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常識を超える
Beyond its world

　「常識を超えろ！」
　’79年入社当時のコンプレッサー事業部。毎日、皆、
実験に明け暮れていた。
　当時は繊維機械から独立したばかりの新しい事業
部で、開発設計部隊は20名にも満たない小さな所
帯、その半数以上が入社３年以内の若い集団だった。
少し前までは、カーエアコンではなくカークーラー用
として夏場だけの生産だったと聞いた。うろ覚えだが
入社してまもなく累計500万台の記念品をもらった
ように記憶している。今なら2ヶ月足らずでつくってし
まう量だ。トヨタ向けの生産は織機と日本電装（現在
のデンソー）で半分ずつ。そんな時代だった。
　コンプレッサー事業部が飛躍するターニングポイ
ントが、大きく二回あったように自分には思える。その
うちの一つが入社当時すでに数名でスタートしていた
10気筒の斜板式コンプレッサーの開発だ。改良6

気筒とのコンペに勝ち、次期カローラへの全量搭載
が決定。この10気筒コンプレッサーを機に当社への
コンプレッサー開発生産集約の流れが決定的なもの
になったと言っていい。
　当初10気筒は部品点数も摺動面積・シール部分も
増え性能的にもコスト的にも絶対的に不利、非常識と
さえお客さまに言われてけんもほろろだったらしい。
それでも小型化、NVHにおけるそのポテンシャルから
10気筒に賭けた。技術屋としての意地、信念だろう。
　高性能化とともに部品点数の削減、小型軽量化を
徹底的に進めた。5つの吐出バルブを1部品に一体化、
ガスケットにバルブリテーナ機能をもたせるなど部品
の機能複合化もはかった。斜板は鉄からアルミ鍛造に
するとともに回り止めピンを廃止、シューとボールの
二部品は半球シューへ。アルミ鍛造ピストンの全周に
開発したPTFE（俗に言うテフロン）コーティングを施

すことに成功して、鉄のシリンダーライナーとピストン
リングを廃止した。これらは性能向上にも大きく寄与
した。残念ながらモノにはならなかったが、樹脂ヘッ
ド、樹脂ピストンを熱心に開発していた技術屋もいた。
当時はいずれの開発も常識への挑戦だった。

　昨年6月にエンジン事業部内にターボチャージャー
の事業室を発足させた。近頃はあの頃のコンプレッ
サー事業部の雰囲気に似てきた感じがしてうれしい。
後発メーカーだけにターボチャージャーの世界の常
識を超えていかなければ勝ち抜けない。一つひとつ
の部品、材料、生産・製造技術を極めてライバルを凌
駕する武器をいくつも揃えていかないと勝てない。
常識は普遍性のある真実とは限らない。自らつくっ
た限界かもしれない。原理原則と云われることも実
は真実に基づいていない場合がままある。研究開発
においては、常識を疑う、原理原則を疑ってみること
も必要だ。
　演繹法には限界がある。前提となる理論が不確か
なら、真実とは異なるなら、解にはたどりつかない。
常識を超えるには、現地現物での観察と実験、仮説と
検証の繰り返し。帰納法的なアプローチで新しい
原理・理論を導き出す試みが必要だ
　これが競争力の源泉。ターボチャージャーの世界
の常識を超える、工学の世界の常識をも超える気概
をもって研究開発に情熱をぶつけてもらいたい。

　エンジンシステムの世界でも今まさにその常識を
超える研究開発が求められている。これからの10年
が勝負。某部長が言う「世界制覇」の気概をもって、
熱効率50％超えをめざす。カーボンフリー燃料による
ゼロエミッション燃焼技術を確立しZero Emission 
Engine : ZEEを実現。来るべき電動化社会を支える
基盤システムを構築する。このような大きなビジョン
を掲げ、現実とのギャップを埋めるべく、情熱をもって
日々一歩ずつ前に進む努力、研究開発を続けていって
ほしい。

　今、思い起こせば、CAEなどの開発ツールもない
なか、コンプレッサーの当時の開発は、帰納法的アプ
ローチの連続で、失敗も多く開発スピードも上がらな
かった。その反面、実験設備、実験方法も自ら定めて、
材料、生産技術にいたるまで自らの理論を追求。ノウ
ハウを含めいろいろな知的財産を積み上げてきた
ように思う。今はどの製品の開発でも求められる
スピードが昔と比べようもなく速くなり、シミュレー
ション技術を賢く活用していかなければ、競争でき
ないのは自明だ。しかしながらまた、現地現物での
観察と実験、仮説と検証の繰り返し、新しい原理・理論
を導き出すためにはこの帰納法的アプローチが重要
であることを忘れずに大切にしていってもらいたい。
　そして、その世界の常識を超える。

　技術屋の皆さんへ最後に一言。新技術新製品の
真の開発は、設計、生技だけでは成し得ない。製造の
現場で現実がどうなっているかを肌で実感し現場と
一体となって初めて成し得るもの。是非、真のSE活
動を追求していってほしいと思う。
　夢を描き高い志をもって、製造現場とともに気張っ
てください。期待しています。

取締役・専務役員

山本 卓
Senior Managing Officer, 
Member of the Board
TAKU YAMAMOTO
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　高性能化とともに部品点数の削減、小型軽量化を
徹底的に進めた。5つの吐出バルブを1部品に一体化、
ガスケットにバルブリテーナ機能をもたせるなど部品
の機能複合化もはかった。斜板は鉄からアルミ鍛造に
するとともに回り止めピンを廃止、シューとボールの
二部品は半球シューへ。アルミ鍛造ピストンの全周に
開発したPTFE（俗に言うテフロン）コーティングを施

すことに成功して、鉄のシリンダーライナーとピストン
リングを廃止した。これらは性能向上にも大きく寄与
した。残念ながらモノにはならなかったが、樹脂ヘッ
ド、樹脂ピストンを熱心に開発していた技術屋もいた。
当時はいずれの開発も常識への挑戦だった。

　昨年6月にエンジン事業部内にターボチャージャー
の事業室を発足させた。近頃はあの頃のコンプレッ
サー事業部の雰囲気に似てきた感じがしてうれしい。
後発メーカーだけにターボチャージャーの世界の常
識を超えていかなければ勝ち抜けない。一つひとつ
の部品、材料、生産・製造技術を極めてライバルを凌
駕する武器をいくつも揃えていかないと勝てない。
常識は普遍性のある真実とは限らない。自らつくっ
た限界かもしれない。原理原則と云われることも実
は真実に基づいていない場合がままある。研究開発
においては、常識を疑う、原理原則を疑ってみること
も必要だ。
　演繹法には限界がある。前提となる理論が不確か
なら、真実とは異なるなら、解にはたどりつかない。
常識を超えるには、現地現物での観察と実験、仮説と
検証の繰り返し。帰納法的なアプローチで新しい
原理・理論を導き出す試みが必要だ
　これが競争力の源泉。ターボチャージャーの世界
の常識を超える、工学の世界の常識をも超える気概
をもって研究開発に情熱をぶつけてもらいたい。

　エンジンシステムの世界でも今まさにその常識を
超える研究開発が求められている。これからの10年
が勝負。某部長が言う「世界制覇」の気概をもって、
熱効率50％超えをめざす。カーボンフリー燃料による
ゼロエミッション燃焼技術を確立しZero Emission 
Engine : ZEEを実現。来るべき電動化社会を支える
基盤システムを構築する。このような大きなビジョン
を掲げ、現実とのギャップを埋めるべく、情熱をもって
日々一歩ずつ前に進む努力、研究開発を続けていって
ほしい。

　今、思い起こせば、CAEなどの開発ツールもない
なか、コンプレッサーの当時の開発は、帰納法的アプ
ローチの連続で、失敗も多く開発スピードも上がらな
かった。その反面、実験設備、実験方法も自ら定めて、
材料、生産技術にいたるまで自らの理論を追求。ノウ
ハウを含めいろいろな知的財産を積み上げてきた
ように思う。今はどの製品の開発でも求められる
スピードが昔と比べようもなく速くなり、シミュレー
ション技術を賢く活用していかなければ、競争でき
ないのは自明だ。しかしながらまた、現地現物での
観察と実験、仮説と検証の繰り返し、新しい原理・理論
を導き出すためにはこの帰納法的アプローチが重要
であることを忘れずに大切にしていってもらいたい。
　そして、その世界の常識を超える。

　技術屋の皆さんへ最後に一言。新技術新製品の
真の開発は、設計、生技だけでは成し得ない。製造の
現場で現実がどうなっているかを肌で実感し現場と
一体となって初めて成し得るもの。是非、真のSE活
動を追求していってほしいと思う。
　夢を描き高い志をもって、製造現場とともに気張っ
てください。期待しています。

取締役・専務役員

山本 卓
Senior Managing Officer, 
Member of the Board
TAKU YAMAMOTO

巻 頭 言
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　13回目を迎えた今回の国際物流総合展は「ロジス
ティクスの今を知り未来に触れる」のテーマのもと、
475社が出展。4日間の総入場者数は7万人を超え

（前回は約64,000人）大きな盛り上がりを見せました。
　トヨタL&Fは出展企業中最大となる展示ブースで
お客様を、お迎えしました。今回の出展では「この国の
物流を、あたらしく、うつくしく。～物流美は、次の世界
へ～」をテーマに、最先端の物流ソリューションをご紹介
いたしました。
　メインステージで行った2つのデモンストレーション

では、グループで展開するグローバルな物流ソリュー
ション事業の姿や、さらなる進化を遂げた最新技術な
ど、お客様の物流パートナーであり続けるために進化
するトヨタL&Fの取り組みをお見せいたしました。
　展示エリアの主な展示品として、当社のグループ会
社に加わったバスティアン社およびファンダランデ社の
製品、1.8t積 燃料電池フォークリフト、レーザSLAM式
自動運転フォークリフト/自律走行ロボットなど、最新の
フォークリフトや先進的オートメーション技術を盛り込
んだ製品を参考出品も含めて数多く展示いたしました。

トヨタL&F 国内営業

国際物流総合展
 2018 

～物流美は、次の世界へ～
この国の物流を、あたらしく、うつくしく。
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2）Vanderlande Industries Holding B.V.
Vanderlande is the global market leader for 
value-added logistic process automation at 
airports and in the parcel market. The company 
is also a leading supplier of process automation 
solutions for warehouses.
Vanderlande focuses on the optimization of its 
customers’ business processes and competitive 
position through close cooperation with its 
customers. Vanderlande’s extensive portfolio of 
integrated solutions ‒ innovative systems, 
intelligent software and life-cycle services ‒ 
results in the realization of fast, reliable and 
efficient automation technology.

Market
E - comme r ce  i s  c hang i ng  con sume r s’ 
expectations and needs. They now demand 
speed, accuracy and flexibility throughout the 
entire ordering and delivery process. When 
they buy a product online, they might want it 
delivered that same day or they might prefer to 
pick it up themselves ‒ at any time and any 
location. They also want the option to change 
their mind or return a product easily ‒ at any 
moment!

Key design principles
The key design principles that drive the 
Vanderlande warehouse solutions to cope with 
these challenging market requirements are 
Scalability, Flexibility and User Experience 
(UX).

Many e-commerce companies face fast and 
unpredictable growth. Therefor the (automated) 
solutions for their logistics fulfillment need to be 
scalable and able to follow the business growth 
without wasting previous investments in 
automation. Either incremental or even 
exponential

On the short  term there wi l l  a lways be 
workload fluctuations. Usually it does not make 

sense to fully automate for the busiest days. 
Most important for those days is that the peaks 
can be handled in a controlled way with a 
temporary and/or flexible work force on top of 
the automation. Today’s slow moving products 
are tomorrow’s fast movers and vice versa. The 
mix of large store orders versus small e-com 
orders may change instantaneously. To adapt 
to these short term change the warehouse 
solutions need to be flexible.

User experience (UX) is a third important factor 
when designing solutions. UX goes beyond 
ergonomics. Labor is expensive and it hiring 
people can be difficult. Therefor the work 
environment needs to be desirable: a pleasant 
place where people like to work. Secondly with 
short term work force changes being inevitable 
due to workload fluctuations, it is a basic 
requirement that people can be trained quickly. 
Simplicity in tasks reduces errors made by 
people., The solution must be controlled by 
intelligent software for seamless collaboration 
between people and machines resulting in 
simplicity in use.

Solutions
Vanderlande designs and delivers end-to-end 
warehousing solutions. The single perfect 
solution does not exist. Handling a t-shirt differs 
from handling bottles of cola. The desired level 
of automation and related investment level is 
different for every company. Therefor a range 
of different solutions is available and offered. In 
this article we will highlight two of these 
solutions: AIRPICK and FASTPICK

AIRPICK is a solution based on manual item 
picking. The core of this solution is a so called 
pocket sorter to sort batches of items to 
individual orders. With a relatively low 
investment this solution ensures a smooth and 
efficient order fulfilment process, regardless of 
the order size and scalable with the required 

throughput.

FASTPICK i s  a  so lu t ion  based  on  the  
goods-to-person concept. By bringing products 
in sequence order-by-order to the picker a one 
touch order fulfilment process without further 
sorting is provided. With the higher level of 
automation the amount of labor is further 
reduced and shorter order lead times are 
achieved. 

AIRPICK
AIRPICK is a solution based on the concept of 
manual batch picking and automatic sortation 
to order using a pocket sorter, AIRTRAX 
Pocket.
Batch picking is a widely used concept for 
order fulfilment. By combining items for 
multiple orders in batches and dividing the 
work over multiple pick-operators, the manual 
picking productivity is improved drastically. 
Conventional batch pick sort solutions use loop 
sorters (e.g. crossbelt sorter) to sort the batches 
to individual orders. In addition to the loop 
sorter, a batch tote buffer (e.g. AS/RS) is 
needed to decouple the picking process from 
the sorting process.

The main disadvantages of conventional 
loopsorter based solutions are the sortability 
l i m i t a t i o n s  a nd  need  f o r  m o r e  o r de r  
p i ck ing -ope ra to r s .  The  lower  p i ck ing  
productivity is caused by small order sizes 
(e-commerce) combined with a limited number 
of sorter destinations which leads to more, 
smaller batches.

In the AIRPICK solution a pocket sorter is used 
to sort items from a batch to individual orders. 
Instead of placing items onto a sorter, they are 
put into a pocket. Every picked item is placed in 
its own pocket. In one system thousands of 
pockets can be handled individually. The 
resulting key features -not possible with 

traditional loopsorters- are the ability to buffer 
items and to put them in any required sequence 
by using multi-stage pocket sortation. The 
pocket sorter technology is based on equipment 
also used for hanging garment having a 
relatively low investment level and a proven 
track record in operations. By placing products 
in pockets an extremely wide product range 
can be handled, making it  ready for the 
uncertainty of tomorrows business.
With the sequencing capabilities of a pocket 
sorter as the core of AIRPICK, this solution:

• Allows items to be picked in an arbitrary 
order and coming from various warehouse 
areas

•  I s  i n sens i t i ve  to  o rde r  s i ze  ( sma l l  
E-commerce versus large store orders)

• Can transport items for an order to a 
specific packing station (gift wrap, special 
carton, other value-added services)

• Can deliver items within an order in full 
sequence which facilitates an automated 
packing process (heavy/large items first on 
the bottom)

• Can supply items in sequence to supply the 
store (per product, sorted on size)

With the buffering capabilities for individual 
items a pocket sorter, the AIRPICK solution:

• Uses a single technology for buffering and 
sorting, easier to build and maintain.

• Allows very flexible assignment of items to 
batches. Assignments can be changed 
during picking and even after insertion into 
the pocket system.

• Allows items to be inserted into the system 
before an order exists. This feature is 
particularly useful for returns handling. By 
inserting returned items into the pocket 
system, these items can be re-allocated to 
an  o rder  immedia te ly  and  wi thout  
additional manual picking effort. 

Looking at our key design principles: AIRPICK 
provides an extremely simple process. Once 
products are scanned and inserted into a 

pocket, the system takes care of the rest and 
makes sure it ends up in the right order, at the 
r ight packing table, at the r ight t ime. A 
changing product portfolio, orders getting 
smaller, varying daily volumes, the AIRPICK 
solution can handle it. The highly modular 
design of the AIRTRAX system makes it easy to 
extend, allowing the order fulfilment system to 
grow alongside the business.

FASTPICK
FASTPICK is a goods-to-person order fulfilment 
system that uses the advanced ADAPTO 
shuttles for product storage and retrieval. By 
bringing the products to the picking operator 

the amount of labor is reduced even further, 
s imply  because the walk ing act iv i ty  i s  
eliminated. FASTPICK is ideal for handling 
orders with extremely short lead times. An 
entire order can be fulfil led on a single 
workstation which results in an order fulfilment 
lead time as low as ten minutes.
The picking workstations can also be fitted with 
a collaborative Smart Item Robot to further 
increase efficiency and reduce the number of 
picking operators required.
T o  m a k e  t h e  s y s t e m  r u n  s m o o t h l y ,  
Vanderlande’s flexible and adaptable VISION 
software for automation control intelligently 
connects and synchronizes equipment, robotics, 
people and processes. 

With ADAPTO, the system offers a very high 
storage densi ty ,  up to 60% higher  than 
conventional storage methods, thereby making 
maximum use of available floor space. The 
ADAPTO shuttles retrieve product totes in the 
right sequence to the picking workstations. First 
of all, this eliminates the walking activity. 
Secondly, by allowing an operator to work on 

one order at a time ‒ made possible through the 
built-in sequencing capabilities of the ADAPTO 
shuttle system ‒ FASTPICK offers the highest 
picking rates in the market. Working on one 
order at a time also introduces simplicity in the 
process, making it easy to learn and reducing 
human errors.

The unique ADAPTO shuttle system makes 
FASTPICK extremely scalable and makes it the 
optimal solution for an environment facing 
unpredictable growth requirements. The need 
to increase storage or throughput can be 
independently added to the goods-to-person 
part of the solution.

Shuttles are not bound to one rail at one 
storage level, but they can move autonomously 
across the entire racking structure. This key 
difference compared to traditional shuttle 
systems results in a number of benefits:

• Conveyor loops to sort totes to the right 
workstation are not needed saving costs 
and space. Shuttles bring the totes directly 
to the right exit point and in the desired 
sequence.  

• Lifts are no longer needed in front of every 
storage aisle, only in front of a workstation. 
Shuttles are no longer needed in every 
storage channel, just the exact number to 
fulfill the throughput needs. This results in 
a very scalable the system that can be 
adapted to throughput and storage needs 
independently.

• There is no single point of failure in the 
system. In case a shuttle fails, others can 
easily take over its work.

• When access is needed, a certified wireless 
safety system allows to create a small safe 
area while keeping the rest of the system 
fully operational.

• Shuttles can be diagnosed via a central 
controller and when needed called to a 
central maintenance station.

•  S h u t t l e s  a r e  p o w e r e d  b y  a  s a f e  
lithium-titanate battery. Kilometers of 
powerbars along all rails of traditional 
systems are no longer needed. The battery 
is charged when the shuttle is docked to 
the lift via opportunity charging during 
pick-up and deposit of the load. As a result 
shuttles can operate 24/7.

１．新たなるトヨタL&F
1）Bastian Solutions LLC
Autonomous Mobile Robotic Batch Picking 
from Bastian Solutions
The autonomous mobile robot market is 
forecasted to reach $7 billion (US) by 20221 
and for good reason. Mobile robotic systems 
offer the flexibility and throughput needed to 
meet growing consumer and market demands 
such as personalized orders, rising wages, 
employee turnover, and faster shipments. 
Whether fulfill ing same-day shipping of 
e-commerce orders or building mixed case 
pallets for store replenishment, autonomous 
mobi le  robots  offer  a  s imple ,  modula r  
integration, a safe working environment, 
around-the-clock fulfillment, and reduced labor 
costs.

Introduction
With these prevailing fulfillment opportunities 
in mind, Bastian Solutions has developed 
patented autonomous mobile picking robots to 
help customers meet growing demands. 
Bast ian’s mobile robots are capable of  
transforming order fulfillment operations by 
easily adapting to infrastructure and improving 
cost ly inefficiencies with quick,  precise 
movements. Equipped with an intelligent 

end-of-arm-tool and vision system, Bastian 
Solutions’ mobile batch picking robots serve as 
a n  a l t e r n a t i v e  t o  t r a d i t i o n a l  m o r e  
labor-intensive manual picking methods.

The units operate as a robot-to-goods solution 
by simultaneously retrieving and picking many 
types of products, for a batch of multiple 
orders. Each robot is controlled by Exacta 
Maestro, a fleet management tool, developed 
by Bastian Solutions, that integrates with a 
facility’s warehouse management system 
(WMS) for maximum control and visibility of 
productivity.

Key Features 
Simulation
Prior to implementing a mobile robot solution, a 
computer simulation is completed. As seen in 
Fig. 1, this data-driven, visual analysis allows 
companies to assess risk and better plan for 
system implementation. Simulation shows the 
impact mobile robots will have on a company’s 
operation, determines the size of fleet required 
to meet throughput rates, and maps ideal robot 
navigation routes through a faci l i ty.  By 
answering the what-if questions, computer 
simulation helps develop the most efficient and 
effective mobile robot solution.

Navigation
Robot navigation is flexible to any facility or 
warehouse with minimal infrastructural 
modifications. Using LIDAR (Light Detection 
and Ranging) technology, robots are engineered 
to navigate seamlessly and efficiently. By 
executing sensor fusion techniques, Bastian 
Solutions engineers analyze data collected from 
your facility layout to determine the best 
possible navigational course of action.

End of Arm Tooling
One primary benefit of using autonomous 

mobile robots are the variety of product that 
can be handled. Flexible end of arm tools 
(EoAT) equipped with vision can be used in 
conjunction with vacuum or mechanical fingers 
to handle a much wider variety of products 
than ever before. As seen in Fig. 2, a recent 
EoAT design developed by the Bast ian 
Solutions research and development team, 
combines vacuum cup fingers to handle small 
items and flexible, gripping fingers for larger or 
heavier items.

Benefits of Mobile Picking Robots
• Reduce labor costs: The productivity of 

mobile robots allows operators to transition 
t o  va l ue -add  ac t i v i t i e s  and  he l p s  
companies reduce costly turnover rates. 

• Flexibility: Bastian Solutions’ mobile robots 
can work seamlessly as a single unit or in a 
fleet; throughput can be increased one 
robot at a time and utilization of the units 
can vary seasonally in response to shifting 

market demands; maintenance can be 
completed without disruption to ongoing 
operations.

• Improve safety: Using multiple scanners, 
robots can safely work side by side or 
integrate with a manual workforce if 
needed; the system meets AGV safety 
standards ANSI B56.5 as well as other 
warehousing and OSHA standards.

• Save space: When compared to conveyor 

automation, mobile robots better utilize 
facility floor space by integrating with 
dense storage solutions and narrow aisles 
layouts.

• Increase throughput: With the ability to 

operate 24 hours a day, seven days a 
week, throughput is increased without the 
need to add operators; the system is 
capable of building two mixed pallets every 
15 minutes.

Specifications
The Bastian Solutions mobile batch picking 
robot, seen in Fig. 3, features several key 
features to offer clients a flexible, efficient and 
safe picking solution. Specifications include: 

• Six-axis robot combined with custom end 
of arm tool

• ROS Industrial robotics software̶an 
open-source platform

•  Wi re less ,  oppor tun i ty  charg ing  o f  
ultracapacitors (no maintenance required)

• Singular controller: Seamless and dynamic 
motion, controls up to 62 axes of motion

• Gantry: Batch picking of multiple orders 
offers highest throughput rates

• Omni-directional wheels provide speeds up 
to 230 feet per minute in all directions. 

• Each robot measures 9 feet long by 4 feet 

wide with a payload of over 1,000 pounds

Conclusion
Integrating a mobile robot solution into your 
warehouse will bring widespread efficiencies to 
your  bus ines s .   Wi th  m in ima l  f ac i l i t y  
infrastructure changes, companies can begin 
improving their operations within days of 
implementation.  There are several  key 
advantages to implementing mobile robots such 
as scalability, throughput, autonomous and 
flexible picking, workplace safety, quality 
enhancements, and greater order accuracy, 
wh i ch  a l l  l ead  to  imp roved  cus tomer  
satisfaction.

■ A u t h o r ■
Joe Zoghzoghy, PhD, is the 
Mobile Robotics Manager at 
Bastian Solutions' Dallas, TX, 
research and development 
office. His team of engineers 
des ign  and  manufac tu re  
advanced mobi le  robot ic  
systems for distribution and 
manufacturing operations. Joe 
ea rned  h i s  doc to ra t e  i n  
robot ics  and mechanica l  
engineering as well as his 
master's degree in mechanical 
engineering from Southern 
Methodist University in Dallas, 
TX, USA.

Resources:
1.  Interact Analysis. (2018, April). The Mobile 

Robot Market in 2022 ‒ Our Predictions. 
Retrieved from
https://www.interactanalysis.com/mobile-ro
bot-infographic/ 

Fig. 1 ‒ Simulation of a mobile robot navigation route through 
the customer facility.

• The racking can be built up to 24 m high to 
make maximum use of the available 
floorspace

  Looking at  our  key design pr inciples:  
FASTPICK makes the job of picking operator 
extremely simple and fast by bringing them 
products for orders in order-by-order sequence. 
This allows an efficient one touch pick-pack 
operat ion regardless  of  the order  s ize .  
ADAPTO, the shuttle system as the core of this 
solution enables this sequencing. As shuttles 
can move autonomously through the entire 
racking structure, complex conveyor loops can 
be avoided and an easily scalable solution is 
created.

■ A u t h o r ■

Paul Thoonen ‒ Logistic 
concepts & Designs Manager

Ivo van Lith ‒ Logistic 
concepts & Designs Manager
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2）Vanderlande Industries Holding B.V.
Vanderlande is the global market leader for 
value-added logistic process automation at 
airports and in the parcel market. The company 
is also a leading supplier of process automation 
solutions for warehouses.
Vanderlande focuses on the optimization of its 
customers’ business processes and competitive 
position through close cooperation with its 
customers. Vanderlande’s extensive portfolio of 
integrated solutions ‒ innovative systems, 
intelligent software and life-cycle services ‒ 
results in the realization of fast, reliable and 
efficient automation technology.

Market
E - comme r ce  i s  c hang i ng  con sume r s’ 
expectations and needs. They now demand 
speed, accuracy and flexibility throughout the 
entire ordering and delivery process. When 
they buy a product online, they might want it 
delivered that same day or they might prefer to 
pick it up themselves ‒ at any time and any 
location. They also want the option to change 
their mind or return a product easily ‒ at any 
moment!

Key design principles
The key design principles that drive the 
Vanderlande warehouse solutions to cope with 
these challenging market requirements are 
Scalability, Flexibility and User Experience 
(UX).

Many e-commerce companies face fast and 
unpredictable growth. Therefor the (automated) 
solutions for their logistics fulfillment need to be 
scalable and able to follow the business growth 
without wasting previous investments in 
automation. Either incremental or even 
exponential

On the short  term there wi l l  a lways be 
workload fluctuations. Usually it does not make 

sense to fully automate for the busiest days. 
Most important for those days is that the peaks 
can be handled in a controlled way with a 
temporary and/or flexible work force on top of 
the automation. Today’s slow moving products 
are tomorrow’s fast movers and vice versa. The 
mix of large store orders versus small e-com 
orders may change instantaneously. To adapt 
to these short term change the warehouse 
solutions need to be flexible.

User experience (UX) is a third important factor 
when designing solutions. UX goes beyond 
ergonomics. Labor is expensive and it hiring 
people can be difficult. Therefor the work 
environment needs to be desirable: a pleasant 
place where people like to work. Secondly with 
short term work force changes being inevitable 
due to workload fluctuations, it is a basic 
requirement that people can be trained quickly. 
Simplicity in tasks reduces errors made by 
people., The solution must be controlled by 
intelligent software for seamless collaboration 
between people and machines resulting in 
simplicity in use.

Solutions
Vanderlande designs and delivers end-to-end 
warehousing solutions. The single perfect 
solution does not exist. Handling a t-shirt differs 
from handling bottles of cola. The desired level 
of automation and related investment level is 
different for every company. Therefor a range 
of different solutions is available and offered. In 
this article we will highlight two of these 
solutions: AIRPICK and FASTPICK

AIRPICK is a solution based on manual item 
picking. The core of this solution is a so called 
pocket sorter to sort batches of items to 
individual orders. With a relatively low 
investment this solution ensures a smooth and 
efficient order fulfilment process, regardless of 
the order size and scalable with the required 

throughput.

FASTPICK i s  a  so lu t ion  based  on  the  
goods-to-person concept. By bringing products 
in sequence order-by-order to the picker a one 
touch order fulfilment process without further 
sorting is provided. With the higher level of 
automation the amount of labor is further 
reduced and shorter order lead times are 
achieved. 

AIRPICK
AIRPICK is a solution based on the concept of 
manual batch picking and automatic sortation 
to order using a pocket sorter, AIRTRAX 
Pocket.
Batch picking is a widely used concept for 
order fulfilment. By combining items for 
multiple orders in batches and dividing the 
work over multiple pick-operators, the manual 
picking productivity is improved drastically. 
Conventional batch pick sort solutions use loop 
sorters (e.g. crossbelt sorter) to sort the batches 
to individual orders. In addition to the loop 
sorter, a batch tote buffer (e.g. AS/RS) is 
needed to decouple the picking process from 
the sorting process.

The main disadvantages of conventional 
loopsorter based solutions are the sortability 
l i m i t a t i o n s  a nd  need  f o r  m o r e  o r de r  
p i ck ing -ope ra to r s .  The  lower  p i ck ing  
productivity is caused by small order sizes 
(e-commerce) combined with a limited number 
of sorter destinations which leads to more, 
smaller batches.

In the AIRPICK solution a pocket sorter is used 
to sort items from a batch to individual orders. 
Instead of placing items onto a sorter, they are 
put into a pocket. Every picked item is placed in 
its own pocket. In one system thousands of 
pockets can be handled individually. The 
resulting key features -not possible with 

traditional loopsorters- are the ability to buffer 
items and to put them in any required sequence 
by using multi-stage pocket sortation. The 
pocket sorter technology is based on equipment 
also used for hanging garment having a 
relatively low investment level and a proven 
track record in operations. By placing products 
in pockets an extremely wide product range 
can be handled, making it  ready for the 
uncertainty of tomorrows business.
With the sequencing capabilities of a pocket 
sorter as the core of AIRPICK, this solution:

• Allows items to be picked in an arbitrary 
order and coming from various warehouse 
areas

•  I s  i n sens i t i ve  to  o rde r  s i ze  ( sma l l  
E-commerce versus large store orders)

• Can transport items for an order to a 
specific packing station (gift wrap, special 
carton, other value-added services)

• Can deliver items within an order in full 
sequence which facilitates an automated 
packing process (heavy/large items first on 
the bottom)

• Can supply items in sequence to supply the 
store (per product, sorted on size)

With the buffering capabilities for individual 
items a pocket sorter, the AIRPICK solution:

• Uses a single technology for buffering and 
sorting, easier to build and maintain.

• Allows very flexible assignment of items to 
batches. Assignments can be changed 
during picking and even after insertion into 
the pocket system.

• Allows items to be inserted into the system 
before an order exists. This feature is 
particularly useful for returns handling. By 
inserting returned items into the pocket 
system, these items can be re-allocated to 
an  o rder  immedia te ly  and  wi thout  
additional manual picking effort. 

Looking at our key design principles: AIRPICK 
provides an extremely simple process. Once 
products are scanned and inserted into a 

pocket, the system takes care of the rest and 
makes sure it ends up in the right order, at the 
r ight packing table, at the r ight t ime. A 
changing product portfolio, orders getting 
smaller, varying daily volumes, the AIRPICK 
solution can handle it. The highly modular 
design of the AIRTRAX system makes it easy to 
extend, allowing the order fulfilment system to 
grow alongside the business.

FASTPICK
FASTPICK is a goods-to-person order fulfilment 
system that uses the advanced ADAPTO 
shuttles for product storage and retrieval. By 
bringing the products to the picking operator 

the amount of labor is reduced even further, 
s imply  because the walk ing act iv i ty  i s  
eliminated. FASTPICK is ideal for handling 
orders with extremely short lead times. An 
entire order can be fulfil led on a single 
workstation which results in an order fulfilment 
lead time as low as ten minutes.
The picking workstations can also be fitted with 
a collaborative Smart Item Robot to further 
increase efficiency and reduce the number of 
picking operators required.
T o  m a k e  t h e  s y s t e m  r u n  s m o o t h l y ,  
Vanderlande’s flexible and adaptable VISION 
software for automation control intelligently 
connects and synchronizes equipment, robotics, 
people and processes. 

With ADAPTO, the system offers a very high 
storage densi ty ,  up to 60% higher  than 
conventional storage methods, thereby making 
maximum use of available floor space. The 
ADAPTO shuttles retrieve product totes in the 
right sequence to the picking workstations. First 
of all, this eliminates the walking activity. 
Secondly, by allowing an operator to work on 

one order at a time ‒ made possible through the 
built-in sequencing capabilities of the ADAPTO 
shuttle system ‒ FASTPICK offers the highest 
picking rates in the market. Working on one 
order at a time also introduces simplicity in the 
process, making it easy to learn and reducing 
human errors.

The unique ADAPTO shuttle system makes 
FASTPICK extremely scalable and makes it the 
optimal solution for an environment facing 
unpredictable growth requirements. The need 
to increase storage or throughput can be 
independently added to the goods-to-person 
part of the solution.

Shuttles are not bound to one rail at one 
storage level, but they can move autonomously 
across the entire racking structure. This key 
difference compared to traditional shuttle 
systems results in a number of benefits:

• Conveyor loops to sort totes to the right 
workstation are not needed saving costs 
and space. Shuttles bring the totes directly 
to the right exit point and in the desired 
sequence.  

• Lifts are no longer needed in front of every 
storage aisle, only in front of a workstation. 
Shuttles are no longer needed in every 
storage channel, just the exact number to 
fulfill the throughput needs. This results in 
a very scalable the system that can be 
adapted to throughput and storage needs 
independently.

• There is no single point of failure in the 
system. In case a shuttle fails, others can 
easily take over its work.

• When access is needed, a certified wireless 
safety system allows to create a small safe 
area while keeping the rest of the system 
fully operational.

• Shuttles can be diagnosed via a central 
controller and when needed called to a 
central maintenance station.

•  S h u t t l e s  a r e  p o w e r e d  b y  a  s a f e  
lithium-titanate battery. Kilometers of 
powerbars along all rails of traditional 
systems are no longer needed. The battery 
is charged when the shuttle is docked to 
the lift via opportunity charging during 
pick-up and deposit of the load. As a result 
shuttles can operate 24/7.

１．新たなるトヨタL&F
1）Bastian Solutions LLC
Autonomous Mobile Robotic Batch Picking 
from Bastian Solutions
The autonomous mobile robot market is 
forecasted to reach $7 billion (US) by 20221 
and for good reason. Mobile robotic systems 
offer the flexibility and throughput needed to 
meet growing consumer and market demands 
such as personalized orders, rising wages, 
employee turnover, and faster shipments. 
Whether fulfill ing same-day shipping of 
e-commerce orders or building mixed case 
pallets for store replenishment, autonomous 
mobi le  robots  offer  a  s imple ,  modula r  
integration, a safe working environment, 
around-the-clock fulfillment, and reduced labor 
costs.

Introduction
With these prevailing fulfillment opportunities 
in mind, Bastian Solutions has developed 
patented autonomous mobile picking robots to 
help customers meet growing demands. 
Bast ian’s mobile robots are capable of  
transforming order fulfillment operations by 
easily adapting to infrastructure and improving 
cost ly inefficiencies with quick,  precise 
movements. Equipped with an intelligent 

end-of-arm-tool and vision system, Bastian 
Solutions’ mobile batch picking robots serve as 
a n  a l t e r n a t i v e  t o  t r a d i t i o n a l  m o r e  
labor-intensive manual picking methods.

The units operate as a robot-to-goods solution 
by simultaneously retrieving and picking many 
types of products, for a batch of multiple 
orders. Each robot is controlled by Exacta 
Maestro, a fleet management tool, developed 
by Bastian Solutions, that integrates with a 
facility’s warehouse management system 
(WMS) for maximum control and visibility of 
productivity.

Key Features 
Simulation
Prior to implementing a mobile robot solution, a 
computer simulation is completed. As seen in 
Fig. 1, this data-driven, visual analysis allows 
companies to assess risk and better plan for 
system implementation. Simulation shows the 
impact mobile robots will have on a company’s 
operation, determines the size of fleet required 
to meet throughput rates, and maps ideal robot 
navigation routes through a faci l i ty.  By 
answering the what-if questions, computer 
simulation helps develop the most efficient and 
effective mobile robot solution.

Navigation
Robot navigation is flexible to any facility or 
warehouse with minimal infrastructural 
modifications. Using LIDAR (Light Detection 
and Ranging) technology, robots are engineered 
to navigate seamlessly and efficiently. By 
executing sensor fusion techniques, Bastian 
Solutions engineers analyze data collected from 
your facility layout to determine the best 
possible navigational course of action.

End of Arm Tooling
One primary benefit of using autonomous 

mobile robots are the variety of product that 
can be handled. Flexible end of arm tools 
(EoAT) equipped with vision can be used in 
conjunction with vacuum or mechanical fingers 
to handle a much wider variety of products 
than ever before. As seen in Fig. 2, a recent 
EoAT design developed by the Bast ian 
Solutions research and development team, 
combines vacuum cup fingers to handle small 
items and flexible, gripping fingers for larger or 
heavier items.

Benefits of Mobile Picking Robots
• Reduce labor costs: The productivity of 

mobile robots allows operators to transition 
t o  va l ue -add  ac t i v i t i e s  and  he l p s  
companies reduce costly turnover rates. 

• Flexibility: Bastian Solutions’ mobile robots 
can work seamlessly as a single unit or in a 
fleet; throughput can be increased one 
robot at a time and utilization of the units 
can vary seasonally in response to shifting 

market demands; maintenance can be 
completed without disruption to ongoing 
operations.

• Improve safety: Using multiple scanners, 
robots can safely work side by side or 
integrate with a manual workforce if 
needed; the system meets AGV safety 
standards ANSI B56.5 as well as other 
warehousing and OSHA standards.

• Save space: When compared to conveyor 

automation, mobile robots better utilize 
facility floor space by integrating with 
dense storage solutions and narrow aisles 
layouts.

• Increase throughput: With the ability to 

operate 24 hours a day, seven days a 
week, throughput is increased without the 
need to add operators; the system is 
capable of building two mixed pallets every 
15 minutes.

Specifications
The Bastian Solutions mobile batch picking 
robot, seen in Fig. 3, features several key 
features to offer clients a flexible, efficient and 
safe picking solution. Specifications include: 

• Six-axis robot combined with custom end 
of arm tool

• ROS Industrial robotics software̶an 
open-source platform

•  Wi re less ,  oppor tun i ty  charg ing  o f  
ultracapacitors (no maintenance required)

• Singular controller: Seamless and dynamic 
motion, controls up to 62 axes of motion

• Gantry: Batch picking of multiple orders 
offers highest throughput rates

• Omni-directional wheels provide speeds up 
to 230 feet per minute in all directions. 

• Each robot measures 9 feet long by 4 feet 

wide with a payload of over 1,000 pounds

Conclusion
Integrating a mobile robot solution into your 
warehouse will bring widespread efficiencies to 
your  bus ines s .   Wi th  m in ima l  f ac i l i t y  
infrastructure changes, companies can begin 
improving their operations within days of 
implementation.  There are several  key 
advantages to implementing mobile robots such 
as scalability, throughput, autonomous and 
flexible picking, workplace safety, quality 
enhancements, and greater order accuracy, 
wh i ch  a l l  l ead  to  imp roved  cus tomer  
satisfaction.

■ A u t h o r ■
Joe Zoghzoghy, PhD, is the 
Mobile Robotics Manager at 
Bastian Solutions' Dallas, TX, 
research and development 
office. His team of engineers 
des ign  and  manufac tu re  
advanced mobi le  robot ic  
systems for distribution and 
manufacturing operations. Joe 
ea rned  h i s  doc to ra t e  i n  
robot ics  and mechanica l  
engineering as well as his 
master's degree in mechanical 
engineering from Southern 
Methodist University in Dallas, 
TX, USA.

Resources:
1.  Interact Analysis. (2018, April). The Mobile 

Robot Market in 2022 ‒ Our Predictions. 
Retrieved from
https://www.interactanalysis.com/mobile-ro
bot-infographic/ 

Fig. 1 ‒ Simulation of a mobile robot navigation route through 
the customer facility.

• The racking can be built up to 24 m high to 
make maximum use of the available 
floorspace

  Looking at  our  key design pr inciples:  
FASTPICK makes the job of picking operator 
extremely simple and fast by bringing them 
products for orders in order-by-order sequence. 
This allows an efficient one touch pick-pack 
operat ion regardless  of  the order  s ize .  
ADAPTO, the shuttle system as the core of this 
solution enables this sequencing. As shuttles 
can move autonomously through the entire 
racking structure, complex conveyor loops can 
be avoided and an easily scalable solution is 
created.

■ A u t h o r ■

Paul Thoonen ‒ Logistic 
concepts & Designs Manager

Ivo van Lith ‒ Logistic 
concepts & Designs Manager
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2）Vanderlande Industries Holding B.V.
Vanderlande is the global market leader for 
value-added logistic process automation at 
airports and in the parcel market. The company 
is also a leading supplier of process automation 
solutions for warehouses.
Vanderlande focuses on the optimization of its 
customers’ business processes and competitive 
position through close cooperation with its 
customers. Vanderlande’s extensive portfolio of 
integrated solutions ‒ innovative systems, 
intelligent software and life-cycle services ‒ 
results in the realization of fast, reliable and 
efficient automation technology.

Market
E - comme r ce  i s  c hang i ng  con sume r s’ 
expectations and needs. They now demand 
speed, accuracy and flexibility throughout the 
entire ordering and delivery process. When 
they buy a product online, they might want it 
delivered that same day or they might prefer to 
pick it up themselves ‒ at any time and any 
location. They also want the option to change 
their mind or return a product easily ‒ at any 
moment!

Key design principles
The key design principles that drive the 
Vanderlande warehouse solutions to cope with 
these challenging market requirements are 
Scalability, Flexibility and User Experience 
(UX).

Many e-commerce companies face fast and 
unpredictable growth. Therefor the (automated) 
solutions for their logistics fulfillment need to be 
scalable and able to follow the business growth 
without wasting previous investments in 
automation. Either incremental or even 
exponential

On the short  term there wi l l  a lways be 
workload fluctuations. Usually it does not make 

sense to fully automate for the busiest days. 
Most important for those days is that the peaks 
can be handled in a controlled way with a 
temporary and/or flexible work force on top of 
the automation. Today’s slow moving products 
are tomorrow’s fast movers and vice versa. The 
mix of large store orders versus small e-com 
orders may change instantaneously. To adapt 
to these short term change the warehouse 
solutions need to be flexible.

User experience (UX) is a third important factor 
when designing solutions. UX goes beyond 
ergonomics. Labor is expensive and it hiring 
people can be difficult. Therefor the work 
environment needs to be desirable: a pleasant 
place where people like to work. Secondly with 
short term work force changes being inevitable 
due to workload fluctuations, it is a basic 
requirement that people can be trained quickly. 
Simplicity in tasks reduces errors made by 
people., The solution must be controlled by 
intelligent software for seamless collaboration 
between people and machines resulting in 
simplicity in use.

Solutions
Vanderlande designs and delivers end-to-end 
warehousing solutions. The single perfect 
solution does not exist. Handling a t-shirt differs 
from handling bottles of cola. The desired level 
of automation and related investment level is 
different for every company. Therefor a range 
of different solutions is available and offered. In 
this article we will highlight two of these 
solutions: AIRPICK and FASTPICK

AIRPICK is a solution based on manual item 
picking. The core of this solution is a so called 
pocket sorter to sort batches of items to 
individual orders. With a relatively low 
investment this solution ensures a smooth and 
efficient order fulfilment process, regardless of 
the order size and scalable with the required 

throughput.

FASTPICK i s  a  so lu t ion  based  on  the  
goods-to-person concept. By bringing products 
in sequence order-by-order to the picker a one 
touch order fulfilment process without further 
sorting is provided. With the higher level of 
automation the amount of labor is further 
reduced and shorter order lead times are 
achieved. 

AIRPICK
AIRPICK is a solution based on the concept of 
manual batch picking and automatic sortation 
to order using a pocket sorter, AIRTRAX 
Pocket.
Batch picking is a widely used concept for 
order fulfilment. By combining items for 
multiple orders in batches and dividing the 
work over multiple pick-operators, the manual 
picking productivity is improved drastically. 
Conventional batch pick sort solutions use loop 
sorters (e.g. crossbelt sorter) to sort the batches 
to individual orders. In addition to the loop 
sorter, a batch tote buffer (e.g. AS/RS) is 
needed to decouple the picking process from 
the sorting process.

The main disadvantages of conventional 
loopsorter based solutions are the sortability 
l i m i t a t i o n s  a nd  need  f o r  m o r e  o r de r  
p i ck ing -ope ra to r s .  The  lower  p i ck ing  
productivity is caused by small order sizes 
(e-commerce) combined with a limited number 
of sorter destinations which leads to more, 
smaller batches.

In the AIRPICK solution a pocket sorter is used 
to sort items from a batch to individual orders. 
Instead of placing items onto a sorter, they are 
put into a pocket. Every picked item is placed in 
its own pocket. In one system thousands of 
pockets can be handled individually. The 
resulting key features -not possible with 

traditional loopsorters- are the ability to buffer 
items and to put them in any required sequence 
by using multi-stage pocket sortation. The 
pocket sorter technology is based on equipment 
also used for hanging garment having a 
relatively low investment level and a proven 
track record in operations. By placing products 
in pockets an extremely wide product range 
can be handled, making it  ready for the 
uncertainty of tomorrows business.
With the sequencing capabilities of a pocket 
sorter as the core of AIRPICK, this solution:

• Allows items to be picked in an arbitrary 
order and coming from various warehouse 
areas

•  I s  i n sens i t i ve  to  o rde r  s i ze  ( sma l l  
E-commerce versus large store orders)

• Can transport items for an order to a 
specific packing station (gift wrap, special 
carton, other value-added services)

• Can deliver items within an order in full 
sequence which facilitates an automated 
packing process (heavy/large items first on 
the bottom)

• Can supply items in sequence to supply the 
store (per product, sorted on size)

With the buffering capabilities for individual 
items a pocket sorter, the AIRPICK solution:

• Uses a single technology for buffering and 
sorting, easier to build and maintain.

• Allows very flexible assignment of items to 
batches. Assignments can be changed 
during picking and even after insertion into 
the pocket system.

• Allows items to be inserted into the system 
before an order exists. This feature is 
particularly useful for returns handling. By 
inserting returned items into the pocket 
system, these items can be re-allocated to 
an  o rder  immedia te ly  and  wi thout  
additional manual picking effort. 

Looking at our key design principles: AIRPICK 
provides an extremely simple process. Once 
products are scanned and inserted into a 

pocket, the system takes care of the rest and 
makes sure it ends up in the right order, at the 
r ight packing table, at the r ight t ime. A 
changing product portfolio, orders getting 
smaller, varying daily volumes, the AIRPICK 
solution can handle it. The highly modular 
design of the AIRTRAX system makes it easy to 
extend, allowing the order fulfilment system to 
grow alongside the business.

FASTPICK
FASTPICK is a goods-to-person order fulfilment 
system that uses the advanced ADAPTO 
shuttles for product storage and retrieval. By 
bringing the products to the picking operator 

the amount of labor is reduced even further, 
s imply  because the walk ing act iv i ty  i s  
eliminated. FASTPICK is ideal for handling 
orders with extremely short lead times. An 
entire order can be fulfil led on a single 
workstation which results in an order fulfilment 
lead time as low as ten minutes.
The picking workstations can also be fitted with 
a collaborative Smart Item Robot to further 
increase efficiency and reduce the number of 
picking operators required.
T o  m a k e  t h e  s y s t e m  r u n  s m o o t h l y ,  
Vanderlande’s flexible and adaptable VISION 
software for automation control intelligently 
connects and synchronizes equipment, robotics, 
people and processes. 

With ADAPTO, the system offers a very high 
storage densi ty ,  up to 60% higher  than 
conventional storage methods, thereby making 
maximum use of available floor space. The 
ADAPTO shuttles retrieve product totes in the 
right sequence to the picking workstations. First 
of all, this eliminates the walking activity. 
Secondly, by allowing an operator to work on 

one order at a time ‒ made possible through the 
built-in sequencing capabilities of the ADAPTO 
shuttle system ‒ FASTPICK offers the highest 
picking rates in the market. Working on one 
order at a time also introduces simplicity in the 
process, making it easy to learn and reducing 
human errors.

The unique ADAPTO shuttle system makes 
FASTPICK extremely scalable and makes it the 
optimal solution for an environment facing 
unpredictable growth requirements. The need 
to increase storage or throughput can be 
independently added to the goods-to-person 
part of the solution.

Shuttles are not bound to one rail at one 
storage level, but they can move autonomously 
across the entire racking structure. This key 
difference compared to traditional shuttle 
systems results in a number of benefits:

• Conveyor loops to sort totes to the right 
workstation are not needed saving costs 
and space. Shuttles bring the totes directly 
to the right exit point and in the desired 
sequence.  

• Lifts are no longer needed in front of every 
storage aisle, only in front of a workstation. 
Shuttles are no longer needed in every 
storage channel, just the exact number to 
fulfill the throughput needs. This results in 
a very scalable the system that can be 
adapted to throughput and storage needs 
independently.

• There is no single point of failure in the 
system. In case a shuttle fails, others can 
easily take over its work.

• When access is needed, a certified wireless 
safety system allows to create a small safe 
area while keeping the rest of the system 
fully operational.

• Shuttles can be diagnosed via a central 
controller and when needed called to a 
central maintenance station.

•  S h u t t l e s  a r e  p o w e r e d  b y  a  s a f e  
lithium-titanate battery. Kilometers of 
powerbars along all rails of traditional 
systems are no longer needed. The battery 
is charged when the shuttle is docked to 
the lift via opportunity charging during 
pick-up and deposit of the load. As a result 
shuttles can operate 24/7.

