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巻頭言

技術への思い
取締役副社長

佐々木 一衛
Executive Vice President
Member of the Board
Kazue Sasaki

1　はじめに
　豊田自動織機技報は、１９８０年の創刊から今回で
７０号を迎えた。記念号の発刊にあたり、これまでを振
り返るとともに、これからの時代へ向けて、技術者の
皆さんに期待することを述べたい。

2　これまでの時代
　創刊から現在までの４０年間を振り返ると、バブル
経済とその崩壊やリーマンショック、あるいは電機
業界を中心とした破壊的イノベーションの登場など、
大きく変化する市場環境の中で、当社は、グローバル
化の積極的な推進などにより、売上、従業員数とも約
１０倍前後に拡大させてきた。量の拡大もさることなが
ら、技術によって質的にも大きく変化してきている。
　その技術を振り返ると、繊維機械分野では、高速
化、環境対応製品の開発を進め、自動車関連分野で
は、可変容量コンプレッサを世界で初めて製品化し、
また、ハイブリッドシステム向け電子部品やクリーン
ディーゼルエンジンを開発・製品化するなど、コン
ポーネントの開発でクルマの低燃費化や小型・軽量
化、あるいは電動化に貢献してきた。また産業車両関
連分野ではフォークリフトの安全性向上・高機能化や
燃料電池フォークリフトの開発など、環境対応と物流
分野の生産性向上を図るとともに、人手不足などに

対応した自動倉庫や搬送システムなどの開発に取り
組み、製品・事業領域を拡大させてきた。
　このように、当社は常に市場ニーズに沿った新し
い技術を取り入れながら、製品価値の向上に努めて
きた。

3　これからの時代
　地球規模の課題に目を向けると、温暖化や人口増加
による水・食料の不足、エネルギー・資源の欠乏など、
技術で解決すべき問題が山積している。企業において
も、ＳＤＧｓへ向けた取り組みなどの重要性が高まって
いる。
　技術分野では、デジタルトランスフォーメーション
の発展、５Ｇなど情報通信技術の進展、ロボティクス
や自動運転技術が著しく進歩するほか、将来はシン
ギュラリティの到来が予測されるなど技術進化のス
ピードはますます加速している。
　また、産業界ではＩＴ企業あるいは新たなベン
チャー企業などが様々な業界で新たなゲームチェン
ジャーとして企業間の競争や協調を進めているほか、
事業の選択と集中や拡大のためのM&Aが盛んに行
われている。
　このような変化の激しい環境の中にこそ、我々の
チャンスがあると考える。

4　技術者のみなさんへ
　今年度、当社グループが2030年にめざす姿を表
した「2030年ビジョン」を策定した（図１参照）。
　この中で、創業の精神である「豊田綱領」のもと、
創立以来の事業「繊維機械」を原点として「自動車」

「産業車両・物流」を両輪に事業展開し、社会と調和
しながら持続的に成長するという方向性を示して
いる。

　当社はこれまでお客様第一主義（Customer Satisfaction 
ＣＳ）で愚直に技術を改良し続け、新しい製品、機能を提供
してきた。これからもこの考え方を継続していく一方、
新たなＣＳ（Change-mindsetとSpeed）が求められる。
すなわち世の中の変化、業界の変化をしっかりとらえ、
これまでの取り組み方にこだわらない意識改革の下
で、スピード感をもって取り組んで行かなければなら
ない。

　そのためには、我々の強みに更なる磨きをかける
ことはもちろんのこと、豊田自動織機グループの
パートナーも含めて全社の技術力を結集しシナジー
を創出することや、異業種を含む他企業、研究機関・
大学などとグローバルに連携し新しいビジネス・価値
を創造するなど、新たな発想で技術を進化させなけ
ればならない。
　技術者の皆さんには、世の中の動向、技術進化を
現地・現物で自身の目で見て、お客様の声を肌で感じ
ることを大切にし、どのような製品、ソリューションが
必要なのかしっかりと見定めたうえで、世界一流の
技術をベンチマークし開発を進めてほしい。また、この
ような技術革新のためには、多様な人材の育成と相互
連携が必須となる。自分たちと他者の個性を相互に理
解し、それぞれが得意な分野で能力を発揮できるよう
に職場力を高める取り組みにも力を入れて欲しい。
　当社は２０２６年には創業１００周年を迎えるが、そ
の先の１００年に向けて持続して成長していくため
には、時代に先んじた技術開発が必須である。
新たな価値をお客様、社会へ提供できるよう知的機
動力を発揮し、高い目標に向けてチャレンジし続け、
未来を切り拓いて頂きたい。

図１：2030年ビジョン
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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
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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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念校 1111

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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ディーゼルエンジン

TMIP

産
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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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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

豊田自動織機技報   No.70 豊田自動織機技報   No.70 17

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
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用電動スクロール式コンプレッサ
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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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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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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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5Gのユースケースとドコモとパートナーによる
協創の取り組み

物流ソリューションを体感できる
コンサルティング型ショールーム

「トヨタＬ＆Ｆカスタマーズセンター大阪」

Enhanced Mobile Broadband

Massive Machine Type 
Communications

Ultra-reliable and Low Latency 
Communications

3D video, UHD screens

Smart City

Industry automation

Gigabytes in a second

Self Driving Car

Augmented reality
Smart Home/Building

Work and play in the cloud

Voice Mission critical  application,
e.g. e-health

Future IMT

の普及や、AR/VR/MRの各種産業への普及も進むと
考えられ、高速大容量通信の必要性は非常に高い。特
に2020年に東京オリンピック・パラリンピックの開催
を予定している日本としては、高精細映像配信サービ
スの期待が高く、本ユースケースカテゴリは最優先の
課題となっている。

（2） Massive Machine Type Communications
　（mMTC）
　超多数端末接続に関するサービスであり、現在の
IoTサービスの発展型と考えられる。比較的少量の
データを超多数の端末が送受信することを想定して
おり、端末は数十年のバッテリー寿命を実現できるよ
うに消費電力を極めて少なくでき、かつ広い範囲をカ
バーできるように無線環境が劣悪な環境でも通信可
能とすることが要求される。しかし本要求に対して、
4GにおいてもNarrow Band IoT(NB-IoT)と呼ばれ
る先進的なIoT向けの機能仕様が既に標準化団体
3GPPで開発されていることもあり、5Gの初期標準仕
様にmMTC機能は含まれておらず、次期フェーズ以
降での仕様開発を予定している。

（3） Ultra-Reliable and Low-Latency 
　　Communications（URLLC）
　超高信頼、超低遅延を必要とする、非常にcriticalな
ユースケースである。機器の遠隔操作、クルマの自動
運転や遠隔手術等、低遅延および無線伝送時の誤り
率が極めて低いことが要求されるユースケースが該
当する。これらユースケースは5Gで新たに要求され
たものであり、新たなサービス開発が期待される分野
である。

5G要求条件と主な技術
　3GPPやITU-R等の標準化機関にて、5Gの仕様
開発当初にユースケース・カテゴリ毎に要求条件が
決められた。その主なものを以下に示す。
・ eMBBの最大伝送速度 ： 下り20Gbps、上り10Gbps
・ mMTCの収容デバイス数 ： 1平方kmあたり100万デバイス
・ URLLCの伝送遅延 ： 上り・下りともに片道0.5ミリ秒
・ URLLCの信頼度 ： 32バイトのデータを1ミリ秒以内
  に99.999%の成功率で伝送
これら要求条件を満たすための多様な技術が検討さ
れ、標準仕様が開発された。詳細は省くが主なものを
述べる。特にeMBBに関わる高速大容量化を図るため

もちろん、今まで移動通信が用いられなかった新たな
分野まで5Gの活用が期待されている。
　5Gの検討の初期段階において、ドコモをはじめ多く
の主要移動通信関連企業、5G研究団体、標準化団体
で5Gのユースケースが検討された。非常に多くの
ユースケースが提案されたが、その後の標準化作業
を円滑に進めるため、国際標準化機関ITU-Rにおいて

（図表１）に示す3種類のユースケース・カテゴリーに分
類された。

（1） Enhanced Mobile Broadband（eMBB）
　高速大容量通信を必要とする移動通信サービスで
ある。2020年代には4Kさらには8Kの映像コンテンツ

により多くの周波数が必要となるが、現在使われてい
る周波数帯にはもはや空きはなく、従来の移動通信シ
ステムでは使われていなかった高い周波数帯（最大
100GHz）で、非常に広い周波数帯域幅（数百MHz～
数GHz幅）の活用を考慮している。それにあわせた無
線伝送方式の最適化や、電波をビーム状に整形して送
受信することでセル半径の拡大や大容量化を図るこ
とができるMassive MIMO/Beamforming等の技
術が採用されている。（図表2）

5G商用化に向けた取り組み 
　世界では既に5Gの商用サービスが始まっている。
2018年に米国でFWA（Fixed Wireless Access）
と呼ばれる固定での利用が始まり、2019年4月には
韓国と米国でスマートフォン向けの商用サービスが開
始された。
　ドコモは2019年9月20日より、5Gプレサービスを
開始した。都市部、各地域における主要駅や主要空港、
スタジアムの他、パートナーとの協業を念頭においた
施設等において、順次5Gエリアを構築し、パートナー
企業とフィールド検証を開始している。また、2020年
春には5G商用サービスの開始を計画しており、5Gを
活用した新しいサービスやソリューションの創出に向
けた取組みを行っている。（図表3）

はじめに
　移動通信システムのさらなる高度化として、第５世
代移動通信システム(5G)の開発が世界的に進められ
ている。移動通信の標準仕様を開発している3GPPで
は、5G基本機能の標準仕様開発が2017年末に完了
している。既に多くの業界から5Gに対する大きなご期
待をいただいている一方で、5Gはどう使えるのか、社
会をどう変えられるのかというご質問を多くいただい
ている。本稿ではそれらのご質問に対する回答とし
て、複数の5G研究団体や標準化団体などで議論され
た5Gのユースケースと、要求条件および主な技術に
ついて述べる。さらにNTTドコモ（以下、ドコモ）が他
業界のパートナーとのサービス開発を効率的に促進
するための取組みとしての、5Gオープンパートナープ
ログラムを紹介するとともに、5Gの商用サービスに
向けた具体的な活動について述べる。

5Gを活用したユースケース
　既に現在の移動通信システムにおいても、コン
シューマおよびビジネス向けのサービスがスマート
フォンやタブレット上でのさまざまなアプリケーション
サービスとして提供されている。さらに、人の通信だけ
でなく、Internet of Things(IoT)としてセンサー機器
などの装置間の通信も普及しつつあり、さまざまな産
業で移動通信システムが活用されている。5Gが商用
導入される2020年代においては、これらの用途をさ
らに拡大かつ高度化したサービスが要求されるのは

② 5G検証環境
【ドコモ5Gオープンラボ™】
　幅広いパートナーとともに、5Gの新たな利用シー
ン創出に向けた取組みを拡大するため、本プログラム
に参画いただいているパートナー企業・団体が、5Gの
実験基地局装置などを無償で利用できる、常設5G技
術検証環境「ドコモ5Gオープンラボ™」（以下、ラボ）
を開設している。
　ラボでは、5Gの接続試験のための5G実験装置（実
験用の基地局・移動局等）や、5Gのデモ環境、5G実験
装置に接続する各種機器を当社が用意している。ま
た、5G実験装置に接続する機器はパートナーからの
持ち込みも可能としており、さまざまな試験、検証を
パートナーが迅速に実施することで、多様なサービ
ス、ソリューション創出とともに、利活用ニーズの拡大
をめざしている。
　2019年11月現在、実験環境として国内に10か所、
海外に1か所ラボを開設している。（図表4）

　　　　　

【ドコモオープンイノベーションクラウド™】
　5G時代に求められるソリューションの創出を推進
するため、本プログラムに参加いただいているパート
ナー企業・団体向けに、「ドコモオープンイノベーショ
ンクラウド™」（以下、イノベーションクラウド）を、
2018年7月より提供している。

ドコモ5Gオープンパートナー
プログラム
　ドコモは、5Gの主要機能を活用した利活用ニーズ
の拡大、新たなサービス、ソリューションの創出に向け
て、多様なパートナー企業・団体と連携しながら検討
を進めている。このサービス、ソリューション創出の源
となる取組みが、「ドコモ5Gオープンパートナープロ
グラム」（以下、本プログラム）である。

　本プログラムでは、5Gの協創・体感・体験の場を用
意し、パートナーに提供することにより、協創ソリュー
ションの創出、5Gの利活用ニーズを拡大するための
取組みを進めている。
　2019年9月30日現在で、3,000社を超えるパート
ナー企業・団体に参加いただいている。サービス業、卸
小売業、製造業、メディア関係、建設、自治体、金融保
険、運輸など、さまざまな業界のパートナーに参画いた
だいている。

　本プログラムは、5Gの活用を検討している企業・
団体様を対象に、①5Gの情報共有、②5G検証環境、
③パートナー間のコミュニケーションの場を提供して
いる。

① 5Gの情報提供
　本プログラムのWebサイトにて、5G関連情報を公
開している。具体的には、5Gの技術や仕様に関する情
報、これまで当社が行ってきたイベント関連の動画、実
証実験レポート等を掲載しており、ビジネスパート
ナーが自由に閲覧することで、各パートナーがヒント
を得て、新たなソリューションの創出、利活用ニーズの
拡大に活用することが可能となっている。

　イノベーションクラウドは、5G技術検証環境である
ラボ及びコアネットワークとクラウドコンピューティン
グの設備を直結した、テレコムクラウドの技術検証環
境になる。また、本プログラムの参加企業向けに、ドコ
モが開発した画像認識やAIエージェント基盤なども提
供している。これにより、遠隔からクラウド基盤に接続
した自社ソリューションの5G技術検証や、クラウド基
盤上でパートナーとドコモの技術を持ち寄り、ソリュー
ションを創出する場として活用いただけるものとなっ
ている（図表5）。
　さらにイノベーションクラウドを通じて開発されたソ
リューションや技術を、本プログラムの参加企業・団体
向けに情報発信、ソリューションの開発企業と利用す
る側の企業・団体とのビジネスマッチングなどの取組
みを進めている。

③ コミュニケーション
　本プログラムではパートナー企業・団体同士のコ
ミュニケーションの促進により、5Gの利活用による新
たなサービス、ソリューションの創出を図るために、
2018年2月よりワークショップを開催している。
　これまでに、5回のテーマ別ワークショップを開催し
た。さらに、2019年3月より具体的なソリューション・
サービス創出を加速させることを目的にワークショッ
プ「5G BUSINESS CAMP」（図表6）を全国6か所で開
催し、多くのパートナーの皆様に参加いただいた。ビ
ジネスマッチングの場としても活用しており、より一層
5Gを用いたサービス、ソリューションの創出、利活用
ニーズの拡大を図るとともに、5G商用サービス開始
日に向けて、継続的にワークショップを開催する。

おわりに
　ドコモは、2020年、さらにその先の未来を見据え、
さまざまな分野のパートナー企業との協業により、5G
を活用した「新しい価値」を創り上げ、お客様の期待を
超える驚きと感動を提供し、5Gでより豊かな未来の
実現をめざしている。
　また、お客様の多種多様な要求に応えるため、企
業・自治体と連携して、都市部から地方まで必要とさ
れる場所にサービスを展開し、5Gの特徴を活かした
新たな産業創出や社会的課題解決、地方創生に向け
た取組みを進めていく。
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の普及や、AR/VR/MRの各種産業への普及も進むと
考えられ、高速大容量通信の必要性は非常に高い。特
に2020年に東京オリンピック・パラリンピックの開催
を予定している日本としては、高精細映像配信サービ
スの期待が高く、本ユースケースカテゴリは最優先の
課題となっている。

（2） Massive Machine Type Communications
　（mMTC）
　超多数端末接続に関するサービスであり、現在の
IoTサービスの発展型と考えられる。比較的少量の
データを超多数の端末が送受信することを想定して
おり、端末は数十年のバッテリー寿命を実現できるよ
うに消費電力を極めて少なくでき、かつ広い範囲をカ
バーできるように無線環境が劣悪な環境でも通信可
能とすることが要求される。しかし本要求に対して、
4GにおいてもNarrow Band IoT(NB-IoT)と呼ばれ
る先進的なIoT向けの機能仕様が既に標準化団体
3GPPで開発されていることもあり、5Gの初期標準仕
様にmMTC機能は含まれておらず、次期フェーズ以
降での仕様開発を予定している。

（3） Ultra-Reliable and Low-Latency 
　　Communications（URLLC）
　超高信頼、超低遅延を必要とする、非常にcriticalな
ユースケースである。機器の遠隔操作、クルマの自動
運転や遠隔手術等、低遅延および無線伝送時の誤り
率が極めて低いことが要求されるユースケースが該
当する。これらユースケースは5Gで新たに要求され
たものであり、新たなサービス開発が期待される分野
である。

5G要求条件と主な技術
　3GPPやITU-R等の標準化機関にて、5Gの仕様
開発当初にユースケース・カテゴリ毎に要求条件が
決められた。その主なものを以下に示す。
・ eMBBの最大伝送速度 ： 下り20Gbps、上り10Gbps
・ mMTCの収容デバイス数 ： 1平方kmあたり100万デバイス
・ URLLCの伝送遅延 ： 上り・下りともに片道0.5ミリ秒
・ URLLCの信頼度 ： 32バイトのデータを1ミリ秒以内
  に99.999%の成功率で伝送
これら要求条件を満たすための多様な技術が検討さ
れ、標準仕様が開発された。詳細は省くが主なものを
述べる。特にeMBBに関わる高速大容量化を図るため

もちろん、今まで移動通信が用いられなかった新たな
分野まで5Gの活用が期待されている。
　5Gの検討の初期段階において、ドコモをはじめ多く
の主要移動通信関連企業、5G研究団体、標準化団体
で5Gのユースケースが検討された。非常に多くの
ユースケースが提案されたが、その後の標準化作業
を円滑に進めるため、国際標準化機関ITU-Rにおいて

（図表１）に示す3種類のユースケース・カテゴリーに分
類された。

（1） Enhanced Mobile Broadband（eMBB）
　高速大容量通信を必要とする移動通信サービスで
ある。2020年代には4Kさらには8Kの映像コンテンツ

により多くの周波数が必要となるが、現在使われてい
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100GHz）で、非常に広い周波数帯域幅（数百MHz～
数GHz幅）の活用を考慮している。それにあわせた無
線伝送方式の最適化や、電波をビーム状に整形して送
受信することでセル半径の拡大や大容量化を図るこ
とができるMassive MIMO/Beamforming等の技
術が採用されている。（図表2）

5G商用化に向けた取り組み 
　世界では既に5Gの商用サービスが始まっている。
2018年に米国でFWA（Fixed Wireless Access）
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企業とフィールド検証を開始している。また、2020年
春には5G商用サービスの開始を計画しており、5Gを
活用した新しいサービスやソリューションの創出に向
けた取組みを行っている。（図表3）
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に参画いただいているパートナー企業・団体が、5Gの
実験基地局装置などを無償で利用できる、常設5G技
術検証環境「ドコモ5Gオープンラボ™」（以下、ラボ）
を開設している。
　ラボでは、5Gの接続試験のための5G実験装置（実
験用の基地局・移動局等）や、5Gのデモ環境、5G実験
装置に接続する各種機器を当社が用意している。ま
た、5G実験装置に接続する機器はパートナーからの
持ち込みも可能としており、さまざまな試験、検証を
パートナーが迅速に実施することで、多様なサービ
ス、ソリューション創出とともに、利活用ニーズの拡大
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　2019年11月現在、実験環境として国内に10か所、
海外に1か所ラボを開設している。（図表4）
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ジネスマッチングの場としても活用しており、より一層
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さまざまな分野のパートナー企業との協業により、5G
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超える驚きと感動を提供し、5Gでより豊かな未来の
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3D video, UHD screens

Smart City

Industry automation

Gigabytes in a second

Self Driving Car

Augmented reality
Smart Home/Building

Work and play in the cloud

Voice Mission critical  application,
e.g. e-health

Future IMT
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　  所在地

東京都新宿区

大阪府大阪市

沖縄県那覇市

グアム

北海道札幌市

宮城県仙台市

愛知県名古屋市

石川県金沢市

広島県広島市

香川県高松市

福岡県福岡市

ドコモ5Gオープンラボ

Yotsuya

OSAKA

OKINAWA

GUAM

HOKKAIDO

Sendai

Nagoya

Kanazawa

HIROSHIMA

SHIKOKU

FUKUOKA

開設時期

2018年 4月

2018年 9月

2019年 1月

2019年 3月

2019年 9月

2019年 9月

2019年 9月

2019年 9月

2019年 9月

2019年 9月

2019年 9月

の普及や、AR/VR/MRの各種産業への普及も進むと
考えられ、高速大容量通信の必要性は非常に高い。特
に2020年に東京オリンピック・パラリンピックの開催
を予定している日本としては、高精細映像配信サービ
スの期待が高く、本ユースケースカテゴリは最優先の
課題となっている。

（2） Massive Machine Type Communications
　（mMTC）
　超多数端末接続に関するサービスであり、現在の
IoTサービスの発展型と考えられる。比較的少量の
データを超多数の端末が送受信することを想定して
おり、端末は数十年のバッテリー寿命を実現できるよ
うに消費電力を極めて少なくでき、かつ広い範囲をカ
バーできるように無線環境が劣悪な環境でも通信可
能とすることが要求される。しかし本要求に対して、
4GにおいてもNarrow Band IoT(NB-IoT)と呼ばれ
る先進的なIoT向けの機能仕様が既に標準化団体
3GPPで開発されていることもあり、5Gの初期標準仕
様にmMTC機能は含まれておらず、次期フェーズ以
降での仕様開発を予定している。

（3） Ultra-Reliable and Low-Latency 
　　Communications（URLLC）
　超高信頼、超低遅延を必要とする、非常にcriticalな
ユースケースである。機器の遠隔操作、クルマの自動
運転や遠隔手術等、低遅延および無線伝送時の誤り
率が極めて低いことが要求されるユースケースが該
当する。これらユースケースは5Gで新たに要求され
たものであり、新たなサービス開発が期待される分野
である。

5G要求条件と主な技術
　3GPPやITU-R等の標準化機関にて、5Gの仕様
開発当初にユースケース・カテゴリ毎に要求条件が
決められた。その主なものを以下に示す。
・ eMBBの最大伝送速度 ： 下り20Gbps、上り10Gbps
・ mMTCの収容デバイス数 ： 1平方kmあたり100万デバイス
・ URLLCの伝送遅延 ： 上り・下りともに片道0.5ミリ秒
・ URLLCの信頼度 ： 32バイトのデータを1ミリ秒以内
  に99.999%の成功率で伝送
これら要求条件を満たすための多様な技術が検討さ
れ、標準仕様が開発された。詳細は省くが主なものを
述べる。特にeMBBに関わる高速大容量化を図るため

もちろん、今まで移動通信が用いられなかった新たな
分野まで5Gの活用が期待されている。
　5Gの検討の初期段階において、ドコモをはじめ多く
の主要移動通信関連企業、5G研究団体、標準化団体
で5Gのユースケースが検討された。非常に多くの
ユースケースが提案されたが、その後の標準化作業
を円滑に進めるため、国際標準化機関ITU-Rにおいて

（図表１）に示す3種類のユースケース・カテゴリーに分
類された。

（1） Enhanced Mobile Broadband（eMBB）
　高速大容量通信を必要とする移動通信サービスで
ある。2020年代には4Kさらには8Kの映像コンテンツ

により多くの周波数が必要となるが、現在使われてい
る周波数帯にはもはや空きはなく、従来の移動通信シ
ステムでは使われていなかった高い周波数帯（最大
100GHz）で、非常に広い周波数帯域幅（数百MHz～
数GHz幅）の活用を考慮している。それにあわせた無
線伝送方式の最適化や、電波をビーム状に整形して送
受信することでセル半径の拡大や大容量化を図るこ
とができるMassive MIMO/Beamforming等の技
術が採用されている。（図表2）

5G商用化に向けた取り組み 
　世界では既に5Gの商用サービスが始まっている。
2018年に米国でFWA（Fixed Wireless Access）
と呼ばれる固定での利用が始まり、2019年4月には
韓国と米国でスマートフォン向けの商用サービスが開
始された。
　ドコモは2019年9月20日より、5Gプレサービスを
開始した。都市部、各地域における主要駅や主要空港、
スタジアムの他、パートナーとの協業を念頭においた
施設等において、順次5Gエリアを構築し、パートナー
企業とフィールド検証を開始している。また、2020年
春には5G商用サービスの開始を計画しており、5Gを
活用した新しいサービスやソリューションの創出に向
けた取組みを行っている。（図表3）

はじめに
　移動通信システムのさらなる高度化として、第５世
代移動通信システム(5G)の開発が世界的に進められ
ている。移動通信の標準仕様を開発している3GPPで
は、5G基本機能の標準仕様開発が2017年末に完了
している。既に多くの業界から5Gに対する大きなご期
待をいただいている一方で、5Gはどう使えるのか、社
会をどう変えられるのかというご質問を多くいただい
ている。本稿ではそれらのご質問に対する回答とし
て、複数の5G研究団体や標準化団体などで議論され
た5Gのユースケースと、要求条件および主な技術に
ついて述べる。さらにNTTドコモ（以下、ドコモ）が他
業界のパートナーとのサービス開発を効率的に促進
するための取組みとしての、5Gオープンパートナープ
ログラムを紹介するとともに、5Gの商用サービスに
向けた具体的な活動について述べる。

5Gを活用したユースケース
　既に現在の移動通信システムにおいても、コン
シューマおよびビジネス向けのサービスがスマート
フォンやタブレット上でのさまざまなアプリケーション
サービスとして提供されている。さらに、人の通信だけ
でなく、Internet of Things(IoT)としてセンサー機器
などの装置間の通信も普及しつつあり、さまざまな産
業で移動通信システムが活用されている。5Gが商用
導入される2020年代においては、これらの用途をさ
らに拡大かつ高度化したサービスが要求されるのは

② 5G検証環境
【ドコモ5Gオープンラボ™】
　幅広いパートナーとともに、5Gの新たな利用シー
ン創出に向けた取組みを拡大するため、本プログラム
に参画いただいているパートナー企業・団体が、5Gの
実験基地局装置などを無償で利用できる、常設5G技
術検証環境「ドコモ5Gオープンラボ™」（以下、ラボ）
を開設している。
　ラボでは、5Gの接続試験のための5G実験装置（実
験用の基地局・移動局等）や、5Gのデモ環境、5G実験
装置に接続する各種機器を当社が用意している。ま
た、5G実験装置に接続する機器はパートナーからの
持ち込みも可能としており、さまざまな試験、検証を
パートナーが迅速に実施することで、多様なサービ
ス、ソリューション創出とともに、利活用ニーズの拡大
をめざしている。
　2019年11月現在、実験環境として国内に10か所、
海外に1か所ラボを開設している。（図表4）

　　　　　

【ドコモオープンイノベーションクラウド™】
　5G時代に求められるソリューションの創出を推進
するため、本プログラムに参加いただいているパート
ナー企業・団体向けに、「ドコモオープンイノベーショ
ンクラウド™」（以下、イノベーションクラウド）を、
2018年7月より提供している。

ドコモ5Gオープンパートナー
プログラム
　ドコモは、5Gの主要機能を活用した利活用ニーズ
の拡大、新たなサービス、ソリューションの創出に向け
て、多様なパートナー企業・団体と連携しながら検討
を進めている。このサービス、ソリューション創出の源
となる取組みが、「ドコモ5Gオープンパートナープロ
グラム」（以下、本プログラム）である。

　本プログラムでは、5Gの協創・体感・体験の場を用
意し、パートナーに提供することにより、協創ソリュー
ションの創出、5Gの利活用ニーズを拡大するための
取組みを進めている。
　2019年9月30日現在で、3,000社を超えるパート
ナー企業・団体に参加いただいている。サービス業、卸
小売業、製造業、メディア関係、建設、自治体、金融保
険、運輸など、さまざまな業界のパートナーに参画いた
だいている。

　本プログラムは、5Gの活用を検討している企業・
団体様を対象に、①5Gの情報共有、②5G検証環境、
③パートナー間のコミュニケーションの場を提供して
いる。

① 5Gの情報提供
　本プログラムのWebサイトにて、5G関連情報を公
開している。具体的には、5Gの技術や仕様に関する情
報、これまで当社が行ってきたイベント関連の動画、実
証実験レポート等を掲載しており、ビジネスパート
ナーが自由に閲覧することで、各パートナーがヒント
を得て、新たなソリューションの創出、利活用ニーズの
拡大に活用することが可能となっている。

　イノベーションクラウドは、5G技術検証環境である
ラボ及びコアネットワークとクラウドコンピューティン
グの設備を直結した、テレコムクラウドの技術検証環
境になる。また、本プログラムの参加企業向けに、ドコ
モが開発した画像認識やAIエージェント基盤なども提
供している。これにより、遠隔からクラウド基盤に接続
した自社ソリューションの5G技術検証や、クラウド基
盤上でパートナーとドコモの技術を持ち寄り、ソリュー
ションを創出する場として活用いただけるものとなっ
ている（図表5）。
　さらにイノベーションクラウドを通じて開発されたソ
リューションや技術を、本プログラムの参加企業・団体
向けに情報発信、ソリューションの開発企業と利用す
る側の企業・団体とのビジネスマッチングなどの取組
みを進めている。

③ コミュニケーション
　本プログラムではパートナー企業・団体同士のコ
ミュニケーションの促進により、5Gの利活用による新
たなサービス、ソリューションの創出を図るために、
2018年2月よりワークショップを開催している。
　これまでに、5回のテーマ別ワークショップを開催し
た。さらに、2019年3月より具体的なソリューション・
サービス創出を加速させることを目的にワークショッ
プ「5G BUSINESS CAMP」（図表6）を全国6か所で開
催し、多くのパートナーの皆様に参加いただいた。ビ
ジネスマッチングの場としても活用しており、より一層
5Gを用いたサービス、ソリューションの創出、利活用
ニーズの拡大を図るとともに、5G商用サービス開始
日に向けて、継続的にワークショップを開催する。

おわりに
　ドコモは、2020年、さらにその先の未来を見据え、
さまざまな分野のパートナー企業との協業により、5G
を活用した「新しい価値」を創り上げ、お客様の期待を
超える驚きと感動を提供し、5Gでより豊かな未来の
実現をめざしている。
　また、お客様の多種多様な要求に応えるため、企
業・自治体と連携して、都市部から地方まで必要とさ
れる場所にサービスを展開し、5Gの特徴を活かした
新たな産業創出や社会的課題解決、地方創生に向け
た取組みを進めていく。

Massice MIMO / Beamforming図表2

5Gのサービス展開の考え方図表3

セル半径拡大

大容量化

ドコモ5Gオープンラボ（開設場所・時期）図表4
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念校 1111

　  所在地

東京都新宿区

大阪府大阪市

沖縄県那覇市

グアム

北海道札幌市

宮城県仙台市

愛知県名古屋市

石川県金沢市

広島県広島市

香川県高松市

福岡県福岡市

ドコモ5Gオープンラボ

Yotsuya

OSAKA

OKINAWA

GUAM

HOKKAIDO

Sendai

Nagoya

Kanazawa

HIROSHIMA

SHIKOKU

FUKUOKA

開設時期

2018年 4月

2018年 9月

2019年 1月

2019年 3月

2019年 9月

2019年 9月

2019年 9月

2019年 9月

2019年 9月

2019年 9月

2019年 9月

の普及や、AR/VR/MRの各種産業への普及も進むと
考えられ、高速大容量通信の必要性は非常に高い。特
に2020年に東京オリンピック・パラリンピックの開催
を予定している日本としては、高精細映像配信サービ
スの期待が高く、本ユースケースカテゴリは最優先の
課題となっている。

（2） Massive Machine Type Communications
　（mMTC）
　超多数端末接続に関するサービスであり、現在の
IoTサービスの発展型と考えられる。比較的少量の
データを超多数の端末が送受信することを想定して
おり、端末は数十年のバッテリー寿命を実現できるよ
うに消費電力を極めて少なくでき、かつ広い範囲をカ
バーできるように無線環境が劣悪な環境でも通信可
能とすることが要求される。しかし本要求に対して、
4GにおいてもNarrow Band IoT(NB-IoT)と呼ばれ
る先進的なIoT向けの機能仕様が既に標準化団体
3GPPで開発されていることもあり、5Gの初期標準仕
様にmMTC機能は含まれておらず、次期フェーズ以
降での仕様開発を予定している。

（3） Ultra-Reliable and Low-Latency 
　　Communications（URLLC）
　超高信頼、超低遅延を必要とする、非常にcriticalな
ユースケースである。機器の遠隔操作、クルマの自動
運転や遠隔手術等、低遅延および無線伝送時の誤り
率が極めて低いことが要求されるユースケースが該
当する。これらユースケースは5Gで新たに要求され
たものであり、新たなサービス開発が期待される分野
である。

5G要求条件と主な技術
　3GPPやITU-R等の標準化機関にて、5Gの仕様
開発当初にユースケース・カテゴリ毎に要求条件が
決められた。その主なものを以下に示す。
・ eMBBの最大伝送速度 ： 下り20Gbps、上り10Gbps
・ mMTCの収容デバイス数 ： 1平方kmあたり100万デバイス
・ URLLCの伝送遅延 ： 上り・下りともに片道0.5ミリ秒
・ URLLCの信頼度 ： 32バイトのデータを1ミリ秒以内
  に99.999%の成功率で伝送
これら要求条件を満たすための多様な技術が検討さ
れ、標準仕様が開発された。詳細は省くが主なものを
述べる。特にeMBBに関わる高速大容量化を図るため

もちろん、今まで移動通信が用いられなかった新たな
分野まで5Gの活用が期待されている。
　5Gの検討の初期段階において、ドコモをはじめ多く
の主要移動通信関連企業、5G研究団体、標準化団体
で5Gのユースケースが検討された。非常に多くの
ユースケースが提案されたが、その後の標準化作業
を円滑に進めるため、国際標準化機関ITU-Rにおいて

（図表１）に示す3種類のユースケース・カテゴリーに分
類された。

（1） Enhanced Mobile Broadband（eMBB）
　高速大容量通信を必要とする移動通信サービスで
ある。2020年代には4Kさらには8Kの映像コンテンツ

により多くの周波数が必要となるが、現在使われてい
る周波数帯にはもはや空きはなく、従来の移動通信シ
ステムでは使われていなかった高い周波数帯（最大
100GHz）で、非常に広い周波数帯域幅（数百MHz～
数GHz幅）の活用を考慮している。それにあわせた無
線伝送方式の最適化や、電波をビーム状に整形して送
受信することでセル半径の拡大や大容量化を図るこ
とができるMassive MIMO/Beamforming等の技
術が採用されている。（図表2）

5G商用化に向けた取り組み 
　世界では既に5Gの商用サービスが始まっている。
2018年に米国でFWA（Fixed Wireless Access）
と呼ばれる固定での利用が始まり、2019年4月には
韓国と米国でスマートフォン向けの商用サービスが開
始された。
　ドコモは2019年9月20日より、5Gプレサービスを
開始した。都市部、各地域における主要駅や主要空港、
スタジアムの他、パートナーとの協業を念頭においた
施設等において、順次5Gエリアを構築し、パートナー
企業とフィールド検証を開始している。また、2020年
春には5G商用サービスの開始を計画しており、5Gを
活用した新しいサービスやソリューションの創出に向
けた取組みを行っている。（図表3）

はじめに
　移動通信システムのさらなる高度化として、第５世
代移動通信システム(5G)の開発が世界的に進められ
ている。移動通信の標準仕様を開発している3GPPで
は、5G基本機能の標準仕様開発が2017年末に完了
している。既に多くの業界から5Gに対する大きなご期
待をいただいている一方で、5Gはどう使えるのか、社
会をどう変えられるのかというご質問を多くいただい
ている。本稿ではそれらのご質問に対する回答とし
て、複数の5G研究団体や標準化団体などで議論され
た5Gのユースケースと、要求条件および主な技術に
ついて述べる。さらにNTTドコモ（以下、ドコモ）が他
業界のパートナーとのサービス開発を効率的に促進
するための取組みとしての、5Gオープンパートナープ
ログラムを紹介するとともに、5Gの商用サービスに
向けた具体的な活動について述べる。

5Gを活用したユースケース
　既に現在の移動通信システムにおいても、コン
シューマおよびビジネス向けのサービスがスマート
フォンやタブレット上でのさまざまなアプリケーション
サービスとして提供されている。さらに、人の通信だけ
でなく、Internet of Things(IoT)としてセンサー機器
などの装置間の通信も普及しつつあり、さまざまな産
業で移動通信システムが活用されている。5Gが商用
導入される2020年代においては、これらの用途をさ
らに拡大かつ高度化したサービスが要求されるのは

② 5G検証環境
【ドコモ5Gオープンラボ™】
　幅広いパートナーとともに、5Gの新たな利用シー
ン創出に向けた取組みを拡大するため、本プログラム
に参画いただいているパートナー企業・団体が、5Gの
実験基地局装置などを無償で利用できる、常設5G技
術検証環境「ドコモ5Gオープンラボ™」（以下、ラボ）
を開設している。
　ラボでは、5Gの接続試験のための5G実験装置（実
験用の基地局・移動局等）や、5Gのデモ環境、5G実験
装置に接続する各種機器を当社が用意している。ま
た、5G実験装置に接続する機器はパートナーからの
持ち込みも可能としており、さまざまな試験、検証を
パートナーが迅速に実施することで、多様なサービ
ス、ソリューション創出とともに、利活用ニーズの拡大
をめざしている。
　2019年11月現在、実験環境として国内に10か所、
海外に1か所ラボを開設している。（図表4）

　　　　　

【ドコモオープンイノベーションクラウド™】
　5G時代に求められるソリューションの創出を推進
するため、本プログラムに参加いただいているパート
ナー企業・団体向けに、「ドコモオープンイノベーショ
ンクラウド™」（以下、イノベーションクラウド）を、
2018年7月より提供している。

ドコモ5Gオープンパートナー
プログラム
　ドコモは、5Gの主要機能を活用した利活用ニーズ
の拡大、新たなサービス、ソリューションの創出に向け
て、多様なパートナー企業・団体と連携しながら検討
を進めている。このサービス、ソリューション創出の源
となる取組みが、「ドコモ5Gオープンパートナープロ
グラム」（以下、本プログラム）である。

　本プログラムでは、5Gの協創・体感・体験の場を用
意し、パートナーに提供することにより、協創ソリュー
ションの創出、5Gの利活用ニーズを拡大するための
取組みを進めている。
　2019年9月30日現在で、3,000社を超えるパート
ナー企業・団体に参加いただいている。サービス業、卸
小売業、製造業、メディア関係、建設、自治体、金融保
険、運輸など、さまざまな業界のパートナーに参画いた
だいている。

　本プログラムは、5Gの活用を検討している企業・
団体様を対象に、①5Gの情報共有、②5G検証環境、
③パートナー間のコミュニケーションの場を提供して
いる。

① 5Gの情報提供
　本プログラムのWebサイトにて、5G関連情報を公
開している。具体的には、5Gの技術や仕様に関する情
報、これまで当社が行ってきたイベント関連の動画、実
証実験レポート等を掲載しており、ビジネスパート
ナーが自由に閲覧することで、各パートナーがヒント
を得て、新たなソリューションの創出、利活用ニーズの
拡大に活用することが可能となっている。

　イノベーションクラウドは、5G技術検証環境である
ラボ及びコアネットワークとクラウドコンピューティン
グの設備を直結した、テレコムクラウドの技術検証環
境になる。また、本プログラムの参加企業向けに、ドコ
モが開発した画像認識やAIエージェント基盤なども提
供している。これにより、遠隔からクラウド基盤に接続
した自社ソリューションの5G技術検証や、クラウド基
盤上でパートナーとドコモの技術を持ち寄り、ソリュー
ションを創出する場として活用いただけるものとなっ
ている（図表5）。
　さらにイノベーションクラウドを通じて開発されたソ
リューションや技術を、本プログラムの参加企業・団体
向けに情報発信、ソリューションの開発企業と利用す
る側の企業・団体とのビジネスマッチングなどの取組
みを進めている。

③ コミュニケーション
　本プログラムではパートナー企業・団体同士のコ
ミュニケーションの促進により、5Gの利活用による新
たなサービス、ソリューションの創出を図るために、
2018年2月よりワークショップを開催している。
　これまでに、5回のテーマ別ワークショップを開催し
た。さらに、2019年3月より具体的なソリューション・
サービス創出を加速させることを目的にワークショッ
プ「5G BUSINESS CAMP」（図表6）を全国6か所で開
催し、多くのパートナーの皆様に参加いただいた。ビ
ジネスマッチングの場としても活用しており、より一層
5Gを用いたサービス、ソリューションの創出、利活用
ニーズの拡大を図るとともに、5G商用サービス開始
日に向けて、継続的にワークショップを開催する。

