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1 はじめに
　トヨタ電動リーチフォークリフトは1970年に
初めて発売されて以来、7回のモデルチェンジを
実施し倉庫内で使用される主力の荷役機器として
物流の省力化・省人化に貢献してきた。特に2001
年に発売した0.9～3.0トン積電動リーチフォー
クリフト「GENEO-R（ジェネオアール）」は、立席
のリーチフォークリフトでは世界初のSAS-R制御

【前輪ブレーキ制御、トラクション制御、サスペン
ション制御】やAC制御システムを搭載した画期
的な製品であり、その走行安定性と操作性が広く
受け入れられ、その機能は国内他社の立席リーチ
フォークリフトにも取り入れられるようになっ
た。
　一方、リーチフォークリフトが使用される物流
業界では産業のグローバル化に伴い、コンテナ等
の輸出入が増加、また、eコマース市場の拡大に伴
い小口配送機能を強化した大型の物流倉庫の新設
が増えている。それに伴って倉庫内で使用される
フォークリフトの販売台数も増加している。
　このような社会環境の下、倉庫内作業の主役で
あるフォークリフトについては、更なる作業効率

の向上やランニングコストの低減に加え、労働者
確保の観点から、優れた安全性・操作のし易さの実
現が求められている。また、労働者無しで荷役を行
う、自動運転フォークリフトのニーズが今まで以
上に強まっている。
　また、倉庫で使用されるフォークリフトには、主
力のリーチフォークリフトの他に、通路幅をより
小さくして保管スペースを確保するため、フォー
クを車両に対し横向きに配置し車幅分の通路幅
での保管が可能な3方向スタッキングトラック

「ラックストッカー」や、サッシや木材などの長尺
荷物を長手方向に運搬するため、3つのタイヤが
操舵可能なマルチディレクショナルフォークリフ
ト「オールウェイ」、化学薬品など危険物倉庫で使
用する「防爆リーチフォークリフト」、運転者無し
でも自動運転で作業が可能な自動運転タイプリー
チフォークリフト「AGF」など、倉庫内作業の省
力・省人化と保管効率の両立には不可欠な製品が
あり、これらの製品についてもリーチフォークリ
フトと同等の性能が求められていた。
　市場の要望を受け、新型車では安全・環境・操作
のし易さをより一層向上したリーチフォークリフ
トをベース機種とすることとし、それを他の4機
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要　旨 　当社は0.9～3.0トン積電動リーチフォークリフト「GENEO-R（ジェネオアール）」および、防爆タイプ、自動運転タイ
プ、3方向スタッキングトラック、マルチディレクショナルフォークリフトの5機種を「Rinovaファミリー」としてフル
モデルチェンジし2017年10月と2018年1月に生産を開始した。今回のモデルチェンジでは、優れた安全性と快適性
を実現させるとともに、電動フォークリフトに普遍的に求められる稼働時間延長、省人・省力化に貢献する使いやすさ
を向上した。また、将来の市場要望に対応する為、車両構造を機能のアップデートが容易になるよう機能別モジュール
レイアウトとし、同時にシリーズ内の共通化を図ってトン数ラインナップ拡充をおこなった。

キーワード：フォークリフト、電動、リーチ、ラックストッカー、オールウェイ、防爆、自動運転、トヨタ、Rinova

Abstract 　The 0.9-3.0ton Electric Reach Forklift truck, Explosion proof model, Automatic guided model, 
Lateral and Front stacking truck, and Multi-directional Forklift truck have been updated and started 
the production in October 2017 and January 2018. The new models have improved active-stability 
function and operator’s comfort, with keeping the good reputation points on previous models. And 
introduced new electric systems realize longer operating hours and enhanced usability. The new 
designed functional modular layout for new products has realized the expanded product line-up, parts 
standardization and ease of further model update.

Keywords:  Electric Forklift, Reach, Stacking truck, Multi-directional, Explosion proof, Automated guided, 
Toyota Material Handing Group, 8FBR, 8FBS, 8RFBA, 8FBRB, 8AFBR
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種のインドア製品に展開する、5機種同時開発に
取り組んだ。
　新型車の商品名は主力機種のリーチを「Rinova

（リ ノ バ）」（写 真1）、そ の 他4機 種 と 合 わ せ て
「Rinovaファミリー」（写真2）とし、「Reach truck 
& family」で物流現場を革新「Innovation」すると
いう意味を込めた。

2 コンセプト
　新型Rinovaファミリーの開発は以下を主要コ
ンセプトとして推進した。
　1）5機種に共通して適用可能な車両レイアウト
　2）業界トップクラスの環境性能の更なる向上
　3）優れた安全性・高い次元での安定性の追求
　4）作業効率を高め、使いやすくする機能の充実
　5）ファミリー機種専用機能に最新技術を投入

写真1 新型Rinova 0.9～3.0トン積電動リーチフォークリフト
Photo1 0.9-3.0ton Electric Reach Forklift（8FBR）