１．新たなるトヨタL&F
1）Bastian Solutions LLC
Autonomous Mobile Robotic Batch Picking 
from Bastian Solutions
The autonomous mobile robot market is 
forecasted to reach $7 billion (US) by 20221 
and for good reason. Mobile robotic systems 
offer the flexibility and throughput needed to 
meet growing consumer and market demands 
such as personalized orders, rising wages, 
employee turnover, and faster shipments. 
Whether fulfill ing same-day shipping of 
e-commerce orders or building mixed case 
pallets for store replenishment, autonomous 
mobi le  robots  offer  a  s imple ,  modula r  
integration, a safe working environment, 
around-the-clock fulfillment, and reduced labor 
costs.

Introduction
With these prevailing fulfillment opportunities 
in mind, Bastian Solutions has developed 
patented autonomous mobile picking robots to 
help customers meet growing demands. 
Bast ian’s mobile robots are capable of  
transforming order fulfillment operations by 
easily adapting to infrastructure and improving 
cost ly inefficiencies with quick,  precise 
movements. Equipped with an intelligent 

end-of-arm-tool and vision system, Bastian 
Solutions’ mobile batch picking robots serve as 
a n  a l t e r n a t i v e  t o  t r a d i t i o n a l  m o r e  
labor-intensive manual picking methods.

The units operate as a robot-to-goods solution 
by simultaneously retrieving and picking many 
types of products, for a batch of multiple 
orders. Each robot is controlled by Exacta 
Maestro, a fleet management tool, developed 
by Bastian Solutions, that integrates with a 
facility’s warehouse management system 
(WMS) for maximum control and visibility of 
productivity.

Key Features 
Simulation
Prior to implementing a mobile robot solution, a 
computer simulation is completed. As seen in 
Fig. 1, this data-driven, visual analysis allows 
companies to assess risk and better plan for 
system implementation. Simulation shows the 
impact mobile robots will have on a company’s 
operation, determines the size of fleet required 
to meet throughput rates, and maps ideal robot 
navigation routes through a faci l i ty.  By 
answering the what-if questions, computer 
simulation helps develop the most efficient and 
effective mobile robot solution.

Navigation
Robot navigation is flexible to any facility or 
warehouse with minimal infrastructural 
modifications. Using LIDAR (Light Detection 
and Ranging) technology, robots are engineered 
to navigate seamlessly and efficiently. By 
executing sensor fusion techniques, Bastian 
Solutions engineers analyze data collected from 
your facility layout to determine the best 
possible navigational course of action.

End of Arm Tooling
One primary benefit of using autonomous 

mobile robots are the variety of product that 
can be handled. Flexible end of arm tools 
(EoAT) equipped with vision can be used in 
conjunction with vacuum or mechanical fingers 
to handle a much wider variety of products 
than ever before. As seen in Fig. 2, a recent 
EoAT design developed by the Bast ian 
Solutions research and development team, 
combines vacuum cup fingers to handle small 
items and flexible, gripping fingers for larger or 
heavier items.

Benefits of Mobile Picking Robots
• Reduce labor costs: The productivity of 

mobile robots allows operators to transition 
t o  va l ue -add  ac t i v i t i e s  and  he l p s  
companies reduce costly turnover rates. 

• Flexibility: Bastian Solutions’ mobile robots 
can work seamlessly as a single unit or in a 
fleet; throughput can be increased one 
robot at a time and utilization of the units 
can vary seasonally in response to shifting 

market demands; maintenance can be 
completed without disruption to ongoing 
operations.

• Improve safety: Using multiple scanners, 
robots can safely work side by side or 
integrate with a manual workforce if 
needed; the system meets AGV safety 
standards ANSI B56.5 as well as other 
warehousing and OSHA standards.

• Save space: When compared to conveyor 

automation, mobile robots better utilize 
facility floor space by integrating with 
dense storage solutions and narrow aisles 
layouts.

• Increase throughput: With the ability to 

operate 24 hours a day, seven days a 
week, throughput is increased without the 
need to add operators; the system is 
capable of building two mixed pallets every 
15 minutes.

Specifications
The Bastian Solutions mobile batch picking 
robot, seen in Fig. 3, features several key 
features to offer clients a flexible, efficient and 
safe picking solution. Specifications include: 

• Six-axis robot combined with custom end 
of arm tool

• ROS Industrial robotics software̶an 
open-source platform

•  Wi re less ,  oppor tun i ty  charg ing  o f  
ultracapacitors (no maintenance required)

• Singular controller: Seamless and dynamic 
motion, controls up to 62 axes of motion

• Gantry: Batch picking of multiple orders 
offers highest throughput rates

• Omni-directional wheels provide speeds up 
to 230 feet per minute in all directions. 

• Each robot measures 9 feet long by 4 feet 

wide with a payload of over 1,000 pounds

Conclusion
Integrating a mobile robot solution into your 
warehouse will bring widespread efficiencies to 
your  bus ines s .   Wi th  m in ima l  f ac i l i t y  
infrastructure changes, companies can begin 
improving their operations within days of 
implementation.  There are several  key 
advantages to implementing mobile robots such 
as scalability, throughput, autonomous and 
flexible picking, workplace safety, quality 
enhancements, and greater order accuracy, 
wh i ch  a l l  l ead  to  imp roved  cus tomer  
satisfaction.

■ A u t h o r ■
Joe Zoghzoghy, PhD, is the 
Mobile Robotics Manager at 
Bastian Solutions' Dallas, TX, 
research and development 
office. His team of engineers 
des ign  and  manufac tu re  
advanced mobi le  robot ic  
systems for distribution and 
manufacturing operations. Joe 
ea rned  h i s  doc to ra t e  i n  
robot ics  and mechanica l  
engineering as well as his 
master's degree in mechanical 
engineering from Southern 
Methodist University in Dallas, 
TX, USA.

Resources:
1.  Interact Analysis. (2018, April). The Mobile 

Robot Market in 2022 ‒ Our Predictions. 
Retrieved from
https://www.interactanalysis.com/mobile-ro
bot-infographic/ 

Fig. 2 ‒ End of arm tool combining vacuum suction 
and mechanical fingers.

Fig. 3 ‒ Rendering of autonomous mobile picking 
robot from Bastian Solutions.

• The racking can be built up to 24 m high to 
make maximum use of the available 
floorspace

  Looking at  our  key design pr inciples:  
FASTPICK makes the job of picking operator 
extremely simple and fast by bringing them 
products for orders in order-by-order sequence. 
This allows an efficient one touch pick-pack 
operat ion regardless  of  the order  s ize .  
ADAPTO, the shuttle system as the core of this 
solution enables this sequencing. As shuttles 
can move autonomously through the entire 
racking structure, complex conveyor loops can 
be avoided and an easily scalable solution is 
created.

■ A u t h o r ■

Paul Thoonen ‒ Logistic 
concepts & Designs Manager

Ivo van Lith ‒ Logistic 
concepts & Designs Manager
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2）Vanderlande Industries Holding B.V.
Vanderlande is the global market leader for 
value-added logistic process automation at 
airports and in the parcel market. The company 
is also a leading supplier of process automation 
solutions for warehouses.
Vanderlande focuses on the optimization of its 
customers’ business processes and competitive 
position through close cooperation with its 
customers. Vanderlande’s extensive portfolio of 
integrated solutions ‒ innovative systems, 
intelligent software and life-cycle services ‒ 
results in the realization of fast, reliable and 
efficient automation technology.

Market
E - comme r ce  i s  c hang i ng  con sume r s’ 
expectations and needs. They now demand 
speed, accuracy and flexibility throughout the 
entire ordering and delivery process. When 
they buy a product online, they might want it 
delivered that same day or they might prefer to 
pick it up themselves ‒ at any time and any 
location. They also want the option to change 
their mind or return a product easily ‒ at any 
moment!

Key design principles
The key design principles that drive the 
Vanderlande warehouse solutions to cope with 
these challenging market requirements are 
Scalability, Flexibility and User Experience 
(UX).

Many e-commerce companies face fast and 
unpredictable growth. Therefor the (automated) 
solutions for their logistics fulfillment need to be 
scalable and able to follow the business growth 
without wasting previous investments in 
automation. Either incremental or even 
exponential

On the short  term there wi l l  a lways be 
workload fluctuations. Usually it does not make 

sense to fully automate for the busiest days. 
Most important for those days is that the peaks 
can be handled in a controlled way with a 
temporary and/or flexible work force on top of 
the automation. Today’s slow moving products 
are tomorrow’s fast movers and vice versa. The 
mix of large store orders versus small e-com 
orders may change instantaneously. To adapt 
to these short term change the warehouse 
solutions need to be flexible.

User experience (UX) is a third important factor 
when designing solutions. UX goes beyond 
ergonomics. Labor is expensive and it hiring 
people can be difficult. Therefor the work 
environment needs to be desirable: a pleasant 
place where people like to work. Secondly with 
short term work force changes being inevitable 
due to workload fluctuations, it is a basic 
requirement that people can be trained quickly. 
Simplicity in tasks reduces errors made by 
people., The solution must be controlled by 
intelligent software for seamless collaboration 
between people and machines resulting in 
simplicity in use.

Solutions
Vanderlande designs and delivers end-to-end 
warehousing solutions. The single perfect 
solution does not exist. Handling a t-shirt differs 
from handling bottles of cola. The desired level 
of automation and related investment level is 
different for every company. Therefor a range 
of different solutions is available and offered. In 
this article we will highlight two of these 
solutions: AIRPICK and FASTPICK

AIRPICK is a solution based on manual item 
picking. The core of this solution is a so called 
pocket sorter to sort batches of items to 
individual orders. With a relatively low 
investment this solution ensures a smooth and 
efficient order fulfilment process, regardless of 
the order size and scalable with the required 

throughput.

FASTPICK i s  a  so lu t ion  based  on  the  
goods-to-person concept. By bringing products 
in sequence order-by-order to the picker a one 
touch order fulfilment process without further 
sorting is provided. With the higher level of 
automation the amount of labor is further 
reduced and shorter order lead times are 
achieved. 

AIRPICK
AIRPICK is a solution based on the concept of 
manual batch picking and automatic sortation 
to order using a pocket sorter, AIRTRAX 
Pocket.
Batch picking is a widely used concept for 
order fulfilment. By combining items for 
multiple orders in batches and dividing the 
work over multiple pick-operators, the manual 
picking productivity is improved drastically. 
Conventional batch pick sort solutions use loop 
sorters (e.g. crossbelt sorter) to sort the batches 
to individual orders. In addition to the loop 
sorter, a batch tote buffer (e.g. AS/RS) is 
needed to decouple the picking process from 
the sorting process.

The main disadvantages of conventional 
loopsorter based solutions are the sortability 
l i m i t a t i o n s  a nd  need  f o r  m o r e  o r de r  
p i ck ing -ope ra to r s .  The  lower  p i ck ing  
productivity is caused by small order sizes 
(e-commerce) combined with a limited number 
of sorter destinations which leads to more, 
smaller batches.

In the AIRPICK solution a pocket sorter is used 
to sort items from a batch to individual orders. 
Instead of placing items onto a sorter, they are 
put into a pocket. Every picked item is placed in 
its own pocket. In one system thousands of 
pockets can be handled individually. The 
resulting key features -not possible with 

traditional loopsorters- are the ability to buffer 
items and to put them in any required sequence 
by using multi-stage pocket sortation. The 
pocket sorter technology is based on equipment 
also used for hanging garment having a 
relatively low investment level and a proven 
track record in operations. By placing products 
in pockets an extremely wide product range 
can be handled, making it  ready for the 
uncertainty of tomorrows business.
With the sequencing capabilities of a pocket 
sorter as the core of AIRPICK, this solution:

• Allows items to be picked in an arbitrary 
order and coming from various warehouse 
areas

•  I s  i n sens i t i ve  to  o rde r  s i ze  ( sma l l  
E-commerce versus large store orders)

• Can transport items for an order to a 
specific packing station (gift wrap, special 
carton, other value-added services)

• Can deliver items within an order in full 
sequence which facilitates an automated 
packing process (heavy/large items first on 
the bottom)

• Can supply items in sequence to supply the 
store (per product, sorted on size)

With the buffering capabilities for individual 
items a pocket sorter, the AIRPICK solution:

• Uses a single technology for buffering and 
sorting, easier to build and maintain.

• Allows very flexible assignment of items to 
batches. Assignments can be changed 
during picking and even after insertion into 
the pocket system.

• Allows items to be inserted into the system 
before an order exists. This feature is 
particularly useful for returns handling. By 
inserting returned items into the pocket 
system, these items can be re-allocated to 
an  o rder  immedia te ly  and  wi thout  
additional manual picking effort. 

Looking at our key design principles: AIRPICK 
provides an extremely simple process. Once 
products are scanned and inserted into a 

pocket, the system takes care of the rest and 
makes sure it ends up in the right order, at the 
r ight packing table, at the r ight t ime. A 
changing product portfolio, orders getting 
smaller, varying daily volumes, the AIRPICK 
solution can handle it. The highly modular 
design of the AIRTRAX system makes it easy to 
extend, allowing the order fulfilment system to 
grow alongside the business.

FASTPICK
FASTPICK is a goods-to-person order fulfilment 
system that uses the advanced ADAPTO 
shuttles for product storage and retrieval. By 
bringing the products to the picking operator 

the amount of labor is reduced even further, 
s imply  because the walk ing act iv i ty  i s  
eliminated. FASTPICK is ideal for handling 
orders with extremely short lead times. An 
entire order can be fulfil led on a single 
workstation which results in an order fulfilment 
lead time as low as ten minutes.
The picking workstations can also be fitted with 
a collaborative Smart Item Robot to further 
increase efficiency and reduce the number of 
picking operators required.
T o  m a k e  t h e  s y s t e m  r u n  s m o o t h l y ,  
Vanderlande’s flexible and adaptable VISION 
software for automation control intelligently 
connects and synchronizes equipment, robotics, 
people and processes. 

With ADAPTO, the system offers a very high 
storage densi ty ,  up to 60% higher  than 
conventional storage methods, thereby making 
maximum use of available floor space. The 
ADAPTO shuttles retrieve product totes in the 
right sequence to the picking workstations. First 
of all, this eliminates the walking activity. 
Secondly, by allowing an operator to work on 

one order at a time ‒ made possible through the 
built-in sequencing capabilities of the ADAPTO 
shuttle system ‒ FASTPICK offers the highest 
picking rates in the market. Working on one 
order at a time also introduces simplicity in the 
process, making it easy to learn and reducing 
human errors.

The unique ADAPTO shuttle system makes 
FASTPICK extremely scalable and makes it the 
optimal solution for an environment facing 
unpredictable growth requirements. The need 
to increase storage or throughput can be 
independently added to the goods-to-person 
part of the solution.

Shuttles are not bound to one rail at one 
storage level, but they can move autonomously 
across the entire racking structure. This key 
difference compared to traditional shuttle 
systems results in a number of benefits:

• Conveyor loops to sort totes to the right 
workstation are not needed saving costs 
and space. Shuttles bring the totes directly 
to the right exit point and in the desired 
sequence.  

• Lifts are no longer needed in front of every 
storage aisle, only in front of a workstation. 
Shuttles are no longer needed in every 
storage channel, just the exact number to 
fulfill the throughput needs. This results in 
a very scalable the system that can be 
adapted to throughput and storage needs 
independently.

• There is no single point of failure in the 
system. In case a shuttle fails, others can 
easily take over its work.

• When access is needed, a certified wireless 
safety system allows to create a small safe 
area while keeping the rest of the system 
fully operational.

• Shuttles can be diagnosed via a central 
controller and when needed called to a 
central maintenance station.

•  S h u t t l e s  a r e  p o w e r e d  b y  a  s a f e  
lithium-titanate battery. Kilometers of 
powerbars along all rails of traditional 
systems are no longer needed. The battery 
is charged when the shuttle is docked to 
the lift via opportunity charging during 
pick-up and deposit of the load. As a result 
shuttles can operate 24/7.

１．新たなるトヨタL&F
1）Bastian Solutions LLC
Autonomous Mobile Robotic Batch Picking 
from Bastian Solutions
The autonomous mobile robot market is 
forecasted to reach $7 billion (US) by 20221 
and for good reason. Mobile robotic systems 
offer the flexibility and throughput needed to 
meet growing consumer and market demands 
such as personalized orders, rising wages, 
employee turnover, and faster shipments. 
Whether fulfill ing same-day shipping of 
e-commerce orders or building mixed case 
pallets for store replenishment, autonomous 
mobi le  robots  offer  a  s imple ,  modula r  
integration, a safe working environment, 
around-the-clock fulfillment, and reduced labor 
costs.

Introduction
With these prevailing fulfillment opportunities 
in mind, Bastian Solutions has developed 
patented autonomous mobile picking robots to 
help customers meet growing demands. 
Bast ian’s mobile robots are capable of  
transforming order fulfillment operations by 
easily adapting to infrastructure and improving 
cost ly inefficiencies with quick,  precise 
movements. Equipped with an intelligent 

end-of-arm-tool and vision system, Bastian 
Solutions’ mobile batch picking robots serve as 
a n  a l t e r n a t i v e  t o  t r a d i t i o n a l  m o r e  
labor-intensive manual picking methods.

The units operate as a robot-to-goods solution 
by simultaneously retrieving and picking many 
types of products, for a batch of multiple 
orders. Each robot is controlled by Exacta 
Maestro, a fleet management tool, developed 
by Bastian Solutions, that integrates with a 
facility’s warehouse management system 
(WMS) for maximum control and visibility of 
productivity.

Key Features 
Simulation
Prior to implementing a mobile robot solution, a 
computer simulation is completed. As seen in 
Fig. 1, this data-driven, visual analysis allows 
companies to assess risk and better plan for 
system implementation. Simulation shows the 
impact mobile robots will have on a company’s 
operation, determines the size of fleet required 
to meet throughput rates, and maps ideal robot 
navigation routes through a faci l i ty.  By 
answering the what-if questions, computer 
simulation helps develop the most efficient and 
effective mobile robot solution.

Navigation
Robot navigation is flexible to any facility or 
warehouse with minimal infrastructural 
modifications. Using LIDAR (Light Detection 
and Ranging) technology, robots are engineered 
to navigate seamlessly and efficiently. By 
executing sensor fusion techniques, Bastian 
Solutions engineers analyze data collected from 
your facility layout to determine the best 
possible navigational course of action.

End of Arm Tooling
One primary benefit of using autonomous 

mobile robots are the variety of product that 
can be handled. Flexible end of arm tools 
(EoAT) equipped with vision can be used in 
conjunction with vacuum or mechanical fingers 
to handle a much wider variety of products 
than ever before. As seen in Fig. 2, a recent 
EoAT design developed by the Bast ian 
Solutions research and development team, 
combines vacuum cup fingers to handle small 
items and flexible, gripping fingers for larger or 
heavier items.

Benefits of Mobile Picking Robots
• Reduce labor costs: The productivity of 

mobile robots allows operators to transition 
t o  va l ue -add  ac t i v i t i e s  and  he l p s  
companies reduce costly turnover rates. 

• Flexibility: Bastian Solutions’ mobile robots 
can work seamlessly as a single unit or in a 
fleet; throughput can be increased one 
robot at a time and utilization of the units 
can vary seasonally in response to shifting 

market demands; maintenance can be 
completed without disruption to ongoing 
operations.

• Improve safety: Using multiple scanners, 
robots can safely work side by side or 
integrate with a manual workforce if 
needed; the system meets AGV safety 
standards ANSI B56.5 as well as other 
warehousing and OSHA standards.

• Save space: When compared to conveyor 

automation, mobile robots better utilize 
facility floor space by integrating with 
dense storage solutions and narrow aisles 
layouts.

• Increase throughput: With the ability to 

operate 24 hours a day, seven days a 
week, throughput is increased without the 
need to add operators; the system is 
capable of building two mixed pallets every 
15 minutes.

Specifications
The Bastian Solutions mobile batch picking 
robot, seen in Fig. 3, features several key 
features to offer clients a flexible, efficient and 
safe picking solution. Specifications include: 

• Six-axis robot combined with custom end 
of arm tool

• ROS Industrial robotics software̶an 
open-source platform

•  Wi re less ,  oppor tun i ty  charg ing  o f  
ultracapacitors (no maintenance required)

• Singular controller: Seamless and dynamic 
motion, controls up to 62 axes of motion

• Gantry: Batch picking of multiple orders 
offers highest throughput rates

• Omni-directional wheels provide speeds up 
to 230 feet per minute in all directions. 

• Each robot measures 9 feet long by 4 feet 

wide with a payload of over 1,000 pounds

Conclusion
Integrating a mobile robot solution into your 
warehouse will bring widespread efficiencies to 
your  bus ines s .   Wi th  m in ima l  f ac i l i t y  
infrastructure changes, companies can begin 
improving their operations within days of 
implementation.  There are several  key 
advantages to implementing mobile robots such 
as scalability, throughput, autonomous and 
flexible picking, workplace safety, quality 
enhancements, and greater order accuracy, 
wh i ch  a l l  l ead  to  imp roved  cus tomer  
satisfaction.

■ A u t h o r ■
Joe Zoghzoghy, PhD, is the 
Mobile Robotics Manager at 
Bastian Solutions' Dallas, TX, 
research and development 
office. His team of engineers 
des ign  and  manufac tu re  
advanced mobi le  robot ic  
systems for distribution and 
manufacturing operations. Joe 
ea rned  h i s  doc to ra t e  i n  
robot ics  and mechanica l  
engineering as well as his 
master's degree in mechanical 
engineering from Southern 
Methodist University in Dallas, 
TX, USA.

Resources:
1.  Interact Analysis. (2018, April). The Mobile 

Robot Market in 2022 ‒ Our Predictions. 
Retrieved from
https://www.interactanalysis.com/mobile-ro
bot-infographic/ 

Fig. 2 ‒ End of arm tool combining vacuum suction 
and mechanical fingers.

Fig. 3 ‒ Rendering of autonomous mobile picking 
robot from Bastian Solutions.

• The racking can be built up to 24 m high to 
make maximum use of the available 
floorspace

  Looking at  our  key design pr inciples:  
FASTPICK makes the job of picking operator 
extremely simple and fast by bringing them 
products for orders in order-by-order sequence. 
This allows an efficient one touch pick-pack 
operat ion regardless  of  the order  s ize .  
ADAPTO, the shuttle system as the core of this 
solution enables this sequencing. As shuttles 
can move autonomously through the entire 
racking structure, complex conveyor loops can 
be avoided and an easily scalable solution is 
created.

■ A u t h o r ■

Paul Thoonen ‒ Logistic 
concepts & Designs Manager

Ivo van Lith ‒ Logistic 
concepts & Designs Manager
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2）Vanderlande Industries Holding B.V.
Vanderlande is the global market leader for 
value-added logistic process automation at 
airports and in the parcel market. The company 
is also a leading supplier of process automation 
solutions for warehouses.
Vanderlande focuses on the optimization of its 
customers’ business processes and competitive 
position through close cooperation with its 
customers. Vanderlande’s extensive portfolio of 
integrated solutions ‒ innovative systems, 
intelligent software and life-cycle services ‒ 
results in the realization of fast, reliable and 
efficient automation technology.

Market
E - comme r ce  i s  c hang i ng  con sume r s’ 
expectations and needs. They now demand 
speed, accuracy and flexibility throughout the 
entire ordering and delivery process. When 
they buy a product online, they might want it 
delivered that same day or they might prefer to 
pick it up themselves ‒ at any time and any 
location. They also want the option to change 
their mind or return a product easily ‒ at any 
moment!

Key design principles
The key design principles that drive the 
Vanderlande warehouse solutions to cope with 
these challenging market requirements are 
Scalability, Flexibility and User Experience 
(UX).

Many e-commerce companies face fast and 
unpredictable growth. Therefor the (automated) 
solutions for their logistics fulfillment need to be 
scalable and able to follow the business growth 
without wasting previous investments in 
automation. Either incremental or even 
exponential

On the short  term there wi l l  a lways be 
workload fluctuations. Usually it does not make 

sense to fully automate for the busiest days. 
Most important for those days is that the peaks 
can be handled in a controlled way with a 
temporary and/or flexible work force on top of 
the automation. Today’s slow moving products 
are tomorrow’s fast movers and vice versa. The 
mix of large store orders versus small e-com 
orders may change instantaneously. To adapt 
to these short term change the warehouse 
solutions need to be flexible.

User experience (UX) is a third important factor 
when designing solutions. UX goes beyond 
ergonomics. Labor is expensive and it hiring 
people can be difficult. Therefor the work 
environment needs to be desirable: a pleasant 
place where people like to work. Secondly with 
short term work force changes being inevitable 
due to workload fluctuations, it is a basic 
requirement that people can be trained quickly. 
Simplicity in tasks reduces errors made by 
people., The solution must be controlled by 
intelligent software for seamless collaboration 
between people and machines resulting in 
simplicity in use.

Solutions
Vanderlande designs and delivers end-to-end 
warehousing solutions. The single perfect 
solution does not exist. Handling a t-shirt differs 
from handling bottles of cola. The desired level 
of automation and related investment level is 
different for every company. Therefor a range 
of different solutions is available and offered. In 
this article we will highlight two of these 
solutions: AIRPICK and FASTPICK

AIRPICK is a solution based on manual item 
picking. The core of this solution is a so called 
pocket sorter to sort batches of items to 
individual orders. With a relatively low 
investment this solution ensures a smooth and 
efficient order fulfilment process, regardless of 
the order size and scalable with the required 

throughput.

FASTPICK i s  a  so lu t ion  based  on  the  
goods-to-person concept. By bringing products 
in sequence order-by-order to the picker a one 
touch order fulfilment process without further 
sorting is provided. With the higher level of 
automation the amount of labor is further 
reduced and shorter order lead times are 
achieved. 

AIRPICK
AIRPICK is a solution based on the concept of 
manual batch picking and automatic sortation 
to order using a pocket sorter, AIRTRAX 
Pocket.
Batch picking is a widely used concept for 
order fulfilment. By combining items for 
multiple orders in batches and dividing the 
work over multiple pick-operators, the manual 
picking productivity is improved drastically. 
Conventional batch pick sort solutions use loop 
sorters (e.g. crossbelt sorter) to sort the batches 
to individual orders. In addition to the loop 
sorter, a batch tote buffer (e.g. AS/RS) is 
needed to decouple the picking process from 
the sorting process.

The main disadvantages of conventional 
loopsorter based solutions are the sortability 
l i m i t a t i o n s  a n d  n eed  f o r  m o r e  o r de r  
p i ck ing -ope ra to r s .  The  lower  p i ck ing  
productivity is caused by small order sizes 
(e-commerce) combined with a limited number 
of sorter destinations which leads to more, 
smaller batches.

In the AIRPICK solution a pocket sorter is used 
to sort items from a batch to individual orders. 
Instead of placing items onto a sorter, they are 
put into a pocket. Every picked item is placed in 
its own pocket. In one system thousands of 
pockets can be handled individually. The 
resulting key features -not possible with 

traditional loopsorters- are the ability to buffer 
items and to put them in any required sequence 
by using multi-stage pocket sortation. The 
pocket sorter technology is based on equipment 
also used for hanging garment having a 
relatively low investment level and a proven 
track record in operations. By placing products 
in pockets an extremely wide product range 
can be handled, making it  ready for the 
uncertainty of tomorrows business.
With the sequencing capabilities of a pocket 
sorter as the core of AIRPICK, this solution:

• Allows items to be picked in an arbitrary 
order and coming from various warehouse 
areas

•  I s  i n sens i t i ve  to  o rde r  s i ze  ( sma l l  
E-commerce versus large store orders)

• Can transport items for an order to a 
specific packing station (gift wrap, special 
carton, other value-added services)

• Can deliver items within an order in full 
sequence which facilitates an automated 
packing process (heavy/large items first on 
the bottom)

• Can supply items in sequence to supply the 
store (per product, sorted on size)

With the buffering capabilities for individual 
items a pocket sorter, the AIRPICK solution:

• Uses a single technology for buffering and 
sorting, easier to build and maintain.

• Allows very flexible assignment of items to 
batches. Assignments can be changed 
during picking and even after insertion into 
the pocket system.

• Allows items to be inserted into the system 
before an order exists. This feature is 
particularly useful for returns handling. By 
inserting returned items into the pocket 
system, these items can be re-allocated to 
an  o rder  immedia te ly  and  wi thout  
additional manual picking effort. 

Looking at our key design principles: AIRPICK 
provides an extremely simple process. Once 
products are scanned and inserted into a 

pocket, the system takes care of the rest and 
makes sure it ends up in the right order, at the 
r ight packing table, at the r ight t ime. A 
changing product portfolio, orders getting 
smaller, varying daily volumes, the AIRPICK 
solution can handle it. The highly modular 
design of the AIRTRAX system makes it easy to 
extend, allowing the order fulfilment system to 
grow alongside the business.

FASTPICK
FASTPICK is a goods-to-person order fulfilment 
system that uses the advanced ADAPTO 
shuttles for product storage and retrieval. By 
bringing the products to the picking operator 

the amount of labor is reduced even further, 
s imply  because the walk ing act iv i ty  i s  
eliminated. FASTPICK is ideal for handling 
orders with extremely short lead times. An 
entire order can be fulfil led on a single 
workstation which results in an order fulfilment 
lead time as low as ten minutes.
The picking workstations can also be fitted with 
a collaborative Smart Item Robot to further 
increase efficiency and reduce the number of 
picking operators required.
T o  m a k e  t h e  s y s t e m  r u n  s m o o t h l y ,  
Vanderlande’s flexible and adaptable VISION 
software for automation control intelligently 
connects and synchronizes equipment, robotics, 
people and processes. 

With ADAPTO, the system offers a very high 
storage densi ty ,  up to 60% higher  than 
conventional storage methods, thereby making 
maximum use of available floor space. The 
ADAPTO shuttles retrieve product totes in the 
right sequence to the picking workstations. First 
of all, this eliminates the walking activity. 
Secondly, by allowing an operator to work on 

one order at a time ‒ made possible through the 
built-in sequencing capabilities of the ADAPTO 
shuttle system ‒ FASTPICK offers the highest 
picking rates in the market. Working on one 
order at a time also introduces simplicity in the 
process, making it easy to learn and reducing 
human errors.

The unique ADAPTO shuttle system makes 
FASTPICK extremely scalable and makes it the 
optimal solution for an environment facing 
unpredictable growth requirements. The need 
to increase storage or throughput can be 
independently added to the goods-to-person 
part of the solution.

Shuttles are not bound to one rail at one 
storage level, but they can move autonomously 
across the entire racking structure. This key 
difference compared to traditional shuttle 
systems results in a number of benefits:

• Conveyor loops to sort totes to the right 
workstation are not needed saving costs 
and space. Shuttles bring the totes directly 
to the right exit point and in the desired 
sequence.  

• Lifts are no longer needed in front of every 
storage aisle, only in front of a workstation. 
Shuttles are no longer needed in every 
storage channel, just the exact number to 
fulfill the throughput needs. This results in 
a very scalable the system that can be 
adapted to throughput and storage needs 
independently.

• There is no single point of failure in the 
system. In case a shuttle fails, others can 
easily take over its work.

• When access is needed, a certified wireless 
safety system allows to create a small safe 
area while keeping the rest of the system 
fully operational.

• Shuttles can be diagnosed via a central 
controller and when needed called to a 
central maintenance station.

•  S h u t t l e s  a r e  p o w e r e d  b y  a  s a f e  
lithium-titanate battery. Kilometers of 
powerbars along all rails of traditional 
systems are no longer needed. The battery 
is charged when the shuttle is docked to 
the lift via opportunity charging during 
pick-up and deposit of the load. As a result 
shuttles can operate 24/7.

１．新たなるトヨタL&F
1）Bastian Solutions LLC
Autonomous Mobile Robotic Batch Picking 
from Bastian Solutions
The autonomous mobile robot market is 
forecasted to reach $7 billion (US) by 20221 
and for good reason. Mobile robotic systems 
offer the flexibility and throughput needed to 
meet growing consumer and market demands 
such as personalized orders, rising wages, 
employee turnover, and faster shipments. 
Whether fulfill ing same-day shipping of 
e-commerce orders or building mixed case 
pallets for store replenishment, autonomous 
mobi le  robots  offer  a  s imple ,  modula r  
integration, a safe working environment, 
around-the-clock fulfillment, and reduced labor 
costs.

Introduction
With these prevailing fulfillment opportunities 
in mind, Bastian Solutions has developed 
patented autonomous mobile picking robots to 
help customers meet growing demands. 
Bast ian’s mobile robots are capable of  
transforming order fulfillment operations by 
easily adapting to infrastructure and improving 
cost ly inefficiencies with quick,  precise 
movements. Equipped with an intelligent 

end-of-arm-tool and vision system, Bastian 
Solutions’ mobile batch picking robots serve as 
a n  a l t e r n a t i v e  t o  t r a d i t i o n a l  m o r e  
labor-intensive manual picking methods.

The units operate as a robot-to-goods solution 
by simultaneously retrieving and picking many 
types of products, for a batch of multiple 
orders. Each robot is controlled by Exacta 
Maestro, a fleet management tool, developed 
by Bastian Solutions, that integrates with a 
facility’s warehouse management system 
(WMS) for maximum control and visibility of 
productivity.

Key Features 
Simulation
Prior to implementing a mobile robot solution, a 
computer simulation is completed. As seen in 
Fig. 1, this data-driven, visual analysis allows 
companies to assess risk and better plan for 
system implementation. Simulation shows the 
impact mobile robots will have on a company’s 
operation, determines the size of fleet required 
to meet throughput rates, and maps ideal robot 
navigation routes through a faci l i ty.  By 
answering the what-if questions, computer 
simulation helps develop the most efficient and 
effective mobile robot solution.

Navigation
Robot navigation is flexible to any facility or 
warehouse with minimal infrastructural 
modifications. Using LIDAR (Light Detection 
and Ranging) technology, robots are engineered 
to navigate seamlessly and efficiently. By 
executing sensor fusion techniques, Bastian 
Solutions engineers analyze data collected from 
your facility layout to determine the best 
possible navigational course of action.

End of Arm Tooling
One primary benefit of using autonomous 

mobile robots are the variety of product that 
can be handled. Flexible end of arm tools 
(EoAT) equipped with vision can be used in 
conjunction with vacuum or mechanical fingers 
to handle a much wider variety of products 
than ever before. As seen in Fig. 2, a recent 
EoAT design developed by the Bast ian 
Solutions research and development team, 
combines vacuum cup fingers to handle small 
items and flexible, gripping fingers for larger or 
heavier items.

Benefits of Mobile Picking Robots
• Reduce labor costs: The productivity of 

mobile robots allows operators to transition 
t o  va l ue -add  ac t i v i t i e s  and  he l p s  
companies reduce costly turnover rates. 

• Flexibility: Bastian Solutions’ mobile robots 
can work seamlessly as a single unit or in a 
fleet; throughput can be increased one 
robot at a time and utilization of the units 
can vary seasonally in response to shifting 

market demands; maintenance can be 
completed without disruption to ongoing 
operations.

• Improve safety: Using multiple scanners, 
robots can safely work side by side or 
integrate with a manual workforce if 
needed; the system meets AGV safety 
standards ANSI B56.5 as well as other 
warehousing and OSHA standards.

• Save space: When compared to conveyor 

automation, mobile robots better utilize 
facility floor space by integrating with 
dense storage solutions and narrow aisles 
layouts.

• Increase throughput: With the ability to 

operate 24 hours a day, seven days a 
week, throughput is increased without the 
need to add operators; the system is 
capable of building two mixed pallets every 
15 minutes.

Specifications
The Bastian Solutions mobile batch picking 
robot, seen in Fig. 3, features several key 
features to offer clients a flexible, efficient and 
safe picking solution. Specifications include: 

• Six-axis robot combined with custom end 
of arm tool

• ROS Industrial robotics software̶an 
open-source platform

•  Wi re less ,  oppor tun i ty  charg ing  o f  
ultracapacitors (no maintenance required)

• Singular controller: Seamless and dynamic 
motion, controls up to 62 axes of motion

• Gantry: Batch picking of multiple orders 
offers highest throughput rates

• Omni-directional wheels provide speeds up 
to 230 feet per minute in all directions. 

• Each robot measures 9 feet long by 4 feet 

wide with a payload of over 1,000 pounds

Conclusion
Integrating a mobile robot solution into your 
warehouse will bring widespread efficiencies to 
your  bus ines s .   Wi th  m in ima l  f ac i l i t y  
infrastructure changes, companies can begin 
improving their operations within days of 
implementation.  There are several  key 
advantages to implementing mobile robots such 
as scalability, throughput, autonomous and 
flexible picking, workplace safety, quality 
enhancements, and greater order accuracy, 
wh i ch  a l l  l ead  to  imp roved  cus tomer  
satisfaction.

■ A u t h o r ■
Joe Zoghzoghy, PhD, is the 
Mobile Robotics Manager at 
Bastian Solutions' Dallas, TX, 
research and development 
office. His team of engineers 
des ign  and  manufac tu re  
advanced mobi le  robot ic  
systems for distribution and 
manufacturing operations. Joe 
ea rned  h i s  doc to ra t e  i n  
robot ics  and mechanica l  
engineering as well as his 
master's degree in mechanical 
engineering from Southern 
Methodist University in Dallas, 
TX, USA.

Resources:
1.  Interact Analysis. (2018, April). The Mobile 

Robot Market in 2022 ‒ Our Predictions. 
Retrieved from
https://www.interactanalysis.com/mobile-ro
bot-infographic/ 

• The racking can be built up to 24 m high to 
make maximum use of the available 
floorspace

  Looking at  our  key design pr inciples:  
FASTPICK makes the job of picking operator 
extremely simple and fast by bringing them 
products for orders in order-by-order sequence. 
This allows an efficient one touch pick-pack 
operat ion regardless  of  the order  s ize .  
ADAPTO, the shuttle system as the core of this 
solution enables this sequencing. As shuttles 
can move autonomously through the entire 
racking structure, complex conveyor loops can 
be avoided and an easily scalable solution is 
created.

■ A u t h o r ■

Paul Thoonen ‒ Logistic 
concepts & Designs Manager

Ivo van Lith ‒ Logistic 
concepts & Designs Manager
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2）Vanderlande Industries Holding B.V.
Vanderlande is the global market leader for 
value-added logistic process automation at 
airports and in the parcel market. The company 
is also a leading supplier of process automation 
solutions for warehouses.
Vanderlande focuses on the optimization of its 
customers’ business processes and competitive 
position through close cooperation with its 
customers. Vanderlande’s extensive portfolio of 
integrated solutions ‒ innovative systems, 
intelligent software and life-cycle services ‒ 
results in the realization of fast, reliable and 
efficient automation technology.

Market
E - comme r ce  i s  c hang i ng  con sume r s’ 
expectations and needs. They now demand 
speed, accuracy and flexibility throughout the 
entire ordering and delivery process. When 
they buy a product online, they might want it 
delivered that same day or they might prefer to 
pick it up themselves ‒ at any time and any 
location. They also want the option to change 
their mind or return a product easily ‒ at any 
moment!

Key design principles
The key design principles that drive the 
Vanderlande warehouse solutions to cope with 
these challenging market requirements are 
Scalability, Flexibility and User Experience 
(UX).

Many e-commerce companies face fast and 
unpredictable growth. Therefor the (automated) 
solutions for their logistics fulfillment need to be 
scalable and able to follow the business growth 
without wasting previous investments in 
automation. Either incremental or even 
exponential

On the short  term there wi l l  a lways be 
workload fluctuations. Usually it does not make 

sense to fully automate for the busiest days. 
Most important for those days is that the peaks 
can be handled in a controlled way with a 
temporary and/or flexible work force on top of 
the automation. Today’s slow moving products 
are tomorrow’s fast movers and vice versa. The 
mix of large store orders versus small e-com 
orders may change instantaneously. To adapt 
to these short term change the warehouse 
solutions need to be flexible.

User experience (UX) is a third important factor 
when designing solutions. UX goes beyond 
ergonomics. Labor is expensive and it hiring 
people can be difficult. Therefor the work 
environment needs to be desirable: a pleasant 
place where people like to work. Secondly with 
short term work force changes being inevitable 
due to workload fluctuations, it is a basic 
requirement that people can be trained quickly. 
Simplicity in tasks reduces errors made by 
people., The solution must be controlled by 
intelligent software for seamless collaboration 
between people and machines resulting in 
simplicity in use.

Solutions
Vanderlande designs and delivers end-to-end 
warehousing solutions. The single perfect 
solution does not exist. Handling a t-shirt differs 
from handling bottles of cola. The desired level 
of automation and related investment level is 
different for every company. Therefor a range 
of different solutions is available and offered. In 
this article we will highlight two of these 
solutions: AIRPICK and FASTPICK

AIRPICK is a solution based on manual item 
picking. The core of this solution is a so called 
pocket sorter to sort batches of items to 
individual orders. With a relatively low 
investment this solution ensures a smooth and 
efficient order fulfilment process, regardless of 
the order size and scalable with the required 

throughput.

FASTPICK i s  a  so lu t ion  based  on  the  
goods-to-person concept. By bringing products 
in sequence order-by-order to the picker a one 
touch order fulfilment process without further 
sorting is provided. With the higher level of 
automation the amount of labor is further 
reduced and shorter order lead times are 
achieved. 

AIRPICK
AIRPICK is a solution based on the concept of 
manual batch picking and automatic sortation 
to order using a pocket sorter, AIRTRAX 
Pocket.
Batch picking is a widely used concept for 
order fulfilment. By combining items for 
multiple orders in batches and dividing the 
work over multiple pick-operators, the manual 
picking productivity is improved drastically. 
Conventional batch pick sort solutions use loop 
sorters (e.g. crossbelt sorter) to sort the batches 
to individual orders. In addition to the loop 
sorter, a batch tote buffer (e.g. AS/RS) is 
needed to decouple the picking process from 
the sorting process.

The main disadvantages of conventional 
loopsorter based solutions are the sortability 
l i m i t a t i o n s  a n d  need  f o r  m o r e  o r de r  
p i ck ing -ope ra to r s .  The  lower  p i ck ing  
productivity is caused by small order sizes 
(e-commerce) combined with a limited number 
of sorter destinations which leads to more, 
smaller batches.

In the AIRPICK solution a pocket sorter is used 
to sort items from a batch to individual orders. 
Instead of placing items onto a sorter, they are 
put into a pocket. Every picked item is placed in 
its own pocket. In one system thousands of 
pockets can be handled individually. The 
resulting key features -not possible with 

traditional loopsorters- are the ability to buffer 
items and to put them in any required sequence 
by using multi-stage pocket sortation. The 
pocket sorter technology is based on equipment 
also used for hanging garment having a 
relatively low investment level and a proven 
track record in operations. By placing products 
in pockets an extremely wide product range 
can be handled, making it  ready for the 
uncertainty of tomorrows business.
With the sequencing capabilities of a pocket 
sorter as the core of AIRPICK, this solution:

• Allows items to be picked in an arbitrary 
order and coming from various warehouse 
areas

•  I s  i n sens i t i ve  to  o rde r  s i ze  ( sma l l  
E-commerce versus large store orders)

• Can transport items for an order to a 
specific packing station (gift wrap, special 
carton, other value-added services)

• Can deliver items within an order in full 
sequence which facilitates an automated 
packing process (heavy/large items first on 
the bottom)

• Can supply items in sequence to supply the 
store (per product, sorted on size)

With the buffering capabilities for individual 
items a pocket sorter, the AIRPICK solution:

• Uses a single technology for buffering and 
sorting, easier to build and maintain.

• Allows very flexible assignment of items to 
batches. Assignments can be changed 
during picking and even after insertion into 
the pocket system.

• Allows items to be inserted into the system 
before an order exists. This feature is 
particularly useful for returns handling. By 
inserting returned items into the pocket 
system, these items can be re-allocated to 
an  o rder  immedia te ly  and  wi thout  
additional manual picking effort. 

Looking at our key design principles: AIRPICK 
provides an extremely simple process. Once 
products are scanned and inserted into a 

pocket, the system takes care of the rest and 
makes sure it ends up in the right order, at the 
r ight packing table, at the r ight t ime. A 
changing product portfolio, orders getting 
smaller, varying daily volumes, the AIRPICK 
solution can handle it. The highly modular 
design of the AIRTRAX system makes it easy to 
extend, allowing the order fulfilment system to 
grow alongside the business.

FASTPICK
FASTPICK is a goods-to-person order fulfilment 
system that uses the advanced ADAPTO 
shuttles for product storage and retrieval. By 
bringing the products to the picking operator 

the amount of labor is reduced even further, 
s imply  because the walk ing act iv i ty  i s  
eliminated. FASTPICK is ideal for handling 
orders with extremely short lead times. An 
entire order can be fulfil led on a single 
workstation which results in an order fulfilment 
lead time as low as ten minutes.
The picking workstations can also be fitted with 
a collaborative Smart Item Robot to further 
increase efficiency and reduce the number of 
picking operators required.
T o  m a k e  t h e  s y s t e m  r u n  s m o o t h l y ,  
Vanderlande’s flexible and adaptable VISION 
software for automation control intelligently 
connects and synchronizes equipment, robotics, 
people and processes. 

With ADAPTO, the system offers a very high 
storage densi ty ,  up to 60% higher  than 
conventional storage methods, thereby making 
maximum use of available floor space. The 
ADAPTO shuttles retrieve product totes in the 
right sequence to the picking workstations. First 
of all, this eliminates the walking activity. 
Secondly, by allowing an operator to work on 

one order at a time ‒ made possible through the 
built-in sequencing capabilities of the ADAPTO 
shuttle system ‒ FASTPICK offers the highest 
picking rates in the market. Working on one 
order at a time also introduces simplicity in the 
process, making it easy to learn and reducing 
human errors.

The unique ADAPTO shuttle system makes 
FASTPICK extremely scalable and makes it the 
optimal solution for an environment facing 
unpredictable growth requirements. The need 
to increase storage or throughput can be 
independently added to the goods-to-person 
part of the solution.

Shuttles are not bound to one rail at one 
storage level, but they can move autonomously 
across the entire racking structure. This key 
difference compared to traditional shuttle 
systems results in a number of benefits:

• Conveyor loops to sort totes to the right 
workstation are not needed saving costs 
and space. Shuttles bring the totes directly 
to the right exit point and in the desired 
sequence.  

• Lifts are no longer needed in front of every 
storage aisle, only in front of a workstation. 
Shuttles are no longer needed in every 
storage channel, just the exact number to 
fulfill the throughput needs. This results in 
a very scalable the system that can be 
adapted to throughput and storage needs 
independently.

• There is no single point of failure in the 
system. In case a shuttle fails, others can 
easily take over its work.

• When access is needed, a certified wireless 
safety system allows to create a small safe 
area while keeping the rest of the system 
fully operational.

• Shuttles can be diagnosed via a central 
controller and when needed called to a 
central maintenance station.

•  S h u t t l e s  a r e  p o w e r e d  b y  a  s a f e  
lithium-titanate battery. Kilometers of 
powerbars along all rails of traditional 
systems are no longer needed. The battery 
is charged when the shuttle is docked to 
the lift via opportunity charging during 
pick-up and deposit of the load. As a result 
shuttles can operate 24/7.

１．新たなるトヨタL&F
1）Bastian Solutions LLC
Autonomous Mobile Robotic Batch Picking 
from Bastian Solutions
The autonomous mobile robot market is 
forecasted to reach $7 billion (US) by 20221 
and for good reason. Mobile robotic systems 
offer the flexibility and throughput needed to 
meet growing consumer and market demands 
such as personalized orders, rising wages, 
employee turnover, and faster shipments. 
Whether fulfill ing same-day shipping of 
e-commerce orders or building mixed case 
pallets for store replenishment, autonomous 
mobi le  robots  offer  a  s imple ,  modula r  
integration, a safe working environment, 
around-the-clock fulfillment, and reduced labor 
costs.

Introduction
With these prevailing fulfillment opportunities 
in mind, Bastian Solutions has developed 
patented autonomous mobile picking robots to 
help customers meet growing demands. 
Bast ian’s mobile robots are capable of  
transforming order fulfillment operations by 
easily adapting to infrastructure and improving 
cost ly inefficiencies with quick,  precise 
movements. Equipped with an intelligent 

end-of-arm-tool and vision system, Bastian 
Solutions’ mobile batch picking robots serve as 
a n  a l t e r n a t i v e  t o  t r a d i t i o n a l  m o r e  
labor-intensive manual picking methods.

The units operate as a robot-to-goods solution 
by simultaneously retrieving and picking many 
types of products, for a batch of multiple 
orders. Each robot is controlled by Exacta 
Maestro, a fleet management tool, developed 
by Bastian Solutions, that integrates with a 
facility’s warehouse management system 
(WMS) for maximum control and visibility of 
productivity.

Key Features 
Simulation
Prior to implementing a mobile robot solution, a 
computer simulation is completed. As seen in 
Fig. 1, this data-driven, visual analysis allows 
companies to assess risk and better plan for 
system implementation. Simulation shows the 
impact mobile robots will have on a company’s 
operation, determines the size of fleet required 
to meet throughput rates, and maps ideal robot 
navigation routes through a faci l i ty.  By 
answering the what-if questions, computer 
simulation helps develop the most efficient and 
effective mobile robot solution.

Navigation
Robot navigation is flexible to any facility or 
warehouse with minimal infrastructural 
modifications. Using LIDAR (Light Detection 
and Ranging) technology, robots are engineered 
to navigate seamlessly and efficiently. By 
executing sensor fusion techniques, Bastian 
Solutions engineers analyze data collected from 
your facility layout to determine the best 
possible navigational course of action.

End of Arm Tooling
One primary benefit of using autonomous 

mobile robots are the variety of product that 
can be handled. Flexible end of arm tools 
(EoAT) equipped with vision can be used in 
conjunction with vacuum or mechanical fingers 
to handle a much wider variety of products 
than ever before. As seen in Fig. 2, a recent 
EoAT design developed by the Bast ian 
Solutions research and development team, 
combines vacuum cup fingers to handle small 
items and flexible, gripping fingers for larger or 
heavier items.

Benefits of Mobile Picking Robots
• Reduce labor costs: The productivity of 

mobile robots allows operators to transition 
t o  va l ue -add  ac t i v i t i e s  and  he l p s  
companies reduce costly turnover rates. 

• Flexibility: Bastian Solutions’ mobile robots 
can work seamlessly as a single unit or in a 
fleet; throughput can be increased one 
robot at a time and utilization of the units 
can vary seasonally in response to shifting 

market demands; maintenance can be 
completed without disruption to ongoing 
operations.