おわりに
　ドコモは、2020年、さらにその先の未来を見据え、
さまざまな分野のパートナー企業との協業により、5G
を活用した「新しい価値」を創り上げ、お客様の期待を
超える驚きと感動を提供し、5Gでより豊かな未来の
実現をめざしている。
　また、お客様の多種多様な要求に応えるため、企
業・自治体と連携して、都市部から地方まで必要とさ
れる場所にサービスを展開し、5Gの特徴を活かした
新たな産業創出や社会的課題解決、地方創生に向け
た取組みを進めていく。

Massice MIMO / Beamforming図表2

5Gのサービス展開の考え方図表3

セル半径拡大

大容量化

ドコモ5Gオープンラボ（開設場所・時期）図表4
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●1階フロア
　１階フロアでは、「ロボティクスによるフルオートメー
ション」をテーマに流通・通販業をイメージした大規模
物流センターの現場を入荷から出荷まで再現（写真２）。

１）入荷ソリューション
　コンテナからの荷降ろしとコンベアへの移載を、画
像認識システムを備えた自走式のトラックアンロー
ダーで自動化。入庫ラインではＲＦＩＤトンネルゲートで
商品のＲＦタグを読取り自動検品を実施（写真３）。検品
後にシャトル式高能力自動倉庫（ＳＡＳ）に入庫される。

３  ＣＣ大阪の概要
　ＣＣ大阪は新幹線、飛行機でご来館しやすい立地と
２階・３階からの眺望を特徴としており、館内には最新
かつ多様な物流システム・機器・技術を集約し、実際の
物流現場をイメージした具体的な姿で展示。コンセプ
トの異なる３フロアの展示エリアと付帯設備から構成
される（図表２）。

２）ピッキング・梱包ソリューション
　ＳＡＳから出庫された商品ケースから３Ｄビジョンカ
メラを備えたロボットが商品を自動ピッキングし製函
機で組み立てられた出荷箱へ投入（写真４）。投入した
商品の高さに合わせた封函から納品書一体型ラベル
の貼り付けまで、一連の作業を自動化している。

３）出荷ソリューション
　梱包後、ＳＡＳに再入庫された出荷品が出荷順に出庫さ
れ、ロボットが出荷用のカゴ車に自動積み付け（写真５）。
シンプルAGV*キーカートが出荷ヤードに自動搬送する。

１  はじめに
　トヨタＬ＆Ｆカンパニーは2018年6月に国内3拠点
目のコンサルティング型ショールームトヨタＬ＆Ｆカス
タマーズセンター大阪（以下、ＣＣ大阪）をオープンし
た。本稿ではＣＣ大阪の概要とともに、物流ソリュー
ションプロバイダーを目指すトヨタＬ＆Ｆカンパニー
におけるＣＣ大阪の位置付けをご紹介したい。

 
２  カスタマーズセンターについて
　トヨタＬ＆Ｆが培ってきたトヨタ生産・物流方式ベー
スの物流ノウハウに、豊富な商品ラインナップを組み
合わせ、お客さまが実際の物流ソリューションを体感
できるショールームとして、２００１年にＣＣ東京(千葉県
市川市)をオープンした。
　２００８年には高浜工場内にフォークリフトの製造工場
と部品センターの見学を通じ改善活動を紹介するＣＣ
愛知（愛知県高浜市）を開設。高い評価を獲得し、年々
来場者数を拡大してきたが、西日本のお客さま・販売
店からは西にも拠点をとの要望が寄せられていた。
　そして、近年自動化や省人化ニーズが高まる中、
フォークリフト発売６０周年、物流システム発売３０周年
を記念し、２０18年に大市場である関西エリアにＣＣ大
阪（大阪府吹田市）をオープンした（写真１）（図表１）。

１）入荷ソリューション
　トラックからの荷降ろし・搬送は自動運転リーチ式
フォークリフトで行う（写真９）。オプション品は自動倉庫
に格納しスペースを削減、標準部品はけん引台車に載
せ替えてメインラインに供給する。

２）保管・補充ソリューション
　パレット式自動倉庫から、オプション部品を出庫し、
バケット式自動倉庫へ補充するためのパレットからバ
ケットを降ろす作業をロボットが自動で行う（写真１０）。

３）部品順立て工程
　バケット式自動倉庫からのサイドピッキングとデ
ジタル表示の指示に従うピッキングで専用箱に部品
をセットする（写真１１）。
　部品セット指示では、組付け作業がやりやすいよう
に部品を置く位置や向きが指示されている。

４）コントロールルーム
　物流センターの集中コントロールを実現するため、

ＩoＴ技術を活用し作業進捗状況をリアルタイムに表
示。設備稼働状況の見える化では予兆検知で予防保全
を実現。各ポイントの監視カメラ映像では、過去にさか
のぼり異常原因の特定が速やかにできる（写真６）。
　その他１階フロアでは磁気テープなどの誘導路設
定が不要な自立走行型ＡＧＶ・ＳＬＡＭ式キーカート展
示エリア、様々な最新フォークリフトを備えたフォーク
リフトデモンストレーションエリア、３面大型スクリーン
を備えたＬ＆Ｆシアターを設けている（写真７）。

●2階フロア
　２階フロアでは「人と機械の調和によるセミオート
メーション」をテーマに製造ラインと構内物流業務を
再現。最新技術の活用だけでなく運用にトヨタ生産・
物流方式のエッセンスを組み込み、作業者にやさしい
環境と省力化を提案している（写真８）。

　　　　　

４）組付けソリューション
　組付け工程では、キーカートで生産ラインを構成。
コンベヤなど固定設備のないフレキシブルなラインで
変種変量にも対応可能で、各ステーションではプロジェ
クションマッピングによる作業指示により経験の浅い作
業者でも作業可能な仕組みになっている（写真１２）。
　その他２階フロアでは先端技術を有する企業との協
賛による各種ソリューション、製品を紹介するコラボス
ペースを設けている（写真１３）。

●3階フロア
　３階フロアでは「トヨタＬ＆Ｆのさまざまなソリューション
を体感」をテーマにトヨタ生産・物流方式に基づいた改
善の基礎、４Ｓ手法をご紹介。他にも豊富な改善事例や
マテリアルハンドリング機器の展示をご覧いただきなが
ら、お客さまのお悩みを一緒に解決している（写真１４）。

１）スタディ＆ソリューションアーカイブゾーン
　スタディゾーンでは８０インチの大画面モニターを
活用し、４Ｓ手法や改善の考え方を紹介（写真１５）。他に
も３Ｄの現場レイアウトを使った改善イメージの共有
ができるシミュレーションテーブル（写真１６）や導入事
例コーナー、工場の訓練道場・安全道場の紹介コー
ナーを設けている。

２）ソリューション展示エリア
　パレットトラックやミニムーバなど免許不要の各種マ
テリアルハンドリング機器、各種重量ラック、中軽量ラッ
ク、ＡＲグラスを活用したピッキングなどを紹介。スタ
ディゾーンで学んだ改善を行った姿を体感できるエリ
アとなっている。

３）VR・ARデモンストレーションエリア
　見学者は専用ゴーグルを装着し、ＶＲ（仮想現実）で
フォークリフトの操作・動作の体感を、ＡＲ（拡張現実）
で各種アタッチメントの動作を楽しみながら体感で
きる（写真１７）。
　その他３階フロアでは１００名以上を収容できるセミ
ナールームが設けられ各種セミナーなどに利用され
ている。

所　在　地

敷地面積

建屋面積

延床面積

建築高さ

営業開始

営業時間

ホームページ

見学予約

大阪府吹田市芳野町 1500-51

5,764㎡

2,662㎡

8,008㎡

約 20m

2018年 6月 26日

10:00～17:00

http://www.lf-customers.com/osaka/

上記、ホームページから予約可能、また最寄りの
トヨタL＆F販売店の営業スタッフに問合せ

図表１  カスタマーズセンター大阪

写真１  CC大阪 外観

トヨタＬ＆Ｆカンパニー
カスタマーセンター大阪 

岡部 尚志
Hisashi  Okabe

●見学ツアーについて 
　ＣＣ大阪での無料見学ツアーは、２時間のコースで１日
８ツアー開催しており、１企業１ツアーでＳＥスタッフと女
性スタッフ各１名でご案内。見学者の方に１台ずつタブ
レット端末を配布して、展示場の機器の動きと合わせて
仕様情報や補足動画を効果的に表示している（写真１８）。

 
４  まとめ
　トヨタＬ＆Ｆカンパニーは物流ソリューションプロバイ
ダーを目指し、２０２０年コンセプトで販売店とともに

「地域一番の物流ドクター」になることを掲げている。
その中でカスタマーズセンターは集客型マーケティン
グ拠点として、幅広いお客様の漠然とした物流改善の
ニーズを掘り起こし、ソリューション提案につなげる役
割を果たしている。
　ＣＣ大阪には開業初年度目標の６，０００人を超えるお
客さまがご来館され、約98％のお客さまにご満足頂い
ている。今後も物流を取り巻く環境変化に対応した物
流改善のヒントをお客様に提供していきたい。

物流ソリューションを体感できる
コンサルティング型ショールーム

「トヨタＬ＆Ｆカスタマーズセンター大阪」
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の普及や、AR/VR/MRの各種産業への普及も進むと
考えられ、高速大容量通信の必要性は非常に高い。特
に2020年に東京オリンピック・パラリンピックの開催
を予定している日本としては、高精細映像配信サービ
スの期待が高く、本ユースケースカテゴリは最優先の
課題となっている。

（2） Massive Machine Type Communications
　（mMTC）
　超多数端末接続に関するサービスであり、現在の
IoTサービスの発展型と考えられる。比較的少量の
データを超多数の端末が送受信することを想定して
おり、端末は数十年のバッテリー寿命を実現できるよ
うに消費電力を極めて少なくでき、かつ広い範囲をカ
バーできるように無線環境が劣悪な環境でも通信可
能とすることが要求される。しかし本要求に対して、
4GにおいてもNarrow Band IoT(NB-IoT)と呼ばれ
る先進的なIoT向けの機能仕様が既に標準化団体
3GPPで開発されていることもあり、5Gの初期標準仕
様にmMTC機能は含まれておらず、次期フェーズ以
降での仕様開発を予定している。

（3） Ultra-Reliable and Low-Latency 
　　Communications（URLLC）
　超高信頼、超低遅延を必要とする、非常にcriticalな
ユースケースである。機器の遠隔操作、クルマの自動
運転や遠隔手術等、低遅延および無線伝送時の誤り
率が極めて低いことが要求されるユースケースが該
当する。これらユースケースは5Gで新たに要求され
たものであり、新たなサービス開発が期待される分野
である。

5G要求条件と主な技術
　3GPPやITU-R等の標準化機関にて、5Gの仕様
開発当初にユースケース・カテゴリ毎に要求条件が
決められた。その主なものを以下に示す。
・ eMBBの最大伝送速度 ： 下り20Gbps、上り10Gbps
・ mMTCの収容デバイス数 ： 1平方kmあたり100万デバイス
・ URLLCの伝送遅延 ： 上り・下りともに片道0.5ミリ秒
・ URLLCの信頼度 ： 32バイトのデータを1ミリ秒以内
  に99.999%の成功率で伝送
これら要求条件を満たすための多様な技術が検討さ
れ、標準仕様が開発された。詳細は省くが主なものを
述べる。特にeMBBに関わる高速大容量化を図るため

もちろん、今まで移動通信が用いられなかった新たな
分野まで5Gの活用が期待されている。
　5Gの検討の初期段階において、ドコモをはじめ多く
の主要移動通信関連企業、5G研究団体、標準化団体
で5Gのユースケースが検討された。非常に多くの
ユースケースが提案されたが、その後の標準化作業
を円滑に進めるため、国際標準化機関ITU-Rにおいて

（図表１）に示す3種類のユースケース・カテゴリーに分
類された。

（1） Enhanced Mobile Broadband（eMBB）
　高速大容量通信を必要とする移動通信サービスで
ある。2020年代には4Kさらには8Kの映像コンテンツ

により多くの周波数が必要となるが、現在使われてい
る周波数帯にはもはや空きはなく、従来の移動通信シ
ステムでは使われていなかった高い周波数帯（最大
100GHz）で、非常に広い周波数帯域幅（数百MHz～
数GHz幅）の活用を考慮している。それにあわせた無
線伝送方式の最適化や、電波をビーム状に整形して送
受信することでセル半径の拡大や大容量化を図るこ
とができるMassive MIMO/Beamforming等の技
術が採用されている。（図表2）

5G商用化に向けた取り組み 
　世界では既に5Gの商用サービスが始まっている。
2018年に米国でFWA（Fixed Wireless Access）
と呼ばれる固定での利用が始まり、2019年4月には
韓国と米国でスマートフォン向けの商用サービスが開
始された。
　ドコモは2019年9月20日より、5Gプレサービスを
開始した。都市部、各地域における主要駅や主要空港、
スタジアムの他、パートナーとの協業を念頭においた
施設等において、順次5Gエリアを構築し、パートナー
企業とフィールド検証を開始している。また、2020年
春には5G商用サービスの開始を計画しており、5Gを
活用した新しいサービスやソリューションの創出に向
けた取組みを行っている。（図表3）

はじめに
　移動通信システムのさらなる高度化として、第５世
代移動通信システム(5G)の開発が世界的に進められ
ている。移動通信の標準仕様を開発している3GPPで
は、5G基本機能の標準仕様開発が2017年末に完了
している。既に多くの業界から5Gに対する大きなご期
待をいただいている一方で、5Gはどう使えるのか、社
会をどう変えられるのかというご質問を多くいただい
ている。本稿ではそれらのご質問に対する回答とし
て、複数の5G研究団体や標準化団体などで議論され
た5Gのユースケースと、要求条件および主な技術に
ついて述べる。さらにNTTドコモ（以下、ドコモ）が他
業界のパートナーとのサービス開発を効率的に促進
するための取組みとしての、5Gオープンパートナープ
ログラムを紹介するとともに、5Gの商用サービスに
向けた具体的な活動について述べる。

5Gを活用したユースケース
　既に現在の移動通信システムにおいても、コン
シューマおよびビジネス向けのサービスがスマート
フォンやタブレット上でのさまざまなアプリケーション
サービスとして提供されている。さらに、人の通信だけ
でなく、Internet of Things(IoT)としてセンサー機器
などの装置間の通信も普及しつつあり、さまざまな産
業で移動通信システムが活用されている。5Gが商用
導入される2020年代においては、これらの用途をさ
らに拡大かつ高度化したサービスが要求されるのは

② 5G検証環境
【ドコモ5Gオープンラボ™】
　幅広いパートナーとともに、5Gの新たな利用シー
ン創出に向けた取組みを拡大するため、本プログラム
に参画いただいているパートナー企業・団体が、5Gの
実験基地局装置などを無償で利用できる、常設5G技
術検証環境「ドコモ5Gオープンラボ™」（以下、ラボ）
を開設している。
　ラボでは、5Gの接続試験のための5G実験装置（実
験用の基地局・移動局等）や、5Gのデモ環境、5G実験
装置に接続する各種機器を当社が用意している。ま
た、5G実験装置に接続する機器はパートナーからの
持ち込みも可能としており、さまざまな試験、検証を
パートナーが迅速に実施することで、多様なサービ
ス、ソリューション創出とともに、利活用ニーズの拡大
をめざしている。
　2019年11月現在、実験環境として国内に10か所、
海外に1か所ラボを開設している。（図表4）

　　　　　

【ドコモオープンイノベーションクラウド™】
　5G時代に求められるソリューションの創出を推進
するため、本プログラムに参加いただいているパート
ナー企業・団体向けに、「ドコモオープンイノベーショ
ンクラウド™」（以下、イノベーションクラウド）を、
2018年7月より提供している。

ドコモ5Gオープンパートナー
プログラム
　ドコモは、5Gの主要機能を活用した利活用ニーズ
の拡大、新たなサービス、ソリューションの創出に向け
て、多様なパートナー企業・団体と連携しながら検討
を進めている。このサービス、ソリューション創出の源
となる取組みが、「ドコモ5Gオープンパートナープロ
グラム」（以下、本プログラム）である。

　本プログラムでは、5Gの協創・体感・体験の場を用
意し、パートナーに提供することにより、協創ソリュー
ションの創出、5Gの利活用ニーズを拡大するための
取組みを進めている。
　2019年9月30日現在で、3,000社を超えるパート
ナー企業・団体に参加いただいている。サービス業、卸
小売業、製造業、メディア関係、建設、自治体、金融保
険、運輸など、さまざまな業界のパートナーに参画いた
だいている。

　本プログラムは、5Gの活用を検討している企業・
団体様を対象に、①5Gの情報共有、②5G検証環境、
③パートナー間のコミュニケーションの場を提供して
いる。

① 5Gの情報提供
　本プログラムのWebサイトにて、5G関連情報を公
開している。具体的には、5Gの技術や仕様に関する情
報、これまで当社が行ってきたイベント関連の動画、実
証実験レポート等を掲載しており、ビジネスパート
ナーが自由に閲覧することで、各パートナーがヒント
を得て、新たなソリューションの創出、利活用ニーズの
拡大に活用することが可能となっている。

　イノベーションクラウドは、5G技術検証環境である
ラボ及びコアネットワークとクラウドコンピューティン
グの設備を直結した、テレコムクラウドの技術検証環
境になる。また、本プログラムの参加企業向けに、ドコ
モが開発した画像認識やAIエージェント基盤なども提
供している。これにより、遠隔からクラウド基盤に接続
した自社ソリューションの5G技術検証や、クラウド基
盤上でパートナーとドコモの技術を持ち寄り、ソリュー
ションを創出する場として活用いただけるものとなっ
ている（図表5）。
　さらにイノベーションクラウドを通じて開発されたソ
リューションや技術を、本プログラムの参加企業・団体
向けに情報発信、ソリューションの開発企業と利用す
る側の企業・団体とのビジネスマッチングなどの取組
みを進めている。

③ コミュニケーション
　本プログラムではパートナー企業・団体同士のコ
ミュニケーションの促進により、5Gの利活用による新
たなサービス、ソリューションの創出を図るために、
2018年2月よりワークショップを開催している。
　これまでに、5回のテーマ別ワークショップを開催し
た。さらに、2019年3月より具体的なソリューション・
サービス創出を加速させることを目的にワークショッ
プ「5G BUSINESS CAMP」（図表6）を全国6か所で開
催し、多くのパートナーの皆様に参加いただいた。ビ
ジネスマッチングの場としても活用しており、より一層
5Gを用いたサービス、ソリューションの創出、利活用
ニーズの拡大を図るとともに、5G商用サービス開始
日に向けて、継続的にワークショップを開催する。

おわりに
　ドコモは、2020年、さらにその先の未来を見据え、
さまざまな分野のパートナー企業との協業により、5G
を活用した「新しい価値」を創り上げ、お客様の期待を
超える驚きと感動を提供し、5Gでより豊かな未来の
実現をめざしている。
　また、お客様の多種多様な要求に応えるため、企
業・自治体と連携して、都市部から地方まで必要とさ
れる場所にサービスを展開し、5Gの特徴を活かした
新たな産業創出や社会的課題解決、地方創生に向け
た取組みを進めていく。

5G BUSINESS CAMP（開催場所・参加者数）図表6

ドコモオープンイノベーションクラウド図表5

東　京

大　阪

名古屋

仙　台

沖　縄

福　岡

合　計

開設日

ベルサール汐留

マイドームおおさか

名古屋
コンベンションホール

仙台国際ホテル

沖縄かりゆし
アーバンリゾート・ナハ

ホテルニューオータニ
博多

参加者数開催場所

314社
(676名)

138社
(261名)

113社
(371名)

134社
(342名)

179社
(437名)

144社
(382名)

1,022社
(2,469名)

5G BUSINESS
CAMP

2019年
3月8日

2019年
3月20日

2019年
4月19日

2019年
5月10日

2019年
5月22日

2019年
6月3日
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●1階フロア
　１階フロアでは、「ロボティクスによるフルオートメー
ション」をテーマに流通・通販業をイメージした大規模
物流センターの現場を入荷から出荷まで再現（写真２）。

１）入荷ソリューション
　コンテナからの荷降ろしとコンベアへの移載を、画
像認識システムを備えた自走式のトラックアンロー
ダーで自動化。入庫ラインではＲＦＩＤトンネルゲートで
商品のＲＦタグを読取り自動検品を実施（写真３）。検品
後にシャトル式高能力自動倉庫（ＳＡＳ）に入庫される。

３  ＣＣ大阪の概要
　ＣＣ大阪は新幹線、飛行機でご来館しやすい立地と
２階・３階からの眺望を特徴としており、館内には最新
かつ多様な物流システム・機器・技術を集約し、実際の
物流現場をイメージした具体的な姿で展示。コンセプ
トの異なる３フロアの展示エリアと付帯設備から構成
される（図表２）。

２）ピッキング・梱包ソリューション
　ＳＡＳから出庫された商品ケースから３Ｄビジョンカ
メラを備えたロボットが商品を自動ピッキングし製函
機で組み立てられた出荷箱へ投入（写真４）。投入した
商品の高さに合わせた封函から納品書一体型ラベル
の貼り付けまで、一連の作業を自動化している。

３）出荷ソリューション
　梱包後、ＳＡＳに再入庫された出荷品が出荷順に出庫さ
れ、ロボットが出荷用のカゴ車に自動積み付け（写真５）。
シンプルAGV*キーカートが出荷ヤードに自動搬送する。

１  はじめに
　トヨタＬ＆Ｆカンパニーは2018年6月に国内3拠点
目のコンサルティング型ショールームトヨタＬ＆Ｆカス
タマーズセンター大阪（以下、ＣＣ大阪）をオープンし
た。本稿ではＣＣ大阪の概要とともに、物流ソリュー
ションプロバイダーを目指すトヨタＬ＆Ｆカンパニー
におけるＣＣ大阪の位置付けをご紹介したい。

 
２  カスタマーズセンターについて
　トヨタＬ＆Ｆが培ってきたトヨタ生産・物流方式ベー
スの物流ノウハウに、豊富な商品ラインナップを組み
合わせ、お客さまが実際の物流ソリューションを体感
できるショールームとして、２００１年にＣＣ東京(千葉県
市川市)をオープンした。
　２００８年には高浜工場内にフォークリフトの製造工場
と部品センターの見学を通じ改善活動を紹介するＣＣ
愛知（愛知県高浜市）を開設。高い評価を獲得し、年々
来場者数を拡大してきたが、西日本のお客さま・販売
店からは西にも拠点をとの要望が寄せられていた。
　そして、近年自動化や省人化ニーズが高まる中、
フォークリフト発売６０周年、物流システム発売３０周年
を記念し、２０18年に大市場である関西エリアにＣＣ大
阪（大阪府吹田市）をオープンした（写真１）（図表１）。

１）入荷ソリューション
　トラックからの荷降ろし・搬送は自動運転リーチ式
フォークリフトで行う（写真９）。オプション品は自動倉庫
に格納しスペースを削減、標準部品はけん引台車に載
せ替えてメインラインに供給する。

２）保管・補充ソリューション
　パレット式自動倉庫から、オプション部品を出庫し、
バケット式自動倉庫へ補充するためのパレットからバ
ケットを降ろす作業をロボットが自動で行う（写真１０）。

３）部品順立て工程
　バケット式自動倉庫からのサイドピッキングとデ
ジタル表示の指示に従うピッキングで専用箱に部品
をセットする（写真１１）。
　部品セット指示では、組付け作業がやりやすいよう
に部品を置く位置や向きが指示されている。

４）コントロールルーム
　物流センターの集中コントロールを実現するため、

ＩoＴ技術を活用し作業進捗状況をリアルタイムに表
示。設備稼働状況の見える化では予兆検知で予防保全
を実現。各ポイントの監視カメラ映像では、過去にさか
のぼり異常原因の特定が速やかにできる（写真６）。
　その他１階フロアでは磁気テープなどの誘導路設
定が不要な自立走行型ＡＧＶ・ＳＬＡＭ式キーカート展
示エリア、様々な最新フォークリフトを備えたフォーク
リフトデモンストレーションエリア、３面大型スクリーン
を備えたＬ＆Ｆシアターを設けている（写真７）。

●2階フロア
　２階フロアでは「人と機械の調和によるセミオート
メーション」をテーマに製造ラインと構内物流業務を
再現。最新技術の活用だけでなく運用にトヨタ生産・
物流方式のエッセンスを組み込み、作業者にやさしい
環境と省力化を提案している（写真８）。

４）組付けソリューション
　組付け工程では、キーカートで生産ラインを構成。
コンベヤなど固定設備のないフレキシブルなラインで
変種変量にも対応可能で、各ステーションではプロジェ
クションマッピングによる作業指示により経験の浅い作
業者でも作業可能な仕組みになっている（写真１２）。
　その他２階フロアでは先端技術を有する企業との協
賛による各種ソリューション、製品を紹介するコラボス
ペースを設けている（写真１３）。

●3階フロア
　３階フロアでは「トヨタＬ＆Ｆのさまざまなソリューション
を体感」をテーマにトヨタ生産・物流方式に基づいた改
善の基礎、４Ｓ手法をご紹介。他にも豊富な改善事例や
マテリアルハンドリング機器の展示をご覧いただきなが
ら、お客さまのお悩みを一緒に解決している（写真１４）。

１）スタディ＆ソリューションアーカイブゾーン
　スタディゾーンでは８０インチの大画面モニターを
活用し、４Ｓ手法や改善の考え方を紹介（写真１５）。他に
も３Ｄの現場レイアウトを使った改善イメージの共有
ができるシミュレーションテーブル（写真１６）や導入事
例コーナー、工場の訓練道場・安全道場の紹介コー
ナーを設けている。

２）ソリューション展示エリア
　パレットトラックやミニムーバなど免許不要の各種マ
テリアルハンドリング機器、各種重量ラック、中軽量ラッ
ク、ＡＲグラスを活用したピッキングなどを紹介。スタ
ディゾーンで学んだ改善を行った姿を体感できるエリ
アとなっている。

３）VR・ARデモンストレーションエリア
　見学者は専用ゴーグルを装着し、ＶＲ（仮想現実）で
フォークリフトの操作・動作の体感を、ＡＲ（拡張現実）
で各種アタッチメントの動作を楽しみながら体感で
きる（写真１７）。
　その他３階フロアでは１００名以上を収容できるセミ
ナールームが設けられ各種セミナーなどに利用され
ている。

図表2  館内の展示構成・概要

（写真10） パレットからの荷降ろしロボット

（写真2） 1階全景

（写真6） コントロールルーム

（写真4） ピッキングロボット

（写真7） L&Fシアター

（写真8） 2階全景

（写真9） 自動運転リーチ式フォークリフト

（写真3） RFIDトンネルゲート

●見学ツアーについて 
　ＣＣ大阪での無料見学ツアーは、２時間のコースで１日
８ツアー開催しており、１企業１ツアーでＳＥスタッフと女
性スタッフ各１名でご案内。見学者の方に１台ずつタブ
レット端末を配布して、展示場の機器の動きと合わせて
仕様情報や補足動画を効果的に表示している（写真１８）。

 
４  まとめ
　トヨタＬ＆Ｆカンパニーは物流ソリューションプロバイ
ダーを目指し、２０２０年コンセプトで販売店とともに

「地域一番の物流ドクター」になることを掲げている。
その中でカスタマーズセンターは集客型マーケティン
グ拠点として、幅広いお客様の漠然とした物流改善の
ニーズを掘り起こし、ソリューション提案につなげる役
割を果たしている。
　ＣＣ大阪には開業初年度目標の６，０００人を超えるお
客さまがご来館され、約98％のお客さまにご満足頂い
ている。今後も物流を取り巻く環境変化に対応した物
流改善のヒントをお客様に提供していきたい。

（写真5） 出荷ロボット
＊AGV：無人搬送車（Automated Guided Vehicle）

３階

1階

ソリューション体感フロア

2階 製造ライン・構内物流の現場再現

大規模物流センターの現場再現

セミナールーム

コラボスペース

L&Fシアター

豊富な製品ラインアップと改善事例を活用した
トヨタＬ＆Ｆの様々なソリューションを体感

高度化する流通業のサービスレベルに対応する
フルオートメーションシステム

館内見学オープニング映像を放映する
３面スクリーンシアター

１００人以上が講座を受講できる大型教室

変種変量生産ラインに対応する構内物流業務の
効率化を紹介

先端技術を有する企業との協賛連携展示

（写真11） 部品セット供給工程
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念校 1111

●1階フロア
　１階フロアでは、「ロボティクスによるフルオートメー
ション」をテーマに流通・通販業をイメージした大規模
物流センターの現場を入荷から出荷まで再現（写真２）。

１）入荷ソリューション
　コンテナからの荷降ろしとコンベアへの移載を、画
像認識システムを備えた自走式のトラックアンロー
ダーで自動化。入庫ラインではＲＦＩＤトンネルゲートで
商品のＲＦタグを読取り自動検品を実施（写真３）。検品
後にシャトル式高能力自動倉庫（ＳＡＳ）に入庫される。

３  ＣＣ大阪の概要
　ＣＣ大阪は新幹線、飛行機でご来館しやすい立地と
２階・３階からの眺望を特徴としており、館内には最新
かつ多様な物流システム・機器・技術を集約し、実際の
物流現場をイメージした具体的な姿で展示。コンセプ
トの異なる３フロアの展示エリアと付帯設備から構成
される（図表２）。

２）ピッキング・梱包ソリューション
　ＳＡＳから出庫された商品ケースから３Ｄビジョンカ
メラを備えたロボットが商品を自動ピッキングし製函
機で組み立てられた出荷箱へ投入（写真４）。投入した
商品の高さに合わせた封函から納品書一体型ラベル
の貼り付けまで、一連の作業を自動化している。

３）出荷ソリューション
　梱包後、ＳＡＳに再入庫された出荷品が出荷順に出庫さ
れ、ロボットが出荷用のカゴ車に自動積み付け（写真５）。
シンプルAGV*キーカートが出荷ヤードに自動搬送する。

１  はじめに
　トヨタＬ＆Ｆカンパニーは2018年6月に国内3拠点
目のコンサルティング型ショールームトヨタＬ＆Ｆカス
タマーズセンター大阪（以下、ＣＣ大阪）をオープンし
た。本稿ではＣＣ大阪の概要とともに、物流ソリュー
ションプロバイダーを目指すトヨタＬ＆Ｆカンパニー
におけるＣＣ大阪の位置付けをご紹介したい。

 
２  カスタマーズセンターについて
　トヨタＬ＆Ｆが培ってきたトヨタ生産・物流方式ベー
スの物流ノウハウに、豊富な商品ラインナップを組み
合わせ、お客さまが実際の物流ソリューションを体感
できるショールームとして、２００１年にＣＣ東京(千葉県
市川市)をオープンした。
　２００８年には高浜工場内にフォークリフトの製造工場
と部品センターの見学を通じ改善活動を紹介するＣＣ
愛知（愛知県高浜市）を開設。高い評価を獲得し、年々
来場者数を拡大してきたが、西日本のお客さま・販売
店からは西にも拠点をとの要望が寄せられていた。
　そして、近年自動化や省人化ニーズが高まる中、
フォークリフト発売６０周年、物流システム発売３０周年
を記念し、２０18年に大市場である関西エリアにＣＣ大
阪（大阪府吹田市）をオープンした（写真１）（図表１）。

１）入荷ソリューション
　トラックからの荷降ろし・搬送は自動運転リーチ式
フォークリフトで行う（写真９）。オプション品は自動倉庫
に格納しスペースを削減、標準部品はけん引台車に載
せ替えてメインラインに供給する。

２）保管・補充ソリューション
　パレット式自動倉庫から、オプション部品を出庫し、
バケット式自動倉庫へ補充するためのパレットからバ
ケットを降ろす作業をロボットが自動で行う（写真１０）。

３）部品順立て工程
　バケット式自動倉庫からのサイドピッキングとデ
ジタル表示の指示に従うピッキングで専用箱に部品
をセットする（写真１１）。
　部品セット指示では、組付け作業がやりやすいよう
に部品を置く位置や向きが指示されている。

４）コントロールルーム
　物流センターの集中コントロールを実現するため、

ＩoＴ技術を活用し作業進捗状況をリアルタイムに表
示。設備稼働状況の見える化では予兆検知で予防保全
を実現。各ポイントの監視カメラ映像では、過去にさか
のぼり異常原因の特定が速やかにできる（写真６）。
　その他１階フロアでは磁気テープなどの誘導路設
定が不要な自立走行型ＡＧＶ・ＳＬＡＭ式キーカート展
示エリア、様々な最新フォークリフトを備えたフォーク
リフトデモンストレーションエリア、３面大型スクリーン
を備えたＬ＆Ｆシアターを設けている（写真７）。

●2階フロア
　２階フロアでは「人と機械の調和によるセミオート
メーション」をテーマに製造ラインと構内物流業務を
再現。最新技術の活用だけでなく運用にトヨタ生産・
物流方式のエッセンスを組み込み、作業者にやさしい
環境と省力化を提案している（写真８）。

４）組付けソリューション
　組付け工程では、キーカートで生産ラインを構成。
コンベヤなど固定設備のないフレキシブルなラインで
変種変量にも対応可能で、各ステーションではプロジェ
クションマッピングによる作業指示により経験の浅い作
業者でも作業可能な仕組みになっている（写真１２）。
　その他２階フロアでは先端技術を有する企業との協
賛による各種ソリューション、製品を紹介するコラボス
ペースを設けている（写真１３）。

●3階フロア
　３階フロアでは「トヨタＬ＆Ｆのさまざまなソリューション
を体感」をテーマにトヨタ生産・物流方式に基づいた改
善の基礎、４Ｓ手法をご紹介。他にも豊富な改善事例や
マテリアルハンドリング機器の展示をご覧いただきなが
ら、お客さまのお悩みを一緒に解決している（写真１４）。

１）スタディ＆ソリューションアーカイブゾーン
　スタディゾーンでは８０インチの大画面モニターを
活用し、４Ｓ手法や改善の考え方を紹介（写真１５）。他に
も３Ｄの現場レイアウトを使った改善イメージの共有
ができるシミュレーションテーブル（写真１６）や導入事
例コーナー、工場の訓練道場・安全道場の紹介コー
ナーを設けている。

２）ソリューション展示エリア
　パレットトラックやミニムーバなど免許不要の各種マ
テリアルハンドリング機器、各種重量ラック、中軽量ラッ
ク、ＡＲグラスを活用したピッキングなどを紹介。スタ
ディゾーンで学んだ改善を行った姿を体感できるエリ
アとなっている。

３）VR・ARデモンストレーションエリア
　見学者は専用ゴーグルを装着し、ＶＲ（仮想現実）で
フォークリフトの操作・動作の体感を、ＡＲ（拡張現実）
で各種アタッチメントの動作を楽しみながら体感で
きる（写真１７）。
　その他３階フロアでは１００名以上を収容できるセミ
ナールームが設けられ各種セミナーなどに利用され
ている。

図表2  館内の展示構成・概要

（写真10） パレットからの荷降ろしロボット

（写真2） 1階全景

（写真6） コントロールルーム

（写真4） ピッキングロボット

（写真7） L&Fシアター

（写真8） 2階全景

（写真9） 自動運転リーチ式フォークリフト

（写真3） RFIDトンネルゲート

●見学ツアーについて 
　ＣＣ大阪での無料見学ツアーは、２時間のコースで１日
８ツアー開催しており、１企業１ツアーでＳＥスタッフと女
性スタッフ各１名でご案内。見学者の方に１台ずつタブ
レット端末を配布して、展示場の機器の動きと合わせて
仕様情報や補足動画を効果的に表示している（写真１８）。

 
４  まとめ
　トヨタＬ＆Ｆカンパニーは物流ソリューションプロバイ
ダーを目指し、２０２０年コンセプトで販売店とともに

「地域一番の物流ドクター」になることを掲げている。
その中でカスタマーズセンターは集客型マーケティン
グ拠点として、幅広いお客様の漠然とした物流改善の
ニーズを掘り起こし、ソリューション提案につなげる役
割を果たしている。
　ＣＣ大阪には開業初年度目標の６，０００人を超えるお
客さまがご来館され、約98％のお客さまにご満足頂い
ている。今後も物流を取り巻く環境変化に対応した物
流改善のヒントをお客様に提供していきたい。

（写真5） 出荷ロボット
＊AGV：無人搬送車（Automated Guided Vehicle）

３階

1階

ソリューション体感フロア

2階 製造ライン・構内物流の現場再現

大規模物流センターの現場再現

セミナールーム

コラボスペース

L&Fシアター

豊富な製品ラインアップと改善事例を活用した
トヨタＬ＆Ｆの様々なソリューションを体感

高度化する流通業のサービスレベルに対応する
フルオートメーションシステム

館内見学オープニング映像を放映する
３面スクリーンシアター

１００人以上が講座を受講できる大型教室

変種変量生産ラインに対応する構内物流業務の
効率化を紹介

先端技術を有する企業との協賛連携展示

（写真11） 部品セット供給工程
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●1階フロア
　１階フロアでは、「ロボティクスによるフルオートメー
ション」をテーマに流通・通販業をイメージした大規模
物流センターの現場を入荷から出荷まで再現（写真２）。

１）入荷ソリューション
　コンテナからの荷降ろしとコンベアへの移載を、画
像認識システムを備えた自走式のトラックアンロー
ダーで自動化。入庫ラインではＲＦＩＤトンネルゲートで
商品のＲＦタグを読取り自動検品を実施（写真３）。検品
後にシャトル式高能力自動倉庫（ＳＡＳ）に入庫される。

３  ＣＣ大阪の概要
　ＣＣ大阪は新幹線、飛行機でご来館しやすい立地と
２階・３階からの眺望を特徴としており、館内には最新
かつ多様な物流システム・機器・技術を集約し、実際の
物流現場をイメージした具体的な姿で展示。コンセプ
トの異なる３フロアの展示エリアと付帯設備から構成
される（図表２）。

２）ピッキング・梱包ソリューション
　ＳＡＳから出庫された商品ケースから３Ｄビジョンカ
メラを備えたロボットが商品を自動ピッキングし製函
機で組み立てられた出荷箱へ投入（写真４）。投入した
商品の高さに合わせた封函から納品書一体型ラベル
の貼り付けまで、一連の作業を自動化している。

３）出荷ソリューション
　梱包後、ＳＡＳに再入庫された出荷品が出荷順に出庫さ
れ、ロボットが出荷用のカゴ車に自動積み付け（写真５）。
シンプルAGV*キーカートが出荷ヤードに自動搬送する。

１  はじめに
　トヨタＬ＆Ｆカンパニーは2018年6月に国内3拠点
目のコンサルティング型ショールームトヨタＬ＆Ｆカス
タマーズセンター大阪（以下、ＣＣ大阪）をオープンし
た。本稿ではＣＣ大阪の概要とともに、物流ソリュー
ションプロバイダーを目指すトヨタＬ＆Ｆカンパニー
におけるＣＣ大阪の位置付けをご紹介したい。

 
２  カスタマーズセンターについて
　トヨタＬ＆Ｆが培ってきたトヨタ生産・物流方式ベー
スの物流ノウハウに、豊富な商品ラインナップを組み
合わせ、お客さまが実際の物流ソリューションを体感
できるショールームとして、２００１年にＣＣ東京(千葉県
市川市)をオープンした。
　２００８年には高浜工場内にフォークリフトの製造工場
と部品センターの見学を通じ改善活動を紹介するＣＣ
愛知（愛知県高浜市）を開設。高い評価を獲得し、年々
来場者数を拡大してきたが、西日本のお客さま・販売
店からは西にも拠点をとの要望が寄せられていた。
　そして、近年自動化や省人化ニーズが高まる中、
フォークリフト発売６０周年、物流システム発売３０周年
を記念し、２０18年に大市場である関西エリアにＣＣ大
阪（大阪府吹田市）をオープンした（写真１）（図表１）。

１）入荷ソリューション
　トラックからの荷降ろし・搬送は自動運転リーチ式
フォークリフトで行う（写真９）。オプション品は自動倉庫
に格納しスペースを削減、標準部品はけん引台車に載
せ替えてメインラインに供給する。

２）保管・補充ソリューション
　パレット式自動倉庫から、オプション部品を出庫し、
バケット式自動倉庫へ補充するためのパレットからバ
ケットを降ろす作業をロボットが自動で行う（写真１０）。

