ダンプトラック

カローラリフトバック（輸出向け）

パブリカピック

スターレットバン

カローラバン／ワゴン

スターレット

スプリンターカリブ

スプリンターセダン

スプリンターシエロ（国内向け）

自
動
車

KE72V
1983年

カローラバン/ワゴン
の外形・室内デザイン、
設計と生産担当

トヨエースダンプ1.5ト
ン （JY30D）
実績のあるダイナダン
プ部品、部材を流用し、
荷台ゲートの軽量化、荷
台床面地上高の低床化
による積み降ろし作業
容易化を考慮した機構、
構造を開発・生産担当
※織機技報No.2

JY30D
1980年

1996年
生産終了

1988年
生産終了

1989年
1989.10
他社へ生産移管

1984年
生産終了

1984年
1984.11 
他社へ生産移管

トヨタダイナワイド3.5
トンダンプ （HU26D）
動力取り出し装置、ダン
プコントロール機構、逆
ベネマレル式ホイストリ
ンク機構、荷台などの
開発・生産担当
※織機技報No.6

HU26D
1982年 1984年

トヨタダイナワイド3.5トンタイプ 
（WU75D）

2軸式新ホイストリンク機構、ポン
プ一体式パワーテイクオフ、新ダ
ンプコントロール機構の開発

BU64D

WU75D

ダイナ2トンダンプ （BU64D）
2軸式新ホイストリンク機構、ポン
プ一体式パワーテイクオフ、新ダ
ンプコントロール機構の開発

外形部品のデザイン、
リアアンダーボデー
設計、外装設計と生産
担当
※織機技報No.11

EP71（3代目）
1984年

当社でデザインのリ
ファイン、設計、評価を
担当
※織機技報No.38

REMIX
1998年

1999年
生産終了

ターボ仕様のスター
レットを開発・生産担当

ターボ仕様（3代目）
1986年

外形・室内デザイン、
アッパーボデー設計と
生産担当
※織機技報No.15

マイナーチェンジ（3代目）
1987年

外形デザインが採用。
内外デザイン、アッパー
ボデー、内外装設計と
生産担当
※織機技報No.25

マイナーチェンジ（4代目）
1992年

キャンバストップを開
発・生産担当
※織機技報No.18

キャンバストップ（3代目）
1988年

初めて、製品企画段階
から参画。外形デザイ
ンが採用。内外デザイ
ン、アッパーボデー、内
外装設計と生産担当
※織機技報No.21

EP82（4代目）
1989年

外形・室内デザイン及
びアッパーボデー、内外
装設計、電装部品、用品
の開発と生産担当
※織機技報No.33

EP91（5代目）
1995年

外形デザインが採用。内外デ
ザイン、アッパーボデー、内外
装設計と生産担当
※織機技報No.30

2回目のマイナーチェンジ（4代目）
1994年 1997年

グ ランツァは C S E
モール工法でトヨタ
自動車（株）より技術
開発賞を授与

ルフレ

グランツァ

カラットは、当社初、自
主企画によるトヨタ自
動車（株）への提案車
※織機技報No.35

カラット

外形・室内デザイン及
びボデー内外装設計、
電装部品・用品の開発
と生産担当
※織機技報No.36

スプリンターカリブ、リフトバッ
ク、セダンとスプリンター3車
種系混合生産。複数車種を同
一ラインで生産できるFBL

（Flexible Body Line）を導入

当社初のRV車の企画・外形・
室内デザイン及びボデー内
外装設計、電装部品の開発。
初めて用品もまとめて企画・
提案・開発と生産担当
※織機技報No.32

マイナーチェンジ（3代目）AG95G（2代目） AE115G（3代目）
1990年 1995年 1997年

2002年
生産終了

当社初、セダンの生産担当

AE91
1988年

カローラリフトバック
（スプリンターシエロ）

の生産担当

外形デザインが採用され、
室内デザイン、ボデー設計、
内外装設計、電装部品の開
発と生産を担当
※織機技報No.26

AE91 AE100

1987年

1991年
生産終了

1987年 1992年

※自動車に関する変遷は当社が開発と生産を担当した車種のみ掲載
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念校 1111

自動車 技 術 の 変 遷

1980 1990 2000
小型ダンプトラック

カローラリフトバック（輸出向け）

パブリカピック

スターレットバン

カローラバン／ワゴン

スターレット

スプリンターカリブ

スプリンターセダン

スプリンターシエロ（国内向け）

自
動
車

KE72V
1983年

カローラバン/ワゴン
の外形・室内デザイン、
設計と生産担当

トヨエースダンプ1.5ト
ン （JY30D）
実績のあるダイナダン
プ部品、部材を流用し、
荷台ゲートの軽量化、荷
台床面地上高の低床化
による積み降ろし作業
容易化を考慮した機構、
構造を開発・生産担当
※織機技報No.2

JY30D
1980年

1996年
生産終了

1988年
生産終了

1989年
1989.10
他社へ生産移管

1984年
生産終了

1984年
1984.11 
他社へ生産移管

トヨタダイナワイド3.5
トンダンプ （HU26D）
動力取り出し装置、ダン
プコントロール機構、逆
ベネマレル式ホイストリ
ンク機構、荷台などの
開発・生産担当
※織機技報No.6

HU26D
1982年 1984年

トヨタダイナワイド3.5トンタイプ 
（WU75D）

2軸式新ホイストリンク機構、ポン
プ一体式パワーテイクオフ、新ダ
ンプコントロール機構の開発

BU64D

WU75D

ダイナ2トンダンプ （BU64D）
2軸式新ホイストリンク機構、ポン
プ一体式パワーテイクオフ、新ダ
ンプコントロール機構の開発

外形部品のデザイン、
リアアンダーボデー
設計、外装設計と生産
担当
※織機技報No.11

EP71（3代目）
1984年

当社でデザインのリ
ファイン、設計、評価を
担当
※織機技報No.38

REMIX
1998年

1999年
生産終了

ターボ仕様のスター
レットを開発・生産担当

ターボ仕様（3代目）
1986年

外形・室内デザイン、
アッパーボデー設計と
生産担当
※織機技報No.15

マイナーチェンジ（3代目）
1987年

外形デザインが採用。
内外デザイン、アッパー
ボデー、内外装設計と
生産担当
※織機技報No.25

マイナーチェンジ（4代目）
1992年

キャンバストップを開
発・生産担当
※織機技報No.18

キャンバストップ（3代目）
1988年

初めて、製品企画段階
から参画。外形デザイ
ンが採用。内外デザイ
ン、アッパーボデー、内
外装設計と生産担当
※織機技報No.21

EP82（4代目）
1989年

外形・室内デザイン及
びアッパーボデー、内外
装設計、電装部品、用品
の開発と生産担当
※織機技報No.33

EP91（5代目）
1995年

外形デザインが採用。内外デ
ザイン、アッパーボデー、内外
装設計と生産担当
※織機技報No.30

2回目のマイナーチェンジ（4代目）
1994年 1997年

グ ランツァは C S E
モール工法でトヨタ
自動車（株）より技術
開発賞を授与

ルフレ

グランツァ

カラットは、当社初、自
主企画によるトヨタ自
動車（株）への提案車
※織機技報No.35

カラット

外形・室内デザイン及
びボデー内外装設計、
電装部品・用品の開発
と生産担当
※織機技報No.36

スプリンターカリブ、リフトバッ
ク、セダンとスプリンター3車
種系混合生産。複数車種を同
一ラインで生産できるFBL

（Flexible Body Line）を導入

当社初のRV車の企画・外形・
室内デザイン及びボデー内
外装設計、電装部品の開発。
初めて用品もまとめて企画・
提案・開発と生産担当
※織機技報No.32

マイナーチェンジ（3代目）AG95G（2代目） AE115G（3代目）
1990年 1995年 1997年

2002年
生産終了

当社初、セダンの生産担当

AE91
1988年

カローラリフトバック
（スプリンターシエロ）

の生産担当

外形デザインが採用され、
室内デザイン、ボデー設計、
内外装設計、電装部品の開
発と生産を担当
※織機技報No.26

AE91 AE100

1987年

1991年
生産終了

1987年 1992年

※自動車に関する変遷は当社が開発と生産を担当した車種のみ掲載
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1990 2000 2010
自動車 技 術 の 変 遷

自
動
車

Vitz

1999年 2000年 2002年 2005年 2010年 2017年

Claviaに続き当社が企
画段階から生産まで手
がけた車
※織機技報No.42

Vitz RS

高級仕様の「Clavia」、スポーツ仕様の
「RS」、ベンチシートとコラムシフトの
「Pair Style」など当社の企画提案が採
用された派生企画車・生産担当
※織機技報No.46