• Improve safety: Using multiple scanners, 
robots can safely work side by side or 
integrate with a manual workforce if 
needed; the system meets AGV safety 
standards ANSI B56.5 as well as other 
warehousing and OSHA standards.

• Save space: When compared to conveyor 

automation, mobile robots better utilize 
facility floor space by integrating with 
dense storage solutions and narrow aisles 
layouts.

• Increase throughput: With the ability to 

operate 24 hours a day, seven days a 
week, throughput is increased without the 
need to add operators; the system is 
capable of building two mixed pallets every 
15 minutes.

Specifications
The Bastian Solutions mobile batch picking 
robot, seen in Fig. 3, features several key 
features to offer clients a flexible, efficient and 
safe picking solution. Specifications include: 

• Six-axis robot combined with custom end 
of arm tool

• ROS Industrial robotics software̶an 
open-source platform

•  Wi re less ,  oppor tun i ty  charg ing  o f  
ultracapacitors (no maintenance required)

• Singular controller: Seamless and dynamic 
motion, controls up to 62 axes of motion

• Gantry: Batch picking of multiple orders 
offers highest throughput rates

• Omni-directional wheels provide speeds up 
to 230 feet per minute in all directions. 

• Each robot measures 9 feet long by 4 feet 

wide with a payload of over 1,000 pounds

Conclusion
Integrating a mobile robot solution into your 
warehouse will bring widespread efficiencies to 
your  bus ines s .   Wi th  m in ima l  f ac i l i t y  
infrastructure changes, companies can begin 
improving their operations within days of 
implementation.  There are several  key 
advantages to implementing mobile robots such 
as scalability, throughput, autonomous and 
flexible picking, workplace safety, quality 
enhancements, and greater order accuracy, 
wh i ch  a l l  l ead  to  imp roved  cus tomer  
satisfaction.

■ A u t h o r ■
Joe Zoghzoghy, PhD, is the 
Mobile Robotics Manager at 
Bastian Solutions' Dallas, TX, 
research and development 
office. His team of engineers 
des ign  and  manufac tu re  
advanced mobi le  robot ic  
systems for distribution and 
manufacturing operations. Joe 
ea rned  h i s  doc to ra t e  i n  
robot ics  and mechanica l  
engineering as well as his 
master's degree in mechanical 
engineering from Southern 
Methodist University in Dallas, 
TX, USA.

Resources:
1.  Interact Analysis. (2018, April). The Mobile 

Robot Market in 2022 ‒ Our Predictions. 
Retrieved from
https://www.interactanalysis.com/mobile-ro
bot-infographic/ 

• The racking can be built up to 24 m high to 
make maximum use of the available 
floorspace

  Looking at  our  key design pr inciples:  
FASTPICK makes the job of picking operator 
extremely simple and fast by bringing them 
products for orders in order-by-order sequence. 
This allows an efficient one touch pick-pack 
operat ion regardless  of  the order  s ize .  
ADAPTO, the shuttle system as the core of this 
solution enables this sequencing. As shuttles 
can move autonomously through the entire 
racking structure, complex conveyor loops can 
be avoided and an easily scalable solution is 
created.

■ A u t h o r ■

Paul Thoonen ‒ Logistic 
concepts & Designs Manager

Ivo van Lith ‒ Logistic 
concepts & Designs Manager
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2）Vanderlande Industries Holding B.V.
Vanderlande is the global market leader for 
value-added logistic process automation at 
airports and in the parcel market. The company 
is also a leading supplier of process automation 
solutions for warehouses.
Vanderlande focuses on the optimization of its 
customers’ business processes and competitive 
position through close cooperation with its 
customers. Vanderlande’s extensive portfolio of 
integrated solutions ‒ innovative systems, 
intelligent software and life-cycle services ‒ 
results in the realization of fast, reliable and 
efficient automation technology.

Market
E - comme r ce  i s  c hang i ng  con sume r s’ 
expectations and needs. They now demand 
speed, accuracy and flexibility throughout the 
entire ordering and delivery process. When 
they buy a product online, they might want it 
delivered that same day or they might prefer to 
pick it up themselves ‒ at any time and any 
location. They also want the option to change 
their mind or return a product easily ‒ at any 
moment!

Key design principles
The key design principles that drive the 
Vanderlande warehouse solutions to cope with 
these challenging market requirements are 
Scalability, Flexibility and User Experience 
(UX).

Many e-commerce companies face fast and 
unpredictable growth. Therefor the (automated) 
solutions for their logistics fulfillment need to be 
scalable and able to follow the business growth 
without wasting previous investments in 
automation. Either incremental or even 
exponential

On the short  term there wi l l  a lways be 
workload fluctuations. Usually it does not make 

sense to fully automate for the busiest days. 
Most important for those days is that the peaks 
can be handled in a controlled way with a 
temporary and/or flexible work force on top of 
the automation. Today’s slow moving products 
are tomorrow’s fast movers and vice versa. The 
mix of large store orders versus small e-com 
orders may change instantaneously. To adapt 
to these short term change the warehouse 
solutions need to be flexible.

User experience (UX) is a third important factor 
when designing solutions. UX goes beyond 
ergonomics. Labor is expensive and it hiring 
people can be difficult. Therefor the work 
environment needs to be desirable: a pleasant 
place where people like to work. Secondly with 
short term work force changes being inevitable 
due to workload fluctuations, it is a basic 
requirement that people can be trained quickly. 
Simplicity in tasks reduces errors made by 
people., The solution must be controlled by 
intelligent software for seamless collaboration 
between people and machines resulting in 
simplicity in use.

Solutions
Vanderlande designs and delivers end-to-end 
warehousing solutions. The single perfect 
solution does not exist. Handling a t-shirt differs 
from handling bottles of cola. The desired level 
of automation and related investment level is 
different for every company. Therefor a range 
of different solutions is available and offered. In 
this article we will highlight two of these 
solutions: AIRPICK and FASTPICK

AIRPICK is a solution based on manual item 
picking. The core of this solution is a so called 
pocket sorter to sort batches of items to 
individual orders. With a relatively low 
investment this solution ensures a smooth and 
efficient order fulfilment process, regardless of 
the order size and scalable with the required 

throughput.

FASTPICK i s  a  so lu t ion  based  on  the  
goods-to-person concept. By bringing products 
in sequence order-by-order to the picker a one 
touch order fulfilment process without further 
sorting is provided. With the higher level of 
automation the amount of labor is further 
reduced and shorter order lead times are 
achieved. 

AIRPICK
AIRPICK is a solution based on the concept of 
manual batch picking and automatic sortation 
to order using a pocket sorter, AIRTRAX 
Pocket.
Batch picking is a widely used concept for 
order fulfilment. By combining items for 
multiple orders in batches and dividing the 
work over multiple pick-operators, the manual 
picking productivity is improved drastically. 
Conventional batch pick sort solutions use loop 
sorters (e.g. crossbelt sorter) to sort the batches 
to individual orders. In addition to the loop 
sorter, a batch tote buffer (e.g. AS/RS) is 
needed to decouple the picking process from 
the sorting process.

The main disadvantages of conventional 
loopsorter based solutions are the sortability 
l i m i t a t i o n s  a n d  n eed  f o r  m o r e  o r de r  
p i ck ing -ope ra to r s .  The  lower  p i ck ing  
productivity is caused by small order sizes 
(e-commerce) combined with a limited number 
of sorter destinations which leads to more, 
smaller batches.

In the AIRPICK solution a pocket sorter is used 
to sort items from a batch to individual orders. 
Instead of placing items onto a sorter, they are 
put into a pocket. Every picked item is placed in 
its own pocket. In one system thousands of 
pockets can be handled individually. The 
resulting key features -not possible with 

traditional loopsorters- are the ability to buffer 
items and to put them in any required sequence 
by using multi-stage pocket sortation. The 
pocket sorter technology is based on equipment 
also used for hanging garment having a 
relatively low investment level and a proven 
track record in operations. By placing products 
in pockets an extremely wide product range 
can be handled, making it  ready for the 
uncertainty of tomorrows business.
With the sequencing capabilities of a pocket 
sorter as the core of AIRPICK, this solution:

• Allows items to be picked in an arbitrary 
order and coming from various warehouse 
areas

•  I s  i n sens i t i ve  to  o rde r  s i ze  ( sma l l  
E-commerce versus large store orders)

• Can transport items for an order to a 
specific packing station (gift wrap, special 
carton, other value-added services)

• Can deliver items within an order in full 
sequence which facilitates an automated 
packing process (heavy/large items first on 
the bottom)

• Can supply items in sequence to supply the 
store (per product, sorted on size)

With the buffering capabilities for individual 
items a pocket sorter, the AIRPICK solution:

• Uses a single technology for buffering and 
sorting, easier to build and maintain.

• Allows very flexible assignment of items to 
batches. Assignments can be changed 
during picking and even after insertion into 
the pocket system.

• Allows items to be inserted into the system 
before an order exists. This feature is 
particularly useful for returns handling. By 
inserting returned items into the pocket 
system, these items can be re-allocated to 
an  o rder  immedia te ly  and  wi thout  
additional manual picking effort. 

Looking at our key design principles: AIRPICK 
provides an extremely simple process. Once 
products are scanned and inserted into a 

pocket, the system takes care of the rest and 
makes sure it ends up in the right order, at the 
r ight packing table, at the r ight t ime. A 
changing product portfolio, orders getting 
smaller, varying daily volumes, the AIRPICK 
solution can handle it. The highly modular 
design of the AIRTRAX system makes it easy to 
extend, allowing the order fulfilment system to 
grow alongside the business.

FASTPICK
FASTPICK is a goods-to-person order fulfilment 
system that uses the advanced ADAPTO 
shuttles for product storage and retrieval. By 
bringing the products to the picking operator 

the amount of labor is reduced even further, 
s imply  because the walk ing act iv i ty  i s  
eliminated. FASTPICK is ideal for handling 
orders with extremely short lead times. An 
entire order can be fulfil led on a single 
workstation which results in an order fulfilment 
lead time as low as ten minutes.
The picking workstations can also be fitted with 
a collaborative Smart Item Robot to further 
increase efficiency and reduce the number of 
picking operators required.
T o  m a k e  t h e  s y s t e m  r u n  s m o o t h l y ,  
Vanderlande’s flexible and adaptable VISION 
software for automation control intelligently 
connects and synchronizes equipment, robotics, 
people and processes. 

With ADAPTO, the system offers a very high 
storage densi ty ,  up to 60% higher  than 
conventional storage methods, thereby making 
maximum use of available floor space. The 
ADAPTO shuttles retrieve product totes in the 
right sequence to the picking workstations. First 
of all, this eliminates the walking activity. 
Secondly, by allowing an operator to work on 

one order at a time ‒ made possible through the 
built-in sequencing capabilities of the ADAPTO 
shuttle system ‒ FASTPICK offers the highest 
picking rates in the market. Working on one 
order at a time also introduces simplicity in the 
process, making it easy to learn and reducing 
human errors.

The unique ADAPTO shuttle system makes 
FASTPICK extremely scalable and makes it the 
optimal solution for an environment facing 
unpredictable growth requirements. The need 
to increase storage or throughput can be 
independently added to the goods-to-person 
part of the solution.

Shuttles are not bound to one rail at one 
storage level, but they can move autonomously 
across the entire racking structure. This key 
difference compared to traditional shuttle 
systems results in a number of benefits:

• Conveyor loops to sort totes to the right 
workstation are not needed saving costs 
and space. Shuttles bring the totes directly 
to the right exit point and in the desired 
sequence.  

• Lifts are no longer needed in front of every 
storage aisle, only in front of a workstation. 
Shuttles are no longer needed in every 
storage channel, just the exact number to 
fulfill the throughput needs. This results in 
a very scalable the system that can be 
adapted to throughput and storage needs 
independently.

• There is no single point of failure in the 
system. In case a shuttle fails, others can 
easily take over its work.

• When access is needed, a certified wireless 
safety system allows to create a small safe 
area while keeping the rest of the system 
fully operational.

• Shuttles can be diagnosed via a central 
controller and when needed called to a 
central maintenance station.

•  S h u t t l e s  a r e  p o w e r e d  b y  a  s a f e  
lithium-titanate battery. Kilometers of 
powerbars along all rails of traditional 
systems are no longer needed. The battery 
is charged when the shuttle is docked to 
the lift via opportunity charging during 
pick-up and deposit of the load. As a result 
shuttles can operate 24/7.

Fig. 4 ‒ AIRPICK

Fig. 5 ‒ Pocket Sorter (a part of AIRPICK)

Fig. 6 ‒ FASTPICK

• The racking can be built up to 24 m high to 
make maximum use of the available 
floorspace

  Looking at  our  key design pr inciples:  
FASTPICK makes the job of picking operator 
extremely simple and fast by bringing them 
products for orders in order-by-order sequence. 
This allows an efficient one touch pick-pack 
operat ion regardless  of  the order  s ize .  
ADAPTO, the shuttle system as the core of this 
solution enables this sequencing. As shuttles 
can move autonomously through the entire 
racking structure, complex conveyor loops can 
be avoided and an easily scalable solution is 
created.

■ A u t h o r ■

Paul Thoonen ‒ Logistic 
concepts & Designs Manager

Ivo van Lith ‒ Logistic 
concepts & Designs Manager
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2）Vanderlande Industries Holding B.V.
Vanderlande is the global market leader for 
value-added logistic process automation at 
airports and in the parcel market. The company 
is also a leading supplier of process automation 
solutions for warehouses.
Vanderlande focuses on the optimization of its 
customers’ business processes and competitive 
position through close cooperation with its 
customers. Vanderlande’s extensive portfolio of 
integrated solutions ‒ innovative systems, 
intelligent software and life-cycle services ‒ 
results in the realization of fast, reliable and 
efficient automation technology.

Market
E - comme r ce  i s  c hang i ng  con sume r s’ 
expectations and needs. They now demand 
speed, accuracy and flexibility throughout the 
entire ordering and delivery process. When 
they buy a product online, they might want it 
delivered that same day or they might prefer to 
pick it up themselves ‒ at any time and any 
location. They also want the option to change 
their mind or return a product easily ‒ at any 
moment!

Key design principles
The key design principles that drive the 
Vanderlande warehouse solutions to cope with 
these challenging market requirements are 
Scalability, Flexibility and User Experience 
(UX).

Many e-commerce companies face fast and 
unpredictable growth. Therefor the (automated) 
solutions for their logistics fulfillment need to be 
scalable and able to follow the business growth 
without wasting previous investments in 
automation. Either incremental or even 
exponential

On the short  term there wi l l  a lways be 
workload fluctuations. Usually it does not make 

sense to fully automate for the busiest days. 
Most important for those days is that the peaks 
can be handled in a controlled way with a 
temporary and/or flexible work force on top of 
the automation. Today’s slow moving products 
are tomorrow’s fast movers and vice versa. The 
mix of large store orders versus small e-com 
orders may change instantaneously. To adapt 
to these short term change the warehouse 
solutions need to be flexible.

User experience (UX) is a third important factor 
when designing solutions. UX goes beyond 
ergonomics. Labor is expensive and it hiring 
people can be difficult. Therefor the work 
environment needs to be desirable: a pleasant 
place where people like to work. Secondly with 
short term work force changes being inevitable 
due to workload fluctuations, it is a basic 
requirement that people can be trained quickly. 
Simplicity in tasks reduces errors made by 
people., The solution must be controlled by 
intelligent software for seamless collaboration 
between people and machines resulting in 
simplicity in use.

Solutions
Vanderlande designs and delivers end-to-end 
warehousing solutions. The single perfect 
solution does not exist. Handling a t-shirt differs 
from handling bottles of cola. The desired level 
of automation and related investment level is 
different for every company. Therefor a range 
of different solutions is available and offered. In 
this article we will highlight two of these 
solutions: AIRPICK and FASTPICK

AIRPICK is a solution based on manual item 
picking. The core of this solution is a so called 
pocket sorter to sort batches of items to 
individual orders. With a relatively low 
investment this solution ensures a smooth and 
efficient order fulfilment process, regardless of 
the order size and scalable with the required 

throughput.

FASTPICK i s  a  so lu t ion  based  on  the  
goods-to-person concept. By bringing products 
in sequence order-by-order to the picker a one 
touch order fulfilment process without further 
sorting is provided. With the higher level of 
automation the amount of labor is further 
reduced and shorter order lead times are 
achieved. 

AIRPICK
AIRPICK is a solution based on the concept of 
manual batch picking and automatic sortation 
to order using a pocket sorter, AIRTRAX 
Pocket.
Batch picking is a widely used concept for 
order fulfilment. By combining items for 
multiple orders in batches and dividing the 
work over multiple pick-operators, the manual 
picking productivity is improved drastically. 
Conventional batch pick sort solutions use loop 
sorters (e.g. crossbelt sorter) to sort the batches 
to individual orders. In addition to the loop 
sorter, a batch tote buffer (e.g. AS/RS) is 
needed to decouple the picking process from 
the sorting process.

The main disadvantages of conventional 
loopsorter based solutions are the sortability 
l i m i t a t i o n s  a n d  n eed  f o r  m o r e  o r de r  
p i ck ing -ope ra to r s .  The  lower  p i ck ing  
productivity is caused by small order sizes 
(e-commerce) combined with a limited number 
of sorter destinations which leads to more, 
smaller batches.

In the AIRPICK solution a pocket sorter is used 
to sort items from a batch to individual orders. 
Instead of placing items onto a sorter, they are 
put into a pocket. Every picked item is placed in 
its own pocket. In one system thousands of 
pockets can be handled individually. The 
resulting key features -not possible with 

traditional loopsorters- are the ability to buffer 
items and to put them in any required sequence 
by using multi-stage pocket sortation. The 
pocket sorter technology is based on equipment 
also used for hanging garment having a 
relatively low investment level and a proven 
track record in operations. By placing products 
in pockets an extremely wide product range 
can be handled, making it  ready for the 
uncertainty of tomorrows business.
With the sequencing capabilities of a pocket 
sorter as the core of AIRPICK, this solution:

• Allows items to be picked in an arbitrary 
order and coming from various warehouse 
areas

•  I s  i n sens i t i ve  to  o rde r  s i ze  ( sma l l  
E-commerce versus large store orders)

• Can transport items for an order to a 
specific packing station (gift wrap, special 
carton, other value-added services)

• Can deliver items within an order in full 
sequence which facilitates an automated 
packing process (heavy/large items first on 
the bottom)

• Can supply items in sequence to supply the 
store (per product, sorted on size)

With the buffering capabilities for individual 
items a pocket sorter, the AIRPICK solution:

• Uses a single technology for buffering and 
sorting, easier to build and maintain.

• Allows very flexible assignment of items to 
batches. Assignments can be changed 
during picking and even after insertion into 
the pocket system.

• Allows items to be inserted into the system 
before an order exists. This feature is 
particularly useful for returns handling. By 
inserting returned items into the pocket 
system, these items can be re-allocated to 
an  o rder  immedia te ly  and  wi thout  
additional manual picking effort. 

Looking at our key design principles: AIRPICK 
provides an extremely simple process. Once 
products are scanned and inserted into a 

pocket, the system takes care of the rest and 
makes sure it ends up in the right order, at the 
r ight packing table, at the r ight t ime. A 
changing product portfolio, orders getting 
smaller, varying daily volumes, the AIRPICK 
solution can handle it. The highly modular 
design of the AIRTRAX system makes it easy to 
extend, allowing the order fulfilment system to 
grow alongside the business.

FASTPICK
FASTPICK is a goods-to-person order fulfilment 
system that uses the advanced ADAPTO 
shuttles for product storage and retrieval. By 
bringing the products to the picking operator 

the amount of labor is reduced even further, 
s imply  because the walk ing act iv i ty  i s  
eliminated. FASTPICK is ideal for handling 
orders with extremely short lead times. An 
entire order can be fulfil led on a single 
workstation which results in an order fulfilment 
lead time as low as ten minutes.
The picking workstations can also be fitted with 
a collaborative Smart Item Robot to further 
increase efficiency and reduce the number of 
picking operators required.
T o  m a k e  t h e  s y s t e m  r u n  s m o o t h l y ,  
Vanderlande’s flexible and adaptable VISION 
software for automation control intelligently 
connects and synchronizes equipment, robotics, 
people and processes. 

With ADAPTO, the system offers a very high 
storage densi ty ,  up to 60% higher  than 
conventional storage methods, thereby making 
maximum use of available floor space. The 
ADAPTO shuttles retrieve product totes in the 
right sequence to the picking workstations. First 
of all, this eliminates the walking activity. 
Secondly, by allowing an operator to work on 

one order at a time ‒ made possible through the 
built-in sequencing capabilities of the ADAPTO 
shuttle system ‒ FASTPICK offers the highest 
picking rates in the market. Working on one 
order at a time also introduces simplicity in the 
process, making it easy to learn and reducing 
human errors.

The unique ADAPTO shuttle system makes 
FASTPICK extremely scalable and makes it the 
optimal solution for an environment facing 
unpredictable growth requirements. The need 
to increase storage or throughput can be 
independently added to the goods-to-person 
part of the solution.

Shuttles are not bound to one rail at one 
storage level, but they can move autonomously 
across the entire racking structure. This key 
difference compared to traditional shuttle 
systems results in a number of benefits:

• Conveyor loops to sort totes to the right 
workstation are not needed saving costs 
and space. Shuttles bring the totes directly 
to the right exit point and in the desired 
sequence.  

• Lifts are no longer needed in front of every 
storage aisle, only in front of a workstation. 
Shuttles are no longer needed in every 
storage channel, just the exact number to 
fulfill the throughput needs. This results in 
a very scalable the system that can be 
adapted to throughput and storage needs 
independently.

• There is no single point of failure in the 
system. In case a shuttle fails, others can 
easily take over its work.

• When access is needed, a certified wireless 
safety system allows to create a small safe 
area while keeping the rest of the system 
fully operational.

• Shuttles can be diagnosed via a central 
controller and when needed called to a 
central maintenance station.

•  S h u t t l e s  a r e  p o w e r e d  b y  a  s a f e  
lithium-titanate battery. Kilometers of 
powerbars along all rails of traditional 
systems are no longer needed. The battery 
is charged when the shuttle is docked to 
the lift via opportunity charging during 
pick-up and deposit of the load. As a result 
shuttles can operate 24/7.

Fig. 4 ‒ AIRPICK

Fig. 5 ‒ Pocket Sorter (a part of AIRPICK)

Fig. 6 ‒ FASTPICK

• The racking can be built up to 24 m high to 
make maximum use of the available 
floorspace

  Looking at  our  key design pr inciples:  
FASTPICK makes the job of picking operator 
extremely simple and fast by bringing them 
products for orders in order-by-order sequence. 
This allows an efficient one touch pick-pack 
operat ion regardless  of  the order  s ize .  
ADAPTO, the shuttle system as the core of this 
solution enables this sequencing. As shuttles 
can move autonomously through the entire 
racking structure, complex conveyor loops can 
be avoided and an easily scalable solution is 
created.

■ A u t h o r ■

Paul Thoonen ‒ Logistic 
concepts & Designs Manager

Ivo van Lith ‒ Logistic 
concepts & Designs Manager
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2）Vanderlande Industries Holding B.V.
Vanderlande is the global market leader for 
value-added logistic process automation at 
airports and in the parcel market. The company 
is also a leading supplier of process automation 
solutions for warehouses.
Vanderlande focuses on the optimization of its 
customers’ business processes and competitive 
position through close cooperation with its 
customers. Vanderlande’s extensive portfolio of 
integrated solutions ‒ innovative systems, 
intelligent software and life-cycle services ‒ 
results in the realization of fast, reliable and 
efficient automation technology.

Market
E - comme r ce  i s  c hang i ng  con sume r s’ 
expectations and needs. They now demand 
speed, accuracy and flexibility throughout the 
entire ordering and delivery process. When 
they buy a product online, they might want it 
delivered that same day or they might prefer to 
pick it up themselves ‒ at any time and any 
location. They also want the option to change 
their mind or return a product easily ‒ at any 
moment!

Key design principles
The key design principles that drive the 
Vanderlande warehouse solutions to cope with 
these challenging market requirements are 
Scalability, Flexibility and User Experience 
(UX).

Many e-commerce companies face fast and 
unpredictable growth. Therefor the (automated) 
solutions for their logistics fulfillment need to be 
scalable and able to follow the business growth 
without wasting previous investments in 
automation. Either incremental or even 
exponential

On the short  term there wi l l  a lways be 
workload fluctuations. Usually it does not make 

sense to fully automate for the busiest days. 
Most important for those days is that the peaks 
can be handled in a controlled way with a 
temporary and/or flexible work force on top of 
the automation. Today’s slow moving products 
are tomorrow’s fast movers and vice versa. The 
mix of large store orders versus small e-com 
orders may change instantaneously. To adapt 
to these short term change the warehouse 
solutions need to be flexible.

User experience (UX) is a third important factor 
when designing solutions. UX goes beyond 
ergonomics. Labor is expensive and it hiring 
people can be difficult. Therefor the work 
environment needs to be desirable: a pleasant 
place where people like to work. Secondly with 
short term work force changes being inevitable 
due to workload fluctuations, it is a basic 
requirement that people can be trained quickly. 
Simplicity in tasks reduces errors made by 
people., The solution must be controlled by 
intelligent software for seamless collaboration 
between people and machines resulting in 
simplicity in use.

Solutions
Vanderlande designs and delivers end-to-end 
warehousing solutions. The single perfect 
solution does not exist. Handling a t-shirt differs 
from handling bottles of cola. The desired level 
of automation and related investment level is 
different for every company. Therefor a range 
of different solutions is available and offered. In 
this article we will highlight two of these 
solutions: AIRPICK and FASTPICK

AIRPICK is a solution based on manual item 
picking. The core of this solution is a so called 
pocket sorter to sort batches of items to 
individual orders. With a relatively low 
investment this solution ensures a smooth and 
efficient order fulfilment process, regardless of 
the order size and scalable with the required 

throughput.

FASTPICK i s  a  so lu t ion  based  on  the  
goods-to-person concept. By bringing products 
in sequence order-by-order to the picker a one 
touch order fulfilment process without further 
sorting is provided. With the higher level of 
automation the amount of labor is further 
reduced and shorter order lead times are 
achieved. 

AIRPICK
AIRPICK is a solution based on the concept of 
manual batch picking and automatic sortation 
to order using a pocket sorter, AIRTRAX 
Pocket.
Batch picking is a widely used concept for 
order fulfilment. By combining items for 
multiple orders in batches and dividing the 
work over multiple pick-operators, the manual 
picking productivity is improved drastically. 
Conventional batch pick sort solutions use loop 
sorters (e.g. crossbelt sorter) to sort the batches 
to individual orders. In addition to the loop 
sorter, a batch tote buffer (e.g. AS/RS) is 
needed to decouple the picking process from 
the sorting process.

The main disadvantages of conventional 
loopsorter based solutions are the sortability 
l i m i t a t i o n s  a nd  need  f o r  m o r e  o r de r  
p i ck ing -ope ra to r s .  The  lower  p i ck ing  
productivity is caused by small order sizes 
(e-commerce) combined with a limited number 
of sorter destinations which leads to more, 
smaller batches.

In the AIRPICK solution a pocket sorter is used 
to sort items from a batch to individual orders. 
Instead of placing items onto a sorter, they are 
put into a pocket. Every picked item is placed in 
its own pocket. In one system thousands of 
pockets can be handled individually. The 
resulting key features -not possible with 

traditional loopsorters- are the ability to buffer 
items and to put them in any required sequence 
by using multi-stage pocket sortation. The 
pocket sorter technology is based on equipment 
also used for hanging garment having a 
relatively low investment level and a proven 
track record in operations. By placing products 
in pockets an extremely wide product range 
can be handled, making it  ready for the 
uncertainty of tomorrows business.
With the sequencing capabilities of a pocket 
sorter as the core of AIRPICK, this solution:

• Allows items to be picked in an arbitrary 
order and coming from various warehouse 
areas

•  I s  i n sens i t i ve  to  o rde r  s i ze  ( sma l l  
E-commerce versus large store orders)

• Can transport items for an order to a 
specific packing station (gift wrap, special 
carton, other value-added services)

• Can deliver items within an order in full 
sequence which facilitates an automated 
packing process (heavy/large items first on 
the bottom)

• Can supply items in sequence to supply the 
store (per product, sorted on size)

With the buffering capabilities for individual 
items a pocket sorter, the AIRPICK solution:

• Uses a single technology for buffering and 
sorting, easier to build and maintain.

• Allows very flexible assignment of items to 
batches. Assignments can be changed 
during picking and even after insertion into 
the pocket system.

• Allows items to be inserted into the system 
before an order exists. This feature is 
particularly useful for returns handling. By 
inserting returned items into the pocket 
system, these items can be re-allocated to 
an  o rder  immedia te ly  and  wi thout  
additional manual picking effort. 

Looking at our key design principles: AIRPICK 
provides an extremely simple process. Once 
products are scanned and inserted into a 

pocket, the system takes care of the rest and 
makes sure it ends up in the right order, at the 
r ight packing table, at the r ight t ime. A 
changing product portfolio, orders getting 
smaller, varying daily volumes, the AIRPICK 
solution can handle it. The highly modular 
design of the AIRTRAX system makes it easy to 
extend, allowing the order fulfilment system to 
grow alongside the business.

FASTPICK
FASTPICK is a goods-to-person order fulfilment 
system that uses the advanced ADAPTO 
shuttles for product storage and retrieval. By 
bringing the products to the picking operator 

the amount of labor is reduced even further, 
s imply  because the walk ing act iv i ty  i s  
eliminated. FASTPICK is ideal for handling 
orders with extremely short lead times. An 
entire order can be fulfil led on a single 
workstation which results in an order fulfilment 
lead time as low as ten minutes.
The picking workstations can also be fitted with 
a collaborative Smart Item Robot to further 
increase efficiency and reduce the number of 
picking operators required.
T o  m a k e  t h e  s y s t e m  r u n  s m o o t h l y ,  
Vanderlande’s flexible and adaptable VISION 
software for automation control intelligently 
connects and synchronizes equipment, robotics, 
people and processes. 

With ADAPTO, the system offers a very high 
storage densi ty ,  up to 60% higher  than 
conventional storage methods, thereby making 
maximum use of available floor space. The 
ADAPTO shuttles retrieve product totes in the 
right sequence to the picking workstations. First 
of all, this eliminates the walking activity. 
Secondly, by allowing an operator to work on 

one order at a time ‒ made possible through the 
built-in sequencing capabilities of the ADAPTO 
shuttle system ‒ FASTPICK offers the highest 
picking rates in the market. Working on one 
order at a time also introduces simplicity in the 
process, making it easy to learn and reducing 
human errors.

The unique ADAPTO shuttle system makes 
FASTPICK extremely scalable and makes it the 
optimal solution for an environment facing 
unpredictable growth requirements. The need 
to increase storage or throughput can be 
independently added to the goods-to-person 
part of the solution.

Shuttles are not bound to one rail at one 
storage level, but they can move autonomously 
across the entire racking structure. This key 
difference compared to traditional shuttle 
systems results in a number of benefits:

• Conveyor loops to sort totes to the right 
workstation are not needed saving costs 
and space. Shuttles bring the totes directly 
to the right exit point and in the desired 
sequence.  

• Lifts are no longer needed in front of every 
storage aisle, only in front of a workstation. 
Shuttles are no longer needed in every 
storage channel, just the exact number to 
fulfill the throughput needs. This results in 
a very scalable the system that can be 
adapted to throughput and storage needs 
independently.

• There is no single point of failure in the 
system. In case a shuttle fails, others can 
easily take over its work.

• When access is needed, a certified wireless 
safety system allows to create a small safe 
area while keeping the rest of the system 
fully operational.

• Shuttles can be diagnosed via a central 
controller and when needed called to a 
central maintenance station.

•  S h u t t l e s  a r e  p o w e r e d  b y  a  s a f e  
lithium-titanate battery. Kilometers of 
powerbars along all rails of traditional 
systems are no longer needed. The battery 
is charged when the shuttle is docked to 
the lift via opportunity charging during 
pick-up and deposit of the load. As a result 
shuttles can operate 24/7.

Fig. 7 ‒ ADAPTO (a part of FASTPICK)

• The racking can be built up to 24 m high to 
make maximum use of the available 
floorspace

  Looking at  our  key design pr inciples:  
FASTPICK makes the job of picking operator 
extremely simple and fast by bringing them 
products for orders in order-by-order sequence. 
This allows an efficient one touch pick-pack 
operat ion regardless  of  the order  s ize .  
ADAPTO, the shuttle system as the core of this 
solution enables this sequencing. As shuttles 
can move autonomously through the entire 
racking structure, complex conveyor loops can 
be avoided and an easily scalable solution is 
created.

■ A u t h o r ■

Paul Thoonen ‒ Logistic 
concepts & Designs Manager

Ivo van Lith ‒ Logistic 
concepts & Designs Manager
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2．進化していくトヨタL＆F
1）FCフォークリフト
　当社は2004年にトヨタ自動車株式会社と共同で
フォークリフト用FCシステムの開発に着手、経済産業
省および環境省実証事業への参画などを通して開発
を推進し、2016年11月に国内初となる2．5トンFC
フォークリフトの販売を開始した。現在約80台が稼働
中である。
　国が掲げる「水素基本戦略」（2017年12月策定）の
中で、FCフォークリフトはFCバスとともに、FCVを中心
とするモビリティ分野における安定的かつ大きな水素
需要源と位置付けられており、水素の供給・調達コスト
の低減に資するものとして期待されている。また、
2020年までに累計500台、2030年までに累計
10,000台という普及台数目標も示されており、当社は
これら目標の達成に貢献すべく、FCユニットの小型高
密度化・高出力化による車種拡大の取り組みを進めて
いる。
　今回、主に屋内作業用に市場ニーズの高い小型モデ
ルとして、1.8トンFCフォークリフトのコンセプトモデル

（写真1）を公開した。
　スタックをはじめとする主要構成部品については従
来の2.5トンFCフォークリフトのものを流用しつつ、FC
ユニットを小型化することで、出力密度10％向上を達
成した。
　また、FC産業車両として世界初となる-10℃低温起
動機能を搭載するとともに、発電効率および稼働時間
の改善という課題に対し、エネルギー回収率52％を達
成したカウンターバランス式フォークリフト向け荷役回
生システムも搭載した。マストに設置した液晶モニター
で荷役回生時のエネルギーフローを視覚化し、新規技
術のアピールを行った。

　

2）FCトーイングトラクタ
　空港でコンテナを牽引するトーイングトラクタは、FC
産業車両における新たなアプリケーションのひとつで
ある。
　今回は、2016年に出展したFCコンセプトモデルの
進化形として、自動運転機能を追加したモデル（写真
2）を初披露した。
　トーイングトラクタについては、従来の2.5トンFC
フォークリフトに比べて、2～3倍の高出力が必要であり、
また移動距離が長いためより多くの水素燃料搭載が求
められる。限られたコンパートメントの中でFCユニットの
高出力化と大型の水素タンクの搭載が課題である。
　2020年の実証実験開始を目指し、環境省の技術開
発・実証事業として鋭意取り組みを進めている。

3）リチウムイオンバッテリ搭載電動車
　フォークリフトの電動化は、環境意識の高まりや規制
強化の中で着実に拡大しており、今後も堅調な推移を
見込まれている。このような背景のもとで、リチウムイ
オンバッテリ（LIB）は、欧州を中心に普及が始まってお
り拡大傾向にある。
　当社では2016年9月、1.35～1.8トン積リーチタイ
プ電動フォークリフトGENEO-Rに日本初となるLIBを
搭載したオプション車を発売した。
　LIBは、鉛バッテリに対し以下の特長を有する。

　・急速充電により、バッテリ交換なしで連続稼働が可能
　・バッテリ寿命が長い
　・バッテリと充電器の高効率化により、電気代が低減可能
　・バッテリ液の補水や清掃が不要
　こうした中で、他社動向やお客様要望に応えるため、
1.5～2.0トン積カウンタタイプ電動フォークリフト
Ecore（写真3）、2.5トン積電動トーイングトラクタ3TE

（写真4） へ機種展開するとともに、リーチタイプにつ
いてはモデルチェンジに合わせ、新型Rinova（写真5）
でも搭載オプション車を設定した。

　搭載するLIBについては、車両における搭載サイズや
仕向地におけるお客様の搭載ニーズ等に対応するた
め、車種ごとに最適なモデルを採用している。
　また、車両のパワーマネージメント制御を再設計する
ことで、バッテリの仕様を逸脱する使われ方を防止すると
ともに、バッテリの能力を引き出す車両制御を行ってい
る。
　今回の開発でリチウムイオンバッテリ搭載車のライ
ンアップ拡充が進み、さらに多くのお客様に導入をご
検討いただける環境になった。

4）人・障害物検知システム
　フォークリフトと周辺作業者との接触事故の低減に

寄与する人・障害物検知システム（写真6）を参考出品。
　物流現場では、棚、パレット、ダンボールなどのさまざ
まな障害物があり、荷役作業ではそれらに近接した作
業がなされる場合がある。従来のソナーやレーザなど
の障害物センサは、近接距離に応じた検知がなされる
ため、作業者以外の障害物に対して不必要に発報する
課題があった。
　本システムでは、ステレオカメラ方式を採用し、画像
処理による「作業者の見分け」とステレオカメラ処理に
よる「作業者・障害物の位置検出」を実現した。フォーク
リフトに作業者が接近したときにはいち早くオペレータ
に通知し、障害物の接近に対しては、近づき過ぎたら通
知するといった警告制御が可能となる。
　作業者検知アルゴリズムは、カメラ画像を入力し人
物像の特徴量（勾配傾向）を示す画像エリアを探索し、
機械学習による辞書データと照合して作業者を特定し
ている。
　また作業者の位置は、左右のカメラから入力された
作業者の特定画像から得られる視差情報より位置演算
を行うことで得られる。障害物の位置（＝立体物）につい
ても同様に位置演算を行っている。
　フォークリフトは物流現場では、頻繁に旋回しながら
荷役作業が行われるので、道路環境を注視する自動車
用途に比べて、ワイドレンジな作業者検知が求められ
ている。
　本システムの検知エリアは、最長10m、幅方向で最
大11mであり、これを満足させるため広角レンズを採
用した。またフォークリフトは屋内、屋外で利用され、さ
まざまな照度条件でも機能するようハイダイナミック
レンジカメラを採用している。
　展示システムでは、オペレータへの通知手段として、
ワイドミラーに人物像ピクトグラムを点灯させるデモ
ンストレーションを行った。

5）レーザSLAM式AGF
SLAM：Simultaneous Localization and Mapping

（1）開発のねらい
　少子高齢化社会がもたらす労働人口の減少にとも
ない物流業界の人手不足解消、人による作業負担を軽
減するため、物流の自動化需要が増えつつある。
　中でも、工場や倉庫内において、軌道の敷設を必要
としない無人搬送車（AGV）や自動運転フォークリフト

（AGF）に関するニーズが高まりつつあり、国内外でさ
まざまな技術や商品が提案されている。
　そこで我々はレーザレンジファインダ（LRF：測域セ
ンサ）を利用して自己位置を把握し、軌道を敷設しなく
ても自動運転が可能なレーザSLAM技術を開発した

（写真7）。

（2）技術的特徴
　レーザSLAM誘導に使用するLRFは、赤外線レーザを照
射して、その反射度合で物体の距離を測定するセンサで、
検出物の大きさ、位置を検出することができる。

　AGFは、このLRFを用いて常に周囲環境を計測し、予
め作成した地図との照合を行うことにより自己位置と
車両の姿勢（方向）を把握しながら走行する。
　一般的にLRFで得られる観測データ数が多いと、算
出される自己位置の精度は良くなるが算出時間が長く
なるという問題が発生する。これを解決するため、前回
把握した自己位置を利用し、照合する地図の範囲を狭
くするとともに、観測された周囲環境の状況に応じて算
出に使用するデータ数を動的に変化させ、必要最小限
の処理にすることで算出時間を短縮した。
　一方、地図上に存在しない物体を検出した場合や、
建物内部に多く存在する廊下のような単調で対称的な
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。
　そこで、算出される自己位置候補の分散状況から

「算出された自己位置の確からしさ（信頼性）」を確認す
る新技術を開発した。この信頼性に応じてLRFを用いて
算出された自己位置と、駆動輪の回転量、操舵角から
算出された自車の移動量・姿勢角を比較してデータ処
理を行うことで自車の自己位置精度を向上している。

（3）今後の取組み
　昨今、物流業界を取り巻く環境変化はめまぐるしく、
お客様の抱える課題やニーズは多様化している。その
中で、物流機器へのニーズは「自動化」から、IoTを利用
してAGV／AGF自身がさまざまな環境下で最適な条
件を自ら判断して動く「自律化」へ移行しつつある。今回
開発したレーザSLAM技術による自己位置把握技術の
製品化に向けて、さらなる技術開発を進め、お客様の声
に耳を傾けながら、物流現場改善に貢献できるソリュー
ションを提案していく。

6）自律走行ロボットAiR

（1）開発のねらい
　将来のAGVの自律化に向けた開発のベースモ
ジュールとして自律走行ロボットAiR（Autonomous 
Intelligent mobile Robot）を開発した。
　AiRは全方向走行機能やその他自律走行に必要な
機能を有しており、アタッチメントを追加搭載すること
により、多種・多様な製品展開が可能になる。（写真8）

　今回の物流展ではAiR上に荷受台を搭載したAiR-T、
清掃ユニットを搭載したAiR-C、ロボットアームを搭載し
たAiR-Pの3台を参考出展した。

（2）技術的特徴
　AiRは下記4つの新しい機能を有している。
　①レーザSLAM

　今までのAGVは床に設置された磁気テープや誘
導線をセンサで検知しながら走行していたが、AiRは
走行するエリアの地図データを保持し、LRF（Laser 
Range Finder）によるレーザ光で自己位置認識を
することで、自らが走行経路を生成しながら自動走
行する（写真9）。
　これにより床工事等が不要になり、お客様のレイ
アウト変更などに迅速な対応が可能になる。

　②全方向移動機能
　AiRは今回開発した低騒音薄型オムニホイールを
搭載しており、これにより静かで機敏な走行を実現し
ている。

　③障害物の回避機能
　機台の前後に搭載したLRFにより障害物を検知、
自らの走行経路を変更し、障害物を回避して走行す
るので、走行停止による作業ロスを低減できる。

　④移動体への追尾制御
　AiRはレーザSLAMによる自動走行以外に移動体
への追尾走行が可能である。LRFで追尾されるヒト
を認識させれば、歩行するヒトに一定の時間差で追
尾走行する。
　この機能により、頻繁に手押し台車で荷物を運搬し
ているような物流現場で作業者の負荷が軽減できる。

　また今回開発したバッテリマネジメントシステム
（BMS）も搭載、アタッチメントの消費電力に応じて、LIB
バッテリの個数を自由に変更できるようにした。

（3）展示機台
　①AiR-T（搬送・追尾ロボット）

　アタッチメントとして荷受台を搭載、物流センター
等の物品のピッキング作業時に手押し台車の代わり

に使用し、作業者の歩行負荷低減に貢献する。
　②AiR-C（清掃ロボット）

　新型パワーブラシ付清掃ユニットを搭載し清掃能
力を向上、清掃エリアの地図データを保有し、その
データに基づき自動清掃を行う。

　③AiR-P（ピッキングロボット）
　協働式6軸ロボットアームを搭載、ヒトと同じエリア
で作業可能で、物流センターでの物品のピッキング
作業を支援する。
　アーム先端にカメラとプロジェクタを搭載し物品
の形状を認識、またハンドチェンジ機能も有してお
り、多様な物品に対応可能。

（4）今後の取組み
　製品化に向け、誘導性能や障害物の回避機能、追尾
性能の向上を図る。

7）ビジュアルSLAM・高精度視覚マーカ
　ビジュアルSLAM（写真12）は、カメラで撮影した画
像からキーカートやフォークリフトの自己位置を推定す
ることで、自動運転実現に貢献する技術である。最初に
走行させたい経路を1回走行させて画像を取得し地図
を作成することで、その地図を頼りに自己位置を推定し
ながら繰り返し自動走行することができる。
　産業技術総合研究所との連携研究室では、単眼のカ
メラを用い、画像から局所的な特徴量を抽出する手法
を採用し、物流現場環境に適した抽出手法を開発する
ことで、精度とリアルタイム性の両方を実現した。
　単眼のカメラで撮影した画像から、輝度変化を元に
特徴を抽出した後、精度が良い点（緑）と悪い点（青）を
統計処理により識別し、最終的に最も精度が高い3点

（赤）で3点法を行うことで自己位置を推定している。
　本技術の特徴として大きく3つ挙げられる。1つ目は、
環境の変化に強い点である。物流現場では荷の出入り
が激しく、棚や荷物の見え方という画像にとっての環境
が常に変化する。本技術は環境が大きく変化しても、変
化がない特徴を抽出して自己位置を推定することが可
能である。また、カメラが苦手とする照度変化に対して
も、ロバスト性を確保することに成功している。2つ目は
6軸の位置姿勢全てが推定可能であり、前傾後傾も検
知し位置補正も可能である。3つ目は、カメラを使用し
ているため得られる情報量が多く、物体認識技術と組
み合わせることで、さらなる高精度化やロバスト性向
上、システムとしての応用も期待できる。

　視覚マーカ（ARマーカ）は、単眼のカメラで位置姿勢
を簡易に取得可能な平面形状のパターンであり、比較
的単純な画像処理で計測できる点が優れているが、正
面付近から見たときの姿勢推定精度の悪さが問題で
あった。
　産業技術総合研究所にて独自に開発した高精度視
覚マーカは、微細な細長いカマボコ状の凸レンズが無
数に並んだレンチキュラーレンズを活用してこの問題
を解決している。
　レンチキュラーレンズの裏に配置した縞模様とレン
ズの位相差によりモアレ（干渉縞）が生じる原理を用
い、視線の角度に応じて移動する黒い線の位置を画像
処理で検出し、姿勢を正確に推定することができる。
　高精度視覚マーカの活用方法のひとつが、自動制御
用のターゲットマーカである。例えば、パレットに取り付
けたマーカを自動運転リフトに取り付けたカメラで認
識させることで、自動運転リフトをパレットに対し確実に
正対させるよう制御することが可能になる。

8）遠隔操作技術
（1）開発のねらい
　物流業界の人手不足によって自動化に対する需要
が増えつつある一方で、熟練者のカン・コツに頼る作業
など、自動化では解決できない課題も多く存在する。こ
のため、人が行う作業に対しても効率化や環境改善が
望まれている。 

 

　このような背景のもと、オペレータが快適な操作室
にて自由にフォークリフトを操作することができる遠隔
操作システムの開発を開始した。
　車両から離れた操作室にていかに作業の安全性・信
頼性・効率性を確保するかが遠隔操作技術の課題であ
り、オペレータが行う多種多様な作業に対応可能なシ
ステムの構築を目指す。（写真13）

（2）技術的特徴
　①映像伝送と画像合成処理

　フォークリフトに複数取り付けられたカメラの画像
は無線通信を利用してオペレータがいる操作室のモ
ニターへ映し出される。オペレータは自身が行う作
業内容に応じて、表示するカメラ画像を自由に選択
することが可能である。カメラは、フォークリフト作業
に必要な視点を網羅するよう配置されており、画像
合成処理を加えることで作業者が直感的に操作しや
すい画面を実現した。
　画像合成処理の一例として、機台ヘッドガード部

（上部）に取り付けた4つのカメラ画像を合成し、
フォークリフトとその周辺を上方からの俯瞰視点で
見ることができる画像表示機能を開発した。俯瞰視
点の画像は自動車にも既に活用されている技術とし
て周知されているが、フォークリフト特有の作業や周
囲環境に最適なカメラ配置と画像構成を実現した。

　②作業支援機能
　オペレータが遠隔操作を円滑に行うため、カメラ
画像に描画を加えた作業支援機能を開発した。
　タイヤ操舵角から、機台の進行経路を予測するガ
イドライン表示や、リフト位置、ティルト位置などが一
目でわかるインジケータを表示させることで、作業
効率向上に貢献する。

　③電波強度と冗長性
　フォークリフトが働く現場周辺には、さまざまな無
線機器が稼働していることが想定され、これらの電
波が遠隔操作システムに悪影響を及ぼす可能性が
ある。このため、画像伝送用および操作指示用の無
線通信状態を常に監視し、どちらか一方でも大きな
遅延が発生した場合、オペレータに通知するととも
に車両を自動的に停止させる機能を備えた。

（3）今後の取組み
　現在、車両の走行操作画面や作業支援機能を実装
完了しており、評価によって新たな課題の抽出を行って
いる段階である。加えて、荷役操作における解決すべき
課題も多く存在する。
　今後、実環境下での実証実験を目指してさらなる改
良に取り組んでいく。

9）KEY SO-CO
（1）はじめに
　2020年ビジョンの達成に向けた物流ソリューション
の拡大への取組みにおいて、商品単体売り中心のビジ
ネスから、さまざまなハードウェア、ソフトウェアを組み
合わせた「ソリューション」によって、お客様へ付加価値
を提供することが重要になっていることから、新しい在
庫管理システム「KEY SO-CO」を開発した。

（2）KEY SO-COの位置づけ
　マテハン機器との組み合わせで作業の効率化や省人
化を実現する在庫管理システムの商品ラインアップは、
物流エンジニアリング向けの「T-WINS LS」、物流シス
テム向けの「IS-200」のみだったが、「KEY SO-CO」は
中小企業のお客様向けにフォークリフト、移動・固定ラッ
クと組み合わせて提案できるソフトウェア商品である。

（3）KEY SO-COのコンセプト
　KEY SO-COは「Kaizen Easy Yourself Simple 
Operation & COnnect」の頭文字を取ったマーケ
ティングネームで、お客様自身による業務改善を支援
するツールとして、以下の3つを基本コンセプトとして
開発に取り組んだ。
　①低コスト

　中小企業のお客様が気軽に導入することのでき
る低価格を実現する。

　②かんたん
　在庫管理システムを初めて使う方でも簡単に導入
でき、すぐに利用可能な操作性を実現する。

　③つながる
　倉庫内の作業情報を一元化し、在庫状況などをリ
アルタイムに確認できるようにする。

（4）KEY SO-COの特徴
　①標準パッケージ化、カスタマイズ不要

　低コストを実現するため、在庫管理に必要な機能

を標準パッケージ化した。

　個別カスタマイズなしに、お客様自身で運用に合
わせた設定を行える専用ツールを準備した。

（入荷運用あり/なし、画面項目の利用有無/名称・桁
数の変更、出庫条件の変更 などが可能）

　②操作しやすいメニュー・画面構成
　在庫管理の業務の流れに沿ったメニュー、直感的
に操作可能な画面設計を行った。

　③さまざまな端末から情報につながる
　ブラウザソフト（IE、Chrome）を用いることで、特
別な設定なしにさまざまな端末から在庫状況などを
リアルタイムに確認できるようにした。

（5）まとめ
　これまでは、フォークリフト、固定・移動ラックを購入し
ていただくお客様向けに、セット提案することのできる
在庫管理ソフトウェアがなく、商品単体売りのビジネス
モデルが中心だった。「KEY SO-CO」は低価格で簡単
に導入できるソフトウェアであることから、販売店スタッ
フが保管機器の商談時、積極的にセット提案をすること
が可能で、物流ソリューション中心のビジネスモデルへ
軸足を移すきっかけとなるツールだと考える。
　「KEY SO-CO」の提供により、2020年ビジョンの達
成に向けた物流ソリューションの拡大への取組みをさ
らに加速していく。

10）グローバル デジタルイノベーション
　　 With Microsoft

　ここでは、現在TMHG（Toyo ta  Ma te r i a l  
Handling Group) がグローバルに推進中のIoT、AI、  
MRなど最新ITを活用したデジタルソリューションとし
て、テレマティクス、安全運転支援、シミュレーションや
お客様への販売店サービス支援技術などを中心にコ
ンセプトを紹介した。このコーナーの技術は、マイクロ
ソフトとの協業で実現させている。

（1）フォークリフトIoT・テレマティクス
     T_Site IoT Future Concept

　フォークリフトの稼働情報をMicrosoft Azureクラ
ウドプラットフォームへ発信、蓄積し、分析結果を見える
化して現場改善に活用するグローバルシステムである。
　現在世界各リージョンで販売しているテレマティクス
の次世代版として、グローバルなデータ統合とフォーク
リフト管理を目的としている。
　現在、米国向けシステムを開発中で、そのコンセプト
ソフトウェアを紹介した。

（2）グローバルモバイルサービスソリューション
     T_GMSS(=Global Mobile Service Solution)International

　Microsoft Dynamics365 を活用した、フォークリ
フトのサービス作業を支援するグローバルソリューショ
ンシステムである。
　インドを皮切りにインターナショナル地域にてメンテ
ナンス作業の効率化を追求しており、将来はフォークリ
フトのIoTデータを活用して、予知保全へ展開する。
　フォークリフトのエラー発生時に、自動的に販売店と
お客様、また最寄のフィールドエンジニアにも情報を伝
達することで、最短時間でのお客様の現場到着と、迅
速な問題解決を支援する。

　さらに、将来はMR（=Mixed Reality) と組み合わせ、
複雑なメンテナンス作業を支援するシステムへと展開す
る予定で、これらにより、お客様のダウンタイムを最小化
できると考える。

（3）グローバルMR サービスシステム
     T_Service Future Concept

　Microsoft HololensとMRを活用したフォークリフ
トのメンテナンス作業を支援するグローバルシステム
である。
　メンテナンス作業のシンプル化と効率化を追求し、
技術者の高度遠隔支援も可能にする。

（4）インフラ協調フォークリフト安全支援システム
     T_Safety Assist Future Concept

　Microsoft AzureクラウドとAI技術を活用した
フォークリフトの安全支援システムである。
　現場のインフラ情報やフォークリフトの車間通信な
どによる安全運転を支援する。
　現場に設置したSLOW、STOPなどのマークを読み
取り、AIにて認識することで、自動的にフォークリフトを
減速したり停止させたりできるようになり、死角の多い
物流現場に有効である。

（5）AI ロジスティクス シミュレーションシステム
     Logistics AirSim Future Concept

　Microsoft Researchが開発した「AirSim」を活用し
たフォークリフト自動運転シミュレーションシステムで
ある。
　これは、ウエアハウスにおけるレイアウト検討や導線
検討をバーチャルで行うことを可能にする。
　さらに自動運転アルゴリズムの検証も高速に実施す
ることができ、安全かつ高精度な自動運転AIの技術開
発に貢献できると考える。

写真2 トーイングトラクタコンセプトモデル

写真1 1.8トン小型FCフォークリフトコンセプトモデル
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2）Vanderlande Industries Holding B.V.
Vanderlande is the global market leader for 
value-added logistic process automation at 
airports and in the parcel market. The company 
is also a leading supplier of process automation 
solutions for warehouses.
Vanderlande focuses on the optimization of its 
customers’ business processes and competitive 
position through close cooperation with its 
customers. Vanderlande’s extensive portfolio of 
integrated solutions ‒ innovative systems, 
intelligent software and life-cycle services ‒ 
results in the realization of fast, reliable and 
efficient automation technology.