３）部品順立て工程
　バケット式自動倉庫からのサイドピッキングとデ
ジタル表示の指示に従うピッキングで専用箱に部品
をセットする（写真１１）。
　部品セット指示では、組付け作業がやりやすいよう
に部品を置く位置や向きが指示されている。

４）コントロールルーム
　物流センターの集中コントロールを実現するため、

ＩoＴ技術を活用し作業進捗状況をリアルタイムに表
示。設備稼働状況の見える化では予兆検知で予防保全
を実現。各ポイントの監視カメラ映像では、過去にさか
のぼり異常原因の特定が速やかにできる（写真６）。
　その他１階フロアでは磁気テープなどの誘導路設
定が不要な自立走行型ＡＧＶ・ＳＬＡＭ式キーカート展
示エリア、様々な最新フォークリフトを備えたフォーク
リフトデモンストレーションエリア、３面大型スクリーン
を備えたＬ＆Ｆシアターを設けている（写真７）。

●2階フロア
　２階フロアでは「人と機械の調和によるセミオート
メーション」をテーマに製造ラインと構内物流業務を
再現。最新技術の活用だけでなく運用にトヨタ生産・
物流方式のエッセンスを組み込み、作業者にやさしい
環境と省力化を提案している（写真８）。

４）組付けソリューション
　組付け工程では、キーカートで生産ラインを構成。
コンベヤなど固定設備のないフレキシブルなラインで
変種変量にも対応可能で、各ステーションではプロジェ
クションマッピングによる作業指示により経験の浅い作
業者でも作業可能な仕組みになっている（写真１２）。
　その他２階フロアでは先端技術を有する企業との協
賛による各種ソリューション、製品を紹介するコラボス
ペースを設けている（写真１３）。

●3階フロア
　３階フロアでは「トヨタＬ＆Ｆのさまざまなソリューション
を体感」をテーマにトヨタ生産・物流方式に基づいた改
善の基礎、４Ｓ手法をご紹介。他にも豊富な改善事例や
マテリアルハンドリング機器の展示をご覧いただきなが
ら、お客さまのお悩みを一緒に解決している（写真１４）。

１）スタディ＆ソリューションアーカイブゾーン
　スタディゾーンでは８０インチの大画面モニターを
活用し、４Ｓ手法や改善の考え方を紹介（写真１５）。他に
も３Ｄの現場レイアウトを使った改善イメージの共有
ができるシミュレーションテーブル（写真１６）や導入事
例コーナー、工場の訓練道場・安全道場の紹介コー
ナーを設けている。

２）ソリューション展示エリア
　パレットトラックやミニムーバなど免許不要の各種マ
テリアルハンドリング機器、各種重量ラック、中軽量ラッ
ク、ＡＲグラスを活用したピッキングなどを紹介。スタ
ディゾーンで学んだ改善を行った姿を体感できるエリ
アとなっている。

３）VR・ARデモンストレーションエリア
　見学者は専用ゴーグルを装着し、ＶＲ（仮想現実）で
フォークリフトの操作・動作の体感を、ＡＲ（拡張現実）
で各種アタッチメントの動作を楽しみながら体感で
きる（写真１７）。
　その他３階フロアでは１００名以上を収容できるセミ
ナールームが設けられ各種セミナーなどに利用され
ている。

（写真12） 組付け工程

（写真14） 3階全景

（写真15） スタディゾーン

（写真16） シミュレーションテーブル

（写真18） タブレット端末
（写真13） コラボスペース

（写真17） VR

●見学ツアーについて 
　ＣＣ大阪での無料見学ツアーは、２時間のコースで１日
８ツアー開催しており、１企業１ツアーでＳＥスタッフと女
性スタッフ各１名でご案内。見学者の方に１台ずつタブ
レット端末を配布して、展示場の機器の動きと合わせて
仕様情報や補足動画を効果的に表示している（写真１８）。

 
４  まとめ
　トヨタＬ＆Ｆカンパニーは物流ソリューションプロバイ
ダーを目指し、２０２０年コンセプトで販売店とともに

「地域一番の物流ドクター」になることを掲げている。
その中でカスタマーズセンターは集客型マーケティン
グ拠点として、幅広いお客様の漠然とした物流改善の
ニーズを掘り起こし、ソリューション提案につなげる役
割を果たしている。
　ＣＣ大阪には開業初年度目標の６，０００人を超えるお
客さまがご来館され、約98％のお客さまにご満足頂い
ている。今後も物流を取り巻く環境変化に対応した物
流改善のヒントをお客様に提供していきたい。
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念校 1111

●1階フロア
　１階フロアでは、「ロボティクスによるフルオートメー
ション」をテーマに流通・通販業をイメージした大規模
物流センターの現場を入荷から出荷まで再現（写真２）。

１）入荷ソリューション
　コンテナからの荷降ろしとコンベアへの移載を、画
像認識システムを備えた自走式のトラックアンロー
ダーで自動化。入庫ラインではＲＦＩＤトンネルゲートで
商品のＲＦタグを読取り自動検品を実施（写真３）。検品
後にシャトル式高能力自動倉庫（ＳＡＳ）に入庫される。

３  ＣＣ大阪の概要
　ＣＣ大阪は新幹線、飛行機でご来館しやすい立地と
２階・３階からの眺望を特徴としており、館内には最新
かつ多様な物流システム・機器・技術を集約し、実際の
物流現場をイメージした具体的な姿で展示。コンセプ
トの異なる３フロアの展示エリアと付帯設備から構成
される（図表２）。

２）ピッキング・梱包ソリューション
　ＳＡＳから出庫された商品ケースから３Ｄビジョンカ
メラを備えたロボットが商品を自動ピッキングし製函
機で組み立てられた出荷箱へ投入（写真４）。投入した
商品の高さに合わせた封函から納品書一体型ラベル
の貼り付けまで、一連の作業を自動化している。

３）出荷ソリューション
　梱包後、ＳＡＳに再入庫された出荷品が出荷順に出庫さ
れ、ロボットが出荷用のカゴ車に自動積み付け（写真５）。
シンプルAGV*キーカートが出荷ヤードに自動搬送する。

１  はじめに
　トヨタＬ＆Ｆカンパニーは2018年6月に国内3拠点
目のコンサルティング型ショールームトヨタＬ＆Ｆカス
タマーズセンター大阪（以下、ＣＣ大阪）をオープンし
た。本稿ではＣＣ大阪の概要とともに、物流ソリュー
ションプロバイダーを目指すトヨタＬ＆Ｆカンパニー
におけるＣＣ大阪の位置付けをご紹介したい。

 
２  カスタマーズセンターについて
　トヨタＬ＆Ｆが培ってきたトヨタ生産・物流方式ベー
スの物流ノウハウに、豊富な商品ラインナップを組み
合わせ、お客さまが実際の物流ソリューションを体感
できるショールームとして、２００１年にＣＣ東京(千葉県
市川市)をオープンした。
　２００８年には高浜工場内にフォークリフトの製造工場
と部品センターの見学を通じ改善活動を紹介するＣＣ
愛知（愛知県高浜市）を開設。高い評価を獲得し、年々
来場者数を拡大してきたが、西日本のお客さま・販売
店からは西にも拠点をとの要望が寄せられていた。
　そして、近年自動化や省人化ニーズが高まる中、
フォークリフト発売６０周年、物流システム発売３０周年
を記念し、２０18年に大市場である関西エリアにＣＣ大
阪（大阪府吹田市）をオープンした（写真１）（図表１）。

１）入荷ソリューション
　トラックからの荷降ろし・搬送は自動運転リーチ式
フォークリフトで行う（写真９）。オプション品は自動倉庫
に格納しスペースを削減、標準部品はけん引台車に載
せ替えてメインラインに供給する。

２）保管・補充ソリューション
　パレット式自動倉庫から、オプション部品を出庫し、
バケット式自動倉庫へ補充するためのパレットからバ
ケットを降ろす作業をロボットが自動で行う（写真１０）。

３）部品順立て工程
　バケット式自動倉庫からのサイドピッキングとデ
ジタル表示の指示に従うピッキングで専用箱に部品
をセットする（写真１１）。
　部品セット指示では、組付け作業がやりやすいよう
に部品を置く位置や向きが指示されている。

４）コントロールルーム
　物流センターの集中コントロールを実現するため、

ＩoＴ技術を活用し作業進捗状況をリアルタイムに表
示。設備稼働状況の見える化では予兆検知で予防保全
を実現。各ポイントの監視カメラ映像では、過去にさか
のぼり異常原因の特定が速やかにできる（写真６）。
　その他１階フロアでは磁気テープなどの誘導路設
定が不要な自立走行型ＡＧＶ・ＳＬＡＭ式キーカート展
示エリア、様々な最新フォークリフトを備えたフォーク
リフトデモンストレーションエリア、３面大型スクリーン
を備えたＬ＆Ｆシアターを設けている（写真７）。

●2階フロア
　２階フロアでは「人と機械の調和によるセミオート
メーション」をテーマに製造ラインと構内物流業務を
再現。最新技術の活用だけでなく運用にトヨタ生産・
物流方式のエッセンスを組み込み、作業者にやさしい
環境と省力化を提案している（写真８）。

４）組付けソリューション
　組付け工程では、キーカートで生産ラインを構成。
コンベヤなど固定設備のないフレキシブルなラインで
変種変量にも対応可能で、各ステーションではプロジェ
クションマッピングによる作業指示により経験の浅い作
業者でも作業可能な仕組みになっている（写真１２）。
　その他２階フロアでは先端技術を有する企業との協
賛による各種ソリューション、製品を紹介するコラボス
ペースを設けている（写真１３）。

●3階フロア
　３階フロアでは「トヨタＬ＆Ｆのさまざまなソリューション
を体感」をテーマにトヨタ生産・物流方式に基づいた改
善の基礎、４Ｓ手法をご紹介。他にも豊富な改善事例や
マテリアルハンドリング機器の展示をご覧いただきなが
ら、お客さまのお悩みを一緒に解決している（写真１４）。

１）スタディ＆ソリューションアーカイブゾーン
　スタディゾーンでは８０インチの大画面モニターを
活用し、４Ｓ手法や改善の考え方を紹介（写真１５）。他に
も３Ｄの現場レイアウトを使った改善イメージの共有
ができるシミュレーションテーブル（写真１６）や導入事
例コーナー、工場の訓練道場・安全道場の紹介コー
ナーを設けている。

２）ソリューション展示エリア
　パレットトラックやミニムーバなど免許不要の各種マ
テリアルハンドリング機器、各種重量ラック、中軽量ラッ
ク、ＡＲグラスを活用したピッキングなどを紹介。スタ
ディゾーンで学んだ改善を行った姿を体感できるエリ
アとなっている。

３）VR・ARデモンストレーションエリア
　見学者は専用ゴーグルを装着し、ＶＲ（仮想現実）で
フォークリフトの操作・動作の体感を、ＡＲ（拡張現実）
で各種アタッチメントの動作を楽しみながら体感で
きる（写真１７）。
　その他３階フロアでは１００名以上を収容できるセミ
ナールームが設けられ各種セミナーなどに利用され
ている。

（写真12） 組付け工程

（写真14） 3階全景

（写真15） スタディゾーン

（写真16） シミュレーションテーブル

（写真18） タブレット端末
（写真13） コラボスペース

（写真17） VR

●見学ツアーについて 
　ＣＣ大阪での無料見学ツアーは、２時間のコースで１日
８ツアー開催しており、１企業１ツアーでＳＥスタッフと女
性スタッフ各１名でご案内。見学者の方に１台ずつタブ
レット端末を配布して、展示場の機器の動きと合わせて
仕様情報や補足動画を効果的に表示している（写真１８）。

 
４  まとめ
　トヨタＬ＆Ｆカンパニーは物流ソリューションプロバイ
ダーを目指し、２０２０年コンセプトで販売店とともに

「地域一番の物流ドクター」になることを掲げている。
その中でカスタマーズセンターは集客型マーケティン
グ拠点として、幅広いお客様の漠然とした物流改善の
ニーズを掘り起こし、ソリューション提案につなげる役
割を果たしている。
　ＣＣ大阪には開業初年度目標の６，０００人を超えるお
客さまがご来館され、約98％のお客さまにご満足頂い
ている。今後も物流を取り巻く環境変化に対応した物
流改善のヒントをお客様に提供していきたい。
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1 はじめに
　少子高齢化社会がもたらす労働人口の減少にと
もない物流現場においても人材確保が困難となっ
てきている。それにより自動機器への需要が増加
し、急速に自動化市場が拡大しつつある。
　これらの要望に応えるため、2018年に安全性・
使いやすさを向上した自動運転フォークリフト

（以下、AGF）のフルモデルチェンジを行った。
　しかし、従来の技術では自己位置検出のために
床面にガイド線の敷設が必要であり、工場や倉庫
内において高まりつつある床面工事を必要としな
い無人搬送車やAGFへのニーズに対し自己位置推
定技術のひとつであるSLAM技術を開発し、発売済
のAGFに追加オプション設定を行った（写真1）。

写真1 新型Renova AGF 1.0〜3.0トン積載リーチ式自動運転
フォークリフト

Photo1 1.0〜3.0ton Automated Guided Forklift with Laser 
SLAM

2 製品の特長
1）ガイド式AGFとの共通性
　自動運転時の安全性・使いやすさ向上・サイクル
タイム短縮・有人/無人切替運用への対応など、お
客様の多様な要望に応えるシステム構築ができる
ように開発したガイド式AGFの特長を活かしつ
つ、レーザー SLAM式をはじめ様々な自己位置推
定技術に対応できるシステム構成を採用した。

2）位置検出方式のハイブリッド化
　SLAMによる自己位置推定精度は周囲環境に依
存し、観測点が少ない場所では精度が低下する。そ
のため、AGFの荷役場所のように停止位置に高い
精度が求められる場所では、周囲環境によって必
要な精度を満たすことができない場合があるた
め、他の方法で停止精度を確保する手段を備えて
おくことが必要となる。
　今回はガイド式とのハイブリッド方式を採用
し、周囲の環境に応じてレーザー SLAM式とガイ
ド式を切替えて走行できる構成とした。

3 開発内容
1）レーザー SLAM式AGFの構成
　（1）車両構成

　SLAMに必要なレーザーレンジファイン
ダー（LRF：測域センサー）をヘッドガード上
に配置し、SLAM用コントローラーをサブコ
ントローラー内に収納することで機台の構成

レーザーSLAM式自動運転フォークリフト（AGF）
Automated Guided Forklift with Laser SLAM

＊1
楫屋 宣敏

Nobutoshi Kajiya

＊1
後藤 新矢
Shinya Goto

＊1
開田 宏介
kousuke Kaida

＊2
井上 等

Hitoshi Inoue

＊3
井上 祐太

Yuta Inoue

＊1 トヨタL&Fカンパニー R&Dセンター ES開発部　＊2 トヨタL&Fカンパニー R&Dセンター 技術部　＊3 技術・開発本部 開発第二部

要　旨 　レーザーセンサーを用いて周囲の物体との距離を観測することで自己位置を推定するSLAM（Simultaneous 
Localization and Mapping）技術に基づいて位置推定精度を向上する独自技術を開発し、2018年1月発売のリーチ
式自動運転フォークリフトRinova AGF（Automated Guided Forklift）にレーザー SLAM式として追加設定した。こ
れにより、従来必要であった自己位置検出のための磁気テープ敷設などの床面工事が大幅に削減可能となった。

キーワード：SLAM、自動運転フォークリフト、自動化、Rinova

Abstract 　We have developed a unique technology to improve position estimation accuracy based on 
SLAM technology. Then, it was added to the reach-type autonomously operated forklift Rinova AGF 

（Automated Guided Forklift） released in January 2018 as a laser SLAM type. As a result, the floor 
construction work of the magnetic tape for the self-position detection, which was conventionally 
required, can be significantly reduced.

Keywords:  SLAM, Automatic driving technology, Automation, Rinova
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　SLAMとは自己位置推定と環境地図作成
を同時に行う技術のことであり、一般的に
LRFを用いて周囲物の形状や距離データから
自己位置を推定するレーザー SLAM、カメラ
を用いて画像情報から自己位置を推定する
Visual-SLAMが知られている。自己位置推定
に高い精度を求められるAGFでは、周囲環境
からの距離を直接得ることができ、計算量が
少ない2Dレーザー SLAM式を採用した。

　（2）自己位置推定精度の向上
　SLAMによる自己位置推定は地図上に存在
しない物体を多く検出した場合や、廊下のよ
うな単調で対称的な環境、特徴物の少ない環
境では、地図と照合しても自己位置を把握す
ることが難しいという課題がある。
　AGFが使用される工場や倉庫では、上記の
ような周囲環境が多く、自己位置を精度よく
推定できない場合がある。また、LRFは赤外線
レーザーを照射して、その反射度合で物体と
の距離を測定するセンサーであるため、ガラ
スや金網などレーザーが反射しにくい環境で
も、自己位置の推定が難しくなる。
　そこでSLAMアルゴリズムの中から、機台
の移動量に対して乱数で大量の自己位置候補
点を生成し、最も一致する地点を確率的に探
す手法であるモンテカルロ法を採用し、自己
位置を推定する際の分散状況を「自己位置の
確からしさ（信頼性）」として補正処理を行う
独自技術を開発した（図4）。
　これにより、従来よりも幅広い環境でレー
ザー SLAM式による誘導・走行を可能とした。

表1 位置認識方法の比較
Chart1 Comparison of location recognition methods

◯：使用可、×：使用不可

磁気センサー GPS レーザー
（反射板型）

2Dレーザー
SLAM

屋外使用 ○ ○ × ×
屋内使用 ○ × ○ ○
設備工事 あり なし あり なし

優位

4 まとめ
　今回開発したレーザー SLAM式AGFは、20年
以上にわたるガイド式AGFで得た知見・技術を活
かしつつ、新技術を導入し、次世代のAGFとして
お客様のご要望に応え、物流改善に貢献できる製
品に仕上げることができた。
　一方、物流現場では、お客様自身で動き方をカス
タマイズできるような、使い勝手がよい自動化・自
律化への要望や、サイクルタイム短縮など、さらな
る効率化が求められているため、今後も改良を重
ねて、物流業界をリードする製品の開発につなげ
ていく。
　最後に今回の開発にあたり、多大な協力・サポー
トをいただきました社内外の関係者各位に、深く
感謝いたします。

■ 参考文献
 豊田自動織機技報No.69 特集 国際物流展2018

■著者紹介■

図4 SLAM（MCL法）概要
Fig.4 Overviw of SLAM（Monte Carlo method）

SLAM（MCL法）の自己位置推定アルゴリズム
SLAM : Simultaneous Localization and Mapping
MCL : Monte Carlo Localization

推定した自己位置

地図データ（青線）

走行経路
車両軌跡

推定した自己位置

合致度：大

合致度：小
自己位置

周囲スキャン
データ（赤点）

自己位置候補

井上 祐太

楫屋 宣敏 後藤 新矢 開田 宏介 井上 等

レーザーSLAM式自動運転フォークリフト（AGF）
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を大きく変更することなくレーザーSLAM式
のAGFを実現した（図1、図2）。

　また、自動化・自律化ニーズの高まりにより
重要技術である“自己位置を推定する技術”
は、今後も精度向上や制約条件の緩和など、技
術開発が進むと考えられる。そこで、自己位置

図1 車両構成
Fig.1 Vehicle configuration of SLAM type AGF

SLAMコントローラー

ガイドセンサー

LRF

図2 機台システム構成
Fig.2 AGF System configuration

［従来車］
地上制御盤

地上制御盤

ディスプレイ

モータドライバ
（走行）

走行モータ
（AC）

EPSモータ
（DC）

荷役モータ
（AC）

モータドライバ
（荷役）

EPS
コントローラー

自動運転サブ
コントローラー

主制御
コントローラー

サブ
コントローラー

自動運転
コントローラー

リモートIO
コントローラー

液晶
タッチパネル

位置検出
コントローラー

〈SLAMオプション〉

運行・操舵・走行
コントローラー

EPS
コントローラー

EPSモータ
（DC）

走行モータ
（DC）

荷役モータ
（DC）

MCS
コントローラー

荷役
コントローラー

SS無線 シリアル通信

SS無線LAN シリアル通信 LAN

CAN通信

液晶
ディスプレイ

［新型車］

推定を行う機能を自動運転コントローラーか
ら分離して、位置検出装置としてSLAM用コ
ントローラーを開発した。
　これにより他機種への展開や、位置検出装
置を他の検出装置に変更する場合でも位置情
報（座標、姿勢角）を取得できれば、別手法の位
置検出装置へ組み替えるだけで、AGF本体へ
影響の出ないシステム構成とした。

　（2）既存搬送システムへの適合
　AGFは稼働管理や搬送管理を行うシステ
ムの機器構成の1つであり、上位システムと
の互換性が重視される。そこで作業指示を行
う地上制御盤との通信プロトコルや運行指示
を与えるコマンドを共通化し、ガイド式AGF
からの代替や共存運用ができるよう配慮した
（図3）。

2）自己位置推定技術の開発
　（1）SLAMの概要

　自己位置の推定には、GPSや磁気センサー、
反射板によるレーザーの反射光を利用する方
法など幾つかの方法がある。しかし、GPSは屋
外向けであり、従来の磁気センサー方式や反
射板を利用する方法では、既存の構造物、設備
に手を加える必要がある。そこで、屋内利用
が可能で、既存設備への工事を必要としない
SLAM方式を採用した（表1）。

図3 搬送システム構成図
Fig.3 Configuration diagram of transport system

在庫管理PC（WMS）

地上制御盤（搬送管理）

無線LAN
周辺
機器

周辺
機器

AGF
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▪　 30% more energy-efficiency
▪　 No battery topping or any maintenance 

required for the battery
▪　 No gassing of the battery meaning the 

customer can charge anywhere, whenever
▪　 7 years warranty
▪　 Improved safety with sof tware and 

mechanical controller on the system
▪　 Easy to service and maintain by the ability 

to change a single module in filed and no 
need to ship full system for service

▪　 No more battery change or charging rooms 
required offering further cost savings and 
improved safety

▪　 With heater option for in-cold store charging 
and continuous performance throughout the 
shift

3 Components
The built up of the Li-ion battery system starts 
from the Li-ion cell.

Cell:
3 main types exist （pouch cell, prismatic cell 
and cylindrical cells）. A cylindric 18650 cell was 
selected based on safety, flexibility and cost 
effectiveness. The chemistry selection is heavily 
dependent on the application where the System 
is to be used. The selection is NCA which offer a 
high-density energy source per kilo gram.
The module system offers a possibility to change  
cell supplier or chemistry to follow the industry 
cell development only a software reconfiguration 
is needed.

Figure 2 Li-ion chemistry comparison - Energy density
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Module:
The Li-ion cells are then assembled into 
modules. Depending on wanted capacity different 
combinations can be mixed to reach desired 
voltage and ampere levels. 3 main modules are 
used:
　◦　105 Ampere hour module
　◦　150 Ampere hour module
　◦　210 Ampere hour module

Each module has a 3,7 volt.

A 24-volt battery system of 150 Ah is than 
composed by 7 modules 150Ah modules. Another 
example is a 48-volt 210Ah battery system 
is composed by 13 modules 210Ah modules. 
Systems up to 840 Ah is beeing developed.
Each module have a separate software controller 
to offer full control and safety mechanism as 
well as control and super vision.

Battery management system, BMS
The BMS is the main controller of which all 
connected modules are attached to. The system 
is configured for its application and have full 
communication with the forklift/vehicle to 
optimize the system setups. A smart software 
allows balancing and utilizing the optimal usage 

Figure 3 Toyota Material Handling inhouse Li-ion system 
components

Li-ion Cell Module

Battery

BMS

The power of energy - TMHE inhouse Li-ion system solution
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1 Back ground and introduction
Within the Material Handling industry, there 
are an increased demand from customers on 
sustainability offerings. One key component 
in focus is the energy consumption and use of 
energy sources. Today the dominating energy 
technology is still lead acid batteries but a quick 
transformation towards Li-ion is systems are 
happening. The electrification of the automotive 
industry is also pushing the material handling 
business. The available commercial offerings 
from Li-ion battery suppliers in the market at 
2016 was not providing necessary solutions. Key 
characteristics as cost/price efficiency, flexibility 
and service ability was not enough. A decision 
to develop an inhouse Li-ion solution was 
initiate to provide a sustainable Li-ion concept 
for Warehouse and Counter Balance electric 
products.

2 Features and Benefits
The developed Inhouse Li-ion solution offers a 
wide range of opportunities:

▪　 More than 3 times greater the lifetime of 
lead-acid batteries

Figure 1 Toyota Material Handling inhouse Li-ion battery 
including onboard charger 150Ah 24 Volt

The power of energy - TMHE inhouse Li-ion system solution

製 品 技 術 紹 介

＊1

Gustaf Gabrielsson
＊1 Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB

Abstract 　The development of Li-ion technology is going faster and faster driven by the car industries 
requirements but also by customer demands in the Material handling business. The request for a 
more sustainable energy source than today’s standard lead acid solutions are a reality. The Li-ion 
technology offer several benefits compared to the leading electric energy source Lead Acid. Li-ion 
technology offers longer-lifetime and durability, 30% more energy-efficient （available energy for usage）, 
less service and maintenance activities needed, less weighting etc. Toyota Material Handling Europe 
have developed an inhouse a Li-ion system by selecting a modular concept. By innovation and careful 
selection of components a very competitive solution can be obtained. The solution provides a high 
level of flexibility, highest possible safety level in a cost-efficient system to offering to the customer. The 
full system perspective of safety, reusability and cost development are success factors. The adaptability 
to existing and future cell chemistries is also a key success factor for having an attractive solution and 
customer offering in the future.

Keywords: Li-ion battery system, modular concept, Battery management system, recycle, reuse

要　旨 　Li-ion電池の技術開発は、自動車産業にけん引され、急速に進むなか、マテリアルハンドリングビジネスにおけるお
客様要求も日々高まっており、現行の鉛蓄電池に対し、よりサステナブルなエネルギー源として期待されている。Li-
ion電池は、鉛電池に比べて様々な利点がある。例えば、長寿命性や耐久性、30%以上のエネルギー効率（利用可能エネ
ルギー）の向上、必要なサービス及びメンテナンスの低減、軽量化などが挙げられる。今回Toyota Material Handling 
Europeでは、モジュラーコンセプトを採用したリチウムイオン電池システムを開発した。本開発ではイノベーション
とコンポーネントの厳選により競争力のあるソリューションを実現しており、高い柔軟性と安全性を備えたコストパ
フォーマンスの良い製品をお客様へ提供する。これはシステム全体を見通した安全性、再利用性及びコスト開発の成
果である。これからも魅力的なソリューションをお客様に提供していくためには、より優れた既存及び次世代電池セ
ルに適応した改良が重要なカギとなる。
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6 Conclusions
The Li-ion technology and its development 
are an important component for the Material 
Handling industry. It supports reduced energy 
consumption by offering several key features 
such as clean and safe handling as well as 
opportunities of product optimization. The 
development is moving fast forward in Li-ion 
chemistry mixtures and on global demands of 
volumes. The full system perspective of safety, 
reusability and cost development are success 
factors for continue develop a inhouse Li-ion 
solution.

■ A u t h o r ■

Gustaf Gabrielsson
Director Research & Development
Warehouse Trucks
Toyota Material Handling
Manufacturing, Sweden

The power of energy - TMHE inhouse Li-ion system solution

豊田自動織機技報   No.70 豊田自動織機技報   No.70

製
品
技
術
紹
介

念々校 1113

50

window of the Li-ion battery system. This 
provides an opportunity of optimizing durability, 
safety and energy usage in best possible way.

Safety:
The system is equipped with both software and 
mechanical controllers in all parts of the system.
The software in the BMS as wells as the 
modular BMS on the modules have double safety 
controllers. In combination with communication 
towards the vehicle a wide range of safety 
features can be provided.

The assembling of the cells inside each module 
is done with sophisticated raster that reduce the 
effect with any faulty cell.

Weighting:
The Li-ion system is significant less weight than 
the Lead acid batteries. This is an opportunity 
for reducing the weight however the weight is 
also needed to for stability and lifting balancing. 
By take this advantages the weight can be 
reduced and optimized both in kg but also in 
localization the gain is less material to transport 
every time and the energy conception can be 
reduced.

4 Feedback
The repose to the developed system has been 
very positive. The modular concept with its 
efficiency and flexibility is key components both 
company internal and for the end customer. The 
ability to have variety configurations with very 
few articles in building the energy system and 
battery is perceived simple and efficient. The 
full software configuration ability in combination 
with telematics solution also offer a wide range 
of internet of things features.
The solution with the including components 
was awarded with the “Innovation award of 
2019” in Toyota Material Handling Europe for 
the providing a cost efficient and high degree of 
innovative way of solving a commercial offering.

5 Future
The development in the Li-ion area is going 
at high speed. Continuously new Li-ion cells 
becomes available with different and new 
characteristics. The two world dominating sizes 
in the cylindric cell area are the 18650 cells and 
the larger 21700 cells. The key is to monitor 
both cell sizes and chemistry development.

A challenge of the new Li-ion technology is that 
the energy source survives the life time of the 
vehicle which implies that there are some good 
potentials for a positive reusable sustainable 
effect. Taken this into consideration a concept 
of utilizing the used Li-ion system into another 
second life is explored. The smart software 
can provide this opportunity by a simple 
categorization of each module status. If status 
is good the module can be rebuilt into a new 
system and have a second life in vehicle. If the 
module is still in a good shape after the second 
life a 3rd life in the module can be reused in 
to support a power bank concept and be used 
for store solar power from the warehouse and 
then be used for high speed charging of the 
customers fleet. This can also support the need 
of reducing peak power needs in the ware house 
where a full fleet is opportunity charging and lot 
of instant power is needed.

Figure 4 Sustainability idea - recycling and reuse concept

Life 1
New battery system

Life 3
Reuse components in a power
bank system

Life 4
Recycling
Components

Life 2
Rebuild and reuse components to a
battery system
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Active Vehicle 4 Wheel Drive）をベースにし
ながら「SUVらしい力強さと使用性へのきめ細や
かな配慮を兼ね備えた4WD」（Robust Accurate 
Vehicle with 4 Wheel Drive）を目指し、以下の
セリングポイントを実現すべく開発を進めた。
　1）SUVらしい力強いデザイン
　2）運転席からの良好な視界
　3）あらゆるシーンに応えるラゲッジスペース
　4）便利な気配り空間
　5）どこでも安心して走れる走破性
　6）優れた燃費性能＆先進安全装備

3 主要諸元と車両構成
　図２に寸法諸元を示す。
　新型はプラットフォームを一新（GA-Kプラッ
トフォーム）、ホイールベースを延長しつつも全長
を維持し、使い勝手と取り回しの良さを実現して
いる。
　車両構成としては、2種類のTNGAエンジン

（2.0L、2.5L）と2.5LにはHVモーターの組合せ、
3種類のトランスミッション（6速マニュアル、
CVT、8速オートマチック）、2種類の駆動方式

（4WD、FF）をラインナップし、各地域のニーズご
とに最適な組み合わせを行っている。
　特にオンロードでも4WDを運転する楽しさを
実現するため、“新開発のダイナミックトルクベク
タリングAWD”、“FRに近いところまで駆動配分
を変えられるようにしたHVのE-Four”、“従来の
進化型であるダイナミックコントロール4WD”
と３種類の4WDを投入した。

図2 新型RAV4　寸法諸元
Fig.2 Specification of new RAV4

新型 ※（　）内は従来比

4600（±0）

16
60
（
±
0）

1855（＋10）

1595（＋25） 2690（＋30）925（＋15） 985（－45）

従来

4 SUVらしい力強いデザイン

4.1 外形スタイル
　幾何学形状の八角形（オクタゴン）2つを、90度
ずらしてはめ合わせた「クロスオクタゴン」を造
形テーマとし、デザインコンセプト「Adventure 
& Refined」に基づき、「アクティブで力強いワク
ドキ感」と「都会にも似合う洗練さ」を併せ持つデ
ザインを実現。オフロード性能やSUVらしいリ
フトアップ感に効果のある大径タイヤを採用す
るなど“SUVらしい力強いデザイン“を実現した

（写真2）。

4.2 内装
　低く圧迫感を抑えた水平基調のインパネと骨
太なコンソールで力強さを表現。金属調加飾やソ
フトパッドを採用して質感向上を狙った。また、
エアコンのダイヤルやドアグリップなどの手で
触る部位に関しては、触感の良さや手袋をはめた
状態でも操作しやすいように、大きさや断面、ラ
バー素材採用に拘った（写真3）。

写真2 新型RAV4　外観
Photo2 Exterior of new RAV4

写真3 新型RAV4　内装
Photo3 Interior of new RAV4

新型RAV4の開発
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1 はじめに
　1994年にスモールSUVのパイオニアとして誕
生したRAV4は、2代目、3代目、4代目とこのジャ
ンルのリーダーとして進化を重ねてきた（写真1）。
　当社長草工場では2代目の途中から生産を開
始、3代目からはアッパーボデーの開発から生産
準備〜生産までをトヨタ自動車から受託し、その
生産数の多さから自動車事業部の基幹車種として
重要な役割を担っている。
　今回で5代目となる新型RAV4は、競合他社の動
向や社会環境が変化する中、スモールSUVとして
の地位を揺るぎないものにするための、取組みを
行ったのでその内容について紹介する。アッパー
ボデー開発に関するトヨタ自動車からの開発委託
内容は以下の通り。アッパーボデー領域（ボデー、
内装、外装、インパネ、シート、ランプ、機能部品）
および電子技術（メーター、ワイヤーハーネス、
ECU）およびそれらに関係する性能評価。

写真1 RAV4の変遷
Photo1 History of RAV4

初代（'94～） 2代目（'01～）

3代目（'06～） 4代目（'13～）

2 開発の狙いと車両コンセプト
　RAV4は今や世界の約180の国と地域で販売さ
れ、先代（4代目）は昨年世界全体での販売台数は
約83万台に達し、一昨年に続いて世界で最も売れ
たSUVとなった（トヨタ自動車調べ）（図1）。

　一方で競争が激化するスモールSUV市場にお
いて、RAV4が競合車の中に埋没することなく魅
力ある商品であり続けるために、「SUV本来のワ
クドキ」を具現化すべくRAV4の再定義を掲げて
開発を行った。
　5代目新型RAV4は車両のコンセプトキーワー
ドをRobust（逞しさ・頼もしさ）とAccurate（洗
練さ・綿密さ）とし、初代の「ONでもOFFでも、今
まで出来なかったことに挑戦し、どこにでも行
けそうな予感をもたらすクルマ」（Recreational 

図1 地域別販売状況（2018）と販売台数の推移
Fig.1 Regional breakdown of sales volume（2018）and

Trend in number of sales
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新型RAV4の開発
Development of New RAV4

＊1
八田 康裕
Yasuhiro Hatta

＊2
北川 友紀

Tomoki Kitagawa

＊2
新美 浩一
Hirokazu Niimi

＊2
高田 宏樹
Hiroki Takada

＊2
千葉 明
Akira Chiba

＊2
西井 優
Yu Nishii

＊2
西澤 芳史

Yoshifumi Nishizawa

＊2
坂上 元章

Motoaki Sakaue

＊1 自動車事業部 製品企画部　＊2 自動車事業部 技術部

要　旨 　今回で5代目となる新型RAV4は国内（当社長草工場、トヨタ自動車高岡工場）海外工場（TMMC Woodstock、
Cambridge）で生産され180以上の国と地域に向けて販売が開始された。当社はアッパーボデーの開発から生産準備・
生産までを一貫して受託し高い要求レベルに応えるべく活動を行った。

キーワード：Robust（逞しさ、頼もしさ）、Accurate（洗練さ、綿密さ）

Abstract 　We have launched production of the new RAV4, 5th generation, at domestic （Nagakusa, Takaoka） 
and Canada Plants （Woodstock, Cambridge） onto about 180 countries and areas. We have carried 
out measures to achieve the high requirements by Toyota Motor Corporation from the upper body 
development through to the production.