Clavia/RS/Pair Style

Claviaは当社が企画段階
から生産まで一貫して手
がけた車
※織機技報No.40

SCP/NCP1＃型（初代）

Clavia

初代Vitzの生産担当。RS
の外形デザインを担当

RS仕様の外形・室内デザ
イン及び生産担当
※織機技報No.51

KSP/SCP/NCP9＃型（2代目）

アッパーボデーの一部設計
と内装設計、RS仕様車の
デザインと生産を担当

KSP/NSP/NCP13＃型（3代目）

今回のマイナーチェンジでは、
ハイブリッド車が追加され、外形
デザインが大幅変更された。アッ
パーボデー開発と生産を担当

マイナーチェンジ（3代目）

2018年
2018.11 
他社へ
生産移管

RAV4

2代目RAV4生産担当

ACA/ZCA2＃W型（2代目） ACA3＃W型（3代目）
2000年

bBオープンデッキ

当社オリジナルコンセプト
車としてトヨタ自動車（株）に
提案。デッキスルー構造や
ワイドアクセスドアなどが採
用・生産担当
※織機技報No.43

NCP34
2001年

マークX ZiO

アッパーボデー開発から
生産までスルーで担当
※織機技報No.55

ANA/GGA10型
2007年

アッパーボデー開発の
一部と生産担当
※織機技報No.52

2005年

アッパーボデー開発と
生産を担当
※織機技報No.64

ALA/ASA/AVA/ZSA/
WWA4#型（4代目）

AXAA/AXAH/AXAL/
MXAA/5#型（5代目）

2013年

外形デザイン、内装デザ
イン、アッパーボデー開発
と生産を担当
※織機技報No.70

2018年

2013年
生産終了

※自動車に関する変遷は当社が開発と生産を担当した車種のみ掲載
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念校 1111

1990 2000 2010
自動車 技 術 の 変 遷

自
動
車

Vitz

1999年 2000年 2002年 2005年 2010年 2017年

Claviaに続き当社が企
画段階から生産まで手
がけた車
※織機技報No.42

Vitz RS

高級仕様の「Clavia」、スポーツ仕様の
「RS」、ベンチシートとコラムシフトの
「Pair Style」など当社の企画提案が採
用された派生企画車・生産担当
※織機技報No.46

Clavia/RS/Pair Style

Claviaは当社が企画段階
から生産まで一貫して手
がけた車
※織機技報No.40

SCP/NCP1＃型（初代）

Clavia

初代Vitzの生産担当。RS
の外形デザインを担当

RS仕様の外形・室内デザ
イン及び生産担当
※織機技報No.51

KSP/SCP/NCP9＃型（2代目）

アッパーボデーの一部設計
と内装設計、RS仕様車の
デザインと生産を担当

KSP/NSP/NCP13＃型（3代目）

今回のマイナーチェンジでは、
ハイブリッド車が追加され、外形
デザインが大幅変更された。アッ
パーボデー開発と生産を担当

マイナーチェンジ（3代目）

2018年
2018.11 
他社へ
生産移管

RAV4

2代目RAV4生産担当

ACA/ZCA2＃W型（2代目） ACA3＃W型（3代目）
2000年

bBオープンデッキ

当社オリジナルコンセプト
車としてトヨタ自動車（株）に
提案。デッキスルー構造や
ワイドアクセスドアなどが採
用・生産担当
※織機技報No.43

NCP34
2001年

マークX ZiO

アッパーボデー開発から
生産までスルーで担当
※織機技報No.55

ANA/GGA10型
2007年

アッパーボデー開発の
一部と生産担当
※織機技報No.52

2005年

アッパーボデー開発と
生産を担当
※織機技報No.64

ALA/ASA/AVA/ZSA/
WWA4#型（4代目）

AXAA/AXAH/AXAL/
MXAA/5#型（5代目）

2013年

外形デザイン、内装デザ
イン、アッパーボデー開発
と生産を担当
※織機技報No.70

2018年

2013年
生産終了

※自動車に関する変遷は当社が開発と生産を担当した車種のみ掲載
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コンプレッサ 技 術 の 変 遷

1980 1990 2000 2010
斜板式

SCSE06

固
定
容
量
コ
ン
プ
レ
ッ
サ

可
変
容
量
コ
ン
プ
レ
ッ
サ

両頭ピストン式

スクロール式

ベーン式

6C17

ワッブル式6気
筒 連 続 可 変 容
量コンプレッサ
6C17を開発

“クライスラー車
に搭載” 

SC08 コンパクトカー向け
に従来より小型・軽量
で高効率化したオイ
ルセパレータ内蔵の
SCSA06を開発

“トヨタカローラなど
に搭載”

スクロール一体シェルと旋回リ
ング方式を採用した小型、高効
率スクロール式コンプレッサ
SC08を開発

“トヨタスターレットなどに搭載”

SCSA06 コンパクトカー向けに従来よりさらに、
小型・軽量化したSCA06を開発

“ダイハツミラ、ムーブなどに搭載”

SCA06

アルミ斜板、半球シュー、
リテーナー兼用ガスケッ
ト一体構造、PTFEコート
ピストンを採用し、小型
軽量、低騒音、部品点数
を削減した世界初10気
筒斜板式コンプレッサ
10P15を開発しシリー
ズ化

“10P17はトヨタクラウ
ン、AUDI100にも搭載”
※織機技報No.1、2、4

10P15

耐用年数の長いバスな
どの大型車両向けに、
潤滑オイルの流れによ
り信頼性を向上させ、さ
らにNVH*を低減した、
世界初バス用大容量
10気筒コンプレッサ
10P25を開発
＊NVH ： Noise 
Vibration Harshness
※織機技報No.8

10P25

10Pシリーズからさらに
新技術の導入、NVH*
を向上させた10PA17
を開発しシリーズ化

“10PA17は、トヨタマー
クⅡ、エスティマ、ホンダ
オデッセイにも搭載”
※織機技報No.13

10PA17 超小型軽量10気
筒斜板式コンプ
レッサ10S15を開
発しシリーズ化

“GM Tahoeなど
に搭載”

10S1510P25の後継機種とし
て、冷房能力向上と高
信頼性を実現させた
10P30（10気筒）を開発

“バス市場向け”
※織機技報No.17

10P30

1988年

ワッブル式

1988年

1983年 1991年

1998年

ロータリーバルブとオイルセパレータ
により大幅に効率をアップし、搭載性・
信頼性も向上した世界初ロータリーバ
ルブ式固定容量コンプレッサ10SR17
を開発しシリーズ化

“ホンダエリシオンに搭載”

10SR17

2017年

2014年

1995年 1997年 1998年 2001年 2003年 2004年 2008年 2011年 2018年

地球温暖化係数（GWP）
の低い自然冷媒（CO2）
を用いたコンプレッサ
※織機技報No.69

9SA31

独自のオイルセパ
レータ及び制御ガス
低減により大幅に効
率向上

6SES14

世界初のベルト駆動と
モータ駆動の二通りの
駆動ができる2way
6SEU16を開発

“トヨタエスティマハイ
ブリッド、アルファード
ハイブリッドに搭載”
※織機技報No.49

2way 6SEU16

片側斜板式

2000年 2002年

7SB16 6SE12 7SBU16

10P17VC 10PC20

TSB177SBU335SER096SEU14

片側圧縮斜板構造に
より低コスト化した、世
界初片側斜板式7気
筒連続可変容量コン
プレッサ7SB16を開発

“BENZ E-classなどに
搭載”
※織機技報No.33

世界初クラッチレス外
部可変容量コンプレッ
サ6SE12を開発

“BENZ A-classなど
に搭載”

軽量化と吸入脈動改良
をした7SBU16を開発

“ G M キャデ ラック
STS/DTS、メルセデス
ベンツSLK/ACTROS
などに搭載”

世界初両側斜板式10気筒連続可変
容量コンプレッサ10PC20を開発

“トヨタクラウンマジェスタに搭載”
※織機技報No.25

「吐出弁開放方式」により容量を50％と100％に切り替
る、世界初可変容量コンプレッサ10P17VCを開発

“トヨタクラウンロイヤルサルーンに搭載”
※織機技報No.9

オイルセパレータ、流量
センサ、可変吸入絞り弁、
CS弁内蔵Ps制御弁を織
り込むことで、効率向上、
トルク推定精度向上、
NV低減を実現した改良
型可変コンプレッサTS
コンプレッサを開発

“トヨタRAV4、WISHに
搭載”
※織機技報No.57

燃費やドライバビリティ、
静粛性を向上させた世
界初バス用大容量外部
可変容量コンプレッサ
7S33を開発

“日野自動車レインボー
に搭載”
※織機技報No.50

世界初ロータリーバル
ブ式高効率クラッチレ
ス外部可変容量コンプ
レッサ5SER09を開発

“トヨタシエンタに搭載”

6SEUの吸入閉止バル
ブの廃止による構造簡
素化とOFF運転時容
量“≒0 ”を 実 現した
6SEU14を開発

“トヨタカローラ、BMW
1/3/5シリーズなどに
搭載”

1985年 1988年1981年 1982年 1997年 2004年

機能部品の一体化による部
品点数削減を実現し、大容
量化を図りながらも小型軽
量を維持したSVE08を開発
”スズキスイフトに搭載”

SVE08軽自動車の車室内空間拡大による
冷房能力向上のニーズに対応させ
るためSV07を開発

“スズキアルトなどに搭載”

SV07アルミ合金製ロータとシリンダを採用した、超小型軽量、
軽自動車用ベーン式コンプレッサSV06を開発

“ダイハツミラ、スズキアルトに搭載”
※織機技報No.18

SV06

スクロールの特性を活かし
た静粛性・効率性を維持し
つつ、海外生産を視野に入
れ作りやすさを向上させた
SCSE06を開発
"GM Spark、ダイハツムーブ
に搭載"

1995年
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念校 1111

コンプレッサ 技 術 の 変 遷

1980 1990 2000 2010
斜板式

SCSE06

固
定
容
量
コ
ン
プ
レ
ッ
サ

可
変
容
量
コ
ン
プ
レ
ッ
サ

両頭ピストン式

スクロール式

ベーン式

6C17

ワッブル式6気
筒 連 続 可 変 容
量コンプレッサ
6C17を開発

“クライスラー車
に搭載” 