Market
E - comme r ce  i s  c hang i ng  con sume r s’ 
expectations and needs. They now demand 
speed, accuracy and flexibility throughout the 
entire ordering and delivery process. When 
they buy a product online, they might want it 
delivered that same day or they might prefer to 
pick it up themselves ‒ at any time and any 
location. They also want the option to change 
their mind or return a product easily ‒ at any 
moment!

Key design principles
The key design principles that drive the 
Vanderlande warehouse solutions to cope with 
these challenging market requirements are 
Scalability, Flexibility and User Experience 
(UX).

Many e-commerce companies face fast and 
unpredictable growth. Therefor the (automated) 
solutions for their logistics fulfillment need to be 
scalable and able to follow the business growth 
without wasting previous investments in 
automation. Either incremental or even 
exponential

On the short  term there wi l l  a lways be 
workload fluctuations. Usually it does not make 

sense to fully automate for the busiest days. 
Most important for those days is that the peaks 
can be handled in a controlled way with a 
temporary and/or flexible work force on top of 
the automation. Today’s slow moving products 
are tomorrow’s fast movers and vice versa. The 
mix of large store orders versus small e-com 
orders may change instantaneously. To adapt 
to these short term change the warehouse 
solutions need to be flexible.

User experience (UX) is a third important factor 
when designing solutions. UX goes beyond 
ergonomics. Labor is expensive and it hiring 
people can be difficult. Therefor the work 
environment needs to be desirable: a pleasant 
place where people like to work. Secondly with 
short term work force changes being inevitable 
due to workload fluctuations, it is a basic 
requirement that people can be trained quickly. 
Simplicity in tasks reduces errors made by 
people., The solution must be controlled by 
intelligent software for seamless collaboration 
between people and machines resulting in 
simplicity in use.

Solutions
Vanderlande designs and delivers end-to-end 
warehousing solutions. The single perfect 
solution does not exist. Handling a t-shirt differs 
from handling bottles of cola. The desired level 
of automation and related investment level is 
different for every company. Therefor a range 
of different solutions is available and offered. In 
this article we will highlight two of these 
solutions: AIRPICK and FASTPICK

AIRPICK is a solution based on manual item 
picking. The core of this solution is a so called 
pocket sorter to sort batches of items to 
individual orders. With a relatively low 
investment this solution ensures a smooth and 
efficient order fulfilment process, regardless of 
the order size and scalable with the required 

throughput.

FASTPICK i s  a  so lu t ion  based  on  the  
goods-to-person concept. By bringing products 
in sequence order-by-order to the picker a one 
touch order fulfilment process without further 
sorting is provided. With the higher level of 
automation the amount of labor is further 
reduced and shorter order lead times are 
achieved. 

AIRPICK
AIRPICK is a solution based on the concept of 
manual batch picking and automatic sortation 
to order using a pocket sorter, AIRTRAX 
Pocket.
Batch picking is a widely used concept for 
order fulfilment. By combining items for 
multiple orders in batches and dividing the 
work over multiple pick-operators, the manual 
picking productivity is improved drastically. 
Conventional batch pick sort solutions use loop 
sorters (e.g. crossbelt sorter) to sort the batches 
to individual orders. In addition to the loop 
sorter, a batch tote buffer (e.g. AS/RS) is 
needed to decouple the picking process from 
the sorting process.

The main disadvantages of conventional 
loopsorter based solutions are the sortability 
l i m i t a t i o n s  a nd  need  f o r  m o r e  o r de r  
p i ck ing -ope ra to r s .  The  lower  p i ck ing  
productivity is caused by small order sizes 
(e-commerce) combined with a limited number 
of sorter destinations which leads to more, 
smaller batches.

In the AIRPICK solution a pocket sorter is used 
to sort items from a batch to individual orders. 
Instead of placing items onto a sorter, they are 
put into a pocket. Every picked item is placed in 
its own pocket. In one system thousands of 
pockets can be handled individually. The 
resulting key features -not possible with 

traditional loopsorters- are the ability to buffer 
items and to put them in any required sequence 
by using multi-stage pocket sortation. The 
pocket sorter technology is based on equipment 
also used for hanging garment having a 
relatively low investment level and a proven 
track record in operations. By placing products 
in pockets an extremely wide product range 
can be handled, making it  ready for the 
uncertainty of tomorrows business.
With the sequencing capabilities of a pocket 
sorter as the core of AIRPICK, this solution:

• Allows items to be picked in an arbitrary 
order and coming from various warehouse 
areas

•  I s  i n sens i t i ve  to  o rde r  s i ze  ( sma l l  
E-commerce versus large store orders)

• Can transport items for an order to a 
specific packing station (gift wrap, special 
carton, other value-added services)

• Can deliver items within an order in full 
sequence which facilitates an automated 
packing process (heavy/large items first on 
the bottom)

• Can supply items in sequence to supply the 
store (per product, sorted on size)

With the buffering capabilities for individual 
items a pocket sorter, the AIRPICK solution:

• Uses a single technology for buffering and 
sorting, easier to build and maintain.

• Allows very flexible assignment of items to 
batches. Assignments can be changed 
during picking and even after insertion into 
the pocket system.

• Allows items to be inserted into the system 
before an order exists. This feature is 
particularly useful for returns handling. By 
inserting returned items into the pocket 
system, these items can be re-allocated to 
an  o rder  immedia te ly  and  wi thout  
additional manual picking effort. 

Looking at our key design principles: AIRPICK 
provides an extremely simple process. Once 
products are scanned and inserted into a 

pocket, the system takes care of the rest and 
makes sure it ends up in the right order, at the 
r ight packing table, at the r ight t ime. A 
changing product portfolio, orders getting 
smaller, varying daily volumes, the AIRPICK 
solution can handle it. The highly modular 
design of the AIRTRAX system makes it easy to 
extend, allowing the order fulfilment system to 
grow alongside the business.

FASTPICK
FASTPICK is a goods-to-person order fulfilment 
system that uses the advanced ADAPTO 
shuttles for product storage and retrieval. By 
bringing the products to the picking operator 

the amount of labor is reduced even further, 
s imply  because the walk ing act iv i ty  i s  
eliminated. FASTPICK is ideal for handling 
orders with extremely short lead times. An 
entire order can be fulfil led on a single 
workstation which results in an order fulfilment 
lead time as low as ten minutes.
The picking workstations can also be fitted with 
a collaborative Smart Item Robot to further 
increase efficiency and reduce the number of 
picking operators required.
T o  m a k e  t h e  s y s t e m  r u n  s m o o t h l y ,  
Vanderlande’s flexible and adaptable VISION 
software for automation control intelligently 
connects and synchronizes equipment, robotics, 
people and processes. 

With ADAPTO, the system offers a very high 
storage densi ty ,  up to 60% higher  than 
conventional storage methods, thereby making 
maximum use of available floor space. The 
ADAPTO shuttles retrieve product totes in the 
right sequence to the picking workstations. First 
of all, this eliminates the walking activity. 
Secondly, by allowing an operator to work on 

one order at a time ‒ made possible through the 
built-in sequencing capabilities of the ADAPTO 
shuttle system ‒ FASTPICK offers the highest 
picking rates in the market. Working on one 
order at a time also introduces simplicity in the 
process, making it easy to learn and reducing 
human errors.

The unique ADAPTO shuttle system makes 
FASTPICK extremely scalable and makes it the 
optimal solution for an environment facing 
unpredictable growth requirements. The need 
to increase storage or throughput can be 
independently added to the goods-to-person 
part of the solution.

Shuttles are not bound to one rail at one 
storage level, but they can move autonomously 
across the entire racking structure. This key 
difference compared to traditional shuttle 
systems results in a number of benefits:

• Conveyor loops to sort totes to the right 
workstation are not needed saving costs 
and space. Shuttles bring the totes directly 
to the right exit point and in the desired 
sequence.  

• Lifts are no longer needed in front of every 
storage aisle, only in front of a workstation. 
Shuttles are no longer needed in every 
storage channel, just the exact number to 
fulfill the throughput needs. This results in 
a very scalable the system that can be 
adapted to throughput and storage needs 
independently.

• There is no single point of failure in the 
system. In case a shuttle fails, others can 
easily take over its work.

• When access is needed, a certified wireless 
safety system allows to create a small safe 
area while keeping the rest of the system 
fully operational.

• Shuttles can be diagnosed via a central 
controller and when needed called to a 
central maintenance station.

•  S h u t t l e s  a r e  p o w e r e d  b y  a  s a f e  
lithium-titanate battery. Kilometers of 
powerbars along all rails of traditional 
systems are no longer needed. The battery 
is charged when the shuttle is docked to 
the lift via opportunity charging during 
pick-up and deposit of the load. As a result 
shuttles can operate 24/7.

Fig. 7 ‒ ADAPTO (a part of FASTPICK)

• The racking can be built up to 24 m high to 
make maximum use of the available 
floorspace

  Looking at  our  key design pr inciples:  
FASTPICK makes the job of picking operator 
extremely simple and fast by bringing them 
products for orders in order-by-order sequence. 
This allows an efficient one touch pick-pack 
operat ion regardless  of  the order  s ize .  
ADAPTO, the shuttle system as the core of this 
solution enables this sequencing. As shuttles 
can move autonomously through the entire 
racking structure, complex conveyor loops can 
be avoided and an easily scalable solution is 
created.

■ A u t h o r ■

Paul Thoonen ‒ Logistic 
concepts & Designs Manager

Ivo van Lith ‒ Logistic 
concepts & Designs Manager
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2．進化していくトヨタL＆F
1）FCフォークリフト
　当社は2004年にトヨタ自動車株式会社と共同で
フォークリフト用FCシステムの開発に着手、経済産業
省および環境省実証事業への参画などを通して開発
を推進し、2016年11月に国内初となる2．5トンFC
フォークリフトの販売を開始した。現在約80台が稼働
中である。
　国が掲げる「水素基本戦略」（2017年12月策定）の
中で、FCフォークリフトはFCバスとともに、FCVを中心
とするモビリティ分野における安定的かつ大きな水素
需要源と位置付けられており、水素の供給・調達コスト
の低減に資するものとして期待されている。また、
2020年までに累計500台、2030年までに累計
10,000台という普及台数目標も示されており、当社は
これら目標の達成に貢献すべく、FCユニットの小型高
密度化・高出力化による車種拡大の取り組みを進めて
いる。
　今回、主に屋内作業用に市場ニーズの高い小型モデ
ルとして、1.8トンFCフォークリフトのコンセプトモデル

（写真1）を公開した。
　スタックをはじめとする主要構成部品については従
来の2.5トンFCフォークリフトのものを流用しつつ、FC
ユニットを小型化することで、出力密度10％向上を達
成した。
　また、FC産業車両として世界初となる-10℃低温起
動機能を搭載するとともに、発電効率および稼働時間
の改善という課題に対し、エネルギー回収率52％を達
成したカウンターバランス式フォークリフト向け荷役回
生システムも搭載した。マストに設置した液晶モニター
で荷役回生時のエネルギーフローを視覚化し、新規技
術のアピールを行った。

　

2）FCトーイングトラクタ
　空港でコンテナを牽引するトーイングトラクタは、FC
産業車両における新たなアプリケーションのひとつで
ある。
　今回は、2016年に出展したFCコンセプトモデルの
進化形として、自動運転機能を追加したモデル（写真
2）を初披露した。
　トーイングトラクタについては、従来の2.5トンFC
フォークリフトに比べて、2～3倍の高出力が必要であり、
また移動距離が長いためより多くの水素燃料搭載が求
められる。限られたコンパートメントの中でFCユニットの
高出力化と大型の水素タンクの搭載が課題である。
　2020年の実証実験開始を目指し、環境省の技術開
発・実証事業として鋭意取り組みを進めている。

3）リチウムイオンバッテリ搭載電動車
　フォークリフトの電動化は、環境意識の高まりや規制
強化の中で着実に拡大しており、今後も堅調な推移を
見込まれている。このような背景のもとで、リチウムイ
オンバッテリ（LIB）は、欧州を中心に普及が始まってお
り拡大傾向にある。
　当社では2016年9月、1.35～1.8トン積リーチタイ
プ電動フォークリフトGENEO-Rに日本初となるLIBを
搭載したオプション車を発売した。
　LIBは、鉛バッテリに対し以下の特長を有する。

　・急速充電により、バッテリ交換なしで連続稼働が可能
　・バッテリ寿命が長い
　・バッテリと充電器の高効率化により、電気代が低減可能
　・バッテリ液の補水や清掃が不要
　こうした中で、他社動向やお客様要望に応えるため、
1.5～2.0トン積カウンタタイプ電動フォークリフト
Ecore（写真3）、2.5トン積電動トーイングトラクタ3TE

（写真4） へ機種展開するとともに、リーチタイプにつ
いてはモデルチェンジに合わせ、新型Rinova（写真5）
でも搭載オプション車を設定した。

　搭載するLIBについては、車両における搭載サイズや
仕向地におけるお客様の搭載ニーズ等に対応するた
め、車種ごとに最適なモデルを採用している。
　また、車両のパワーマネージメント制御を再設計する
ことで、バッテリの仕様を逸脱する使われ方を防止すると
ともに、バッテリの能力を引き出す車両制御を行ってい
る。
　今回の開発でリチウムイオンバッテリ搭載車のライ
ンアップ拡充が進み、さらに多くのお客様に導入をご
検討いただける環境になった。

4）人・障害物検知システム
　フォークリフトと周辺作業者との接触事故の低減に

寄与する人・障害物検知システム（写真6）を参考出品。
　物流現場では、棚、パレット、ダンボールなどのさまざ
まな障害物があり、荷役作業ではそれらに近接した作
業がなされる場合がある。従来のソナーやレーザなど
の障害物センサは、近接距離に応じた検知がなされる
ため、作業者以外の障害物に対して不必要に発報する
課題があった。
　本システムでは、ステレオカメラ方式を採用し、画像
処理による「作業者の見分け」とステレオカメラ処理に
よる「作業者・障害物の位置検出」を実現した。フォーク
リフトに作業者が接近したときにはいち早くオペレータ
に通知し、障害物の接近に対しては、近づき過ぎたら通
知するといった警告制御が可能となる。
　作業者検知アルゴリズムは、カメラ画像を入力し人
物像の特徴量（勾配傾向）を示す画像エリアを探索し、
機械学習による辞書データと照合して作業者を特定し
ている。
　また作業者の位置は、左右のカメラから入力された
作業者の特定画像から得られる視差情報より位置演算
を行うことで得られる。障害物の位置（＝立体物）につい
ても同様に位置演算を行っている。
　フォークリフトは物流現場では、頻繁に旋回しながら
荷役作業が行われるので、道路環境を注視する自動車
用途に比べて、ワイドレンジな作業者検知が求められ
ている。
　本システムの検知エリアは、最長10m、幅方向で最
大11mであり、これを満足させるため広角レンズを採
用した。またフォークリフトは屋内、屋外で利用され、さ
まざまな照度条件でも機能するようハイダイナミック
レンジカメラを採用している。
　展示システムでは、オペレータへの通知手段として、
ワイドミラーに人物像ピクトグラムを点灯させるデモ
ンストレーションを行った。

5）レーザSLAM式AGF
SLAM：Simultaneous Localization and Mapping

（1）開発のねらい
　少子高齢化社会がもたらす労働人口の減少にとも
ない物流業界の人手不足解消、人による作業負担を軽
減するため、物流の自動化需要が増えつつある。
　中でも、工場や倉庫内において、軌道の敷設を必要
としない無人搬送車（AGV）や自動運転フォークリフト

（AGF）に関するニーズが高まりつつあり、国内外でさ
まざまな技術や商品が提案されている。
　そこで我々はレーザレンジファインダ（LRF：測域セ
ンサ）を利用して自己位置を把握し、軌道を敷設しなく
ても自動運転が可能なレーザSLAM技術を開発した

（写真7）。

（2）技術的特徴
　レーザSLAM誘導に使用するLRFは、赤外線レーザを照
射して、その反射度合で物体の距離を測定するセンサで、
検出物の大きさ、位置を検出することができる。

　AGFは、このLRFを用いて常に周囲環境を計測し、予
め作成した地図との照合を行うことにより自己位置と
車両の姿勢（方向）を把握しながら走行する。
　一般的にLRFで得られる観測データ数が多いと、算
出される自己位置の精度は良くなるが算出時間が長く
なるという問題が発生する。これを解決するため、前回
把握した自己位置を利用し、照合する地図の範囲を狭
くするとともに、観測された周囲環境の状況に応じて算
出に使用するデータ数を動的に変化させ、必要最小限
の処理にすることで算出時間を短縮した。
　一方、地図上に存在しない物体を検出した場合や、
建物内部に多く存在する廊下のような単調で対称的な
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。
　そこで、算出される自己位置候補の分散状況から

「算出された自己位置の確からしさ（信頼性）」を確認す
る新技術を開発した。この信頼性に応じてLRFを用いて
算出された自己位置と、駆動輪の回転量、操舵角から
算出された自車の移動量・姿勢角を比較してデータ処
理を行うことで自車の自己位置精度を向上している。

（3）今後の取組み
　昨今、物流業界を取り巻く環境変化はめまぐるしく、
お客様の抱える課題やニーズは多様化している。その
中で、物流機器へのニーズは「自動化」から、IoTを利用
してAGV／AGF自身がさまざまな環境下で最適な条
件を自ら判断して動く「自律化」へ移行しつつある。今回
開発したレーザSLAM技術による自己位置把握技術の
製品化に向けて、さらなる技術開発を進め、お客様の声
に耳を傾けながら、物流現場改善に貢献できるソリュー
ションを提案していく。

6）自律走行ロボットAiR

（1）開発のねらい
　将来のAGVの自律化に向けた開発のベースモ
ジュールとして自律走行ロボットAiR（Autonomous 
Intelligent mobile Robot）を開発した。
　AiRは全方向走行機能やその他自律走行に必要な
機能を有しており、アタッチメントを追加搭載すること
により、多種・多様な製品展開が可能になる。（写真8）

　今回の物流展ではAiR上に荷受台を搭載したAiR-T、
清掃ユニットを搭載したAiR-C、ロボットアームを搭載し
たAiR-Pの3台を参考出展した。

（2）技術的特徴
　AiRは下記4つの新しい機能を有している。
　①レーザSLAM

　今までのAGVは床に設置された磁気テープや誘
導線をセンサで検知しながら走行していたが、AiRは
走行するエリアの地図データを保持し、LRF（Laser 
Range Finder）によるレーザ光で自己位置認識を
することで、自らが走行経路を生成しながら自動走
行する（写真9）。
　これにより床工事等が不要になり、お客様のレイ
アウト変更などに迅速な対応が可能になる。

　②全方向移動機能
　AiRは今回開発した低騒音薄型オムニホイールを
搭載しており、これにより静かで機敏な走行を実現し
ている。

　③障害物の回避機能
　機台の前後に搭載したLRFにより障害物を検知、
自らの走行経路を変更し、障害物を回避して走行す
るので、走行停止による作業ロスを低減できる。

　④移動体への追尾制御
　AiRはレーザSLAMによる自動走行以外に移動体
への追尾走行が可能である。LRFで追尾されるヒト
を認識させれば、歩行するヒトに一定の時間差で追
尾走行する。
　この機能により、頻繁に手押し台車で荷物を運搬し
ているような物流現場で作業者の負荷が軽減できる。

　また今回開発したバッテリマネジメントシステム
（BMS）も搭載、アタッチメントの消費電力に応じて、LIB
バッテリの個数を自由に変更できるようにした。

（3）展示機台
　①AiR-T（搬送・追尾ロボット）

　アタッチメントとして荷受台を搭載、物流センター
等の物品のピッキング作業時に手押し台車の代わり

に使用し、作業者の歩行負荷低減に貢献する。
　②AiR-C（清掃ロボット）

　新型パワーブラシ付清掃ユニットを搭載し清掃能
力を向上、清掃エリアの地図データを保有し、その
データに基づき自動清掃を行う。

　③AiR-P（ピッキングロボット）
　協働式6軸ロボットアームを搭載、ヒトと同じエリア
で作業可能で、物流センターでの物品のピッキング
作業を支援する。
　アーム先端にカメラとプロジェクタを搭載し物品
の形状を認識、またハンドチェンジ機能も有してお
り、多様な物品に対応可能。

（4）今後の取組み
　製品化に向け、誘導性能や障害物の回避機能、追尾
性能の向上を図る。

7）ビジュアルSLAM・高精度視覚マーカ
　ビジュアルSLAM（写真12）は、カメラで撮影した画
像からキーカートやフォークリフトの自己位置を推定す
ることで、自動運転実現に貢献する技術である。最初に
走行させたい経路を1回走行させて画像を取得し地図
を作成することで、その地図を頼りに自己位置を推定し
ながら繰り返し自動走行することができる。
　産業技術総合研究所との連携研究室では、単眼のカ
メラを用い、画像から局所的な特徴量を抽出する手法
を採用し、物流現場環境に適した抽出手法を開発する
ことで、精度とリアルタイム性の両方を実現した。
　単眼のカメラで撮影した画像から、輝度変化を元に
特徴を抽出した後、精度が良い点（緑）と悪い点（青）を
統計処理により識別し、最終的に最も精度が高い3点

（赤）で3点法を行うことで自己位置を推定している。
　本技術の特徴として大きく3つ挙げられる。1つ目は、
環境の変化に強い点である。物流現場では荷の出入り
が激しく、棚や荷物の見え方という画像にとっての環境
が常に変化する。本技術は環境が大きく変化しても、変
化がない特徴を抽出して自己位置を推定することが可
能である。また、カメラが苦手とする照度変化に対して
も、ロバスト性を確保することに成功している。2つ目は
6軸の位置姿勢全てが推定可能であり、前傾後傾も検
知し位置補正も可能である。3つ目は、カメラを使用し
ているため得られる情報量が多く、物体認識技術と組
み合わせることで、さらなる高精度化やロバスト性向
上、システムとしての応用も期待できる。

　視覚マーカ（ARマーカ）は、単眼のカメラで位置姿勢
を簡易に取得可能な平面形状のパターンであり、比較
的単純な画像処理で計測できる点が優れているが、正
面付近から見たときの姿勢推定精度の悪さが問題で
あった。
　産業技術総合研究所にて独自に開発した高精度視
覚マーカは、微細な細長いカマボコ状の凸レンズが無
数に並んだレンチキュラーレンズを活用してこの問題
を解決している。
　レンチキュラーレンズの裏に配置した縞模様とレン
ズの位相差によりモアレ（干渉縞）が生じる原理を用
い、視線の角度に応じて移動する黒い線の位置を画像
処理で検出し、姿勢を正確に推定することができる。
　高精度視覚マーカの活用方法のひとつが、自動制御
用のターゲットマーカである。例えば、パレットに取り付
けたマーカを自動運転リフトに取り付けたカメラで認
識させることで、自動運転リフトをパレットに対し確実に
正対させるよう制御することが可能になる。

8）遠隔操作技術
（1）開発のねらい
　物流業界の人手不足によって自動化に対する需要
が増えつつある一方で、熟練者のカン・コツに頼る作業
など、自動化では解決できない課題も多く存在する。こ
のため、人が行う作業に対しても効率化や環境改善が
望まれている。 

 

　このような背景のもと、オペレータが快適な操作室
にて自由にフォークリフトを操作することができる遠隔
操作システムの開発を開始した。
　車両から離れた操作室にていかに作業の安全性・信
頼性・効率性を確保するかが遠隔操作技術の課題であ
り、オペレータが行う多種多様な作業に対応可能なシ
ステムの構築を目指す。（写真13）

（2）技術的特徴
　①映像伝送と画像合成処理

　フォークリフトに複数取り付けられたカメラの画像
は無線通信を利用してオペレータがいる操作室のモ
ニターへ映し出される。オペレータは自身が行う作
業内容に応じて、表示するカメラ画像を自由に選択
することが可能である。カメラは、フォークリフト作業
に必要な視点を網羅するよう配置されており、画像
合成処理を加えることで作業者が直感的に操作しや
すい画面を実現した。
　画像合成処理の一例として、機台ヘッドガード部

（上部）に取り付けた4つのカメラ画像を合成し、
フォークリフトとその周辺を上方からの俯瞰視点で
見ることができる画像表示機能を開発した。俯瞰視
点の画像は自動車にも既に活用されている技術とし
て周知されているが、フォークリフト特有の作業や周
囲環境に最適なカメラ配置と画像構成を実現した。

　②作業支援機能
　オペレータが遠隔操作を円滑に行うため、カメラ
画像に描画を加えた作業支援機能を開発した。
　タイヤ操舵角から、機台の進行経路を予測するガ
イドライン表示や、リフト位置、ティルト位置などが一
目でわかるインジケータを表示させることで、作業
効率向上に貢献する。

　③電波強度と冗長性
　フォークリフトが働く現場周辺には、さまざまな無
線機器が稼働していることが想定され、これらの電
波が遠隔操作システムに悪影響を及ぼす可能性が
ある。このため、画像伝送用および操作指示用の無
線通信状態を常に監視し、どちらか一方でも大きな
遅延が発生した場合、オペレータに通知するととも
に車両を自動的に停止させる機能を備えた。

（3）今後の取組み
　現在、車両の走行操作画面や作業支援機能を実装
完了しており、評価によって新たな課題の抽出を行って
いる段階である。加えて、荷役操作における解決すべき
課題も多く存在する。
　今後、実環境下での実証実験を目指してさらなる改
良に取り組んでいく。

9）KEY SO-CO
（1）はじめに
　2020年ビジョンの達成に向けた物流ソリューション
の拡大への取組みにおいて、商品単体売り中心のビジ
ネスから、さまざまなハードウェア、ソフトウェアを組み
合わせた「ソリューション」によって、お客様へ付加価値
を提供することが重要になっていることから、新しい在
庫管理システム「KEY SO-CO」を開発した。

（2）KEY SO-COの位置づけ
　マテハン機器との組み合わせで作業の効率化や省人
化を実現する在庫管理システムの商品ラインアップは、
物流エンジニアリング向けの「T-WINS LS」、物流シス
テム向けの「IS-200」のみだったが、「KEY SO-CO」は
中小企業のお客様向けにフォークリフト、移動・固定ラッ
クと組み合わせて提案できるソフトウェア商品である。

（3）KEY SO-COのコンセプト
　KEY SO-COは「Kaizen Easy Yourself Simple 
Operation & COnnect」の頭文字を取ったマーケ
ティングネームで、お客様自身による業務改善を支援
するツールとして、以下の3つを基本コンセプトとして
開発に取り組んだ。
　①低コスト

　中小企業のお客様が気軽に導入することのでき
る低価格を実現する。

　②かんたん
　在庫管理システムを初めて使う方でも簡単に導入
でき、すぐに利用可能な操作性を実現する。

　③つながる
　倉庫内の作業情報を一元化し、在庫状況などをリ
アルタイムに確認できるようにする。

（4）KEY SO-COの特徴
　①標準パッケージ化、カスタマイズ不要

　低コストを実現するため、在庫管理に必要な機能

を標準パッケージ化した。

　個別カスタマイズなしに、お客様自身で運用に合
わせた設定を行える専用ツールを準備した。

（入荷運用あり/なし、画面項目の利用有無/名称・桁
数の変更、出庫条件の変更 などが可能）

　②操作しやすいメニュー・画面構成
　在庫管理の業務の流れに沿ったメニュー、直感的
に操作可能な画面設計を行った。

　③さまざまな端末から情報につながる
　ブラウザソフト（IE、Chrome）を用いることで、特
別な設定なしにさまざまな端末から在庫状況などを
リアルタイムに確認できるようにした。

（5）まとめ
　これまでは、フォークリフト、固定・移動ラックを購入し
ていただくお客様向けに、セット提案することのできる
在庫管理ソフトウェアがなく、商品単体売りのビジネス
モデルが中心だった。「KEY SO-CO」は低価格で簡単
に導入できるソフトウェアであることから、販売店スタッ
フが保管機器の商談時、積極的にセット提案をすること
が可能で、物流ソリューション中心のビジネスモデルへ
軸足を移すきっかけとなるツールだと考える。
　「KEY SO-CO」の提供により、2020年ビジョンの達
成に向けた物流ソリューションの拡大への取組みをさ
らに加速していく。

10）グローバル デジタルイノベーション
　　 With Microsoft

　ここでは、現在TMHG（Toyo ta  Ma te r i a l  
Handling Group) がグローバルに推進中のIoT、AI、  
MRなど最新ITを活用したデジタルソリューションとし
て、テレマティクス、安全運転支援、シミュレーションや
お客様への販売店サービス支援技術などを中心にコ
ンセプトを紹介した。このコーナーの技術は、マイクロ
ソフトとの協業で実現させている。

（1）フォークリフトIoT・テレマティクス
     T_Site IoT Future Concept

　フォークリフトの稼働情報をMicrosoft Azureクラ
ウドプラットフォームへ発信、蓄積し、分析結果を見える
化して現場改善に活用するグローバルシステムである。
　現在世界各リージョンで販売しているテレマティクス
の次世代版として、グローバルなデータ統合とフォーク
リフト管理を目的としている。
　現在、米国向けシステムを開発中で、そのコンセプト
ソフトウェアを紹介した。

（2）グローバルモバイルサービスソリューション
     T_GMSS(=Global Mobile Service Solution)International

　Microsoft Dynamics365 を活用した、フォークリ
フトのサービス作業を支援するグローバルソリューショ
ンシステムである。
　インドを皮切りにインターナショナル地域にてメンテ
ナンス作業の効率化を追求しており、将来はフォークリ
フトのIoTデータを活用して、予知保全へ展開する。
　フォークリフトのエラー発生時に、自動的に販売店と
お客様、また最寄のフィールドエンジニアにも情報を伝
達することで、最短時間でのお客様の現場到着と、迅
速な問題解決を支援する。

　さらに、将来はMR（=Mixed Reality) と組み合わせ、
複雑なメンテナンス作業を支援するシステムへと展開す
る予定で、これらにより、お客様のダウンタイムを最小化
できると考える。

（3）グローバルMR サービスシステム
     T_Service Future Concept

　Microsoft HololensとMRを活用したフォークリフ
トのメンテナンス作業を支援するグローバルシステム
である。
　メンテナンス作業のシンプル化と効率化を追求し、
技術者の高度遠隔支援も可能にする。

（4）インフラ協調フォークリフト安全支援システム
     T_Safety Assist Future Concept

　Microsoft AzureクラウドとAI技術を活用した
フォークリフトの安全支援システムである。
　現場のインフラ情報やフォークリフトの車間通信な
どによる安全運転を支援する。
　現場に設置したSLOW、STOPなどのマークを読み
取り、AIにて認識することで、自動的にフォークリフトを
減速したり停止させたりできるようになり、死角の多い
物流現場に有効である。

（5）AI ロジスティクス シミュレーションシステム
     Logistics AirSim Future Concept

　Microsoft Researchが開発した「AirSim」を活用し
たフォークリフト自動運転シミュレーションシステムで
ある。
　これは、ウエアハウスにおけるレイアウト検討や導線
検討をバーチャルで行うことを可能にする。
　さらに自動運転アルゴリズムの検証も高速に実施す
ることができ、安全かつ高精度な自動運転AIの技術開
発に貢献できると考える。

写真2 トーイングトラクタコンセプトモデル

写真1 1.8トン小型FCフォークリフトコンセプトモデル
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2．進化していくトヨタL＆F
1）FCフォークリフト
　当社は2004年にトヨタ自動車株式会社と共同で
フォークリフト用FCシステムの開発に着手、経済産業
省および環境省実証事業への参画などを通して開発
を推進し、2016年11月に国内初となる2．5トンFC
フォークリフトの販売を開始した。現在約80台が稼働
中である。
　国が掲げる「水素基本戦略」（2017年12月策定）の
中で、FCフォークリフトはFCバスとともに、FCVを中心
とするモビリティ分野における安定的かつ大きな水素
需要源と位置付けられており、水素の供給・調達コスト
の低減に資するものとして期待されている。また、
2020年までに累計500台、2030年までに累計
10,000台という普及台数目標も示されており、当社は
これら目標の達成に貢献すべく、FCユニットの小型高
密度化・高出力化による車種拡大の取り組みを進めて
いる。
　今回、主に屋内作業用に市場ニーズの高い小型モデ
ルとして、1.8トンFCフォークリフトのコンセプトモデル

（写真1）を公開した。
　スタックをはじめとする主要構成部品については従
来の2.5トンFCフォークリフトのものを流用しつつ、FC
ユニットを小型化することで、出力密度10％向上を達
成した。
　また、FC産業車両として世界初となる-10℃低温起
動機能を搭載するとともに、発電効率および稼働時間
の改善という課題に対し、エネルギー回収率52％を達
成したカウンターバランス式フォークリフト向け荷役回
生システムも搭載した。マストに設置した液晶モニター
で荷役回生時のエネルギーフローを視覚化し、新規技
術のアピールを行った。

　

2）FCトーイングトラクタ
　空港でコンテナを牽引するトーイングトラクタは、FC
産業車両における新たなアプリケーションのひとつで
ある。
　今回は、2016年に出展したFCコンセプトモデルの
進化形として、自動運転機能を追加したモデル（写真
2）を初披露した。
　トーイングトラクタについては、従来の2.5トンFC
フォークリフトに比べて、2～3倍の高出力が必要であり、
また移動距離が長いためより多くの水素燃料搭載が求
められる。限られたコンパートメントの中でFCユニットの
高出力化と大型の水素タンクの搭載が課題である。
　2020年の実証実験開始を目指し、環境省の技術開
発・実証事業として鋭意取り組みを進めている。

3）リチウムイオンバッテリ搭載電動車
　フォークリフトの電動化は、環境意識の高まりや規制
強化の中で着実に拡大しており、今後も堅調な推移を
見込まれている。このような背景のもとで、リチウムイ
オンバッテリ（LIB）は、欧州を中心に普及が始まってお
り拡大傾向にある。
　当社では2016年9月、1.35～1.8トン積リーチタイ
プ電動フォークリフトGENEO-Rに日本初となるLIBを
搭載したオプション車を発売した。
　LIBは、鉛バッテリに対し以下の特長を有する。

　・急速充電により、バッテリ交換なしで連続稼働が可能
　・バッテリ寿命が長い
　・バッテリと充電器の高効率化により、電気代が低減可能
　・バッテリ液の補水や清掃が不要
　こうした中で、他社動向やお客様要望に応えるため、
1.5～2.0トン積カウンタタイプ電動フォークリフト
Ecore（写真3）、2.5トン積電動トーイングトラクタ3TE

（写真4） へ機種展開するとともに、リーチタイプにつ
いてはモデルチェンジに合わせ、新型Rinova（写真5）
でも搭載オプション車を設定した。

　搭載するLIBについては、車両における搭載サイズや
仕向地におけるお客様の搭載ニーズ等に対応するた
め、車種ごとに最適なモデルを採用している。
　また、車両のパワーマネージメント制御を再設計する
ことで、バッテリの仕様を逸脱する使われ方を防止すると
ともに、バッテリの能力を引き出す車両制御を行ってい
る。
　今回の開発でリチウムイオンバッテリ搭載車のライ
ンアップ拡充が進み、さらに多くのお客様に導入をご
検討いただける環境になった。

4）人・障害物検知システム
　フォークリフトと周辺作業者との接触事故の低減に

寄与する人・障害物検知システム（写真6）を参考出品。
　物流現場では、棚、パレット、ダンボールなどのさまざ
まな障害物があり、荷役作業ではそれらに近接した作
業がなされる場合がある。従来のソナーやレーザなど
の障害物センサは、近接距離に応じた検知がなされる
ため、作業者以外の障害物に対して不必要に発報する
課題があった。
　本システムでは、ステレオカメラ方式を採用し、画像
処理による「作業者の見分け」とステレオカメラ処理に
よる「作業者・障害物の位置検出」を実現した。フォーク
リフトに作業者が接近したときにはいち早くオペレータ
に通知し、障害物の接近に対しては、近づき過ぎたら通
知するといった警告制御が可能となる。
　作業者検知アルゴリズムは、カメラ画像を入力し人
物像の特徴量（勾配傾向）を示す画像エリアを探索し、
機械学習による辞書データと照合して作業者を特定し
ている。
　また作業者の位置は、左右のカメラから入力された
作業者の特定画像から得られる視差情報より位置演算
を行うことで得られる。障害物の位置（＝立体物）につい
ても同様に位置演算を行っている。
　フォークリフトは物流現場では、頻繁に旋回しながら
荷役作業が行われるので、道路環境を注視する自動車
用途に比べて、ワイドレンジな作業者検知が求められ
ている。
　本システムの検知エリアは、最長10m、幅方向で最
大11mであり、これを満足させるため広角レンズを採
用した。またフォークリフトは屋内、屋外で利用され、さ
まざまな照度条件でも機能するようハイダイナミック
レンジカメラを採用している。
　展示システムでは、オペレータへの通知手段として、
ワイドミラーに人物像ピクトグラムを点灯させるデモ
ンストレーションを行った。

5）レーザSLAM式AGF
SLAM：Simultaneous Localization and Mapping

（1）開発のねらい
　少子高齢化社会がもたらす労働人口の減少にとも
ない物流業界の人手不足解消、人による作業負担を軽
減するため、物流の自動化需要が増えつつある。
　中でも、工場や倉庫内において、軌道の敷設を必要
としない無人搬送車（AGV）や自動運転フォークリフト

（AGF）に関するニーズが高まりつつあり、国内外でさ
まざまな技術や商品が提案されている。
　そこで我々はレーザレンジファインダ（LRF：測域セ
ンサ）を利用して自己位置を把握し、軌道を敷設しなく
ても自動運転が可能なレーザSLAM技術を開発した

（写真7）。

（2）技術的特徴
　レーザSLAM誘導に使用するLRFは、赤外線レーザを照
射して、その反射度合で物体の距離を測定するセンサで、
検出物の大きさ、位置を検出することができる。

　AGFは、このLRFを用いて常に周囲環境を計測し、予
め作成した地図との照合を行うことにより自己位置と
車両の姿勢（方向）を把握しながら走行する。
　一般的にLRFで得られる観測データ数が多いと、算
出される自己位置の精度は良くなるが算出時間が長く
なるという問題が発生する。これを解決するため、前回
把握した自己位置を利用し、照合する地図の範囲を狭
くするとともに、観測された周囲環境の状況に応じて算
出に使用するデータ数を動的に変化させ、必要最小限
の処理にすることで算出時間を短縮した。
　一方、地図上に存在しない物体を検出した場合や、
建物内部に多く存在する廊下のような単調で対称的な
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。
　そこで、算出される自己位置候補の分散状況から

「算出された自己位置の確からしさ（信頼性）」を確認す
る新技術を開発した。この信頼性に応じてLRFを用いて
算出された自己位置と、駆動輪の回転量、操舵角から
算出された自車の移動量・姿勢角を比較してデータ処
理を行うことで自車の自己位置精度を向上している。

（3）今後の取組み
　昨今、物流業界を取り巻く環境変化はめまぐるしく、
お客様の抱える課題やニーズは多様化している。その
中で、物流機器へのニーズは「自動化」から、IoTを利用
してAGV／AGF自身がさまざまな環境下で最適な条
件を自ら判断して動く「自律化」へ移行しつつある。今回
開発したレーザSLAM技術による自己位置把握技術の
製品化に向けて、さらなる技術開発を進め、お客様の声
に耳を傾けながら、物流現場改善に貢献できるソリュー
ションを提案していく。

6）自律走行ロボットAiR

（1）開発のねらい
　将来のAGVの自律化に向けた開発のベースモ
ジュールとして自律走行ロボットAiR（Autonomous 
Intelligent mobile Robot）を開発した。
　AiRは全方向走行機能やその他自律走行に必要な
機能を有しており、アタッチメントを追加搭載すること
により、多種・多様な製品展開が可能になる。（写真8）

　今回の物流展ではAiR上に荷受台を搭載したAiR-T、
清掃ユニットを搭載したAiR-C、ロボットアームを搭載し
たAiR-Pの3台を参考出展した。

（2）技術的特徴
　AiRは下記4つの新しい機能を有している。
　①レーザSLAM

　今までのAGVは床に設置された磁気テープや誘
導線をセンサで検知しながら走行していたが、AiRは
走行するエリアの地図データを保持し、LRF（Laser 
Range Finder）によるレーザ光で自己位置認識を
することで、自らが走行経路を生成しながら自動走
行する（写真9）。
　これにより床工事等が不要になり、お客様のレイ
アウト変更などに迅速な対応が可能になる。

　②全方向移動機能
　AiRは今回開発した低騒音薄型オムニホイールを
搭載しており、これにより静かで機敏な走行を実現し
ている。

　③障害物の回避機能
　機台の前後に搭載したLRFにより障害物を検知、
自らの走行経路を変更し、障害物を回避して走行す
るので、走行停止による作業ロスを低減できる。

　④移動体への追尾制御
　AiRはレーザSLAMによる自動走行以外に移動体
への追尾走行が可能である。LRFで追尾されるヒト
を認識させれば、歩行するヒトに一定の時間差で追
尾走行する。
　この機能により、頻繁に手押し台車で荷物を運搬し
ているような物流現場で作業者の負荷が軽減できる。

　また今回開発したバッテリマネジメントシステム
（BMS）も搭載、アタッチメントの消費電力に応じて、LIB
バッテリの個数を自由に変更できるようにした。

（3）展示機台
　①AiR-T（搬送・追尾ロボット）

　アタッチメントとして荷受台を搭載、物流センター
等の物品のピッキング作業時に手押し台車の代わり

に使用し、作業者の歩行負荷低減に貢献する。
　②AiR-C（清掃ロボット）

　新型パワーブラシ付清掃ユニットを搭載し清掃能
力を向上、清掃エリアの地図データを保有し、その
データに基づき自動清掃を行う。

　③AiR-P（ピッキングロボット）
　協働式6軸ロボットアームを搭載、ヒトと同じエリア
で作業可能で、物流センターでの物品のピッキング
作業を支援する。
　アーム先端にカメラとプロジェクタを搭載し物品
の形状を認識、またハンドチェンジ機能も有してお
り、多様な物品に対応可能。

（4）今後の取組み
　製品化に向け、誘導性能や障害物の回避機能、追尾
性能の向上を図る。

7）ビジュアルSLAM・高精度視覚マーカ
　ビジュアルSLAM（写真12）は、カメラで撮影した画
像からキーカートやフォークリフトの自己位置を推定す
ることで、自動運転実現に貢献する技術である。最初に
走行させたい経路を1回走行させて画像を取得し地図
を作成することで、その地図を頼りに自己位置を推定し
ながら繰り返し自動走行することができる。
　産業技術総合研究所との連携研究室では、単眼のカ
メラを用い、画像から局所的な特徴量を抽出する手法
を採用し、物流現場環境に適した抽出手法を開発する
ことで、精度とリアルタイム性の両方を実現した。
　単眼のカメラで撮影した画像から、輝度変化を元に
特徴を抽出した後、精度が良い点（緑）と悪い点（青）を
統計処理により識別し、最終的に最も精度が高い3点

（赤）で3点法を行うことで自己位置を推定している。
　本技術の特徴として大きく3つ挙げられる。1つ目は、
環境の変化に強い点である。物流現場では荷の出入り
が激しく、棚や荷物の見え方という画像にとっての環境
が常に変化する。本技術は環境が大きく変化しても、変
化がない特徴を抽出して自己位置を推定することが可
能である。また、カメラが苦手とする照度変化に対して
も、ロバスト性を確保することに成功している。2つ目は
6軸の位置姿勢全てが推定可能であり、前傾後傾も検
知し位置補正も可能である。3つ目は、カメラを使用し
ているため得られる情報量が多く、物体認識技術と組
み合わせることで、さらなる高精度化やロバスト性向
上、システムとしての応用も期待できる。

　視覚マーカ（ARマーカ）は、単眼のカメラで位置姿勢
を簡易に取得可能な平面形状のパターンであり、比較
的単純な画像処理で計測できる点が優れているが、正
面付近から見たときの姿勢推定精度の悪さが問題で
あった。
　産業技術総合研究所にて独自に開発した高精度視
覚マーカは、微細な細長いカマボコ状の凸レンズが無
数に並んだレンチキュラーレンズを活用してこの問題
を解決している。
　レンチキュラーレンズの裏に配置した縞模様とレン
ズの位相差によりモアレ（干渉縞）が生じる原理を用
い、視線の角度に応じて移動する黒い線の位置を画像
処理で検出し、姿勢を正確に推定することができる。
　高精度視覚マーカの活用方法のひとつが、自動制御
用のターゲットマーカである。例えば、パレットに取り付
けたマーカを自動運転リフトに取り付けたカメラで認
識させることで、自動運転リフトをパレットに対し確実に
正対させるよう制御することが可能になる。

8）遠隔操作技術
（1）開発のねらい
　物流業界の人手不足によって自動化に対する需要
が増えつつある一方で、熟練者のカン・コツに頼る作業
など、自動化では解決できない課題も多く存在する。こ
のため、人が行う作業に対しても効率化や環境改善が
望まれている。 

 

　このような背景のもと、オペレータが快適な操作室
にて自由にフォークリフトを操作することができる遠隔
操作システムの開発を開始した。
　車両から離れた操作室にていかに作業の安全性・信
頼性・効率性を確保するかが遠隔操作技術の課題であ
り、オペレータが行う多種多様な作業に対応可能なシ
ステムの構築を目指す。（写真13）

（2）技術的特徴
　①映像伝送と画像合成処理

　フォークリフトに複数取り付けられたカメラの画像
は無線通信を利用してオペレータがいる操作室のモ
ニターへ映し出される。オペレータは自身が行う作
業内容に応じて、表示するカメラ画像を自由に選択
することが可能である。カメラは、フォークリフト作業
に必要な視点を網羅するよう配置されており、画像
合成処理を加えることで作業者が直感的に操作しや
すい画面を実現した。
　画像合成処理の一例として、機台ヘッドガード部