Keywords:  Robust （Uplifting toughness）, Accurate （Precise technology）

製 品 技 術 紹 介
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7.3 デッキボード（自立構造）
　デッキボードの中央をヒンジ構造とし、折りた
たんで前方へ立てかけられるようにすることで、
デッキボード下へ両手でアクセス出来るようにし
た（図8）。

7.4 骨太なコンソールに集約した機能配置
　操作系や収納の配置を、従来に対して更に改善
を図った（図9）。
　1） 手引きパーキングブレーキを電動化するこ

とで、カップホルダを使いやすい位置に横
並びで配置、アクセサリーソケットの近く
には小物入れを、背の高いシフトの陰にな
らないようシフトの手前にSWを配置する
など、使いやすい配置にした。

　2） センターアームレストは肘を置きやすい高
さに改善、ドアアームレストとの高さバラ
ンスにも配慮した。

図8 自立デッキボード
Fig.8 Independent Deck Board

リペア
キット

収納
スペース

スペア
タイヤ ジャッキ

ジャッキ

〈スペアタイヤ仕様〉

デッキボード
自立

デッキボード自立
〈リペアキット仕様〉

図9 センターコンソール配置
Fig.9 Layout of Center Console Box
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高さUP
肘置き性・立派さ改善

カップホルダ
配置改善

シフトレバー
配置改善

小物入れ
配置改善

シフト部断面
高さ＋80mm
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7 便利な気配り空間

7.1 デッキボード（2段構造）
　シーンに沿って使い分けが可能となるように、
上下段可動するデッキボードを採用した（図6）。
　デッキボードを上段にセットし、後席を倒すこ
とで長い荷物の積載に便利な段差のない大空間が
誕生。これにより重たい荷物の出し入れも容易に
した。下段にセットすれば、デッキボードから天井
までの高さが55ｍｍ広がることで、高さのある荷
物の積載が可能となり、また、転がりやすい収納物
に対してもドアを開けた時にこぼれ出にくいよう
に配慮した。

7.2 デッキボード（リバーシブル構造）
　デッキボードはリバーシブルとし、樹脂にする
ことで濡れ物、汚れ物でも気兼ねなく載せられる
ように配慮した（図7）。

図6 2段デッキボード
Fig.6 Two-stage Deck Board

フラット面

55mm

フィニッシュプレート

フィニッシュプレート

デッキボード上段

デッキボード下段

Rrシートバック

Rrシートバック

図7 リバーシブルデッキボード
Fig.7 Reversible Deck Board

デッキボード表面（表皮） デッキボード裏面（樹脂）

〈表面使用時〉 〈裏面使用時〉
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5 運転席からの良好な視界

5.1 前方視界
　インパネ上面を下げ、かつ、室内からワイパーが
見えないように設計することで、開放感のある視
界を確保した（写真4）。
　またインパネはさみ角（アイポイントからイン
パネの上接、下接線による角度）を30.8°と小さく
することですっきりとした意匠を実現した（図3）。

5.2 斜め前方視界
　ドアミラー取り付け位置の最適化や三角窓に
よってミラーとフロントピラーの隙を確保し良好
な斜め前方視界を実現した（図4）。

写真4 前方視界
Photo4 Forward Visibility

図3 解放感のある視界
Fig.3 Visibility

30.8°

図4 斜め前方視界
Fig.4 Diagonal Forward Visibility

助手席側 運転席側

ガラスを設定し視界確保

5.3 斜め後方視界
　リヤクォーターガラスの拡大やリヤドア後部の
ピラー断面を小さくする工夫などにより、斜め後
方視界を確保した（図5）。

6 多様なシーンに応えるラゲッジ容量
　室内最小幅と室内長さを拡大し、クラストップ
レベルのラゲッジ容量580L（デッキボード下段
時）を確保した。実用面ではゴルフバッグを４つ
収納することが可能（写真5）。

図5 斜め後方視界
Fig.5 Diagonal Backward Visibility

A A

ベルト
出口

後方視界　Ａ－Ａ

後方視界
範囲（4.2°）

クォーターガラスCピラー

写真5 ラゲッジスペース
Photo5 Luggage Space

1,880mm
1,015mm
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　最新の予防安全パッケージ“Toyota Safety 
Sense”と合わせて、世界トップレベルの衝突安全
性能を確保した。

10 まとめ
　以上のように、5代目となる新型RAV4は、世界
中のお客様に喜んでいただけるSUVになるよう
に開発を行った。
　冒頭にも述べたように、新型RAV4は世界の約
180の国と地域に向けて販売を開始（日本では3
代目以来）、各地域で計画を上回る好調な売れ行
きである。競争が激化するスモールSUV市場の中
で、お客様に愛され、より強固な地位を築くべく、
市場の声に耳を傾け、常に進化するRAV4を目指
して日々開発を継続する。

　最後に、本開発および生産準備に当たり、多大な
るご指導・ご協力を頂いたトヨタ自動車（株）をは
じめとする社内外の関係者に、深く感謝の意を表
します。

■著者紹介■

千葉 明 西井 優 坂上 元章

八田 康裕

西澤 芳史

北川 友紀 新美 浩一 高田 宏樹

8.3 空力性能
　フラット感のある操縦安定性のためにフロント
タイヤ、リヤタイヤ前に空力用のスパッツを設定
した。車高の高いSUVのためお客様の目につく部
品であることから、意匠性に配慮しつつ、シミュ
レーションや風洞実験を重ねて、幅、高さなどの形
状を決定した（図13）。

9 優れた燃費性能＆先進安全装備
　燃費性能にはエンジン、トランスミッションと
いったユニットや、空力など様々要因があるが、ボ
デー質量もその要因の一つになる。衝突時の安全
性を確保するにはボデー強度も重要であり、これ
らは一般的に質量と背反する。
　この課題に取り組み、（超）高張力鋼板の採用拡
大（使用率40%）や各部材の配置および結合構造
の工夫により、トップレベルの軽量ボデーを達成。
質量効率の良いボデーを開発することで燃費性能
に貢献した（図14）。

図13 空力スパッツ
Fig.13 Air force Spats

スパッツ スパッツ

スパッツスパッツ
ガソリン車　フルカバー仕様

図14 鋼板種類
Fig.14 Steel Sheet type

ホットスタンプ材
1180MPa材

アルミ材
590MPa材
780MPa材
980MPa材

新型RAV4の開発

　世界で一番売れているSUVに成長したRAV4の開発〜生技・製造の一翼を担うことは、大きな使命感、責
任感を感じるとともに、失敗できないというプレッシャーがありました。そんな中「チームRAV4」を合言葉
に、技術・工場が部署の垣根を超え、従来の開発よりも初期段階から一体となって議論、検討を重ねること
で、困難と思われる様々な課題を解決していくことができました。今後もお客様に喜ばれる車両を提供する
ために、一体となって開発に取り組んでいきたいと思います。

開発の経緯と開発者の思い
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7.5 スピードメーター
　スピードメーターの背景描画が走行モード切替
に応じて変化、またダイヤル操作時はスイッチ照
明も変化させることで走る楽しさ、ワクドキ感を
演出した（写真6）。
　マルチインフォメーションディスプレイには
4WD状態、各輪へのトルク配分、タイヤスリッ
プ状態を表示させ、車両状態を把握することで
安心して走ることができる（4WD、E-Fourのみ）
（写真7）。

8 どこまでも安心して走れる走行性能

8.1 フットレスト
　より自然な姿勢でフットレストに足置きできる
よう、フットレスト角度を乗員側に４°傾け、フッ
トレスト面を足裏形状に合わせて湾曲させた。ま
た、フットレスト幅を133ｍｍにすることで優れ
た足置き性を確保した（AT仕様）（図10）。

写真6 ドライブモード照明
Photo6 Drive mode Display

NORMAL ECO

ROCK & DIRT MUD & SAND

SPORT

写真7 4WD作動状態　※4WD、E-Fourのみ
Photo7 Multi Information Display for 4WD

※SPORT
　モード時
　のみ

①トルク配分
　前後輪へ配分されるトルクを表示

②舵角
　ステアリング舵角情報を表示

③スリップ輪表示
　各タイヤが
　スリップした際に点滅

④Gモニター
　クルマの加速度情報を表示
　また、最大値をラインで示す

8.2 ボデー剛性
　意のままに扱える操縦性能を達成するために、
カウルパネルの稜線を直線化し、さらに閉じ断面
化することで、左右のフロントサスペンションタ
ワーの優れた結合剛性を確保した（図11）。
　またバックドア開口においては、稜線の連続性
を確保しつつ、上コーナー部及び側辺中央部に高
剛性の発泡材を追加することで優れたボデー剛性
を確保した（図12）。

図10 フットレスト
Fig.10 Foot Rest

D

D

4°

133

カーペット

形状をフラットにし
足引っ掛かり感を
無くしました

フットレスト面を
湾曲させ足底形状に
合わせました

C C

C － C D － D

図11 ボデー構造（フロント部）
Fig.11 Body Structure（Front）

閉じ断面

UPR

FR

FR

RH

閉じ断面

サスペンション
タワー

図12 ボデー構造（リヤ部）
Fig.12 Body Structure（Rear）

高剛性
発泡材

上コーナー部

側辺部
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■新型RAV4開発ストーリー

チームRAV4
が挑む、あくなき
ディティールの追求
――エンジニアの想いをひとつにした、豊田自動織機ならではの

「デザイン大部屋活動」と「長草工場一体活動」――

　そもそもクルマとは、どのようにしてつくられるのだろうか。あるクルマをつくろう

とするとき、まずどのようなクルマが求められているのか、市場調査を行い、その

結果を元にクルマの企画やコンセプトを練っていく（企画やコンセプトを最初に

練る場合もある）。それが固まったら、実際にクルマを形にしていく工程に入る。

デザイナーがクルマの外形や内装のスケッチを描き、それらの意匠が決まったら

クレイモデル（立体模型）をつくる。同時に各設計部門がクルマの構造や部品

などを設計。図面に落とし込み、生産技術（以下、生技）や製造部門と調整を

図りながら部品をつくっていく。部品ができあがってきたら、それを基に試作車を

つくり、性能を確認。同時に工場では量産の準備を始め、量産を見越した試作

車もつくっていく。さまざまなテストを繰り返し、不具合を改善しながら性能を磨

き上げ、すべての課題を解決したらいよいよラインオフ。そして、幾千人の人々

が関わってつくりあげた新型車がお客様の元に届けられる。

　この間、およそ2年から3年はかかる。普段何気なく見ているクルマたちは、そ

れだけの年月をかけてこの世に生み出されるのだ。

　今回、スポットを当てるのは、クルマづくりの工程において核とも言える設計

開発と生技・製造だが、豊田自動織機が挑んだのは、従来とは違う開発手法

「デザイン大部屋活動」。この開発手法を新型RAV4に適用したのだが「デザ

イン大部屋活動」とは何か？ どのような特長があるのか？ それを紐解いていく。
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第1章 開発背景

新型RAV4の重圧

アメリカでもっとも売れたSUV
　トヨタ・RAV4は1994年に発売されたコンパ
クトサイズのクロスオーバー SUV。いま振り返れ
ば、このRAV4こそが昨今のクロスオーバー SUV
ブームの先駆けとなったモデルではないだろう
か。RAV4はこれまで180を超える国と地域で販
売され、グローバルでの販売累計台数は約907万
台（2019年2月末時点 トヨタ自動車調べ）を記
録する人気車種にまで成長した。特にアメリカで
は、全カーメーカーのSUVの中で最も多く販売さ
れた実績を持っている（2018年 トヨタ自動車調
べ）。つまりRAV4は「アメリカでもっとも売れた
SUV」と言えるのだ。

絞り込んだデザインは
白紙に戻してリスタート
　このRAV4は2005年に発売された3代目から
設計、デザイン、評価の一部を豊田自動織機が担
当。2013年にデビューした4代目でも引き続き携
わり、2015年のマイナーチェンジから開発から
生産までのほぼすべてを引き受けるようになっ
た。ちょうどデザインアイコンである「キーンルッ
ク」を用い出した頃で、RAV4にもその意匠をフロ
ントに採用。さらにシャープに、精悍な顔つきに
なった。ちなみに4代目RAV4は2017年、2018年
と世界のSUV販売台数1位を獲得している（トヨ
タ自動車調べ）。

3代目（’05〜）

4代目（’13〜）

　このように快進撃を続けるRAV4は5代目にモ
デルチェンジするときも、豊田自動織機に声がか
かった。RAV4の委託開発分の取りまとめを行っ
た製品企画室の八田は言う。

　「2014年頃でしょうか。トヨタ自動車から正式
に開発依頼を受けました。好調のRAV4を引き続
き担当できるのですから、こちらとしても気合い
が入りますよね。私たちはまず意匠を決めるため
にデザインに取り掛かりました」。
　外形デザインは豊田自動織機の案を含め、合計
3案に絞り込まれ、1/1のクレイモデルも製作。意
匠選択の会議にかけられたが、最終的にはどの案
も採用されなかった。なぜか？
　「SUVのワクドキを表現しきれていないこと。
一目見た瞬間に『これだっ！』と言えるほど決定的
な力がなかったのでしょう。期待値の高いクルマ
だからこそ、それだけ想いが強かったのだと思い
ます」と八田は話す。

攻めるRAV4
　先代のRAV4が好調であるなら、キープコンセ
プトで守りに入るのは当然のことである。しかし、
トヨタ自動車はそれを求めていなかった。絞り込

八角形が鎖のようにつなぎ合わさる「クロス・オク
タゴン」。この大胆なテーマを創出したことが、外観
デザインを決定づけるブレイクスルーとなった

んだ3案が採用されなかったのは、新しい挑戦が
足りていなかったのだろう。というのも、RAV4
が誕生して25年が経つ節目の時期に、新型RAV4
のコンセプトを「Recreational Active Vehicle 
4Wheel Drive」から「Robust Accurate Vehicle 
with 4Wheel Drive」へと再定義した経緯があ
る。これは「4WDのアクティブなRV」から「SUV
らしい力強さと使用性へのきめ細やかな配慮。そ
の両方を兼ね備えた4WD」へ生まれ変わること
を意味する。先代は乗用車ライクなスタイルが支
持されたが、新型もそれをそのまま受け継げばい
いのか。いや、SUV本来の魅力は「こんなことも、
あんなこともできると夢を抱きながらワクワク・
ドキドキするクルマではないのか」とトヨタ自動
車は考えたのだ。近年は各社が魅力的なSUVを数
多くリリースしている。その中でRAV4がこれま
でと変わらない存在感を放ち続けるためには、新
たな挑戦が必要なのだ。

「クロス・オクタゴン」で
チームがひとつに
　デザインは再びスケッチに戻り、コンセプトを
練り直した結果「クロス・オクタゴン」という新た
な造形テーマを創出した。外形デザインチームの
冨田は言う。

　「この造形テーマは、90度捻った2つの八角形を
組み合わせています。デザインコンセプトである

『アドベンチャー＆リファインド』を表現するため
に、機能性を元にして生み出した八角形を用いま
した」。
　このキースケッチが生まれ、メンバーに説明す
ると皆が納得の表情を浮かべ、向かう道がひとつ
になったような気がしたという。このスケッチを

元に一気に煮詰め、再び1/1クレイモデルの作成
へ。その後もさらにデザインに磨きをかけながら、
ついにトヨタ自動車から意匠の承認を得たのだっ
た。

第2章 外形デザイン

RAV4のかっこよさを
実現せよ！

デザイン大部屋活動とは？
　デザインが固まり、ようやく本格的な開発がス
タートした。メンバーたちはデザイナーが試行錯
誤して生み出した新しいRAV4のデザインを実現
するため、心をひとつにした。そんなとき今回の開
発は「デザイン大部屋活動」で進めることが決まっ
た。「大部屋活動」という言葉は聞いたことがある
が、デザイン大部屋活動とは何だろうか。八田はこ
う説明してくれた。
　「大部屋活動は私たちだけでなく、トヨタグルー
プでは一般的に用いられている開発手法です。デ
ザインや設計、生技などの各部署が縦列で開発し、
大部屋で打ち合わせ、また各部署に戻って開発を
進めていく。そんな仕事の仕方です。しかし、デザ
イン大部屋活動は、各部署がデザインスケッチや
クレイモデルを見ながら打ち合わせを行い、その
場で造形したり、測定したりして後工程にアウト
プットしていくやり方です。今回、より一体感を
持って開発をしていくために、コンパクトな織機
の強みを活かした大部屋活動ができないかと考え
た結果、このデザイン大部屋活動という手法が出
てきたんです」。
　この活動を推進した冨田が言う。
　「従来はモデルルームにクレイモデルなどが置
いてあったのですが、この活動からそのモデル

クロス・オクタゴンのキースケッチ。2つの八角形が
組み合わさっているだけでなく、ボディを輪切りに
した断面も八角形になっている

八田　康裕
自動車事業部 
製品企画部
製品企画室
製品企画担当

冨田　健二
自動車事業部 
技術部
デザイン室
外形デザイン担当

チームRAV4が挑む、
あくなきディティールの追求
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ルーム内を仕切って部屋をつくり、そこでさまざ
まな検討ができるスペースを用意しました。これ
はデザインの意図をデザイナーと面着してコミュ
ニケーションすることで、その想いを他の設計や
生技メンバーに深く理解してもらうという狙いが
あります」。
　デザイン大部屋活動はデザイナーの想いを直接
伝えることで、想いを共有化し、課題があったとし
ても、ベクトルをひとつにして一緒に取り組める
というメリットがある。そして、従来の大部屋活動
よりも効率的に開発を進めることができるのも大
きい。
　豊田自動織機は新たな挑戦を2つ行うことと
なった。新型RAV4の開発と、デザイン大部屋活動
という初めて取り組む開発手法への挑戦である。

透明のドアパネル
　造形テーマ「クロス・オクタゴン」を成立させる
ためには、さまざまな課題が立ちはだかった。
　「しっかりとした八角形を表現するために、Dピ
ラーは太く、力強く見せたい。ただ、そうするとリ
ヤクォーターガラスの面積が稼げなくなり、後方
視界が悪くなってしまいます。これは内装デザイ
ンと人間工学の担当者と一緒に後方視界の確保に
努めました。あと、2つの八角形はリヤドアの部分
でクロスするので、そこにくびれを持たせたいん
ですね。でもリヤドアには側面衝突から乗員を守
るためにドアビームを入れなければならない」。

力強い八角形を訴求するためにはDピラーの太さがポイン
ト。太さを維持しつつ、斜め後方の視界を確保している

2つの八角形がクロスするリヤドアは思い切ってくびれ
をつくり、メリハリのあるボディを実現している

　冨田が言うとすかさずボデー設計の加藤が続け
た。
　「ドアビームは絶対に必要。でもデザインも崩し
たくない。これをどうやって両立させるのか。どの
パーツをどれくらい移動させたら、どれくらいの
スペースを稼げるのか検討を繰り返しました。組
立作業性の一般的な要件を超えてスペースを詰め
た部分では、透明のドアパネルを試作して、内部が
見えるようにして作業性を確認しました。もうね、
コンマ何ミリの世界ですよ」。

　加藤は苦笑したが、決してあきらめることなく、
この課題に取り組んでいった気概が感じられる。
それはデザイナーの強い想いが根底にあり、それ
を実現したいという加藤の強い想いも、またしっ
かりとそこにあったからではないだろうか。

約200gのオモリが効く
　ルーフ面の意匠がNV（ノイズ・バイブレーショ
ン）にも影響を与えた。RAV4のルーフはフラット
な面を基調にして前後方向に4本のビードが入っ
ている。いかにも剛性が高そうだが、NVの領域か
ら見ると実はそうではないという。
　「ルーフにビードがある分、線長が伸び、ルーフ
の共振が低くなります。その低くなった振動周波
数がエンジンの振動周波数と近接してしまったた
め、振動が増幅してしまいました。もちろんルーフ
の板厚を上げて強度を持たせればいいのですが、
それだと重くなってしまう。そこで共振調整用の
オモリである『マス』を載せることで、ルーフの共
振をさらに下げて、エンジンの振動周波数から離
し、振動を低減させることを考えました」。
　NV担当の田中はこう言う。共振調整用のオモ
リは約200g。それをルーフの適所に置くことで、

この課題を解決した。最小限の重量増で車内の静
けさを確保してみせたのだ。

見切り線、0.1mmのこだわり
　さらにトヨタ自動車内でRAV4を真横から引い
た視点で見たとき、センターピラーの見切り線に
課題があることが判明した。見切り線とはドアや
ボンネット、トランクといった各種部品の境界線
のことで、クルマを真横から見るとフロントドア
前端、センターピラー、リヤドア後端と3本の見切
り線が縦に入る。実はこの3本の見切り線はサイ
ドシルエットの印象を決める重要な部分なのだ。
今回判明したのは、フロントドア前端、リヤドア後
端の見切り線に対し、センターピラーの見切り線
が若干後傾しているということ。加藤は言う。
　「見切り線は非常に地味な存在で、多くの人はそ
んなに気にしない部分だと思います。デザイン的
に言えば、本来、見切り線なんてないほうがいいん
です。サイドのシルエットを見た場合、フロントか
らリヤへの流れが見切り線で分断されるわけです
からね。でも、クルマには必然的に見切り線が入る
ので、いかに違和感のないように入れるかがキー
ポイントになるわけです」。

　見切り線が後傾しているなら、少し前傾させれ
ばいいだけの話じゃないかと思ってしまうが、そ
んな簡単なものではない。センターピラーの見切
り線を移動させるためには、ドアの中に入ってい
る構造体や部品を一つひとつ移動させていかなけ

見切り線の新旧を比べてみても、差異はわずか。
しかしこのわずかな違いがサイドシルエットの
印象を大きく左右する

ればならないからだ。たとえば、ドアハンドルの
中身、ドアヒンジ、ドアの中を通るハーネス、もち
ろんドアビームにも影響し、場合によってはBピ
ラーガーニッシュの幅も変えなければならない。
　「先ほどのくびれをつくる作業と同じですね。干
渉する部品などをコンマ数ミリのレベルで少しず
つ、少しずつ移動させて、もうこれ以上はできない
という限界ギリギリまで追い込んでいきました。
それでもうまくいかないので最終的には見切り線
の幅を0.1mm広げてしまいましたが……。でも、
最終的に違和感のないセンターピラーの見切り線
を通すことができました」。
　おそらく、多くの人はセンターピラーの見切り
線の移動前と移動後を同時に見比べて、ようやく
分かるくらいの細かな部分である。しかし、そのよ
うな細部にも妥協せずにこだわり、やり切ること
で美しくも力強いサイドシルエットを叶えている
のだ。

コミュニケーションが
一気に加速した
　このようにディティールにこだわり、設計開発
ができたのは、やはりデザイナーの想いやこだわ
りを間近で感じることができたからだと加藤は言
う。
　「デザイナーが心血注いで描いたデザインです。
このかっこよさを何とかして実現したい。デザイ
ン大部屋活動での仕事は、常にその気持ちでいっ
ぱいでした。デザイナーがどんな想いでこの線を
入れたのか。その背景までじっくりと聞くことが
できたので、モチベーションも上がりましたね。モ
デラーさんがクレイモデルを削って形を整えてい
く工程を目の前で見ることができたのもワクワク
しました」。
　「これまではデザインフロアに設計者を呼ぶの
はけっこう大変だったんですよ。デザインフロア
は機密情報が多いので、立ち入り申請などの管理
やセキュリティ管理などの手間があり、設計側に
そういう面倒はかけたくないという思いもありま
した。でも、デザイン大部屋活動はその辺りの課題
を解消し、気軽に立ち入れるようにしたんです。そ
うしたら、一気にコミュニケーションが密になり
ました。クレイモデルを前にして議論が白熱し、
触っちゃいけないのに『ここをもう少しこうして
……』とか言いながら指で触りだしたりしてね」。
　冨田は笑いながら話してくれた。

加藤　基
自動車事業部 
技術部
設計第一室
ボデー設計担当

旧：黒線
新：赤線

チームRAV4が挑む、
あくなきディティールの追求
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第3章 バックドア

アルミとの戦い

アルミは軽いが、弱い
　軽量化を図るため、新型RAV4の外板には各所
にアルミニウム（以下、アルミ）を採用している。そ
の中でも特に大きな面積を占めているのが、バッ
クドアである。アルミは鉄の約35%の比重しかな
いので、圧倒的に軽いのがメリットだ。加藤と一緒
にボデー設計をした鈴村はこう話す。

　「アルミは軽いのですが、なかなかやっかいな素
材です。鉄よりも剛性がかなり低いんですよ。キャ
ラクターラインを入れるためにプレスで折り目を
付けると、割れてしまうこともある。割れないよう
に工夫しても、鉄のようにエッジの立ったシャー
プな折り目がなかなか出ない。面についても、フ
ラットな形状を維持するのが難しいですね。強度
がないので板厚を上げるのですが、そうなると構
造的に厚みが増えてしまうので、見切りの幅も必
要になります。結果として見切り線が太くなり、デ
ザイン的に見苦しくなってしまいます」。
　軽さ以外にアルミのメリットはあるのかと聞く
と、鈴村は苦笑いをして「ないですね」とつぶやい
た。設計や生技のメンバーからすれば、アルミは軽
さという圧倒的なメリットがある半面、剛性が低
く、取り扱いに注意しなければならないデリケー
トな素材なのだ。
　「どれだけ剛性が低いかというと、ヤング率は鉄
の1/3しかないんですよ」と田中が付け加えた。ヤ
ング率は剛性の高さを表す指標。その数値からア
ルミは鉄よりも変形しやすいのが分かる。

　「剛性が低いので、NVにも大きな影響がありま
す。鉄であればプレスなどで成形して剛性を上げ、
振動を抑えることができるのですが、アルミはそ
もそも弱いので板厚を上げて剛性を確保するのが
一般的です。鉄なら0.7mmでいいところをアルミ
だと1.2mmは必要になります。つまりNVの性能
を上げるためには、アルミの板厚を上げなければ
ならない。そうなるとアルミの軽さが損なわれて
しまいます」。
　何という難しさだろうか。鉄よりも軽いが剛性
が低い。ゆえにNV性能も低い。しかし、剛性を上
げるために質量を増やせば、軽さというアドバン
テージが減っていく……。この背反事項を解決す
るためにどのような策を取ったのだろうか。

最後の一手
　「いろいろな試みをしたのですが、最後の一手と
してナイロンの基材に高剛性発泡材を組み合わせ
たパーツで補強してみてはどうか、という案にた
どり着きました。これをバックドアのリヤコンビ
ネーションランプの裏側に仕込むのです。断面が
薄く、穴が空いている部分も多いので、ここに当て
れば剛性を確保でき、NV性能も向上すると思い
ました」と鈴村は剛性確保とNV対策のアイデア
を教えてくれた。しかし、RAV4でこのような手法
を採用するのは今回が初めて。うまくいったのだ
ろうか？

　「高剛性発泡材は熱が加わると発泡し、元の体積
よりも2倍強くらい大きくなるんです。そのため、
塗装工程で炉の中に入れるときにその発泡圧で
バックドアが歪んでしまう問題が起きました。あ
と発泡材がバックドアに空いている穴から漏れ出

ナイロン基材に発泡材を組み合わせたアイテム。
豊田自動織機初となるアイデアがバックドアの剛
性確保に貢献した

てしまったり」。鈴村の言葉を補足するように田中
も話し出す。

　「これらの課題を解決するために、試作のバック
ドアをつくって検討しました。変形問題は部分的
に発泡圧が弱まるように設計しなおしましたね。
発泡材って、高温であればあるほど勢いよく発泡
するんですよ。だから、炉の中に入れたときの熱の
伝わり方を調べながら何度もトライしました。7
回くらい試行錯誤したんじゃないですかね」。
　バックドアをアルミに変えるということ。それ
は軽量化というメリットを活かしつつも、他の課
題を解決していくことに他ならない。剛性確保と
NV性能の向上は、このような技術者たちのアイ
デアと探求心があったからこそ、成し得たと言っ
ても過言ではない。

デザイン大部屋活動が生んだ
相互理解
　今回のデザイン大部屋活動での取組みは、各メ
ンバーに何か気付きを与えただろうか。
　「設計者って、基本的に自分の担当領域の仕事を
しているので、他の領域の仕事って詳しく知らな
かったりするんですね。でも、今回はデザインや生
技のメンバーと一緒に仕事をすることで、前工程
や後工程を含めた車両開発全体を見ることができ
たと思っています」と鈴村は話してくれた。
　「そうだよね。デザイン、設計、生技が顔を突き合
わせてやったからこそ、お互いの仕事への理解も
深まったし」と加藤も言う。
　「生技の方から成形についての深い話を直接聞
く機会なんて、これまでなかなかなかった。そう
いった意見を聞くことで成形への理解が深まり、
自分の仕事の幅も広がったように思います」。

　田中も前のめりになる。相互理解はチームワー
クを発揮するための基本だが、その基本がデザイ
ン大部屋活動ではより強固になり、各メンバー自
身の仕事にも大きな刺激になったに違いない。

第4章 内 装

視界の良さへの
あくなき追求

なぜ、アウターミラーを
ドア付けにしたのか？
　新型RAV4のアウターミラーはドアに付いてい
る。外形デザインはフロント／リヤ、サイドなど
の目立つ部分をついつい見てしまうが、このアウ
ターミラーをドア付けにしたのには大きな意味が
あるのだ。人間工学の観点から車両性能開発を行
う西澤は言う。

　「新型RAV4は『Robust Accurate Vehicle with 
4Wheel Drive（SUVらしい力強さと使用性への
きめ細やかな配慮）がコンセプト。この『使用性へ
のきめ細やかな配慮』には、当然、使い勝手の良さ、
安全・安心などの要素が含まれています。RAV4は
クロスオーバー SUVで車体もそれなりに大きい。
コンセプトである『SUVらしい力強さ』を示すデ
ザインも必要。同時に当然、安全・安心のために、視
界の良さもとても重要なんです。街中でも自然の
中でも、ドライバーに安心感を抱いてもらえるよ
うにかなりこだわりました」。
　内装デザインを手掛けた筈箕が、良好な斜め前
方視界の実現について続ける。

鈴村　春樹
自動車事業部 
技術部
設計第一室
ボデー設計担当

田中　周
自動車事業部 
技術部
車両性能開発第一室
NV担当

チームRAV4が挑む、
あくなきディティールの追求

西澤　芳史
自動車事業部 
技術部
車両性能開発第一室
人間工学担当
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　「新型RAV4のデザインからアウターミラーの
取り付け位置の最適化を図り、ドア付けにしたん
です。Aピラーとアウターミラーの間に隙間をつ
くってやり、三角窓を設定しました。そうすること
で、良好な斜め前方視界を実現したんです」。

　さらに西澤はこう付け加える。
　「これは右折時に横断歩道を渡る歩行者を視認
したり、駐車場内で車両直前の様子を視認したり
することに役立ちます。実際にそういった使用
シーンを想定し、運転者が見たいものは何かを検
討していきました」。

曇ったら意味がない
　アウターミラーをドア付けにすることは簡単な
ことではないのか。
　「いやいや、そんな簡単なものじゃないですよ。
アウターミラーをドア付けにすると、どんなこと
が起こるのか説明しましょう。ウィンドウが曇る
ことでアウターミラーが見にくくならないよう
に、ウィンドウ面を晴らすデフロスターがあるの
ですが、ここに課題が生まれます。アウターミラー
がAピラーに付いていれば、送風口から近いので

アウターミラーはドア付け、三角窓を設定し、斜め前方
の視界を確保

風が届きやすいのですが、ドア付けにすると風が
届きにくくなるんです」と筈箕。
　なるほど。風が届きにくくなれば、曇りも取れに
くくなるということか。
　「これを解決するために、最初は1つの送風口で
三角窓とウィンドウを同時に晴らそうとしたので
すが、なかなかうまくいきませんでした。その後、
アウターミラーを当初より後方に移動したことも
あり、インストルメントパネルの側面からもうひ
とつ送風口をつくって、インストルメントパネル
の内部で分岐させて三角窓とウィンドウを晴らす
ことにしました。送風口の位置、風の角度を変える
フィンの形状などを検討したし、このためにドア
トリムの形状まで変えましたよね」。
　内装設計の高田は筈箕にそう話しかける。

　「そう。内装デザイン担当としてはね、このイン
パネサイドのデフロスターもしっかり見てほしい
ですね。メインレジスターとあわせて、吹き出し口
ならではの機能的なかっこよさを狙いました」。
　たとえ小さなパーツであっても、そのディ
ティールに決して手を抜かない。デザイナーの魂
を感じた瞬間だった。

見晴らしの良さ実現に向けて
　インテリアにおいては、後方視界の良さにもこ
だわっている。西澤はRAV4のコンセプトに準じ
て、360度どの方向でも見晴らしの良さを実現し
たいと強く思っていたそうだ。それを象徴するエ
ピソードを話してくれた。
　「トヨタ自動車にRAV4の開発決定の前から『新
しいRAV4でもとにかく視界の良さにはこだわり
たい』と訴えていたんです」。
　まだクルマの形も決まっていない段階から、

西澤はこのように主張したという。西澤にそこま
での行動を起こさせた動機は何なのだろうか。
　「それは私が先代の開発に携わっていたからで
す。自分がやった仕事だからこそ、次のクルマをつ
くるときは、それに勝るとも劣らないものにした
いんです」。
　力強い西澤の言葉に新型RAV4へかける想いが
伝わってきた。
　斜め後方の視界を確保するにも、さまざまな方
法がある。西澤はどのようなアプローチで臨んだ
のだろうか。
　「もっともシンプルなのは、Dピラーを細くする
ことです。しかし、クロス・オクタゴンのコンセプ
トを守るためにDピラーを太く、力強く見せるこ
とは必須。そのためCピラーに目を付けました」。
　Cピラーに手を加えることで、リヤクォーター
ガラスを拡大し、視界を確保しようと考えた西澤
は、内装デザインや内装設計のメンバーと一緒に
なって取り組んでいった。
　「Dピラーが細くできないのなら、Cピラーを細
くすればいいと考えました。しかし、Cピラーに
は、後席搭乗者のためのシートベルトアンカーが
あります。これをどうするべきか。いろいろと考え
た結果、シートベルトアンカーをリヤクォーター
ガラスの下に移動し、その上で視界に有効な下辺
を長く取ることを要望したんです。その結果、Cピ
ラーを細くすることができました」。
　西澤の強い想いが課題解決を成功へと導いた。
西澤はきっと自動車開発の醍醐味をあらためて感
じていたに違いない。

第5章 スイッチ

操作するときの
「触感」にもこだわる

奥深いスイッチの世界
　RAV4だけでなく、現代のクルマは多機能化に伴
い、それらの機能を操作するためのスイッチ類も
大幅に増えている。クルマの多機能化はユーザー
にとってうれしいことだが、それらの機能を使い
こなせなければ意味がない。スイッチはそのイン
ターフェースとして、重要な役割を担っている。
　「インストルメントパネルなどに搭載しなければ

ならないスイッチ類は20個ほど。しかし、これらの
スイッチを漫然と配置したのでは、ユーザーが把握
できません。そのため、ドライバーが使うスイッチ
については、ドライバーの近くにグルーピングして
配置していくなどの工夫が必要になります」。
　メーター設計の西井はそう説明してくれた。ラ
ジオなどのオーディオ関係、ヒーター、エアコンな
どの温調関係など、機能別にまとめて配置してい
けば、ユーザーも把握しやすい。しかし、スイッチ
類は専用にデザインできないものもあり、仕向地
によって搭載する機能が異なることもあり、なか
なか一筋縄ではいかないのが難しいところだ。

ダイヤル式スイッチで
ワクワク・ドキドキ
　その中でも西井が特にこだわったのは「マルチ
テレインセレクトスイッチ」だ。マルチテレインセ
レクトとは、オフロード走行において路面状況に
応じた走行支援を3つのモード（MUD&SAND ／
NORMAL ／ ROCK&DIRT）から選択できるシス
テム。そのモードをセレクトするためのスイッチ
で、シフトレバーの右横という一等地に位置する。
　「ダイヤル式のスイッチを採用したのは、ドライ
バーが手の触感だけで分かり、意匠的にもSUVら
しい力強さを表現できると考えたからです」。
　西井に続くように筈箕も付け加える。
　「SUVならではのワクドキを感じてもらうため
には、ダイヤル操作ひとつとっても、マシンを操作
する楽しさを表現することに注目しました。たと
えば、アウトドアのレジャーシーンで手袋をした
まま乗り込んだとき、そのままワイルドに操作で
きるスイッチでワクワクしませんか？　だからダ
イヤル式スイッチにこだわったし、回すときのト

高田　宏樹
自動車事業部 
技術部
設計第三室
内装・インストルメ
ントパネル設計担当

チームRAV4が挑む、
あくなきディティールの追求

西井　優
自動車事業部 
技術部
設計第四室
メーター・スイッチ
担当

筈箕　三郎
自動車事業部 
技術部
デザイン室　
内装デザイン担当
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ルク感なども何度も試行錯誤を繰り返しました。
ヒーターの温度調節のスイッチも、このようなダ
イヤル式になっているんですよ」。

右か、左か
　「マルチテレインセレクトスイッチは、シフトレ
バーの運転席側に来ていますが、当初はこれを助
手席側にしたほうがいいという議論もあったんで
す」と西澤が新たな話題を切り出した。
　「そうなんです。シフトレバーは日常的に使うの
で、運転席側のほうがいいのでは、という意見もあ
りました。でも、シフトレバーを運転席側にしてし
まうとスイッチが隠れて見にくくなってしまう」
と西井。
　「それを解決するためにシフトレバーはスイッ
チの助手席側にして、位置を少し上げているんで
す。そうするとシフトレバーも操作しやすくなる
んですね」。
　西井と西澤は、この位置関係を決めるために紙
で模型をつくって、シフトレバーはどのくらいの
高さがいいか、ダイヤルの大きさはどれくらいが
ベストかなどを検証していったという。

マルチテレインセレクトスイッ
チは、キーオンで中央部分が光
る仕組み。ダイヤルを回す感触
にもこだわった

モードによって中央部分の色が変わり、一目で現在
のモードが分かるようになっている

　スイッチに施した仕掛けについても、こだわり
が感じられる。
　「このスイッチって、パッと見た感じ、ブラック
なので光りそうにないじゃないですか。でも、マル
チテレインセレクトにおいては、ノーマルモード
がブルー、マッド&サンドではイエロー、ロック&
ダートではシルバーに光ります。さらにドライブ
モードとも連動し、エコモードはグリーン、スポー
ツモードはレッドになるんです」。
　このような演出にもユーザーにワクワク・ドキ
ドキしてもらおうという気持ちが込められてい
る。

内装デザインと
人間工学の関係性
　「内装デザインと人間工学ってときどき意見が
ぶつかるんですよ。というのも、デザイナーはコン
セプトや機能を考えながらデザインをして、少し
でもかっこよく仕上げようとする。でも人間工学
は男性、女性、体格のいい人、きゃしゃな人、背の高
い人、低い人など、世界中の人々が乗ることを前提
として理想の使い勝手を求める。そこで侃々諤々
となるんです」と筈箕は人間工学との関係性を話
し出した。
　すると西澤は「内装デザインと人間工学では見
ている視点が違うし、目的も違うのでぶつかるの
は当然なんですよね。でも、デザイン大部屋活動で
一緒に取り組んでみて、それぞれの役割や目指そ
うとしているところがより理解できるようになる
とともに、あらためて自分とは違う特別な能力を
持った方だと感じました」と筈箕を見て言った。
　今回のデザイン大部屋活動は、人と人との距離
を近づけることにも効果があったようだ。

シフトレバーとマルチテレインセレクトスイッチ
の位置関係を熟考。模型をつくって何度も試行錯誤
した結果、理想的な位置に収まった

第6章 これから

一人ひとりが
“クルマ屋”であれ！

「デザイン大部屋活動」が
絶対ではない
　新型RAV4で豊田自動織機として初めて取り組
んだ「デザイン大部屋活動」。初挑戦にしては満足
できる結果を残したのではないだろうか。製品企
画室の八田に総評を求めた。
　「製品企画室の立場から、一連の開発はしっかり
と実を結んだと思います。新型RAV4はみんなの
協力のおかげで市場でも受け入れられているよ
うなので、感謝するとともにホッとした気持ちで
いっぱいです。3、4代目の経験を新型に活かせた
ことも大きいですね」。
　しかし、同時に「これで満足してはいけない。立
ち止まってはいけない」と八田は言う。
　「クルマづくりにゴールはありませんから、常に

向上心を持って今回の反省を次の開発に活かして
いかなければなりません。今回はデザイン大部屋
活動という手法を採りましたが、他のプロジェク
トでもそれぞれの視点で大部屋活動を進めていま
す。今回うまくいったから『デザイン大部屋活動が
正しいんだ』と思い込むのではなく、もっと視野を
広げ、他のプロジェクトの成功事例も積極的に取
り入れていく柔軟性が必要だと思います。また、ど
んな開発でも意識しなくてはならないのが、一人
ひとりが自分の領域だけでなく、クルマ全体を見
ることができる“クルマ屋”になること。そして全
員が一致団結してチームワークを発揮すること。
この2つが大切なんじゃないかと思いますね」。
　デザイン大部屋活動によって、各領域のメン
バーが1ヶ所に集い、議論し、より良いクルマづく
りに向けて意識を高め合っていく。このような活
動は、いずれ豊田自動織機の開発風土として醸成
されていくことだろう。そして、今回の5代目の
RAV4での経験が数年後、まだ見ぬ6代目の進化へ
と反映されていくはずである。

NORMAL MUD & SAND ROCK & DIRT

チームRAV4が挑む、
あくなきディティールの追求
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長草工場との一体活動

それは頭出し工場
としての誇り

スムーズな組付けのために
　新型RAV4は豊田自動織機の長草工場をは
じめ、トヨタ自動車の高岡工場とカナダ工場

（TMMC）などで生産される。中でも長草工場は、
他の2工場に先駆けて生産することになるため、
組付けのノウハウなどが重要になってくる。2工
場のお手本となるべく、設計開発側と工場ではど
のような活動が行われたのだろうか。内装設計の
高田は言う。
　「長草工場との一体活動は、クルマの各領域で密
接に行われています。その中でもマルAと呼ばれ
るアッセンブリ―の組付けについては、内装の領
域が特に多いんです。インストルメントパネル、エ
ンジンコンパートメント、ドアなどにもワイヤー
ハーネスが無数に収められているので、それをど
のように通して組付けるかなどは高度なカン・コ
ツを要します」。
　ワイヤーハーネス設計の川本も言う。
　「なので、組付け性を確認するためには、試作車
ができる前から組立のメンバーにも検討に入り込
んでもらい『ここは組付けにくいから、こう変えて
ほしい』など、いろいろな要望を吸い上げていきま
した。なんせワイヤーハーネスのみで先代の3倍
の品番がありますからね。早めに手を打っておか
ないと、工場が混乱してしまいます」。

長草工場の底力
　工場での組付けのことも考慮し、早め早めに
入り込んでいった新型RAV4の開発。実際はどう
だったのだろうか。
　「一般的な開発においては、設計側から工場側に
お願いすることが多いのですが、今回は工場側か
らの提案もたくさんもらいました。組付け性を上
げることは、すなわち品質を上げることと同じ。だ

から工場側もつくり手としてのこだわりがあるん
です。ときにはいい意味での“ケンカ”もありまし
たよ。お互いにより良いクルマづくりのために意
見をぶつけあい、ベストな方法は何かを探ってい
きました。どちらかが一方的に命じたり、言いたい
ことを言わずに受け入れて仕事をしていては、絶
対にいいクルマはできないと思っていますから」
と川本。
　「今回は設計側のトラブルで工場に泣きついた
こともあったんです。『何とかしてほしい！』と。工
場側は『仕方ないなぁ』と言いながらも受け入れて
くれたんですよ。本当にありがたかったです」。
　クルマづくりは一筋縄ではいかない。何か起き
たときにどのように対応するかは、開発側と工場
側の信頼関係がベースにないと乗り切ることはで
きないだろう。
　高田も言う。
　「今回、3工場がほぼ同時に生産の立ち上げをし
たのですが、長草工場がリーダーシップを取って
いくんだという意識がすごく高いと感じました。
だから長草工場での組付け性の確認などは徹底し
てやり切りましたね。工場側も『自分たちのノウハ
ウが他の2工場に受け継がれていくんだ』という
誇りを見せてくれました」。
　「ラインオフしたときも、工場側はやり切ったと
いう達成感より、まだまだやれる、次はどんなこと
ができるか？ともう次を見てるんですよ。これに
は驚きました。長草工場の底力を垣間見た瞬間で
したね」と川本もそう話してくれた。
　川本の言葉に象徴されるように、工場側の現状
に決して満足しないその意識こそが、新たな技術
革新を生み、より良い品質のクルマをつくりだし
ていくのだろう。
　長草工場は他工場に比べ、広い敷地面積を持っ
ているわけではなく、建屋や設備も古くなってい
る。1967年に操業を開始した歴史ある工場だか
ら当然だ。しかし、そのハンデを覆すほどの知恵と
工夫、改善魂がここにはある。長草工場が頭出しと
してのトヨタ自動車の期待に応えることができた
のには、訳があるのだ。