写真2  Rinovaファミリー（左からラックストッカー、オールウェイ、
防爆リーチ、AGF）

Photo2  Rinova family（From left side: 8RFBA, 8FBS, 8FBRB, 
8AFBR）

3 製品の特長
1）機能別モジュールレイアウト
　倉庫内で使用されるフォークリフトは作業や収
容量、荷物の形状、保管条件の要求に合わせて機能
を追加することが求められている。そこで新型車
ではモータを一カ所に集めるという従来のレイア
ウトから、走行や荷役に使用されるコンポーメン
トを機能単位で集めてモジュールとする機能単位
のレイアウトに変更した。
　基本の機能モジュールは主力機種Rinovaのも
のとし、これに機能を追加したり、一部を入れ替え
たりすることで、Rinovaファミリーへ展開し、5機
種の機能要求に合わせ、かつ、部品共通化を実現し
た構造としている。

2）業界トップクラスの環境性能
　電動フォークリフトの本質である稼働時間延長
のため、新型ACモータ、AC駆動システムを採用
し、モータ、コントローラの効率向上や油圧機器の
損失低減に取り組み、効率向上を図った。また、新
規に投入した旋回速度制御時も回生効果があり、
Rinova 1.5トン積リーチの標準モードでは稼働
時間を従来車に対し10%延長した（図1）。

　また、その他Rinovaファミリー機種も従来車の
DCモータから新型のACモータに変更すること
で稼働時間を大幅に延長し29～81％の向上を実
現した（図2）。

図1 Rinova 1.5t車　稼働時間
Fig.1 Operating hour of 8FBR 1.5t

従来車
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3）優れた安全性の実現
　立席式の運転席を持つフォークリフトでは、構
造上運転席は車両の後端・右側面寄りに配置され
るため、運転者は車両外側にはみ出さないよう、正
しい運転姿勢を維持して操作することを求められ
る。新型車ではヘッドガードを支えるピラーを運
転席前方から運転席背面に変更し、形状も丸みを
帯びたパイプを使用することで身体をしっかりサ
ポートし、自然に正しい姿勢を維持できるように
した。またこれにより広い車両前方の視野を確保
した（図3）。

　また、従来車に搭載し高い評価を得ているトラ
クション制御、前輪ブレーキ制御、サスぺンション
ロックに加え、新型車では揚高・荷重センシング旋
回速度制御を搭載した。各センサーから旋回状況
を検知し、状況に応じて後輪スイングロック制御
でサスぺンションの揺動を固定し左右方向の動的

図2 ファミリー機種　稼働時間
Fig.2 Operating hour of Rinova Family
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図3 ピラーの後方配置
Fig.3 Rear Pillar

新型車 従来車

安定性を高め、さらに揚高・荷重センシング旋回速
度制御で揚高・荷重・旋回半径に応じて車両速度を
制御することで、高い次元での安定性と安心感を
実現した（防爆リーチ除く）。
　その他にもフォークリフトの接近を周りの作業
者が認識しやすくするため、機台後方に青色のス
ポットマークを投影するブルーライトをオプショ
ン設定するなど、さらに安心して使っていただけ
る機能を追加した。

4）バッテリを長持ちさせる機能の充実
　電動フォークリフトの最も高価な交換部品であ
るバッテリの維持管理に貢献する様々な装備・機
能を拡充した。
　従来車で好評をいただいている、バッテリの液
量・液温に合わせて警告や車両性能を制限しバッ
テリを保護する「バッテリ保護機能」に加え、走行・
荷役用のモータとモータドライバを充電時に利用
して充電電流を制御し、バッテリ状態に応じて充
電量を最適に制御する「スマート充電」を搭載し
た。スマート充電では充電量を安定させ、充電不足
や過充電によるバッテリへのダメージや、補水量
を低減した。
　また、バッテリの使用状況を、ディスプレイ内に
蓄積し、画面での確認や、QRコードでデータを取
り出すことが可能な「バッテリデータログ機能」も
追加し、データに基づく運用や車両仕様の検討を
可能とした。
　なお、バッテリのメンテナンスは従来車同様、機
台のリーチ機構を利用したバッテリ前方引き出し
機構を標準搭載。新型防爆リーチにもこの機構を
日本で初めて搭載し、補水作業性に配慮した。ま
た、充電プラグコードをグリップ付きとし充電作
業のし易さにもこだわった。

5）使いやすさの維持と更なる追求
　従来車で好評の低床フロアを継続。0.9～1.8t
は地上から250mm、2.0～3.0tは従来車から
10mm低減し315mmと頻繁な乗降による疲労
を軽減。さらにグリップを乗り込み間口の左右に
設置し、乗降性に配慮した。
　フォークリフトの操作で最も注意が必要な
フォークの位置決め作業に対しても、フォーク先
の様子をディスプレイで確認できるフォーク先カ
メラのオプション設定や、事前にフォーク高さを
記憶させ、呼び出すことで位置決めを自動で行う