SC08 コンパクトカー向け
に従来より小型・軽量
で高効率化したオイ
ルセパレータ内蔵の
SCSA06を開発

“トヨタカローラなど
に搭載”

スクロール一体シェルと旋回リ
ング方式を採用した小型、高効
率スクロール式コンプレッサ
SC08を開発

“トヨタスターレットなどに搭載”

SCSA06 コンパクトカー向けに従来よりさらに、
小型・軽量化したSCA06を開発

“ダイハツミラ、ムーブなどに搭載”

SCA06

アルミ斜板、半球シュー、
リテーナー兼用ガスケッ
ト一体構造、PTFEコート
ピストンを採用し、小型
軽量、低騒音、部品点数
を削減した世界初10気
筒斜板式コンプレッサ
10P15を開発しシリー
ズ化

“10P17はトヨタクラウ
ン、AUDI100にも搭載”
※織機技報No.1、2、4

10P15

耐用年数の長いバスな
どの大型車両向けに、
潤滑オイルの流れによ
り信頼性を向上させ、さ
らにNVH*を低減した、
世界初バス用大容量
10気筒コンプレッサ
10P25を開発
＊NVH ： Noise 
Vibration Harshness
※織機技報No.8

10P25

10Pシリーズからさらに
新技術の導入、NVH*
を向上させた10PA17
を開発しシリーズ化

“10PA17は、トヨタマー
クⅡ、エスティマ、ホンダ
オデッセイにも搭載”
※織機技報No.13

10PA17 超小型軽量10気
筒斜板式コンプ
レッサ10S15を開
発しシリーズ化

“GM Tahoeなど
に搭載”

10S1510P25の後継機種とし
て、冷房能力向上と高
信頼性を実現させた
10P30（10気筒）を開発

“バス市場向け”
※織機技報No.17

10P30

1988年

ワッブル式

1988年

1983年 1991年

1998年

ロータリーバルブとオイルセパレータ
により大幅に効率をアップし、搭載性・
信頼性も向上した世界初ロータリーバ
ルブ式固定容量コンプレッサ10SR17
を開発しシリーズ化

“ホンダエリシオンに搭載”

10SR17

2017年

2014年

1995年 1997年 1998年 2001年 2003年 2004年 2008年 2011年 2018年

地球温暖化係数（GWP）
の低い自然冷媒（CO2）
を用いたコンプレッサ
※織機技報No.69

9SA31

独自のオイルセパ
レータ及び制御ガス
低減により大幅に効
率向上

6SES14

世界初のベルト駆動と
モータ駆動の二通りの
駆動ができる2way
6SEU16を開発

“トヨタエスティマハイ
ブリッド、アルファード
ハイブリッドに搭載”
※織機技報No.49

2way 6SEU16

片側斜板式

2000年 2002年

7SB16 6SE12 7SBU16

10P17VC 10PC20

TSB177SBU335SER096SEU14

片側圧縮斜板構造に
より低コスト化した、世
界初片側斜板式7気
筒連続可変容量コン
プレッサ7SB16を開発

“BENZ E-classなどに
搭載”
※織機技報No.33

世界初クラッチレス外
部可変容量コンプレッ
サ6SE12を開発

“BENZ A-classなど
に搭載”

軽量化と吸入脈動改良
をした7SBU16を開発

“ G M キャデ ラック
STS/DTS、メルセデス
ベンツSLK/ACTROS
などに搭載”

世界初両側斜板式10気筒連続可変
容量コンプレッサ10PC20を開発

“トヨタクラウンマジェスタに搭載”
※織機技報No.25

「吐出弁開放方式」により容量を50％と100％に切り替
る、世界初可変容量コンプレッサ10P17VCを開発

“トヨタクラウンロイヤルサルーンに搭載”
※織機技報No.9

オイルセパレータ、流量
センサ、可変吸入絞り弁、
CS弁内蔵Ps制御弁を織
り込むことで、効率向上、
トルク推定精度向上、
NV低減を実現した改良
型可変コンプレッサTS
コンプレッサを開発

“トヨタRAV4、WISHに
搭載”
※織機技報No.57

燃費やドライバビリティ、
静粛性を向上させた世
界初バス用大容量外部
可変容量コンプレッサ
7S33を開発

“日野自動車レインボー
に搭載”
※織機技報No.50

世界初ロータリーバル
ブ式高効率クラッチレ
ス外部可変容量コンプ
レッサ5SER09を開発

“トヨタシエンタに搭載”

6SEUの吸入閉止バル
ブの廃止による構造簡
素化とOFF運転時容
量“≒0 ”を 実 現した
6SEU14を開発

“トヨタカローラ、BMW
1/3/5シリーズなどに
搭載”

1985年 1988年1981年 1982年 1997年 2004年

機能部品の一体化による部
品点数削減を実現し、大容
量化を図りながらも小型軽
量を維持したSVE08を開発
”スズキスイフトに搭載”

SVE08軽自動車の車室内空間拡大による
冷房能力向上のニーズに対応させ
るためSV07を開発

“スズキアルトなどに搭載”

SV07アルミ合金製ロータとシリンダを採用した、超小型軽量、
軽自動車用ベーン式コンプレッサSV06を開発

“ダイハツミラ、スズキアルトに搭載”
※織機技報No.18

SV06

スクロールの特性を活かし
た静粛性・効率性を維持し
つつ、海外生産を視野に入
れ作りやすさを向上させた
SCSE06を開発
"GM Spark、ダイハツムーブ
に搭載"

1995年
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1990 2000 2010
コンプレッサ 技術 の 変遷

電動式

そ
の
他
製
品

電
動
コ
ン
プ
レ
ッ
サ

オイルの粘性発熱を利用した
車両用の補助ヒータ、ビスカ
ス（粘性）ヒータを、世界で初
めて実用化し、生産開始
”トヨタランドクルーザー100

（ディーゼルエンジン寒冷地
仕様）に搭載”
※織機技報No.38

ビスカスヒータ

独自の内部圧縮機構により、高効率を実現
し、車両の燃費、加速性、静粛性に貢献する
ヘリカル ル ーツ式 エアコンプレッサ
T280Aを開発。トヨタの世界初一般ユー
ザ向け燃料電池車MIRAIに搭載
※織機技報No.66

T280A

独自開発したポンプ内部の形状により、
-30℃で車両の氷点下起動を可能にする
ルーツ式水素循環ポンプT030Hを開発。
トヨタの世界初一般ユーザ向け燃料電池
車MIRAIに搭載
※織機技報No.66

T030H

ビスカスヒータ

燃料電池車用製品

世界初の乗用車（EV、HEV）
用の電動コンプレッサ
高効率で低騒音のスクロール
を採用

“少量生産でRAV4 EVに搭載”

ES25から大幅な小型・
軽量と低騒音・高効率
を実現した、世界初量
産型ハイブリッド自動
車向け電動スクロール
式コンプレッサES18を
開発

“トヨタ2代目プリウス
に搭載”
※織機技報No.48

高耐熱インバータをイ
ンライン配置することで
冷却を強化。加えて圧縮
機に新背圧機構を備え
大幅に効率を向上

“Ford Fusion, C-MAX, 
Focus EVに搭載” 
※織機技報No.64

インバータの小型化及
びコネクタ一体型樹脂
インバータカバーを採
用し、小型軽量化と生産
性を向上
"トヨタ4代目プリウスに
搭載"
※織機技報No.67

量産車世界初となるガス
インジェクション機能を
備え、ヒートポンプ暖房が
苦手とする寒冷時の暖
房能力を大幅に向上
”プリウスPHVに搭載”
※織機技報No.68

インバータとコンプレッ
サを一体化した電動ス
クロール式コンプレッ
サES27を開発

“レクサスRX450hに
搭載”

レクサスブランド最上級
グレードにふさわしい静
粛性と搭載性を確保し
たインバータ一体式電
動スクロール式コンプ
レッサES34を開発

“レクサスLSに搭載” 
※織機技報No.54

小型・軽量化と生産性を
向上させた小型ハイブ
リッド自動車向け電動ス
クロール式コンプレッサ
ES14を開発

“トヨタ3代目プリウスに
搭載” 
※織機技報No.59

ES25 ES18ESC56 ESA34 ESB20 ESBG27ES27 ES34 ES14
2002年 2003年 2005年 2007年 2009年 2012年 2015年 2016年1997年

1997年

2014年

IPUPT100L EC100L T1800

小型・低振動・低騒音・高
性能な半導体製造装
置用真空ポンプIPUP*1

T100Lを開発
※織機技報No.45

世界最小の低消費電力
ポンプEC100Lを開発

プロセスポンプ*2

T100P・T1000を開発
多段ルーツ構造による
低消費電力・小型化、信
頼性とメンテナンス性
を向上した大排気速度
真空ポンプT1800を
開発
※織機技報No.54

半導体製造装置用真空ポンプ

T100P・T1000
2001年 2002年 2004年 2007年

＊1　IPUP…Integrated Point of Use PUMP 半導体製造装置メーカApplied Materials社と共同開発した装置組込み型真空ポンプ
＊2　プロセスポンプ…半導体製造時に使用される材料ガスに対応したポンプ