Column

究極の黒子、
ワイヤーハーネス

1/100mm薄く
　ワイヤーハーネスは自動車用の組電線のこと
で、電線が束になったものである。近年、クルマは
数多くの電子機器が搭載され、安全性や利便性な
どを支えている。ワイヤーハーネスはそれらの電
子機器に電源を供給したり、信号を伝達する役割
を果たしている。その設計に携わった川本は言う。
　「人間の体内に無数の神経や血管が通っている
ように、自動車にもこのワイヤーハーネスが網の
目のように張り巡らされています。ワイヤーハー
ネスはクルマにおいての血管や神経のような役割
をしているので、1本でもつなぎ間違えたり、切れ
たり、破れたりすれば、電子機器が正常に動かなく
なるばかりか、時として人命に関わるような大き
な事故に発展しかねません。通常は目に見えない
地味な製品ですが、常に100点満点の成績を求め
られる重要な製品でもあります。“究極の黒子”で
すね」。
　クルマが多機能になればなるほど、ワイヤー
ハーネスは増えていく。ワイヤーと聞くと誰もが
銅線をビニールの被膜で覆った細い電線を想像す
るが、これが束になるとかなり重いのだ。ハイブ
リッド車だとワイヤーハーネスだけで45kgにも
及ぶというから驚きだ。そのため、この重量を少し
でも抑える工夫も行われている。
　「たとえば、線径をもっと細くできないか、素材を
アルミにできないか。もっと言えばワイヤーハーネ
スを巻くビニールテープの厚みを1/100mm削れ
ないか。そういった地道な改善をしてるんですよ」。
　まさにチリも積もれば山となる。この1/100mm
薄くすることが、結果的に大きな減量につながるの
だ。

品番との戦い
　「RAV4のワイヤーハーネス設計においては“品

番との戦い”とも言える苦労がありました。という
のも、180の国と地域で使われるクルマなので、そ
の仕向地の数やグレード数も考えると歴代のトヨ
タ車で最多の品番を持つクルマなんですね。工夫
なしでそのままつくっていくと5万品番ほどにな
る。それではあまりにも多すぎるので、トヨタ自動
車はもちろん、設計、工場、仕入先などと協力して
品番を整理していきました」。
　その結果、品質を確保しつつ、ワイヤーハーネス
の質量も低減し、組付けの作業性やコストも抑え
ることができた。

川本　祐司
自動車事業部 
技術部
設計第四室
ワイヤーハーネス
担当

チームRAV4が挑む、
あくなきディティールの追求



念校 1111

技術解説

Technical Review

P.78 車載電源機器の電磁ノイズシミュレーション技術開発

P.90 自動運転フォークリフトの開発

P.73 切粉形状予測のシミュレーション開発

P.83 3Dプリンタを用いた3次元冷却回路による高性能金型開発
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切粉折れを再現
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1 はじめに
　近年、ものづくり企業におけるグローバル規模
での競争の中、お客様により良い製品をより早く
提供する事やコストを低減する事などの要求はま
すます高まっており、シミュレーション技術の向
上と応用範囲拡大の期待は大きくなっている。生
産技術分野においても、実機評価前に予めシミュ
レーションで評価し、後戻りのない効率良い生産
準備や、製品製造上の課題について、シミュレー
ションを活用してスピーディに解決する事が求め
られている。
　一方、当社では自動車空調用コンプレッサ、
ディーゼルエンジン、フォークリフトなどの製造
を行っており、これら製品の製造に切削加工は欠
かせない工法であるため、当社では切削技術を生
産技術における重要分野として位置付けている。
　この切削加工時における問題の1つとして、加
工時に発生する切粉が製品内に残存してしまう事
や、切粉が巻付く事による設備停止など、切粉起
因による問題があり、製品製造上の大きな課題と
なっている。
　これら切粉問題解決に対する主な対応策として
は、発生する切粉を細分化するため、加工条件を変
更したり、刃物改良などを行うが、対策案の良し悪
しは実機トライを実施して確認するしか方法はな

い。今回、この対策案を実機製作前に事前に評価
し、効率良く問題解決ができるよう、加工時に発生
する切粉形状を予測するシミュレーション技術を
開発し、対策案の事前評価を可能としたので、その
内容を報告する。

2 切削加工シミュレーションの従来技術
　切削加工における技術課題は切粉による問題だ
けでなく、加工びびりやワークの寸法精度不良な
どがあり、予測ニーズも多岐にわたる。図1に切削
加工に関する予測ニーズと、市販の切削専用シ
ミュレータの予測範囲を示す。市販の切削専用シ
ミュレータは、切削抵抗値や刃具の温度、応力や、
発生する切粉の生成過程などの予測が可能であ
り、大変有用なソフトウェアである。ただし、今回
予測したい切粉の細分化評価に必要な、切粉が折
れる現象については予測機能を有していない。切
粉が折れる現象は一種の破壊現象である為、破壊
現象を再現できるシミュレーション技術が必要と
なる。そこで今回は、破壊現象のモデル化が可能な
汎用の構造解析ソフト（LS-DYNA）を用いて予測
を試みる事とした。

切粉形状予測のシミュレーション開発
Development of simulation for chip shape prediction

＊1
橋本 賢司

Kenji Hashimoto

＊1 生技生産本部 生技開発センター

要　旨 　当社では自動車空調用コンプレッサ、ディーゼルエンジン、フォークリフトなどの製造を行っており、切削加工はこ
れら製品の製造に欠かせない工法である。この切削加工時における問題の1つとして、加工時に発生する切粉の製品内
残存や、切粉が巻付く事による設備停止など、切粉起因による問題があり、製品製造上の大きな課題となっている。本
報では、この切粉問題に対して効率良く問題解決を行うため、切粉形状の予測が可能なシミュレーションを開発し、対
策案の事前評価を可能としたのでその内容を報告する。

キーワード：汎用構造解析ソフトの活用、破壊現象のモデル化、切削現象の可視化、破壊の判定方法

Abstract 　We manufacture compressors for automotive air conditioning, diesel engines, forklifts, etc. Cutting is 
an essential method for manufacturing these products. As one of the problems at the time of cutting, 
there are problems caused by chips such as chip remaining in the product and shutdown of equipment 
due to wrapping of chips, which is a big problem in product manufacturing. In order to solve the 
chip problem efficiently, we developed a simulation that can predict the shape of the chips, and the 
preliminary evaluation of the countermeasure plan is possible, so the content is reported.

Keywords:  Utilization of general purpose structural analysis software, Modeling of destruction 
phenomenon, Visualization of cutting phenomenon, Judgment method of destruction 
phenomenon
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幾何学的に図6のように表すことができる。この
事から、切粉カールが小さくなるほどひずみが大
きくなり、そのひずみがある閾値を超えて折れる
のではないかと推察した。そこで先ほどの切粉分
離と同じ考え方で、ひずみがある閾値を超えた場
合に破壊とみなし、該当メッシュを消去する事で
切粉折れの再現が可能ではないかと仮説立てを行
い、シミュレーションに織り込んだ。

2）仮説の確認
　シミュレーションと実機を比較した結果を図7
に示す。実機はおよそ半巻き程度で折れているが、
シミュレーションでは切粉折れが発生せず、実機
の再現ができていない。この結果、今回立てた仮説
の正しさが確認できなかった。

3）仮説の再検証
　仮説を再検証する為、実機切粉形状の折れ位置
について分析を行った（図8）。カール径が最も小
さくなる部位が折れるという想定をしていたが、
実際折れている部位は、比較的カールが緩やかな
部位という事が分かり、当初立てた仮説とは異な
るメカニズムで折れが生じていると考えられる。
　そこで、高速カメラにより切粉が折れる状況の
確認を行い、切粉折れのメカニズムを考察した。高
速カメラにより撮影した結果を図9に示す。成長
した切粉が障害物に衝突し、カールと逆方法に曲
げられて折れている現象が確認できた。この現象
を応力ひずみ線図にてさらにメカニズムを考察し
た（図10）。切粉が障害物にあたり、カールと逆方
向に曲げられると、ひずみと応力が反転するが、こ

図6 切粉折れ再現手法の考え方
Fig.6 Concept of chip breakage reproduction method

R：カール半径
ｈ：切粉厚さ

ｈ

R
カール（R)→小になれば、
ひずみ(ε)→大になって折れる

＝ ε：切粉に生じるひずみｈ
２R

図7 切粉折れの再現性確認
Fig.7 Reproducibility check of chip breakage

実機切粉

折れる 折れない

シミュレーション切粉

の時点の切粉はすでに塑性変形が生じているの
で、反転後、加工効果により応力が増大し、ひずみ
よりも応力が破壊値に達すると考える事が出来
る。そこで、破壊判定の評価を応力に変更する事で
切粉折れの再現が可能ではないかと再度仮説立て
を行い、シミュレーションに織り込む事とした。

4）仮説の再確認
　破壊判定の評価を応力に変更し、再シミュレー
ションを実施した結果を図11に示す。応力による
破壊判定で折れ現象が再現出来る事を確認でき
た。この結果から、今回の切粉折れ予測にはひずみ

図8 実機切粉折れ位置の分析
Fig.8 Analysis of chip breakage position

カール径大：ひずみ小
実際の折れ位置

カール径小：ひずみ大
折れ想定部位

図9 実機切粉折れの現象確認
Fig.9 Confirm the phenomenon of chip breakage

切粉発生

障害物に
衝突し、
カールが
戻される

折れる

図10 切粉折れメカニズムの考察
Fig.10 Consideration of chip breaking mechanism

応力

ひずみ

逆曲げ

逆曲げ
破壊

ひずみより先に
応力が破壊に
達する

衝突前 衝突

衝突

衝突後

衝突後の
切粉

衝突前
の切粉

破壊閾値

切粉形状予測のシミュレーション開発
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3 開発内容

3.1 開発の進め方
　切粉形状の予測を行う為には、刃物が切粉に衝
突した際に生じる破壊現象により、切粉が被削材
から分離する状態の再現と、発生した切粉が破壊
現象を起こして折れを生じる再現が必要となる
（図2）。今回、この2つの再現手法に関して図3に示
すようなサイクルを回して、手法の確からしさを
確認していく。

図1 切削加工に関する予測ニーズと本件の予測必要範囲
Fig.1  Forecasting needs for cutting and the required scope 

of forecasting for this theme

切削加工に関する予測ニーズ

今回の予測必要範囲

びびり
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ワーク
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切粉
生成

市販切削シミュレータの予測範囲

切粉
折れ

今回のねらい
切粉の細分化

切粉
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図2 再現が必要な予測手法
Fig.2 Prediction method that needs to be reproduced

切粉分離予測手法

破壊 破壊

切粉折れ予測手法

図3 開発の進め方
Fig.3 How to proceed with development
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3.2 切粉分離の再現手法
1）仮説の設定
　切粉は刃物が被削材に衝突した際の破壊現象
により被削材が分離して発生するが、通常の解析
手法では刃物が衝突してもメッシュは繋がった
ままで分離しない。そこで刃物衝突の際に被削材
に生じるひずみを評価値として、ひずみがある閾
値を超えた場合に破壊とみなし、該当メッシュを
消去する事により、分離の再現が可能ではないか
と仮説立てを行い、シミュレーションに織り込ん
だ（図4）。

2）仮説の確認
　シミュレーション結果と実機結果を比較する事
で、仮説の確からしさを確認していく。比較した結
果を図5に示す。当初はシミュレーション結果の
切粉は実機のように繋がっておらず、整合性は確
認出来なかった。その原因としては、ランダムに自
動メッシュで作成した被削材と刃物が均一に当た
らず、局所的に大きなひずみが発生し、今回織り込
んだ破壊条件に達してメッシュが消去されてしま
う為であった。そこで刃物がメッシュと均一に接
触するように、被削材メッシュを刃物軌跡に沿う
ような作り込みを行う事で局所的なひずみ発生を
回避した。その結果、実機再現が可能となり、この
結果から仮説の正しさを確認出来た。

3.3 切粉折れの予測手法
1）仮説の設定
　切削加工により発生する切粉のカール径をR、
切粉の厚みをhとすると、切粉に生じるひずみは

図4 切粉分離再現手法の考え方
Fig.4 Concept of chip separate reproduction method

通常手法
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刃具押し込み 刃具押し込み
応力

ひずみ
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図5 切粉分離の再現性確認
Fig.5 Reproducibility check of chip separation
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原因：刃物と被削材メッ
シュが局所的に点接触し、
破壊が生じた
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接触するよう刃物軌跡に
沿ってメッシュを作りこみ
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橋本 賢司

切粉形状予測のシミュレーション開発

　切削加工は、発熱、冷却、大変形、振動など様々な物理現象が絡み合う、生産技術の中でも現象把握が非常
に難しい分野であり、シミュレーションも当初はまともな結果を得ることが出来ませんでした。しかし、切
削加工に携わる関係者の方々より、実機計測や、切削現象の可視化など、多くの実機情報をフィードバック
して頂いた事により、開発を進める事が出来ました。
　今回の活動を通じて、実機の現象把握や計測をいかに精度良く行う事がシミュレーション開発の最重要
ポイントであると改めて感じる事が出来ました。今後も現地現物の考えをしっかり意識してシミュレー
ションに取り組んでいきたいと思います。
　コンプレッサ生産技術部をはじめとする関係者の皆様に多大なご指導、ご協力を頂きました事に、深く感
謝いたします。

開発の経緯と開発者の思い
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6 まとめ
　製品品質や生産性低下に大きな影響を与える切
粉問題に対して、目的に沿った予測を行う為、汎
用の構造解析ソフトを用いて、切粉形状の予測が
可能なシミュレーション手法を開発した。このシ
ミュレーションを活用し、事前に対策案を評価す
る事で、やり直し無く、効率の良い問題解決に貢献
する事が出来た。
　ただし、今回の切粉折れ破壊モードでは本手法
が有効であったが、破壊モードは工法や切削条件
下により様々であると考えられる為、それぞれの
現象に基づいた予測手法を適用する必要があると
思われる。評価対象の現象を把握した上で適切な
シミュレーション手法を用い、効率の良いものづ
くりに今後も貢献をしていきたい。

■ 参考文献
［1］ 株式会社JSOL：LS-DYNAによる破壊現象の

モデル化, LS-DYNA＆JSTAMPフォーラム
2015

［2］ LIVERMORE SOFTWARE TECHNOLOGY 
CORPORATION：LS-DYNA USER’S 
MANUAL R7.1

［3］ 池田忠彰 上田完次 稲村豊四郎：基礎切削加
工学, 共立出版（1984）

図13 開発したシミュレーションの活用事例
Fig.13 Application example of developed simulation

対策前刃物の切粉 対策後刃物の切粉
シミュレーション

実機

切粉が大きく、
製品内に残りやすい

シミュレーション

実機

切粉を細分化
→製品内に残らない

シミュレーションで
事前に評価し、
細分化可能な
刃物形状を決定

より応力による破壊判定が適していると結論付け
ることが出来た。

4 開発結果
　今回開発したシミュレーションと実機の切粉を
比較した結果を図12に示す。刃物形状を変更して
複数のテストを行ったところ、切粉形状の再現が
可能なことを確認できた。また、シミュレーション
と実機のカール径をプロットし比較したところ、
相関係数は約0.81となり、この結果から今回開発
したシミュレーションは対策案の事前評価に十分
活用可能なレベルであると判断した。

5 シミュレーション活用事例
　当社製品の製品内切粉残存問題に対して、切粉
を細分化する為の刃物改良対策の事前評価に今回
開発したシミュレーションを活用した。図13に従
来刃物と、対策刃物の切粉を比較した結果を示す。
対策刃物はシミュレーションで複数案の事前評価
を行い、切粉細分化の目標値を達成したものを実
機製作し、評価を行った。その結果実機でも切粉を
細分化できる事を確認し、やり直しのない問題解
決にシミュレーションを有効に活用する事が出来
た。

図11 応力を破壊判定としたシミュレーション結果
Fig.11 Simulation results using stress as a failure judgment

切粉折れを再現

図12 開発したシミュレーションと実機切粉の比較
Fig.12 Comparison of developed simulation and actual chips
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ズ量を定量的に求める手法を、実測と検証しなが
ら構築してきた内容について述べる。

2 電磁ノイズシミュレーション

2.1 配線の寄生成分
　回路図では、部品と部品の間は理想的な線で接
続されるが、実際の配線は抵抗値をもつ。また、配
線に電流が流れると磁界が発生（アンペアの法則）
することから、配線はコイル（インダクタンス）と
しても振る舞う。
　例えばコンデンサは、回路図上ではCだけで表
現されるが、実際の形状では図2のように部品自
身や配線がもつ寄生抵抗ESRと寄生インダクタン
スESLが直列に接続されることになり、C,ESR,ESL
が直列に接続された等価回路で表される。

　コンデンサのインピーダンス周波数特性の例
を図3に示す。コンデンサ（C）のみの場合は、周波
数に比例してインピーダンスが小さくなるが、
2MHz以上では、周波数に比例してインピーダン
スが増加するコイルとして振る舞う。
　AM帯（510kHz 〜1710kHz）やFM帯（71MHz
〜113MHz）など、電磁ノイズはその高周波領域
であり、精度よいシミュレーションをするため
には、この配線のESL，ESRを正しく抽出しシミュ
レーションモデルに組み込む必要がある。

図1 DC-DCコンバータの回路図
Fig.1 Circuit diagram of DC-DC converter
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T

I

I

t
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200V
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図2 配線のESRとESL
Fig.2 Wiring ESR and ESL

Chip Capacitor

配線

直列等価回路
C

C

ESRESL

2.2 空間磁界による配線間の結合
　図4は、空間に発生する磁界によってノイズ電
流が伝搬する原理を示したものである。ループ状
の配線L1に電流i1が流れると強い磁界が発生し、
その近傍の配線L2では、ファラデーの電磁誘導の
法則に従って、磁界の時間変化を妨げる向きに生
じる逆起電力によって電流i2が流れる。
　例えば、コイルの磁性体コアから漏れる磁束が
図1の回路で出力線から低圧バッテリを通りC2
で戻るループを形成している領域に入ると、L1電
流の交流成分が磁界の変化となって、ループ内の
磁界の変化を妨げる向きに電圧が発生し、電流が
流れる。
　このように、ノイズ電流は、磁界によって配線
がなくても伝搬する。設計計算と試作でノイズ性
能が違ってくる主な理由がこれで、部品配置や配
線形状などの磁界分布による違いが大きく影響
する。

　3次元電磁界シミュレーションでは、空間を含め
た計算領域全体でMaxwellの方程式を解くこと
で、配線の寄生成分や空間磁界による電磁結合を
含めたノイズの伝搬特性を求めることができる。
　電磁界シミュレーションで得られた伝搬特性

図3 コンデンサのインピーダンス
Fig.3 Capacitor impedance
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図4 磁界によるノイズ伝搬
Fig.4 Noise propagation by magnetic field
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1 はじめに
　近年、生産が拡大しているHV/PHV/EV等の電
動車両では200Vほどある高電圧バッテリから、
ライトやワイパー用に14Vの低電圧に変換する
DC-DCコンバータが搭載されている。
　DC-DCコンバータは、半導体スイッチを高速で
動作させることで高効率かつ正確に電圧コント
ロールしているが、その反面、電流や電圧がスイッ
チング毎に振動するため、スイッチング周波数の
整数倍の交流成分が電磁ノイズとして発生する。
　DC-DCコンバータからAMラジオ放送の周波
数帯域（AM帯：510kHz 〜1710kHz）の電磁ノイ
ズが漏れると、放送波と混信してAMラジオを聞
こえにくくするといった障害を引き起こす原因と
なる。このように電磁ノイズは周囲の電子機器の
正常な動作に影響を及ぼす可能性があるため、各
車両メーカーが定めた各種の規格以下に抑えるこ
とが求められる。
　DC-DCコンバータの回路図を図1に示す。直流
200Vの高圧電圧は、半導体スイッチQ1によっ
て矩形波となり、トランスTの1次巻き線に印加

され、トランスの巻数比に応じて変換された電圧
が2次巻き線に出力される。2次側電圧によって
流れる電流は、一方向にのみ通電するダイオード
D1,D2 によって流れる向きが揃えられる（直流
化）。この直流電流には、大きな交流成分が含まれ
ているため、出力フィルタ回路（L1，C1，L2，C2）
を使って交流成分を取り除いて、低圧バッテリに
出力させる。
　従来は、規格を十分満たすようにフィルタ回路
を設計するものの、試作してノイズを測定すると
性能を満たさないことが多く、コンデンサを後付
けしたり、シールド部品を追加したりするなど、経
験と勘で後追いの対策をしてきた。
　しかし小型化によってノイズ対策部品の数や配
置箇所が限られてきており、従来の試作評価をし
た後にノイズ対策を実施するという方法ではノイ
ズ性能を満足させることが難しく、ノイズレベル
の予測や対策検討を設計初期の段階で行うことが
必要になっている。
　本稿では、DC-DCコンバータの出力線伝導ノ
イズを対象に、3次元電磁界シミュレータANSYS 
HFSSと回路シミュレータCircuitを連成し、ノイ

車載電源機器の電磁ノイズシミュレーション技術開発
EMC Simulation for Automotive Power Supply

＊1
勝呂 知弘

Tomohiro Suguro

＊1
壁谷 真人

Masato Kabetani

＊1 エレクトロニクス事業部 技術部

要　旨 　車載電源機器開発では、半導体スイッチがオン・オフ動作をする際に発生する不要な高周波成分である電磁ノイズ
を規格値以下に抑えることが、大電流化、小型化に伴って大きな課題となっている。今回対象としたHV用DC-DCコン
バータの出力線におけるAMラジオ帯の電磁ノイズは、配線内だけでなく、電流で発生する磁界によっても伝わるた
め、3次元電磁界シミュレータで空間も含めた伝搬特性を抽出し、回路シミュレータに組み込んでノイズ性能を予測す
る手法を開発した。
　本手法では、磁界分布に影響しそうな部品を全てシミュレーション上でモデル化しており、磁界可視化装置（EMIス
キャン）による磁界測定結果と対応が取れ、出力線ノイズレベルも定量的に予測できている。

キーワード：車載電源機器、DC-DCコンバータ、AMラジオノイズ、電磁ノイズシミュレーション

Abstract 　In the development of on-vehicle power supply equipment, suppressing the electromagnetic noise, 
which is an unnecessary high frequency component generated when the semiconductor switch 
performs the on / off operation, below the standard value becomes a major issue with the increase in 
current and miniaturization. The electromagnetic noise in the AM radio band in the output line of the 
HV DC-DC converter targeted in this study is transmitted not only in the wiring but also by the magnetic 
field generated by the current, so the propagation characteristics including the space is extracted with 
a three-dimensional electromagnetic field simulator. Developed a method to predict noise performance 
by incorporating it into a circuit simulator.
In this method, all components likely to affect the magnetic field distribution are modeled on the 
simulation, the results of magnetic field measurement by the magnetic field visualization device （EMI 
scan） can be dealt with, and the output line noise level can be quantitatively predicted.

Keywords:  Automotive power supply equipment, DC-DC converter, AM radio noise, Electromagnetic
noise simulation
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であればダイオードが接続されるが、本モデルで
は、ノイズ源となるダイオード電流波形（図12）を
直接注入した。

4.2 シミュレーション結果
　電磁ノイズシミュレーションで求めたAM帯の
DC-DCコンバータの出力ノイズ電流の結果と実
測結果を図13に示す。シミュレーション結果は、
電流計で取得した電流波形をフーリエ変換して周
波数成分に分解して求めている。
　両者はよく一致し、精度よくノイズ電流量をシ
ミュレーションできているといえる。

　次に、DC-DCコンバータの磁界強度を磁界可視
化装置（EMIスキャン）で測定した結果と、シミュ
レーションの結果を図14に示す。赤色は磁界強度
が強く、青色は弱いことを表している。両者の分布
はよく一致しており、空間の磁界を精度よく再現
できていることが分かる。

図11 回路シミュレーションモデル
Fig.11 Circuit simulation model
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図12 ダイオード電流波形
Fig.12 Diode current waveform
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図13 AM帯出力ノイズ電流結果
Fig.13 AM band output noise current result
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4 DC-DCコンバータの出力ノイズ
電流シミュレーション

4.1 実験系の等価回路モデル
　DC-DCコンバータの出力ノイズ電流は、図10
の実験系で測定される。車体を模したグランド板
上で、DC-DCコンバータと疑似電源回路網（LISN: 
Line Impedance Stabilization Network）と負
荷が、ワイヤハーネス（W/H）で接続されている。
DC-DCコンバータの出力W/Hに流れるノイズ電
流をスペクトラムアナライザで測定する。ここで、
スペクトラムアナライザは、入力信号がどのよう
な周波数、振幅の正弦波の合成として表されるか
を表示する機器であり、LISNは、ノイズ電流など
の交流成分に対してインピーダンスを規定する負
荷装置である。

　この実験系を、図11のように回路シミュレータ
上で等価回路にして構築することで、出力ノイズ
電流がシミュレーションで求められる。DC-DCコ
ンバータは、2.3項で出力したSパラメータモデル
であり、D1,D2,Outの3端子のモデルとなる。Out
端子には、LISNとLoadの等価回路モデルが接続
されている。LISNとLoadは、それぞれ試験規格で
特性が決められている。D1端子とD2端子は、本来

図9 配線レイアウトの影響確認結果
Fig.9 Result of wiring layout influence check
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図10 出力ノイズ電流の実験系
Fig.10 Experimental system of output noise current
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は、対象回路のポート（出入口）間で信号がどの
程度増幅や減衰して伝搬されるかを示す、Sパラ
メータとして評価できる。

2.3 DC-DCコンバータのモデル化
　DC-DCコンバータの3次元電磁界シミュレー
ションモデルを図5に示す。本モデルでは、2次側
出力フィルタ部を詳細にモデル化するため、1次
側は省略している。
　ダイオードD1,D2がノイズ源となり、出力端子
Outからノイズ電流は出ていくため、D1,D2,Out
に測定ポイントを設定し、3ポートのSパラメータ
を求める。
　その経路の間に存在する、トランスT、コイル
L1,L2は配線とフェライトなどによる磁性体に
よって形成され、磁性体モデルにそれぞれ使わ
れている材料の透磁率を設定する。コンデンサ
C1,C2は、境界条件を用いて電極間に素子自身の
インピーダンス特性を設定する。

3 実測との整合性確認

3.1 DC-DCコンバータ単体
　3ポイントのSパラメータは3×3のMatrixで
出力される。図6に一例として、ダイオードD1か
ら出力端子OutまでのSパラメータのシミュレー
ション結果と実測結果を示す。両者の結果はよく
一致しており、正確に特性の抽出ができているこ
とが分かる。

図5 DC-DCコンバータのシミュレーションモデル
Fig.5 Simulation model of DC-DC converter

Out

C1

C2

D1D2

L2
L1

T

図6 D1〜 Out間のSパラメータ結果
Fig.6 S parameter result between D1 and Out

AM帯
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1［
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］

Simulation
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　次に、レイアウトの違いがノイズ性能に与
える影響の確認を行った。図7に示すように、
DC-DCコンバータの配線を模した2種類の基板
を作製し、図8のように、信号発生器（SG: Signal 
Generator）を用いて、トランス部にノイズ電流
を注入し、出力線に出てくる出力ノイズ電流を測
定した。ノイズ基板Bは、基板AのL2，C2の配線を
90度回転しただけで、使用する部品と配線のサイ
ズはすべて同じである。
　結果は図9のように、基板Bは基板Aよりもノイ
ズ電流量が約30dB小さい値となった。これは、
基板Bのノイズ電流量が基板Aの10分の1以下に
なったことを意味する。
　この結果の理由として、以下のことが考えられ
る。コイルL1はノイズ成分を含んだ磁界の発生源
であり、発生した磁界の大きさは距離の2乗に反
比例する。基板Aは、L1近傍に出力配線があるた
め、L1と出力配線の磁界による結合が強い。一方、
基板Bは、出力配線がL1から離れたため、L1との磁
界の結合が弱い。この結合の差が出力されるノイ
ズ電流の差として現れた。
　また、同図9のようにシミュレーションでも、同
様の結果が得られた。実測との誤差の原因として
は、出力ループ線の形状と電流プローブの影響が
考慮しきれていないためと考えられる。

図7 配線レイアウトの影響確認用基板
Fig.7 PCB for confirming the influence of wiring layout
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C2

C2

D1 D1
D2 D2
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図8 配線レイアウトの影響確認用実験
Fig.8 Experiment to confirm the influence of wiring layout
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1 背景

1.1 はじめに
　ダイカスト部門では、生産性の向上、コスト削
減のニーズが益々高まり、ハイサイクル化が求め
られている。しかし、ハイサイクル化によって、単
位時間当たりに金型に入る熱量が増加するため、
金型への負荷が大きくなる。この熱負荷の増大に
よって、ヒートクラックが早期に発生し、金型の短
命化や［1］金型が高温になるとアルミニウム合金が
付着する焼き付きが発生しやすくなり、金型不良
の増加が懸念される。そのため、金型の熱負荷を軽
減させる手法の構築が必要であり、今回は3Dプリ
ンタを用い3次元冷却回路を導入した冷却能力の
高い金型を開発した。

1.2 ハイサイクル化の影響を受けるダイカスト金型不良
　アルミニウムダイカストでは、図1に示すよう
に金型に離型剤を付着させ（STEP1）、金型を締め
た後（STEP2）、溶けた高温のアルミニウム合金を
高速で金型内に射出し（STEP3）、アルミニウム合
金を金型内で凝固させる（STEP4）。金型は溶けた
アルミニウム合金からの入熱により高温となるた
め、金型内に設けた穴に通水して金型を冷やすが、
冷却が不十分な場合、アルミニウム合金が高温に
なった金型と反応し付着する。この現象を焼き付
きと呼ぶ。焼き付きが発生すると、金型から製品を

取り出す時、化合物が金型に焼き付いたままにな
り、焼き付き量が増加すると製品の外観品質が悪
化する。そのため、焼き付いた化合物を磨き作業

（Die polishing）により、除去しなければならな
い。現状、図2に示すようにこの磨き作業がマシン
停止割合の多くを占めており、ハイサイクル化で
焼き付きが増えれば、よりマシン可動率が低下す
ると予想される。
　また、金型は常にヒートサイクル環境に曝され
ているため、長時間の使用により、図3に示すヒー
トクラックが発生する。従って、ハイサイクル化に
より従来に比べ早期にヒートクラックが発生する
ことが想定され、それによる金型の短寿命化が懸
念される。

図1 ダイカスト工程
Fig.1 Die casting process

STEP1 STEP2 STEP3

STEP4 STEP5 STEP6

Die

Die
lubricant

Product
Die openingSolidification
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3Dプリンタを用いた3次元冷却回路による高性能金型開発
Development of high-performance die by using 3D cooling circuit with 
Additive manufacturing
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要　旨 　現在、車体の軽量化に伴うアルミニウム部材割合の増加が続いており、アルミニウムダイカストのハイサイクル化
は避けられない。ハイサイクル化は、金型への熱負荷を増大させるため、金型起因の不良や、金型の短寿命化が懸念さ
れる。そこで、熱負荷を減少させるため、3Dプリンタを用いた3次元冷却回路を金型に導入した。3次元冷却回路によっ
て、冷却能力を向上させることで、金型寿命を延長し、金型不具合を低減することが出来た。

キーワード：3D冷却、金型、金型寿命、アルミニウム、ダイカスト、粉末積層造形、3Dプリンタ

Abstract 　Improvement for high-cycle of Die casting is necessary due to increasing of aluminum parts ratio of 
car body on the background of weight saving manufacturing these days. High-cyclization of die casting 
increase heat load to die casting dies so that we need to think about Die cast defects due to dies and 
die duration shortening problems. We tried to reduce the heat load by using 3D-cooling die parts. 
These parts are manufactured by Additive manufacturing. We succeeded to prolong the die duration 
and solved die problems by using 3D-cooling die parts.

Keywords:  3D cooling, Die, Die lifetime, Aluminum, Die casting, Additive manufacturing, 3D printer
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5 まとめ
　3次元電磁界シミュレータを用いて、導体だけ
でなく空間まで含めた複雑な伝搬経路を伝達特性
として抽出することによって、精度よくDC-DCコ
ンバータ出力線のノイズ電流を求めることができ
るようになった。
　製品開発でシミュレーションを活用するには、
精度とスピードを満足できるレベルで両立するこ
とが重要で、部品の簡易化、物性値、メッシュ分割
といったモデリングのノウハウを蓄積する必要が
ある。また、シミュレーションで得られた結果につ
いて、「なぜその結果が得られたのか」と、解析者自
身が紐解く必要があり、この考察力や知見を磨い
ていくことも重要である。
　電磁ノイズの規格は多種多様であり、DC-DCコ
ンバータ以外にも車載電源機器はある。多くの事
例をこなしてモデリングノウハウや知見を蓄積
し、よりよいシミュレーションモデルを構築し、製
品開発の効率化に貢献していきたい。
　最後に、本開発に当たり多大なご指導・ご協力を
いただきました（株）豊田中央研究所をはじめとす
る社内外の関係部署の皆様に深く感謝いたします。

■著者紹介■

図14 磁界分布結果
Fig.14 Magnetic field distribution result

実測結果 シミュレーション結果

勝呂 知弘 壁谷 真人



豊田自動織機技報   No.70 豊田自動織機技報   No.70

技
術
解
説

85

想される。この実測結果に基づき、磨き作業が必要
ない最適上限温度を230℃とした。

2）最適下限温度の決定
　最適金型温度範囲は水溶性離型剤の作用可能
な温度範囲についても考察する必要がある。離型
剤は、アルミニウム合金の金型への焼き付き防止
や、金型から製品を取りだす際の離型性を確保す
るなど様々な役割を持っている。そのため、離型剤
はダイカストにとって必要不可欠であるが、温度
によってはその効果が十分に発揮されない場合が
ある。金型温度が低すぎると、離型剤に含まれる水
が蒸発しきらず、金型に残留する場合がある。一方
で、金型温度が高温になると、蒸気膜により表面を
濡らすことができないライデンフロスト現象や離
型成分の分解が発生し、離型成分が金型に付着し
ない［2］。つまり、離型剤の効果を最大限に発揮する
温度帯が存在する。
　ここで、大府工場で発生した金型低温による製
品不良を図7に示す。製品外観をみると、図7（a）の

図5 磨き作業が発生した金型部品
Fig.5 Die parts which need polishing
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図6 EDS画像（a、b、c）
Fig.6 EDS mapping of each a、b、c cross-section

350℃

100μm

100μm

100μma b

C

230℃

290℃
Fe：Yellow
Aｌ：Light blue

一部で黒ずみが発生している。これは、金型温度が
低いために、蒸発しきらずに残留した離型剤によ
る製品外観不良である。しかし、金型温度を上げて
いくことで（128℃）、図7（b）のように外観不良を
防ぐことが可能となり、金型温度128℃であれば
離型剤残りは発生しないことが示唆された。そこ
で、離型剤起因の外観不良が発生しない最適下限
温度を、安全側に考え130℃とした。
　次に、大府工場で使用している離型剤を用いて、
金型に離型剤を塗布し、金型から製品を取り出す
ときに発生する抵抗（離型抵抗）に対する金型温度
の影響を図8に示す。離型抵抗は、260℃で急激に
増加しており、260℃を超えると離型性が悪化す
ることがわかった。よって外観不良が生じない温
度130℃以上を加味し、130℃〜260℃が離型剤
にとって最適な温度範囲とした。
　本項で決定した最適温度130〜260℃と、1）項
の最適上限温度230℃より、金型にとって最適な
温度範囲は130℃〜230℃に決定した。

図7 金型温度と製品外観
Fig.7 Die temperature and Product appearance
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図8 離型抵抗に対する温度影響
Fig.8 Change of die release resistance with die temperature
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1.3 3次元冷却金型
　これまでの金型冷却回路は、図4（a）に示すよう
に、一方向からドリルで穴を開けて製作するため
複雑な形状に対応できなかった。そのため、部位に
よって冷却効率が異なり、高温部位、低温部位が金
型内に混在している。基本的には冷却不足の不具
合が多く、ハイサイクル化に伴い熱量が増加する
ことで1.2節に記載した不具合が増加していくこ
とが予想される。従来の冷却でハイサイクル化に
対応していくためには、金型に異なった角度から
穴を開けたり、穴径の種類を増加させるなどの複
雑な設計や工程が必要であったり、部位によって
は冷却回路が形成できないケースもある。

図2 マシン停止率のパレート図
Fig.2 Pareto chart of machine down time
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図3 ヒートクラック
Fig.3 Heat cracking

　そこで、近年注目を浴びている3Dプリンタによ
る金属粉末積層造形を用い、図4（b）のように複雑
な形状に合わせた3次元冷却回路を金型に織り込
んだ。技報では、新たに開発した3次元冷却金型の
金型温度を、従来金型、さらに金型にとって最適な
温度と比較し、3次元冷却金型の温度制御能力を
報告する。また、3Dプリンタで製作した金型の機
械特性も評価し、温度特性と機械特性を合わせて、
ダイカストの不具合に対する効果を示す。

2 温度特性評価

2.1 金型の最適温度
1）最適上限温度の決定
　2章で論じる温度は、離型剤を塗布する前の金
型温度とする。図5に6万ショット使用した金型を
示す。図5（a）は金型の外観写真で、一部に大きな
焼き付きが発生している。金型は、アルミニウム溶
湯の湯流れ経路や、厚み、冷却能力の違いによっ
て、図5（b）のように温度にばらつきが生じる。そ
のため磨き作業は金型全体ではなく、焼き付き量
が多い部分のみ実施している。実際に、図5（b）の
金型ではb、cは未実施で、aのみ磨き作業が必要で
あった。そこで、a、b、c断面で元素分析を行った。
図6を見ると、すべてAlが付着しており、金型とア
ルミニウム溶湯が反応していた。高温部aは、低温
部b、cに比べ反応層が著しく大きく、高温部で焼
き付きが発生しやすいことがわかった。この結果
は、実際に磨き作業が行われていた部位と一致し
た。一方で、磨き作業が必要ないb、cでもAlの付着
が確認された。しかし、bは約25μm、cは約2μm
と非常に小さい。結果より、社内の最大設定金型寿
命12万ショットの使用を考えたときに、cの温度
であれば反応層は25μmにも届かないことが予

図4 従来金型、3次元冷却金型の冷却回路
Fig.4 Cooling circuit of current die and 3D cooling die

（a）Current die （b）3D cooling die 



豊田自動織機技報   No.70 豊田自動織機技報   No.70

技
術
解
説

87

3.2 3次元冷却金型の金型長寿命化
　金型が廃棄になる要因は多々あるが、一番の要
因はヒートクラックの発生と言われている［3］。実
際に、大府工場で最も多い金型廃棄理由はヒート
クラックである。そのため、ヒートクラック抑制が
ダイカスト金型の長寿命化に繋がる。大谷ら［3］は、
ヒートクラックには引張強度が影響し、引張強度
が高いほど熱疲労抵抗係数が大きくなり、ヒート
クラックが抑制されると報告している。3.1節よ
り、3次元冷却金型（マルエージング鋼）の引張強
度は約2000MPaと、従来金型（SKD61）の引張強
度約1600MPaに比べて著しく高いため、ヒート
クラック抑制に対する効果が大きいと考えられ
る。つまり、3次元冷却金型は、金型の高強度化に
よってヒートクラックの発生が抑制されるため、
金型長寿命化に繋がると予想した。
　一方、ダイカストでは何万ショットも熱サイク
ルを繰り返し金型は長時間高温に曝されるため、
金型の強度低下が懸念される。そこで、3次元冷却
金型の寿命を保証するために、高温長時間の熱処

図12 試験片に対するマルエージング鋼の積層方向
Fig.12 Build direction of Maraging steel test pieces

Test pieces with different layering direction

Build direction
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図13 引張特性
Fig.13 Result of tensile test
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理における硬さの軟化挙動を得て、金型強度の劣
化を調査した。温度は490℃、520℃、550℃で最
長240時間まで熱処理を施し、硬さの測定は積層
の影響を踏まえ図14に示したように二面で実施
した。図15は、各温度、時間で測定したロックウェ
ル硬さを示しており、その温度、時間を焼戻しパ
ラメータPにした結果を図16に示す。焼戻しパラ
メータPは式（1）で表され、温度と保持時間の硬さ
に対する影響を示す指標である。