（上部）に取り付けた4つのカメラ画像を合成し、
フォークリフトとその周辺を上方からの俯瞰視点で
見ることができる画像表示機能を開発した。俯瞰視
点の画像は自動車にも既に活用されている技術とし
て周知されているが、フォークリフト特有の作業や周
囲環境に最適なカメラ配置と画像構成を実現した。

　②作業支援機能
　オペレータが遠隔操作を円滑に行うため、カメラ
画像に描画を加えた作業支援機能を開発した。
　タイヤ操舵角から、機台の進行経路を予測するガ
イドライン表示や、リフト位置、ティルト位置などが一
目でわかるインジケータを表示させることで、作業
効率向上に貢献する。

　③電波強度と冗長性
　フォークリフトが働く現場周辺には、さまざまな無
線機器が稼働していることが想定され、これらの電
波が遠隔操作システムに悪影響を及ぼす可能性が
ある。このため、画像伝送用および操作指示用の無
線通信状態を常に監視し、どちらか一方でも大きな
遅延が発生した場合、オペレータに通知するととも
に車両を自動的に停止させる機能を備えた。

（3）今後の取組み
　現在、車両の走行操作画面や作業支援機能を実装
完了しており、評価によって新たな課題の抽出を行って
いる段階である。加えて、荷役操作における解決すべき
課題も多く存在する。
　今後、実環境下での実証実験を目指してさらなる改
良に取り組んでいく。

9）KEY SO-CO
（1）はじめに
　2020年ビジョンの達成に向けた物流ソリューション
の拡大への取組みにおいて、商品単体売り中心のビジ
ネスから、さまざまなハードウェア、ソフトウェアを組み
合わせた「ソリューション」によって、お客様へ付加価値
を提供することが重要になっていることから、新しい在
庫管理システム「KEY SO-CO」を開発した。

（2）KEY SO-COの位置づけ
　マテハン機器との組み合わせで作業の効率化や省人
化を実現する在庫管理システムの商品ラインアップは、
物流エンジニアリング向けの「T-WINS LS」、物流シス
テム向けの「IS-200」のみだったが、「KEY SO-CO」は
中小企業のお客様向けにフォークリフト、移動・固定ラッ
クと組み合わせて提案できるソフトウェア商品である。

（3）KEY SO-COのコンセプト
　KEY SO-COは「Kaizen Easy Yourself Simple 
Operation & COnnect」の頭文字を取ったマーケ
ティングネームで、お客様自身による業務改善を支援
するツールとして、以下の3つを基本コンセプトとして
開発に取り組んだ。
　①低コスト

　中小企業のお客様が気軽に導入することのでき
る低価格を実現する。

　②かんたん
　在庫管理システムを初めて使う方でも簡単に導入
でき、すぐに利用可能な操作性を実現する。

　③つながる
　倉庫内の作業情報を一元化し、在庫状況などをリ
アルタイムに確認できるようにする。

（4）KEY SO-COの特徴
　①標準パッケージ化、カスタマイズ不要

　低コストを実現するため、在庫管理に必要な機能

を標準パッケージ化した。

　個別カスタマイズなしに、お客様自身で運用に合
わせた設定を行える専用ツールを準備した。

（入荷運用あり/なし、画面項目の利用有無/名称・桁
数の変更、出庫条件の変更 などが可能）

　②操作しやすいメニュー・画面構成
　在庫管理の業務の流れに沿ったメニュー、直感的
に操作可能な画面設計を行った。

　③さまざまな端末から情報につながる
　ブラウザソフト（IE、Chrome）を用いることで、特
別な設定なしにさまざまな端末から在庫状況などを
リアルタイムに確認できるようにした。

（5）まとめ
　これまでは、フォークリフト、固定・移動ラックを購入し
ていただくお客様向けに、セット提案することのできる
在庫管理ソフトウェアがなく、商品単体売りのビジネス
モデルが中心だった。「KEY SO-CO」は低価格で簡単
に導入できるソフトウェアであることから、販売店スタッ
フが保管機器の商談時、積極的にセット提案をすること
が可能で、物流ソリューション中心のビジネスモデルへ
軸足を移すきっかけとなるツールだと考える。
　「KEY SO-CO」の提供により、2020年ビジョンの達
成に向けた物流ソリューションの拡大への取組みをさ
らに加速していく。

10）グローバル デジタルイノベーション
　　 With Microsoft

　ここでは、現在TMHG（Toyo ta  Ma te r i a l  
Handling Group) がグローバルに推進中のIoT、AI、  
MRなど最新ITを活用したデジタルソリューションとし
て、テレマティクス、安全運転支援、シミュレーションや
お客様への販売店サービス支援技術などを中心にコ
ンセプトを紹介した。このコーナーの技術は、マイクロ
ソフトとの協業で実現させている。

（1）フォークリフトIoT・テレマティクス
     T_Site IoT Future Concept

　フォークリフトの稼働情報をMicrosoft Azureクラ
ウドプラットフォームへ発信、蓄積し、分析結果を見える
化して現場改善に活用するグローバルシステムである。
　現在世界各リージョンで販売しているテレマティクス
の次世代版として、グローバルなデータ統合とフォーク
リフト管理を目的としている。
　現在、米国向けシステムを開発中で、そのコンセプト
ソフトウェアを紹介した。

（2）グローバルモバイルサービスソリューション
     T_GMSS(=Global Mobile Service Solution)International

　Microsoft Dynamics365 を活用した、フォークリ
フトのサービス作業を支援するグローバルソリューショ
ンシステムである。
　インドを皮切りにインターナショナル地域にてメンテ
ナンス作業の効率化を追求しており、将来はフォークリ
フトのIoTデータを活用して、予知保全へ展開する。
　フォークリフトのエラー発生時に、自動的に販売店と
お客様、また最寄のフィールドエンジニアにも情報を伝
達することで、最短時間でのお客様の現場到着と、迅
速な問題解決を支援する。

　さらに、将来はMR（=Mixed Reality) と組み合わせ、
複雑なメンテナンス作業を支援するシステムへと展開す
る予定で、これらにより、お客様のダウンタイムを最小化
できると考える。

（3）グローバルMR サービスシステム
     T_Service Future Concept

　Microsoft HololensとMRを活用したフォークリフ
トのメンテナンス作業を支援するグローバルシステム
である。
　メンテナンス作業のシンプル化と効率化を追求し、
技術者の高度遠隔支援も可能にする。

（4）インフラ協調フォークリフト安全支援システム
     T_Safety Assist Future Concept

　Microsoft AzureクラウドとAI技術を活用した
フォークリフトの安全支援システムである。
　現場のインフラ情報やフォークリフトの車間通信な
どによる安全運転を支援する。
　現場に設置したSLOW、STOPなどのマークを読み
取り、AIにて認識することで、自動的にフォークリフトを
減速したり停止させたりできるようになり、死角の多い
物流現場に有効である。

（5）AI ロジスティクス シミュレーションシステム
     Logistics AirSim Future Concept

　Microsoft Researchが開発した「AirSim」を活用し
たフォークリフト自動運転シミュレーションシステムで
ある。
　これは、ウエアハウスにおけるレイアウト検討や導線
検討をバーチャルで行うことを可能にする。
　さらに自動運転アルゴリズムの検証も高速に実施す
ることができ、安全かつ高精度な自動運転AIの技術開
発に貢献できると考える。

写真3 カウンタタイプ電動フォークリフト Ecore

写真4 電動トーイングトラクタ 3TE

写真5 リーチタイプ電動フォークリフト　Rinova

写真6 人・障害物検知システム

写真7 レーザSLAM式AGF

写真8 自律走行ロボット　左からAiR-P、AiR-C、AiR-T
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2．進化していくトヨタL＆F
1）FCフォークリフト
　当社は2004年にトヨタ自動車株式会社と共同で
フォークリフト用FCシステムの開発に着手、経済産業
省および環境省実証事業への参画などを通して開発
を推進し、2016年11月に国内初となる2．5トンFC
フォークリフトの販売を開始した。現在約80台が稼働
中である。
　国が掲げる「水素基本戦略」（2017年12月策定）の
中で、FCフォークリフトはFCバスとともに、FCVを中心
とするモビリティ分野における安定的かつ大きな水素
需要源と位置付けられており、水素の供給・調達コスト
の低減に資するものとして期待されている。また、
2020年までに累計500台、2030年までに累計
10,000台という普及台数目標も示されており、当社は
これら目標の達成に貢献すべく、FCユニットの小型高
密度化・高出力化による車種拡大の取り組みを進めて
いる。
　今回、主に屋内作業用に市場ニーズの高い小型モデ
ルとして、1.8トンFCフォークリフトのコンセプトモデル

（写真1）を公開した。
　スタックをはじめとする主要構成部品については従
来の2.5トンFCフォークリフトのものを流用しつつ、FC
ユニットを小型化することで、出力密度10％向上を達
成した。
　また、FC産業車両として世界初となる-10℃低温起
動機能を搭載するとともに、発電効率および稼働時間
の改善という課題に対し、エネルギー回収率52％を達
成したカウンターバランス式フォークリフト向け荷役回
生システムも搭載した。マストに設置した液晶モニター
で荷役回生時のエネルギーフローを視覚化し、新規技
術のアピールを行った。

　

2）FCトーイングトラクタ
　空港でコンテナを牽引するトーイングトラクタは、FC
産業車両における新たなアプリケーションのひとつで
ある。
　今回は、2016年に出展したFCコンセプトモデルの
進化形として、自動運転機能を追加したモデル（写真
2）を初披露した。
　トーイングトラクタについては、従来の2.5トンFC
フォークリフトに比べて、2～3倍の高出力が必要であり、
また移動距離が長いためより多くの水素燃料搭載が求
められる。限られたコンパートメントの中でFCユニットの
高出力化と大型の水素タンクの搭載が課題である。
　2020年の実証実験開始を目指し、環境省の技術開
発・実証事業として鋭意取り組みを進めている。

3）リチウムイオンバッテリ搭載電動車
　フォークリフトの電動化は、環境意識の高まりや規制
強化の中で着実に拡大しており、今後も堅調な推移を
見込まれている。このような背景のもとで、リチウムイ
オンバッテリ（LIB）は、欧州を中心に普及が始まってお
り拡大傾向にある。
　当社では2016年9月、1.35～1.8トン積リーチタイ
プ電動フォークリフトGENEO-Rに日本初となるLIBを
搭載したオプション車を発売した。
　LIBは、鉛バッテリに対し以下の特長を有する。

　・急速充電により、バッテリ交換なしで連続稼働が可能
　・バッテリ寿命が長い
　・バッテリと充電器の高効率化により、電気代が低減可能
　・バッテリ液の補水や清掃が不要
　こうした中で、他社動向やお客様要望に応えるため、
1.5～2.0トン積カウンタタイプ電動フォークリフト
Ecore（写真3）、2.5トン積電動トーイングトラクタ3TE

（写真4） へ機種展開するとともに、リーチタイプにつ
いてはモデルチェンジに合わせ、新型Rinova（写真5）
でも搭載オプション車を設定した。

　搭載するLIBについては、車両における搭載サイズや
仕向地におけるお客様の搭載ニーズ等に対応するた
め、車種ごとに最適なモデルを採用している。
　また、車両のパワーマネージメント制御を再設計する
ことで、バッテリの仕様を逸脱する使われ方を防止すると
ともに、バッテリの能力を引き出す車両制御を行ってい
る。
　今回の開発でリチウムイオンバッテリ搭載車のライ
ンアップ拡充が進み、さらに多くのお客様に導入をご
検討いただける環境になった。

4）人・障害物検知システム
　フォークリフトと周辺作業者との接触事故の低減に

寄与する人・障害物検知システム（写真6）を参考出品。
　物流現場では、棚、パレット、ダンボールなどのさまざ
まな障害物があり、荷役作業ではそれらに近接した作
業がなされる場合がある。従来のソナーやレーザなど
の障害物センサは、近接距離に応じた検知がなされる
ため、作業者以外の障害物に対して不必要に発報する
課題があった。
　本システムでは、ステレオカメラ方式を採用し、画像
処理による「作業者の見分け」とステレオカメラ処理に
よる「作業者・障害物の位置検出」を実現した。フォーク
リフトに作業者が接近したときにはいち早くオペレータ
に通知し、障害物の接近に対しては、近づき過ぎたら通
知するといった警告制御が可能となる。
　作業者検知アルゴリズムは、カメラ画像を入力し人
物像の特徴量（勾配傾向）を示す画像エリアを探索し、
機械学習による辞書データと照合して作業者を特定し
ている。
　また作業者の位置は、左右のカメラから入力された
作業者の特定画像から得られる視差情報より位置演算
を行うことで得られる。障害物の位置（＝立体物）につい
ても同様に位置演算を行っている。
　フォークリフトは物流現場では、頻繁に旋回しながら
荷役作業が行われるので、道路環境を注視する自動車
用途に比べて、ワイドレンジな作業者検知が求められ
ている。
　本システムの検知エリアは、最長10m、幅方向で最
大11mであり、これを満足させるため広角レンズを採
用した。またフォークリフトは屋内、屋外で利用され、さ
まざまな照度条件でも機能するようハイダイナミック
レンジカメラを採用している。
　展示システムでは、オペレータへの通知手段として、
ワイドミラーに人物像ピクトグラムを点灯させるデモ
ンストレーションを行った。

5）レーザSLAM式AGF
SLAM：Simultaneous Localization and Mapping

（1）開発のねらい
　少子高齢化社会がもたらす労働人口の減少にとも
ない物流業界の人手不足解消、人による作業負担を軽
減するため、物流の自動化需要が増えつつある。
　中でも、工場や倉庫内において、軌道の敷設を必要
としない無人搬送車（AGV）や自動運転フォークリフト

（AGF）に関するニーズが高まりつつあり、国内外でさ
まざまな技術や商品が提案されている。
　そこで我々はレーザレンジファインダ（LRF：測域セ
ンサ）を利用して自己位置を把握し、軌道を敷設しなく
ても自動運転が可能なレーザSLAM技術を開発した

（写真7）。

（2）技術的特徴
　レーザSLAM誘導に使用するLRFは、赤外線レーザを照
射して、その反射度合で物体の距離を測定するセンサで、
検出物の大きさ、位置を検出することができる。

　AGFは、このLRFを用いて常に周囲環境を計測し、予
め作成した地図との照合を行うことにより自己位置と
車両の姿勢（方向）を把握しながら走行する。
　一般的にLRFで得られる観測データ数が多いと、算
出される自己位置の精度は良くなるが算出時間が長く
なるという問題が発生する。これを解決するため、前回
把握した自己位置を利用し、照合する地図の範囲を狭
くするとともに、観測された周囲環境の状況に応じて算
出に使用するデータ数を動的に変化させ、必要最小限
の処理にすることで算出時間を短縮した。
　一方、地図上に存在しない物体を検出した場合や、
建物内部に多く存在する廊下のような単調で対称的な
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。
　そこで、算出される自己位置候補の分散状況から

「算出された自己位置の確からしさ（信頼性）」を確認す
る新技術を開発した。この信頼性に応じてLRFを用いて
算出された自己位置と、駆動輪の回転量、操舵角から
算出された自車の移動量・姿勢角を比較してデータ処
理を行うことで自車の自己位置精度を向上している。

（3）今後の取組み
　昨今、物流業界を取り巻く環境変化はめまぐるしく、
お客様の抱える課題やニーズは多様化している。その
中で、物流機器へのニーズは「自動化」から、IoTを利用
してAGV／AGF自身がさまざまな環境下で最適な条
件を自ら判断して動く「自律化」へ移行しつつある。今回
開発したレーザSLAM技術による自己位置把握技術の
製品化に向けて、さらなる技術開発を進め、お客様の声
に耳を傾けながら、物流現場改善に貢献できるソリュー
ションを提案していく。

6）自律走行ロボットAiR

（1）開発のねらい
　将来のAGVの自律化に向けた開発のベースモ
ジュールとして自律走行ロボットAiR（Autonomous 
Intelligent mobile Robot）を開発した。
　AiRは全方向走行機能やその他自律走行に必要な
機能を有しており、アタッチメントを追加搭載すること
により、多種・多様な製品展開が可能になる。（写真8）

　今回の物流展ではAiR上に荷受台を搭載したAiR-T、
清掃ユニットを搭載したAiR-C、ロボットアームを搭載し
たAiR-Pの3台を参考出展した。

（2）技術的特徴
　AiRは下記4つの新しい機能を有している。
　①レーザSLAM

　今までのAGVは床に設置された磁気テープや誘
導線をセンサで検知しながら走行していたが、AiRは
走行するエリアの地図データを保持し、LRF（Laser 
Range Finder）によるレーザ光で自己位置認識を
することで、自らが走行経路を生成しながら自動走
行する（写真9）。
　これにより床工事等が不要になり、お客様のレイ
アウト変更などに迅速な対応が可能になる。

　②全方向移動機能
　AiRは今回開発した低騒音薄型オムニホイールを
搭載しており、これにより静かで機敏な走行を実現し
ている。

　③障害物の回避機能
　機台の前後に搭載したLRFにより障害物を検知、
自らの走行経路を変更し、障害物を回避して走行す
るので、走行停止による作業ロスを低減できる。

　④移動体への追尾制御
　AiRはレーザSLAMによる自動走行以外に移動体
への追尾走行が可能である。LRFで追尾されるヒト
を認識させれば、歩行するヒトに一定の時間差で追
尾走行する。
　この機能により、頻繁に手押し台車で荷物を運搬し
ているような物流現場で作業者の負荷が軽減できる。

　また今回開発したバッテリマネジメントシステム
（BMS）も搭載、アタッチメントの消費電力に応じて、LIB
バッテリの個数を自由に変更できるようにした。

（3）展示機台
　①AiR-T（搬送・追尾ロボット）

　アタッチメントとして荷受台を搭載、物流センター
等の物品のピッキング作業時に手押し台車の代わり

に使用し、作業者の歩行負荷低減に貢献する。
　②AiR-C（清掃ロボット）

　新型パワーブラシ付清掃ユニットを搭載し清掃能
力を向上、清掃エリアの地図データを保有し、その
データに基づき自動清掃を行う。

　③AiR-P（ピッキングロボット）
　協働式6軸ロボットアームを搭載、ヒトと同じエリア
で作業可能で、物流センターでの物品のピッキング
作業を支援する。
　アーム先端にカメラとプロジェクタを搭載し物品
の形状を認識、またハンドチェンジ機能も有してお
り、多様な物品に対応可能。

（4）今後の取組み
　製品化に向け、誘導性能や障害物の回避機能、追尾
性能の向上を図る。

7）ビジュアルSLAM・高精度視覚マーカ
　ビジュアルSLAM（写真12）は、カメラで撮影した画
像からキーカートやフォークリフトの自己位置を推定す
ることで、自動運転実現に貢献する技術である。最初に
走行させたい経路を1回走行させて画像を取得し地図
を作成することで、その地図を頼りに自己位置を推定し
ながら繰り返し自動走行することができる。
　産業技術総合研究所との連携研究室では、単眼のカ
メラを用い、画像から局所的な特徴量を抽出する手法
を採用し、物流現場環境に適した抽出手法を開発する
ことで、精度とリアルタイム性の両方を実現した。
　単眼のカメラで撮影した画像から、輝度変化を元に
特徴を抽出した後、精度が良い点（緑）と悪い点（青）を
統計処理により識別し、最終的に最も精度が高い3点

（赤）で3点法を行うことで自己位置を推定している。
　本技術の特徴として大きく3つ挙げられる。1つ目は、
環境の変化に強い点である。物流現場では荷の出入り
が激しく、棚や荷物の見え方という画像にとっての環境
が常に変化する。本技術は環境が大きく変化しても、変
化がない特徴を抽出して自己位置を推定することが可
能である。また、カメラが苦手とする照度変化に対して
も、ロバスト性を確保することに成功している。2つ目は
6軸の位置姿勢全てが推定可能であり、前傾後傾も検
知し位置補正も可能である。3つ目は、カメラを使用し
ているため得られる情報量が多く、物体認識技術と組
み合わせることで、さらなる高精度化やロバスト性向
上、システムとしての応用も期待できる。

　視覚マーカ（ARマーカ）は、単眼のカメラで位置姿勢
を簡易に取得可能な平面形状のパターンであり、比較
的単純な画像処理で計測できる点が優れているが、正
面付近から見たときの姿勢推定精度の悪さが問題で
あった。
　産業技術総合研究所にて独自に開発した高精度視
覚マーカは、微細な細長いカマボコ状の凸レンズが無
数に並んだレンチキュラーレンズを活用してこの問題
を解決している。
　レンチキュラーレンズの裏に配置した縞模様とレン
ズの位相差によりモアレ（干渉縞）が生じる原理を用
い、視線の角度に応じて移動する黒い線の位置を画像
処理で検出し、姿勢を正確に推定することができる。
　高精度視覚マーカの活用方法のひとつが、自動制御
用のターゲットマーカである。例えば、パレットに取り付
けたマーカを自動運転リフトに取り付けたカメラで認
識させることで、自動運転リフトをパレットに対し確実に
正対させるよう制御することが可能になる。

8）遠隔操作技術
（1）開発のねらい
　物流業界の人手不足によって自動化に対する需要
が増えつつある一方で、熟練者のカン・コツに頼る作業
など、自動化では解決できない課題も多く存在する。こ
のため、人が行う作業に対しても効率化や環境改善が
望まれている。 

 

　このような背景のもと、オペレータが快適な操作室
にて自由にフォークリフトを操作することができる遠隔
操作システムの開発を開始した。
　車両から離れた操作室にていかに作業の安全性・信
頼性・効率性を確保するかが遠隔操作技術の課題であ
り、オペレータが行う多種多様な作業に対応可能なシ
ステムの構築を目指す。（写真13）

（2）技術的特徴
　①映像伝送と画像合成処理

　フォークリフトに複数取り付けられたカメラの画像
は無線通信を利用してオペレータがいる操作室のモ
ニターへ映し出される。オペレータは自身が行う作
業内容に応じて、表示するカメラ画像を自由に選択
することが可能である。カメラは、フォークリフト作業
に必要な視点を網羅するよう配置されており、画像
合成処理を加えることで作業者が直感的に操作しや
すい画面を実現した。
　画像合成処理の一例として、機台ヘッドガード部

（上部）に取り付けた4つのカメラ画像を合成し、
フォークリフトとその周辺を上方からの俯瞰視点で
見ることができる画像表示機能を開発した。俯瞰視
点の画像は自動車にも既に活用されている技術とし
て周知されているが、フォークリフト特有の作業や周
囲環境に最適なカメラ配置と画像構成を実現した。

　②作業支援機能
　オペレータが遠隔操作を円滑に行うため、カメラ
画像に描画を加えた作業支援機能を開発した。
　タイヤ操舵角から、機台の進行経路を予測するガ
イドライン表示や、リフト位置、ティルト位置などが一
目でわかるインジケータを表示させることで、作業
効率向上に貢献する。

　③電波強度と冗長性
　フォークリフトが働く現場周辺には、さまざまな無
線機器が稼働していることが想定され、これらの電
波が遠隔操作システムに悪影響を及ぼす可能性が
ある。このため、画像伝送用および操作指示用の無
線通信状態を常に監視し、どちらか一方でも大きな
遅延が発生した場合、オペレータに通知するととも
に車両を自動的に停止させる機能を備えた。

（3）今後の取組み
　現在、車両の走行操作画面や作業支援機能を実装
完了しており、評価によって新たな課題の抽出を行って
いる段階である。加えて、荷役操作における解決すべき
課題も多く存在する。
　今後、実環境下での実証実験を目指してさらなる改
良に取り組んでいく。

9）KEY SO-CO
（1）はじめに
　2020年ビジョンの達成に向けた物流ソリューション
の拡大への取組みにおいて、商品単体売り中心のビジ
ネスから、さまざまなハードウェア、ソフトウェアを組み
合わせた「ソリューション」によって、お客様へ付加価値
を提供することが重要になっていることから、新しい在
庫管理システム「KEY SO-CO」を開発した。

（2）KEY SO-COの位置づけ
　マテハン機器との組み合わせで作業の効率化や省人
化を実現する在庫管理システムの商品ラインアップは、
物流エンジニアリング向けの「T-WINS LS」、物流シス
テム向けの「IS-200」のみだったが、「KEY SO-CO」は
中小企業のお客様向けにフォークリフト、移動・固定ラッ
クと組み合わせて提案できるソフトウェア商品である。

（3）KEY SO-COのコンセプト
　KEY SO-COは「Kaizen Easy Yourself Simple 
Operation & COnnect」の頭文字を取ったマーケ
ティングネームで、お客様自身による業務改善を支援
するツールとして、以下の3つを基本コンセプトとして
開発に取り組んだ。
　①低コスト

　中小企業のお客様が気軽に導入することのでき
る低価格を実現する。

　②かんたん
　在庫管理システムを初めて使う方でも簡単に導入
でき、すぐに利用可能な操作性を実現する。

　③つながる
　倉庫内の作業情報を一元化し、在庫状況などをリ
アルタイムに確認できるようにする。

（4）KEY SO-COの特徴
　①標準パッケージ化、カスタマイズ不要

　低コストを実現するため、在庫管理に必要な機能

を標準パッケージ化した。

　個別カスタマイズなしに、お客様自身で運用に合
わせた設定を行える専用ツールを準備した。

（入荷運用あり/なし、画面項目の利用有無/名称・桁
数の変更、出庫条件の変更 などが可能）

　②操作しやすいメニュー・画面構成
　在庫管理の業務の流れに沿ったメニュー、直感的
に操作可能な画面設計を行った。

　③さまざまな端末から情報につながる
　ブラウザソフト（IE、Chrome）を用いることで、特
別な設定なしにさまざまな端末から在庫状況などを
リアルタイムに確認できるようにした。

（5）まとめ
　これまでは、フォークリフト、固定・移動ラックを購入し
ていただくお客様向けに、セット提案することのできる
在庫管理ソフトウェアがなく、商品単体売りのビジネス
モデルが中心だった。「KEY SO-CO」は低価格で簡単
に導入できるソフトウェアであることから、販売店スタッ
フが保管機器の商談時、積極的にセット提案をすること
が可能で、物流ソリューション中心のビジネスモデルへ
軸足を移すきっかけとなるツールだと考える。
　「KEY SO-CO」の提供により、2020年ビジョンの達
成に向けた物流ソリューションの拡大への取組みをさ
らに加速していく。

10）グローバル デジタルイノベーション
　　 With Microsoft

　ここでは、現在TMHG（Toyo ta  Ma te r i a l  
Handling Group) がグローバルに推進中のIoT、AI、  
MRなど最新ITを活用したデジタルソリューションとし
て、テレマティクス、安全運転支援、シミュレーションや
お客様への販売店サービス支援技術などを中心にコ
ンセプトを紹介した。このコーナーの技術は、マイクロ
ソフトとの協業で実現させている。

（1）フォークリフトIoT・テレマティクス
     T_Site IoT Future Concept

　フォークリフトの稼働情報をMicrosoft Azureクラ
ウドプラットフォームへ発信、蓄積し、分析結果を見える
化して現場改善に活用するグローバルシステムである。
　現在世界各リージョンで販売しているテレマティクス
の次世代版として、グローバルなデータ統合とフォーク
リフト管理を目的としている。
　現在、米国向けシステムを開発中で、そのコンセプト
ソフトウェアを紹介した。

（2）グローバルモバイルサービスソリューション
     T_GMSS(=Global Mobile Service Solution)International

　Microsoft Dynamics365 を活用した、フォークリ
フトのサービス作業を支援するグローバルソリューショ
ンシステムである。
　インドを皮切りにインターナショナル地域にてメンテ
ナンス作業の効率化を追求しており、将来はフォークリ
フトのIoTデータを活用して、予知保全へ展開する。
　フォークリフトのエラー発生時に、自動的に販売店と
お客様、また最寄のフィールドエンジニアにも情報を伝
達することで、最短時間でのお客様の現場到着と、迅
速な問題解決を支援する。

　さらに、将来はMR（=Mixed Reality) と組み合わせ、
複雑なメンテナンス作業を支援するシステムへと展開す
る予定で、これらにより、お客様のダウンタイムを最小化
できると考える。

（3）グローバルMR サービスシステム
     T_Service Future Concept

　Microsoft HololensとMRを活用したフォークリフ
トのメンテナンス作業を支援するグローバルシステム
である。
　メンテナンス作業のシンプル化と効率化を追求し、
技術者の高度遠隔支援も可能にする。

（4）インフラ協調フォークリフト安全支援システム
     T_Safety Assist Future Concept

　Microsoft AzureクラウドとAI技術を活用した
フォークリフトの安全支援システムである。
　現場のインフラ情報やフォークリフトの車間通信な
どによる安全運転を支援する。
　現場に設置したSLOW、STOPなどのマークを読み
取り、AIにて認識することで、自動的にフォークリフトを
減速したり停止させたりできるようになり、死角の多い
物流現場に有効である。

（5）AI ロジスティクス シミュレーションシステム
     Logistics AirSim Future Concept

　Microsoft Researchが開発した「AirSim」を活用し
たフォークリフト自動運転シミュレーションシステムで
ある。
　これは、ウエアハウスにおけるレイアウト検討や導線
検討をバーチャルで行うことを可能にする。
　さらに自動運転アルゴリズムの検証も高速に実施す
ることができ、安全かつ高精度な自動運転AIの技術開
発に貢献できると考える。

写真3 カウンタタイプ電動フォークリフト Ecore

写真4 電動トーイングトラクタ 3TE

写真5 リーチタイプ電動フォークリフト　Rinova

写真6 人・障害物検知システム

写真7 レーザSLAM式AGF

写真8 自律走行ロボット　左からAiR-P、AiR-C、AiR-T
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2．進化していくトヨタL＆F
1）FCフォークリフト
　当社は2004年にトヨタ自動車株式会社と共同で
フォークリフト用FCシステムの開発に着手、経済産業
省および環境省実証事業への参画などを通して開発
を推進し、2016年11月に国内初となる2．5トンFC
フォークリフトの販売を開始した。現在約80台が稼働
中である。
　国が掲げる「水素基本戦略」（2017年12月策定）の
中で、FCフォークリフトはFCバスとともに、FCVを中心
とするモビリティ分野における安定的かつ大きな水素
需要源と位置付けられており、水素の供給・調達コスト
の低減に資するものとして期待されている。また、
2020年までに累計500台、2030年までに累計
10,000台という普及台数目標も示されており、当社は
これら目標の達成に貢献すべく、FCユニットの小型高
密度化・高出力化による車種拡大の取り組みを進めて
いる。
　今回、主に屋内作業用に市場ニーズの高い小型モデ
ルとして、1.8トンFCフォークリフトのコンセプトモデル

（写真1）を公開した。
　スタックをはじめとする主要構成部品については従
来の2.5トンFCフォークリフトのものを流用しつつ、FC
ユニットを小型化することで、出力密度10％向上を達
成した。
　また、FC産業車両として世界初となる-10℃低温起
動機能を搭載するとともに、発電効率および稼働時間
の改善という課題に対し、エネルギー回収率52％を達
成したカウンターバランス式フォークリフト向け荷役回
生システムも搭載した。マストに設置した液晶モニター
で荷役回生時のエネルギーフローを視覚化し、新規技
術のアピールを行った。

　

2）FCトーイングトラクタ
　空港でコンテナを牽引するトーイングトラクタは、FC
産業車両における新たなアプリケーションのひとつで
ある。
　今回は、2016年に出展したFCコンセプトモデルの
進化形として、自動運転機能を追加したモデル（写真
2）を初披露した。
　トーイングトラクタについては、従来の2.5トンFC
フォークリフトに比べて、2～3倍の高出力が必要であり、
また移動距離が長いためより多くの水素燃料搭載が求
められる。限られたコンパートメントの中でFCユニットの
高出力化と大型の水素タンクの搭載が課題である。
　2020年の実証実験開始を目指し、環境省の技術開
発・実証事業として鋭意取り組みを進めている。

3）リチウムイオンバッテリ搭載電動車
　フォークリフトの電動化は、環境意識の高まりや規制
強化の中で着実に拡大しており、今後も堅調な推移を
見込まれている。このような背景のもとで、リチウムイ
オンバッテリ（LIB）は、欧州を中心に普及が始まってお
り拡大傾向にある。
　当社では2016年9月、1.35～1.8トン積リーチタイ
プ電動フォークリフトGENEO-Rに日本初となるLIBを
搭載したオプション車を発売した。
　LIBは、鉛バッテリに対し以下の特長を有する。

　・急速充電により、バッテリ交換なしで連続稼働が可能
　・バッテリ寿命が長い
　・バッテリと充電器の高効率化により、電気代が低減可能
　・バッテリ液の補水や清掃が不要
　こうした中で、他社動向やお客様要望に応えるため、
1.5～2.0トン積カウンタタイプ電動フォークリフト
Ecore（写真3）、2.5トン積電動トーイングトラクタ3TE

（写真4） へ機種展開するとともに、リーチタイプにつ
いてはモデルチェンジに合わせ、新型Rinova（写真5）
でも搭載オプション車を設定した。

　搭載するLIBについては、車両における搭載サイズや
仕向地におけるお客様の搭載ニーズ等に対応するた
め、車種ごとに最適なモデルを採用している。
　また、車両のパワーマネージメント制御を再設計する
ことで、バッテリの仕様を逸脱する使われ方を防止すると
ともに、バッテリの能力を引き出す車両制御を行ってい
る。
　今回の開発でリチウムイオンバッテリ搭載車のライ
ンアップ拡充が進み、さらに多くのお客様に導入をご
検討いただける環境になった。

4）人・障害物検知システム
　フォークリフトと周辺作業者との接触事故の低減に

寄与する人・障害物検知システム（写真6）を参考出品。
　物流現場では、棚、パレット、ダンボールなどのさまざ
まな障害物があり、荷役作業ではそれらに近接した作
業がなされる場合がある。従来のソナーやレーザなど
の障害物センサは、近接距離に応じた検知がなされる
ため、作業者以外の障害物に対して不必要に発報する
課題があった。
　本システムでは、ステレオカメラ方式を採用し、画像
処理による「作業者の見分け」とステレオカメラ処理に
よる「作業者・障害物の位置検出」を実現した。フォーク
リフトに作業者が接近したときにはいち早くオペレータ
に通知し、障害物の接近に対しては、近づき過ぎたら通
知するといった警告制御が可能となる。
　作業者検知アルゴリズムは、カメラ画像を入力し人
物像の特徴量（勾配傾向）を示す画像エリアを探索し、
機械学習による辞書データと照合して作業者を特定し
ている。
　また作業者の位置は、左右のカメラから入力された
作業者の特定画像から得られる視差情報より位置演算
を行うことで得られる。障害物の位置（＝立体物）につい
ても同様に位置演算を行っている。
　フォークリフトは物流現場では、頻繁に旋回しながら
荷役作業が行われるので、道路環境を注視する自動車
用途に比べて、ワイドレンジな作業者検知が求められ
ている。
　本システムの検知エリアは、最長10m、幅方向で最
大11mであり、これを満足させるため広角レンズを採
用した。またフォークリフトは屋内、屋外で利用され、さ
まざまな照度条件でも機能するようハイダイナミック
レンジカメラを採用している。
　展示システムでは、オペレータへの通知手段として、
ワイドミラーに人物像ピクトグラムを点灯させるデモ
ンストレーションを行った。

5）レーザSLAM式AGF
SLAM：Simultaneous Localization and Mapping

（1）開発のねらい
　少子高齢化社会がもたらす労働人口の減少にとも
ない物流業界の人手不足解消、人による作業負担を軽
減するため、物流の自動化需要が増えつつある。
　中でも、工場や倉庫内において、軌道の敷設を必要
としない無人搬送車（AGV）や自動運転フォークリフト

（AGF）に関するニーズが高まりつつあり、国内外でさ
まざまな技術や商品が提案されている。
　そこで我々はレーザレンジファインダ（LRF：測域セ
ンサ）を利用して自己位置を把握し、軌道を敷設しなく
ても自動運転が可能なレーザSLAM技術を開発した

（写真7）。

（2）技術的特徴
　レーザSLAM誘導に使用するLRFは、赤外線レーザを照
射して、その反射度合で物体の距離を測定するセンサで、
検出物の大きさ、位置を検出することができる。

　AGFは、このLRFを用いて常に周囲環境を計測し、予
め作成した地図との照合を行うことにより自己位置と
車両の姿勢（方向）を把握しながら走行する。
　一般的にLRFで得られる観測データ数が多いと、算
出される自己位置の精度は良くなるが算出時間が長く
なるという問題が発生する。これを解決するため、前回
把握した自己位置を利用し、照合する地図の範囲を狭
くするとともに、観測された周囲環境の状況に応じて算
出に使用するデータ数を動的に変化させ、必要最小限
の処理にすることで算出時間を短縮した。
　一方、地図上に存在しない物体を検出した場合や、
建物内部に多く存在する廊下のような単調で対称的な
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。
　そこで、算出される自己位置候補の分散状況から

「算出された自己位置の確からしさ（信頼性）」を確認す
る新技術を開発した。この信頼性に応じてLRFを用いて
算出された自己位置と、駆動輪の回転量、操舵角から
算出された自車の移動量・姿勢角を比較してデータ処
理を行うことで自車の自己位置精度を向上している。

（3）今後の取組み
　昨今、物流業界を取り巻く環境変化はめまぐるしく、
お客様の抱える課題やニーズは多様化している。その
中で、物流機器へのニーズは「自動化」から、IoTを利用
してAGV／AGF自身がさまざまな環境下で最適な条
件を自ら判断して動く「自律化」へ移行しつつある。今回
開発したレーザSLAM技術による自己位置把握技術の
製品化に向けて、さらなる技術開発を進め、お客様の声
に耳を傾けながら、物流現場改善に貢献できるソリュー
ションを提案していく。

6）自律走行ロボットAiR

（1）開発のねらい
　将来のAGVの自律化に向けた開発のベースモ
ジュールとして自律走行ロボットAiR（Autonomous 
Intelligent mobile Robot）を開発した。
　AiRは全方向走行機能やその他自律走行に必要な
機能を有しており、アタッチメントを追加搭載すること
により、多種・多様な製品展開が可能になる。（写真8）

　今回の物流展ではAiR上に荷受台を搭載したAiR-T、
清掃ユニットを搭載したAiR-C、ロボットアームを搭載し
たAiR-Pの3台を参考出展した。

（2）技術的特徴
　AiRは下記4つの新しい機能を有している。
　①レーザSLAM

　今までのAGVは床に設置された磁気テープや誘
導線をセンサで検知しながら走行していたが、AiRは
走行するエリアの地図データを保持し、LRF（Laser 
Range Finder）によるレーザ光で自己位置認識を
することで、自らが走行経路を生成しながら自動走
行する（写真9）。
　これにより床工事等が不要になり、お客様のレイ
アウト変更などに迅速な対応が可能になる。

　②全方向移動機能
　AiRは今回開発した低騒音薄型オムニホイールを
搭載しており、これにより静かで機敏な走行を実現し
ている。

　③障害物の回避機能
　機台の前後に搭載したLRFにより障害物を検知、
自らの走行経路を変更し、障害物を回避して走行す
るので、走行停止による作業ロスを低減できる。

　④移動体への追尾制御
　AiRはレーザSLAMによる自動走行以外に移動体
への追尾走行が可能である。LRFで追尾されるヒト
を認識させれば、歩行するヒトに一定の時間差で追
尾走行する。
　この機能により、頻繁に手押し台車で荷物を運搬し
ているような物流現場で作業者の負荷が軽減できる。

　また今回開発したバッテリマネジメントシステム
（BMS）も搭載、アタッチメントの消費電力に応じて、LIB
バッテリの個数を自由に変更できるようにした。

（3）展示機台
　①AiR-T（搬送・追尾ロボット）

　アタッチメントとして荷受台を搭載、物流センター
等の物品のピッキング作業時に手押し台車の代わり

に使用し、作業者の歩行負荷低減に貢献する。
　②AiR-C（清掃ロボット）

　新型パワーブラシ付清掃ユニットを搭載し清掃能
力を向上、清掃エリアの地図データを保有し、その
データに基づき自動清掃を行う。

　③AiR-P（ピッキングロボット）
　協働式6軸ロボットアームを搭載、ヒトと同じエリア
で作業可能で、物流センターでの物品のピッキング
作業を支援する。
　アーム先端にカメラとプロジェクタを搭載し物品
の形状を認識、またハンドチェンジ機能も有してお
り、多様な物品に対応可能。

（4）今後の取組み
　製品化に向け、誘導性能や障害物の回避機能、追尾
性能の向上を図る。

7）ビジュアルSLAM・高精度視覚マーカ
　ビジュアルSLAM（写真12）は、カメラで撮影した画
像からキーカートやフォークリフトの自己位置を推定す
ることで、自動運転実現に貢献する技術である。最初に
走行させたい経路を1回走行させて画像を取得し地図
を作成することで、その地図を頼りに自己位置を推定し
ながら繰り返し自動走行することができる。
　産業技術総合研究所との連携研究室では、単眼のカ
メラを用い、画像から局所的な特徴量を抽出する手法
を採用し、物流現場環境に適した抽出手法を開発する
ことで、精度とリアルタイム性の両方を実現した。
　単眼のカメラで撮影した画像から、輝度変化を元に
特徴を抽出した後、精度が良い点（緑）と悪い点（青）を
統計処理により識別し、最終的に最も精度が高い3点

（赤）で3点法を行うことで自己位置を推定している。
　本技術の特徴として大きく3つ挙げられる。1つ目は、
環境の変化に強い点である。物流現場では荷の出入り
が激しく、棚や荷物の見え方という画像にとっての環境
が常に変化する。本技術は環境が大きく変化しても、変
化がない特徴を抽出して自己位置を推定することが可
能である。また、カメラが苦手とする照度変化に対して
も、ロバスト性を確保することに成功している。2つ目は
6軸の位置姿勢全てが推定可能であり、前傾後傾も検
知し位置補正も可能である。3つ目は、カメラを使用し
ているため得られる情報量が多く、物体認識技術と組
み合わせることで、さらなる高精度化やロバスト性向
上、システムとしての応用も期待できる。

　視覚マーカ（ARマーカ）は、単眼のカメラで位置姿勢
を簡易に取得可能な平面形状のパターンであり、比較
的単純な画像処理で計測できる点が優れているが、正
面付近から見たときの姿勢推定精度の悪さが問題で
あった。
　産業技術総合研究所にて独自に開発した高精度視
覚マーカは、微細な細長いカマボコ状の凸レンズが無
数に並んだレンチキュラーレンズを活用してこの問題
を解決している。
　レンチキュラーレンズの裏に配置した縞模様とレン
ズの位相差によりモアレ（干渉縞）が生じる原理を用
い、視線の角度に応じて移動する黒い線の位置を画像
処理で検出し、姿勢を正確に推定することができる。
　高精度視覚マーカの活用方法のひとつが、自動制御
用のターゲットマーカである。例えば、パレットに取り付
けたマーカを自動運転リフトに取り付けたカメラで認
識させることで、自動運転リフトをパレットに対し確実に
正対させるよう制御することが可能になる。

8）遠隔操作技術
（1）開発のねらい
　物流業界の人手不足によって自動化に対する需要
が増えつつある一方で、熟練者のカン・コツに頼る作業
など、自動化では解決できない課題も多く存在する。こ
のため、人が行う作業に対しても効率化や環境改善が
望まれている。 

 

　このような背景のもと、オペレータが快適な操作室
にて自由にフォークリフトを操作することができる遠隔
操作システムの開発を開始した。
　車両から離れた操作室にていかに作業の安全性・信
頼性・効率性を確保するかが遠隔操作技術の課題であ
り、オペレータが行う多種多様な作業に対応可能なシ
ステムの構築を目指す。（写真13）

（2）技術的特徴
　①映像伝送と画像合成処理

　フォークリフトに複数取り付けられたカメラの画像
は無線通信を利用してオペレータがいる操作室のモ
ニターへ映し出される。オペレータは自身が行う作
業内容に応じて、表示するカメラ画像を自由に選択
することが可能である。カメラは、フォークリフト作業
に必要な視点を網羅するよう配置されており、画像
合成処理を加えることで作業者が直感的に操作しや
すい画面を実現した。
　画像合成処理の一例として、機台ヘッドガード部

（上部）に取り付けた4つのカメラ画像を合成し、
フォークリフトとその周辺を上方からの俯瞰視点で
見ることができる画像表示機能を開発した。俯瞰視
点の画像は自動車にも既に活用されている技術とし
て周知されているが、フォークリフト特有の作業や周
囲環境に最適なカメラ配置と画像構成を実現した。

　②作業支援機能
　オペレータが遠隔操作を円滑に行うため、カメラ
画像に描画を加えた作業支援機能を開発した。
　タイヤ操舵角から、機台の進行経路を予測するガ
イドライン表示や、リフト位置、ティルト位置などが一
目でわかるインジケータを表示させることで、作業
効率向上に貢献する。

　③電波強度と冗長性
　フォークリフトが働く現場周辺には、さまざまな無
線機器が稼働していることが想定され、これらの電
波が遠隔操作システムに悪影響を及ぼす可能性が
ある。このため、画像伝送用および操作指示用の無
線通信状態を常に監視し、どちらか一方でも大きな
遅延が発生した場合、オペレータに通知するととも
に車両を自動的に停止させる機能を備えた。

（3）今後の取組み
　現在、車両の走行操作画面や作業支援機能を実装
完了しており、評価によって新たな課題の抽出を行って
いる段階である。加えて、荷役操作における解決すべき
課題も多く存在する。
　今後、実環境下での実証実験を目指してさらなる改
良に取り組んでいく。

9）KEY SO-CO
（1）はじめに
　2020年ビジョンの達成に向けた物流ソリューション
の拡大への取組みにおいて、商品単体売り中心のビジ
ネスから、さまざまなハードウェア、ソフトウェアを組み
合わせた「ソリューション」によって、お客様へ付加価値
を提供することが重要になっていることから、新しい在
庫管理システム「KEY SO-CO」を開発した。

（2）KEY SO-COの位置づけ
　マテハン機器との組み合わせで作業の効率化や省人
化を実現する在庫管理システムの商品ラインアップは、
物流エンジニアリング向けの「T-WINS LS」、物流シス
テム向けの「IS-200」のみだったが、「KEY SO-CO」は
中小企業のお客様向けにフォークリフト、移動・固定ラッ
クと組み合わせて提案できるソフトウェア商品である。

（3）KEY SO-COのコンセプト
　KEY SO-COは「Kaizen Easy Yourself Simple 
Operation & COnnect」の頭文字を取ったマーケ
ティングネームで、お客様自身による業務改善を支援
するツールとして、以下の3つを基本コンセプトとして
開発に取り組んだ。
　①低コスト

　中小企業のお客様が気軽に導入することのでき
る低価格を実現する。

　②かんたん
　在庫管理システムを初めて使う方でも簡単に導入
でき、すぐに利用可能な操作性を実現する。

　③つながる
　倉庫内の作業情報を一元化し、在庫状況などをリ
アルタイムに確認できるようにする。

（4）KEY SO-COの特徴
　①標準パッケージ化、カスタマイズ不要

　低コストを実現するため、在庫管理に必要な機能

を標準パッケージ化した。

　個別カスタマイズなしに、お客様自身で運用に合
わせた設定を行える専用ツールを準備した。

（入荷運用あり/なし、画面項目の利用有無/名称・桁
数の変更、出庫条件の変更 などが可能）

　②操作しやすいメニュー・画面構成
　在庫管理の業務の流れに沿ったメニュー、直感的
に操作可能な画面設計を行った。

　③さまざまな端末から情報につながる
　ブラウザソフト（IE、Chrome）を用いることで、特
別な設定なしにさまざまな端末から在庫状況などを
リアルタイムに確認できるようにした。

（5）まとめ
　これまでは、フォークリフト、固定・移動ラックを購入し
ていただくお客様向けに、セット提案することのできる
在庫管理ソフトウェアがなく、商品単体売りのビジネス
モデルが中心だった。「KEY SO-CO」は低価格で簡単
に導入できるソフトウェアであることから、販売店スタッ
フが保管機器の商談時、積極的にセット提案をすること
が可能で、物流ソリューション中心のビジネスモデルへ
軸足を移すきっかけとなるツールだと考える。
　「KEY SO-CO」の提供により、2020年ビジョンの達
成に向けた物流ソリューションの拡大への取組みをさ
らに加速していく。

10）グローバル デジタルイノベーション
　　 With Microsoft

　ここでは、現在TMHG（Toyo ta  Ma te r i a l  
Handling Group) がグローバルに推進中のIoT、AI、  
MRなど最新ITを活用したデジタルソリューションとし
て、テレマティクス、安全運転支援、シミュレーションや
お客様への販売店サービス支援技術などを中心にコ
ンセプトを紹介した。このコーナーの技術は、マイクロ
ソフトとの協業で実現させている。

（1）フォークリフトIoT・テレマティクス
     T_Site IoT Future Concept

　フォークリフトの稼働情報をMicrosoft Azureクラ
ウドプラットフォームへ発信、蓄積し、分析結果を見える
化して現場改善に活用するグローバルシステムである。
　現在世界各リージョンで販売しているテレマティクス
の次世代版として、グローバルなデータ統合とフォーク
リフト管理を目的としている。
　現在、米国向けシステムを開発中で、そのコンセプト
ソフトウェアを紹介した。

（2）グローバルモバイルサービスソリューション
     T_GMSS(=Global Mobile Service Solution)International

　Microsoft Dynamics365 を活用した、フォークリ
フトのサービス作業を支援するグローバルソリューショ
ンシステムである。
　インドを皮切りにインターナショナル地域にてメンテ
ナンス作業の効率化を追求しており、将来はフォークリ
フトのIoTデータを活用して、予知保全へ展開する。
　フォークリフトのエラー発生時に、自動的に販売店と
お客様、また最寄のフィールドエンジニアにも情報を伝
達することで、最短時間でのお客様の現場到着と、迅
速な問題解決を支援する。

　さらに、将来はMR（=Mixed Reality) と組み合わせ、
複雑なメンテナンス作業を支援するシステムへと展開す
る予定で、これらにより、お客様のダウンタイムを最小化
できると考える。