インドア用電動フォークリフト　Rinovaファミリーの開発
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　（2）機能別モジュール
　車両内の配置を制御モジュール、油圧モ
ジュール、走行モジュール、荷役モジュール、
ベースレグ（前輪モジュール）と機能別に分
割した。
　モータ、コントローラ、ギヤボックス等の
主要ユニットを変更する場合、従来の開発
では車両レイアウトの最適化を行う為、フ
レームや意匠部品などの部品も同時に変更
を行ってきた。そのため、変更にともなう複
雑な意匠の設計や建付けの作り込み、搭載条
件が変わることによる信頼性・耐久性の確保
など、多くの確認を必要とし、長い開発期間
が必要であった。
　新型車では車両に搭載するユニットを機
能単位にまとめて配置し、機能単位でボルト
オン及び溶接する構造を採用し、要求され
る機能に合わせてモジュールを組合せて（図
5）、5つの機種を作り分けできるようにした。

　また、機能別モジュールレイアウトとする
ことにより、将来おこなう改良においても、
機能単位で開発・入替えを行うことが可能で
あり、開発のコンパクト化・短期化を狙うこ
とができるようにした。
　部品の共通化率は約60～90％を実現し、

図4 フレーム構造
Fig.4 Frame Structure

バリエーション展開

共通化

レグ

荷役装置
アッパー
フレーム

ラックストッカーオールウェイリーチ

図5 機能別モジュールレイアウト
Fig.5 Layout for Functional Module
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AFS（自動揚高停止）オプションの機能強化も行っ
た。

6）ファミリー機種専用機能の特長
　ファミリー機種では各機種専用の機能について
も電動化と機能モジュール入替え可能な構造を利
用し以下の改良を行った。
　ラックストッカーではアタッチメントを油圧式
から電気式に変更し、消費電力の低減と静粛性を
向上。また、シフトとローテート動作を自動的にシ
ンクロし、狭い通路内でフォークの反転を可能と
するなど操作性の向上を行った。
　昇降についても専用油圧回路を採用し、重量物
であるアタッチメントの位置エネルギーを下降時
に回収する荷役回生を搭載した。
　オールウェイでは前輪の操舵機構を油圧式から
電気式に変更。左右の前輪を連動して操舵可能と
することで走行モードを前後進だけでなく、横移
動、平行移動、スピンターン、直角小回りという合
計5つのモードを実現した。また、横走行時に直感
的に操作可能な十字アクセルも新規開発した。
　防爆リーチでは、制御モジュールとモータを新
規設計した防爆構造のものに入れ替えることで危
険物グレード2G4の荷役作業を可能にした。
　AGFでは有人操作と無人操作の切り替え機能
を追加し、様々な使用方法に対応、復旧作業も有人
操作を活用することにより容易化した。また、広い
障害物センサーの範囲を確保し、優れた安全性の
実現を目指した。

4 開発内容
1）機能別モジュール配置
　（1）フレーム構造

　お客様のニーズに応えるためには様々な
機能、車体サイズ、トン数バリエーションへの
対応が必要となるが、バリエーションへの対
応を車体の土台となるレグ部分に集約し、荷
役装置や前輪操舵部の固定をレグ部で完結
させ、アッパーフレームとレグの組合せで機
種バリエーションを実現可能とした。これに
よりアッパーフレームを4種類の基本構成に
削減し、構成部品及び製作治具の共通化と機
種バリエーションの拡充を両立した（図4）。
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これによりアフターサービス部品の入手性
が向上し、ダウンタイムの短縮や販売店の在
庫圧縮にも効果が見込めるようにした。

2）長時間稼働
　新型モータと新型モータドライバは以下の技術
を織り込み、従来品よりも損失をそれぞれ約30％
低減しシステム効率を向上させ、稼働時間の延長
を実現した（写真3）。
　（1）新型ACモータ

①コイル巻線方法の見直し
②ロータダイカストの高充填化
③鉄心スロット形状見直し
④低損失電磁鋼板の採用

　（2）新型モータドライバ
① コンデンサやトランジスタなどの主回路

部品配線を短く均一に構成
② 低オン抵抗のトランジスタ採用
③ 3相のうち1相のスイッチングを停止させ

る2相変調方式採用

3）安心への配慮
　（1）リアピラー

　ピラーをオペレータの背面に配置するこ
とで、従来の強度という機能に加え、オペ
レータの姿勢の保持（体のはみ出しを抑制）
の機能を追加し、視野も考慮して形状と位置
の最適化を図った。
　リアピラーは強度保持と運転席スペース
を狭くしないことを前提に、オペレータが触
れて感触が良く、かつ、身体の保持に適した
流線型形状を採用した（図6）。

写真3 新型モータ&新型モータドライバ外観
Photo3 New Motor and Motor Driver

　（2）揚高・荷重センシング旋回速度制御
　この機能は車両の揚高、積載負荷、旋回半
径を検知して、旋回速度を制限することで
優れた車両の安定性を実現する機能である

（図7）。

　リーチ式フォークリフトはカウンター車
と異なり、オペレータが車両中心から右側に
オフセットして乗車するため、右旋回より左
旋回の方が横加速度を強く感じる。そのた
め、左右旋回時の速度をあえて変えること
で、体感横加速度が同じになるようフィーリ
ングにも配慮した（図8）。