　　　　　　　P＝T（C＋logt） ----式（1）

　Tは絶対温度（K）、Cは定数、tは時間（h）であり、
求まる焼戻しパラメータを用いて、3次元冷却金
型（マルエージング鋼）の軟化挙動を示した。次に、
解析を用いて図17に示す金型モデルの一点（最高
温度到達部）で1サイクルの温度変化を調査した。
そして、この金型を12万ショット使用したときの
温度と時間を焼戻しパラメータに置き換え、図16
のグラフ上に示した。このとき時間tはアルミニウ
ム溶湯が金型に入っている時間（12万ショット相
等）、温度Tはその時の平均金型温度とした。結果
より、測定面Aに比べ測定面Bの硬度は低いが軟化
開始点は一致しており、高温（550℃）では比較的
早い段階で軟化し、低温（490℃）では240時間熱
処理を施してもほぼ軟化しない。この結果を焼戻
しパラメータで整理した軟化挙動（図16）より、金
型の平均到達温度429℃では、12万ショット使用
しても3次元冷却金型は軟化しないことがわかっ
た。よって、3次元冷却金型は使用中に軟化する可
能性は低く、長期間の使用においても強度を維持
できることが示唆された。
　次に、実際に9万ショット使用した際の、従来金
型と3次元冷却金型を図18に示す。従来金型は進
展したヒートクラックが発生しており、寿命を迎
えている。一方3次元冷却金型は、ヒートクラック
が発生しておらず、9万ショット以上の使用が可
能である。この結果から、前述したように3次元冷
却金型はヒートクラックの発生を抑制し、従来金
型よりも寿命を延長することが可能であることが
確認できた。

3Dプリンタを用いた3次元冷却回路による高性能金型開発
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3 機械特性評価

3.1 従来金型と3次元冷却金型の引張特性
　本節では、従来金型（SKD61）と3次元冷却金型

（マルエージング鋼）の引張強度、降伏強度の比較
を実施する。号口と同規格になるよう硬度を調整
し、SKD61はHRC43〜47、マルエージング鋼は
HRC53〜57となる熱処理を施した。3次元冷却
金型（マルエージング鋼）では、試験片における3
次元造形の積層方向の影響も踏まえ、積層方向の
異なる2種類の試験片を作製した（図12）。今後、
試験片の長辺方向に対して垂直に積層した試験
片はM steel（V）、積層方向が平行な試験片はM 
steel（H）と表記する。引張試験を実施した結果、
図13に示したように、M steel（V）、M steel（H）
ともにSKD61より高い強度を示した。また、点線
で記載したマルエージング鋼のメーカー提示値
2080MPaと同程度の強度を持ち、3次元積層造形
による強度変化は見られなかった。つまり、3Dプ
リンタで造形した3次元冷却金型は、金型にとっ
て必要な強度を有しており、従来金型（SKD61）の
置き換えで使用することが可能である。

図11 磨き作業によるマシン停止率
Fig.11 Die down time ratio by die polishing
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2.2 金型の温度制御
　従来金型と3次元冷却金型で、離型剤塗布前の
金型温度解析を行った結果を図9に示す。従来
金型の温度分布は170〜415℃と広範囲に亘っ
ており、温度幅は245℃と大きい。一方、3次元冷
却金型は、2.1節で決定した最適温度範囲130〜
230℃に収まるように狙って設計しており、温度
幅は100℃と非常に小さい。3次元冷却金型は図
10に示したように細部まで冷却が行き届くため、
冷却能力が著しく高い。その結果、図11のように
磨き作業によるマシン停止率を低減することが出
来た。また、従来金型よりも冷却回路を自由に設定
できるため、過度な温度低下を避けることもでき
る。このように、3次元冷却金型は自由度の高い3
次元冷却回路で温度調節が可能である。そのため、
金型温度を従来金型よりも狭い温度幅で制御する
ことができ、ダイカストにおける最適温度範囲に
収めることが可能となった。

図9 従来金型と3次元冷却金型の温度
Fig.9 Die temperature of current die and 3D cooling die
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図10 3Dプリンター造型による冷却回路の変化
Fig.10 Cooling circuit changing by 3D printer manufacturing
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3Dプリンタを用いた3次元冷却回路による高性能金型開発

　アルミダイカスト工程における金型起因の稼動阻害要因として、金型高温部にアルミが焼き付くことに
より発生する「磨き作業による停止」があります。長年、製造部と共に金型冷却孔拡大や金型整備頻度up等
の対策を講じて来ましたが、減少こそしたものの常にワースト1でした。従来対策の延長では解決が困難と
考え、金型全領域の温度最適化を狙うために設計自由度の高い金属3Dプリンタを活用し、3D冷却金型に
挑戦しました。3D冷却自体は既存の工法ですが、コンプレッサ事業の様に多品種短期生準で使われている
事例は少なく、特に回路設計やCAEでの予測に非常に苦労しましたが、実験と検証を繰り返し、金型温度最
適化を実現でき、量産で磨きレス、かつ、従来品よりも高寿命化を達成しました。現在は設計手法を確立し、
CAE予測精度も向上し、さらには3Dプリンタを導入し、工場一丸となって横展を拡大中です。今後は3Dプ
リンタを活用した更なる技術開発を進め、より一層、ダイカスト工程・製品の魅力向上に取り組んでいきた
いと思います。

開発の経緯と開発者の思い
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4 まとめ
　3次元冷却金型は金型温度を最適な温度範囲
（130〜230℃）に収めることができ、熱負荷によ
る金型不良を低減することができた。
　さらに、3次元冷却金型は従来金型以上の引張
強度を持つため、従来金型の置き換えで使用する
ことが可能となった。また、高い引張強度を持つこ
とは、ヒートクラック抑制に効果があり、金型寿命
を延長することができた。
　今後は、3次元冷却金型部品の適用を拡大する
ことでアルミダイカスト部品の生産性向上を加速
していく。また、従来工法を基にした設計に対し、
3Dプリンタは設計自由度を格段に高めてくれる
工法である。今回の金型温度最適化以外にも活用
領域の拡大を模索し、さらなる生産性向上、製品の
競争力向上に取り組む。

図17 解析モデル
Fig.17 CAE model

Maximum temperature position

図18 90000ショット使用した金型外観写真
Fig.18 Die parts appearance after 90,000 shots at die cast
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図14 硬さ測定方向
Fig.14 Direction of hardness test
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図15 時効硬化曲線
Fig.15 Change of Rockwell hardness with Aging time
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図16 焼戻しパラメータ
Fig.16 Parameter of tempering
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2.1.1 屋内外の自動走行
　AGFは工場や倉庫のような屋内での使用を前
提としており、リーチ型フォークリフトをベース
車両としている。
　本開発での使用場所は屋外の不整地路である圃
場や屋外のトラック駐車場と屋内の保管場を作業
場所とする集荷場での運用を想定しており、AGF
をそのまま適用することはできない。
　フォークリフト型式は不整地での使用を可能
とするため電動カウンター型フォークリフトの
8FB25をベース車両とし、屋内屋外をシームレス
に走行可能とすることを狙いとした新たな自己位
置検出方式を開発した（図4）。諸元を表1に示す。

2.1.2 不定位置の自動荷役
　AGFは棚や出荷レーンに置かれた荷物を荷役
対象としており対象物の位置・姿勢は一定位置に
あることを前提として自動荷役機能が設計されて
いる。
　これに対し本開発で想定される荷役作業では入
荷トラック上から荷物を降ろす荷とり作業や出荷
トラック上のコンテナに荷物を格納する荷積み
作業が含まれている。これらの作業では入集荷ト
ラック車種の違いやトラックの駐車場所の違いに
よって荷役対象物の位置・姿勢が一定でなく変化
する。このような作業でも自動荷役できることを

図4 自動運転フォークリフト
Fig.4 Appearance of autonomous forklift

表1 自動運転フォークリフト諸元
Table1 Specification value of autonomous forklift

重　　　　　量 4,000 ［kg］
許　容　荷　重 2,400 ［kg］
全　　　　　長 3,494［mm］

幅 1,853［mm］
最　高　速　度 1［m/s］
旋回時最高速度 0.7［m/s］

狙いとし、新たに荷役対象物の位置・姿勢を検出し
て自動荷役を行う技術を開発した（図5）。

3 開発技術

3.1 システム構成
　フォークリフトの自動運転システムは大きくセ
ンサ、ロジック、アクチュエータの3要素より構成
されている。
　センサは人の作業における目の部分に相当し、
自己位置を正しく検出し誘導を行う自己位置セ
ンサ、荷役を行う対象物の位置・姿勢を検出し自
動荷役を行うセンサならびに安全担保ための障
害物センサの各センサが必要である。複数種の
センサの組み合わせによりロバスト性の向上を
図っている。
　ロジックは頭脳に相当しセンサ出力を元に自己
位置、対象物の位置・姿勢、障害物の検出の計算を
行いさらにそれらの結果をもとに速度・加減速度
や各種動作の指令値を計算し出力する。
　アクチュエータは指令値に基づき走行・操舵・制
動・荷役の各動作を具体的に実行する構成部品で
ある。駆動と荷役については既存のアクチュエー
タを活用し操舵と制動については追加のアクチュ
エータを搭載した（図6）。

図5 トラックヤードでの荷とり、荷積み
Fig.5 loading and unloading at truck yard

図6 自動運転フォークリフトシステム構成
Fig.6 System of autonomous forklift
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1 はじめに

1.1 背景
　少子高齢化を背景に農業分野において労働力不
足対応が喫緊の課題となっている。農林水産省の統
計によると、農業就業者の人口は減少傾向にあり、労
働力や後継者不足などの問題が生じている（図1）。

　このような背景から国立研究開発法人農業・食
品産業技術総合研究機構生物系特定産業技術研究
支援センター（農研機構生研支援センター）の委託
により農業における労働集約的作業（防除、収穫、
運搬、調製等）のロボット化・自動化による省力体
系の構築を目的として「露地野菜生産ロボット化
コンソーシアム」が設立された。当社はこのコン
ソーシアムに参画し、圃

ほ
場
じょう

ならびに集荷場での入
出荷作業の自動化を実現する自動運転フォークリ
フトの開発に着手した（図2）。本コンソーシアム
は2016年度から2020年度までの5か年でロボッ
ト化・自動化の基盤技術を確立する計画である。

図1 就農人口の変化［1］
Fig.1 Transition of farmer population ［1］
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2 開発の狙い

2.1 自動運転フォークリフトの開発の狙い
　 当 社 は リ ー チ 型 自 動 運 転 フ ォ ー ク リ フ ト
Rinova AGF［Automated Guided Forklift］（以
下、AGF）を商品化し販売している。AGFは工場内
や倉庫での工程間搬送、製品入出庫作業の自動化
に活用いただいている。本開発では圃場や集荷場
での運用を念頭に従来のAGFにはない技術とし
て屋内外自動走行と不定位置の自動荷役の2つを
開発の狙いとした（図3）。

図2 露地野菜生産ロボット化コンソーシアム
Fig.2 Vegetable Production Robotization Consortium

【栽培】
自動飛行ドローンの開発
栽培支援システムの開発

【収穫】
キャベツ/タマネギ自動収穫機
自動運搬機の開発

【運搬】
自動運転フォークリフトの開発

(C) Planet Labs

図3 自動運転フォークリフトの開発内容
Fig.3 Target of autonomous forklift

従来技術
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Rinova AGF
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自動運転フォークリフトの開発
Development of Autonomous Forklift truck CLASS1
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要　旨 　農業における労働集約的作業のロボット化・自動化を目指した「露地野菜生産ロボット化コンソーシアム」が設立さ
れ当社は本コンソーシアムに参画し自動運転フォークリフトの開発に着手した。本開発では屋内外をシームレスに自
動走行でき、荷物の置き場所が一定でない場所においても自動荷役作業が可能なカウンター型自動運転フォークリフ
トを目指しておりその開発状況について紹介する。

キーワード：フォークリフト、自動運転

Abstract 　TICO Participates in the "Vegetable Production Robotization Consortium" aiming at robotization of 
labor intensive work in agriculture and TICO has started development of autonomous forklift truck. The 
key technology of autonomous forklift truck class1 is indoor-outdoor seamless driving and Automatic 
loading-unloading at unfixed locations.

Keywords:  Forklift, Automatic operation
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れたカメラによってマーカの位置・姿勢を検出す
る方式である（図12）。

　マーカにより検出されたパレットとフォーク
リフト相対位置を元に走行経路の算出を行う。
フォークリフトの操舵機構はアッカーマンリンク
を採用しており、小回り性のよい設計としている
が誘導可能な経路には制限がある。最小回転半径
と操舵速度を考慮したうえで荷物の正面に誘導す
る経路をクロソイド近似曲線によりリアルタイム
に生成する手法を開発した（図13）。

　位置・姿勢検出に基づき生成した経路に沿って
誘導制御を行うことにより自動荷とり作業ができ
ることを確認した。
　
　マーカによる位置・姿勢検出は信頼性が高いが、
マーカを貼り付ける必要がある。将来に向けた取
り組みとして、マーカを使用せずディープラーニ
ング等を活用した画像認識による位置・姿勢推定
技術の開発にも取り組んでいる（図14）。

3.3.2 荷積み自動化技術
　出荷トラック上のコンテナ内に荷物を格納する
荷積み作業の自動化を検討した。今回対象として
いる搬送パレットは、コンテナ内の収納密度を高

図12 マーカによるパレット検知
Fig.12 Detection of pallet with markers

車両が検知した
マーカー

図13 クロソイド曲線とクロソイド近似曲線
Fig.13 Clothoid curve and clothoid approximate curve
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図14 画像認識によるパレット位置姿勢検知
Fig.14 Pallets position detection using image processing technology

3.3 自動荷役技術
　荷役作業はトラック上の荷物や平置きされた荷
物を運搬するためにフォークリフトでの荷とり作
業とフォークリフト上の荷物をトラック、棚、コン
テナに格納する荷積み作業にわけられる。今回は
荷とりと荷積みの両作業の自動化を検討した。

3.3.1 荷とり自動化技術
　入荷トラック上の荷物や平置きされた荷物を荷
とりする場合、フォークリフトと荷物間の相対位
置と姿勢角度は一定ではない。車両と荷物の中心
線がずれている場合や荷物が斜めに置かれてい
る場合も想定される。一方フォークを荷物下の隙
間に挿入して荷とりを行うためには荷物の正面
にフォークリフトを誘導する必要がある。これら
の作業を自動化するためには次の3要素技術が必
要である。1）フォークリフトと荷物の相対位置関
係を正確に把握する位置姿勢検知 2）荷物の正面
にフォークリフトを誘導するための経路生成 3）
経路通りに誘導する制御技術。本技術は当社と豊
田中央研究所が共同開発を進めてきた、入出荷場
での自律移動技術を応用している（図11）。

　荷役対象物の位置・姿勢の検出には検出信頼性
の高さと多様なパレットへの対応が可能な方式と
してマーカ方式を検討した。本方式はパレットに
二次元マーカを貼付け、フォークリフトに搭載さ

図10 SLAMとGNSSの切替による自己位置検知
Fig.10 Position detection system by SLAM & RTK-GNSS

2Dor3Dレーザスキャン

建物

SLAM走行エリア GNSS走行エリア

切替走行エリア

図11 パレット荷とりの構成技術
Fig.11 Pallet approach technology

位置姿勢検知 経路生成 誘導制御
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3.1.1 自動操舵機構
　8FB25の操舵機構は油圧式パワーステアリン
グを採用しており、外部指令値により操舵を行う
ための機構を内蔵していない。本開発では手動運
転、自動運転の双方に対応させるため、ステアリン
グポストとギアを介して連結された電動モータを
追加搭載しモータの駆動によりステアリングを回
転させ操舵を行う機構を開発した。

3.1.2 自動制動機構
　電動フォークリフトの制動は運転者のブレーキ
操作に従い駆動モータの発電による回生制動と機
械式ブレーキの組み合わせにより行われる。回生
制動は外部指令値による制御が可能であるが、電
源遮断時やシステムエラー時に作動させることが
できない。電源遮断時にも非常停止制動ができる
よう、アキュムレータと油圧シリンダを組み合わ
せて機械式ブレーキを作動させる機構を開発した

（図7）。

3.2 屋内外自動走行技術
　自己位置検出方式は磁気誘導を使用せず屋内
外での自動走行に対応するため、レーザSLAM

（Simultaneous Localization and Mapping）、
RTK-GNSS（Real Time Kinematic Global 
Navigation Satellite System）を組み合わせる方
式を開発した。
　レーザSLAMは建物などのランドマークをレー
ザによって検出し、同じくレーザによってあらか
じめ計測された地図との照合により自己位置を検
出する方式である。その特性上ランドマークが多

図7 自動運転用アクチュエータ
Fig.7 Actuator for autonomous forklift

自動制動油圧ユニット

自動操舵モータ

数存在する屋内や建物周辺では高精度に位置検出
が行えるが圃場のようにランドマークが少ない場
所では位置検出が困難である（図8）。

　一方RTK-GNSSは衛星測位と呼ばれる方式で
あり、高度約2万kmの衛星から送信される信号を
元に位置計測を行う技術である。RTK方式は基地
局からの補正信号を用いて電離層誤差の補正を行
いcm級の精度を得る技術である。衛星測位の特
性上衛星からの信号が遮蔽される場所では高精度
な位置検出は行えない（図9）。

　本開発では屋内外双方で使用することからレー
ザSLAMとRTK-GNSSを組み合わせて位置精度を
検出する方式を開発した。フォークリフトは構内
の有限エリアにおいて使用されるため、エリア内
で屋外走行エリアと屋内走行エリアを概略区分け
することは可能である。そこで建物近傍のSLAM
走行エリアと屋外のGNSS走行エリア並びに中間
に切替走行エリアを設定する開発をした。本方式
により、集荷場内、出入口、集荷場ならびに圃場に
おいてフォークリフトの自動走行ができることを
確認した（図10）。

図8 SLAMの原理
Fig.8 Principle of SLAM

候補

推定結果

図9 RTK-GNSSの原理
Fig.9 Principle of RTK-GNSS

電離層
衛星1 2 3 m

移動局 基地局

通信器

補正信号

電離層
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自動運転フォークリフトの開発

　本開発は、集荷場での自動化を目標としていますが、屋内外走行、不定位置荷役など技術課題が多く、社内
外の多くの方に支えられた開発となっています。初めて集荷場での人による作業を見学した時は、「本当に
自動化可能なのか?」と皆が疑問に思うような状況でしたが、必要な検知、制御などの要素技術を一つ一つ
洗い出して、関係者のアイディアを重ねることで、実際に集荷場で自動運転できることを確認するまでに至
りました。今後は安全性、品質を更に向上させて2020年に予定されている実証試験に向けて開発を推進し
ていきます。

自動運転フォークリフトの開発
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めるためパレット間の横方向の隙間が数cmしか
ないような大きさのパレットが使用されている。
このような隙間の小さいコンテナへの荷積みの自
動化には高精度な制御が必要である（図15）。

　フォークリフトはリフトとサイドシフトによっ
て高さ方向と左右方向の位置調整が可能である。
そこでフォークリフトをコンテナ正面に誘導した
うえで荷積みの位置調整制御を行い格納する方式
とした。コンテナへの誘導はコンテナの位置・姿勢
をレーザセンサで検出し、荷とり自動化で開発し
た経路生成技術を使用して誘導を行う。コンテナ
内への格納はコンテナ内の格納可能スペースを
レーザセンサにて検出しリフトとサイドシフトを
操作して行っている（図16）。

4 結果
　上記要素技術を実装させた自動運転フォークリ
フトの評価を当社評価場で実施した。屋内外走行
については車両格納庫と屋外走行路の間で自動走
行を行い誘導精度の評価を行った。自動荷役につ
いてはトラックからの荷とり、コンテナトラック
上のコンテナへのパレット荷積みの評価を行った

（図17）。

図15 荷積み対象のコンテナ
Fig.15 Shipping container

図16 コンテナ自動荷積み技術
Fig.16 Automatic loading technology to container

コンテナ位置姿勢検知 荷積みスペース検知による
荷積み制御

　車両誘導精度として左右方向の位置精度と姿勢
角精度が重要であるが、必要な精度を満たしてい
ることを確認した。

5 まとめ
　集荷場での運用を想定し、電動カウンター車を
ベースに屋内外走行、不定位置の自動荷役に対応
した自動運転フォークリフトを開発した。2020
年度にはJA集荷場で実運用を想定した実証試験
を行う予定である。現在これに向け集荷場現場で
の動作確認を通して課題を抽出し、安全性、品質の
向上に取り組んでいる。
　本開発は農業分野の自動化を想定しているが、
工場のトラックヤードなど他の場面でも適応でき
る技術であり、今後も3.2.1で述べたディープラー
ニングを活用するなどし、より人の動作に近づけ
た自動運転フォークリフトの開発を進めていく。
　本研究は、農研機構生研支援センター「革新的技
術開発緊急展開事業（うち人工知能未来農業創造
プロジェクト）」の支援を受けて行ったものであ
り、厚く感謝の意を表します。
　本開発にあたり多大なご指導・ご協力をいただ
きました立命館大学様をはじめコンソーシアムメ
ンバーの皆様、豊田中央研究所様、社内外の関係部
署の皆様に深く感謝致します。

■ 参考文献
［1］ 農林水産省統計部. 農林水産基本データ集

図17 自動運転フォークリフトによる自動荷役
Fig.17 Automatic handling with autonomous forklift



３. 座敷からくりの機構
　座敷からくりは、和時計の原理を応用して作られて
いる。動力は、ゼンマイや錘などで、「テンプ」「がんぎ」

「カム」などを用いて動力を調整し、糸を操り、様々に動
く自動人形である。代表的な3つの人形を紹介する。

１）茶運び人形
　一番有名な「茶運び人形」はシンプルな構造で、
和時計のしくみが胴体に収まっている。
　　〈各部の名称〉

１）糸からくりについて
　糸からくりの基本形は、7本
の糸を2名で操り、顔・手・足を
動かす。多いものは1体で20本
以上の糸を人形方が操作し、人
形が一瞬で面を被ったり、お社
に変形したり、扇を開閉したり
と、細やかで複雑な動きをし、物
語を語っていく。

２）離れからくりについて
　人形の下方から腰のあたりに差した「差し金」といわ
れる、2mほどの棒で人形を動かす。杭の上を、階段を
上るように渡る「乱杭渡り」や綾（平行棒）を次々に飛
び渡っていく「綾渡り」など、離れ技のダイナミックな
動きがある。写真の『からす天狗』は差し金の下端に付
いている4つの引き金のうち、前の棒でお面を被り、
左右の棒で手を動かし、後ろの棒で羽根を広げる。

２）弓曳童子
　からくり儀右衛門こと田中久重*1が作り出したから
くり人形で、最高傑作と言われている。ゼンマイを動
力に用いて矢立から1本ずつ矢を取り、1.5m程離れ
た的に向かって射る。

＊1　田中久重（からくり儀右衛門、1799年ー1881年）
江戸時代後期から明治にかけての発明家。東芝の祖。現存する久重作の
からくり人形として有名なものに「弓曳童子」「文字書き人形」がある。

３）文字書き人形
　安城市内で見つかった作者不詳の文字書き人形。
　矢車にかけた錘を動力に口と右手で1文字ずつ同
時に「松・竹」の2文字書き上げる。7枚のカムのうち、
1文字につき3枚のカムを使い、筆を上下左右に動か
して書く。残り1枚は左手を動かし、書きあげた文字を
観客に見せる。

からくり人形の歴史と機構
１． からくり人形の歴史
　からくり人形は、「山車からくり」と「座敷からくり」に
大別でき、その歴史は、江戸時代初期にさかのぼる。
　1662年に「竹田近江からくり芝居」という舞台から
くりの一座が、大阪・道頓堀で旗揚げし、京都、尾張、江
戸など全国を興行した。舞台からくりは、120㎝ぐらい
の大きな人形が、舞台上で逆立ちしたり、吹き矢を吹
いたり、矢を射たり、文字を書いたりしたというもので
あった。次第に姿を消していったが、大阪では文楽に、
江戸では歌舞伎に、ここ尾張では山車からくりへとつ
ながった。それは、山車の上の人形にからくり仕掛けを
施したものである。愛知県内におよそ150以上の山車
からくりが現存しており、名古屋市内（有松ほか）や
半田市、犬山市など、毎年祭で披露されている。
　もう一つのからくり人形である「座敷からくり」は戦
国時代、西洋から入ってきた時計の技術が和時計とい
う日本独自の時計となり、その技術がからくり人形と
結びついたものである。ゼンマイ等で動く自動人形
で、茶運び人形が知られている。大名や豪商の玩具、
調度品として作られた絢爛豪華な人形である。

２． 山車からくりの機構
　山車からくりは、山車の最上段にからくり人形を載
せ、人形方と呼ばれる人たちが下から操作するもの
で、7人ぐらいで3～4体の人形を動かして、いろいろな
物語を表現する。操作方法は、人が糸で操る「糸からく
り」、人が差し金で操る「離れからくり」、ゼンマイ、バネ、
歯車などで動く「機械仕掛けのからくり」などがある。

は、発見時、人形の鼻はネズミにかじられ、カムなどは
膠が風化してボロボロで、何を動力にしているのかも
わからなかったが、作りを解読することで、錘で動く機
構であることが分かり復元にこぎつけた。

２． 材料
　からくり人形の主な材料は木材のため、湿度には気
を遣う。日本の四季は夏と冬の湿度の差が大きく、木
材には厳しい環境ゆえに、制作期間はあえて一年間を
かける。こうすることで気候の異なる海外へ持って
行っても壊れない。
　山車からくりの人形には4種類、座敷からくりには7
種類の木材を使用し、部位に合わせて木材を選ぶ。特
に歯車は堅い花梨の木の縦
目だけを8枚貼り合わせて
製作する。1枚で作ると、木
材の方向性があるため、湿
気・乾燥で伸縮し、使ってい
るうちに歯車同士が合わな
くなり、歯が欠けてしまう。8
枚で作れば、方向性は相殺
され、伸縮も少なく強度も
上がる。
　愛知県は昔から全国の木材の集積地であり市場も
あるので、良い材料が手に入りやすい。これはからく
りが根付いた要因の一つでもある。
　からくり人形の動作に欠かせない材料に「セミクジ
ラのひげ」がある。バネ等に利用される材料で、その特
徴は、加工がしやすく、調整がしやすいところにある。
鋸で切れ、鉋で薄く加工できる。熱を加えれば曲がり、
冷えるとそのままの形状で固まる。大変扱いやすい
材料である。
　一方、セミクジラは絶滅危惧種であるため、そのひ
げを新しく入手することが困難な材料である。文化財
を修理する際は、当時の材料で修復する必要がある
ため貴重な材料となっている。

４. からくり人形の特徴
１）人を楽しませるもの
　からくり人形は「見せること」をとても大事にしている。
　実際には人形の顔は変わらないのに、首を細やかに
動かすことで表情が変わり、喜怒哀楽を伝えている。

「弓曳童子」の矢を放った直後と、その後との顔の違い
をじっくり見ていると、緊張感あふれる顔、満足げな顔
に見えてくる。
　また、文字書き人形は、書きあがった文字を客に見
せる。見ている人に対して、人形自体が伝えるような
表情や動きは、日本のからくり人形の特徴である。

２）シンプルな構造
　からくり人形に釘・ネジは使わず、最小限のピンで構成
されている。簡単にばらせて、また、元に戻せる。「茶運び
人形」は5分でばらせるそうだ。糸を多用しているので、
動きの調整が必要であるが、構造としては非常にシン
プルである。壊れた場合も壊れた箇所だけ取り換えれ
ば良く、非常に合理的な作りとなっている。

からくり人形の制作について
１． 制作
　時にスケッチを描くことはあるが、からくり人形の
図面はない。新作制作時は、物語、人形、からくりの仕
掛け、衣装の一切を企画・制作する。そのため、全ての
工程の修業が必要だ。人形の顔を彫るために能面を
彫る修業は特に念入りにする。「茶運び人形」を一人
で作れるようになるまでに、約10年はかかる。
　修理・復元時は、本物の寸法・材料から人形の顔に
至るまで、全て同じに復元する。修理依頼で人形が持
ち込まれると、まずはつぶさに観察する。そして、少し
ずつ、構造や動きを解読する作業を進める。
　安城市の個人宅から発見された「文字書き人形」

　　　　　

３． 道具
　七代目から受け継いだ道具も少なくないが、工具は
刃を購入して、柄は全て自分の握りやすいように作り、
自分に合ったものを使う。毎日の手入れも欠かさず自
身で行う。ノミだけでも、数十本にもおよび、丁寧に作
業する様子が目に浮かぶ。

玉屋さんの活動についてお話を伺った

社会活動について
― からくり人形を海外でご紹介されることはありま
すか？
　シリア、モロッコ、イギリス、アメリカなど世界20ヶ国
以上に行きました。
― 人形はどのように持って行かれますか？
　「弓曳童子」はこのまま箱に入れて、「茶運び人形」を
バラして一緒に入れて、飛行機の座席を取ります。畳も
持って行きます。これは和紙で出来ているので、世界中
持って行けます。
― 反応がいい国はどこですか？
　ヨーロッパです。ヨーロッパの国は歴史のある国だか
ら、日本の歴史にすごく興味があるんです。第二次世界
大戦でクシャクシャになった日本が何十年でトップにな

るっていうのは、江戸時代にモノづくりっていうことが
きちんと確立されていたからと、よく言われますよね。
　ヨーロッパの方は日本にどんなものがあるとか、ど
んなものがいいとか、よく知っていますね。大使館を
通じて「こういったものを見たいから持って来てくださ
い」と、依頼されることも多いです。
― 国内での大きな活動を伺えますか？
　国内では2017年に「ロボカップ2017名古屋世界
大会」で、からくり人形を披露しました。海外3,000人、
国内2,000人の青少年にからくり人形を紹介するため
に、2か国語のパンフレットも作成しました。からくり人
形は英語でも「ＫＡＲＡＫＵＲＩ」です。
― 海外の学生さんの反応はいかがでしたか？
　もう、食い入るように、非常に興味を持って見てくれ
ました。
 
伝統を継承する
― 玉屋さんで九代目ですが、玉屋さんの歴史を教
えてください。
　初代が京都から尾張・名古屋に移ってきたのが
1733年（享保年間）、徳川宗春の時代です。玉屋町

（今の中区錦三丁目辺り）に住んだので、玉屋庄兵衛と
名乗りました。
　初代は鶴（名古屋東照宮祭・林和靖車）を作ったん
ですが、名古屋大空襲で名古屋城とともに焼けてしま
いました。二代目が作った布袋車（名古屋市有松）は
残っています。
― 玉屋さんが、若い方にこういったものを伝えたい
と思っていらっしゃることを教えてください。
　息子が今、十代目として修業をしているんですよ。
やっぱり、技術の伝承というか、何年かかっても、何十年
かかっても伝えていかなきゃいけないと思います。

― 伝えるときに気を付けていることはありますか？
　ウチは手取り足取りでは教えないんですよ。自分が
ケガして痛いということを覚えて、刃物の怖さとか自
分で判断させるように、研いだり、作ったり、全てのこ
とは自分でやるように。文化財だから材料を変えるこ
とはやめなさいとか、材料の良し悪しや逆目など、最初
は教えますけど、あとは自分で体験して判断する。毎
回、壁に当たると思いますよ。
　今の若者が育っている環境と、私が育ったころとで
は、文化の断絶があると思うんです。中国の故事とか
を常識として知っている私の世代と、改めて勉強しな
きゃいけない世代と、この差は大きいと思います。ＡＩ
だ、コンピュータだとかは詳しいだろうけど、歴史的な
故事・来歴なんか知らないですよね。
― 山車を持つ、地域の方との交流について教えてく
ださい。
　山車祭には毎年行きます。犬山、小牧、知多半島な
ど、3か所ぐらいお祭りが重なることもありますが、あっ
ちこっち行ったりします。「からくり人形が試楽*2で壊れ
たから、本楽*3までに直して！」なんてこともあります
よ。町の方との交流はずっと続いています。
　町には、人形方も代々続いていますから、最初にお
付き合いが始まったあとは、町内でしっかり山車を
守っていただいています。

 今後について
― これから作られる作品のご予定はありますか？
　初代の「鶴*4」（林和靖車）を復元したいと思って
います。名古屋城と同じ日に焼失した山車からくり

です。名古屋市博物館に、名古屋祭の戦前の白黒映像
が残っていて、そこには「鶴」が本当に動いています。
― どう作ろうかという構想はありますか？
　構想はあります。半田山車
からくり「鵺退治*5」に出てく
る化け物の『鵺』のしっぽが、
たぶん「鶴」の首のつくりと
一緒だと思います。復元した
いですね。
― 本日は、お忙しい中、お
話しいただき、ありがとうご
ざいました。
 
 
【注】
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 
(＊2)「試楽」－犬山祭の一日目のこと
(＊3)「本楽」－犬山祭の二日目のこと
(＊4)「鶴」－初代玉屋庄兵衛氏制作  林和靖車
　　籠から芹をくちばしでつまみ出す鶴を唐子が棒で追い払うの

を林和靖がたしなめる物語。
　　林和靖は唐の詩人、鶴と梅を愛した。

（＊5)「鵺退治」－九代玉屋庄兵衛氏制作
　　「鵺（ぬえ）～源頼政弓張月の対峙～」
　　『平家物語』の第四巻鵺の章より抜粋
　　源頼政が時の天皇に取りついた物の怪「鵺」を退治する物語。
　　鵺は、顔は猿、胴体は狸、尾は蛇、手足は虎だという。

 

尾陽木偶師

九代玉屋庄兵衛氏

プロフィール
1954年生まれ
1979年  七代目玉屋庄兵衛に弟子入り
1995年  九代玉屋庄兵衛襲名

糸からくりの基本、
7本糸の人形

からくり人形の
工房を訪ねて

「からくり」のルーツを訪ねて、江戸時代から
からくり人形の伝統の技を受継ぐ、九代玉屋庄兵衛氏にお話を伺いました。

匠の技を知る　

「差し金」の操作部分

からくり人形の
工房を訪ねて

匠の技を知る　

差し金の操作で、天狗の羽根が
開いた様子

羽 根

差し金

豊 田 自 動 織 機 技 報   No.70

ト
ピ
ッ
ク
ス

97

念校 1111

３. 座敷からくりの機構
　座敷からくりは、和時計の原理を応用して作られて
いる。動力は、ゼンマイや錘などで、「テンプ」「がんぎ」

「カム」などを用いて動力を調整し、糸を操り、様々に動
く自動人形である。代表的な3つの人形を紹介する。

１）茶運び人形
　一番有名な「茶運び人形」はシンプルな構造で、
和時計のしくみが胴体に収まっている。
　　〈各部の名称〉

１）糸からくりについて
　糸からくりの基本形は、7本
の糸を2名で操り、顔・手・足を
動かす。多いものは1体で20本
以上の糸を人形方が操作し、人
形が一瞬で面を被ったり、お社
に変形したり、扇を開閉したり
と、細やかで複雑な動きをし、物
語を語っていく。

２）離れからくりについて
　人形の下方から腰のあたりに差した「差し金」といわ
れる、2mほどの棒で人形を動かす。杭の上を、階段を
上るように渡る「乱杭渡り」や綾（平行棒）を次々に飛
び渡っていく「綾渡り」など、離れ技のダイナミックな
動きがある。写真の『からす天狗』は差し金の下端に付
いている4つの引き金のうち、前の棒でお面を被り、
左右の棒で手を動かし、後ろの棒で羽根を広げる。

２）弓曳童子
　からくり儀右衛門こと田中久重*1が作り出したから
くり人形で、最高傑作と言われている。ゼンマイを動
力に用いて矢立から1本ずつ矢を取り、1.5m程離れ
た的に向かって射る。

＊1　田中久重（からくり儀右衛門、1799年ー1881年）
江戸時代後期から明治にかけての発明家。東芝の祖。現存する久重作の
からくり人形として有名なものに「弓曳童子」「文字書き人形」がある。

３）文字書き人形
　安城市内で見つかった作者不詳の文字書き人形。
　矢車にかけた錘を動力に口と右手で1文字ずつ同
時に「松・竹」の2文字書き上げる。7枚のカムのうち、
1文字につき3枚のカムを使い、筆を上下左右に動か
して書く。残り1枚は左手を動かし、書きあげた文字を
観客に見せる。

からくり人形の歴史と機構
１． からくり人形の歴史
　からくり人形は、「山車からくり」と「座敷からくり」に
大別でき、その歴史は、江戸時代初期にさかのぼる。
　1662年に「竹田近江からくり芝居」という舞台から
くりの一座が、大阪・道頓堀で旗揚げし、京都、尾張、江
戸など全国を興行した。舞台からくりは、120㎝ぐらい
の大きな人形が、舞台上で逆立ちしたり、吹き矢を吹
いたり、矢を射たり、文字を書いたりしたというもので
あった。次第に姿を消していったが、大阪では文楽に、
江戸では歌舞伎に、ここ尾張では山車からくりへとつ
ながった。それは、山車の上の人形にからくり仕掛けを
施したものである。愛知県内におよそ150以上の山車
からくりが現存しており、名古屋市内（有松ほか）や
半田市、犬山市など、毎年祭で披露されている。
　もう一つのからくり人形である「座敷からくり」は戦
国時代、西洋から入ってきた時計の技術が和時計とい
う日本独自の時計となり、その技術がからくり人形と
結びついたものである。ゼンマイ等で動く自動人形
で、茶運び人形が知られている。大名や豪商の玩具、
調度品として作られた絢爛豪華な人形である。

２． 山車からくりの機構
　山車からくりは、山車の最上段にからくり人形を載
せ、人形方と呼ばれる人たちが下から操作するもの
で、7人ぐらいで3～4体の人形を動かして、いろいろな
物語を表現する。操作方法は、人が糸で操る「糸からく
り」、人が差し金で操る「離れからくり」、ゼンマイ、バネ、
歯車などで動く「機械仕掛けのからくり」などがある。

は、発見時、人形の鼻はネズミにかじられ、カムなどは
膠が風化してボロボロで、何を動力にしているのかも
わからなかったが、作りを解読することで、錘で動く機
構であることが分かり復元にこぎつけた。

２． 材料
　からくり人形の主な材料は木材のため、湿度には気
を遣う。日本の四季は夏と冬の湿度の差が大きく、木
材には厳しい環境ゆえに、制作期間はあえて一年間を
かける。こうすることで気候の異なる海外へ持って
行っても壊れない。
　山車からくりの人形には4種類、座敷からくりには7
種類の木材を使用し、部位に合わせて木材を選ぶ。特
に歯車は堅い花梨の木の縦
目だけを8枚貼り合わせて
製作する。1枚で作ると、木
材の方向性があるため、湿
気・乾燥で伸縮し、使ってい
るうちに歯車同士が合わな
くなり、歯が欠けてしまう。8
枚で作れば、方向性は相殺
され、伸縮も少なく強度も
上がる。
　愛知県は昔から全国の木材の集積地であり市場も
あるので、良い材料が手に入りやすい。これはからく
りが根付いた要因の一つでもある。
　からくり人形の動作に欠かせない材料に「セミクジ
ラのひげ」がある。バネ等に利用される材料で、その特
徴は、加工がしやすく、調整がしやすいところにある。
鋸で切れ、鉋で薄く加工できる。熱を加えれば曲がり、
冷えるとそのままの形状で固まる。大変扱いやすい
材料である。
　一方、セミクジラは絶滅危惧種であるため、そのひ
げを新しく入手することが困難な材料である。文化財
を修理する際は、当時の材料で修復する必要がある
ため貴重な材料となっている。

４. からくり人形の特徴
１）人を楽しませるもの
　からくり人形は「見せること」をとても大事にしている。
　実際には人形の顔は変わらないのに、首を細やかに
動かすことで表情が変わり、喜怒哀楽を伝えている。

「弓曳童子」の矢を放った直後と、その後との顔の違い
をじっくり見ていると、緊張感あふれる顔、満足げな顔
に見えてくる。
　また、文字書き人形は、書きあがった文字を客に見
せる。見ている人に対して、人形自体が伝えるような
表情や動きは、日本のからくり人形の特徴である。

２）シンプルな構造
　からくり人形に釘・ネジは使わず、最小限のピンで構成
されている。簡単にばらせて、また、元に戻せる。「茶運び
人形」は5分でばらせるそうだ。糸を多用しているので、
動きの調整が必要であるが、構造としては非常にシン
プルである。壊れた場合も壊れた箇所だけ取り換えれ
ば良く、非常に合理的な作りとなっている。