世界初燃料電池車向けCO2冷媒
用電動スクロール式コンプレッサ

“トヨタ燃料電池車FCHVに搭載”
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念校 1111

1990 2000 2010
コンプレッサ 技術 の 変遷

電動式

そ
の
他
製
品

電
動
コ
ン
プ
レ
ッ
サ

オイルの粘性発熱を利用した
車両用の補助ヒータ、ビスカ
ス（粘性）ヒータを、世界で初
めて実用化し、生産開始
”トヨタランドクルーザー100

（ディーゼルエンジン寒冷地
仕様）に搭載”
※織機技報No.38

ビスカスヒータ

独自の内部圧縮機構により、高効率を実現
し、車両の燃費、加速性、静粛性に貢献する
ヘリカル ル ーツ式 エアコンプレッサ
T280Aを開発。トヨタの世界初一般ユー
ザ向け燃料電池車MIRAIに搭載
※織機技報No.66

T280A

独自開発したポンプ内部の形状により、
-30℃で車両の氷点下起動を可能にする
ルーツ式水素循環ポンプT030Hを開発。
トヨタの世界初一般ユーザ向け燃料電池
車MIRAIに搭載
※織機技報No.66

T030H

ビスカスヒータ

燃料電池車用製品

世界初の乗用車（EV、HEV）
用の電動コンプレッサ
高効率で低騒音のスクロール
を採用

“少量生産でRAV4 EVに搭載”

ES25から大幅な小型・
軽量と低騒音・高効率
を実現した、世界初量
産型ハイブリッド自動
車向け電動スクロール
式コンプレッサES18を
開発

“トヨタ2代目プリウス
に搭載”
※織機技報No.48

高耐熱インバータをイ
ンライン配置することで
冷却を強化。加えて圧縮
機に新背圧機構を備え
大幅に効率を向上

“Ford Fusion, C-MAX, 
Focus EVに搭載” 
※織機技報No.64

インバータの小型化及
びコネクタ一体型樹脂
インバータカバーを採
用し、小型軽量化と生産
性を向上
"トヨタ4代目プリウスに
搭載"
※織機技報No.67

量産車世界初となるガス
インジェクション機能を
備え、ヒートポンプ暖房が
苦手とする寒冷時の暖
房能力を大幅に向上
”プリウスPHVに搭載”
※織機技報No.68

インバータとコンプレッ
サを一体化した電動ス
クロール式コンプレッ
サES27を開発

“レクサスRX450hに
搭載”

レクサスブランド最上級
グレードにふさわしい静
粛性と搭載性を確保し
たインバータ一体式電
動スクロール式コンプ
レッサES34を開発

“レクサスLSに搭載” 
※織機技報No.54

小型・軽量化と生産性を
向上させた小型ハイブ
リッド自動車向け電動ス
クロール式コンプレッサ
ES14を開発

“トヨタ3代目プリウスに
搭載” 
※織機技報No.59

ES25 ES18ESC56 ESA34 ESB20 ESBG27ES27 ES34 ES14
2002年 2003年 2005年 2007年 2009年 2012年 2015年 2016年1997年

1997年

2014年

IPUPT100L EC100L T1800

小型・低振動・低騒音・高
性能な半導体製造装
置用真空ポンプIPUP*1

T100Lを開発
※織機技報No.45

世界最小の低消費電力
ポンプEC100Lを開発

プロセスポンプ*2

T100P・T1000を開発
多段ルーツ構造による
低消費電力・小型化、信
頼性とメンテナンス性
を向上した大排気速度
真空ポンプT1800を
開発
※織機技報No.54

半導体製造装置用真空ポンプ

T100P・T1000
2001年 2002年 2004年 2007年

＊1　IPUP…Integrated Point of Use PUMP 半導体製造装置メーカApplied Materials社と共同開発した装置組込み型真空ポンプ
＊2　プロセスポンプ…半導体製造時に使用される材料ガスに対応したポンプ

世界初燃料電池車向けCO2冷媒
用電動スクロール式コンプレッサ

“トヨタ燃料電池車FCHVに搭載”
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エレクトロニクス 技 術 の 変 遷

1980 20001990

トヨタL&Fカンパニー向け

社
内
事
業
部
向
け

一
般
向
け

xEV用充電システム

小型カプラ＊を用いた、低コスト・小型で
安全規格UL認証を取得し、電動ノイズ
規制にも対応できる低ノイズ化を実現
した、インダクティブ＊充電器を開発
※織機技報No.41

EV用インダクティブ
充電器

2000年

コンプレッサ事業部のロック
センサ、電磁弁の生産開始

1987年

コンプレッサと一
体化を可能とする
ため、専用の電源
ICと制御ICを同時
に開発。これにより
基板の小型化を可
能にした

電動コンプ用
電源IC/制御IC

2006年

コンプレッサ事業部10PC
型コンプレッサ向けに小型・
低コスト化したロックセン
サ、電磁弁を開発

60V/50A電流検出機
能付SITを開発。マルチ
ゲート・マルチソース方
式の採用とセンス抵抗
と温度補償抵抗の内蔵
化により、電流検出機能
において高精度、低損
失、小型化を達成
※織機技報No.25

60V/50A電流検出
機能付SIT

1992年

500V/200A定格の低
損失・高耐圧バイポー
ラモードSITを開発。サ
ステイン電圧向上と有
効チャンネル域拡大に
より、素子の低損失化
を実現
※織機技報No.27

500V/200A
バイポーラモードSIT

1993年

車載電子制御ユニット
の誘電負荷駆動用パ
ワートランジスタとして
ツェナダイオード内蔵
SITを開発。本開発品に
より誘電負荷駆動時に
発生する逆起電力サー
ジからSITを保護
※織機技報No.31

ツェナダイオード
内蔵SIT

1995年

電動式フォークリフトの
DCチョッパコントロー
ラ用の100V/300Aパ
ワーMOSモジュール
を開発。低オン抵抗と
低熱抵抗を実現して、
大電流で使いやすいモ
ジュールを開発
※織機技報No.38

100V/300A
パワーMOSモジュール

1999年

2003年

繊維機械事業部JAT600
向 け 主 制 御 装 置 、E D P

（Electronic Drum Puller）
装置、SCインバータの開発・
設計を担当

CPUの高性能化、いろいろな部品
の統合や削減により小型・低コスト
化を図ったDC-DCコンバータ一
体化、電動コンプレッサ（ES18）向
けACインバータを開発

“2代目プリウスに搭載”
※織機技報No.48

電動コンプレッサ（ES18）向け
ACインバータ

2007年

カセット構造とすることで生産性を向
上させ、電気素子選定の最適化を冷却
改良により従来機種に対してインバー
タを小型化した、インバータとコンプ
レッサを一体化した、電動コンプレッサ

（ES34）向けACインバータを開発
“レクサスLSハイブリッドに搭載”
※織機技報No.54

電動コンプレッサ（ES34）向け
ACインバータ

1992年1991年

電動式フォークリフト用
のカレントセンサ（電流
センサ）を生産。セラミッ
ク基板の製造技術とハ
イブリッドIC（HIC）の製
造に必要な厚膜焼成技
術をもとに製造技術を
確立

カレントセンサ

ロックセンサ電磁弁 ロックセンサ JAT600向け主制御装置

1987年

従来のSITやバイポー
ラトランジスタとは異
なる当社独自の構造を
持ち、電流増幅率を従
来の2倍に向上させ、高
電流増幅率、低飽和電
圧、高速スイッチング特
性の新しいSITを開発
※織機技報No.20

SIT（静電誘導型
トランジスタ）

1989年 1990年

多機能マイコンコントローラMCS-Ⅱと
EPSコントローラを開発。SITを走行・荷
役チョッパーのメインスイッチング素子
に採用することでシステムのコンパクト
化と高性能を高い次元で両立させた。
電動式フォークリフトNEW B300に搭載
※織機技報No.21、22

多機能マイコン
コントローラMCS-II

磁界検出部に零磁歪アモルファスワイ
ヤを磁心とするミニコイルを用い、集磁
コアを必要としない、300Aの直流、交流
電流を非接触で測定できる、新しいタイ
プの小型軽量カレントセンサを開発
※織機技報No.22

カレントセンサ

弾性体としてリーフスプリング、トルク
検出に電磁結合回路を採用したEPS

（Electric Power Steering）制御用ト
ルクセンサを開発。電動式フォークリ
フトNEW B300に搭載
※織機技報No.22

EPS制御用トルクセンサ

2003年 2004年

兼松セミコンダクター
株式会社（現 兼松株式
会社デバイスカンパ
ニー）との共同企画に
よってIC開発を開始し、
同期整流方式の電源周
辺用ICを開発

電源周辺用IC
1994年

MOSFETを内蔵し
た、ノートパソコンな
どの携帯機器に最
適なDC-DCコン
バータ制御用ICを
開発
※織機技報No.35

DC-DCコンバータ
制御用IC

小型モジュールタイプ
GIGA WAVE

DC-DCコンバータ制御用IC

SITを採用した電話交換機電源

1997年

多チャンネル設定を
可能にした「小型モ
ジュールタイプ」の
2.4GHz帯SS無線
モ デ ム「 G I G A  
WAVE」を開発
※織機技報No.40

μITRONやLinuxなど
多様なOSに対応した
コンパクトフラッシュ
カードTYPEⅠ無線LAN
モジュー ル「 G I G A 
WAVE」シリーズを
開発
※織機技報No.47