図6 乗車姿勢と視野
Fig.6 Operating Position and Field of View

新型車
【前方視野比較 イメージ】

ピラー断面

従来車

図7 揚高・荷重センシング旋回速度制御
Fig.7 Lift height and load sensing Turn Speed Control

無負荷時

旋回半径［小］

高揚高時

ゆっくり
通常
スピード

やや
ゆっくりゆっくり

低揚高時

旋回半径［大］

旋回半径に応じて旋回速度をコントロール

旋回半径に加えて、揚高・荷重も検知し
旋回速度をコントロール負荷時
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　充電電流を制御できる専用充電器は体格
が大きく車両への搭載が厳しい。そこで、走
行・荷役用のモータとモータドライバを充電
時に利用する充電電流制御型充電器を搭載
した。
　三相交流電源を新型トランスで単相2出力
に変換し、モータとモータドライバを使用し
て充電電流の制御を実現した（図10）。

　また、三相交流電源の変動・バッテリ温度や
放電量、バッテリ劣化度合いなどの影響を最
小限に抑えて最適な充電量で充電完了でき
るスマート充電専用アルゴリズムも開発し
搭載した。これにより、過充電や充電不足に起
因するバッテリ寿命影響軽減に貢献した。

　（2）バッテリ保護機能
　バッテリに搭載された液面・液温検知ユ
ニットで状態を検知し（図11）、液面・液温の
状態に応じて警告通知や車両性能を制限す
ることで、バッテリのメンテナンスや車両の
稼働条件見直しを促し、ダメージを軽減した。

　（3）バッテリデータログ機能
　車両の稼働・バッテリの充電情報などを自
動で記録し、データに基づいた使用状況の確
認を可能とした。必要に応じてオペレーショ
ンの見直しや車両仕様の変更等の運用管理
に活用でき、お客様の大切なバッテリの寿命
延長にも貢献できる。これらのデータは、車
載のディスプレイで数値表示、グラフ表示、

図10 スマート充電構成
Fig.10 Smart-Charger System

モータ
（コイル）モータドライバトランス

バッテリ

三相
AC200V

図11 バッテリ保護機能システム構成図
Fig.11 Battery Protection System configuration

バッテリ
液温警告
インジケータ

マルチファンクションディスプレイ

液温センサー液面センサー

バッテリ
液面・液温
検知ユニット

バッテリ
液面警告
インジケータ

　（3）車両動作連動ブルーライト（オプション）
　棚の間と通路を出入りすることが多いイ
ンドア用フォークリフトでは、車両後進走行
中にブルーライトを点灯させ、後進で接近す
る車両の存在を知らせることに加え、後進か
らの停止後2秒間は点灯状態を保持し、交差
点で一旦停止した時も車両の存在を知らせ
ることができる点灯モードを持ったブルー
ライトをオプション設定した（図9）。

4）バッテリ関連機能
　（1）スマート充電

　スマート充電により下記の4点のうれし
さを実現した。
　① 過充電や充電不足によるバッテリ寿命

影響を軽減
　② 充電効率向上による電気代の削減
　　（最大5％）
　③ 充電時のバッテリ液減少量の低減
　　（最大50％）
　④ タップ交換不要によるサービス性の向上

図8 左右旋回時の速度制御
Fig.8 Traveling speed control at Right/Left turn

ω=一定

オフセット

旋回中心 旋回中心

左旋回時：横加速度　大右旋回時：横加速度　小

図9 車速動作連動ブルーライト
Fig.9 Blue Light integrated with backward speed
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QRコード表示され、QRコードの情報を読
み取ることで、データをパソコンの表計算ソ
フトで管理することも可能とした（図12）。

　（4）バッテリ前出し機構
　マストを油圧で前後させるリーチ機能を
利用し、運転席にあるロック解除ペダルの
操作によりフレームに接続されているバッ
テリをマストキャリッジに移すことで、約
500kgのバッテリをフレーム内から引き出
し、点検保守を可能にしている。新型車では
防爆リーチに日本で初めてこの機構を搭載
した。
　防爆リーチでは簡単に分解できないよう
にするための錠締め構造が義務付けられて
おり、ロック解除ペダルの錠締め構造化と、
バッテリケース前面とフレームとの隙間を
IP2xにし、安全増防爆構造を満足したバッ
テリコンパートメントを実現した。

5）使いやすくする機能
　（1） 水平インジケータとフォーク先カメラ（オ

プション）
　マストがティルトしないリーチフォーク
リフトではフォークの水平出しは慣れが必
要であるが、新型車では水平状態を知らせる
水平インジケータをマストに設置し操作を
容易にした。ランプはオペレータの視認性向