からくり人形の制作について
１． 制作
　時にスケッチを描くことはあるが、からくり人形の
図面はない。新作制作時は、物語、人形、からくりの仕
掛け、衣装の一切を企画・制作する。そのため、全ての
工程の修業が必要だ。人形の顔を彫るために能面を
彫る修業は特に念入りにする。「茶運び人形」を一人
で作れるようになるまでに、約10年はかかる。
　修理・復元時は、本物の寸法・材料から人形の顔に
至るまで、全て同じに復元する。修理依頼で人形が持
ち込まれると、まずはつぶさに観察する。そして、少し
ずつ、構造や動きを解読する作業を進める。
　安城市の個人宅から発見された「文字書き人形」

　　　　　

３． 道具
　七代目から受け継いだ道具も少なくないが、工具は
刃を購入して、柄は全て自分の握りやすいように作り、
自分に合ったものを使う。毎日の手入れも欠かさず自
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大会」で、からくり人形を披露しました。海外3,000人、
国内2,000人の青少年にからくり人形を紹介するため
に、2か国語のパンフレットも作成しました。からくり人
形は英語でも「ＫＡＲＡＫＵＲＩ」です。
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３. 座敷からくりの機構
　座敷からくりは、和時計の原理を応用して作られて
いる。動力は、ゼンマイや錘などで、「テンプ」「がんぎ」

「カム」などを用いて動力を調整し、糸を操り、様々に動
く自動人形である。代表的な3つの人形を紹介する。

１）茶運び人形
　一番有名な「茶運び人形」はシンプルな構造で、
和時計のしくみが胴体に収まっている。
　　〈各部の名称〉

１）糸からくりについて
　糸からくりの基本形は、7本
の糸を2名で操り、顔・手・足を
動かす。多いものは1体で20本
以上の糸を人形方が操作し、人
形が一瞬で面を被ったり、お社
に変形したり、扇を開閉したり
と、細やかで複雑な動きをし、物
語を語っていく。

２）離れからくりについて
　人形の下方から腰のあたりに差した「差し金」といわ
れる、2mほどの棒で人形を動かす。杭の上を、階段を
上るように渡る「乱杭渡り」や綾（平行棒）を次々に飛
び渡っていく「綾渡り」など、離れ技のダイナミックな
動きがある。写真の『からす天狗』は差し金の下端に付
いている4つの引き金のうち、前の棒でお面を被り、
左右の棒で手を動かし、後ろの棒で羽根を広げる。

２）弓曳童子
　からくり儀右衛門こと田中久重*1が作り出したから
くり人形で、最高傑作と言われている。ゼンマイを動
力に用いて矢立から1本ずつ矢を取り、1.5m程離れ
た的に向かって射る。

＊1　田中久重（からくり儀右衛門、1799年ー1881年）
江戸時代後期から明治にかけての発明家。東芝の祖。現存する久重作の
からくり人形として有名なものに「弓曳童子」「文字書き人形」がある。

３）文字書き人形
　安城市内で見つかった作者不詳の文字書き人形。
　矢車にかけた錘を動力に口と右手で1文字ずつ同
時に「松・竹」の2文字書き上げる。7枚のカムのうち、
1文字につき3枚のカムを使い、筆を上下左右に動か
して書く。残り1枚は左手を動かし、書きあげた文字を
観客に見せる。

からくり人形の歴史と機構
１． からくり人形の歴史
　からくり人形は、「山車からくり」と「座敷からくり」に
大別でき、その歴史は、江戸時代初期にさかのぼる。
　1662年に「竹田近江からくり芝居」という舞台から
くりの一座が、大阪・道頓堀で旗揚げし、京都、尾張、江
戸など全国を興行した。舞台からくりは、120㎝ぐらい
の大きな人形が、舞台上で逆立ちしたり、吹き矢を吹
いたり、矢を射たり、文字を書いたりしたというもので
あった。次第に姿を消していったが、大阪では文楽に、
江戸では歌舞伎に、ここ尾張では山車からくりへとつ
ながった。それは、山車の上の人形にからくり仕掛けを
施したものである。愛知県内におよそ150以上の山車
からくりが現存しており、名古屋市内（有松ほか）や
半田市、犬山市など、毎年祭で披露されている。
　もう一つのからくり人形である「座敷からくり」は戦
国時代、西洋から入ってきた時計の技術が和時計とい
う日本独自の時計となり、その技術がからくり人形と
結びついたものである。ゼンマイ等で動く自動人形
で、茶運び人形が知られている。大名や豪商の玩具、
調度品として作られた絢爛豪華な人形である。

２． 山車からくりの機構
　山車からくりは、山車の最上段にからくり人形を載
せ、人形方と呼ばれる人たちが下から操作するもの
で、7人ぐらいで3～4体の人形を動かして、いろいろな
物語を表現する。操作方法は、人が糸で操る「糸からく
り」、人が差し金で操る「離れからくり」、ゼンマイ、バネ、
歯車などで動く「機械仕掛けのからくり」などがある。

は、発見時、人形の鼻はネズミにかじられ、カムなどは
膠が風化してボロボロで、何を動力にしているのかも
わからなかったが、作りを解読することで、錘で動く機
構であることが分かり復元にこぎつけた。

２． 材料
　からくり人形の主な材料は木材のため、湿度には気
を遣う。日本の四季は夏と冬の湿度の差が大きく、木
材には厳しい環境ゆえに、制作期間はあえて一年間を
かける。こうすることで気候の異なる海外へ持って
行っても壊れない。
　山車からくりの人形には4種類、座敷からくりには7
種類の木材を使用し、部位に合わせて木材を選ぶ。特
に歯車は堅い花梨の木の縦
目だけを8枚貼り合わせて
製作する。1枚で作ると、木
材の方向性があるため、湿
気・乾燥で伸縮し、使ってい
るうちに歯車同士が合わな
くなり、歯が欠けてしまう。8
枚で作れば、方向性は相殺
され、伸縮も少なく強度も
上がる。
　愛知県は昔から全国の木材の集積地であり市場も
あるので、良い材料が手に入りやすい。これはからく
りが根付いた要因の一つでもある。
　からくり人形の動作に欠かせない材料に「セミクジ
ラのひげ」がある。バネ等に利用される材料で、その特
徴は、加工がしやすく、調整がしやすいところにある。
鋸で切れ、鉋で薄く加工できる。熱を加えれば曲がり、
冷えるとそのままの形状で固まる。大変扱いやすい
材料である。
　一方、セミクジラは絶滅危惧種であるため、そのひ
げを新しく入手することが困難な材料である。文化財
を修理する際は、当時の材料で修復する必要がある
ため貴重な材料となっている。

４. からくり人形の特徴
１）人を楽しませるもの
　からくり人形は「見せること」をとても大事にしている。
　実際には人形の顔は変わらないのに、首を細やかに
動かすことで表情が変わり、喜怒哀楽を伝えている。

「弓曳童子」の矢を放った直後と、その後との顔の違い
をじっくり見ていると、緊張感あふれる顔、満足げな顔
に見えてくる。
　また、文字書き人形は、書きあがった文字を客に見
せる。見ている人に対して、人形自体が伝えるような
表情や動きは、日本のからくり人形の特徴である。

２）シンプルな構造
　からくり人形に釘・ネジは使わず、最小限のピンで構成
されている。簡単にばらせて、また、元に戻せる。「茶運び
人形」は5分でばらせるそうだ。糸を多用しているので、
動きの調整が必要であるが、構造としては非常にシン
プルである。壊れた場合も壊れた箇所だけ取り換えれ
ば良く、非常に合理的な作りとなっている。

からくり人形の制作について
１． 制作
　時にスケッチを描くことはあるが、からくり人形の
図面はない。新作制作時は、物語、人形、からくりの仕
掛け、衣装の一切を企画・制作する。そのため、全ての
工程の修業が必要だ。人形の顔を彫るために能面を
彫る修業は特に念入りにする。「茶運び人形」を一人
で作れるようになるまでに、約10年はかかる。
　修理・復元時は、本物の寸法・材料から人形の顔に
至るまで、全て同じに復元する。修理依頼で人形が持
ち込まれると、まずはつぶさに観察する。そして、少し
ずつ、構造や動きを解読する作業を進める。
　安城市の個人宅から発見された「文字書き人形」

　　　　　

　　　　　

　　　　　

３． 道具
　七代目から受け継いだ道具も少なくないが、工具は
刃を購入して、柄は全て自分の握りやすいように作り、
自分に合ったものを使う。毎日の手入れも欠かさず自
身で行う。ノミだけでも、数十本にもおよび、丁寧に作
業する様子が目に浮かぶ。

玉屋さんの活動についてお話を伺った

社会活動について
― からくり人形を海外でご紹介されることはありま
すか？
　シリア、モロッコ、イギリス、アメリカなど世界20ヶ国
以上に行きました。
― 人形はどのように持って行かれますか？
　「弓曳童子」はこのまま箱に入れて、「茶運び人形」を
バラして一緒に入れて、飛行機の座席を取ります。畳も
持って行きます。これは和紙で出来ているので、世界中
持って行けます。
― 反応がいい国はどこですか？
　ヨーロッパです。ヨーロッパの国は歴史のある国だか
ら、日本の歴史にすごく興味があるんです。第二次世界
大戦でクシャクシャになった日本が何十年でトップにな

るっていうのは、江戸時代にモノづくりっていうことが
きちんと確立されていたからと、よく言われますよね。
　ヨーロッパの方は日本にどんなものがあるとか、ど
んなものがいいとか、よく知っていますね。大使館を
通じて「こういったものを見たいから持って来てくださ
い」と、依頼されることも多いです。
― 国内での大きな活動を伺えますか？
　国内では2017年に「ロボカップ2017名古屋世界
大会」で、からくり人形を披露しました。海外3,000人、
国内2,000人の青少年にからくり人形を紹介するため
に、2か国語のパンフレットも作成しました。からくり人
形は英語でも「ＫＡＲＡＫＵＲＩ」です。
― 海外の学生さんの反応はいかがでしたか？
　もう、食い入るように、非常に興味を持って見てくれ
ました。
 
伝統を継承する
― 玉屋さんで九代目ですが、玉屋さんの歴史を教
えてください。
　初代が京都から尾張・名古屋に移ってきたのが
1733年（享保年間）、徳川宗春の時代です。玉屋町

（今の中区錦三丁目辺り）に住んだので、玉屋庄兵衛と
名乗りました。
　初代は鶴（名古屋東照宮祭・林和靖車）を作ったん
ですが、名古屋大空襲で名古屋城とともに焼けてしま
いました。二代目が作った布袋車（名古屋市有松）は
残っています。
― 玉屋さんが、若い方にこういったものを伝えたい
と思っていらっしゃることを教えてください。
　息子が今、十代目として修業をしているんですよ。
やっぱり、技術の伝承というか、何年かかっても、何十年
かかっても伝えていかなきゃいけないと思います。

― 伝えるときに気を付けていることはありますか？
　ウチは手取り足取りでは教えないんですよ。自分が
ケガして痛いということを覚えて、刃物の怖さとか自
分で判断させるように、研いだり、作ったり、全てのこ
とは自分でやるように。文化財だから材料を変えるこ
とはやめなさいとか、材料の良し悪しや逆目など、最初
は教えますけど、あとは自分で体験して判断する。毎
回、壁に当たると思いますよ。
　今の若者が育っている環境と、私が育ったころとで
は、文化の断絶があると思うんです。中国の故事とか
を常識として知っている私の世代と、改めて勉強しな
きゃいけない世代と、この差は大きいと思います。ＡＩ
だ、コンピュータだとかは詳しいだろうけど、歴史的な
故事・来歴なんか知らないですよね。
― 山車を持つ、地域の方との交流について教えてく
ださい。
　山車祭には毎年行きます。犬山、小牧、知多半島な
ど、3か所ぐらいお祭りが重なることもありますが、あっ
ちこっち行ったりします。「からくり人形が試楽*2で壊れ
たから、本楽*3までに直して！」なんてこともあります
よ。町の方との交流はずっと続いています。
　町には、人形方も代々続いていますから、最初にお
付き合いが始まったあとは、町内でしっかり山車を
守っていただいています。

 今後について
― これから作られる作品のご予定はありますか？
　初代の「鶴*4」（林和靖車）を復元したいと思って
います。名古屋城と同じ日に焼失した山車からくり

です。名古屋市博物館に、名古屋祭の戦前の白黒映像
が残っていて、そこには「鶴」が本当に動いています。
― どう作ろうかという構想はありますか？
　構想はあります。半田山車
からくり「鵺退治*5」に出てく
る化け物の『鵺』のしっぽが、
たぶん「鶴」の首のつくりと
一緒だと思います。復元した
いですね。
― 本日は、お忙しい中、お
話しいただき、ありがとうご
ざいました。
 
 
【注】
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 
(＊2)「試楽」－犬山祭の一日目のこと
(＊3)「本楽」－犬山祭の二日目のこと
(＊4)「鶴」－初代玉屋庄兵衛氏制作  林和靖車
　　籠から芹をくちばしでつまみ出す鶴を唐子が棒で追い払うの

を林和靖がたしなめる物語。
　　林和靖は唐の詩人、鶴と梅を愛した。

（＊5)「鵺退治」－九代玉屋庄兵衛氏制作
　　「鵺（ぬえ）～源頼政弓張月の対峙～」
　　『平家物語』の第四巻鵺の章より抜粋
　　源頼政が時の天皇に取りついた物の怪「鵺」を退治する物語。
　　鵺は、顔は猿、胴体は狸、尾は蛇、手足は虎だという。

 

弓を放つ動作とともに表情を変える「弓曳童子」

クジラのひげを手に
特長を説明する玉屋さん

クジラのひげ

縦目8枚を貼り合わせた
歯車

おもり

にかわ

かんなのこぎり

が
ん
ぎ
車

小
錘

一挺天符枕時計 一挺天符の仕組み

棒
天
符

〈和時計の機構〉 
左右に振れる棒が天符。文字盤の箱の中にがんぎがある。

止め棒

テンプ

動力 ：
動き ：

機構 ：

材料 ：

ゼンマイ
1．手の平の茶たくに湯飲みが載ると動き出す
2．客の前まで行き、客が湯飲みを取ると止まる
3．客が湯飲みを戻すと、Ｕターンして主人のもとに戻る
腕がスイッチ、前輪が方向舵、止め棒が腕の動きをテン
プ・がんぎに伝達し、テンプ・がん
ぎがスピードを調整する。カムが
前輪に方向転換を指示し、人形の
頭を動かす
顔・手・足 ― ヒノキ
肩枠・胴枠 ― 桜
軸心 ― 赤樫　テンプ ― 黒檀
歯車 ― 花梨　がんぎ ― 黄楊

強力なゼンマイで
11本の糸を動かす。
11本のうち、5本は
人形の表情に使う

親指でつまんで
矢台から矢を
1本ずつ取る

〈茶運び人形の詳細〉 

唐子（からこ）は調整機

大歯車

カ ム

ゼンマイ

前 輪 がんぎ駆動歯車

矢車
錘
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念校 1111

３. 座敷からくりの機構
　座敷からくりは、和時計の原理を応用して作られて
いる。動力は、ゼンマイや錘などで、「テンプ」「がんぎ」

「カム」などを用いて動力を調整し、糸を操り、様々に動
く自動人形である。代表的な3つの人形を紹介する。

１）茶運び人形
　一番有名な「茶運び人形」はシンプルな構造で、
和時計のしくみが胴体に収まっている。
　　〈各部の名称〉

１）糸からくりについて
　糸からくりの基本形は、7本
の糸を2名で操り、顔・手・足を
動かす。多いものは1体で20本
以上の糸を人形方が操作し、人
形が一瞬で面を被ったり、お社
に変形したり、扇を開閉したり
と、細やかで複雑な動きをし、物
語を語っていく。

２）離れからくりについて
　人形の下方から腰のあたりに差した「差し金」といわ
れる、2mほどの棒で人形を動かす。杭の上を、階段を
上るように渡る「乱杭渡り」や綾（平行棒）を次々に飛
び渡っていく「綾渡り」など、離れ技のダイナミックな
動きがある。写真の『からす天狗』は差し金の下端に付
いている4つの引き金のうち、前の棒でお面を被り、
左右の棒で手を動かし、後ろの棒で羽根を広げる。

２）弓曳童子
　からくり儀右衛門こと田中久重*1が作り出したから
くり人形で、最高傑作と言われている。ゼンマイを動
力に用いて矢立から1本ずつ矢を取り、1.5m程離れ
た的に向かって射る。

＊1　田中久重（からくり儀右衛門、1799年ー1881年）
江戸時代後期から明治にかけての発明家。東芝の祖。現存する久重作の
からくり人形として有名なものに「弓曳童子」「文字書き人形」がある。

３）文字書き人形
　安城市内で見つかった作者不詳の文字書き人形。
　矢車にかけた錘を動力に口と右手で1文字ずつ同
時に「松・竹」の2文字書き上げる。7枚のカムのうち、
1文字につき3枚のカムを使い、筆を上下左右に動か
して書く。残り1枚は左手を動かし、書きあげた文字を
観客に見せる。

からくり人形の歴史と機構
１． からくり人形の歴史
　からくり人形は、「山車からくり」と「座敷からくり」に
大別でき、その歴史は、江戸時代初期にさかのぼる。
　1662年に「竹田近江からくり芝居」という舞台から
くりの一座が、大阪・道頓堀で旗揚げし、京都、尾張、江
戸など全国を興行した。舞台からくりは、120㎝ぐらい
の大きな人形が、舞台上で逆立ちしたり、吹き矢を吹
いたり、矢を射たり、文字を書いたりしたというもので
あった。次第に姿を消していったが、大阪では文楽に、
江戸では歌舞伎に、ここ尾張では山車からくりへとつ
ながった。それは、山車の上の人形にからくり仕掛けを
施したものである。愛知県内におよそ150以上の山車
からくりが現存しており、名古屋市内（有松ほか）や
半田市、犬山市など、毎年祭で披露されている。
　もう一つのからくり人形である「座敷からくり」は戦
国時代、西洋から入ってきた時計の技術が和時計とい
う日本独自の時計となり、その技術がからくり人形と
結びついたものである。ゼンマイ等で動く自動人形
で、茶運び人形が知られている。大名や豪商の玩具、
調度品として作られた絢爛豪華な人形である。

２． 山車からくりの機構
　山車からくりは、山車の最上段にからくり人形を載
せ、人形方と呼ばれる人たちが下から操作するもの
で、7人ぐらいで3～4体の人形を動かして、いろいろな
物語を表現する。操作方法は、人が糸で操る「糸からく
り」、人が差し金で操る「離れからくり」、ゼンマイ、バネ、
歯車などで動く「機械仕掛けのからくり」などがある。

は、発見時、人形の鼻はネズミにかじられ、カムなどは
膠が風化してボロボロで、何を動力にしているのかも
わからなかったが、作りを解読することで、錘で動く機
構であることが分かり復元にこぎつけた。

２． 材料
　からくり人形の主な材料は木材のため、湿度には気
を遣う。日本の四季は夏と冬の湿度の差が大きく、木
材には厳しい環境ゆえに、制作期間はあえて一年間を
かける。こうすることで気候の異なる海外へ持って
行っても壊れない。
　山車からくりの人形には4種類、座敷からくりには7
種類の木材を使用し、部位に合わせて木材を選ぶ。特
に歯車は堅い花梨の木の縦
目だけを8枚貼り合わせて
製作する。1枚で作ると、木
材の方向性があるため、湿
気・乾燥で伸縮し、使ってい
るうちに歯車同士が合わな
くなり、歯が欠けてしまう。8
枚で作れば、方向性は相殺
され、伸縮も少なく強度も
上がる。
　愛知県は昔から全国の木材の集積地であり市場も
あるので、良い材料が手に入りやすい。これはからく
りが根付いた要因の一つでもある。
　からくり人形の動作に欠かせない材料に「セミクジ
ラのひげ」がある。バネ等に利用される材料で、その特
徴は、加工がしやすく、調整がしやすいところにある。
鋸で切れ、鉋で薄く加工できる。熱を加えれば曲がり、
冷えるとそのままの形状で固まる。大変扱いやすい
材料である。
　一方、セミクジラは絶滅危惧種であるため、そのひ
げを新しく入手することが困難な材料である。文化財
を修理する際は、当時の材料で修復する必要がある
ため貴重な材料となっている。

４. からくり人形の特徴
１）人を楽しませるもの
　からくり人形は「見せること」をとても大事にしている。
　実際には人形の顔は変わらないのに、首を細やかに
動かすことで表情が変わり、喜怒哀楽を伝えている。

「弓曳童子」の矢を放った直後と、その後との顔の違い
をじっくり見ていると、緊張感あふれる顔、満足げな顔
に見えてくる。
　また、文字書き人形は、書きあがった文字を客に見
せる。見ている人に対して、人形自体が伝えるような
表情や動きは、日本のからくり人形の特徴である。

２）シンプルな構造
　からくり人形に釘・ネジは使わず、最小限のピンで構成
されている。簡単にばらせて、また、元に戻せる。「茶運び
人形」は5分でばらせるそうだ。糸を多用しているので、
動きの調整が必要であるが、構造としては非常にシン
プルである。壊れた場合も壊れた箇所だけ取り換えれ
ば良く、非常に合理的な作りとなっている。

からくり人形の制作について
１． 制作
　時にスケッチを描くことはあるが、からくり人形の
図面はない。新作制作時は、物語、人形、からくりの仕
掛け、衣装の一切を企画・制作する。そのため、全ての
工程の修業が必要だ。人形の顔を彫るために能面を
彫る修業は特に念入りにする。「茶運び人形」を一人
で作れるようになるまでに、約10年はかかる。
　修理・復元時は、本物の寸法・材料から人形の顔に
至るまで、全て同じに復元する。修理依頼で人形が持
ち込まれると、まずはつぶさに観察する。そして、少し
ずつ、構造や動きを解読する作業を進める。
　安城市の個人宅から発見された「文字書き人形」

　　　　　

　　　　　

　　　　　

３． 道具
　七代目から受け継いだ道具も少なくないが、工具は
刃を購入して、柄は全て自分の握りやすいように作り、
自分に合ったものを使う。毎日の手入れも欠かさず自
身で行う。ノミだけでも、数十本にもおよび、丁寧に作
業する様子が目に浮かぶ。

玉屋さんの活動についてお話を伺った

社会活動について
― からくり人形を海外でご紹介されることはありま
すか？
　シリア、モロッコ、イギリス、アメリカなど世界20ヶ国
以上に行きました。
― 人形はどのように持って行かれますか？
　「弓曳童子」はこのまま箱に入れて、「茶運び人形」を
バラして一緒に入れて、飛行機の座席を取ります。畳も
持って行きます。これは和紙で出来ているので、世界中
持って行けます。
― 反応がいい国はどこですか？
　ヨーロッパです。ヨーロッパの国は歴史のある国だか
ら、日本の歴史にすごく興味があるんです。第二次世界
大戦でクシャクシャになった日本が何十年でトップにな

るっていうのは、江戸時代にモノづくりっていうことが
きちんと確立されていたからと、よく言われますよね。
　ヨーロッパの方は日本にどんなものがあるとか、ど
んなものがいいとか、よく知っていますね。大使館を
通じて「こういったものを見たいから持って来てくださ
い」と、依頼されることも多いです。
― 国内での大きな活動を伺えますか？
　国内では2017年に「ロボカップ2017名古屋世界
大会」で、からくり人形を披露しました。海外3,000人、
国内2,000人の青少年にからくり人形を紹介するため
に、2か国語のパンフレットも作成しました。からくり人
形は英語でも「ＫＡＲＡＫＵＲＩ」です。
― 海外の学生さんの反応はいかがでしたか？
　もう、食い入るように、非常に興味を持って見てくれ
ました。
 
伝統を継承する
― 玉屋さんで九代目ですが、玉屋さんの歴史を教
えてください。
　初代が京都から尾張・名古屋に移ってきたのが
1733年（享保年間）、徳川宗春の時代です。玉屋町

（今の中区錦三丁目辺り）に住んだので、玉屋庄兵衛と
名乗りました。
　初代は鶴（名古屋東照宮祭・林和靖車）を作ったん
ですが、名古屋大空襲で名古屋城とともに焼けてしま
いました。二代目が作った布袋車（名古屋市有松）は
残っています。
― 玉屋さんが、若い方にこういったものを伝えたい
と思っていらっしゃることを教えてください。
　息子が今、十代目として修業をしているんですよ。
やっぱり、技術の伝承というか、何年かかっても、何十年
かかっても伝えていかなきゃいけないと思います。

― 伝えるときに気を付けていることはありますか？
　ウチは手取り足取りでは教えないんですよ。自分が
ケガして痛いということを覚えて、刃物の怖さとか自
分で判断させるように、研いだり、作ったり、全てのこ
とは自分でやるように。文化財だから材料を変えるこ
とはやめなさいとか、材料の良し悪しや逆目など、最初
は教えますけど、あとは自分で体験して判断する。毎
回、壁に当たると思いますよ。
　今の若者が育っている環境と、私が育ったころとで
は、文化の断絶があると思うんです。中国の故事とか
を常識として知っている私の世代と、改めて勉強しな
きゃいけない世代と、この差は大きいと思います。ＡＩ
だ、コンピュータだとかは詳しいだろうけど、歴史的な
故事・来歴なんか知らないですよね。
― 山車を持つ、地域の方との交流について教えてく
ださい。
　山車祭には毎年行きます。犬山、小牧、知多半島な
ど、3か所ぐらいお祭りが重なることもありますが、あっ
ちこっち行ったりします。「からくり人形が試楽*2で壊れ
たから、本楽*3までに直して！」なんてこともあります
よ。町の方との交流はずっと続いています。
　町には、人形方も代々続いていますから、最初にお
付き合いが始まったあとは、町内でしっかり山車を
守っていただいています。

 今後について
― これから作られる作品のご予定はありますか？
　初代の「鶴*4」（林和靖車）を復元したいと思って
います。名古屋城と同じ日に焼失した山車からくり

です。名古屋市博物館に、名古屋祭の戦前の白黒映像
が残っていて、そこには「鶴」が本当に動いています。
― どう作ろうかという構想はありますか？
　構想はあります。半田山車
からくり「鵺退治*5」に出てく
る化け物の『鵺』のしっぽが、
たぶん「鶴」の首のつくりと
一緒だと思います。復元した
いですね。
― 本日は、お忙しい中、お
話しいただき、ありがとうご
ざいました。
 
 
【注】
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 
(＊2)「試楽」－犬山祭の一日目のこと
(＊3)「本楽」－犬山祭の二日目のこと
(＊4)「鶴」－初代玉屋庄兵衛氏制作  林和靖車
　　籠から芹をくちばしでつまみ出す鶴を唐子が棒で追い払うの

を林和靖がたしなめる物語。
　　林和靖は唐の詩人、鶴と梅を愛した。

（＊5)「鵺退治」－九代玉屋庄兵衛氏制作
　　「鵺（ぬえ）～源頼政弓張月の対峙～」
　　『平家物語』の第四巻鵺の章より抜粋
　　源頼政が時の天皇に取りついた物の怪「鵺」を退治する物語。
　　鵺は、顔は猿、胴体は狸、尾は蛇、手足は虎だという。
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腕がスイッチ、前輪が方向舵、止め棒が腕の動きをテン
プ・がんぎに伝達し、テンプ・がん
ぎがスピードを調整する。カムが
前輪に方向転換を指示し、人形の
頭を動かす
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肩枠・胴枠 ― 桜
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強力なゼンマイで
11本の糸を動かす。
11本のうち、5本は
人形の表情に使う

親指でつまんで
矢台から矢を
1本ずつ取る

〈茶運び人形の詳細〉 
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３. 座敷からくりの機構
　座敷からくりは、和時計の原理を応用して作られて
いる。動力は、ゼンマイや錘などで、「テンプ」「がんぎ」

「カム」などを用いて動力を調整し、糸を操り、様々に動
く自動人形である。代表的な3つの人形を紹介する。

１）茶運び人形
　一番有名な「茶運び人形」はシンプルな構造で、
和時計のしくみが胴体に収まっている。
　　〈各部の名称〉

１）糸からくりについて
　糸からくりの基本形は、7本
の糸を2名で操り、顔・手・足を
動かす。多いものは1体で20本
以上の糸を人形方が操作し、人
形が一瞬で面を被ったり、お社
に変形したり、扇を開閉したり
と、細やかで複雑な動きをし、物
語を語っていく。

２）離れからくりについて
　人形の下方から腰のあたりに差した「差し金」といわ
れる、2mほどの棒で人形を動かす。杭の上を、階段を
上るように渡る「乱杭渡り」や綾（平行棒）を次々に飛
び渡っていく「綾渡り」など、離れ技のダイナミックな
動きがある。写真の『からす天狗』は差し金の下端に付
いている4つの引き金のうち、前の棒でお面を被り、
左右の棒で手を動かし、後ろの棒で羽根を広げる。

２）弓曳童子
　からくり儀右衛門こと田中久重*1が作り出したから
くり人形で、最高傑作と言われている。ゼンマイを動
力に用いて矢立から1本ずつ矢を取り、1.5m程離れ
た的に向かって射る。

＊1　田中久重（からくり儀右衛門、1799年ー1881年）
江戸時代後期から明治にかけての発明家。東芝の祖。現存する久重作の
からくり人形として有名なものに「弓曳童子」「文字書き人形」がある。

３）文字書き人形
　安城市内で見つかった作者不詳の文字書き人形。
　矢車にかけた錘を動力に口と右手で1文字ずつ同
時に「松・竹」の2文字書き上げる。7枚のカムのうち、
1文字につき3枚のカムを使い、筆を上下左右に動か
して書く。残り1枚は左手を動かし、書きあげた文字を
観客に見せる。

からくり人形の歴史と機構
１． からくり人形の歴史
　からくり人形は、「山車からくり」と「座敷からくり」に
大別でき、その歴史は、江戸時代初期にさかのぼる。
　1662年に「竹田近江からくり芝居」という舞台から
くりの一座が、大阪・道頓堀で旗揚げし、京都、尾張、江
戸など全国を興行した。舞台からくりは、120㎝ぐらい
の大きな人形が、舞台上で逆立ちしたり、吹き矢を吹
いたり、矢を射たり、文字を書いたりしたというもので
あった。次第に姿を消していったが、大阪では文楽に、
江戸では歌舞伎に、ここ尾張では山車からくりへとつ
ながった。それは、山車の上の人形にからくり仕掛けを
施したものである。愛知県内におよそ150以上の山車
からくりが現存しており、名古屋市内（有松ほか）や
半田市、犬山市など、毎年祭で披露されている。
　もう一つのからくり人形である「座敷からくり」は戦
国時代、西洋から入ってきた時計の技術が和時計とい
う日本独自の時計となり、その技術がからくり人形と
結びついたものである。ゼンマイ等で動く自動人形
で、茶運び人形が知られている。大名や豪商の玩具、
調度品として作られた絢爛豪華な人形である。

２． 山車からくりの機構
　山車からくりは、山車の最上段にからくり人形を載
せ、人形方と呼ばれる人たちが下から操作するもの
で、7人ぐらいで3～4体の人形を動かして、いろいろな
物語を表現する。操作方法は、人が糸で操る「糸からく
り」、人が差し金で操る「離れからくり」、ゼンマイ、バネ、
歯車などで動く「機械仕掛けのからくり」などがある。

は、発見時、人形の鼻はネズミにかじられ、カムなどは
膠が風化してボロボロで、何を動力にしているのかも
わからなかったが、作りを解読することで、錘で動く機
構であることが分かり復元にこぎつけた。

２． 材料
　からくり人形の主な材料は木材のため、湿度には気
を遣う。日本の四季は夏と冬の湿度の差が大きく、木
材には厳しい環境ゆえに、制作期間はあえて一年間を
かける。こうすることで気候の異なる海外へ持って
行っても壊れない。
　山車からくりの人形には4種類、座敷からくりには7
種類の木材を使用し、部位に合わせて木材を選ぶ。特
に歯車は堅い花梨の木の縦
目だけを8枚貼り合わせて
製作する。1枚で作ると、木
材の方向性があるため、湿
気・乾燥で伸縮し、使ってい
るうちに歯車同士が合わな
くなり、歯が欠けてしまう。8
枚で作れば、方向性は相殺
され、伸縮も少なく強度も
上がる。
　愛知県は昔から全国の木材の集積地であり市場も
あるので、良い材料が手に入りやすい。これはからく
りが根付いた要因の一つでもある。
　からくり人形の動作に欠かせない材料に「セミクジ
ラのひげ」がある。バネ等に利用される材料で、その特
徴は、加工がしやすく、調整がしやすいところにある。
鋸で切れ、鉋で薄く加工できる。熱を加えれば曲がり、
冷えるとそのままの形状で固まる。大変扱いやすい
材料である。
　一方、セミクジラは絶滅危惧種であるため、そのひ
げを新しく入手することが困難な材料である。文化財
を修理する際は、当時の材料で修復する必要がある
ため貴重な材料となっている。

４. からくり人形の特徴
１）人を楽しませるもの
　からくり人形は「見せること」をとても大事にしている。
　実際には人形の顔は変わらないのに、首を細やかに
動かすことで表情が変わり、喜怒哀楽を伝えている。

「弓曳童子」の矢を放った直後と、その後との顔の違い
をじっくり見ていると、緊張感あふれる顔、満足げな顔
に見えてくる。
　また、文字書き人形は、書きあがった文字を客に見
せる。見ている人に対して、人形自体が伝えるような
表情や動きは、日本のからくり人形の特徴である。

２）シンプルな構造
　からくり人形に釘・ネジは使わず、最小限のピンで構成
されている。簡単にばらせて、また、元に戻せる。「茶運び
人形」は5分でばらせるそうだ。糸を多用しているので、
動きの調整が必要であるが、構造としては非常にシン
プルである。壊れた場合も壊れた箇所だけ取り換えれ
ば良く、非常に合理的な作りとなっている。

からくり人形の制作について
１． 制作
　時にスケッチを描くことはあるが、からくり人形の
図面はない。新作制作時は、物語、人形、からくりの仕
掛け、衣装の一切を企画・制作する。そのため、全ての
工程の修業が必要だ。人形の顔を彫るために能面を
彫る修業は特に念入りにする。「茶運び人形」を一人
で作れるようになるまでに、約10年はかかる。
　修理・復元時は、本物の寸法・材料から人形の顔に
至るまで、全て同じに復元する。修理依頼で人形が持
ち込まれると、まずはつぶさに観察する。そして、少し
ずつ、構造や動きを解読する作業を進める。
　安城市の個人宅から発見された「文字書き人形」

３． 道具
　七代目から受け継いだ道具も少なくないが、工具は
刃を購入して、柄は全て自分の握りやすいように作り、
自分に合ったものを使う。毎日の手入れも欠かさず自
身で行う。ノミだけでも、数十本にもおよび、丁寧に作
業する様子が目に浮かぶ。

玉屋さんの活動についてお話を伺った

社会活動について
― からくり人形を海外でご紹介されることはありま
すか？
　シリア、モロッコ、イギリス、アメリカなど世界20ヶ国
以上に行きました。
― 人形はどのように持って行かれますか？
　「弓曳童子」はこのまま箱に入れて、「茶運び人形」を
バラして一緒に入れて、飛行機の座席を取ります。畳も
持って行きます。これは和紙で出来ているので、世界中
持って行けます。
― 反応がいい国はどこですか？
　ヨーロッパです。ヨーロッパの国は歴史のある国だか
ら、日本の歴史にすごく興味があるんです。第二次世界
大戦でクシャクシャになった日本が何十年でトップにな

るっていうのは、江戸時代にモノづくりっていうことが
きちんと確立されていたからと、よく言われますよね。
　ヨーロッパの方は日本にどんなものがあるとか、ど
んなものがいいとか、よく知っていますね。大使館を
通じて「こういったものを見たいから持って来てくださ
い」と、依頼されることも多いです。
― 国内での大きな活動を伺えますか？
　国内では2017年に「ロボカップ2017名古屋世界
大会」で、からくり人形を披露しました。海外3,000人、
国内2,000人の青少年にからくり人形を紹介するため
に、2か国語のパンフレットも作成しました。からくり人
形は英語でも「ＫＡＲＡＫＵＲＩ」です。
― 海外の学生さんの反応はいかがでしたか？
　もう、食い入るように、非常に興味を持って見てくれ
ました。
 
伝統を継承する
― 玉屋さんで九代目ですが、玉屋さんの歴史を教
えてください。
　初代が京都から尾張・名古屋に移ってきたのが
1733年（享保年間）、徳川宗春の時代です。玉屋町

（今の中区錦三丁目辺り）に住んだので、玉屋庄兵衛と
名乗りました。
　初代は鶴（名古屋東照宮祭・林和靖車）を作ったん
ですが、名古屋大空襲で名古屋城とともに焼けてしま
いました。二代目が作った布袋車（名古屋市有松）は
残っています。
― 玉屋さんが、若い方にこういったものを伝えたい
と思っていらっしゃることを教えてください。
　息子が今、十代目として修業をしているんですよ。
やっぱり、技術の伝承というか、何年かかっても、何十年
かかっても伝えていかなきゃいけないと思います。

― 伝えるときに気を付けていることはありますか？
　ウチは手取り足取りでは教えないんですよ。自分が
ケガして痛いということを覚えて、刃物の怖さとか自
分で判断させるように、研いだり、作ったり、全てのこ
とは自分でやるように。文化財だから材料を変えるこ
とはやめなさいとか、材料の良し悪しや逆目など、最初
は教えますけど、あとは自分で体験して判断する。毎
回、壁に当たると思いますよ。
　今の若者が育っている環境と、私が育ったころとで
は、文化の断絶があると思うんです。中国の故事とか
を常識として知っている私の世代と、改めて勉強しな
きゃいけない世代と、この差は大きいと思います。ＡＩ
だ、コンピュータだとかは詳しいだろうけど、歴史的な
故事・来歴なんか知らないですよね。
― 山車を持つ、地域の方との交流について教えてく
ださい。
　山車祭には毎年行きます。犬山、小牧、知多半島な
ど、3か所ぐらいお祭りが重なることもありますが、あっ
ちこっち行ったりします。「からくり人形が試楽*2で壊れ
たから、本楽*3までに直して！」なんてこともあります
よ。町の方との交流はずっと続いています。
　町には、人形方も代々続いていますから、最初にお
付き合いが始まったあとは、町内でしっかり山車を
守っていただいています。

 今後について
― これから作られる作品のご予定はありますか？
　初代の「鶴*4」（林和靖車）を復元したいと思って
います。名古屋城と同じ日に焼失した山車からくり

です。名古屋市博物館に、名古屋祭の戦前の白黒映像
が残っていて、そこには「鶴」が本当に動いています。
― どう作ろうかという構想はありますか？
　構想はあります。半田山車
からくり「鵺退治*5」に出てく
る化け物の『鵺』のしっぽが、
たぶん「鶴」の首のつくりと
一緒だと思います。復元した
いですね。
― 本日は、お忙しい中、お
話しいただき、ありがとうご
ざいました。
 
 
【注】
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 
(＊2)「試楽」－犬山祭の一日目のこと
(＊3)「本楽」－犬山祭の二日目のこと
(＊4)「鶴」－初代玉屋庄兵衛氏制作  林和靖車
　　籠から芹をくちばしでつまみ出す鶴を唐子が棒で追い払うの

を林和靖がたしなめる物語。
　　林和靖は唐の詩人、鶴と梅を愛した。

（＊5)「鵺退治」－九代玉屋庄兵衛氏制作
　　「鵺（ぬえ）～源頼政弓張月の対峙～」
　　『平家物語』の第四巻鵺の章より抜粋
　　源頼政が時の天皇に取りついた物の怪「鵺」を退治する物語。
　　鵺は、顔は猿、胴体は狸、尾は蛇、手足は虎だという。

 

「鵺退治」の『鵺』
写真提供：九代玉屋庄兵衛後援会

九代玉屋庄兵衛さんの仕事場
鑿、鉋、彫刻刀など何十種類もの道具が整理整頓
された引き出し。手の届く所に全ての道具が揃う。

かんなのみ

ほん がく

ぬえ

しん がく

りん  な  せい しゃ

（＊6)「九代玉屋庄兵衛後援会ホームページ」 －URL：http://karakuri-tamaya.jp/

取材を終えて
　尾陽木偶師 九代玉屋庄兵衛さんにインタビューする機会を得たのは、「からくり」という当社に
とってなじみ深い言葉のルーツを調べるうちでのことでした。インタビューは、からくり人形を動かしつ
つ話される、玉屋さんのお人柄に魅せられた時間となりました。からくり人形は、人を楽しませるもの
であり、豊かな表情や観衆とのコミュニケーションのために、糸やカムで動きを作り出す、先人の知恵
の結晶だと感じました。また、新しいことを取り入れつつも、江戸時代から変えない部分を代々伝え
られ、人形と伝統の技が長く受け継がれていることを実感しました。
　玉屋庄兵衛後援会のホームページ*6には、たくさんの作品が動画付きで紹介されています。実物
の座敷からくりを観る機会は限られますが、山車からくりは毎年、愛知県内のお祭りで実際に観る
ことができます。ぜひ一度、自身の目で、人形の動きをご覧ください。
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３. 座敷からくりの機構
　座敷からくりは、和時計の原理を応用して作られて
いる。動力は、ゼンマイや錘などで、「テンプ」「がんぎ」