（3）グローバルMR サービスシステム
     T_Service Future Concept

　Microsoft HololensとMRを活用したフォークリフ
トのメンテナンス作業を支援するグローバルシステム
である。
　メンテナンス作業のシンプル化と効率化を追求し、
技術者の高度遠隔支援も可能にする。

（4）インフラ協調フォークリフト安全支援システム
     T_Safety Assist Future Concept

　Microsoft AzureクラウドとAI技術を活用した
フォークリフトの安全支援システムである。
　現場のインフラ情報やフォークリフトの車間通信な
どによる安全運転を支援する。
　現場に設置したSLOW、STOPなどのマークを読み
取り、AIにて認識することで、自動的にフォークリフトを
減速したり停止させたりできるようになり、死角の多い
物流現場に有効である。

（5）AI ロジスティクス シミュレーションシステム
     Logistics AirSim Future Concept

　Microsoft Researchが開発した「AirSim」を活用し
たフォークリフト自動運転シミュレーションシステムで
ある。
　これは、ウエアハウスにおけるレイアウト検討や導線
検討をバーチャルで行うことを可能にする。
　さらに自動運転アルゴリズムの検証も高速に実施す
ることができ、安全かつ高精度な自動運転AIの技術開
発に貢献できると考える。

写真12 ビジュアルSLAM

図2 高精度視覚マーカ

可変モアレパターン

参照点

図1 製品展開

写真9 走行経路生成

写真10 低騒音薄型オムニホイール（右）

写真11 物流展　ヒト追尾風景写真
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2．進化していくトヨタL＆F
1）FCフォークリフト
　当社は2004年にトヨタ自動車株式会社と共同で
フォークリフト用FCシステムの開発に着手、経済産業
省および環境省実証事業への参画などを通して開発
を推進し、2016年11月に国内初となる2．5トンFC
フォークリフトの販売を開始した。現在約80台が稼働
中である。
　国が掲げる「水素基本戦略」（2017年12月策定）の
中で、FCフォークリフトはFCバスとともに、FCVを中心
とするモビリティ分野における安定的かつ大きな水素
需要源と位置付けられており、水素の供給・調達コスト
の低減に資するものとして期待されている。また、
2020年までに累計500台、2030年までに累計
10,000台という普及台数目標も示されており、当社は
これら目標の達成に貢献すべく、FCユニットの小型高
密度化・高出力化による車種拡大の取り組みを進めて
いる。
　今回、主に屋内作業用に市場ニーズの高い小型モデ
ルとして、1.8トンFCフォークリフトのコンセプトモデル

（写真1）を公開した。
　スタックをはじめとする主要構成部品については従
来の2.5トンFCフォークリフトのものを流用しつつ、FC
ユニットを小型化することで、出力密度10％向上を達
成した。
　また、FC産業車両として世界初となる-10℃低温起
動機能を搭載するとともに、発電効率および稼働時間
の改善という課題に対し、エネルギー回収率52％を達
成したカウンターバランス式フォークリフト向け荷役回
生システムも搭載した。マストに設置した液晶モニター
で荷役回生時のエネルギーフローを視覚化し、新規技
術のアピールを行った。

　

2）FCトーイングトラクタ
　空港でコンテナを牽引するトーイングトラクタは、FC
産業車両における新たなアプリケーションのひとつで
ある。
　今回は、2016年に出展したFCコンセプトモデルの
進化形として、自動運転機能を追加したモデル（写真
2）を初披露した。
　トーイングトラクタについては、従来の2.5トンFC
フォークリフトに比べて、2～3倍の高出力が必要であり、
また移動距離が長いためより多くの水素燃料搭載が求
められる。限られたコンパートメントの中でFCユニットの
高出力化と大型の水素タンクの搭載が課題である。
　2020年の実証実験開始を目指し、環境省の技術開
発・実証事業として鋭意取り組みを進めている。

3）リチウムイオンバッテリ搭載電動車
　フォークリフトの電動化は、環境意識の高まりや規制
強化の中で着実に拡大しており、今後も堅調な推移を
見込まれている。このような背景のもとで、リチウムイ
オンバッテリ（LIB）は、欧州を中心に普及が始まってお
り拡大傾向にある。
　当社では2016年9月、1.35～1.8トン積リーチタイ
プ電動フォークリフトGENEO-Rに日本初となるLIBを
搭載したオプション車を発売した。
　LIBは、鉛バッテリに対し以下の特長を有する。

　・急速充電により、バッテリ交換なしで連続稼働が可能
　・バッテリ寿命が長い
　・バッテリと充電器の高効率化により、電気代が低減可能
　・バッテリ液の補水や清掃が不要
　こうした中で、他社動向やお客様要望に応えるため、
1.5～2.0トン積カウンタタイプ電動フォークリフト
Ecore（写真3）、2.5トン積電動トーイングトラクタ3TE

（写真4） へ機種展開するとともに、リーチタイプにつ
いてはモデルチェンジに合わせ、新型Rinova（写真5）
でも搭載オプション車を設定した。

　搭載するLIBについては、車両における搭載サイズや
仕向地におけるお客様の搭載ニーズ等に対応するた
め、車種ごとに最適なモデルを採用している。
　また、車両のパワーマネージメント制御を再設計する
ことで、バッテリの仕様を逸脱する使われ方を防止すると
ともに、バッテリの能力を引き出す車両制御を行ってい
る。
　今回の開発でリチウムイオンバッテリ搭載車のライ
ンアップ拡充が進み、さらに多くのお客様に導入をご
検討いただける環境になった。

4）人・障害物検知システム
　フォークリフトと周辺作業者との接触事故の低減に

寄与する人・障害物検知システム（写真6）を参考出品。
　物流現場では、棚、パレット、ダンボールなどのさまざ
まな障害物があり、荷役作業ではそれらに近接した作
業がなされる場合がある。従来のソナーやレーザなど
の障害物センサは、近接距離に応じた検知がなされる
ため、作業者以外の障害物に対して不必要に発報する
課題があった。
　本システムでは、ステレオカメラ方式を採用し、画像
処理による「作業者の見分け」とステレオカメラ処理に
よる「作業者・障害物の位置検出」を実現した。フォーク
リフトに作業者が接近したときにはいち早くオペレータ
に通知し、障害物の接近に対しては、近づき過ぎたら通
知するといった警告制御が可能となる。
　作業者検知アルゴリズムは、カメラ画像を入力し人
物像の特徴量（勾配傾向）を示す画像エリアを探索し、
機械学習による辞書データと照合して作業者を特定し
ている。
　また作業者の位置は、左右のカメラから入力された
作業者の特定画像から得られる視差情報より位置演算
を行うことで得られる。障害物の位置（＝立体物）につい
ても同様に位置演算を行っている。
　フォークリフトは物流現場では、頻繁に旋回しながら
荷役作業が行われるので、道路環境を注視する自動車
用途に比べて、ワイドレンジな作業者検知が求められ
ている。
　本システムの検知エリアは、最長10m、幅方向で最
大11mであり、これを満足させるため広角レンズを採
用した。またフォークリフトは屋内、屋外で利用され、さ
まざまな照度条件でも機能するようハイダイナミック
レンジカメラを採用している。
　展示システムでは、オペレータへの通知手段として、
ワイドミラーに人物像ピクトグラムを点灯させるデモ
ンストレーションを行った。

5）レーザSLAM式AGF
SLAM：Simultaneous Localization and Mapping

（1）開発のねらい
　少子高齢化社会がもたらす労働人口の減少にとも
ない物流業界の人手不足解消、人による作業負担を軽
減するため、物流の自動化需要が増えつつある。
　中でも、工場や倉庫内において、軌道の敷設を必要
としない無人搬送車（AGV）や自動運転フォークリフト

（AGF）に関するニーズが高まりつつあり、国内外でさ
まざまな技術や商品が提案されている。
　そこで我々はレーザレンジファインダ（LRF：測域セ
ンサ）を利用して自己位置を把握し、軌道を敷設しなく
ても自動運転が可能なレーザSLAM技術を開発した

（写真7）。

（2）技術的特徴
　レーザSLAM誘導に使用するLRFは、赤外線レーザを照
射して、その反射度合で物体の距離を測定するセンサで、
検出物の大きさ、位置を検出することができる。

　AGFは、このLRFを用いて常に周囲環境を計測し、予
め作成した地図との照合を行うことにより自己位置と
車両の姿勢（方向）を把握しながら走行する。
　一般的にLRFで得られる観測データ数が多いと、算
出される自己位置の精度は良くなるが算出時間が長く
なるという問題が発生する。これを解決するため、前回
把握した自己位置を利用し、照合する地図の範囲を狭
くするとともに、観測された周囲環境の状況に応じて算
出に使用するデータ数を動的に変化させ、必要最小限
の処理にすることで算出時間を短縮した。
　一方、地図上に存在しない物体を検出した場合や、
建物内部に多く存在する廊下のような単調で対称的な
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。
　そこで、算出される自己位置候補の分散状況から

「算出された自己位置の確からしさ（信頼性）」を確認す
る新技術を開発した。この信頼性に応じてLRFを用いて
算出された自己位置と、駆動輪の回転量、操舵角から
算出された自車の移動量・姿勢角を比較してデータ処
理を行うことで自車の自己位置精度を向上している。

（3）今後の取組み
　昨今、物流業界を取り巻く環境変化はめまぐるしく、
お客様の抱える課題やニーズは多様化している。その
中で、物流機器へのニーズは「自動化」から、IoTを利用
してAGV／AGF自身がさまざまな環境下で最適な条
件を自ら判断して動く「自律化」へ移行しつつある。今回
開発したレーザSLAM技術による自己位置把握技術の
製品化に向けて、さらなる技術開発を進め、お客様の声
に耳を傾けながら、物流現場改善に貢献できるソリュー
ションを提案していく。

6）自律走行ロボットAiR

（1）開発のねらい
　将来のAGVの自律化に向けた開発のベースモ
ジュールとして自律走行ロボットAiR（Autonomous 
Intelligent mobile Robot）を開発した。
　AiRは全方向走行機能やその他自律走行に必要な
機能を有しており、アタッチメントを追加搭載すること
により、多種・多様な製品展開が可能になる。（写真8）

　今回の物流展ではAiR上に荷受台を搭載したAiR-T、
清掃ユニットを搭載したAiR-C、ロボットアームを搭載し
たAiR-Pの3台を参考出展した。

（2）技術的特徴
　AiRは下記4つの新しい機能を有している。
　①レーザSLAM

　今までのAGVは床に設置された磁気テープや誘
導線をセンサで検知しながら走行していたが、AiRは
走行するエリアの地図データを保持し、LRF（Laser 
Range Finder）によるレーザ光で自己位置認識を
することで、自らが走行経路を生成しながら自動走
行する（写真9）。
　これにより床工事等が不要になり、お客様のレイ
アウト変更などに迅速な対応が可能になる。

　②全方向移動機能
　AiRは今回開発した低騒音薄型オムニホイールを
搭載しており、これにより静かで機敏な走行を実現し
ている。

　③障害物の回避機能
　機台の前後に搭載したLRFにより障害物を検知、
自らの走行経路を変更し、障害物を回避して走行す
るので、走行停止による作業ロスを低減できる。

　④移動体への追尾制御
　AiRはレーザSLAMによる自動走行以外に移動体
への追尾走行が可能である。LRFで追尾されるヒト
を認識させれば、歩行するヒトに一定の時間差で追
尾走行する。
　この機能により、頻繁に手押し台車で荷物を運搬し
ているような物流現場で作業者の負荷が軽減できる。

　また今回開発したバッテリマネジメントシステム
（BMS）も搭載、アタッチメントの消費電力に応じて、LIB
バッテリの個数を自由に変更できるようにした。

（3）展示機台
　①AiR-T（搬送・追尾ロボット）

　アタッチメントとして荷受台を搭載、物流センター
等の物品のピッキング作業時に手押し台車の代わり

に使用し、作業者の歩行負荷低減に貢献する。
　②AiR-C（清掃ロボット）

　新型パワーブラシ付清掃ユニットを搭載し清掃能
力を向上、清掃エリアの地図データを保有し、その
データに基づき自動清掃を行う。

　③AiR-P（ピッキングロボット）
　協働式6軸ロボットアームを搭載、ヒトと同じエリア
で作業可能で、物流センターでの物品のピッキング
作業を支援する。
　アーム先端にカメラとプロジェクタを搭載し物品
の形状を認識、またハンドチェンジ機能も有してお
り、多様な物品に対応可能。

（4）今後の取組み
　製品化に向け、誘導性能や障害物の回避機能、追尾
性能の向上を図る。

7）ビジュアルSLAM・高精度視覚マーカ
　ビジュアルSLAM（写真12）は、カメラで撮影した画
像からキーカートやフォークリフトの自己位置を推定す
ることで、自動運転実現に貢献する技術である。最初に
走行させたい経路を1回走行させて画像を取得し地図
を作成することで、その地図を頼りに自己位置を推定し
ながら繰り返し自動走行することができる。
　産業技術総合研究所との連携研究室では、単眼のカ
メラを用い、画像から局所的な特徴量を抽出する手法
を採用し、物流現場環境に適した抽出手法を開発する
ことで、精度とリアルタイム性の両方を実現した。
　単眼のカメラで撮影した画像から、輝度変化を元に
特徴を抽出した後、精度が良い点（緑）と悪い点（青）を
統計処理により識別し、最終的に最も精度が高い3点

（赤）で3点法を行うことで自己位置を推定している。
　本技術の特徴として大きく3つ挙げられる。1つ目は、
環境の変化に強い点である。物流現場では荷の出入り
が激しく、棚や荷物の見え方という画像にとっての環境
が常に変化する。本技術は環境が大きく変化しても、変
化がない特徴を抽出して自己位置を推定することが可
能である。また、カメラが苦手とする照度変化に対して
も、ロバスト性を確保することに成功している。2つ目は
6軸の位置姿勢全てが推定可能であり、前傾後傾も検
知し位置補正も可能である。3つ目は、カメラを使用し
ているため得られる情報量が多く、物体認識技術と組
み合わせることで、さらなる高精度化やロバスト性向
上、システムとしての応用も期待できる。

　視覚マーカ（ARマーカ）は、単眼のカメラで位置姿勢
を簡易に取得可能な平面形状のパターンであり、比較
的単純な画像処理で計測できる点が優れているが、正
面付近から見たときの姿勢推定精度の悪さが問題で
あった。
　産業技術総合研究所にて独自に開発した高精度視
覚マーカは、微細な細長いカマボコ状の凸レンズが無
数に並んだレンチキュラーレンズを活用してこの問題
を解決している。
　レンチキュラーレンズの裏に配置した縞模様とレン
ズの位相差によりモアレ（干渉縞）が生じる原理を用
い、視線の角度に応じて移動する黒い線の位置を画像
処理で検出し、姿勢を正確に推定することができる。
　高精度視覚マーカの活用方法のひとつが、自動制御
用のターゲットマーカである。例えば、パレットに取り付
けたマーカを自動運転リフトに取り付けたカメラで認
識させることで、自動運転リフトをパレットに対し確実に
正対させるよう制御することが可能になる。

8）遠隔操作技術
（1）開発のねらい
　物流業界の人手不足によって自動化に対する需要
が増えつつある一方で、熟練者のカン・コツに頼る作業
など、自動化では解決できない課題も多く存在する。こ
のため、人が行う作業に対しても効率化や環境改善が
望まれている。 

 

　このような背景のもと、オペレータが快適な操作室
にて自由にフォークリフトを操作することができる遠隔
操作システムの開発を開始した。
　車両から離れた操作室にていかに作業の安全性・信
頼性・効率性を確保するかが遠隔操作技術の課題であ
り、オペレータが行う多種多様な作業に対応可能なシ
ステムの構築を目指す。（写真13）

（2）技術的特徴
　①映像伝送と画像合成処理

　フォークリフトに複数取り付けられたカメラの画像
は無線通信を利用してオペレータがいる操作室のモ
ニターへ映し出される。オペレータは自身が行う作
業内容に応じて、表示するカメラ画像を自由に選択
することが可能である。カメラは、フォークリフト作業
に必要な視点を網羅するよう配置されており、画像
合成処理を加えることで作業者が直感的に操作しや
すい画面を実現した。
　画像合成処理の一例として、機台ヘッドガード部

（上部）に取り付けた4つのカメラ画像を合成し、
フォークリフトとその周辺を上方からの俯瞰視点で
見ることができる画像表示機能を開発した。俯瞰視
点の画像は自動車にも既に活用されている技術とし
て周知されているが、フォークリフト特有の作業や周
囲環境に最適なカメラ配置と画像構成を実現した。

　②作業支援機能
　オペレータが遠隔操作を円滑に行うため、カメラ
画像に描画を加えた作業支援機能を開発した。
　タイヤ操舵角から、機台の進行経路を予測するガ
イドライン表示や、リフト位置、ティルト位置などが一
目でわかるインジケータを表示させることで、作業
効率向上に貢献する。

　③電波強度と冗長性
　フォークリフトが働く現場周辺には、さまざまな無
線機器が稼働していることが想定され、これらの電
波が遠隔操作システムに悪影響を及ぼす可能性が
ある。このため、画像伝送用および操作指示用の無
線通信状態を常に監視し、どちらか一方でも大きな
遅延が発生した場合、オペレータに通知するととも
に車両を自動的に停止させる機能を備えた。

（3）今後の取組み
　現在、車両の走行操作画面や作業支援機能を実装
完了しており、評価によって新たな課題の抽出を行って
いる段階である。加えて、荷役操作における解決すべき
課題も多く存在する。
　今後、実環境下での実証実験を目指してさらなる改
良に取り組んでいく。

9）KEY SO-CO
（1）はじめに
　2020年ビジョンの達成に向けた物流ソリューション
の拡大への取組みにおいて、商品単体売り中心のビジ
ネスから、さまざまなハードウェア、ソフトウェアを組み
合わせた「ソリューション」によって、お客様へ付加価値
を提供することが重要になっていることから、新しい在
庫管理システム「KEY SO-CO」を開発した。

（2）KEY SO-COの位置づけ
　マテハン機器との組み合わせで作業の効率化や省人
化を実現する在庫管理システムの商品ラインアップは、
物流エンジニアリング向けの「T-WINS LS」、物流シス
テム向けの「IS-200」のみだったが、「KEY SO-CO」は
中小企業のお客様向けにフォークリフト、移動・固定ラッ
クと組み合わせて提案できるソフトウェア商品である。

（3）KEY SO-COのコンセプト
　KEY SO-COは「Kaizen Easy Yourself Simple 
Operation & COnnect」の頭文字を取ったマーケ
ティングネームで、お客様自身による業務改善を支援
するツールとして、以下の3つを基本コンセプトとして
開発に取り組んだ。
　①低コスト

　中小企業のお客様が気軽に導入することのでき
る低価格を実現する。

　②かんたん
　在庫管理システムを初めて使う方でも簡単に導入
でき、すぐに利用可能な操作性を実現する。

　③つながる
　倉庫内の作業情報を一元化し、在庫状況などをリ
アルタイムに確認できるようにする。

（4）KEY SO-COの特徴
　①標準パッケージ化、カスタマイズ不要

　低コストを実現するため、在庫管理に必要な機能

を標準パッケージ化した。

　個別カスタマイズなしに、お客様自身で運用に合
わせた設定を行える専用ツールを準備した。

（入荷運用あり/なし、画面項目の利用有無/名称・桁
数の変更、出庫条件の変更 などが可能）

　②操作しやすいメニュー・画面構成
　在庫管理の業務の流れに沿ったメニュー、直感的
に操作可能な画面設計を行った。

　③さまざまな端末から情報につながる
　ブラウザソフト（IE、Chrome）を用いることで、特
別な設定なしにさまざまな端末から在庫状況などを
リアルタイムに確認できるようにした。

（5）まとめ
　これまでは、フォークリフト、固定・移動ラックを購入し
ていただくお客様向けに、セット提案することのできる
在庫管理ソフトウェアがなく、商品単体売りのビジネス
モデルが中心だった。「KEY SO-CO」は低価格で簡単
に導入できるソフトウェアであることから、販売店スタッ
フが保管機器の商談時、積極的にセット提案をすること
が可能で、物流ソリューション中心のビジネスモデルへ
軸足を移すきっかけとなるツールだと考える。
　「KEY SO-CO」の提供により、2020年ビジョンの達
成に向けた物流ソリューションの拡大への取組みをさ
らに加速していく。

10）グローバル デジタルイノベーション
　　 With Microsoft

　ここでは、現在TMHG（Toyo ta  Ma te r i a l  
Handling Group) がグローバルに推進中のIoT、AI、  
MRなど最新ITを活用したデジタルソリューションとし
て、テレマティクス、安全運転支援、シミュレーションや
お客様への販売店サービス支援技術などを中心にコ
ンセプトを紹介した。このコーナーの技術は、マイクロ
ソフトとの協業で実現させている。

（1）フォークリフトIoT・テレマティクス
     T_Site IoT Future Concept

　フォークリフトの稼働情報をMicrosoft Azureクラ
ウドプラットフォームへ発信、蓄積し、分析結果を見える
化して現場改善に活用するグローバルシステムである。
　現在世界各リージョンで販売しているテレマティクス
の次世代版として、グローバルなデータ統合とフォーク
リフト管理を目的としている。
　現在、米国向けシステムを開発中で、そのコンセプト
ソフトウェアを紹介した。

（2）グローバルモバイルサービスソリューション
     T_GMSS(=Global Mobile Service Solution)International

　Microsoft Dynamics365 を活用した、フォークリ
フトのサービス作業を支援するグローバルソリューショ
ンシステムである。
　インドを皮切りにインターナショナル地域にてメンテ
ナンス作業の効率化を追求しており、将来はフォークリ
フトのIoTデータを活用して、予知保全へ展開する。
　フォークリフトのエラー発生時に、自動的に販売店と
お客様、また最寄のフィールドエンジニアにも情報を伝
達することで、最短時間でのお客様の現場到着と、迅
速な問題解決を支援する。

　さらに、将来はMR（=Mixed Reality) と組み合わせ、
複雑なメンテナンス作業を支援するシステムへと展開す
る予定で、これらにより、お客様のダウンタイムを最小化
できると考える。

（3）グローバルMR サービスシステム
     T_Service Future Concept

　Microsoft HololensとMRを活用したフォークリフ
トのメンテナンス作業を支援するグローバルシステム
である。
　メンテナンス作業のシンプル化と効率化を追求し、
技術者の高度遠隔支援も可能にする。

（4）インフラ協調フォークリフト安全支援システム
     T_Safety Assist Future Concept

　Microsoft AzureクラウドとAI技術を活用した
フォークリフトの安全支援システムである。
　現場のインフラ情報やフォークリフトの車間通信な
どによる安全運転を支援する。
　現場に設置したSLOW、STOPなどのマークを読み
取り、AIにて認識することで、自動的にフォークリフトを
減速したり停止させたりできるようになり、死角の多い
物流現場に有効である。

（5）AI ロジスティクス シミュレーションシステム
     Logistics AirSim Future Concept

　Microsoft Researchが開発した「AirSim」を活用し
たフォークリフト自動運転シミュレーションシステムで
ある。
　これは、ウエアハウスにおけるレイアウト検討や導線
検討をバーチャルで行うことを可能にする。
　さらに自動運転アルゴリズムの検証も高速に実施す
ることができ、安全かつ高精度な自動運転AIの技術開
発に貢献できると考える。

写真12 ビジュアルSLAM

図2 高精度視覚マーカ

可変モアレパターン

参照点

図1 製品展開

写真9 走行経路生成

写真10 低騒音薄型オムニホイール（右）

写真11 物流展　ヒト追尾風景写真
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2．進化していくトヨタL＆F
1）FCフォークリフト
　当社は2004年にトヨタ自動車株式会社と共同で
フォークリフト用FCシステムの開発に着手、経済産業
省および環境省実証事業への参画などを通して開発
を推進し、2016年11月に国内初となる2．5トンFC
フォークリフトの販売を開始した。現在約80台が稼働
中である。
　国が掲げる「水素基本戦略」（2017年12月策定）の
中で、FCフォークリフトはFCバスとともに、FCVを中心
とするモビリティ分野における安定的かつ大きな水素
需要源と位置付けられており、水素の供給・調達コスト
の低減に資するものとして期待されている。また、
2020年までに累計500台、2030年までに累計
10,000台という普及台数目標も示されており、当社は
これら目標の達成に貢献すべく、FCユニットの小型高
密度化・高出力化による車種拡大の取り組みを進めて
いる。
　今回、主に屋内作業用に市場ニーズの高い小型モデ
ルとして、1.8トンFCフォークリフトのコンセプトモデル

（写真1）を公開した。
　スタックをはじめとする主要構成部品については従
来の2.5トンFCフォークリフトのものを流用しつつ、FC
ユニットを小型化することで、出力密度10％向上を達
成した。
　また、FC産業車両として世界初となる-10℃低温起
動機能を搭載するとともに、発電効率および稼働時間
の改善という課題に対し、エネルギー回収率52％を達
成したカウンターバランス式フォークリフト向け荷役回
生システムも搭載した。マストに設置した液晶モニター
で荷役回生時のエネルギーフローを視覚化し、新規技
術のアピールを行った。

　

2）FCトーイングトラクタ
　空港でコンテナを牽引するトーイングトラクタは、FC
産業車両における新たなアプリケーションのひとつで
ある。
　今回は、2016年に出展したFCコンセプトモデルの
進化形として、自動運転機能を追加したモデル（写真
2）を初披露した。
　トーイングトラクタについては、従来の2.5トンFC
フォークリフトに比べて、2～3倍の高出力が必要であり、
また移動距離が長いためより多くの水素燃料搭載が求
められる。限られたコンパートメントの中でFCユニットの
高出力化と大型の水素タンクの搭載が課題である。
　2020年の実証実験開始を目指し、環境省の技術開
発・実証事業として鋭意取り組みを進めている。

3）リチウムイオンバッテリ搭載電動車
　フォークリフトの電動化は、環境意識の高まりや規制
強化の中で着実に拡大しており、今後も堅調な推移を
見込まれている。このような背景のもとで、リチウムイ
オンバッテリ（LIB）は、欧州を中心に普及が始まってお
り拡大傾向にある。
　当社では2016年9月、1.35～1.8トン積リーチタイ
プ電動フォークリフトGENEO-Rに日本初となるLIBを
搭載したオプション車を発売した。
　LIBは、鉛バッテリに対し以下の特長を有する。

　・急速充電により、バッテリ交換なしで連続稼働が可能
　・バッテリ寿命が長い
　・バッテリと充電器の高効率化により、電気代が低減可能
　・バッテリ液の補水や清掃が不要
　こうした中で、他社動向やお客様要望に応えるため、
1.5～2.0トン積カウンタタイプ電動フォークリフト
Ecore（写真3）、2.5トン積電動トーイングトラクタ3TE

（写真4） へ機種展開するとともに、リーチタイプにつ
いてはモデルチェンジに合わせ、新型Rinova（写真5）
でも搭載オプション車を設定した。

　搭載するLIBについては、車両における搭載サイズや
仕向地におけるお客様の搭載ニーズ等に対応するた
め、車種ごとに最適なモデルを採用している。
　また、車両のパワーマネージメント制御を再設計する
ことで、バッテリの仕様を逸脱する使われ方を防止すると
ともに、バッテリの能力を引き出す車両制御を行ってい
る。
　今回の開発でリチウムイオンバッテリ搭載車のライ
ンアップ拡充が進み、さらに多くのお客様に導入をご
検討いただける環境になった。

4）人・障害物検知システム
　フォークリフトと周辺作業者との接触事故の低減に

寄与する人・障害物検知システム（写真6）を参考出品。
　物流現場では、棚、パレット、ダンボールなどのさまざ
まな障害物があり、荷役作業ではそれらに近接した作
業がなされる場合がある。従来のソナーやレーザなど
の障害物センサは、近接距離に応じた検知がなされる
ため、作業者以外の障害物に対して不必要に発報する
課題があった。
　本システムでは、ステレオカメラ方式を採用し、画像
処理による「作業者の見分け」とステレオカメラ処理に
よる「作業者・障害物の位置検出」を実現した。フォーク
リフトに作業者が接近したときにはいち早くオペレータ
に通知し、障害物の接近に対しては、近づき過ぎたら通
知するといった警告制御が可能となる。
　作業者検知アルゴリズムは、カメラ画像を入力し人
物像の特徴量（勾配傾向）を示す画像エリアを探索し、
機械学習による辞書データと照合して作業者を特定し
ている。
　また作業者の位置は、左右のカメラから入力された
作業者の特定画像から得られる視差情報より位置演算
を行うことで得られる。障害物の位置（＝立体物）につい
ても同様に位置演算を行っている。
　フォークリフトは物流現場では、頻繁に旋回しながら
荷役作業が行われるので、道路環境を注視する自動車
用途に比べて、ワイドレンジな作業者検知が求められ
ている。
　本システムの検知エリアは、最長10m、幅方向で最
大11mであり、これを満足させるため広角レンズを採
用した。またフォークリフトは屋内、屋外で利用され、さ
まざまな照度条件でも機能するようハイダイナミック
レンジカメラを採用している。
　展示システムでは、オペレータへの通知手段として、
ワイドミラーに人物像ピクトグラムを点灯させるデモ
ンストレーションを行った。

5）レーザSLAM式AGF
SLAM：Simultaneous Localization and Mapping

（1）開発のねらい
　少子高齢化社会がもたらす労働人口の減少にとも
ない物流業界の人手不足解消、人による作業負担を軽
減するため、物流の自動化需要が増えつつある。
　中でも、工場や倉庫内において、軌道の敷設を必要
としない無人搬送車（AGV）や自動運転フォークリフト

（AGF）に関するニーズが高まりつつあり、国内外でさ
まざまな技術や商品が提案されている。
　そこで我々はレーザレンジファインダ（LRF：測域セ
ンサ）を利用して自己位置を把握し、軌道を敷設しなく
ても自動運転が可能なレーザSLAM技術を開発した

（写真7）。

（2）技術的特徴
　レーザSLAM誘導に使用するLRFは、赤外線レーザを照
射して、その反射度合で物体の距離を測定するセンサで、
検出物の大きさ、位置を検出することができる。

　AGFは、このLRFを用いて常に周囲環境を計測し、予
め作成した地図との照合を行うことにより自己位置と
車両の姿勢（方向）を把握しながら走行する。
　一般的にLRFで得られる観測データ数が多いと、算
出される自己位置の精度は良くなるが算出時間が長く
なるという問題が発生する。これを解決するため、前回
把握した自己位置を利用し、照合する地図の範囲を狭
くするとともに、観測された周囲環境の状況に応じて算
出に使用するデータ数を動的に変化させ、必要最小限
の処理にすることで算出時間を短縮した。
　一方、地図上に存在しない物体を検出した場合や、
建物内部に多く存在する廊下のような単調で対称的な
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。
　そこで、算出される自己位置候補の分散状況から

「算出された自己位置の確からしさ（信頼性）」を確認す
る新技術を開発した。この信頼性に応じてLRFを用いて
算出された自己位置と、駆動輪の回転量、操舵角から
算出された自車の移動量・姿勢角を比較してデータ処
理を行うことで自車の自己位置精度を向上している。

（3）今後の取組み
　昨今、物流業界を取り巻く環境変化はめまぐるしく、
お客様の抱える課題やニーズは多様化している。その
中で、物流機器へのニーズは「自動化」から、IoTを利用
してAGV／AGF自身がさまざまな環境下で最適な条
件を自ら判断して動く「自律化」へ移行しつつある。今回
開発したレーザSLAM技術による自己位置把握技術の
製品化に向けて、さらなる技術開発を進め、お客様の声
に耳を傾けながら、物流現場改善に貢献できるソリュー
ションを提案していく。

6）自律走行ロボットAiR

（1）開発のねらい
　将来のAGVの自律化に向けた開発のベースモ
ジュールとして自律走行ロボットAiR（Autonomous 
Intelligent mobile Robot）を開発した。
　AiRは全方向走行機能やその他自律走行に必要な
機能を有しており、アタッチメントを追加搭載すること
により、多種・多様な製品展開が可能になる。（写真8）

　今回の物流展ではAiR上に荷受台を搭載したAiR-T、
清掃ユニットを搭載したAiR-C、ロボットアームを搭載し
たAiR-Pの3台を参考出展した。

（2）技術的特徴
　AiRは下記4つの新しい機能を有している。
　①レーザSLAM

　今までのAGVは床に設置された磁気テープや誘
導線をセンサで検知しながら走行していたが、AiRは
走行するエリアの地図データを保持し、LRF（Laser 
Range Finder）によるレーザ光で自己位置認識を
することで、自らが走行経路を生成しながら自動走
行する（写真9）。
　これにより床工事等が不要になり、お客様のレイ
アウト変更などに迅速な対応が可能になる。

　②全方向移動機能
　AiRは今回開発した低騒音薄型オムニホイールを
搭載しており、これにより静かで機敏な走行を実現し
ている。

　③障害物の回避機能
　機台の前後に搭載したLRFにより障害物を検知、
自らの走行経路を変更し、障害物を回避して走行す
るので、走行停止による作業ロスを低減できる。

　④移動体への追尾制御
　AiRはレーザSLAMによる自動走行以外に移動体
への追尾走行が可能である。LRFで追尾されるヒト
を認識させれば、歩行するヒトに一定の時間差で追
尾走行する。
　この機能により、頻繁に手押し台車で荷物を運搬し
ているような物流現場で作業者の負荷が軽減できる。

　また今回開発したバッテリマネジメントシステム
（BMS）も搭載、アタッチメントの消費電力に応じて、LIB
バッテリの個数を自由に変更できるようにした。

（3）展示機台
　①AiR-T（搬送・追尾ロボット）

　アタッチメントとして荷受台を搭載、物流センター
等の物品のピッキング作業時に手押し台車の代わり

に使用し、作業者の歩行負荷低減に貢献する。
　②AiR-C（清掃ロボット）

　新型パワーブラシ付清掃ユニットを搭載し清掃能
力を向上、清掃エリアの地図データを保有し、その
データに基づき自動清掃を行う。

　③AiR-P（ピッキングロボット）
　協働式6軸ロボットアームを搭載、ヒトと同じエリア
で作業可能で、物流センターでの物品のピッキング
作業を支援する。
　アーム先端にカメラとプロジェクタを搭載し物品
の形状を認識、またハンドチェンジ機能も有してお
り、多様な物品に対応可能。

（4）今後の取組み
　製品化に向け、誘導性能や障害物の回避機能、追尾
性能の向上を図る。

7）ビジュアルSLAM・高精度視覚マーカ
　ビジュアルSLAM（写真12）は、カメラで撮影した画
像からキーカートやフォークリフトの自己位置を推定す
ることで、自動運転実現に貢献する技術である。最初に
走行させたい経路を1回走行させて画像を取得し地図
を作成することで、その地図を頼りに自己位置を推定し
ながら繰り返し自動走行することができる。
　産業技術総合研究所との連携研究室では、単眼のカ
メラを用い、画像から局所的な特徴量を抽出する手法
を採用し、物流現場環境に適した抽出手法を開発する
ことで、精度とリアルタイム性の両方を実現した。
　単眼のカメラで撮影した画像から、輝度変化を元に
特徴を抽出した後、精度が良い点（緑）と悪い点（青）を
統計処理により識別し、最終的に最も精度が高い3点

（赤）で3点法を行うことで自己位置を推定している。
　本技術の特徴として大きく3つ挙げられる。1つ目は、
環境の変化に強い点である。物流現場では荷の出入り
が激しく、棚や荷物の見え方という画像にとっての環境
が常に変化する。本技術は環境が大きく変化しても、変
化がない特徴を抽出して自己位置を推定することが可
能である。また、カメラが苦手とする照度変化に対して
も、ロバスト性を確保することに成功している。2つ目は
6軸の位置姿勢全てが推定可能であり、前傾後傾も検
知し位置補正も可能である。3つ目は、カメラを使用し
ているため得られる情報量が多く、物体認識技術と組
み合わせることで、さらなる高精度化やロバスト性向
上、システムとしての応用も期待できる。

　視覚マーカ（ARマーカ）は、単眼のカメラで位置姿勢
を簡易に取得可能な平面形状のパターンであり、比較
的単純な画像処理で計測できる点が優れているが、正
面付近から見たときの姿勢推定精度の悪さが問題で
あった。
　産業技術総合研究所にて独自に開発した高精度視
覚マーカは、微細な細長いカマボコ状の凸レンズが無
数に並んだレンチキュラーレンズを活用してこの問題
を解決している。
　レンチキュラーレンズの裏に配置した縞模様とレン
ズの位相差によりモアレ（干渉縞）が生じる原理を用
い、視線の角度に応じて移動する黒い線の位置を画像
処理で検出し、姿勢を正確に推定することができる。
　高精度視覚マーカの活用方法のひとつが、自動制御
用のターゲットマーカである。例えば、パレットに取り付
けたマーカを自動運転リフトに取り付けたカメラで認
識させることで、自動運転リフトをパレットに対し確実に
正対させるよう制御することが可能になる。

8）遠隔操作技術
（1）開発のねらい
　物流業界の人手不足によって自動化に対する需要
が増えつつある一方で、熟練者のカン・コツに頼る作業
など、自動化では解決できない課題も多く存在する。こ
のため、人が行う作業に対しても効率化や環境改善が
望まれている。 

 

　このような背景のもと、オペレータが快適な操作室
にて自由にフォークリフトを操作することができる遠隔
操作システムの開発を開始した。
　車両から離れた操作室にていかに作業の安全性・信
頼性・効率性を確保するかが遠隔操作技術の課題であ
り、オペレータが行う多種多様な作業に対応可能なシ
ステムの構築を目指す。（写真13）

（2）技術的特徴
　①映像伝送と画像合成処理

　フォークリフトに複数取り付けられたカメラの画像
は無線通信を利用してオペレータがいる操作室のモ
ニターへ映し出される。オペレータは自身が行う作
業内容に応じて、表示するカメラ画像を自由に選択
することが可能である。カメラは、フォークリフト作業
に必要な視点を網羅するよう配置されており、画像
合成処理を加えることで作業者が直感的に操作しや
すい画面を実現した。
　画像合成処理の一例として、機台ヘッドガード部

（上部）に取り付けた4つのカメラ画像を合成し、
フォークリフトとその周辺を上方からの俯瞰視点で
見ることができる画像表示機能を開発した。俯瞰視
点の画像は自動車にも既に活用されている技術とし
て周知されているが、フォークリフト特有の作業や周
囲環境に最適なカメラ配置と画像構成を実現した。

　②作業支援機能
　オペレータが遠隔操作を円滑に行うため、カメラ
画像に描画を加えた作業支援機能を開発した。
　タイヤ操舵角から、機台の進行経路を予測するガ
イドライン表示や、リフト位置、ティルト位置などが一
目でわかるインジケータを表示させることで、作業
効率向上に貢献する。

　③電波強度と冗長性
　フォークリフトが働く現場周辺には、さまざまな無
線機器が稼働していることが想定され、これらの電
波が遠隔操作システムに悪影響を及ぼす可能性が
ある。このため、画像伝送用および操作指示用の無
線通信状態を常に監視し、どちらか一方でも大きな
遅延が発生した場合、オペレータに通知するととも
に車両を自動的に停止させる機能を備えた。

（3）今後の取組み
　現在、車両の走行操作画面や作業支援機能を実装
完了しており、評価によって新たな課題の抽出を行って
いる段階である。加えて、荷役操作における解決すべき
課題も多く存在する。
　今後、実環境下での実証実験を目指してさらなる改
良に取り組んでいく。

9）KEY SO-CO
（1）はじめに
　2020年ビジョンの達成に向けた物流ソリューション
の拡大への取組みにおいて、商品単体売り中心のビジ
ネスから、さまざまなハードウェア、ソフトウェアを組み
合わせた「ソリューション」によって、お客様へ付加価値
を提供することが重要になっていることから、新しい在
庫管理システム「KEY SO-CO」を開発した。

（2）KEY SO-COの位置づけ
　マテハン機器との組み合わせで作業の効率化や省人
化を実現する在庫管理システムの商品ラインアップは、
物流エンジニアリング向けの「T-WINS LS」、物流シス
テム向けの「IS-200」のみだったが、「KEY SO-CO」は
中小企業のお客様向けにフォークリフト、移動・固定ラッ
クと組み合わせて提案できるソフトウェア商品である。

（3）KEY SO-COのコンセプト
　KEY SO-COは「Kaizen Easy Yourself Simple 
Operation & COnnect」の頭文字を取ったマーケ
ティングネームで、お客様自身による業務改善を支援
するツールとして、以下の3つを基本コンセプトとして
開発に取り組んだ。
　①低コスト

　中小企業のお客様が気軽に導入することのでき
る低価格を実現する。

　②かんたん
　在庫管理システムを初めて使う方でも簡単に導入
でき、すぐに利用可能な操作性を実現する。

　③つながる
　倉庫内の作業情報を一元化し、在庫状況などをリ
アルタイムに確認できるようにする。

（4）KEY SO-COの特徴
　①標準パッケージ化、カスタマイズ不要

　低コストを実現するため、在庫管理に必要な機能

を標準パッケージ化した。

　個別カスタマイズなしに、お客様自身で運用に合
わせた設定を行える専用ツールを準備した。

（入荷運用あり/なし、画面項目の利用有無/名称・桁
数の変更、出庫条件の変更 などが可能）

　②操作しやすいメニュー・画面構成
　在庫管理の業務の流れに沿ったメニュー、直感的
に操作可能な画面設計を行った。

　③さまざまな端末から情報につながる
　ブラウザソフト（IE、Chrome）を用いることで、特
別な設定なしにさまざまな端末から在庫状況などを
リアルタイムに確認できるようにした。

（5）まとめ
　これまでは、フォークリフト、固定・移動ラックを購入し
ていただくお客様向けに、セット提案することのできる
在庫管理ソフトウェアがなく、商品単体売りのビジネス
モデルが中心だった。「KEY SO-CO」は低価格で簡単
に導入できるソフトウェアであることから、販売店スタッ
フが保管機器の商談時、積極的にセット提案をすること
が可能で、物流ソリューション中心のビジネスモデルへ
軸足を移すきっかけとなるツールだと考える。
　「KEY SO-CO」の提供により、2020年ビジョンの達
成に向けた物流ソリューションの拡大への取組みをさ
らに加速していく。

10）グローバル デジタルイノベーション
　　 With Microsoft

　ここでは、現在TMHG（Toyo ta  Ma te r i a l  
Handling Group) がグローバルに推進中のIoT、AI、  
MRなど最新ITを活用したデジタルソリューションとし
て、テレマティクス、安全運転支援、シミュレーションや
お客様への販売店サービス支援技術などを中心にコ
ンセプトを紹介した。このコーナーの技術は、マイクロ
ソフトとの協業で実現させている。

（1）フォークリフトIoT・テレマティクス
     T_Site IoT Future Concept

　フォークリフトの稼働情報をMicrosoft Azureクラ
ウドプラットフォームへ発信、蓄積し、分析結果を見える
化して現場改善に活用するグローバルシステムである。
　現在世界各リージョンで販売しているテレマティクス
の次世代版として、グローバルなデータ統合とフォーク
リフト管理を目的としている。
　現在、米国向けシステムを開発中で、そのコンセプト
ソフトウェアを紹介した。

（2）グローバルモバイルサービスソリューション
     T_GMSS(=Global Mobile Service Solution)International

　Microsoft Dynamics365 を活用した、フォークリ
フトのサービス作業を支援するグローバルソリューショ
ンシステムである。
　インドを皮切りにインターナショナル地域にてメンテ
ナンス作業の効率化を追求しており、将来はフォークリ
フトのIoTデータを活用して、予知保全へ展開する。
　フォークリフトのエラー発生時に、自動的に販売店と
お客様、また最寄のフィールドエンジニアにも情報を伝
達することで、最短時間でのお客様の現場到着と、迅
速な問題解決を支援する。

　さらに、将来はMR（=Mixed Reality) と組み合わせ、
複雑なメンテナンス作業を支援するシステムへと展開す
る予定で、これらにより、お客様のダウンタイムを最小化
できると考える。

（3）グローバルMR サービスシステム
     T_Service Future Concept

　Microsoft HololensとMRを活用したフォークリフ
トのメンテナンス作業を支援するグローバルシステム
である。
　メンテナンス作業のシンプル化と効率化を追求し、
技術者の高度遠隔支援も可能にする。

（4）インフラ協調フォークリフト安全支援システム
     T_Safety Assist Future Concept

　Microsoft AzureクラウドとAI技術を活用した
フォークリフトの安全支援システムである。
　現場のインフラ情報やフォークリフトの車間通信な
どによる安全運転を支援する。
　現場に設置したSLOW、STOPなどのマークを読み
取り、AIにて認識することで、自動的にフォークリフトを
減速したり停止させたりできるようになり、死角の多い
物流現場に有効である。

（5）AI ロジスティクス シミュレーションシステム
     Logistics AirSim Future Concept

　Microsoft Researchが開発した「AirSim」を活用し
たフォークリフト自動運転シミュレーションシステムで
ある。
　これは、ウエアハウスにおけるレイアウト検討や導線
検討をバーチャルで行うことを可能にする。
　さらに自動運転アルゴリズムの検証も高速に実施す
ることができ、安全かつ高精度な自動運転AIの技術開
発に貢献できると考える。

図3 可変モアレパターン

写真13 遠隔操作画面

図4 WMSの商品ラインアップ

図5 標準機能

図6 設定ツール画面

図7 基本画面構成

メニュー 画面
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2．進化していくトヨタL＆F
1）FCフォークリフト
　当社は2004年にトヨタ自動車株式会社と共同で
フォークリフト用FCシステムの開発に着手、経済産業
省および環境省実証事業への参画などを通して開発
を推進し、2016年11月に国内初となる2．5トンFC
フォークリフトの販売を開始した。現在約80台が稼働
中である。
　国が掲げる「水素基本戦略」（2017年12月策定）の
中で、FCフォークリフトはFCバスとともに、FCVを中心
とするモビリティ分野における安定的かつ大きな水素
需要源と位置付けられており、水素の供給・調達コスト
の低減に資するものとして期待されている。また、
2020年までに累計500台、2030年までに累計
10,000台という普及台数目標も示されており、当社は
これら目標の達成に貢献すべく、FCユニットの小型高
密度化・高出力化による車種拡大の取り組みを進めて
いる。
　今回、主に屋内作業用に市場ニーズの高い小型モデ
ルとして、1.8トンFCフォークリフトのコンセプトモデル

（写真1）を公開した。
　スタックをはじめとする主要構成部品については従
来の2.5トンFCフォークリフトのものを流用しつつ、FC
ユニットを小型化することで、出力密度10％向上を達
成した。
　また、FC産業車両として世界初となる-10℃低温起
動機能を搭載するとともに、発電効率および稼働時間
の改善という課題に対し、エネルギー回収率52％を達
成したカウンターバランス式フォークリフト向け荷役回
生システムも搭載した。マストに設置した液晶モニター
で荷役回生時のエネルギーフローを視覚化し、新規技
術のアピールを行った。

　

2）FCトーイングトラクタ
　空港でコンテナを牽引するトーイングトラクタは、FC
産業車両における新たなアプリケーションのひとつで
ある。
　今回は、2016年に出展したFCコンセプトモデルの
進化形として、自動運転機能を追加したモデル（写真
2）を初披露した。
　トーイングトラクタについては、従来の2.5トンFC
フォークリフトに比べて、2～3倍の高出力が必要であり、
また移動距離が長いためより多くの水素燃料搭載が求
められる。限られたコンパートメントの中でFCユニットの
高出力化と大型の水素タンクの搭載が課題である。
　2020年の実証実験開始を目指し、環境省の技術開
発・実証事業として鋭意取り組みを進めている。

3）リチウムイオンバッテリ搭載電動車
　フォークリフトの電動化は、環境意識の高まりや規制
強化の中で着実に拡大しており、今後も堅調な推移を
見込まれている。このような背景のもとで、リチウムイ
オンバッテリ（LIB）は、欧州を中心に普及が始まってお
り拡大傾向にある。
　当社では2016年9月、1.35～1.8トン積リーチタイ
プ電動フォークリフトGENEO-Rに日本初となるLIBを
搭載したオプション車を発売した。
　LIBは、鉛バッテリに対し以下の特長を有する。

　・急速充電により、バッテリ交換なしで連続稼働が可能
　・バッテリ寿命が長い
　・バッテリと充電器の高効率化により、電気代が低減可能
　・バッテリ液の補水や清掃が不要
　こうした中で、他社動向やお客様要望に応えるため、
1.5～2.0トン積カウンタタイプ電動フォークリフト
Ecore（写真3）、2.5トン積電動トーイングトラクタ3TE

（写真4） へ機種展開するとともに、リーチタイプにつ
いてはモデルチェンジに合わせ、新型Rinova（写真5）
でも搭載オプション車を設定した。

　搭載するLIBについては、車両における搭載サイズや
仕向地におけるお客様の搭載ニーズ等に対応するた
め、車種ごとに最適なモデルを採用している。
　また、車両のパワーマネージメント制御を再設計する
ことで、バッテリの仕様を逸脱する使われ方を防止すると
ともに、バッテリの能力を引き出す車両制御を行ってい
る。
　今回の開発でリチウムイオンバッテリ搭載車のライ
ンアップ拡充が進み、さらに多くのお客様に導入をご
検討いただける環境になった。

4）人・障害物検知システム
　フォークリフトと周辺作業者との接触事故の低減に

寄与する人・障害物検知システム（写真6）を参考出品。
　物流現場では、棚、パレット、ダンボールなどのさまざ
まな障害物があり、荷役作業ではそれらに近接した作
業がなされる場合がある。従来のソナーやレーザなど
の障害物センサは、近接距離に応じた検知がなされる
ため、作業者以外の障害物に対して不必要に発報する
課題があった。
　本システムでは、ステレオカメラ方式を採用し、画像
処理による「作業者の見分け」とステレオカメラ処理に
よる「作業者・障害物の位置検出」を実現した。フォーク
リフトに作業者が接近したときにはいち早くオペレータ
に通知し、障害物の接近に対しては、近づき過ぎたら通
知するといった警告制御が可能となる。
　作業者検知アルゴリズムは、カメラ画像を入力し人
物像の特徴量（勾配傾向）を示す画像エリアを探索し、
機械学習による辞書データと照合して作業者を特定し
ている。
　また作業者の位置は、左右のカメラから入力された
作業者の特定画像から得られる視差情報より位置演算
を行うことで得られる。障害物の位置（＝立体物）につい
ても同様に位置演算を行っている。
　フォークリフトは物流現場では、頻繁に旋回しながら
荷役作業が行われるので、道路環境を注視する自動車
用途に比べて、ワイドレンジな作業者検知が求められ
ている。
　本システムの検知エリアは、最長10m、幅方向で最
大11mであり、これを満足させるため広角レンズを採
用した。またフォークリフトは屋内、屋外で利用され、さ
まざまな照度条件でも機能するようハイダイナミック
レンジカメラを採用している。
　展示システムでは、オペレータへの通知手段として、
ワイドミラーに人物像ピクトグラムを点灯させるデモ
ンストレーションを行った。