コンパクトフラッシュカード
TYPE GIGA WAVE

フルCMOS1チップAM
/FM（N951、N952）ラ
ジオチューナICを開発。
フルCMOSプロセスで
は、ノイズが多く、ラジ
オICを作ることは不可
能とされてきたが、当社
はその問題を克服
※織機技報No.49

CMOS（N951、N952）
ラジオチューナIC

2006年

携帯電話などのモバイル機器
への取り込みに適したFMラジ
オチューナICとして、CMOSプ
ロセス技術とRFアナログ回路
技術を融合し、小型化・低消費
電力を実現したCMOSラジオ
チューナIC「N953」を開発
※織機技報No.52

CMOSラジオチューナ
IC N953

2000年1996年

国内初の試みとして、同期整流方式を採
用し損失を削減。また軽負荷状態におけ
る効率の悪化を改善するため、スイッチン
グ頻度を極力少なくした制御方式を実現
した、ノートパソコンなどの携帯機器に最
適なDC-DCコンバータ制御用ICを開発
※織機技報No.32

SITを採用した電話交換機電源を開発。
当社の500V100ASITモジュール

（TSM504）は、500Vクラスで最も電力損
失が小さく変換効率が良いとの評価を受
けた。1996年度からNTTの新しいタイプ
の交換機電源にすべて当社のSITを採用

コンプレッサ事業部向け コンプレッサ事業部向け繊維機械事業部向け

＊電磁誘導を利用したコネクタ部非接触（結合部
分を"カプラ"と呼ぶ）方式を「インダクティブ充
電方式」と呼ぶ。逆にコネクタにより機械的に接
続する方式は、「コンダクティブ方式」と呼ぶ

IC/無線

1990年

IC研究で進めてきたオペアンプ（演算増
幅器）ICを応用し気圧センサを開発。この
気圧センサは、微小な気圧の変化を高精
度に検出することができるため、天候の正
確な予測や高度計に採用された

電動工具のトリガースイッチのスイッチ
ング素子として、モータロックしたときの
過電流に強い電動工具用のSITを開発

電動工具用SIT

気圧センサ

スタンド 車載器
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念校 1111

エレクトロニクス 技 術 の 変 遷

1980 20001990

トヨタL&Fカンパニー向け

社
内
事
業
部
向
け

一
般
向
け

xEV用充電システム

小型カプラ＊を用いた、低コスト・小型で
安全規格UL認証を取得し、電動ノイズ
規制にも対応できる低ノイズ化を実現
した、インダクティブ＊充電器を開発
※織機技報No.41

EV用インダクティブ
充電器

2000年

コンプレッサ事業部のロック
センサ、電磁弁の生産開始

1987年

コンプレッサと一
体化を可能とする
ため、専用の電源
ICと制御ICを同時
に開発。これにより
基板の小型化を可
能にした

電動コンプ用
電源IC/制御IC

2006年

コンプレッサ事業部10PC
型コンプレッサ向けに小型・
低コスト化したロックセン
サ、電磁弁を開発

60V/50A電流検出機
能付SITを開発。マルチ
ゲート・マルチソース方
式の採用とセンス抵抗
と温度補償抵抗の内蔵
化により、電流検出機能
において高精度、低損
失、小型化を達成
※織機技報No.25

60V/50A電流検出
機能付SIT

1992年

500V/200A定格の低
損失・高耐圧バイポー
ラモードSITを開発。サ
ステイン電圧向上と有
効チャンネル域拡大に
より、素子の低損失化
を実現
※織機技報No.27

500V/200A
バイポーラモードSIT

1993年

車載電子制御ユニット
の誘電負荷駆動用パ
ワートランジスタとして
ツェナダイオード内蔵
SITを開発。本開発品に
より誘電負荷駆動時に
発生する逆起電力サー
ジからSITを保護
※織機技報No.31

ツェナダイオード
内蔵SIT

1995年

電動式フォークリフトの
DCチョッパコントロー
ラ用の100V/300Aパ
ワーMOSモジュール
を開発。低オン抵抗と
低熱抵抗を実現して、
大電流で使いやすいモ
ジュールを開発
※織機技報No.38

100V/300A
パワーMOSモジュール

1999年

2003年

繊維機械事業部JAT600
向 け 主 制 御 装 置 、E D P

（Electronic Drum Puller）
装置、SCインバータの開発・
設計を担当

CPUの高性能化、いろいろな部品
の統合や削減により小型・低コスト
化を図ったDC-DCコンバータ一
体化、電動コンプレッサ（ES18）向
けACインバータを開発

“2代目プリウスに搭載”
※織機技報No.48

電動コンプレッサ（ES18）向け
ACインバータ

2007年

カセット構造とすることで生産性を向
上させ、電気素子選定の最適化を冷却
改良により従来機種に対してインバー
タを小型化した、インバータとコンプ
レッサを一体化した、電動コンプレッサ

（ES34）向けACインバータを開発
“レクサスLSハイブリッドに搭載”
※織機技報No.54

電動コンプレッサ（ES34）向け
ACインバータ

1992年1991年

電動式フォークリフト用
のカレントセンサ（電流
センサ）を生産。セラミッ
ク基板の製造技術とハ
イブリッドIC（HIC）の製
造に必要な厚膜焼成技
術をもとに製造技術を
確立

カレントセンサ

ロックセンサ電磁弁 ロックセンサ JAT600向け主制御装置

1987年

従来のSITやバイポー
ラトランジスタとは異
なる当社独自の構造を
持ち、電流増幅率を従
来の2倍に向上させ、高
電流増幅率、低飽和電
圧、高速スイッチング特
性の新しいSITを開発
※織機技報No.20

SIT（静電誘導型
トランジスタ）

1989年 1990年

多機能マイコンコントローラMCS-Ⅱと
EPSコントローラを開発。SITを走行・荷
役チョッパーのメインスイッチング素子
に採用することでシステムのコンパクト
化と高性能を高い次元で両立させた。
電動式フォークリフトNEW B300に搭載
※織機技報No.21、22

多機能マイコン
コントローラMCS-II

磁界検出部に零磁歪アモルファスワイ
ヤを磁心とするミニコイルを用い、集磁
コアを必要としない、300Aの直流、交流
電流を非接触で測定できる、新しいタイ
プの小型軽量カレントセンサを開発
※織機技報No.22

カレントセンサ

弾性体としてリーフスプリング、トルク
検出に電磁結合回路を採用したEPS

（Electric Power Steering）制御用ト
ルクセンサを開発。電動式フォークリ
フトNEW B300に搭載
※織機技報No.22

EPS制御用トルクセンサ

2003年 2004年

兼松セミコンダクター
株式会社（現 兼松株式
会社デバイスカンパ
ニー）との共同企画に
よってIC開発を開始し、
同期整流方式の電源周
辺用ICを開発

電源周辺用IC
1994年

MOSFETを内蔵し
た、ノートパソコンな
どの携帯機器に最
適なDC-DCコン
バータ制御用ICを
開発
※織機技報No.35

DC-DCコンバータ
制御用IC

小型モジュールタイプ
GIGA WAVE

DC-DCコンバータ制御用IC

SITを採用した電話交換機電源

1997年

多チャンネル設定を
可能にした「小型モ
ジュールタイプ」の
2.4GHz帯SS無線
モ デ ム「 G I G A  
WAVE」を開発
※織機技報No.40

μITRONやLinuxなど
多様なOSに対応した
コンパクトフラッシュ
カードTYPEⅠ無線LAN
モジュー ル「 G I G A 
WAVE」シリーズを
開発
※織機技報No.47

コンパクトフラッシュカード
TYPE GIGA WAVE

フルCMOS1チップAM
/FM（N951、N952）ラ
ジオチューナICを開発。
フルCMOSプロセスで
は、ノイズが多く、ラジ
オICを作ることは不可
能とされてきたが、当社
はその問題を克服
※織機技報No.49

CMOS（N951、N952）
ラジオチューナIC

2006年

携帯電話などのモバイル機器
への取り込みに適したFMラジ
オチューナICとして、CMOSプ
ロセス技術とRFアナログ回路
技術を融合し、小型化・低消費
電力を実現したCMOSラジオ
チューナIC「N953」を開発
※織機技報No.52

CMOSラジオチューナ
IC N953

2000年1996年

国内初の試みとして、同期整流方式を採
用し損失を削減。また軽負荷状態におけ
る効率の悪化を改善するため、スイッチン
グ頻度を極力少なくした制御方式を実現
した、ノートパソコンなどの携帯機器に最
適なDC-DCコンバータ制御用ICを開発
※織機技報No.32

SITを採用した電話交換機電源を開発。
当社の500V100ASITモジュール

（TSM504）は、500Vクラスで最も電力損
失が小さく変換効率が良いとの評価を受
けた。1996年度からNTTの新しいタイプ
の交換機電源にすべて当社のSITを採用

コンプレッサ事業部向け コンプレッサ事業部向け繊維機械事業部向け

＊電磁誘導を利用したコネクタ部非接触（結合部
分を"カプラ"と呼ぶ）方式を「インダクティブ充
電方式」と呼ぶ。逆にコネクタにより機械的に接
続する方式は、「コンダクティブ方式」と呼ぶ

IC/無線

1990年

IC研究で進めてきたオペアンプ（演算増
幅器）ICを応用し気圧センサを開発。この
気圧センサは、微小な気圧の変化を高精
度に検出することができるため、天候の正
確な予測や高度計に採用された