「カム」などを用いて動力を調整し、糸を操り、様々に動
く自動人形である。代表的な3つの人形を紹介する。

１）茶運び人形
　一番有名な「茶運び人形」はシンプルな構造で、
和時計のしくみが胴体に収まっている。
　　〈各部の名称〉

１）糸からくりについて
　糸からくりの基本形は、7本
の糸を2名で操り、顔・手・足を
動かす。多いものは1体で20本
以上の糸を人形方が操作し、人
形が一瞬で面を被ったり、お社
に変形したり、扇を開閉したり
と、細やかで複雑な動きをし、物
語を語っていく。

２）離れからくりについて
　人形の下方から腰のあたりに差した「差し金」といわ
れる、2mほどの棒で人形を動かす。杭の上を、階段を
上るように渡る「乱杭渡り」や綾（平行棒）を次々に飛
び渡っていく「綾渡り」など、離れ技のダイナミックな
動きがある。写真の『からす天狗』は差し金の下端に付
いている4つの引き金のうち、前の棒でお面を被り、
左右の棒で手を動かし、後ろの棒で羽根を広げる。

２）弓曳童子
　からくり儀右衛門こと田中久重*1が作り出したから
くり人形で、最高傑作と言われている。ゼンマイを動
力に用いて矢立から1本ずつ矢を取り、1.5m程離れ
た的に向かって射る。

＊1　田中久重（からくり儀右衛門、1799年ー1881年）
江戸時代後期から明治にかけての発明家。東芝の祖。現存する久重作の
からくり人形として有名なものに「弓曳童子」「文字書き人形」がある。

３）文字書き人形
　安城市内で見つかった作者不詳の文字書き人形。
　矢車にかけた錘を動力に口と右手で1文字ずつ同
時に「松・竹」の2文字書き上げる。7枚のカムのうち、
1文字につき3枚のカムを使い、筆を上下左右に動か
して書く。残り1枚は左手を動かし、書きあげた文字を
観客に見せる。

からくり人形の歴史と機構
１． からくり人形の歴史
　からくり人形は、「山車からくり」と「座敷からくり」に
大別でき、その歴史は、江戸時代初期にさかのぼる。
　1662年に「竹田近江からくり芝居」という舞台から
くりの一座が、大阪・道頓堀で旗揚げし、京都、尾張、江
戸など全国を興行した。舞台からくりは、120㎝ぐらい
の大きな人形が、舞台上で逆立ちしたり、吹き矢を吹
いたり、矢を射たり、文字を書いたりしたというもので
あった。次第に姿を消していったが、大阪では文楽に、
江戸では歌舞伎に、ここ尾張では山車からくりへとつ
ながった。それは、山車の上の人形にからくり仕掛けを
施したものである。愛知県内におよそ150以上の山車
からくりが現存しており、名古屋市内（有松ほか）や
半田市、犬山市など、毎年祭で披露されている。
　もう一つのからくり人形である「座敷からくり」は戦
国時代、西洋から入ってきた時計の技術が和時計とい
う日本独自の時計となり、その技術がからくり人形と
結びついたものである。ゼンマイ等で動く自動人形
で、茶運び人形が知られている。大名や豪商の玩具、
調度品として作られた絢爛豪華な人形である。

２． 山車からくりの機構
　山車からくりは、山車の最上段にからくり人形を載
せ、人形方と呼ばれる人たちが下から操作するもの
で、7人ぐらいで3～4体の人形を動かして、いろいろな
物語を表現する。操作方法は、人が糸で操る「糸からく
り」、人が差し金で操る「離れからくり」、ゼンマイ、バネ、
歯車などで動く「機械仕掛けのからくり」などがある。

は、発見時、人形の鼻はネズミにかじられ、カムなどは
膠が風化してボロボロで、何を動力にしているのかも
わからなかったが、作りを解読することで、錘で動く機
構であることが分かり復元にこぎつけた。

２． 材料
　からくり人形の主な材料は木材のため、湿度には気
を遣う。日本の四季は夏と冬の湿度の差が大きく、木
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かける。こうすることで気候の異なる海外へ持って
行っても壊れない。
　山車からくりの人形には4種類、座敷からくりには7
種類の木材を使用し、部位に合わせて木材を選ぶ。特
に歯車は堅い花梨の木の縦
目だけを8枚貼り合わせて
製作する。1枚で作ると、木
材の方向性があるため、湿
気・乾燥で伸縮し、使ってい
るうちに歯車同士が合わな
くなり、歯が欠けてしまう。8
枚で作れば、方向性は相殺
され、伸縮も少なく強度も
上がる。
　愛知県は昔から全国の木材の集積地であり市場も
あるので、良い材料が手に入りやすい。これはからく
りが根付いた要因の一つでもある。
　からくり人形の動作に欠かせない材料に「セミクジ
ラのひげ」がある。バネ等に利用される材料で、その特
徴は、加工がしやすく、調整がしやすいところにある。
鋸で切れ、鉋で薄く加工できる。熱を加えれば曲がり、
冷えるとそのままの形状で固まる。大変扱いやすい
材料である。
　一方、セミクジラは絶滅危惧種であるため、そのひ
げを新しく入手することが困難な材料である。文化財
を修理する際は、当時の材料で修復する必要がある
ため貴重な材料となっている。
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に見えてくる。
　また、文字書き人形は、書きあがった文字を客に見
せる。見ている人に対して、人形自体が伝えるような
表情や動きは、日本のからくり人形の特徴である。
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ち込まれると、まずはつぶさに観察する。そして、少し
ずつ、構造や動きを解読する作業を進める。
　安城市の個人宅から発見された「文字書き人形」
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付き合いが始まったあとは、町内でしっかり山車を
守っていただいています。

 今後について
― これから作られる作品のご予定はありますか？
　初代の「鶴*4」（林和靖車）を復元したいと思って
います。名古屋城と同じ日に焼失した山車からくり

です。名古屋市博物館に、名古屋祭の戦前の白黒映像
が残っていて、そこには「鶴」が本当に動いています。
― どう作ろうかという構想はありますか？
　構想はあります。半田山車
からくり「鵺退治*5」に出てく
る化け物の『鵺』のしっぽが、
たぶん「鶴」の首のつくりと
一緒だと思います。復元した
いですね。
― 本日は、お忙しい中、お
話しいただき、ありがとうご
ざいました。
 
 
【注】
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 
(＊2)「試楽」－犬山祭の一日目のこと
(＊3)「本楽」－犬山祭の二日目のこと
(＊4)「鶴」－初代玉屋庄兵衛氏制作  林和靖車
　　籠から芹をくちばしでつまみ出す鶴を唐子が棒で追い払うの

を林和靖がたしなめる物語。
　　林和靖は唐の詩人、鶴と梅を愛した。

（＊5)「鵺退治」－九代玉屋庄兵衛氏制作
　　「鵺（ぬえ）～源頼政弓張月の対峙～」
　　『平家物語』の第四巻鵺の章より抜粋
　　源頼政が時の天皇に取りついた物の怪「鵺」を退治する物語。
　　鵺は、顔は猿、胴体は狸、尾は蛇、手足は虎だという。

 

「鵺退治」の『鵺』
写真提供：九代玉屋庄兵衛後援会

九代玉屋庄兵衛さんの仕事場
鑿、鉋、彫刻刀など何十種類もの道具が整理整頓
された引き出し。手の届く所に全ての道具が揃う。

かんなのみ

ほん がく

ぬえ

しん がく

りん  な  せい しゃ

（＊6)「九代玉屋庄兵衛後援会ホームページ」 －URL：http://karakuri-tamaya.jp/

取材を終えて
　尾陽木偶師 九代玉屋庄兵衛さんにインタビューする機会を得たのは、「からくり」という当社に
とってなじみ深い言葉のルーツを調べるうちでのことでした。インタビューは、からくり人形を動かしつ
つ話される、玉屋さんのお人柄に魅せられた時間となりました。からくり人形は、人を楽しませるもの
であり、豊かな表情や観衆とのコミュニケーションのために、糸やカムで動きを作り出す、先人の知恵
の結晶だと感じました。また、新しいことを取り入れつつも、江戸時代から変えない部分を代々伝え
られ、人形と伝統の技が長く受け継がれていることを実感しました。
　玉屋庄兵衛後援会のホームページ*6には、たくさんの作品が動画付きで紹介されています。実物
の座敷からくりを観る機会は限られますが、山車からくりは毎年、愛知県内のお祭りで実際に観る
ことができます。ぜひ一度、自身の目で、人形の動きをご覧ください。
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1 はじめに
　2019年6月10日に公益社団法人発明協会主催
の令和元年度全国発明表彰の表彰式が開催され、
特許発明「コンテナ搬送用AGVシステム」（特許第
5055840号）が発明賞を受賞した。また、これに
先立ち、2018年11月20日に公益社団法人発明協
会主催の平成30年度中部地方発明表彰の表彰式
が開催され、文部科学大臣賞を受賞した。発明賞
は全国発明表彰の中でも上位に位置づけられ、平
成17年以来14年ぶりの受賞となった（写真1）。ま
た、文部科学大臣賞は中部地方発明表彰の中で最
上位の賞であり、平成6年以来24年ぶりの栄えあ
る受賞となった。
　全国発明表彰や中部地方発明表彰は、それぞれ
全国や中部地方における発明の奨励と育成を図る
ため、産業界において大きな実績を挙げ、かつ特に
優れていると認められた発明の完成者に賞を授与
すべく、毎年開催されている。
　今回受賞した特許発明「港湾コンテナヤード用
無人搬送車システムの発明」は、トヨタL&Fカンパ
ニー物流ソリューション事業室の稲垣雅一さんら
によって創作されたものであり、記念の賞状並び
にメダルが贈られた。

　本発明は、荷役を行う位置が一定とならない、船
舶に積載されたコンテナに対して荷役する、ガン
トリークレーンの作業位置を予測し、作業位置に
合わせてコンテナを効率的に搬送できるよう無人
搬 送 車（AGV:Automated Guided Vehicle）の
停止位置、待機位置、走行動線をフレキシブルに変
更する発明である。本発明により、ガントリーク
レーンによる移載作業を効率良く行えるように
し、将来の労働者不足や危険作業への人の直接介
在を減少させることができ、その功績が認められ
た（写真2）。

写真1 全国発明表彰授賞式
（左から一条常務役員、稲垣さん、稲垣さんの奥さま）

Photo1 Awarded Winners at ceremony of National 
commendation for invention （From left; Executive 
Officer Ichijo, Mr. Inagaki, and his wife）

特許発明「コンテナ搬送用AGVシステム」が全国発明表彰にて発明賞を受賞
The Patented Invention of “Automated Guided Vehicle system for container 
transportation” won the Invention Award in the National Commendation for Invention

＊1
桃井 大輔

Daisuke Momonoi

＊1 技術・開発本部 知的財産部

要　旨 　特許発明「コンテナ搬送用AGVシステム」（特許第5055840号）が全国発明表彰にて発明賞を受賞した。また、これ
に先立ち、中部地方発明表彰にて文部科学大臣賞を受賞した。本発明は、名古屋港に導入されたアジア初（当社調べ）の
港湾コンテナターミナルの自動化システムに関するもので、コンテナを荷役するガントリークレーンの作業位置を予
測し、作業位置に合わせてコンテナを効率的に搬送できるよう無人搬送車（AGV:Automated Guided Vehicle）の停
止位置、待機位置、走行動線をフレキシブルに変更する仕組みを特徴としている。本発明により、荷役の効率化と多台
数の無人搬送車の搬送効率向上に貢献している。特許発明の内容及び特許発明が生み出された当時の状況について紹
介する。

キーワード：全国発明表彰、中部発明表彰、コンテナ搬送、無人搬送車（AGV）

Abstract 　The patented invention of “Automated Guided Vehicle system for container transportation” （patent No. 
5055840） won the invention award in National commendation for invention. Prior to the commendation, 
the invention won the award of Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology in local 
commendation for invention of Chubu. The invention is to realize the mechanism of flexibly changing 
of the predict stop positions, waiting positions and traveling route of a plurality of Automated Guided 
Vehicles, according to position information of quay cranes and loading position of containers. The system 
is introduced to port of Nagoya, and is the first automated container terminal system in Asia （according 
to our survey）. This document explains the invention itself and the invented situation.

Keywords:  National commendation for invention, Chubu area commendation for invention, Container 
transporting, Automated Guided Vehicle （AGV）

表 彰
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走行を制御する。また、走行駆動装置は走行制御装
置からの指令に基づいて無人搬送車を走行させ
る。
　次に、無人搬送車の管理及びガントリークレー
ンの管理を行う制御装置の制御内容を説明する。
　制御装置は、ガントリークレーンの位置情報と、
コンテナの積載位置により定められる次の作業位
置に基づいて荷役予定位置を演算し、後続の無人
搬送車の待機位置を決定する。図2に示すように、
船上におけるコンテナの積載位置の相対関係はコ
ンテナ船毎に既定である。制御装置には、予め船毎
のコンテナ位置の相対距離データがプリセットさ
れており、一度荷役したコンテナ位置Aの情報が
分かれば、後続の無人搬送車（AGV②）の荷役予定
位置（B）は、次に荷役する船上のコンテナ位置Bか
ら相対的に把握可能である。そのため制御装置は、
先行の無人搬送車（AGV①）に対するガントリー
クレーンの作業位置（荷役完了位置（A））によって
確定されるコンテナ位置A及び相対距離データを
照合して、後続の無人搬送車（AGV②）の荷役予定
位置（B）を算出する。その際制御装置は、想定され
るコンテナ船の移動量に対応する荷役予定範囲を
考慮する。制御装置は、荷役予定位置（B）を後続の
無人搬送車（AGV②）の待機位置として設定し、設
定した荷役予定位置（B）と、当該荷役予定位置（B）
と隣接するガントリークレーンの荷役予定位置を
基に、走行レーンから移載レーンへの寄付き可能
な走行動線を算出する。後続の無人搬送車（AGV
②）は、待機位置及び走行動線の指令によって走行
し、待機位置に停止する。

図2 無人搬送車の待機位置を決定する制御方法
Fig.2  Control method for determining a standby position 

of the automated guided vehicle

ガントリー
クレーン

コンテナ船

コンテナ
位置Ｂ

コンテナ
位置A

待機位置 移動

【次作業がコンテナ位置Ｂの場合】

予めプリセットされた相対距離データ

荷役予定範囲
荷役予定
位置（Ｂ）

荷役完了
位置（A）

次

a b

荷役予定位置＝荷役完了位置（Ａ） － a － b

ＡＧＶ② ＡＧＶ①

2.3 発明の効果
　以上により、後続の無人搬送車（AGV②）は先行
の無人搬送車（AGV①）との干渉が回避されると
ともに、作業位置が変化するガントリークレーン
に追従して無駄な移動を行う必要がない。また、無
人搬送車の荷役位置が予め予測できるようになる
ため、図3に示すように、ガントリークレーン相互
の作業位置の変化に合わせ、荷役位置、荷役予定位
置（待機位置）、走行動線を効率的かつフレキシブ
ルに変更する制御が可能となる。よって、複数の無
人搬送車が移載レーンに進入している状態におい
ても、無人搬送車同士の無駄な移動を抑制し、かつ
互いの干渉をなくすことができる。
　したがって本件特許発明により、ガントリーク
レーン及び無人搬送車の無駄な移動を抑制して、
ガントリークレーンによる移載作業を効率良く行
うことができる。

3 まとめ
　今回受賞した特許発明「港湾コンテナヤード用
無人搬送車システムの発明」は、高効率な自働化さ
れたコンテナターミナルを実現するには必須の技
術である。本発明により、国内で初めて（当社調べ）
無人搬送車による自動化を実用化し、無人搬送車
に置き換えることで有人運転のトレーラの台数を
約90%削減でき、労働者不足の解消や、労働者の
危険作業への直接介在を減少させ、作業環境の改
善のほか、ヒューマンエラーの低減に大きく貢献
した。
　知的財産部では、発明の益々の促進をはかり、当

図3 無人搬送車の荷役位置と走行動線の関係
Fig.3  Relationship between handling position of 

Automated Guided Vehicle and traveling flow line

コンテナ船

2台待機 AGV

1台待機

特許発明「コンテナ搬送用AGVシステム」が全国発明表彰にて発明賞を受賞
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2 発明の内容

2.1 背景・発明が解決しようとする課題
　経済活動のグローバル化により、海上コンテナ
の取扱量が増加している。各港湾からは競争力強
化のために、港湾に形成されたコンテナターミナ
ル内のコンテナの搬送には、有人運転のトレーラ
に代えて、自動化による「高サービス・低コスト・安
全性向上」が求められている。
　コンテナターミナルでは、ガントリークレーン
を用いて、岸壁に停泊するコンテナ船からのコン
テナの揚げ作業あるいはコンテナ船へのコンテナ
の積み作業が行われる。ガントリークレーンは、コ
ンテナの受渡し又は受取りを行う位置（作業位置）
において、無人搬送車に対してコンテナを荷役す
る。そのため、ガントリークレーンの作業位置と無
人搬送車の停止する位置（荷役位置）を正確に合わ
せる必要がある。
　自動化には無人搬送車が有用であるが、有人ト
レーラの運搬と同等のフレキシブルな搬送が要求
される。一般的な工場内で用いられる無人搬送車
の荷役位置は、コンベヤや荷受台などが固定設備
のため、停止位置、待機位置、走行動線などを変更
する必要はない。しかしながら、コンテナ船は停泊
中でも潮の満ち引きや風等の自然環境により移動
する。その場合、ガントリークレーンは作業位置
をコンテナの位置に応じて変更する必要がある。
従来は、ガントリークレーンの位置に合わせて無
人搬送車が常時追従する制御が提案された。しか
しその場合、無人搬送車は荷役位置で一旦停止し
たとしても、作業位置の変化に伴うガントリーク
レーンの移動に追従して無駄な移動をしてしまう。
　また、無人搬送車はコンテナ船に対して最も近

写真2 コンテナを搬送する無人搬送車
Photo2 Automated Guided Vehicles transporting containers

い岸壁側の走行路（移載レーン）で荷役される。複
数の無人搬送車が移載レーンに進入した状態にお
いて、無人搬送車がガントリークレーンに常時追
従移動する制御を行うと、ガントリークレーンに
追従する荷役作業中の無人搬送車と、待機してい
る後続の無人搬送車とが干渉する可能性がある。
これを避けるために、移載レーンに無人搬送車が
1台のみしか進入できない条件にすると、搬送効
率が低下する。

2.2 発明を実施するための形態
　今回の発明に関する無人搬送車システムの構成
を図1に示す。本無人搬送車システムは、コンテナ
の揚げ作業及び積み作業を行うガントリークレー
ンと、岸壁に設けられた走行レーンや移載レーン
に沿って移動する無人搬送車と、無人搬送車の管
理及びガントリークレーンの管理を行う制御装置
を備える。ガントリークレーンは移載レーンの無
人搬送車に対して荷役作業を行う。

　ガントリークレーンは、コンテナ船上のコンテ
ナの積載位置に合わせた作業位置で停止するとと
もに、作業位置と整合する、荷役位置に停止した無
人搬送車に対して荷役作業を行う。
　制御装置は、ガントリークレーンに設けられた
エンコーダの信号が入力され、ガントリークレー
ンの位置情報を把握するとともに、無人搬送車の
走行制御を行う。
　無人搬送車は制御装置からの指令に従って走
行、停止を行う。無人搬送車は走行駆動装置と走行
制御装置を備えている。走行制御装置は、エンコー
ダによって取得された車輪の回転量から走行距離
を演算し、演算結果に基づいた無人搬送車の現在
位置を位置データとして記憶する。走行制御装置
は、自身の位置データを制御装置に送信するとと
もに、制御装置からの指令に従って無人搬送車の

図1 港湾荷役システムの構成
Fig.1 Components of the port handling system
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ＡＧＶ② ＡＧＶ①移載レーン
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1 はじめに
　2019年6月19日に一般社団法人愛知県発明協
会主催の2019年愛知発明表彰の表彰式が開催さ
れ、特許発明「紡機におけるドラフト装置」（特許第
6156503号）が愛知発明賞を受賞した。愛知発明
賞は、愛知発明表彰の中で上位にランクされる賞
であり、栄えある受賞となった（写真1）。

　今回受賞した特許発明は、技術・開発本部開発第
一部開発第七室の槌田大輔さんによって発明され
たものであり、記念の賞状並びに盾が贈られた（写
真1）。なお、発明者の槌田さんは当日海外出張中
のため、代理で河合さんが賞状と盾を受領した。
　愛知発明表彰は、愛知県における発明の奨励と
育成を図るため、産業界において大きな実績を挙
げ、かつ特に優れていると認められた発明に賞を
授与すべく、毎年開催されている。

写真1 愛知発明表彰式（左から2番目が代理出席の河合さん）
Photo1  Awarded Winners at Aichi Invention Award 

Ceremony （from left in front）

　今回受賞した特許発明「紡機におけるドラフト
装置」は、1本の糸の中で2種類の原料の完全な切
替えを可能としただけでなく、2種類の配合比率
を任意に変化させたり、太さや長さも自在に変更
できる「グラデーションモード」を追加するなど、
紡出できる糸外観の多様性を最大限に拡張した点
が認められた。
　なお、1本の糸の中で2種類の原料の完全な切
替えが行われている新規な糸を当社で「モザイク
ヤーン」と命名し、商標登録を受けている。

2 発明の内容
1）発明が解決しようとする課題
　従来、糸の長さ方向に異なる色を有する意匠糸
を紡出するインジェクションヤーン装置（図1）が
知られていた。このインジェクションヤーン装置
は、2色の原料（粗糸）①、②を用いる。原料①は、連
続駆動されるミドルローラに供給されてベース糸
となる。一方、原料②は、間欠駆動されるバックロー
ラを介してミドルローラへ供給され、ベース糸の
上に原料②が部分的に被覆された糸を紡出する。

図1 インジェクションヤーン装置
Fig.1 Injection yarn apparatus
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特許発明「紡機におけるドラフト装置」が愛知発明賞を受賞
The Patented Invention of “The draft apparatus of spinning machine” 
Won the Aichi Invention Award

＊1
山本 達也

Tatsuya Yamamoto

＊1 技術・開発本部 知的財産部 知財推進第二室 知財第21G

要　旨 　特許発明「紡機におけるドラフト装置」が愛知発明賞を受賞した。受賞した「紡機におけるドラフト装置」（特許第
6156503号）は、繊維機械事業部が販売するリング精紡機RX300のモザイクヤーン装置に関する基本特許である。特
許発明の内容について紹介する。

キーワード：愛知発明賞、リング精紡機、モザイクヤーン

Abstract 　Patented invention "draft device in spinning machine" won the Aichi Invention Award. The awarded 
patent "draft device in spinning machine" （Japanese Patent No. 6156503） is a basic patent on the 
mosaic yarn device of ring spinning machine RX300 sold by the Textile Machinery Division. The 
contents of the patented invention are introduced.

Keywords:  Aichi Invention Award, Ring Spinning Machine, Mosaic yarn
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社の技術者が多くの技術的課題に取り組んだ成果
をもれなく特許出願をして権利化することによ
り、より強固な特許網を構築するとともに、このよ
うな名誉ある賞を継続して受賞できるよう、今後
も開発部署と一丸となって努めていきたい。

■ 著 者 紹 介 ■

桃井 大輔

　本件特許発明を利用したコンテナ搬送AGVシステムは、名古屋港の飛島コンテナ埠頭において2008年
に稼動開始し、2012年に自動エリアを拡張し、現在33台のAGVが稼動しています。
　従来の一般的な工場内搬送AGVは、コンベヤや荷受台など荷役位置は固定のため、AGVの停止位置も一
定ですが、本システムはコンテナ船ごとに積載位置が異なり、また着岸後も波や潮の干満により停泊位置が
動くことに合わせガントリークレーンも移動するためAGVの停止位置も変化させる必要があり、確実な位
置合わせと効率化を両立させることが大きな課題でした。
　システムを実現できたのは、お客様と課題を常に共有し、一緒になって現地現物で改良を積み重ねること
ができたことと大変感謝しております。
　今後もお客様にご満足頂けるシステムを提供できるよう、お客様優先で開発を進めていきます。

開発者　稲垣さんのコメント
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1 基本方針
　豊田自動織機は、創業者・豊田佐吉の自動織機の
発明により始まり、以来、特許などの知的財産は創
業時より事業活動の中で重視され、活用すること
で事業の発展に貢献してきた。この考えは、現在の
知的財産活動の基本方針でも引き継がれており、
知的財産の創造・保護・活用（知的創造サイクル）に
より事業の自由度と優位性を確保することをミッ
ションとして、「事業戦略」、「技術開発戦略」に基づ
いた三位一体の知財活動を基本方針としている。
技術開発やイノベーションを十分にサポートす
る知的財産活動ができるように、事業部の方針や
技術開発戦略に応じた知財戦略を立案し、これに
沿った知的創造サイクルを展開している。また、知
的財産活動をより積極的に推進するために、社内
のインフラ整備や人材育成などにも注力している

（図1）。

2 主な取り組み
1）重要開発テーマにおける知財戦略の推進
　製品のコア技術や新事業開発など事業・開発戦
略上、特に重要な技術開発テーマについては、個別
に活動計画を定めて活動している。具体的には、事
業計画や開発のロードマップに照らして、発明届
出件数、ポートフォリオ構築、発掘活動、競合他社
や技術分野全体の特許調査・分析などを、いつまで
にどのようにするといった計画を定めた戦略シー
トをテーマごとに作成し、それぞれの項目の進捗
や目標を管理している。定常的には、製品開発の進
捗を開発者と知財担当者とで共有し、コア技術だ
けでなく周辺技術における発明も漏れなく発掘

図1 知財部のミッション
Fig.1 Mission of the intellectual department

事業部

知財部

知財戦略

事業戦略

事業部の事業戦略、技術開発戦略に応じた事業の知財戦略の立案
および知財活動をサポートし事業活動に貢献する

三位一体

【知財部のミッション】
知的財産の創造，保護，活用により事業の自由度と優位性を確保する

技術開発戦略

創出して出願し、他社の参入を阻止する特許網の
ポートフォリオを構築するとともに、他社特許調
査を行い、関連する他社情報を共有して事業の障
害となる知財リスクを洗い出し、他社特許の回避
や、無効化を検討している。
　発明の発掘創出活動においては、パテントマッ
プ等の種々のツールを用いて多面的な視点で検討
している。例えば、課題-解決手段（構成）マップ（図
2）などで現在の知財状況の分析を行い、技術開発
の傾向を客観的に把握し、出願の多い領域や少な
い領域を確認して、重点的に取り組むべきポイン
トを見定めて発掘創出を行う。
　また、開発部署における開発のマイルストーン
ごとに特許ポートフォリオ形成の進捗や知財リス
クについて、開発部署と確認を行い、開発ステージ
ごとの審査会でチェックすることで、技術開発の
成果を確実に保護するとともに、必要に応じて技
術開発戦略を早期に軌道修正して事業リスクを最
小化する。
　このように、技術開発部門に入り込んだ知財活動
を行うことで、効果的に知財戦略を推進している。

2）知的財産権の活用
　保有する知的財産権は経営資源として捉え、積
極的に活用している。他社製品のチェックや展示
会や市場での模倣・侵害発見の活動を国内外で継
続的に行っており、権利侵害に対しては毅然とし
た対応で臨むことで、模倣を阻止し、自社の事業活
動を保護している。

図2 課題−解決手段（構成）マップ
Fig.2 Problem/Solution map
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豊田自動織機の知財活動
Intellectual Property Activities of Toyota Industries

＊1
伊東 正樹

Masaki Ito

＊1 技術・開発本部 知的財産部
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　このインジェクションヤーン装置では、ミドル
ローラを停止させると原料②も止まってしまうた
め、ベース糸の配合を0とすることができない。ま
た、原料①、②は同じエプロンでドラフトされるた
めに配合比率が変更できず、意匠性やデザインの
自由度が低かった。さらに、原料②の切断位置がば
らつくことにより、切り替え部で色が混ざって境
界がぼやけてしまったり、被覆された原料②の表
面にベース糸が表れてしまうこともあった。

2）発明を実施するための形態
　本発明（図2）では、ミドルローラに巻き掛けら
れたエプロン対①に原料①が供給されるととも
に、エプロン対①の隣でバックローラに巻き掛け
られたエプロン対②に原料②が供給される。エプ
ロン対①、②はそれぞれミドルローラ、バックロー
ラにより独立して駆動されるので、原料①、②の完
全切り替えや配合率の変更を容易に行うことがで
きる。

　また、バックローラとは異なる速度で回転する
ミドルローラ対にエプロン対②が把持されないよ
うにするため、ミドルトップローラに段差を付け
るとともに、エプロン対②の厚さをエプロン対①
よりも薄くした（図3）。

図2 モザイクヤーン装置
Fig.2 Mosaic yarn apparatus
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図3 ミドルローラ部の構成
Fig.3 Constitution of middle roller portion
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3 まとめ
　今回受賞した特許発明「紡機におけるドラフト
装置」は、糸の意匠性において新たな可能性をもた
らしたことで、これまでにないファッション分野
の展開などにより、新たな消費者のニーズ開拓や
満足度向上が期待される。
　また、意匠性のみでなく、使用する繊維の選定に
よって、例えば吸湿性、通気性などの機能性の向上
にも貢献できる。
　知的財産部では、発明の益々の促進を図り、当社
の技術者が多くの技術的課題に取り組んだ結果を
漏れなく特許出願して権利化することにより、強
固な特許網を構築するとともに、このような名誉
ある賞を受賞することができるよう、今後も開発
部署と一丸となって努めていきたい。

■ 著 者 紹 介 ■

山本 達也
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3 今後の取り組み
　上述のように、知財活動はこれまで権利の創造・
保護・活用を通じて事業へ貢献することが主な取
り組みであったが、さらに近年は、蓄積された知財
情報に対して分析ツールを活用することで、所謂

「IPランドスケープ」と言われるような技術動向の
分析や他社のベンチマークなどの新たな活動が可
能になってきた。このような能力を活用すること
で、事業や技術開発戦略にさらに貢献する取り組
みを進めていきたい。
　また海外での事業活動が増加する中、知財とし
ても拠点毎の対応ではなく、グローバル視点での
管理が重要になりつつある。今後は、これらの海外
拠点との連携を進め、シナジーをより高める活動
を進める予定である。

■ 著 者 紹 介 ■

伊東 正樹

豊田自動織機の知財活動
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3）分析ツールの導入による基盤強化
　最新の知財の価値評価・分析ツールを導入し、他
社特許との相対的な価値評価・分析を行う環境を
整備している。これまでは特許の質や重要性を評
価者が独自の視点で評価し、特許マップの作製や、
自社保有特許の維持・放棄の判断に反映させて特
許ポートフォリオの最適化を図ってきたが、分析
ツールの導入によって競合他社や技術分野全体の
特許をマクロ的に分析し、特許の質や強みを客観
的かつ効率的に行えるようになった（図3）。これ
により自社の技術ポジション（強み・弱み）や競争
力・注目度の高い特許、技術動向といった内容が知
財情報から把握できるようになり、事業戦略や技
術開発戦略への活用が期待できる。

4）人材育成
　新入社員教育の一環として、技術系の全社員に
知的財産の基本知識や重要性に関する集合教育を
実施するとともに、必要に応じて事業部ごとに調
査方法や発明の捉え方など個別教育を実施してい
る。また、立場や経験に応じて個別の学習が可能な
ようにeラーニングを整備しており、技術系社員
は必要に応じて知財知識やスキルを習得するよう
にしている。
　知財担当者に対しては、社内外の研修やOJT、
海外駐在経験、業務のローテーションを通じて知
財専門力の向上を図り、高度なプロ人材の育成を
図っている。

5）グローバル化への取り組み
　事業のグローバル化に合わせ、国外での知財活
動も強化している。欧州と米国に駐在員を置き、外
国弁護士・弁理士との連携強化を図り、海外知財権
の確実な取得や、渉外・係争の適切な支援を行って
いる。また関連会社における知財活動の指導・支援
や社内規定の整備、技術者への知財教育などを行

図3 特許ポートフォリオの質評価の一例
Fig.3 Example of patent portfolio valuation
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い、知財活動の底上げと適正化を図っている。

6）発明褒賞制度
　2018年4月に大幅な褒賞制度改定を行い、出願
時の褒賞を手厚くすることで早期褒賞による若手
技術者の発明意欲向上を図った。実績褒賞制度に
ついては、売上重視の評価から発明の優秀性を広
く評価する制度に改めることで、事業間の褒賞の
偏りを減らし、会社全体のモチベーション向上を
図るようにした。また、特に優秀な発明について
は、発明協会など社外表彰への応募に対して知財
部門が積極的に支援したり、副社長より社内表彰
を授与したりすることで、技術者の知財マインド
の醸成を図っている。
　このように、より多くの優秀な発明に対して広
く褒賞し、発明活動を活性化させる制度とするこ
とで、技術者の開発インセンティブをより高める
ことを目指している（写真1）（写真2）。

写真1 社内表彰
Photo1 Ceremony of Company’s inventor award

写真2 全国発明表彰
Photo2 Ceremony of National commendation for invention
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スプリット噴射がディーゼル噴霧の混合気・火炎発達とすす生成に及ぼす影響

上死点近傍におけるピストンリングの油膜引き戻し作用

Effects of Split Injection on Diesel Spray Mixture, Flame Development 
and Soot Formation

Oil Film Retracting Action by Piston Ring Reciprocated Motion Around 
Top Dead Center

＊1
塩飽 朋也

Tomoya Shiwaku
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要　旨 　ディーゼルエンジンの排気ガス・騒音低減を両立したD-SPIA（Diesel Staggered Premixed Ignition with 
Accelerated oxidation）燃焼におけるスプリット噴射量分割割合が、すす排出量に及ぼす影響を明らかにした。実機
エンジンの燃焼状態を、定容容器内2次元モデル燃焼室を用いたリグテストで模擬し、レーザLAS（Laser Absorption 
Scattering）法と噴霧火炎画像の二色法解析により混合気形成過程とすす生成・酸化過程を定量化。実機エンジンでは、
スプリット噴射の2nd噴射量減少によりすす排出量低減を確認、2nd噴射量減少で燃焼室ボトム付近の混合促進によ
り過濃混合気領域が低減、すす排出量低減に寄与。逆に2nd噴射量増加は、1st噴射と2nd噴射の燃料噴霧干渉を招き蒸
気質量が高い領域を形成、すす排出量増加に影響することを示した。

キーワード：ディーゼル噴霧、混合気形成、スプリット噴射、二色法解析、トレーサLAS法

Abstract 　The effect of the split injection condition on the soot emission characteristic is investigated with 
D-SPIA （Diesel Staggered Premixed Ignition with Accelerated oxidation） combustion process.  The 
tracer LAS （Laser Absorption Scattering） technique and the two-color pyrometry method are adopted 
to observe the fuel mixture and soot formation processes in the two-dimensional modeled piston.  A 
fuel-rich region is formed at the bottom of the piston cavity as the 2nd injected quantity increased 
during the rig test without combustion.  The overlapping region of the 1st and 2nd fuel spray has a 
significant effect on soot formation.  A smaller amount of 2nd injected fuel contributed to the forming 
more homogeneous fuel distributions by suppressing a fuel spray overlapping region between the 1st 
and 2nd fuel injection.

Keywords: Diesel Spray, Mixture Formation, Split Injection, Two Color Pyrometry, Tracer LAS

要　旨 　本研究では、ピストンリングが油膜をかき上げることで発生するエンジンオイルの消費について、上死点近傍にお
けるリング折り返し時の油膜挙動に着目し、実験と計算による調査で現状把握を試みた。かき上げによる油膜挙動の
解析において、影響因子として慣性力によるThrow-offだけでなく、ピストン下降時に油膜がリングに伴って引き戻さ
れる作用も考慮した。その結果、摺動面形状などのリング諸元とかき上げ油量の関係について、実測と符合する計算結
果を得た。

キーワード：内燃機関、圧縮着火エンジン、潤滑、トライボロジー、オイル消費

Abstract 　Mechanism of engine oil consumption due to scraping action of piston ring pack was investigated 
through experimental measurement and numerical prediction of the scraped oil amount.  The measured 
amount of scraped oil was discrepant with prediction using the commercial software.  Therefore, 
we have constructed a novel theoretical model of the oil film retraction phenomenon based on the 
experimental observation at the time of descending of the ring, and applied to the ring lubrication 
calculation.  The model predicted that the barrel height of the profile of the ring sliding surface strongly 
affects whether the retracted oil film grows or not, which is consistent with the experiment.

Keywords: Heat Engine, Compression Ignition Engine, Lubrication, Tribology, Oil Consumption
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高速IPMSMにおける速度起電力を考慮した最適パルスによるモータ損失の低減

信号重畳を利用した拡張誘起電圧による位置センサレス制御の応答性改善

Motor loss reduction for high speed IPMSM with optimum pulses 
generated by considering electromotive force

Response Improvement of Position Sensorless Control by Extended 
Electromotive Force with Signal Injection
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要　旨 　本論文では、速度起電力のひずみ成分を考慮した損失低減のためのPWMパターンを生成する方法を提案する。これ
まで、PMSMの損失低減を目的として、さまざまなアプローチが研究されており、高速モータにおいては、銅損最小化
を達成する同期PWMパターンが提案されている。従来法はモータの速度起電力が正弦波状であるという前提なので、
速度起電力にひずみを含む場合には十分な効果を得られないという問題がある。そこで、速度起電力波形を考慮して
粒子群最適化を適用し、損失の評価関数に応じたスイッチングパルスを作成する。作成したパルスを用いた場合と三
相変調を行なった場合で高調波銅損の低減効果を実験的に確認する。

キーワード：モータ損失、速度起電力、最適パルス、高速IPMSM

Abstract 　This paper proposes motor loss reduction method by novel PWM pattern with the consideration 
of distortion components of speed electromotive force. The switching pulses are appropriated with 
the application of particle swarm optimization （PSO）. The distortion of speed electromotive force is 
considered in the evaluation function. The experimental verification clarified the reduction effect of 
harmonic loss. From experimental result, the current total harmonic distortion （THD） is reduced by 
30%.

Keywords:  Motor loss, Speed electromotive force, Optimum pulses, High speed IPMSM

要　旨 　本論文では、信号重畳を利用した拡張誘起電圧を用いた位置センサレス制御における過渡応答改善手法について説
明する。中高速域での位置センサレス制御に利用される代表的な手法として、拡張誘起電圧を推定する方法が存在す
る。拡張誘起電圧は速度に起因する成分（EEFMω）と高調波信号重畳に起因する成分（EEFMh）との2つの要素を持っ
ている。そのため、速度起因成分（EEFMω）が消滅しても信号重畳成分（EEFMh）が補うことで、動作可能範囲を停止・
低速まで拡大することができることが知られている。そこで、信号重畳を利用し誘起電圧成分（EEFMω）と信号重畳成
分（EEFMh）とを合成して利用する手法を過渡応答に適用することを提案する。これにより、動作可能範囲の拡大に加
え、過渡応答の改善も可能となる。提案法を用いることで、中高速域での減速時においてアンダーシュートによる制御
破綻を回避できることを示し、実機実験により過渡応答改善効果を確認した。

キーワード：位置センサレス制御、拡張誘起電圧、応答性、信号重畳

Abstract 　This paper describes a method for response improvement of position sensorless control by Extended 
Electromotive Force （EEMF） with signal injection. EEMF estimation method is a representative position 
sensorless control method in the middle/high speed range. EEMF consists of not only the component 
excited by rotor speed （EEMFω） but also the component excited by high frequency signal injection 

（EEMFh）. Therefore, it is reported that usable speed range can be expanded to the standstill/low 
speed range by compensating lack of EEMFω with EEMFh. In addition, it can be used for response 
improvement. As an example, we propose to combine EEMFω and EEMFh during deceleration 
operation in middle/high speed range to prevent the control failure by undershoot, and show the 
experimental results improving response by signal injection.

Keywords:  position sensorless control, Extended Electromotive Force, response, signal injection
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