5）レーザSLAM式AGF
SLAM：Simultaneous Localization and Mapping

（1）開発のねらい
　少子高齢化社会がもたらす労働人口の減少にとも
ない物流業界の人手不足解消、人による作業負担を軽
減するため、物流の自動化需要が増えつつある。
　中でも、工場や倉庫内において、軌道の敷設を必要
としない無人搬送車（AGV）や自動運転フォークリフト

（AGF）に関するニーズが高まりつつあり、国内外でさ
まざまな技術や商品が提案されている。
　そこで我々はレーザレンジファインダ（LRF：測域セ
ンサ）を利用して自己位置を把握し、軌道を敷設しなく
ても自動運転が可能なレーザSLAM技術を開発した

（写真7）。

（2）技術的特徴
　レーザSLAM誘導に使用するLRFは、赤外線レーザを照
射して、その反射度合で物体の距離を測定するセンサで、
検出物の大きさ、位置を検出することができる。

　AGFは、このLRFを用いて常に周囲環境を計測し、予
め作成した地図との照合を行うことにより自己位置と
車両の姿勢（方向）を把握しながら走行する。
　一般的にLRFで得られる観測データ数が多いと、算
出される自己位置の精度は良くなるが算出時間が長く
なるという問題が発生する。これを解決するため、前回
把握した自己位置を利用し、照合する地図の範囲を狭
くするとともに、観測された周囲環境の状況に応じて算
出に使用するデータ数を動的に変化させ、必要最小限
の処理にすることで算出時間を短縮した。
　一方、地図上に存在しない物体を検出した場合や、
建物内部に多く存在する廊下のような単調で対称的な
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。
　そこで、算出される自己位置候補の分散状況から

「算出された自己位置の確からしさ（信頼性）」を確認す
る新技術を開発した。この信頼性に応じてLRFを用いて
算出された自己位置と、駆動輪の回転量、操舵角から
算出された自車の移動量・姿勢角を比較してデータ処
理を行うことで自車の自己位置精度を向上している。

（3）今後の取組み
　昨今、物流業界を取り巻く環境変化はめまぐるしく、
お客様の抱える課題やニーズは多様化している。その
中で、物流機器へのニーズは「自動化」から、IoTを利用
してAGV／AGF自身がさまざまな環境下で最適な条
件を自ら判断して動く「自律化」へ移行しつつある。今回
開発したレーザSLAM技術による自己位置把握技術の
製品化に向けて、さらなる技術開発を進め、お客様の声
に耳を傾けながら、物流現場改善に貢献できるソリュー
ションを提案していく。

6）自律走行ロボットAiR

（1）開発のねらい
　将来のAGVの自律化に向けた開発のベースモ
ジュールとして自律走行ロボットAiR（Autonomous 
Intelligent mobile Robot）を開発した。
　AiRは全方向走行機能やその他自律走行に必要な
機能を有しており、アタッチメントを追加搭載すること
により、多種・多様な製品展開が可能になる。（写真8）

　今回の物流展ではAiR上に荷受台を搭載したAiR-T、
清掃ユニットを搭載したAiR-C、ロボットアームを搭載し
たAiR-Pの3台を参考出展した。

（2）技術的特徴
　AiRは下記4つの新しい機能を有している。
　①レーザSLAM

　今までのAGVは床に設置された磁気テープや誘
導線をセンサで検知しながら走行していたが、AiRは
走行するエリアの地図データを保持し、LRF（Laser 
Range Finder）によるレーザ光で自己位置認識を
することで、自らが走行経路を生成しながら自動走
行する（写真9）。
　これにより床工事等が不要になり、お客様のレイ
アウト変更などに迅速な対応が可能になる。

　②全方向移動機能
　AiRは今回開発した低騒音薄型オムニホイールを
搭載しており、これにより静かで機敏な走行を実現し
ている。

　③障害物の回避機能
　機台の前後に搭載したLRFにより障害物を検知、
自らの走行経路を変更し、障害物を回避して走行す
るので、走行停止による作業ロスを低減できる。

　④移動体への追尾制御
　AiRはレーザSLAMによる自動走行以外に移動体
への追尾走行が可能である。LRFで追尾されるヒト
を認識させれば、歩行するヒトに一定の時間差で追
尾走行する。
　この機能により、頻繁に手押し台車で荷物を運搬し
ているような物流現場で作業者の負荷が軽減できる。

　また今回開発したバッテリマネジメントシステム
（BMS）も搭載、アタッチメントの消費電力に応じて、LIB
バッテリの個数を自由に変更できるようにした。

（3）展示機台
　①AiR-T（搬送・追尾ロボット）

　アタッチメントとして荷受台を搭載、物流センター
等の物品のピッキング作業時に手押し台車の代わり

に使用し、作業者の歩行負荷低減に貢献する。
　②AiR-C（清掃ロボット）

　新型パワーブラシ付清掃ユニットを搭載し清掃能
力を向上、清掃エリアの地図データを保有し、その
データに基づき自動清掃を行う。

　③AiR-P（ピッキングロボット）
　協働式6軸ロボットアームを搭載、ヒトと同じエリア
で作業可能で、物流センターでの物品のピッキング
作業を支援する。
　アーム先端にカメラとプロジェクタを搭載し物品
の形状を認識、またハンドチェンジ機能も有してお
り、多様な物品に対応可能。

（4）今後の取組み
　製品化に向け、誘導性能や障害物の回避機能、追尾
性能の向上を図る。

7）ビジュアルSLAM・高精度視覚マーカ
　ビジュアルSLAM（写真12）は、カメラで撮影した画
像からキーカートやフォークリフトの自己位置を推定す
ることで、自動運転実現に貢献する技術である。最初に
走行させたい経路を1回走行させて画像を取得し地図
を作成することで、その地図を頼りに自己位置を推定し
ながら繰り返し自動走行することができる。
　産業技術総合研究所との連携研究室では、単眼のカ
メラを用い、画像から局所的な特徴量を抽出する手法
を採用し、物流現場環境に適した抽出手法を開発する
ことで、精度とリアルタイム性の両方を実現した。
　単眼のカメラで撮影した画像から、輝度変化を元に
特徴を抽出した後、精度が良い点（緑）と悪い点（青）を
統計処理により識別し、最終的に最も精度が高い3点

（赤）で3点法を行うことで自己位置を推定している。
　本技術の特徴として大きく3つ挙げられる。1つ目は、
環境の変化に強い点である。物流現場では荷の出入り
が激しく、棚や荷物の見え方という画像にとっての環境
が常に変化する。本技術は環境が大きく変化しても、変
化がない特徴を抽出して自己位置を推定することが可
能である。また、カメラが苦手とする照度変化に対して
も、ロバスト性を確保することに成功している。2つ目は
6軸の位置姿勢全てが推定可能であり、前傾後傾も検
知し位置補正も可能である。3つ目は、カメラを使用し
ているため得られる情報量が多く、物体認識技術と組
み合わせることで、さらなる高精度化やロバスト性向
上、システムとしての応用も期待できる。

　視覚マーカ（ARマーカ）は、単眼のカメラで位置姿勢
を簡易に取得可能な平面形状のパターンであり、比較
的単純な画像処理で計測できる点が優れているが、正
面付近から見たときの姿勢推定精度の悪さが問題で
あった。
　産業技術総合研究所にて独自に開発した高精度視
覚マーカは、微細な細長いカマボコ状の凸レンズが無
数に並んだレンチキュラーレンズを活用してこの問題
を解決している。
　レンチキュラーレンズの裏に配置した縞模様とレン
ズの位相差によりモアレ（干渉縞）が生じる原理を用
い、視線の角度に応じて移動する黒い線の位置を画像
処理で検出し、姿勢を正確に推定することができる。
　高精度視覚マーカの活用方法のひとつが、自動制御
用のターゲットマーカである。例えば、パレットに取り付
けたマーカを自動運転リフトに取り付けたカメラで認
識させることで、自動運転リフトをパレットに対し確実に
正対させるよう制御することが可能になる。

8）遠隔操作技術
（1）開発のねらい
　物流業界の人手不足によって自動化に対する需要
が増えつつある一方で、熟練者のカン・コツに頼る作業
など、自動化では解決できない課題も多く存在する。こ
のため、人が行う作業に対しても効率化や環境改善が
望まれている。 

 

　このような背景のもと、オペレータが快適な操作室
にて自由にフォークリフトを操作することができる遠隔
操作システムの開発を開始した。
　車両から離れた操作室にていかに作業の安全性・信
頼性・効率性を確保するかが遠隔操作技術の課題であ
り、オペレータが行う多種多様な作業に対応可能なシ
ステムの構築を目指す。（写真13）

（2）技術的特徴
　①映像伝送と画像合成処理

　フォークリフトに複数取り付けられたカメラの画像
は無線通信を利用してオペレータがいる操作室のモ
ニターへ映し出される。オペレータは自身が行う作
業内容に応じて、表示するカメラ画像を自由に選択
することが可能である。カメラは、フォークリフト作業
に必要な視点を網羅するよう配置されており、画像
合成処理を加えることで作業者が直感的に操作しや
すい画面を実現した。
　画像合成処理の一例として、機台ヘッドガード部

（上部）に取り付けた4つのカメラ画像を合成し、
フォークリフトとその周辺を上方からの俯瞰視点で
見ることができる画像表示機能を開発した。俯瞰視
点の画像は自動車にも既に活用されている技術とし
て周知されているが、フォークリフト特有の作業や周
囲環境に最適なカメラ配置と画像構成を実現した。

　②作業支援機能
　オペレータが遠隔操作を円滑に行うため、カメラ
画像に描画を加えた作業支援機能を開発した。
　タイヤ操舵角から、機台の進行経路を予測するガ
イドライン表示や、リフト位置、ティルト位置などが一
目でわかるインジケータを表示させることで、作業
効率向上に貢献する。

　③電波強度と冗長性
　フォークリフトが働く現場周辺には、さまざまな無
線機器が稼働していることが想定され、これらの電
波が遠隔操作システムに悪影響を及ぼす可能性が
ある。このため、画像伝送用および操作指示用の無
線通信状態を常に監視し、どちらか一方でも大きな
遅延が発生した場合、オペレータに通知するととも
に車両を自動的に停止させる機能を備えた。

（3）今後の取組み
　現在、車両の走行操作画面や作業支援機能を実装
完了しており、評価によって新たな課題の抽出を行って
いる段階である。加えて、荷役操作における解決すべき
課題も多く存在する。
　今後、実環境下での実証実験を目指してさらなる改
良に取り組んでいく。

9）KEY SO-CO
（1）はじめに
　2020年ビジョンの達成に向けた物流ソリューション
の拡大への取組みにおいて、商品単体売り中心のビジ
ネスから、さまざまなハードウェア、ソフトウェアを組み
合わせた「ソリューション」によって、お客様へ付加価値
を提供することが重要になっていることから、新しい在
庫管理システム「KEY SO-CO」を開発した。

（2）KEY SO-COの位置づけ
　マテハン機器との組み合わせで作業の効率化や省人
化を実現する在庫管理システムの商品ラインアップは、
物流エンジニアリング向けの「T-WINS LS」、物流シス
テム向けの「IS-200」のみだったが、「KEY SO-CO」は
中小企業のお客様向けにフォークリフト、移動・固定ラッ
クと組み合わせて提案できるソフトウェア商品である。

（3）KEY SO-COのコンセプト
　KEY SO-COは「Kaizen Easy Yourself Simple 
Operation & COnnect」の頭文字を取ったマーケ
ティングネームで、お客様自身による業務改善を支援
するツールとして、以下の3つを基本コンセプトとして
開発に取り組んだ。
　①低コスト

　中小企業のお客様が気軽に導入することのでき
る低価格を実現する。

　②かんたん
　在庫管理システムを初めて使う方でも簡単に導入
でき、すぐに利用可能な操作性を実現する。

　③つながる
　倉庫内の作業情報を一元化し、在庫状況などをリ
アルタイムに確認できるようにする。

（4）KEY SO-COの特徴
　①標準パッケージ化、カスタマイズ不要

　低コストを実現するため、在庫管理に必要な機能

を標準パッケージ化した。

　個別カスタマイズなしに、お客様自身で運用に合
わせた設定を行える専用ツールを準備した。

（入荷運用あり/なし、画面項目の利用有無/名称・桁
数の変更、出庫条件の変更 などが可能）

　②操作しやすいメニュー・画面構成
　在庫管理の業務の流れに沿ったメニュー、直感的
に操作可能な画面設計を行った。

　③さまざまな端末から情報につながる
　ブラウザソフト（IE、Chrome）を用いることで、特
別な設定なしにさまざまな端末から在庫状況などを
リアルタイムに確認できるようにした。

（5）まとめ
　これまでは、フォークリフト、固定・移動ラックを購入し
ていただくお客様向けに、セット提案することのできる
在庫管理ソフトウェアがなく、商品単体売りのビジネス
モデルが中心だった。「KEY SO-CO」は低価格で簡単
に導入できるソフトウェアであることから、販売店スタッ
フが保管機器の商談時、積極的にセット提案をすること
が可能で、物流ソリューション中心のビジネスモデルへ
軸足を移すきっかけとなるツールだと考える。
　「KEY SO-CO」の提供により、2020年ビジョンの達
成に向けた物流ソリューションの拡大への取組みをさ
らに加速していく。

10）グローバル デジタルイノベーション
　　 With Microsoft

　ここでは、現在TMHG（Toyo ta  Ma te r i a l  
Handling Group) がグローバルに推進中のIoT、AI、  
MRなど最新ITを活用したデジタルソリューションとし
て、テレマティクス、安全運転支援、シミュレーションや
お客様への販売店サービス支援技術などを中心にコ
ンセプトを紹介した。このコーナーの技術は、マイクロ
ソフトとの協業で実現させている。

（1）フォークリフトIoT・テレマティクス
     T_Site IoT Future Concept

　フォークリフトの稼働情報をMicrosoft Azureクラ
ウドプラットフォームへ発信、蓄積し、分析結果を見える
化して現場改善に活用するグローバルシステムである。
　現在世界各リージョンで販売しているテレマティクス
の次世代版として、グローバルなデータ統合とフォーク
リフト管理を目的としている。
　現在、米国向けシステムを開発中で、そのコンセプト
ソフトウェアを紹介した。

（2）グローバルモバイルサービスソリューション
     T_GMSS(=Global Mobile Service Solution)International

　Microsoft Dynamics365 を活用した、フォークリ
フトのサービス作業を支援するグローバルソリューショ
ンシステムである。
　インドを皮切りにインターナショナル地域にてメンテ
ナンス作業の効率化を追求しており、将来はフォークリ
フトのIoTデータを活用して、予知保全へ展開する。
　フォークリフトのエラー発生時に、自動的に販売店と
お客様、また最寄のフィールドエンジニアにも情報を伝
達することで、最短時間でのお客様の現場到着と、迅
速な問題解決を支援する。

　さらに、将来はMR（=Mixed Reality) と組み合わせ、
複雑なメンテナンス作業を支援するシステムへと展開す
る予定で、これらにより、お客様のダウンタイムを最小化
できると考える。

（3）グローバルMR サービスシステム
     T_Service Future Concept

　Microsoft HololensとMRを活用したフォークリフ
トのメンテナンス作業を支援するグローバルシステム
である。
　メンテナンス作業のシンプル化と効率化を追求し、
技術者の高度遠隔支援も可能にする。

（4）インフラ協調フォークリフト安全支援システム
     T_Safety Assist Future Concept

　Microsoft AzureクラウドとAI技術を活用した
フォークリフトの安全支援システムである。
　現場のインフラ情報やフォークリフトの車間通信な
どによる安全運転を支援する。
　現場に設置したSLOW、STOPなどのマークを読み
取り、AIにて認識することで、自動的にフォークリフトを
減速したり停止させたりできるようになり、死角の多い
物流現場に有効である。

（5）AI ロジスティクス シミュレーションシステム
     Logistics AirSim Future Concept

　Microsoft Researchが開発した「AirSim」を活用し
たフォークリフト自動運転シミュレーションシステムで
ある。
　これは、ウエアハウスにおけるレイアウト検討や導線
検討をバーチャルで行うことを可能にする。
　さらに自動運転アルゴリズムの検証も高速に実施す
ることができ、安全かつ高精度な自動運転AIの技術開
発に貢献できると考える。

図3 可変モアレパターン

写真13 遠隔操作画面

図4 WMSの商品ラインアップ

図5 標準機能

図6 設定ツール画面

図7 基本画面構成

メニュー 画面
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2．進化していくトヨタL＆F
1）FCフォークリフト
　当社は2004年にトヨタ自動車株式会社と共同で
フォークリフト用FCシステムの開発に着手、経済産業
省および環境省実証事業への参画などを通して開発
を推進し、2016年11月に国内初となる2．5トンFC
フォークリフトの販売を開始した。現在約80台が稼働
中である。
　国が掲げる「水素基本戦略」（2017年12月策定）の
中で、FCフォークリフトはFCバスとともに、FCVを中心
とするモビリティ分野における安定的かつ大きな水素
需要源と位置付けられており、水素の供給・調達コスト
の低減に資するものとして期待されている。また、
2020年までに累計500台、2030年までに累計
10,000台という普及台数目標も示されており、当社は
これら目標の達成に貢献すべく、FCユニットの小型高
密度化・高出力化による車種拡大の取り組みを進めて
いる。
　今回、主に屋内作業用に市場ニーズの高い小型モデ
ルとして、1.8トンFCフォークリフトのコンセプトモデル

（写真1）を公開した。
　スタックをはじめとする主要構成部品については従
来の2.5トンFCフォークリフトのものを流用しつつ、FC
ユニットを小型化することで、出力密度10％向上を達
成した。
　また、FC産業車両として世界初となる-10℃低温起
動機能を搭載するとともに、発電効率および稼働時間
の改善という課題に対し、エネルギー回収率52％を達
成したカウンターバランス式フォークリフト向け荷役回
生システムも搭載した。マストに設置した液晶モニター
で荷役回生時のエネルギーフローを視覚化し、新規技
術のアピールを行った。

　

2）FCトーイングトラクタ
　空港でコンテナを牽引するトーイングトラクタは、FC
産業車両における新たなアプリケーションのひとつで
ある。
　今回は、2016年に出展したFCコンセプトモデルの
進化形として、自動運転機能を追加したモデル（写真
2）を初披露した。
　トーイングトラクタについては、従来の2.5トンFC
フォークリフトに比べて、2～3倍の高出力が必要であり、
また移動距離が長いためより多くの水素燃料搭載が求
められる。限られたコンパートメントの中でFCユニットの
高出力化と大型の水素タンクの搭載が課題である。
　2020年の実証実験開始を目指し、環境省の技術開
発・実証事業として鋭意取り組みを進めている。

3）リチウムイオンバッテリ搭載電動車
　フォークリフトの電動化は、環境意識の高まりや規制
強化の中で着実に拡大しており、今後も堅調な推移を
見込まれている。このような背景のもとで、リチウムイ
オンバッテリ（LIB）は、欧州を中心に普及が始まってお
り拡大傾向にある。
　当社では2016年9月、1.35～1.8トン積リーチタイ
プ電動フォークリフトGENEO-Rに日本初となるLIBを
搭載したオプション車を発売した。
　LIBは、鉛バッテリに対し以下の特長を有する。

　・急速充電により、バッテリ交換なしで連続稼働が可能
　・バッテリ寿命が長い
　・バッテリと充電器の高効率化により、電気代が低減可能
　・バッテリ液の補水や清掃が不要
　こうした中で、他社動向やお客様要望に応えるため、
1.5～2.0トン積カウンタタイプ電動フォークリフト
Ecore（写真3）、2.5トン積電動トーイングトラクタ3TE

（写真4） へ機種展開するとともに、リーチタイプにつ
いてはモデルチェンジに合わせ、新型Rinova（写真5）
でも搭載オプション車を設定した。

　搭載するLIBについては、車両における搭載サイズや
仕向地におけるお客様の搭載ニーズ等に対応するた
め、車種ごとに最適なモデルを採用している。
　また、車両のパワーマネージメント制御を再設計する
ことで、バッテリの仕様を逸脱する使われ方を防止すると
ともに、バッテリの能力を引き出す車両制御を行ってい
る。
　今回の開発でリチウムイオンバッテリ搭載車のライ
ンアップ拡充が進み、さらに多くのお客様に導入をご
検討いただける環境になった。

4）人・障害物検知システム
　フォークリフトと周辺作業者との接触事故の低減に

寄与する人・障害物検知システム（写真6）を参考出品。
　物流現場では、棚、パレット、ダンボールなどのさまざ
まな障害物があり、荷役作業ではそれらに近接した作
業がなされる場合がある。従来のソナーやレーザなど
の障害物センサは、近接距離に応じた検知がなされる
ため、作業者以外の障害物に対して不必要に発報する
課題があった。
　本システムでは、ステレオカメラ方式を採用し、画像
処理による「作業者の見分け」とステレオカメラ処理に
よる「作業者・障害物の位置検出」を実現した。フォーク
リフトに作業者が接近したときにはいち早くオペレータ
に通知し、障害物の接近に対しては、近づき過ぎたら通
知するといった警告制御が可能となる。
　作業者検知アルゴリズムは、カメラ画像を入力し人
物像の特徴量（勾配傾向）を示す画像エリアを探索し、
機械学習による辞書データと照合して作業者を特定し
ている。
　また作業者の位置は、左右のカメラから入力された
作業者の特定画像から得られる視差情報より位置演算
を行うことで得られる。障害物の位置（＝立体物）につい
ても同様に位置演算を行っている。
　フォークリフトは物流現場では、頻繁に旋回しながら
荷役作業が行われるので、道路環境を注視する自動車
用途に比べて、ワイドレンジな作業者検知が求められ
ている。
　本システムの検知エリアは、最長10m、幅方向で最
大11mであり、これを満足させるため広角レンズを採
用した。またフォークリフトは屋内、屋外で利用され、さ
まざまな照度条件でも機能するようハイダイナミック
レンジカメラを採用している。
　展示システムでは、オペレータへの通知手段として、
ワイドミラーに人物像ピクトグラムを点灯させるデモ
ンストレーションを行った。

5）レーザSLAM式AGF
SLAM：Simultaneous Localization and Mapping

（1）開発のねらい
　少子高齢化社会がもたらす労働人口の減少にとも
ない物流業界の人手不足解消、人による作業負担を軽
減するため、物流の自動化需要が増えつつある。
　中でも、工場や倉庫内において、軌道の敷設を必要
としない無人搬送車（AGV）や自動運転フォークリフト

（AGF）に関するニーズが高まりつつあり、国内外でさ
まざまな技術や商品が提案されている。
　そこで我々はレーザレンジファインダ（LRF：測域セ
ンサ）を利用して自己位置を把握し、軌道を敷設しなく
ても自動運転が可能なレーザSLAM技術を開発した

（写真7）。

（2）技術的特徴
　レーザSLAM誘導に使用するLRFは、赤外線レーザを照
射して、その反射度合で物体の距離を測定するセンサで、
検出物の大きさ、位置を検出することができる。

　AGFは、このLRFを用いて常に周囲環境を計測し、予
め作成した地図との照合を行うことにより自己位置と
車両の姿勢（方向）を把握しながら走行する。
　一般的にLRFで得られる観測データ数が多いと、算
出される自己位置の精度は良くなるが算出時間が長く
なるという問題が発生する。これを解決するため、前回
把握した自己位置を利用し、照合する地図の範囲を狭
くするとともに、観測された周囲環境の状況に応じて算
出に使用するデータ数を動的に変化させ、必要最小限
の処理にすることで算出時間を短縮した。
　一方、地図上に存在しない物体を検出した場合や、
建物内部に多く存在する廊下のような単調で対称的な
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。
　そこで、算出される自己位置候補の分散状況から

「算出された自己位置の確からしさ（信頼性）」を確認す
る新技術を開発した。この信頼性に応じてLRFを用いて
算出された自己位置と、駆動輪の回転量、操舵角から
算出された自車の移動量・姿勢角を比較してデータ処
理を行うことで自車の自己位置精度を向上している。

（3）今後の取組み
　昨今、物流業界を取り巻く環境変化はめまぐるしく、
お客様の抱える課題やニーズは多様化している。その
中で、物流機器へのニーズは「自動化」から、IoTを利用
してAGV／AGF自身がさまざまな環境下で最適な条
件を自ら判断して動く「自律化」へ移行しつつある。今回
開発したレーザSLAM技術による自己位置把握技術の
製品化に向けて、さらなる技術開発を進め、お客様の声
に耳を傾けながら、物流現場改善に貢献できるソリュー
ションを提案していく。

6）自律走行ロボットAiR

（1）開発のねらい
　将来のAGVの自律化に向けた開発のベースモ
ジュールとして自律走行ロボットAiR（Autonomous 
Intelligent mobile Robot）を開発した。
　AiRは全方向走行機能やその他自律走行に必要な
機能を有しており、アタッチメントを追加搭載すること
により、多種・多様な製品展開が可能になる。（写真8）

　今回の物流展ではAiR上に荷受台を搭載したAiR-T、
清掃ユニットを搭載したAiR-C、ロボットアームを搭載し
たAiR-Pの3台を参考出展した。

（2）技術的特徴
　AiRは下記4つの新しい機能を有している。
　①レーザSLAM

　今までのAGVは床に設置された磁気テープや誘
導線をセンサで検知しながら走行していたが、AiRは
走行するエリアの地図データを保持し、LRF（Laser 
Range Finder）によるレーザ光で自己位置認識を
することで、自らが走行経路を生成しながら自動走
行する（写真9）。
　これにより床工事等が不要になり、お客様のレイ
アウト変更などに迅速な対応が可能になる。

　②全方向移動機能
　AiRは今回開発した低騒音薄型オムニホイールを
搭載しており、これにより静かで機敏な走行を実現し
ている。

　③障害物の回避機能
　機台の前後に搭載したLRFにより障害物を検知、
自らの走行経路を変更し、障害物を回避して走行す
るので、走行停止による作業ロスを低減できる。

　④移動体への追尾制御
　AiRはレーザSLAMによる自動走行以外に移動体
への追尾走行が可能である。LRFで追尾されるヒト
を認識させれば、歩行するヒトに一定の時間差で追
尾走行する。
　この機能により、頻繁に手押し台車で荷物を運搬し
ているような物流現場で作業者の負荷が軽減できる。

　また今回開発したバッテリマネジメントシステム
（BMS）も搭載、アタッチメントの消費電力に応じて、LIB
バッテリの個数を自由に変更できるようにした。

（3）展示機台
　①AiR-T（搬送・追尾ロボット）

　アタッチメントとして荷受台を搭載、物流センター
等の物品のピッキング作業時に手押し台車の代わり

に使用し、作業者の歩行負荷低減に貢献する。
　②AiR-C（清掃ロボット）

　新型パワーブラシ付清掃ユニットを搭載し清掃能
力を向上、清掃エリアの地図データを保有し、その
データに基づき自動清掃を行う。

　③AiR-P（ピッキングロボット）
　協働式6軸ロボットアームを搭載、ヒトと同じエリア
で作業可能で、物流センターでの物品のピッキング
作業を支援する。
　アーム先端にカメラとプロジェクタを搭載し物品
の形状を認識、またハンドチェンジ機能も有してお
り、多様な物品に対応可能。

（4）今後の取組み
　製品化に向け、誘導性能や障害物の回避機能、追尾
性能の向上を図る。

7）ビジュアルSLAM・高精度視覚マーカ
　ビジュアルSLAM（写真12）は、カメラで撮影した画
像からキーカートやフォークリフトの自己位置を推定す
ることで、自動運転実現に貢献する技術である。最初に
走行させたい経路を1回走行させて画像を取得し地図
を作成することで、その地図を頼りに自己位置を推定し
ながら繰り返し自動走行することができる。
　産業技術総合研究所との連携研究室では、単眼のカ
メラを用い、画像から局所的な特徴量を抽出する手法
を採用し、物流現場環境に適した抽出手法を開発する
ことで、精度とリアルタイム性の両方を実現した。
　単眼のカメラで撮影した画像から、輝度変化を元に
特徴を抽出した後、精度が良い点（緑）と悪い点（青）を
統計処理により識別し、最終的に最も精度が高い3点

（赤）で3点法を行うことで自己位置を推定している。
　本技術の特徴として大きく3つ挙げられる。1つ目は、
環境の変化に強い点である。物流現場では荷の出入り
が激しく、棚や荷物の見え方という画像にとっての環境
が常に変化する。本技術は環境が大きく変化しても、変
化がない特徴を抽出して自己位置を推定することが可
能である。また、カメラが苦手とする照度変化に対して
も、ロバスト性を確保することに成功している。2つ目は
6軸の位置姿勢全てが推定可能であり、前傾後傾も検
知し位置補正も可能である。3つ目は、カメラを使用し
ているため得られる情報量が多く、物体認識技術と組
み合わせることで、さらなる高精度化やロバスト性向
上、システムとしての応用も期待できる。

　視覚マーカ（ARマーカ）は、単眼のカメラで位置姿勢
を簡易に取得可能な平面形状のパターンであり、比較
的単純な画像処理で計測できる点が優れているが、正
面付近から見たときの姿勢推定精度の悪さが問題で
あった。
　産業技術総合研究所にて独自に開発した高精度視
覚マーカは、微細な細長いカマボコ状の凸レンズが無
数に並んだレンチキュラーレンズを活用してこの問題
を解決している。
　レンチキュラーレンズの裏に配置した縞模様とレン
ズの位相差によりモアレ（干渉縞）が生じる原理を用
い、視線の角度に応じて移動する黒い線の位置を画像
処理で検出し、姿勢を正確に推定することができる。
　高精度視覚マーカの活用方法のひとつが、自動制御
用のターゲットマーカである。例えば、パレットに取り付
けたマーカを自動運転リフトに取り付けたカメラで認
識させることで、自動運転リフトをパレットに対し確実に
正対させるよう制御することが可能になる。

8）遠隔操作技術
（1）開発のねらい
　物流業界の人手不足によって自動化に対する需要
が増えつつある一方で、熟練者のカン・コツに頼る作業
など、自動化では解決できない課題も多く存在する。こ
のため、人が行う作業に対しても効率化や環境改善が
望まれている。 

 

　このような背景のもと、オペレータが快適な操作室
にて自由にフォークリフトを操作することができる遠隔
操作システムの開発を開始した。
　車両から離れた操作室にていかに作業の安全性・信
頼性・効率性を確保するかが遠隔操作技術の課題であ
り、オペレータが行う多種多様な作業に対応可能なシ
ステムの構築を目指す。（写真13）

（2）技術的特徴
　①映像伝送と画像合成処理

　フォークリフトに複数取り付けられたカメラの画像
は無線通信を利用してオペレータがいる操作室のモ
ニターへ映し出される。オペレータは自身が行う作
業内容に応じて、表示するカメラ画像を自由に選択
することが可能である。カメラは、フォークリフト作業
に必要な視点を網羅するよう配置されており、画像
合成処理を加えることで作業者が直感的に操作しや
すい画面を実現した。
　画像合成処理の一例として、機台ヘッドガード部

（上部）に取り付けた4つのカメラ画像を合成し、
フォークリフトとその周辺を上方からの俯瞰視点で
見ることができる画像表示機能を開発した。俯瞰視
点の画像は自動車にも既に活用されている技術とし
て周知されているが、フォークリフト特有の作業や周
囲環境に最適なカメラ配置と画像構成を実現した。

　②作業支援機能
　オペレータが遠隔操作を円滑に行うため、カメラ
画像に描画を加えた作業支援機能を開発した。
　タイヤ操舵角から、機台の進行経路を予測するガ
イドライン表示や、リフト位置、ティルト位置などが一
目でわかるインジケータを表示させることで、作業
効率向上に貢献する。

　③電波強度と冗長性
　フォークリフトが働く現場周辺には、さまざまな無
線機器が稼働していることが想定され、これらの電
波が遠隔操作システムに悪影響を及ぼす可能性が
ある。このため、画像伝送用および操作指示用の無
線通信状態を常に監視し、どちらか一方でも大きな
遅延が発生した場合、オペレータに通知するととも
に車両を自動的に停止させる機能を備えた。

（3）今後の取組み
　現在、車両の走行操作画面や作業支援機能を実装
完了しており、評価によって新たな課題の抽出を行って
いる段階である。加えて、荷役操作における解決すべき
課題も多く存在する。
　今後、実環境下での実証実験を目指してさらなる改
良に取り組んでいく。

9）KEY SO-CO
（1）はじめに
　2020年ビジョンの達成に向けた物流ソリューション
の拡大への取組みにおいて、商品単体売り中心のビジ
ネスから、さまざまなハードウェア、ソフトウェアを組み
合わせた「ソリューション」によって、お客様へ付加価値
を提供することが重要になっていることから、新しい在
庫管理システム「KEY SO-CO」を開発した。

（2）KEY SO-COの位置づけ
　マテハン機器との組み合わせで作業の効率化や省人
化を実現する在庫管理システムの商品ラインアップは、
物流エンジニアリング向けの「T-WINS LS」、物流シス
テム向けの「IS-200」のみだったが、「KEY SO-CO」は
中小企業のお客様向けにフォークリフト、移動・固定ラッ
クと組み合わせて提案できるソフトウェア商品である。

（3）KEY SO-COのコンセプト
　KEY SO-COは「Kaizen Easy Yourself Simple 
Operation & COnnect」の頭文字を取ったマーケ
ティングネームで、お客様自身による業務改善を支援
するツールとして、以下の3つを基本コンセプトとして
開発に取り組んだ。
　①低コスト

　中小企業のお客様が気軽に導入することのでき
る低価格を実現する。

　②かんたん
　在庫管理システムを初めて使う方でも簡単に導入
でき、すぐに利用可能な操作性を実現する。

　③つながる
　倉庫内の作業情報を一元化し、在庫状況などをリ
アルタイムに確認できるようにする。

（4）KEY SO-COの特徴
　①標準パッケージ化、カスタマイズ不要

　低コストを実現するため、在庫管理に必要な機能

を標準パッケージ化した。

　個別カスタマイズなしに、お客様自身で運用に合
わせた設定を行える専用ツールを準備した。

（入荷運用あり/なし、画面項目の利用有無/名称・桁
数の変更、出庫条件の変更 などが可能）

　②操作しやすいメニュー・画面構成
　在庫管理の業務の流れに沿ったメニュー、直感的
に操作可能な画面設計を行った。

　③さまざまな端末から情報につながる
　ブラウザソフト（IE、Chrome）を用いることで、特
別な設定なしにさまざまな端末から在庫状況などを
リアルタイムに確認できるようにした。

（5）まとめ
　これまでは、フォークリフト、固定・移動ラックを購入し
ていただくお客様向けに、セット提案することのできる
在庫管理ソフトウェアがなく、商品単体売りのビジネス
モデルが中心だった。「KEY SO-CO」は低価格で簡単
に導入できるソフトウェアであることから、販売店スタッ
フが保管機器の商談時、積極的にセット提案をすること
が可能で、物流ソリューション中心のビジネスモデルへ
軸足を移すきっかけとなるツールだと考える。
　「KEY SO-CO」の提供により、2020年ビジョンの達
成に向けた物流ソリューションの拡大への取組みをさ
らに加速していく。

10）グローバル デジタルイノベーション
　　 With Microsoft

　ここでは、現在TMHG（Toyo ta  Ma te r i a l  
Handling Group) がグローバルに推進中のIoT、AI、  
MRなど最新ITを活用したデジタルソリューションとし
て、テレマティクス、安全運転支援、シミュレーションや
お客様への販売店サービス支援技術などを中心にコ
ンセプトを紹介した。このコーナーの技術は、マイクロ
ソフトとの協業で実現させている。

（1）フォークリフトIoT・テレマティクス
     T_Site IoT Future Concept

　フォークリフトの稼働情報をMicrosoft Azureクラ
ウドプラットフォームへ発信、蓄積し、分析結果を見える
化して現場改善に活用するグローバルシステムである。
　現在世界各リージョンで販売しているテレマティクス
の次世代版として、グローバルなデータ統合とフォーク
リフト管理を目的としている。
　現在、米国向けシステムを開発中で、そのコンセプト
ソフトウェアを紹介した。

（2）グローバルモバイルサービスソリューション
     T_GMSS(=Global Mobile Service Solution)International

　Microsoft Dynamics365 を活用した、フォークリ
フトのサービス作業を支援するグローバルソリューショ
ンシステムである。
　インドを皮切りにインターナショナル地域にてメンテ
ナンス作業の効率化を追求しており、将来はフォークリ
フトのIoTデータを活用して、予知保全へ展開する。
　フォークリフトのエラー発生時に、自動的に販売店と
お客様、また最寄のフィールドエンジニアにも情報を伝
達することで、最短時間でのお客様の現場到着と、迅
速な問題解決を支援する。

　さらに、将来はMR（=Mixed Reality) と組み合わせ、
複雑なメンテナンス作業を支援するシステムへと展開す
る予定で、これらにより、お客様のダウンタイムを最小化
できると考える。

（3）グローバルMR サービスシステム
     T_Service Future Concept

　Microsoft HololensとMRを活用したフォークリフ
トのメンテナンス作業を支援するグローバルシステム
である。
　メンテナンス作業のシンプル化と効率化を追求し、
技術者の高度遠隔支援も可能にする。

（4）インフラ協調フォークリフト安全支援システム
     T_Safety Assist Future Concept

　Microsoft AzureクラウドとAI技術を活用した
フォークリフトの安全支援システムである。
　現場のインフラ情報やフォークリフトの車間通信な
どによる安全運転を支援する。
　現場に設置したSLOW、STOPなどのマークを読み
取り、AIにて認識することで、自動的にフォークリフトを
減速したり停止させたりできるようになり、死角の多い
物流現場に有効である。

（5）AI ロジスティクス シミュレーションシステム
     Logistics AirSim Future Concept

　Microsoft Researchが開発した「AirSim」を活用し
たフォークリフト自動運転シミュレーションシステムで
ある。
　これは、ウエアハウスにおけるレイアウト検討や導線
検討をバーチャルで行うことを可能にする。
　さらに自動運転アルゴリズムの検証も高速に実施す
ることができ、安全かつ高精度な自動運転AIの技術開
発に貢献できると考える。

図8 他端末との接続イメージ

図9 フォークリフトIoTイメージとT-Site画面

写真14 展示コーナー全体

図10 モバイルでのサービス画面例

図11 MRによる作業指示イメージ

図12 作業現場でのAI文字認識と制御イメージ

図13 物流センターバーチャルシミュレーションイメージ
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2．進化していくトヨタL＆F
1）FCフォークリフト
　当社は2004年にトヨタ自動車株式会社と共同で
フォークリフト用FCシステムの開発に着手、経済産業
省および環境省実証事業への参画などを通して開発
を推進し、2016年11月に国内初となる2．5トンFC
フォークリフトの販売を開始した。現在約80台が稼働
中である。
　国が掲げる「水素基本戦略」（2017年12月策定）の
中で、FCフォークリフトはFCバスとともに、FCVを中心
とするモビリティ分野における安定的かつ大きな水素
需要源と位置付けられており、水素の供給・調達コスト
の低減に資するものとして期待されている。また、
2020年までに累計500台、2030年までに累計
10,000台という普及台数目標も示されており、当社は
これら目標の達成に貢献すべく、FCユニットの小型高
密度化・高出力化による車種拡大の取り組みを進めて
いる。
　今回、主に屋内作業用に市場ニーズの高い小型モデ
ルとして、1.8トンFCフォークリフトのコンセプトモデル

（写真1）を公開した。
　スタックをはじめとする主要構成部品については従
来の2.5トンFCフォークリフトのものを流用しつつ、FC
ユニットを小型化することで、出力密度10％向上を達
成した。
　また、FC産業車両として世界初となる-10℃低温起
動機能を搭載するとともに、発電効率および稼働時間
の改善という課題に対し、エネルギー回収率52％を達
成したカウンターバランス式フォークリフト向け荷役回
生システムも搭載した。マストに設置した液晶モニター
で荷役回生時のエネルギーフローを視覚化し、新規技
術のアピールを行った。

　

2）FCトーイングトラクタ
　空港でコンテナを牽引するトーイングトラクタは、FC
産業車両における新たなアプリケーションのひとつで
ある。
　今回は、2016年に出展したFCコンセプトモデルの
進化形として、自動運転機能を追加したモデル（写真
2）を初披露した。
　トーイングトラクタについては、従来の2.5トンFC
フォークリフトに比べて、2～3倍の高出力が必要であり、
また移動距離が長いためより多くの水素燃料搭載が求
められる。限られたコンパートメントの中でFCユニットの
高出力化と大型の水素タンクの搭載が課題である。
　2020年の実証実験開始を目指し、環境省の技術開
発・実証事業として鋭意取り組みを進めている。

3）リチウムイオンバッテリ搭載電動車
　フォークリフトの電動化は、環境意識の高まりや規制
強化の中で着実に拡大しており、今後も堅調な推移を
見込まれている。このような背景のもとで、リチウムイ
オンバッテリ（LIB）は、欧州を中心に普及が始まってお
り拡大傾向にある。
　当社では2016年9月、1.35～1.8トン積リーチタイ
プ電動フォークリフトGENEO-Rに日本初となるLIBを
搭載したオプション車を発売した。
　LIBは、鉛バッテリに対し以下の特長を有する。

　・急速充電により、バッテリ交換なしで連続稼働が可能
　・バッテリ寿命が長い
　・バッテリと充電器の高効率化により、電気代が低減可能
　・バッテリ液の補水や清掃が不要
　こうした中で、他社動向やお客様要望に応えるため、
1.5～2.0トン積カウンタタイプ電動フォークリフト
Ecore（写真3）、2.5トン積電動トーイングトラクタ3TE

（写真4） へ機種展開するとともに、リーチタイプにつ
いてはモデルチェンジに合わせ、新型Rinova（写真5）
でも搭載オプション車を設定した。

　搭載するLIBについては、車両における搭載サイズや
仕向地におけるお客様の搭載ニーズ等に対応するた
め、車種ごとに最適なモデルを採用している。
　また、車両のパワーマネージメント制御を再設計する
ことで、バッテリの仕様を逸脱する使われ方を防止すると
ともに、バッテリの能力を引き出す車両制御を行ってい
る。
　今回の開発でリチウムイオンバッテリ搭載車のライ
ンアップ拡充が進み、さらに多くのお客様に導入をご
検討いただける環境になった。

4）人・障害物検知システム
　フォークリフトと周辺作業者との接触事故の低減に

寄与する人・障害物検知システム（写真6）を参考出品。
　物流現場では、棚、パレット、ダンボールなどのさまざ
まな障害物があり、荷役作業ではそれらに近接した作
業がなされる場合がある。従来のソナーやレーザなど
の障害物センサは、近接距離に応じた検知がなされる
ため、作業者以外の障害物に対して不必要に発報する
課題があった。
　本システムでは、ステレオカメラ方式を採用し、画像
処理による「作業者の見分け」とステレオカメラ処理に
よる「作業者・障害物の位置検出」を実現した。フォーク
リフトに作業者が接近したときにはいち早くオペレータ
に通知し、障害物の接近に対しては、近づき過ぎたら通
知するといった警告制御が可能となる。
　作業者検知アルゴリズムは、カメラ画像を入力し人
物像の特徴量（勾配傾向）を示す画像エリアを探索し、
機械学習による辞書データと照合して作業者を特定し
ている。
　また作業者の位置は、左右のカメラから入力された
作業者の特定画像から得られる視差情報より位置演算
を行うことで得られる。障害物の位置（＝立体物）につい
ても同様に位置演算を行っている。
　フォークリフトは物流現場では、頻繁に旋回しながら
荷役作業が行われるので、道路環境を注視する自動車
用途に比べて、ワイドレンジな作業者検知が求められ
ている。
　本システムの検知エリアは、最長10m、幅方向で最
大11mであり、これを満足させるため広角レンズを採
用した。またフォークリフトは屋内、屋外で利用され、さ
まざまな照度条件でも機能するようハイダイナミック
レンジカメラを採用している。
　展示システムでは、オペレータへの通知手段として、
ワイドミラーに人物像ピクトグラムを点灯させるデモ
ンストレーションを行った。

5）レーザSLAM式AGF
SLAM：Simultaneous Localization and Mapping

（1）開発のねらい
　少子高齢化社会がもたらす労働人口の減少にとも
ない物流業界の人手不足解消、人による作業負担を軽
減するため、物流の自動化需要が増えつつある。
　中でも、工場や倉庫内において、軌道の敷設を必要
としない無人搬送車（AGV）や自動運転フォークリフト

（AGF）に関するニーズが高まりつつあり、国内外でさ
まざまな技術や商品が提案されている。
　そこで我々はレーザレンジファインダ（LRF：測域セ
ンサ）を利用して自己位置を把握し、軌道を敷設しなく
ても自動運転が可能なレーザSLAM技術を開発した

（写真7）。

（2）技術的特徴
　レーザSLAM誘導に使用するLRFは、赤外線レーザを照
射して、その反射度合で物体の距離を測定するセンサで、
検出物の大きさ、位置を検出することができる。

　AGFは、このLRFを用いて常に周囲環境を計測し、予
め作成した地図との照合を行うことにより自己位置と
車両の姿勢（方向）を把握しながら走行する。
　一般的にLRFで得られる観測データ数が多いと、算
出される自己位置の精度は良くなるが算出時間が長く
なるという問題が発生する。これを解決するため、前回
把握した自己位置を利用し、照合する地図の範囲を狭
くするとともに、観測された周囲環境の状況に応じて算
出に使用するデータ数を動的に変化させ、必要最小限
の処理にすることで算出時間を短縮した。
　一方、地図上に存在しない物体を検出した場合や、
建物内部に多く存在する廊下のような単調で対称的な
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。
　そこで、算出される自己位置候補の分散状況から

「算出された自己位置の確からしさ（信頼性）」を確認す
る新技術を開発した。この信頼性に応じてLRFを用いて
算出された自己位置と、駆動輪の回転量、操舵角から
算出された自車の移動量・姿勢角を比較してデータ処
理を行うことで自車の自己位置精度を向上している。

（3）今後の取組み
　昨今、物流業界を取り巻く環境変化はめまぐるしく、
お客様の抱える課題やニーズは多様化している。その
中で、物流機器へのニーズは「自動化」から、IoTを利用
してAGV／AGF自身がさまざまな環境下で最適な条
件を自ら判断して動く「自律化」へ移行しつつある。今回
開発したレーザSLAM技術による自己位置把握技術の
製品化に向けて、さらなる技術開発を進め、お客様の声
に耳を傾けながら、物流現場改善に貢献できるソリュー
ションを提案していく。

6）自律走行ロボットAiR

（1）開発のねらい
　将来のAGVの自律化に向けた開発のベースモ
ジュールとして自律走行ロボットAiR（Autonomous 
Intelligent mobile Robot）を開発した。
　AiRは全方向走行機能やその他自律走行に必要な
機能を有しており、アタッチメントを追加搭載すること
により、多種・多様な製品展開が可能になる。（写真8）

　今回の物流展ではAiR上に荷受台を搭載したAiR-T、
清掃ユニットを搭載したAiR-C、ロボットアームを搭載し
たAiR-Pの3台を参考出展した。

（2）技術的特徴
　AiRは下記4つの新しい機能を有している。
　①レーザSLAM

　今までのAGVは床に設置された磁気テープや誘
導線をセンサで検知しながら走行していたが、AiRは
走行するエリアの地図データを保持し、LRF（Laser 
Range Finder）によるレーザ光で自己位置認識を
することで、自らが走行経路を生成しながら自動走
行する（写真9）。
　これにより床工事等が不要になり、お客様のレイ
アウト変更などに迅速な対応が可能になる。

　②全方向移動機能
　AiRは今回開発した低騒音薄型オムニホイールを
搭載しており、これにより静かで機敏な走行を実現し
ている。

　③障害物の回避機能
　機台の前後に搭載したLRFにより障害物を検知、
自らの走行経路を変更し、障害物を回避して走行す
るので、走行停止による作業ロスを低減できる。

　④移動体への追尾制御
　AiRはレーザSLAMによる自動走行以外に移動体
への追尾走行が可能である。LRFで追尾されるヒト
を認識させれば、歩行するヒトに一定の時間差で追
尾走行する。
　この機能により、頻繁に手押し台車で荷物を運搬し
ているような物流現場で作業者の負荷が軽減できる。

　また今回開発したバッテリマネジメントシステム
（BMS）も搭載、アタッチメントの消費電力に応じて、LIB
バッテリの個数を自由に変更できるようにした。

（3）展示機台
　①AiR-T（搬送・追尾ロボット）

　アタッチメントとして荷受台を搭載、物流センター
等の物品のピッキング作業時に手押し台車の代わり

に使用し、作業者の歩行負荷低減に貢献する。
　②AiR-C（清掃ロボット）

　新型パワーブラシ付清掃ユニットを搭載し清掃能
力を向上、清掃エリアの地図データを保有し、その
データに基づき自動清掃を行う。

　③AiR-P（ピッキングロボット）
　協働式6軸ロボットアームを搭載、ヒトと同じエリア
で作業可能で、物流センターでの物品のピッキング
作業を支援する。
　アーム先端にカメラとプロジェクタを搭載し物品
の形状を認識、またハンドチェンジ機能も有してお
り、多様な物品に対応可能。

（4）今後の取組み
　製品化に向け、誘導性能や障害物の回避機能、追尾
性能の向上を図る。

7）ビジュアルSLAM・高精度視覚マーカ
　ビジュアルSLAM（写真12）は、カメラで撮影した画
像からキーカートやフォークリフトの自己位置を推定す
ることで、自動運転実現に貢献する技術である。最初に
走行させたい経路を1回走行させて画像を取得し地図
を作成することで、その地図を頼りに自己位置を推定し
ながら繰り返し自動走行することができる。
　産業技術総合研究所との連携研究室では、単眼のカ
メラを用い、画像から局所的な特徴量を抽出する手法
を採用し、物流現場環境に適した抽出手法を開発する
ことで、精度とリアルタイム性の両方を実現した。
　単眼のカメラで撮影した画像から、輝度変化を元に
特徴を抽出した後、精度が良い点（緑）と悪い点（青）を
統計処理により識別し、最終的に最も精度が高い3点