電動工具のトリガースイッチのスイッチ
ング素子として、モータロックしたときの
過電流に強い電動工具用のSITを開発

電動工具用SIT

気圧センサ

スタンド 車載器
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エレクトロニクス 技術 の 変遷

2010 1990 2000
コンプレッサ事業部向け

一
般
向
け

社
内
事
業
部
向
け

xEV用充電システム

トヨタL&Fカンパニー向け

自
動
車
向
け

半導体／モジュール

ACインバータ

DC-DCコンバータ

充電器

1993年

デバイスシミュレーションを
用いて寄生素子の能力低下
に最適な構造を検討した結
果、接合分離プロセスながら、
ダイオードを必要としないユ
ニポーラ型ステッピングモー
タドライバを開発
※織機技報No.28

ユニポーラ型
ステッピングモータドライバ

2000年

ACインバータの小型
化をねらい専用の制御
ICを開発

ACインバータ用
制御IC

1995年

赤外線を利用することで送受信回
路が単純になり、従来の電波式の
1/2以下のコストを達成した赤外線
式ワイヤレスドアロックシステムを
開発
※織機技報No.32

赤外線式ワイヤレス
ドアロックシステム

高規格救急車用
ACインバータ

ブロワモータ
コントローラSIT/IC

収納型100W
ACインバータ

1991年

センサゲージの駆動・信号
増幅を受け持ち、-40℃から
125℃までの温度範囲で高
い精度を保つ、電源ノイズ
キャンセラを内蔵させた燃
焼圧センサ用HICを開発。本
製品はトヨタ自動車（株）より

「トヨタ技術開発賞」を受賞
※織機技報No.24、26

従来、メカニカルで構成され
ていた部品をSITによって半
導体化し、省エネ化、小型化
に成功した、ブロワモータコ
ントローラ（エアコンディショ
ナ送風機のコントローラ）
SIT/ICを開発

車両の壁面などに収納でき、
低ノイズ、保護機能を充実さ
せた収納型100W ACイン
バータをディーラオプション
向けに開発
※織機技報No.34

車載型100W
ACインバータ

メーカオプション向け車載型
100W ACインバータを開
発。低損失・放熱設計を行い、
高信頼性を確保し、昇圧回路
のスイッチングスピード調整
により発生するノイズを抑制
し、発生したノイズはフィルタ
で低減させることでラジオノ
イズの大幅な低減を実現
※織機技報No.36

1997年

救急車内の医療機器
を作動させる電源とし
て、低歪率の正弦波出
力を得ることができ、
耐振動、耐衝撃にも高
い 信 頼 性 を 持 つ 、
300Wの高規格救急
車用ACインバータを
開発

1994年

メイントランスの小型化により、
コスト低減、体格削減、ダイオード
のモジュール化により損失、ノイ
ズを低減、シンプルなフィルタに
よるラジオノイズ低減を実現し
た、初代プリウスマイナーチェン
ジ用DC-DCコンバータを開発
※織機技報No.41

初代プリウスマイナーチェンジ向け
DC-DCコンバータ

2000年

スイッチング方式に共振型
という高周波に適した方式
を採用し、制御回路にマイコ
ンを採用して多機能化及び
制御性の向上を実現するこ
とで、従来方式に比べて体
積は半分、重量は3分の1以
下となる充電器を開発

“タウンエースEV用”
※織機技報No.29

別置き型充電器
タウンエースEV用

1993年

商用電源をそのままAD/DC
変換し、バッテリに充電する
1stage方式を採用すること
で低コストで小型・軽量化を
図った、車載充電器を開発

“RAV4EV用”
※織機技報No.36

車載充電器
RAV4EV用

1997年

ディスクリート品と同
等の性能を実現した
インバータ用モジュー
ル。ディスクリートに比
べて投影面積60％低
減し、小型化に貢献

電動コンプ用
電源IC/制御IC

2019年

主回路部の一体化、超
音波接合を採用、トレン
チMOSFETチップの開
発、デジタル電流制御
による制御回路の簡素
化 などを 図った A C
モータドライバを開発

“Traigo48に搭載”
※織機技報No.58

ACモータドライバ
2009年

自動車用インバータ技
術をベースにハイブ
リッド油圧ショベル用の
アシスト発電モータ用
P C U 及 び 旋 回 電 動
モータ用PCUを開発

（PCU：Power Control 
Unit)
※織機技報No.69

建機向けPCU
2017年

2009年

カセット構造、インバータとコンプレッサ
を一体化した、電動コンプレッサ（ES14）
向けACインバータES14を開発

“3代目プリウスに搭載”
※織機技報No.59

電動コンプレッサ（ES14）
向けACインバータ

2015年

4代目プリウス向けに信号
処理、マイコン監視、異常検
知、内部電源回路を1チップ
に集積。2個のICを1個に統
合し、インバータ基板の小
型化、低コストに貢献した

電動コンプ用統合IC

2010年

通信機能を標準搭載し
た新型PHV・EV用充電
スタンドを開発

新型PHV・EV用
充電スタンド

2016年

1ヶ所充電施設で高機能親機
と充電機能に特化した子機を
通信連携させることにより、
低価格で設置可能な製品を
開発
※織機技報No.68

親子連携充電システム
2012年

EV/PHVの充電電流を
制御する事でピーク電流
を平滑化し、電力の利用
効率を向上させた充電
システム
※織機技報No.63

スマート
充電システム

高い安全性能、耐環境性能を持つ、
PHV・EV用充電スタンドを開発
※織機技報No.59

2009年
PHV・EV用
充電スタンド

太陽光発電システムと蓄電
設備を備え、商用電力と連携
させたPHV・EV用ソーラー
充電ステーションを開発

PHV・EV用
ソーラー充電ステーション

パワーMOSFET
2001年

トヨタD4エンジンのイン
ジェクタドライバに搭載
されるパワーMOSFET
のチップを開発。ドレイン・
ゲート（DG）間にツェナー
ダイオードを内蔵化。イ
ンジェクタオフ時の高電
圧サージを定電圧クラン
プすることによって、パ
ワーMOSFETをサージ
破壊から保護
※織機技報No.42

初代1500W車載
ACインバータ

ユーザ使用時の感電
対策、ACインバータ本
体の保護、使用する家
電製品の保護など保護
機 能 を 充 実 さ せ た
1500W車載 ACイン
バータを開発
※織機技報No.44

2002年

燃焼圧センサ用HIC

400W車載
ACインバータ

車載で小型発電機の
代替製品として電動工
具などを野外で使う用
途で、400W車載 AC
インバータを開発

2003年
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エレクトロニクス 技術 の 変遷

2010 1990 2000
コンプレッサ事業部向け

一
般
向
け

社
内
事
業
部
向
け

xEV用充電システム

トヨタL&Fカンパニー向け

自
動
車
向
け

半導体／モジュール

ACインバータ

DC-DCコンバータ

充電器

1993年

デバイスシミュレーションを
用いて寄生素子の能力低下
に最適な構造を検討した結
果、接合分離プロセスながら、
ダイオードを必要としないユ
ニポーラ型ステッピングモー
タドライバを開発
※織機技報No.28

ユニポーラ型
ステッピングモータドライバ

2000年

ACインバータの小型
化をねらい専用の制御
ICを開発

ACインバータ用
制御IC

1995年

赤外線を利用することで送受信回
路が単純になり、従来の電波式の
1/2以下のコストを達成した赤外線
式ワイヤレスドアロックシステムを
開発
※織機技報No.32

赤外線式ワイヤレス
ドアロックシステム

高規格救急車用
ACインバータ

ブロワモータ
コントローラSIT/IC

収納型100W
ACインバータ

1991年

センサゲージの駆動・信号
増幅を受け持ち、-40℃から
125℃までの温度範囲で高
い精度を保つ、電源ノイズ
キャンセラを内蔵させた燃
焼圧センサ用HICを開発。本
製品はトヨタ自動車（株）より

「トヨタ技術開発賞」を受賞
※織機技報No.24、26

従来、メカニカルで構成され
ていた部品をSITによって半
導体化し、省エネ化、小型化
に成功した、ブロワモータコ
ントローラ（エアコンディショ
ナ送風機のコントローラ）
SIT/ICを開発

車両の壁面などに収納でき、
低ノイズ、保護機能を充実さ
せた収納型100W ACイン
バータをディーラオプション
向けに開発
※織機技報No.34

車載型100W
ACインバータ

メーカオプション向け車載型
100W ACインバータを開
発。低損失・放熱設計を行い、
高信頼性を確保し、昇圧回路
のスイッチングスピード調整
により発生するノイズを抑制
し、発生したノイズはフィルタ
で低減させることでラジオノ
イズの大幅な低減を実現
※織機技報No.36

1997年

救急車内の医療機器
を作動させる電源とし
て、低歪率の正弦波出
力を得ることができ、
耐振動、耐衝撃にも高
い 信 頼 性 を 持 つ 、
300Wの高規格救急
車用ACインバータを
開発

1994年

メイントランスの小型化により、
コスト低減、体格削減、ダイオード
のモジュール化により損失、ノイ
ズを低減、シンプルなフィルタに
よるラジオノイズ低減を実現し
た、初代プリウスマイナーチェン
ジ用DC-DCコンバータを開発
※織機技報No.41