図12 バッテリデータ画面表示
Fig.12 Battery Record on Display

グラフ
作成

グラフ表示

データ
送信

QRコード
変換QRコード表示

数値表示

図13 防爆リーチのバッテリ前出し機構
Fig.13 Battery Reach Out System of 8FBRB

バッテリ収納時防爆バッテリ

隙間:IP2x

上のためドーム型とし、急な降雨も考慮し
IP67の防水性能を確保した。
　フォーク先カメラは、カメラをフォーク根
本に取り付け、パレットの差し込み口をモニ
ターに映すことで、フォークの挿入を容易化
した。
　高所の荷役作業時、オペレータは視線を大
きく動かし、遠くのパレット挿し込み口を見
る必要があったが、目線高さにモニターを配
置することで、最小限の視線移動で確認でき
るようにした。
　カメラは画角が小さいものを選定し、パ
レットとフォーク先端部を限定して大きく
映すことにより、良好な視認性を得られるよ
うにした（図14）。

　（2） AFS（自動揚高停止機能：Auto Fork System）
　　　（オプション）

　従来車はAFS専用操作パネルを設けてい
たが、新型車ではインパネ上のマルチファン
クションディスプレイとテンキーパッドに
AFSのボタンを統合し（図15）、揚高記憶位
置を従来車の4ヵ所に対して18ヵ所（棚2ヵ
所×9段）まで設定可能にした（図16）。

図14 モニター画面
Fig.14 Fork Tip View Monitor

パレット
挿し込み口

水平
インジケータ

フォーク

図15 AFS操作
Fig.15 Operation of AFS

マルチファンクションディスプレイ テンキー

荷入れと荷出しを
決定する。

テンキーで棚
番号を決定す
る。

STARTを押して上昇
を開始する。

棚Aと棚Bを
決定する。
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電動化によりアタッチメント動作時の作動音
を60dB（A）以下と大幅に低減した（図18）。

　操作性についてはジョイスティックレ
バーを採用し、レバーを左右に倒すと操作し
た方向にフォークがシフトする直感的な操
作を実現。また、前後方向にレバーを倒すと
ローテートとシフトが自動的にシンクロし
て動作し、ラック内での容易なフォーク位置
反転を可能とし、作業性を向上させた。
　なお、シンクロ動作時にフォークを機台中
央で一旦停止させる機能やシンクロ操作を
単独操作に切り替えられるロック解除ボタ
ンを備え、作業性の向上を図った（図19）。

図18 電動アタッチメント
Fig.18 Electric Turret Head

シフトローラ
ラック電磁ブレーキ

電磁ブレーキ

センサー
センサー

減速ギヤ

減速ギヤ

ローテートアーム

ローテートシャフト

フィンガーバー

シフトローラ

ピニオンギヤ

シフト用
電動モータ

ローテート用
電動モータ

シフトレール

図19 アタッチメント操作
Fig.19 Operation of Turret Head

【シフト】

ロック解除ボタン
シンクロ動作
右旋回

シンクロ動作
左旋回

フォーク中央停止スイッチ

シフト右移動
シフト左移動

【シフト・ローテートシンクロ】

　（3） テレマティクスサービス（TOYOTA T_Site）
　　　（オプション）

　新型車では全ての電子機器を高速なCAN
（Controller Area Network）通信で接続し
たことにより、データ共有性・連動性が向上
し、テレマティクスシステムを通して、走行
時間や稼働率など様々な情報をお客様のパ
ソコンやタブレット端末で管理することを
可能とした（図17）。

6）ファミリー機種専用機能
　（1）ラックストッカー

①電動アタッチメント
　従来の油圧式ではリフトと兼用の大きな
電動モータを回して油を供給していたため、
エネルギー消費も大きかったが、アタッチメ
ント専用の小型電動モータを追加すること
によってエネルギー消費量を従来車に比べ
90％低減した。電動モータには保持用の電磁
ブレーキが付いており、停止時のシフト横滑
りおよびローテートの回転を防止する。また、

図16 自動陽高停止位置
Fig.16 Memory of Lifting Stop Height

棚A

9

8

7

6

5

4

3

2

1

9

8

7

6

5

4

3

2

1

棚B

図17 TOYOTA T_Site概要
Fig.17 Outline of TOYOTA T_Site

［お客様］

［稼働状況］ ［バッテリ状態］［衝撃検知履歴］

CAN
携帯

電話網

車両
コントローラ

テレマティクス
機器

TOYOTA T_Site
サーバ

CAN

CAN ： Controller Area Network 

パソコンタブレットにてＷＥＢ画面でデータ／レポート閲覧
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②荷役回生
　従来車では荷の上昇時に蓄えた油圧エネ
ルギーを下降時に流量制御弁による圧力損
失として捨てていたが、新型車ではアタッチ
メントを電動化することで流量制御弁を廃
し、エネルギーをポンプに戻し荷役モータを
回転させることで発電し、電気エネルギーと
して回収する荷役回生を可能とした（ラック
ストッカーで日本初）。
　また、油圧エネルギーの回収効率を上げる
ため、絞りのない油圧回路とし、リフトの上
昇及び下降速度制御はモータの回転数制御
によるものに変更した（図20）。