初代プリウスマイナーチェンジ向け
DC-DCコンバータ

2000年

スイッチング方式に共振型
という高周波に適した方式
を採用し、制御回路にマイコ
ンを採用して多機能化及び
制御性の向上を実現するこ
とで、従来方式に比べて体
積は半分、重量は3分の1以
下となる充電器を開発

“タウンエースEV用”
※織機技報No.29

別置き型充電器
タウンエースEV用

1993年

商用電源をそのままAD/DC
変換し、バッテリに充電する
1stage方式を採用すること
で低コストで小型・軽量化を
図った、車載充電器を開発

“RAV4EV用”
※織機技報No.36

車載充電器
RAV4EV用

1997年

ディスクリート品と同
等の性能を実現した
インバータ用モジュー
ル。ディスクリートに比
べて投影面積60％低
減し、小型化に貢献

電動コンプ用
電源IC/制御IC

2019年

主回路部の一体化、超
音波接合を採用、トレン
チMOSFETチップの開
発、デジタル電流制御
による制御回路の簡素
化 などを 図った A C
モータドライバを開発

“Traigo48に搭載”
※織機技報No.58

ACモータドライバ
2009年

自動車用インバータ技
術をベースにハイブ
リッド油圧ショベル用の
アシスト発電モータ用
P C U 及 び 旋 回 電 動
モータ用PCUを開発

（PCU：Power Control 
Unit)
※織機技報No.69

建機向けPCU
2017年

2009年

カセット構造、インバータとコンプレッサ
を一体化した、電動コンプレッサ（ES14）
向けACインバータES14を開発

“3代目プリウスに搭載”
※織機技報No.59

電動コンプレッサ（ES14）
向けACインバータ

2015年

4代目プリウス向けに信号
処理、マイコン監視、異常検
知、内部電源回路を1チップ
に集積。2個のICを1個に統
合し、インバータ基板の小
型化、低コストに貢献した

電動コンプ用統合IC

2010年

通信機能を標準搭載し
た新型PHV・EV用充電
スタンドを開発

新型PHV・EV用
充電スタンド

2016年

1ヶ所充電施設で高機能親機
と充電機能に特化した子機を
通信連携させることにより、
低価格で設置可能な製品を
開発
※織機技報No.68

親子連携充電システム
2012年

EV/PHVの充電電流を
制御する事でピーク電流
を平滑化し、電力の利用
効率を向上させた充電
システム
※織機技報No.63

スマート
充電システム

高い安全性能、耐環境性能を持つ、
PHV・EV用充電スタンドを開発
※織機技報No.59

2009年
PHV・EV用
充電スタンド

太陽光発電システムと蓄電
設備を備え、商用電力と連携
させたPHV・EV用ソーラー
充電ステーションを開発

PHV・EV用
ソーラー充電ステーション

パワーMOSFET
2001年

トヨタD4エンジンのイン
ジェクタドライバに搭載
されるパワーMOSFET
のチップを開発。ドレイン・
ゲート（DG）間にツェナー
ダイオードを内蔵化。イ
ンジェクタオフ時の高電
圧サージを定電圧クラン
プすることによって、パ
ワーMOSFETをサージ
破壊から保護
※織機技報No.42

初代1500W車載
ACインバータ

ユーザ使用時の感電
対策、ACインバータ本
体の保護、使用する家
電製品の保護など保護
機 能 を 充 実 さ せ た
1500W車載 ACイン
バータを開発
※織機技報No.44

2002年

燃焼圧センサ用HIC

400W車載
ACインバータ

車載で小型発電機の
代替製品として電動工
具などを野外で使う用
途で、400W車載 AC
インバータを開発

2003年
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2010
エレクトロニクス 技 術 の 変 遷

自
動
車
向
け

半導体／モジュール

ACインバータ

DC-DCコンバータ

充電器

その他

2007年

150W車載ACインバータ

海外自動車メーカの要望に
より、150W車載 ACイン
バータを開発

2004年

回路・素子・放熱構造
などを見直し、体格・重
量・コストを大幅に低
減したハイブリッド自
動車用1500W車載 
ACインバータを開発
※織機技報No.54

2006年

4代目プリウス向け
1.5kW ACインバータ

非常用電源としての役
割が注目される中、従来
モデルの構造を一から
見直すことで、更なる小
型・低コストな1500W 
ACインバータを開発
※織機技報No.67

2016年

充電制御付ISS用
DC-DCコンバータ

オルタネータ制御、
鉛バッテリの状態推
定機能を追加した
アイドリングストッ
プ車向けDC-DC
コンバータを開発

220V車載ACインバータ

欧州向け、220V車載 AC
インバータを開発

2008年

アイドリングストップ
機能搭載車用に安定
した電圧供給が可能
なDC-DCコンバータ
を開発
※織機技報No.65

2014年

2代目プリウス向けDC-DC
コンバータを開発。動作周波
数アップによる大物部品（ト
ランス・平滑コイル）の小型
化、回路簡素化による部品点
数の削減と回路基板の一枚
化などを実現
※織機技報No.48

2代目プリウス向け
DC-DCコンバータ

2代目1500W車載
ACインバータ

3代目プリウス向け
DC-DCコンバータ

2004年

PHV向け高圧バッ
テリー容量にあわ
せた最適設計を行
い、小型・高効率な
車載充電器を開発

PHV用車載充電器
2010年

従来モデルに対し、回路
集約と基板構成の簡素化
することで組付け性向上
を図った充電器を開発
※織機技報No.63

PHV用車載充電器

PHV用車載充電器

2012年

充電制御ECU、12V補器電源
用DC-DCコンバータを搭載し
て高機能化。従来モデルに対
し、小型高効率な充電器を開発
※織機技報No.68

車載充電器、DC-DCコン
バータ、高圧Junction 
Boxを一体化したシステ
ム製品を開発
※織機技報No.69

リーフ向けPDM

2017年
PHV用車載充電器
リーフ向けPDM

一括アルミろう付した
新構造により、熱性能向
上、部品・工程を削減した
直冷式冷却器。PCUの
小型化、低コストに貢献
※織機技報No.59、63

プリウス向け冷却器
2009年

FCV（燃料電池EV車
両）の水素及び冷却
水を循環するポンプ
モータを駆動するイ
ンバータ。2つのユ
ニットを組み合わせ機
能統合し搭載性向上
※織機技報No.66

FCV向け水素循環ポンプ＆
ウォータポンプ用インバータ

2015年

四輪駆動の後輪を動
かすリアモータに電
力を 供 給 するイン
バータ。ファンによる
強制空冷方式の採用
と、小型化により車両
搭載の自由度を向上
※織機技報No.67

空冷式リアインバータ
2016年

燃料電池から高圧
バッテリ及び走行イ
ンバータへ電力を
供給する昇圧コン
バータ。ろう付け冷
却器技術を内製パ
ワーモジュールに適
用し、熱性能を向上

FC車向け
昇降圧コンバータ

ブーストハーフブリッジ方
式を採用し素子数低減と
出力を向上し、トランス・コ
イル一体型トランスなどを
行 い 小 型 化 を 図った
DC-DCコンバータと超薄
肉一般肉厚2.2mmを達
成し軽量化に貢献したイン
バータコンバータケース
を開発
※織機技報No.59

2009年

徹底した作りやすさ
を追求したSE活動
により小型車用の
小 型・低 コストな
DC-DCコンバータ
を開発
※織機技報No.63

2011年

高放熱厚銅基板を新規開発
し、熱密度が向上。小型で高耐
振性のDC-DCコンバータを
開発
※織機技報No.67

4代目プリウス向け
DC-DCコンバータ

2016年

ISS用DC-DC
コンバータ

アクア向け
DC-DCコンバータ

2014年

4代目プリウスで開発し
た高放熱厚銅基板を採
用し、PHV車特有の高
バッテリ電圧に対応した
DCCコンバータを開発

2代目プリウスPHV向け
DC-DCコンバータ

2017年

高周波化及び同期
整流制御による小型・
高効率で低コストな
トラック用24→12V
DC-DCコンバータ
を開発

日野向け24→12V
DC-DCコンバータ

2019年

4代目プリウスとの
グルーピング開発
で部品共用化率を
高めつつ、20%出力
を向上したDC-DC
コンバータを開発

レクサスUX向け
DC-DCコンバータ

2018年

ハリアーHV/クルーガー
HV向けEPSコンバータ
を開発。基本回路は実績
のあるプリウス12VDC-
DCを踏襲し、ステアリン
グを操作したときにのみ
電力が発生するため短
時間負荷に耐えられる
熱設計などを図った
※織機技報No.52

ハリアーHV/クルーガーHV向け
EPSコンバータ

トラック（24Vバッテリ搭
載）で一般車載電子機器

（12V駆動）を容易に使用
する用途のトラック用
24V-12V DC-DCコン
バータを開発

トラック用24V-12V
DC-DCコンバータ

2006年

2ステージ方式を採用する
ことで、低損失・高効率化を
実現し、ファンによる空冷を
可能としたカムリHV向け空
冷DC-DCコンバータを開発

カムリHV向け空冷DC-DCコンバータ

レクサスLSハイブリッド向けEPSコンバータ
車両の大型化に伴う高出
力化、バックアップ電源の追
加、電動アクティブスタビラ
イザーサスペンションへの
電力供給をできるようにし
た、レクサスLSハイブリッド
向けEPSコンバータを開発
※織機技報No.54