　この荷役回生と損失の少ない油圧回路の
効果により、従来車に対し70％の損失低減
を実現した。

　（2）オールウェイ
①前輪電動操舵構造
　従来車は左前輪をキャスタにし、右前輪の
操舵を油圧シリンダの伸縮で行っていたが、
新型車では左右輪を電動操舵に変更した。左
右のレグ内にそれぞれにモータとモータコ
ントローラを設け、ギヤとベルトを介して動
力をタイヤに伝えることで、左右独立した操
舵を可能とした（図21）。

図20 ラックストッカーの油圧回路図
Fig.20 Hydraulic Sequence of 8RFBA

上昇：荷役モータの回転数で制御 
下降：オンオフバルブを開放し、荷役モータの
　　　回生で回転制御

リフトシリンダー

ポンプ

上昇

下降
（回生）

荷役モータ

オンオフバルブ

　また、左前輪のキャスタ輪廃止により、車
両全幅を従来車に対して短縮し、より狭い通
路での作業を可能とした（図22）。

②5つの走行モード
　左右の前輪を独立して操舵させることを
可能としたため、従来車のリーチモードと横
移動モードに3つの走行モードを加えて5種
類の走行モードを実現した。
［リーチモード］
　ステアリング操作によらず、前輪を直進方
向に制御。標準リーチ車と同じ操舵フィーリ
ングで使用可能
［直角小回りモード］
　旋回中心が車両側面となるように制御。狭
い通路での直角旋回が可能（図23）。

図21 前輪電動操舵
Fig.21 Electric Steered Load Wheel

コントローラ

モータ
減速機

タイヤ

ベルト

図22 車両寸法比較
Fig.22 Width of 8FBS

新 型 車従 来 車

項目 記号 単位 従来車
3FBS15

新型車
8FBS15

フレーム幅 B1

B 1 B 2 B 1 B 2

mm 1,090 1,090
車両全幅 B2 mm 1,580 1,240

最小旋回半径 R

RR

mm 1,725 1,225
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・平行移動モード
　前後輪が同じ向きとなるように制御。車両
の向きはそのままで360°あらゆる方向に走
行可能なため、長尺荷物の振れを小さくする
ことが可能（図26）。

　（3）防爆リーチ
①防爆構造
　電動フォークリフトに搭載される電装部
品には、火花を発生する部品や、爆発物の引
火点を超える温度上昇を伴う部品が存在す
るため、危険物を扱う現場ではフォークリフ
ト外部への引火を防ぐ構造が必要である。必
要な要件は、産業安全協会の工場電気設備防
爆指針で定められており、防爆リーチでは万
が一ケース内に入り込んだ引火性ガスが電
装品の火花や高温部で引火しても、鋳物ケー
ス内で爆発が収束し、外部に引火させない耐
圧防爆構造と、金属ケースや樹脂で封入する
安全増防爆構造を採用し、危険物のグレード
は2G4に対応している（表1）。

図26 平行移動モード
Fig.26 Parallel Travel mode

表1 爆発性ガスの爆発等級と発火度
Chart1 Grade of Explosive Gas

発火度
爆発等級

G1 G2 G3 G4 G5

1

アセトン
アンモニア
一酸化炭素
エタン
酢酸
トルエン
ベンゼン
メタン

エタノール
酢酸イソペンチル
酢酸エチル
1-ブタノール
ブタン
無水酢酸
メタノール

ガソリン
ヘキサン

アセトアルデヒド
ジエチルエーテル

2 石炭ガス エチレン
エチレンオキシド

3 水素ガス
水素 アセチレン 二硫化炭素

［その場旋回モード］
　左右前輪が「ハの字」となるように制御。
標準リーチ車より小さい半径で旋回可能
（図24）。

［横移動モード］
　右前輪を横向きに固定し、左前輪と後輪を
ステアリング操作に応じて制御。横向きに走
行可能なため、長尺荷物運搬時の通路幅を狭
くすることが可能。このモードに合わせて、
アクセルレバーを前後方向の操作に加え、左
右方向の操作を可能とした十字アクセルレ
バーを新開発し、走行方向とレバー操作方向
を同じにして、直感的な操作を可能とした
（図25）。

図23 直角小回りモード
Fig.23 Intersecting Aisle Turn mode

図24 その場旋回モード
Fig.24 Spin Turn mode

図25 横移動モードと十字アクセルレバー
Fig.25 Side travel mode with Cross type Accelerator

左右に操作
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②コントローラの防爆構造
　新型車では最新の主制御コントローラ、
ディスプレイ、走行・荷役モータドライバ、
PSコントローラ、コンタクタパネル、ステア
リングセンサ、ヒューズ、メインハーネスに
加え、ステアリングトルクセンサを耐圧防爆
ケースに収納できる形状に変更し、1個の耐
圧防爆構造の鋳物ケース内に内蔵した。
　また、鋳物ケースからの配線の引込部の数
を極力減らすなどし、今回採用した制御モ
ジュールのレイアウトスペースに納まる小
型化を実現した（図27）。

　（4）AGF （Automatic Guided Vehicle）
①有人無人切替
　従来車は無人専用の車両構造で運転席が
無く、人が操作する場合ペンダント型のリモ
コンでの操作が必要であり、通常のフォーク
リフト運転とは全く異なる操作技能が必要
であった。新型車では有人車の運転席をその
まま踏襲することにより、有人フォークリフ
トそのままの操作感を実現した（図28）。

図27 防爆コントローラ
Fig.27 Explosion proof controller

ウィンカースイッチ

ディスプレイ

ステアリング

キースイッチ

ステアリングセンサ

モータドライバコントローラ

図28 有人での運転席方法比較
Fig.28 Manual Operation of 2AFBR and 8AFBR

新型車従来車

有人リーチ
同等の
運転スペース

　運転席を設置したことで、たとえば自動化
が困難な荷役が必要な作業においてでも、荷
役のみ有人で作業し、その他の移動は自動で
実施するようなシステム構築を可能とした

（図29）。

　また、自動運転中に発生する異常に対する
復旧操作においても、車両での作業メンテナ
ンス機能・RFIDでの自動復旧機能により、復
旧時間を従来車に対し約60%短縮した。
②サイクルタイム（作業時間）の短縮
　AGFの課題であるサイクルタイムにおい
て下記の方策により従来車に対し15%の短
縮を実現した（図30）。
　・加減速度アップ
　・荷役速度アップ
　・前進速度アップ
　・走行・荷役同期制御
　・微速区間短縮
　これにより、システムの台数削減等の効果
が期待できる。

図29 有人無人切替運用例
Fig.29 Switching Operation between Manual and Auto

搭乗/非搭乗のスイッチひとつで
切替可能

有人作業エリア

有人作業エリア

無人エリア

自動走行

図30 サイクルタイム（作業時間）短縮
Fig.30 Working Cycle time

加減速度アップ

前進速度アップ

同期制御

短縮
（－15％）

56秒

微速区間短縮

※トヨタ30m作業サイクルによる比較
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　2） 操作系デザインコンセプト：「Usefull Comfort」
　　 　快適性と使いやすさを両立したプロの為の

空間を以下の手法で実現した（図34）。
　　（1） オペレータの周りを囲む操作系レイアウト
　　（2） インパネから連続した形状の大型ウエスト

サポートによって立姿勢で操作するオペ
レータの安定を補助。また、ウエストサポー
ト前部と外側を反らせた肘パッド形状によ
り、不用意なはみ出し低減に貢献 （図35）

　　（3） お客様の使い方を考え、伝票作業などがで
きるように汎用性があり、マグネットが使
える大きな平面をインパネ上面に設けた

　　（4） 業界一低いフロア高さや両側に設けたア
シストグリップにより、頻度の多い乗降
を楽にした（図36）

図33 外形コンセプト
Fig.33 Exterior design concept

図34 操作系デザインコンセプト
Fig.34 Interior design concept

③障害物検知機能
　前方障害検知を標準装備とするとともに、
システムにより必要となる側方および後方
垂直方向障害物検知をオプション装備とし
て設定し、広い検知範囲を実現した（図31）。

5 デザイン
　フルモデルチェンジに伴い派生車含めて統一意
匠にすることで、ブランド強化と8シリーズ化の
アピールを狙った(図32)。

　1） 外形デザインコンセプト：「Stable Agility
（安定した俊敏性）」

　　 　倉庫内など限られた空間で、安心して効
率的に運用できる機能を形に落とし込む意
図のコンセプトとした。具現化に用いた主
な手法を以下に示す（図33）。

　　（1） インパネ側面下端の後上がりのラインによ
り、俊敏性を感じさせ、ぶつけやすい後方側
の破損を防ぐため露出を控えた機能的形状

　　（2） 視野、乗降性、剛性感を考慮したテーパー
シルエットのルーフ形状

　　（3） 安心したオペレーションをもたらす、前
方視野の改善とオペレータ保護に貢献す
る特徴的なピラー配置

図31 障害物検知範囲新旧比較
Fig.31 Hazard Sensing Area
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図32 シリーズデザイン新旧比較
Fig.32 Series design comparison

従 来 車
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　3）ブランドデザイン
　　 　トヨタブランドと認識できるように他の機

種と記号性、カラーを統一。
　　（1） 低いステップからしっかりしたフレーム

へつながるキックアップラインを踏襲（図
37）

　　（2） 7FBの足元えぐりを記号化したラインを
デカールで表現（図38）

　　（3） ウェアハウス機器はグリーン、屋外用途
機器はオレンジとしたトヨタブランドカ
ラーを使用（国内）

　　（4） 視野部をダーク、機台一般部は被視認性
のよい色、下回りは汚れを目立たせない
ダーク色という機能的配色を踏襲（図39）

図35 肘パッド大型ウエストサポート
Fig.35 Elbow and large waist support

図36 乗降性へ配慮したデザイン
Fig.36 Easy access design

　4）耐久性・サービス性
　　（1） インパネ断面を多角断面にして断面剛性

を確保、最外側から控えた位置にレイア
ウトし破損を低減（図40）

図37 特徴的キックアップライン
Fig.37 Charactaristic line

図38 えぐりライン
Fig.38 charactaristic line

図39 機能的配色
Fig.39 Functional color layout
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　　（2） 左右二分割構成のインパネにより全幅の
違いに対応し型数を減らすと共に、破損
時の交換サイズを小さくした