2007年

2ステージ方式DC-DCコンバータ制
御用として、部品点数削減による基板
小型化と低コスト化した専用ICを開発
※織機技報No.53

2ステージ方式DC-DCコンバータ用IC
2011年

2代目プリウス向けに開
発した制御ICに機能を追
加し、更なる小型化、低コ
ストを実現。コンバータの
競争力向上に貢献した

ACF方式コンバータ制御IC
2015年

4代目プリウス向けにコンバータ制
御部のCPU周辺部品をICに集積
し、部品コスト低減に貢献。高耐圧の
新規プロセスを採用し、従来よりも、
より多くの機能集積を可能にした

4代目プリウス向けコンバータ用IC
2016年

2代目プリウスPHV車載充電
器向けに内部電源回路、ハー
フブリッジ制御回路、マイコン
監視、異常検知回路を1チップ
に集積し部品点数削減に貢献

HB方式コンバータ用IC
2009年

民生機器で蓄積したRF技
術を利用して、CMOSプロ
セスで車載向け製品として
VICS用車載チューナICを
開発
※織機技報No.57

VICS用
車載チューナIC

BHB方式DC-DCコンバー
タの制御用として開発。3代
目プリウスDC-DCコンバー
タに採用

BHB方式
DC-DCコンバータ用IC

北米・欧州の海外向け
仕様をラインナップに
加え、CAN通信を搭
載した400W出力の
ACインバータを開発

400W ACインバータ
グローバルA

2017年

フルブリッジ方式DC-DCコンバー
タ制御用として、内部電源回路、フ
ルブリッジ制御回路、ファン制御回
路、異常検知回路を1チップに集積

FB方式コンバータ用IC

充電器内の主要回路に使用され
る複数のパワー半導体をモジュー
ル化。高放熱基板採用で熱性能向
上による小型化を実現。

プリウス（PHV）向け充電器モジュール
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念校 1111

2010
エレクトロニクス 技 術 の 変 遷

自
動
車
向
け

半導体／モジュール

ACインバータ

DC-DCコンバータ

充電器

その他

2007年

150W車載ACインバータ

海外自動車メーカの要望に
より、150W車載 ACイン
バータを開発

2004年

回路・素子・放熱構造
などを見直し、体格・重
量・コストを大幅に低
減したハイブリッド自
動車用1500W車載 
ACインバータを開発
※織機技報No.54

2006年

4代目プリウス向け
1.5kW ACインバータ

非常用電源としての役
割が注目される中、従来
モデルの構造を一から
見直すことで、更なる小
型・低コストな1500W 
ACインバータを開発
※織機技報No.67

2016年

充電制御付ISS用
DC-DCコンバータ

オルタネータ制御、
鉛バッテリの状態推
定機能を追加した
アイドリングストッ
プ車向けDC-DC
コンバータを開発

220V車載ACインバータ

欧州向け、220V車載 AC
インバータを開発

2008年

アイドリングストップ
機能搭載車用に安定
した電圧供給が可能
なDC-DCコンバータ
を開発
※織機技報No.65

2014年

2代目プリウス向けDC-DC
コンバータを開発。動作周波
数アップによる大物部品（ト
ランス・平滑コイル）の小型
化、回路簡素化による部品点
数の削減と回路基板の一枚
化などを実現
※織機技報No.48

2代目プリウス向け
DC-DCコンバータ

2代目1500W車載
ACインバータ

3代目プリウス向け
DC-DCコンバータ

2004年

PHV向け高圧バッ
テリー容量にあわ
せた最適設計を行
い、小型・高効率な
車載充電器を開発

PHV用車載充電器
2010年

従来モデルに対し、回路
集約と基板構成の簡素化
することで組付け性向上
を図った充電器を開発
※織機技報No.63

PHV用車載充電器

PHV用車載充電器

2012年

充電制御ECU、12V補器電源
用DC-DCコンバータを搭載し
て高機能化。従来モデルに対
し、小型高効率な充電器を開発
※織機技報No.68

車載充電器、DC-DCコン
バータ、高圧Junction 
Boxを一体化したシステ
ム製品を開発
※織機技報No.69

リーフ向けPDM

2017年
PHV用車載充電器
リーフ向けPDM

一括アルミろう付した
新構造により、熱性能向
上、部品・工程を削減した
直冷式冷却器。PCUの
小型化、低コストに貢献
※織機技報No.59、63

プリウス向け冷却器
2009年

FCV（燃料電池EV車
両）の水素及び冷却
水を循環するポンプ
モータを駆動するイ
ンバータ。2つのユ
ニットを組み合わせ機
能統合し搭載性向上
※織機技報No.66

FCV向け水素循環ポンプ＆
ウォータポンプ用インバータ

2015年

四輪駆動の後輪を動
かすリアモータに電
力を 供 給 するイン
バータ。ファンによる
強制空冷方式の採用
と、小型化により車両
搭載の自由度を向上
※織機技報No.67

空冷式リアインバータ
2016年

燃料電池から高圧
バッテリ及び走行イ
ンバータへ電力を
供給する昇圧コン
バータ。ろう付け冷
却器技術を内製パ
ワーモジュールに適
用し、熱性能を向上

FC車向け
昇降圧コンバータ

ブーストハーフブリッジ方
式を採用し素子数低減と
出力を向上し、トランス・コ
イル一体型トランスなどを
行 い 小 型 化 を 図った
DC-DCコンバータと超薄
肉一般肉厚2.2mmを達
成し軽量化に貢献したイン
バータコンバータケース
を開発
※織機技報No.59

2009年

徹底した作りやすさ
を追求したSE活動
により小型車用の
小 型・低 コストな
DC-DCコンバータ
を開発
※織機技報No.63

2011年

高放熱厚銅基板を新規開発
し、熱密度が向上。小型で高耐
振性のDC-DCコンバータを
開発
※織機技報No.67

4代目プリウス向け
DC-DCコンバータ

2016年

ISS用DC-DC
コンバータ

アクア向け
DC-DCコンバータ

2014年

4代目プリウスで開発し
た高放熱厚銅基板を採
用し、PHV車特有の高
バッテリ電圧に対応した
DCCコンバータを開発

2代目プリウスPHV向け
DC-DCコンバータ

2017年

高周波化及び同期
整流制御による小型・
高効率で低コストな
トラック用24→12V
DC-DCコンバータ
を開発

日野向け24→12V
DC-DCコンバータ

2019年

4代目プリウスとの
グルーピング開発
で部品共用化率を
高めつつ、20%出力
を向上したDC-DC
コンバータを開発

レクサスUX向け
DC-DCコンバータ

2018年

ハリアーHV/クルーガー
HV向けEPSコンバータ
を開発。基本回路は実績
のあるプリウス12VDC-
DCを踏襲し、ステアリン
グを操作したときにのみ
電力が発生するため短
時間負荷に耐えられる
熱設計などを図った
※織機技報No.52

ハリアーHV/クルーガーHV向け
EPSコンバータ

トラック（24Vバッテリ搭
載）で一般車載電子機器

（12V駆動）を容易に使用
する用途のトラック用
24V-12V DC-DCコン
バータを開発

トラック用24V-12V
DC-DCコンバータ

2006年

2ステージ方式を採用する
ことで、低損失・高効率化を
実現し、ファンによる空冷を
可能としたカムリHV向け空
冷DC-DCコンバータを開発

カムリHV向け空冷DC-DCコンバータ

レクサスLSハイブリッド向けEPSコンバータ
車両の大型化に伴う高出
力化、バックアップ電源の追
加、電動アクティブスタビラ
イザーサスペンションへの
電力供給をできるようにし
た、レクサスLSハイブリッド
向けEPSコンバータを開発
※織機技報No.54

2007年

2ステージ方式DC-DCコンバータ制
御用として、部品点数削減による基板
小型化と低コスト化した専用ICを開発
※織機技報No.53

2ステージ方式DC-DCコンバータ用IC
2011年

2代目プリウス向けに開
発した制御ICに機能を追
加し、更なる小型化、低コ
ストを実現。コンバータの
競争力向上に貢献した

ACF方式コンバータ制御IC
2015年

4代目プリウス向けにコンバータ制
御部のCPU周辺部品をICに集積
し、部品コスト低減に貢献。高耐圧の
新規プロセスを採用し、従来よりも、
より多くの機能集積を可能にした

4代目プリウス向けコンバータ用IC
2016年

2代目プリウスPHV車載充電
器向けに内部電源回路、ハー
フブリッジ制御回路、マイコン
監視、異常検知回路を1チップ
に集積し部品点数削減に貢献

HB方式コンバータ用IC
2009年

民生機器で蓄積したRF技
術を利用して、CMOSプロ
セスで車載向け製品として
VICS用車載チューナICを
開発
※織機技報No.57

VICS用
車載チューナIC

BHB方式DC-DCコンバー
タの制御用として開発。3代
目プリウスDC-DCコンバー
タに採用

BHB方式
DC-DCコンバータ用IC

北米・欧州の海外向け
仕様をラインナップに
加え、CAN通信を搭
載した400W出力の
ACインバータを開発

400W ACインバータ
グローバルA

2017年

フルブリッジ方式DC-DCコンバー
タ制御用として、内部電源回路、フ
ルブリッジ制御回路、ファン制御回
路、異常検知回路を1チップに集積

FB方式コンバータ用IC

充電器内の主要回路に使用され
る複数のパワー半導体をモジュー
ル化。高放熱基板採用で熱性能向
上による小型化を実現。

プリウス（PHV）向け充電器モジュール
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