　　（3） リアドアの開口を側面にまで回し、整備
性を向上した

　以上のように機能を形にしたデザインが評価さ
れ、2017年度グッドデザイン賞及び、第48回機械
工業デザイン賞の最優秀賞（経済産業大臣賞）を受
賞（図41）。

6 まとめ
　今回モデルチェンジを行ったRinovaシリーズ
は当社がこれまで世界展開してきた技術のみなら
ず、各新型車の為に開発した最新技術を導入し、多
様化するお客様ニーズにお応えし続けるととも
に、インドア用フォークリフトのあるべき構造に
まで踏み込んだ開発を行い、来るべき次世代でも
常にリードし続けられるモデルに進化したと確信
している。
　また、優れた安全性やトップレベルの環境性能、
使いやすさを追求することにより、お客様の物流
現場の改善や省人・省力化に貢献することを切に
願っている。
　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社外の関係者各位に、深
く感謝いたします。

図40 耐久性を考慮したインパネ断面
Fig.40 Tough design for instrument panel

逃がし大
逃がし小

直線的断面=弱
多角的断面=強

露出小 露出大

新 旧

図41 機械工業デザイン賞マーク
Fig.41 Symbol mark of Machine design award
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1 発明の背景
　立席式フォークリフトは図1に示すように、車
体における運転席の上方に設けられたヘッドガー
ドと、車体に固定され、運転席の側方を囲うサイド
パネルと、運転席とサイドパネルとの間に配置さ
れ、ヘッドガードを支持するピラーとを有してい
る。しかしながら、従来のフォークリフトのピラー
は図2の断面図に示すように、ピラー内壁部（図2
の黄色部）がサイドパネルから運転席へ向けて張
り出す形状であり、運転席のスペースの制約を招
くという問題がある。また、従来のピラーでは角部
に丸みを付けた形状であるものの、フォークリフ
トの運転中にオペレータの体がピラーの角部に当
たり、運転に集中できないおそれがある。

2 発明の概要
　本発明は、図3の断面図に示すように、パネル凹
曲面およびパネル平坦面を有したサイドパネル

図1 立席式フォークリフト
Fig.1 Standing type Forklift

運転席

車体
ヘッドガード

ピラー

サイドパネル

図2 従来のピラーの断面図
Fig.2 Sectional view of prior Art

角部

黄色部 ： ピラー内壁部
桃色部 ： ピラー外壁部

サイドパネル

と、運転席とサイドパネルとの間に配置されたピ
ラーにおいて、運転席と対向するピラー内壁部が
平坦面で形成され（図3の黄色部）、ピラー外壁部
が、サイドパネルのパネル凹曲面に倣う凸曲面（図
3の桃色部）と、凸曲面から延びパネル平坦面に倣
う平坦面（図3の緑色部）に構成され、ピラー内壁部
とピラー外壁部との最大距離Tに対する前端部と
後端部の最大距離Lの比率（L/T）を3.0～6.0に設
定することを特徴とする。ピラー内壁部が平坦面
に構成され、ピラー外壁部が凸曲面と平坦面に構
成させることで、ピラー前端コーナー壁部および
ピラー後端コーナー壁部における角部がサイドパ
ネルに接近した位置となる。

3 発明の効果
　本発明を採用した立席式フォークリフトは、運
転席と対向するピラー内壁部が平坦面を有するこ
とから、運転中のオペレータが当たるピラーの部
位は平坦面であり、角部が当たる場合と比べて違
和感を覚えにくく、ピラーを意識することがない。
また、ピラーはサイドパネルに沿うように車体に
固定されるため、ピラーを設けることによる運転
席のスペースの制約を最小限とすることができ
る。また、ピラーの内壁部と外壁部の最大距離Tに
対する前端部と後端部の最大距離Lの比率（L/T）
を3.0～6.0に設定することで、ヘッドガードを支
持する機能を果たす十分に大きな断面係数を得る
ことができるほか、運転席のスペースを制約した
り、後方視界を妨げたりすることがない。

図3 本発明のピラーの断面図
Fig.3 Sectional view of present application
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T

パネル平坦面
ピラー前端コーナー壁部

ピラー後端コーナー壁部

サイドパネル
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緑部　 ： ピラー外壁部（平坦面）
桃色部 ： ピラー外壁部（凸曲面）
黄色部 ： ピラー内壁部（平坦面）

立席式フォークリフト　特開2018-039623号公報
Standing type Forklift

＊1
黒田 博允

Hiromitsu Kuroda

＊2
藥師 忠幸

Tadayuki Yakushi

＊1 トヨタL＆Fカンパニー TMHG R＆Dセンター 技術部　＊2 トヨタL＆Fカンパニー TMHG R＆Dセンター 製品企画部

新型立席式フォークリフトの開発に関連した優秀発明紹介