（赤）で3点法を行うことで自己位置を推定している。
　本技術の特徴として大きく3つ挙げられる。1つ目は、
環境の変化に強い点である。物流現場では荷の出入り
が激しく、棚や荷物の見え方という画像にとっての環境
が常に変化する。本技術は環境が大きく変化しても、変
化がない特徴を抽出して自己位置を推定することが可
能である。また、カメラが苦手とする照度変化に対して
も、ロバスト性を確保することに成功している。2つ目は
6軸の位置姿勢全てが推定可能であり、前傾後傾も検
知し位置補正も可能である。3つ目は、カメラを使用し
ているため得られる情報量が多く、物体認識技術と組
み合わせることで、さらなる高精度化やロバスト性向
上、システムとしての応用も期待できる。

　視覚マーカ（ARマーカ）は、単眼のカメラで位置姿勢
を簡易に取得可能な平面形状のパターンであり、比較
的単純な画像処理で計測できる点が優れているが、正
面付近から見たときの姿勢推定精度の悪さが問題で
あった。
　産業技術総合研究所にて独自に開発した高精度視
覚マーカは、微細な細長いカマボコ状の凸レンズが無
数に並んだレンチキュラーレンズを活用してこの問題
を解決している。
　レンチキュラーレンズの裏に配置した縞模様とレン
ズの位相差によりモアレ（干渉縞）が生じる原理を用
い、視線の角度に応じて移動する黒い線の位置を画像
処理で検出し、姿勢を正確に推定することができる。
　高精度視覚マーカの活用方法のひとつが、自動制御
用のターゲットマーカである。例えば、パレットに取り付
けたマーカを自動運転リフトに取り付けたカメラで認
識させることで、自動運転リフトをパレットに対し確実に
正対させるよう制御することが可能になる。

8）遠隔操作技術
（1）開発のねらい
　物流業界の人手不足によって自動化に対する需要
が増えつつある一方で、熟練者のカン・コツに頼る作業
など、自動化では解決できない課題も多く存在する。こ
のため、人が行う作業に対しても効率化や環境改善が
望まれている。 

 

　このような背景のもと、オペレータが快適な操作室
にて自由にフォークリフトを操作することができる遠隔
操作システムの開発を開始した。
　車両から離れた操作室にていかに作業の安全性・信
頼性・効率性を確保するかが遠隔操作技術の課題であ
り、オペレータが行う多種多様な作業に対応可能なシ
ステムの構築を目指す。（写真13）

（2）技術的特徴
　①映像伝送と画像合成処理

　フォークリフトに複数取り付けられたカメラの画像
は無線通信を利用してオペレータがいる操作室のモ
ニターへ映し出される。オペレータは自身が行う作
業内容に応じて、表示するカメラ画像を自由に選択
することが可能である。カメラは、フォークリフト作業
に必要な視点を網羅するよう配置されており、画像
合成処理を加えることで作業者が直感的に操作しや
すい画面を実現した。
　画像合成処理の一例として、機台ヘッドガード部

（上部）に取り付けた4つのカメラ画像を合成し、
フォークリフトとその周辺を上方からの俯瞰視点で
見ることができる画像表示機能を開発した。俯瞰視
点の画像は自動車にも既に活用されている技術とし
て周知されているが、フォークリフト特有の作業や周
囲環境に最適なカメラ配置と画像構成を実現した。

　②作業支援機能
　オペレータが遠隔操作を円滑に行うため、カメラ
画像に描画を加えた作業支援機能を開発した。
　タイヤ操舵角から、機台の進行経路を予測するガ
イドライン表示や、リフト位置、ティルト位置などが一
目でわかるインジケータを表示させることで、作業
効率向上に貢献する。

　③電波強度と冗長性
　フォークリフトが働く現場周辺には、さまざまな無
線機器が稼働していることが想定され、これらの電
波が遠隔操作システムに悪影響を及ぼす可能性が
ある。このため、画像伝送用および操作指示用の無
線通信状態を常に監視し、どちらか一方でも大きな
遅延が発生した場合、オペレータに通知するととも
に車両を自動的に停止させる機能を備えた。

（3）今後の取組み
　現在、車両の走行操作画面や作業支援機能を実装
完了しており、評価によって新たな課題の抽出を行って
いる段階である。加えて、荷役操作における解決すべき
課題も多く存在する。
　今後、実環境下での実証実験を目指してさらなる改
良に取り組んでいく。

9）KEY SO-CO
（1）はじめに
　2020年ビジョンの達成に向けた物流ソリューション
の拡大への取組みにおいて、商品単体売り中心のビジ
ネスから、さまざまなハードウェア、ソフトウェアを組み
合わせた「ソリューション」によって、お客様へ付加価値
を提供することが重要になっていることから、新しい在
庫管理システム「KEY SO-CO」を開発した。

（2）KEY SO-COの位置づけ
　マテハン機器との組み合わせで作業の効率化や省人
化を実現する在庫管理システムの商品ラインアップは、
物流エンジニアリング向けの「T-WINS LS」、物流シス
テム向けの「IS-200」のみだったが、「KEY SO-CO」は
中小企業のお客様向けにフォークリフト、移動・固定ラッ
クと組み合わせて提案できるソフトウェア商品である。

（3）KEY SO-COのコンセプト
　KEY SO-COは「Kaizen Easy Yourself Simple 
Operation & COnnect」の頭文字を取ったマーケ
ティングネームで、お客様自身による業務改善を支援
するツールとして、以下の3つを基本コンセプトとして
開発に取り組んだ。
　①低コスト

　中小企業のお客様が気軽に導入することのでき
る低価格を実現する。

　②かんたん
　在庫管理システムを初めて使う方でも簡単に導入
でき、すぐに利用可能な操作性を実現する。

　③つながる
　倉庫内の作業情報を一元化し、在庫状況などをリ
アルタイムに確認できるようにする。

（4）KEY SO-COの特徴
　①標準パッケージ化、カスタマイズ不要

　低コストを実現するため、在庫管理に必要な機能

を標準パッケージ化した。

　個別カスタマイズなしに、お客様自身で運用に合
わせた設定を行える専用ツールを準備した。

（入荷運用あり/なし、画面項目の利用有無/名称・桁
数の変更、出庫条件の変更 などが可能）

　②操作しやすいメニュー・画面構成
　在庫管理の業務の流れに沿ったメニュー、直感的
に操作可能な画面設計を行った。

　③さまざまな端末から情報につながる
　ブラウザソフト（IE、Chrome）を用いることで、特
別な設定なしにさまざまな端末から在庫状況などを
リアルタイムに確認できるようにした。

（5）まとめ
　これまでは、フォークリフト、固定・移動ラックを購入し
ていただくお客様向けに、セット提案することのできる
在庫管理ソフトウェアがなく、商品単体売りのビジネス
モデルが中心だった。「KEY SO-CO」は低価格で簡単
に導入できるソフトウェアであることから、販売店スタッ
フが保管機器の商談時、積極的にセット提案をすること
が可能で、物流ソリューション中心のビジネスモデルへ
軸足を移すきっかけとなるツールだと考える。
　「KEY SO-CO」の提供により、2020年ビジョンの達
成に向けた物流ソリューションの拡大への取組みをさ
らに加速していく。

10）グローバル デジタルイノベーション
　　 With Microsoft

　ここでは、現在TMHG（Toyo ta  Ma te r i a l  
Handling Group) がグローバルに推進中のIoT、AI、  
MRなど最新ITを活用したデジタルソリューションとし
て、テレマティクス、安全運転支援、シミュレーションや
お客様への販売店サービス支援技術などを中心にコ
ンセプトを紹介した。このコーナーの技術は、マイクロ
ソフトとの協業で実現させている。

（1）フォークリフトIoT・テレマティクス
     T_Site IoT Future Concept

　フォークリフトの稼働情報をMicrosoft Azureクラ
ウドプラットフォームへ発信、蓄積し、分析結果を見える
化して現場改善に活用するグローバルシステムである。
　現在世界各リージョンで販売しているテレマティクス
の次世代版として、グローバルなデータ統合とフォーク
リフト管理を目的としている。
　現在、米国向けシステムを開発中で、そのコンセプト
ソフトウェアを紹介した。

（2）グローバルモバイルサービスソリューション
     T_GMSS(=Global Mobile Service Solution)International

　Microsoft Dynamics365 を活用した、フォークリ
フトのサービス作業を支援するグローバルソリューショ
ンシステムである。
　インドを皮切りにインターナショナル地域にてメンテ
ナンス作業の効率化を追求しており、将来はフォークリ
フトのIoTデータを活用して、予知保全へ展開する。
　フォークリフトのエラー発生時に、自動的に販売店と
お客様、また最寄のフィールドエンジニアにも情報を伝
達することで、最短時間でのお客様の現場到着と、迅
速な問題解決を支援する。

　さらに、将来はMR（=Mixed Reality) と組み合わせ、
複雑なメンテナンス作業を支援するシステムへと展開す
る予定で、これらにより、お客様のダウンタイムを最小化
できると考える。

（3）グローバルMR サービスシステム
     T_Service Future Concept

　Microsoft HololensとMRを活用したフォークリフ
トのメンテナンス作業を支援するグローバルシステム
である。
　メンテナンス作業のシンプル化と効率化を追求し、
技術者の高度遠隔支援も可能にする。

（4）インフラ協調フォークリフト安全支援システム
     T_Safety Assist Future Concept

　Microsoft AzureクラウドとAI技術を活用した
フォークリフトの安全支援システムである。
　現場のインフラ情報やフォークリフトの車間通信な
どによる安全運転を支援する。
　現場に設置したSLOW、STOPなどのマークを読み
取り、AIにて認識することで、自動的にフォークリフトを
減速したり停止させたりできるようになり、死角の多い
物流現場に有効である。

（5）AI ロジスティクス シミュレーションシステム
     Logistics AirSim Future Concept

　Microsoft Researchが開発した「AirSim」を活用し
たフォークリフト自動運転シミュレーションシステムで
ある。
　これは、ウエアハウスにおけるレイアウト検討や導線
検討をバーチャルで行うことを可能にする。
　さらに自動運転アルゴリズムの検証も高速に実施す
ることができ、安全かつ高精度な自動運転AIの技術開
発に貢献できると考える。

図8 他端末との接続イメージ

図9 フォークリフトIoTイメージとT-Site画面

写真14 展示コーナー全体

図10 モバイルでのサービス画面例

図11 MRによる作業指示イメージ

図12 作業現場でのAI文字認識と制御イメージ

図13 物流センターバーチャルシミュレーションイメージ
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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

インドア用電動フォークリフト　Rinovaファミリーの開発
Development of New Reach Forklift and Family Products for Warehouse Application

＊1
大塚 晴彦

Haruhiko Otsuka
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＊1
神谷 数司
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Tadayuki Yakushi

＊1 トヨタL&Fカンパニー R&Dセンター 技術部　＊2 ES開発部　＊3 製品企画部

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

（JIVAS F30作業サイクルモード、Sモード、バッテリー、稼働率55%）

稼
働

時
間

[時
間

]

新型車

55分

8時間55分 9時間50分

10％増
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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

81%
Up

75%
Up

29%
Up

従来車

従来車

従来車

新型車

新型車

新型車
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オ
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(トヨタ30m作業サイクル、Sモード、標準バッテリー、稼働率100%)
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1.0t

1.5t
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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

防爆用
制御モジュール

走行モジュール
ベースレグ

油圧モジュール 荷役モジュール
リーチ式

基本レグ 前輪操舵用 3Way用

3Way式

ステアバイワイヤ用 基本駆動操舵システム

基本油圧システム
荷役回生用基本コントローラ

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）。

豊田自動織機技報   No.69 豊田自動織機技報   No.69

　製
品
技
術
紹
介

31

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

400

365 56

309

0

100

200

300

Rinova AGF
（8AFBR15）

従来車
（2AFBR15）

荷役速度アップ

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） 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

全高
＋

全幅

全幅3m

全幅

全長

0.2m

0.5m
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後方障害物検知

後方垂直方向
障害物検知

（OPT）

側方障害物
検知

（OPT）

後方障害物
検知

前方障害物
検知

Rinova AG
F

従
来
車

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

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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河瀬 陽敬

川口 剛季

大塚 晴彦

梅谷 英史

藥師 忠幸

水城 琢 松田 行高

井上 等 神谷 数司 青山 茂樹

　　（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

L
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

パネル凹曲面

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
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1 はじめに

1.1 ハイブリッドショベルのニーズ
　自動車の分野で先行する動力源「ハイブリッド
システム」は省エネ（燃費）、クリーン化（排出ガス）
に大きく貢献している。産業車両の分野に於いて
も同様のニーズが高まり各社から電動化を始めと
するさまざまな省エネ、クリーン化技術が投入さ
れる傾向である。建設機械、特に油圧ショベルのカ
テゴリーでは車格が小さい機械ではランニングコ
ストが低いため電動化の開発が進んでおり、ハイ
ブリッド化のメリットが小さいと言われている。
しかし中核製品である20t油圧ショベルは作業負
荷が高く連続稼動の市場ニーズがありハイブリッ
ド化の開発メリットがあるため多くの建設機械
メーカが市場に参入している。

1.2 油圧ショベルとは
　油圧ショベルとは「主にディーゼルエンジンを
動力源とした油圧装置により動作する掘削機械」
のことである。構造をフォークリフトの作動原理
と比較するとエンジンの駆動力を直接走行に繋げ

るギア駆動装置とフォークを上げ下げする油圧装
置の組み合わせに対して、油圧ショベルはエンジ
ンの駆動力で発生する油圧で「走行」「掘削」「旋回」
の全てを作動させる構造である。

1.3 開発体制
　今回の開発ユニットに必要なエンジン、モータ、
PCUの開発基盤は各事業部で保有しているが、そ

図1.1 油圧ショベル動作説明
Fig.1.1 Explanation of operation of construction machine

【原動機】

油圧をコントロールし各部を動作

回転運動

走行 旋回掘削

油を圧送 機械運動

【アクチュエータ】【油圧ポンプ】

建設機械向けディーゼルハイブリッドエンジンユニットの開発
Development of Desel Hybrid Engine Unit for Construction Machinery

＊1
伊藤 貴俊
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＊5 技術・開発本部開発第一部

要　旨 　産業車両分野の電動化は急速に進展し、建設機械向けに於いても主要各社の電動化の動きが見られる中、豊田自動
織機として建設機械向けに初のディーゼルハイブリッドエンジンユニットを5事業体（エンジン事業部、技術開発本部
開発第二部、エレクトロニクス事業部、トヨタL&Fカンパニー、産業用コンポーネント事業室）を横断した協業プロジェ
クトで開発した。開発目標として低燃費、コンパクト、最新の排出ガス規制対応を各事業部の技術力でクリアしお客様
の製品開発に大きく貢献した。今回、環境負荷の少ない社会の実現に向けて、環境・エネルギーに関わる技術の事業部
協業イノベーションの第一歩として紹介する。

キーワード：建設機械、ディーゼルハイブリッドエンジン、5事業体協業

Abstract 　Development field of industrial vehicle, electricization is rapidly progressing. Also In the construction 
machinery industry, major manufacturers also are concentrating on electricization. We developed the 
first diesel hybrid engine for construction machinery as Toyota Industries. Moreover, it was developed 
in cooperation project crossing 5 business divisions (Engine Division, R&D Headquarters, Electronics 
Division, Toyota L&F Company, Industrial Component Division). As a development goal, we achieved 
high fuel efficiency, compactness and latest emissions regulation compliance with the technical 
capabilities of each business division and contributed greatly to Construction machine makers. To 
realize a society with less environmental impact, we will introduce it as the first step of collaborative 
innovation of business division of technology related to environment and energy.

Keywords:  Construction machine, Diesel hybrid engine, 5 business divisions collaboration

製 品 技 術 紹 介

豊田自動織機技報   No.69 豊田自動織機技報   No.69

　製
品
技
術
紹
介

43

れらを繋げる仕組みはなかった。その為、産業用コ
ンポーネント事業室が各事業部を取りまとめる豊
田自動織機初の協業体制で開発に臨んだ。
　また、今回の共同開発先となる日立建機株式会
社（以下日立建機）は、ユーザーより高い信頼性を
得ている会社であるため我々としても万全の体制
で取り組む姿勢が必要だった。

2 開発コンセプト

2.1 背景
　建設機械の排出ガス規制は1991年から導入
され、1次規制、2次規制、3次規制、2011年規制、
2014年規制と進んでいる。また、省エネ化も国主
導で推進。そのような中、日立建機が考える“環境
建機”仕様のひとつとしてストロングハイブリッ
ドショベルの構想があった。この構想を実現する
ために、排出ガス規制に対しては豊田自動織機が
自動車で培った排出ガスクリーン化技術、省エネ
についてはフォークリフトや自動車で培ったモー
タ、PCU技術、これらをマッチングさせた仕様を
要望された。
　建設機械の現状を調査すると通常このクラス
ではNOx低減の為に、尿素SCRシステムを設定す
る。しかし建設機械は自動車と違い尿素水の補給
が容易でないエリアで作業する事が多い。そこで
エンジン出力74kWクラスの建設機械として世
界初の尿素SCRレス技術は、大きな商品力となる
と考えた。
　その結果、豊田自動織機が提案する日立建機の
新しい油圧ショベルは、お客様から高く評価され
ている「操作性」を維持し、環境建機としての「低燃
費」を高いレベルで実現させ、維持管理の負担を軽
減しながら排出ガス規制に対応できる商品と確信
した。

図1.2 組織体制
Fig.1.2 Organizational Structure

日立建機 株式会社

株式会社 豊田自動織機
産業用コンポーネント事業室

（日立建機 窓口）

技術・開発本部
ハイブリッドリフト用

アシストモータ
PCUソフトウエア

フォークリフト用
1KDエンジン 車載用小型インバータ

エンジン事業部 エレクトロニクス事業部

トヨタL&Fカンパニー

2.2 燃費
　今回の開発は従来のハイブリッド機（※）から
10％低減を目標とし他社比トップクラスを狙う。
※ 蓄電装置キャパシタとし、旋回電動モータとの

電力入出力を制御するアシスト発電モータを搭
載した仕様。

主な低燃費技術
　・エンジンのフリクション低減や燃焼改善
　・アシスト発電モータの出力アップ
　・油圧システムの効率改善
　・旋回電動モータのエネルギー回収能力向上
　・大容量リチウムイオンバッテリ化

2.3 排出ガス規制
　販売時に適用となる「国内オフロード法2014年
基準適合」「欧州StageⅣ適合」を目標とする（※）。
※ 従来のオフロード規制値からの特徴はNOxが

3.3g/kWh→0.4g/kWhで約1/8低減が必要と
なる。

　 他社エンジンメーカの規制対応技術は展示会情
報からも尿素SCR採用で統一されており、「尿素
SCRレス」で対応する事は尿素水の補充や管理
の負担軽減となりユーザーへの有効な商品力と
なる。

図2.1 従来機の構成
Fig.2.1 Structure of conventional machine

建設機械向けディーゼルハイブリッドエンジンユニットの開発
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尿素水の手間

2.4 ユニットサイズと出力
　従来機搭載エンジンは4気筒5.2L。
　機体サイズを変えずにエンジンとモータを搭載
する為ベースエンジンを自動車フォークリフトで
実績のある4気筒3.0Lの1KDを使い、同軸に搭載
するモータは薄型化により従来機エンジン全長と
同一を目標とする。
　また、エンジン＋モータの総合出力を従来機と
同等の118kWを目標とし操作性を維持する。

図2.2 他社のエンジン仕様（尿素SCR使用）
Fig.2.2 Engine specifications of other companies（using SCR）

C社 SCR D社 DOC+SCR

I社 DOC+SCR D社 DOC+SCR

2014年CONEXPO エンジン展示品

図2.3 ユーザー負担の尿素水供給設備
Fig.2.3 Users urea water supply facility

・定期的に尿素水を補充
（ex. 給油2回に1回）

・インフラの無い場所で尿素水管理

〈尿素水タンク〉 〈尿素水補充〉

〈作業する場所〉 〈尿素水保管装置〉

出典：三井物産

2.5 信頼性
　ショベル用エンジンユニットに求められる信頼
性で自動車と比較して特徴的な項目は主に以下の
要求がある。
・高振動環境に対応する各機器の強度
・転倒しても燃焼室にオイルが入らないこと

2.6 その他
　エンジンの開発ベースはフォークリフト用に搭
載されている1KDを使い、ショベル特有の設計が
必要。主なアイテムは以下の通りである。
・ エンジンオイルは500hrまで無給油/無交換の

為オイルパン容量2倍以上
・ ラジエータ他7種の冷却装置を冷やす大型ファ

ンを搭載
・ 全方位35°で稼動してもオイル噴出しないブ

ローバイオープン構造
・ショベルの電装品に合わせた24V仕様化
・ 動力側と油圧ポンプの接続を日立建機指定の樹

脂カップリング接続
・後処理装置DPFが交換できる構造化
・ 油圧ポンプを片持ちで支える高強度構造のハウ

ジング

図2.4 ユニットサイズと出力
Fig.2.4 Unit size and driving force

図2.5 岩場で走行及び転倒リスク
Fig.2.5 Running and falling risk at rocky place
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3.1.1 EGRシステム
　排出ガス規制の主なものはNOxの大幅低減で
ある。お客様の利便性とランニングコスト低減を
達成する為、尿素SCRを使わずにEGR率を上げて
NOx大幅低減の方策を取った。

　HPL-EGRのみで対応した場合、ポンプ損失大と
なり燃費悪化を伴う為、触媒後に排出するガスを
再循環させるLPL-EGRシステムを新設。

図3.2 ハイブリッドエンジンユニット
Fig.3.2 Hybrid engine unit

EGRsystem

HYBsystem

DPFsystem

2011年/StageⅢＢ 2014年/StageⅣ
CO
HC
NOx
PM

0.19
３.３
0.025

←
←
0.4
←

排気ガス規制〔g/kWh〕

5.０

表2 排出ガス規制値（新旧比較）
Table2 Exhaust gas regulation value（Comparison）

図3.3 EGR率とNOxの関係
Fig.3.3 EGR rate and NOx

EGR（％）

N
O
x（
g/
kW
h）

10

0

2

4

6

8

0

規制値

10 20 30 40

3 開発内容（各ユニット）
　今回搭載するZH200－6に搭載したユニットの
開発内容を3つのシステムに分けて説明する。

3.1 エンジンユニット
　開発のベースとなるエンジンはGENEO3.5～
8.0tで既に量産化した1KDエンジンを使用。この
エンジンはトヨタ自動車の車両用としても世界
157の国と地域の方々に使われている信頼と実績
のあるエンジンを改良。

図3.1 各ユニット搭載位置
Fig.3.1 Unit mounting position

エンジン

アシスト発電モータ

PCU（アシスト発電モータ用）
PCU（旋回電動モータ用）

表1 エンジン仕様
Table1 Engine Specification
エンジン

基本諸元
機関型式 水冷4サイクル
シリンダー形式 直列4気筒
排気量 2,982cc
圧縮比 15
ボア径×行程 96mm×103mm

噴射システム
噴射ポンプ仕様 HP3
インジェクタ仕様 G3S
コモンレール圧 最大180MPa

EGRシステム
HPL-EGRクーラ仕様 積層式8段
LPL-EGRクーラ仕様 多管式×2（直列）

DPFシステム
DOC直径×長さ 190.5mm×83.8mm
DPF直径×長さ 190.5mm×203.2mm

アシスト発電モータ
基本諸元

モータ仕様 永久磁石型同期電動機
最高出力 44kW
最大トルク 210Nm

建設機械向けディーゼルハイブリッドエンジンユニットの開発
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　自動車等ではエンジン回転数が一定でない為、
EGRガスの充填遅れが課題となるが、ショベルの
エンジンは回転が一定推移する為充填遅れがなく
対応できるので問題ない。また、EGRガスの過冷
却にて発生する凝縮水はエンジン制御により使用
領域を絞り不要な発生を抑えることができた。但
し、僅かに発生するものに対しては腐食防止の点
でEGRガス経路中の使用部材の変更や表面処理
追加により対応した。その結果、NOxを目標とな
る0.4g/kWh以下にすることができた。

3.1.2 DPFシステム
　先のNOx提言方策の背反としてPM排出量が増
加する。その対策は自動車と違うアプローチで対
応した。

図3.4 MPLシステム図
Fig.3.4 MPL System Diagram

図3.5 NOxとPMの関係図1
Fig.3.5 Relationship between NOx and PM FIG. 1

開発エンジン
（DPF触媒前）

1KD（ベース）

NOx（g/kWh）

PM
（
g/
kW
h）

0.25

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0

規制値

　自動車の場合、STOP&GOの頻度が高くエンジ
ン負荷が平均して低いので排出ガス温度が上がら
ない。一方、ショベルは高負荷連続運転で使われる
ため排出ガス温度が高い。
　この温度特性を利用し運転中でも再生される自
然再生モードを活用することとした。
　この開発では自然再生能力を発揮させる触媒を
開発した。
　その結果1日1回のDPF再生を達成した。

図3.6 NOxとPMの関係図2
Fig.3.6 Relationship between NOx and PM FIG. 2

開発エンジン
（DPF前）

（DPF後）

NOx（g/kWh）

DPF

PM
（
g/
kW
h）

0.15

0.00

0.05

0.10

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8

規制値

図3.7 排出ガス温度推移
Fig.3.7 Exhaust gas temperature transition

DPF温度（℃）

分
布（
％
）
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0
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自然再生ありショベル

ECモード

自動車
（市街路）

自動車
（郊外路）

ショベル

ショベル

図3.8 DPF温度に対するPM排出量
Fig.3.8 PM emission relative to DPF temperature

DPF温度（℃）
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排
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）
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自然再生量
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3.1.4 設計・信頼性
　建機用エンジンを開発するにあたり、自動車、
フォークリフトとの違いを踏まえた対応をした。

3.1.5 ファン大型化
　自動車のようにショベルは走行風が得られない
ことから冷却装置としてはエンジンのファン風量
に頼る構成になっている。今回ハイブリッド化さ
れたことで通常より多くの冷やすべきラジエー
タがあり合計7種となる（エンジン冷却水、油圧ポ
ンプ用オイル、リチウムイオンバッテリ用冷却水 
等）。その為に自動車に用いられるファンより直径
で1.5倍程大きなファンを設定し冷却性能を成立
させた。

3.1.6 オイルパン大型化
　傾斜運転とオイル交換サイクル500hrを想定
し、ベースエンジン比2倍以上の容量を持つオイ
ルパンを新設計した。
　油面傾斜時のフリクション低減でローカス干渉
やオイルシールの油没に配慮した形状を設計。さ
らにオイルパン油量増による締結ボルトの分担軸
力をサポートするハウジング側との締結も設定
し、機能、信頼性を達成した。

3.1.7 12V→24V化
　自動車システムを踏襲しているためエンジンに
搭載されるセンサーや補機類は全て12V仕様に
なる。それに対し建機は24Vでシステムが構成さ

図3.11 大型ファン搭載の1KD
Fig.3.11 1 KD with large fan

図3.12 7種の冷却装置
Fig.3.12 Seven types of cooling devices

3.1.3 ハイブリッドシステム
　自動車では既に浸透しているハイブリッドシス
テムはエンジンとモータを動力源としての低速域
でモータ単独またはモータアシスト、減速時にエ
ネルギー回生の使い方で燃費を向上させている。
今回、建機にハイブリッドシステムを導入するに
あたり建機特有の使われ方に合わせたシステムを
検討した。
　先ず、油圧ショベルの使われ方の調査をし、平均
的に特定負荷に集中していることが分かった。

　このようにエンジンへの要求負荷域が出力点の
手前に集中して使われる場合、エンジンのみで駆
動すると最良燃費点でないところを使われ燃費へ
の貢献度が下がる。そこで今回モータアシストが
得られる条件があるので頻度の高いところに最良
燃費点を合わせ、さらに高負荷を要求される領域
に対してモータがアシストし最良燃費を維持、且
つ出力を確保。
　要求出力が高頻度域を下回る場合はリチウムイ
オンバッテリの状態により発電する仕組みとし
た。

　この結果、リチウムイオンバッテリの制御マ
ネージメント、油圧ポンプの効率改善等の日立建
機担当分を含め機体全体で12％の低燃費を達成。

図3.9 主な掘削モード
Fig.3.9 Main drilling mode

時間

例：掘削モード

ト
ル
ク

図3.10 負荷と燃費の関係図
Fig.3.10 Relationship between load and fuel consumption

ディーゼルエンジン最良燃費領域

作業負担低

エンジン
ディーゼルエンジンのみ

ディーゼルエンジン　　
+モータ

作
業
頻
度

エンジン モータ

作業負担高
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れており、仕様変更できないセンサー類は12Vの
ままエレクトロニクス事業部のDC-DCコンバー
タで24V→12V化対応。
　仕様変更ができる補機類（スタータ、オルタネー
タ等）を24V仕様に変更。

3.2 PCU（Power Control Unit）

3.2.1 自動車用電子部品の採用
　基本的には、自動車（プリウス等）に搭載されてい
るリアインバータ（空冷）を水冷タイプとした構造。
　パワー素子などの部品をリアインバータと共通
化するとともに、回路部品も信頼性の高い自動車
用電子部品を採用している。

3.2.2 高放熱小型冷却器
　パワー素子の冷却にはロウ付けタイプの小型ア
ルミ冷却器を使用。内部の放熱フィンはピンフィ
ンを採用する事で、従来品に対して熱伝達率を2.6
倍向上している（図3.14）。この冷却器はパワー素
子を効率的に冷却する事ができ、レイアウト性に
も優れる事からPCUの小型化にも大きく寄与して
いる。

　図3.15にパワー素子押さえ構造を示す。
　パワー素子は樹脂モールドされた2in1パッケー
ジで、板バネにて小型冷却器に押し当てられる。
　また、板バネは基板を固定する基板ブラケット

図3.13 PCU外観
Fig.3.13 Appeatance of PCU

図3.14 熱伝達率
Fig.3.14 Heat transfer coefficient

従来品

良い

2.6times

開発品

によって押圧されるシンプルな構造で、少ない部
品点数で放熱系を構成している。

3.2.3 耐振性・耐油性
　耐振性についてはお客様の仕様に合わせてアル
ミケースの強度を向上した。
　また耐油性については実際に建機で使われる作
動油での評価をもとに樹脂やゴム部品の材質選定
を行った。

3.3 アシストモータ

3.3.1 アシストモータ構造
　新開発モータはハイブリッドフォークリフトの
エンジン、モータ一体化構造をベースにエンジン
直結構造により薄型化した。これによりエンジン
とモータ一体状態における軸長を短縮し従来機エ
ンジンルームへの搭載を実現した。

3.3.2 油圧ショベル搭載による課題
　油圧ショベルではエンジンから油圧ポンプへの
動力伝達部にダンパ機能を設けねじれ振動を吸収
する。今回のハイブリッドシステム搭載機種では
潤滑不要な樹脂製カップリングが使用された。一
方カップリング周囲には新開発のモータ、エンジ
ン、油圧ポンプといった熱源が存在（図3.16）し、
カップリング耐熱性が開発当初から課題であっ
た。この対策として①モータコアの渦電流損低減
②カップリングへの入熱遮断③モータ回転による
放熱を考慮し、固体・気体・液体の三相混合熱解析
モデルを新たに構築しモータ設計に反映した。

図3.15 パワーモジュール押さえ構造
Fig.3.15 Structure to push a power module to the cooling

surfaceHeat transfer coefficient

MGECU基板

基板ブラケット

押さえ板バネ

パワー素子

冷却器
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3.3.3 結果
　熱解析結果からカップリング温度は仕様温度
まで低減（図3.17）し、実機評価においても客先温
度基準をクリアし合格を得た。最終的にアシスト
モータは性能目標を達成した。

4 謝辞
　本製品はエンジン事業部、エレクトロニクス事
業部、技術開発本部開発第二部、トヨタL&Fカンパ
ニーそして産業用コンポーネント事業室が協業し
製品化した。
　5事業体がコラボしての製品化は当社として初
めての取り組みであり、また、足掛け7年の長期間
にわたる期間を要した。さまざまな課題、問題が
あったが、製品化できたのは「我々の持てる技術で
新しい製品を世の中に出したい」という目的のも
と一致団結した成果だと思う。
　製品化にあたって、日立建機様に多大なるご協
力をいただけたこと、また、各仕入先様にも感謝す
る。
　今後も低炭素社会に貢献できるよう努力する。

図3.16 樹脂カップリング配置
Fig.3.16 Place of resin coupling

エンジン：燃焼

樹脂カップリング

DPF：再生燃焼

アシストモータ：鉄損・銅損

油圧ポンプ：撹拌抵抗損

図3.17 熱解析シミュレーション結果
Fig.3.17 Result of thermal analysis simulation
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1 はじめに
　近年の環境に対する法規制強化に伴い、各車両
メーカにはHV/EV/PHV等の環境対応車両のライ
ンナップ拡充が求められている。’17/10月に国内
販売が開始された新型リーフは、世界トップレベ
ルの環境性能を実現しつつ、前モデルで228km
であった連続航続距離を400kmへのばすなど、
車両性能を大幅に向上させている※1。
　今回、この新型リーフ向けに電気自動車シス
テ ム の 主 要 構 成 部 品 で あ るPower Delivery 
Module（以下、PDM）を開発したので、その概
要について紹介する。PDMとは車載充電器※2、
DCDCコンバーター※3、高圧Junction Box（以下、
高圧J/B）※4を一体化したシステム製品である。
※1　 一充電走行距離は定められた試験条件での

値です。お客さまの使用環境（気象、渋滞等）
や運転方法（急発進、エアコン使用等）、整備
状況（タイヤの空気圧等）に応じて値は異な
ります。電気自動車は、走り方や使い方、使
用環境等によって航続可能距離が大きく異
なります。［1］

※2　 家庭用の交流電源を直流電圧に変換し、走
行用高圧バッテリーを充電するユニット

※3　 走行用高圧バッテリーの直流電圧を降圧
し、補機用バッテリーを充電するユニット

※4　 上記高圧電流と急速充電時の電流経路、及
び急速充電リレーからなるユニット

2 製品の特長
　車載充電器はグローバルな普通充電インフラに
適合させるため、AC100VからAC240Vの入力電
圧に対応可能な設計としている。

図1 新型リーフ外観［1］
Fig.1 appearance of the new LEAF［1］

PDM

インバーター

モーター

表1 車載充電器仕様
Table1 On-board charger specification

入力電圧 100～240Vrms
最大入力電流 18Arms

最大電力 3kW級
冷却方法 水冷

新型リーフ向けPDMの開発
Development of Power Delivery Module for the new LEAF

＊1
津田 晋佑
Shinsuke Tsuda
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村山 陽一

Yoichi Murayama

＊2
小池 秀児

Shuji Koike
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Masaki Kato

＊3
林 孝雄

Takao Hayashi
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八島 基衛
Motoe Yashima

＊1 エレクトロニクス事業部 技術部 電源システム技術第2室 第2G　＊2 エレクトロニクス事業部 技術部 制御技術室 第2G　＊3 エレクトロニクス事業部 技術部 パッケージ技術室 第2G

要　旨 　近年の環境対応や燃料高騰による省エネルギー要求の高まりから、HV/EV/PHV分野の市場拡大は著しいものがあ
る。当社は電動車両に必要不可欠な、電圧変換機能を担う製品の開発を通じて、低炭素社会への貢献を目指している。
今回、次世代環境車の主力となる新型リーフ向けに、統合電源モジュール（PDM）を開発したので、その概要について紹
介する。

キーワード：新型リーフ、車載充電器、DCDCコンバーター

Abstract 　The market for HV/EV/PHV has been expanding due to recent environmental awareness and rising 
demand for energy saving caused by fuel surge. We hope to contribute to a low-carbon society 
through the development of voltage conversion products, which are indispensable for electric vehicles. 
We have developed a Power Delivery Module for New LEAF as the main eco-friendly car in next era, 
and this article describes the outline of this development.

Keywords: New LEAF, On-board charger, DCDC converter
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　DCDCコンバーターは、連続120A出力に対応
している。

　高圧J/Bは高圧系の電力経路となり、異常時に
は遮断するブレーカーの役割をもっている。

　PDMは、これらの構成部品を一体化したシステ
ム製品である。また、充電ECU機能の取り込みに
より、システム製品としてのさらなる高機能化を
実現している（図3）。

　充電ECUは基本機能である車載充電器・DCDC
コンバーターの制御や、車両内上位ECU・外部充
電スタンドとの通信を行う。また、診断ロバスト性
の向上による異常誤検知の防止や、不具合発生時
の解析・対応の早期化を目指した故障診断機能の

表2 DCDCコンバーター仕様
Table2 DCDC converter specification

出力電圧 12～16V
出力電流 120A
冷却方法 水冷

図2 PDM外観、爆発図
Fig.2 PDM appearance, deal drawing

カバー

ケース

水路プレート

高圧J/B

車載充電器

DCDCコンバーター

制御基板、充電ECU

図3 システム概要
Fig.3 system overview

向上など、車両の付加価値向上を実現する各種機
能を実装している。

3 構成要素の削減
　車載充電器、DCDCコンバーターは大きく変圧
/整流部、入力/出力フィルタ部、内部電源部、ECU
部の各機能にブロックわけされる。本開発では、一
体製品であるメリットを活かした高圧フィルタの
共通化、内部電源の共通化を実施、構成要素の削減
を達成した（図4）。

4 熱設計

4.1 発熱解析
　熱的に厳しい磁気部品に関しては、発熱モデル
の作成による事前確認を実施した。トランスコア
部、1、2次巻線部等の構成部品の詳細なモデリン
グ（図5）や、銅損/鉄損分布の解析（図6）により、よ
り正確な熱性能予測を可能にした。

図4 構成要素の削減
Fig.4 reduction of components

図5 DCDCトランス熱解析モデル
Fig.5 thermal analysis model of DCDC transformer

新型リーフ向けPDMの開発
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4.2 冷却性能の向上
　冷却水路形状のシミュレーションにより熱成立
性を確認した。最適な水路形状・フィン形状を選択
することで、熱的に厳しい部品（トランス、パワー
素子）の放熱性能を向上させた。
　各素子の詳細な熱解析と冷却水路形状の最適化
により、熱成立性の確認を行い、最終的には実機を
用いて搭載部品のオーバーヒートなきことを確認
した。

5 耐衝突設計
　本開発品は、モータ/インバータ直上という厳し
い振動環境に搭載される製品であった。また、モー
タルーム内に搭載されるため、車両衝突に対する
耐久性も同時に要求された。日産自動車様にご協
力いただき、荷重条件の解析と適切なクライテリ
アの設定により、製品形状の最適化を実施した。
　実車衝突試験結果と車両衝突シミュレーション
から製品に加えられる荷重を分析し、この荷重条
件を使用することで製品に発生する応力をより精
密に解析することが可能となった。また、実車評価
結果と発生応力の相関関係から、適切なクライテ
リアを設けることにより、製品重量を抑える設計
が可能となった（図8）。結果、耐衝突性能を確保し
つつ、約300gの製品重量の低減を達成した。

図6 平滑コイル発熱分布解析
Fig.6 heat dissipation analysis of coil

【ジュール熱分布】

【鉄損分布】

32.2

4428

【解析モデル】

図7 水路形状シミュレーション結果
Fig.7 waterway shape simulation

6 充電ECU機能の搭載

6.1 診断ロバスト性の向上
　ノイズ等の外乱で短期的な異常を検知した場
合、マイコンその他の周辺回路を一旦リセットし、
自動で充電を再開させる機能を実装した。この機
能により、お客様の利便性向上と誤ダイアグの抑
制を達成した。

6.2 故障診断機能の向上
　内部情報の解析を容易にする機能を搭載した。
　ECUの自己診断性能の強化により、異常を検知
した瞬間の各種センサ情報を保存することが可能
となった。ある製品が異常を検知した場合、CAN
通信ネットワーク上で、他製品にその情報を伝達
する。受け取った他製品はその時の自身の持つ情
報を保持する。異常が発生した瞬間の情報を確認
することにより、より詳細な故障解析を可能とし
た（図9）。

図8 形状最適化
Fig.8 shape optimization

【実車評価結果】

【クライテリア設定_イメージ】

亀裂深さ（mm）

16
13
2
0

610 860 900 1100
応力（MPa）

【応力解析結果】

【応力解析結果】【最終形状】

相関取り

発生応力

形状最適化

評価結果プロット

プロット

荷重条件

【車両衝突シミュレーション】

図9 異常発生時の動作概要
Fig.9 outline of operation in case of abnormality

解析ツール

CAN BUS

ECU（異常検知） ECU① ECU②

1）異常検知したECUから異常発生情報の伝達
2）各ECUはその瞬間の情報を保持
3）専用解析ツールを用いた異常時情報の読み出し

豊田自動織機技報   No.69 豊田自動織機技報   No.69

　製
品
技
術
紹
介

53

　また、従来のドキュメントベース開発の課題で
あった文章解釈の誤りによる工数増加に対して
も、モデルベース開発では改善効果があった。図
12は開発フェーズあたりの仕様解釈に関する質
疑応答件数を示している。従来のドキュメント
ベース開発時と比較して10分の1以下であり、開
発工数の大幅な削減に貢献した。前記の小さな開
発サイクルによる手戻り削減と、仕様解釈に関す
る質疑応答件数の削減により、開発フェーズあた
りの開発工数を半減することができた（図13）。

7 まとめ
　本開発は、車載充電器とDCDCコンバーターの
一体化、充電ECUの取り込みなど、事業部として
初となる取り組みの多い開発であった。また、水冷
方式やモータルーム搭載など、当社の車載充電器
としては今まで実績のなかった仕様への対応も必
要となった。
　シミュレーションを活用した事前目処付けや、
モデルベース開発の取り組みにより、手戻りの少
ない効率的な製品開発を実施できた。
　最後に、本開発にあたり多大なご指導・ご協力を
いただきました日産自動車株式会社様をはじめと
する社内外の関係部署の皆様に深く感謝致しま
す。

図11 開発サイクル比較
Fig.11 development cycle comparison

紙仕様

要求分析

システム設計

構成設計

詳細設計

コーディング

単体検査

結合検査

製品検査

機能検査

要求分析

システム設計

構成設計

詳細設計

コーディング

単体検査

結合検査

製品検査

日産様作業領域

tico作業領域

機能検査

モデルベース

図12 QA件数比較
Fig.12 QA count
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図13 開発工数比較
Fig.13 development man-hours

　また、製品の内部情報をCAN通信により外部か
ら確認できる機能を追加している。
　特長として、従来は最終的な異常発生情報のみ
であった内部情報の取得を、異常発生に至るプロ
セスの情報まで取得できるようにしたことがあげ
られる。製品開発時の動作解析や、不具合発生時の
解析の効率化につながった。

6.3 モデルベース開発
　今回、日産自動車様で取り組まれているモデル
ベース開発に協力させていただいた。モデルベー
ス開発とは、ソフト仕様を文章で表現されたド
キュメントではなく、ブロック図で表現されたシ
ミュレーションモデルで取り交わす開発プロセス
である。図10に一例として電力演算仕様をドキュ
メントベースで表現した場合とモデルベースで表
現した場合の比較を示す。ソフトに要求される機
能は年々増加傾向にあり、それに伴い仕様を表現
する文章もより複雑化している。モデルベース開
発では、仕様をand、or、swなどの論理記号を用い
て記述することにより、簡潔に表現することが可
能となっている。

　このシミュレーションモデル仕様は「実行可能
な仕様書」とも呼ばれ、シミュレーションを実行す
ることにより、仕様整合性の確認が可能となって
いる。シミュレーション実行ツールを日産様と共
有することにより、仕様整合性の確認を双方向で
行うことが可能となり、より小さな開発サイクル
をまわすことによる開発手戻りの削減につながっ
た（図11）。

図10 ドキュメントベース、モデルベース比較
Fig.10 comparison of document base and model base

ドキュメントベース
【パラメータ要求事項】

【電力演算】

【異常時処理】
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それ以外

計算式
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出力電力

積算

×
sw1

sw20kW

上限値
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出力電流
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　拡大する電動車両市場にあわせ、お客様の仕様要求も多様化する厳しい環境のなか、事業部として、ユ
ニットの提案だけでなくシステムとしての提案ができるサプライヤーへの成長が急務と感じています。
　そんな中、今回、日産自動車様から充電器、DCDCコンバーター、高圧J/Bを一体化したシステム製品開発
のお話をいただきました。また、同時に充電ECUも取り込むという新規取り組みの多い製品開発となりま
した。
　そのため、多くの部署を巻き込んだ開発体制が不可欠でした。開発当初は、関連部署との調整や仕様の整
合性確保を確実に実施することができるのかと危惧しておりましたが、関係各部署が目標達成のために協
力し、なんとか量産の日を迎えることができました。
　今後もより付加価値の高い製品作りを目指し、お客様に喜んでいただける充電システムの開発に取り組
んでいきたいと考えております。

開発の経緯と開発者の思い
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1 はじめに
　ウォータージェット織機は水の力を利用して糸

（化学繊維）を飛ばして布を織る機械である。つく
られた布は衣料やエアバッグなど様々な製品とな
る。
　この度、50年にわたり熟成されてきたLWシ
リーズウォータージェット織機の新モデルを開発
した。従来の高いよこ入れ技術を更に進化させ、世
界トップシェアを誇るJAT810の高い基本性能・
汎用性・操作性を融合させたLWT810について紹
介する（図1）。

2 開発のねらい
　お客様の声に応えるため、以下の項目に重点を
置き、開発を行った。
・高品質・高生産
・操作性向上・製織支援
・工場管理

図1 ウォータージェット織機LWT810の外観
Fig.1 Appearance of water jet loom LWT810

3 開発項目

3.1 高品質・高生産
　近年、極細糸を使用した高級衣料やエアバッグ
などの産業資材といった高難度織物の需要が高
まっており、より糸に優しく高品質な織物を高生
産可能な織機への要望が強まっている。LWT810
ではこの市場のニーズに応えるために、主にお
さ打ち装置・よこ入れノズルを開発し、また、省ス
ペース化を図った。

1）低打点おさ打ち
　よこ糸をおさで打込み、織物にする運動を“おさ
打ち”という。おさはその構造の特徴から（図2）、
中央部の振動が大きく、上下端に近いほど振動が
小さい。同一のたて糸開口量を確保しつつ、おさの
下部に近い位置で打込みを行う軌跡に変更したこ
とで（図3）、たて糸へのダメージのより少ない製
織が可能となった。

図2 おさの構造
Fig.2 Structure of reed

新型ウォータージェット織機LWT810の紹介
The New Water Jet Loom LWT810

＊1
村上 達也

Tatsuya Murakami

＊1 繊維機械事業部 技術部

要　旨 　50年にわたり熟成されてきたウォータージェット織機のモデルチェンジを行った。新型ウォータージェット織機
LWT810では高品質な織物を高生産できるよう、おさ打ち装置・よこ入れノズルを開発した。また、電装システムを
一新したことで、操作性が向上し、管理・保全業務が効率化された。新装置、システムと世界トップシェアを誇るエア
ジェット織機JAT810の技術を融合したことで、お客様から信頼される織機となったことを確信している。

キーワード：ウォータージェット織機、工場管理システム

Abstract 　A full model changeover of water jet loom had been made over 50 years of field-proven 
performance. In the new water jet loom LWT810, we have developed new beating motion and new 
weft insertion nozzle to achieve both high quality and high production. The new electrical system 
improves operability and bring efficiency to maintenance work. We are convinced that LWT810 will 
gain wide market acceptance by new developed device, new system, and by merging our top share air 
jet loom JAT810 technology.

Keywords: water jet loom, factory management system
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2）マイクロノズル
　よこ糸を開口の中に挿入する運動“よこ入れ”を
行うためのノズルを開発した。
　新型のマイクロノズルは、小型化により2色仕
様のノズルの中心間距離を35％短縮している。
2つのノズル間の距離が短縮されたことで、よこ
入れ時間を長くすることができ、よこ入れ時間を
長くすることが機台の回転数アップにつながる
（図4）。

　また、ノズル単体の性能も向上させた。流体解析
を活用してノズル構造を最適化することで、よこ
糸の糸姿勢を大幅に改善した。よこ糸姿勢が改善
されたことで、よこ糸がたて糸にひっかかるミス
（機台停止）が減り、稼働率が向上し、飛走方向の調
整も容易化された（図5）。

図3 低打点おさ打ち
Fig.3 Low point beating

新型機
従来機

たて糸おさ

高低

打点

図4 マイクロノズル
Fig.4 Micro nozzle

新型機
従来機

よこ入れ時間
長
短

小
大

ノズル間隔

3）省スペース化
　メインモータの配置を変更し、織機の回転数を
変更させるためのインバータをコントロールボッ
クスに内蔵したことで、機台の幅、奥行き方向とも
縮小した（図6）。

　同じスペースに設置できる台数が増えることは
もちろん、旧機種LW600、LWT710からのスムー
ズな置換えが可能である。

3.2 操作性・製織支援
　近年の市場拡大にともない、お客様工場では熟
練技術者の不足が問題となり、操作性容易化の
ニーズが高まっている。また、メイン市場である新
興国の人件費は上昇傾向である。このため人件費
削減をねらいとした自動化、管理・保全業務の効率

図5 糸姿勢の違い
Fig.5 Difference of yarn straightness

糸姿勢：悪

糸先端
折返し

糸先端
真直ぐ

糸姿勢：良

図6 省スペース化
Fig.6 Space reduction

従来機

新型機

インバータ
内蔵化
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化を強く要望されるようになっている。そこで、電
装システムを一新し、操作性向上、管理・保全業務
効率化に取り組んだ。

1）新型ファンクションパネル
　作業者が織機の操作を行うためのファンク
ションパネルに12インチの大型パネルを採用し

（図7）、操作性を向上させた。ファンクションパネ
ルには装置をイメージしたアイコンを実際の機
台をイメージした配置で並べることで、作業者は
より視覚的に簡単な操作ができる（図8）。また、調
整に必要な機台情報もより視覚的に表示できる
ようになった（図9）。

図7 ファンクションパネル
Fig.7 Fanction panel

図8 操作画面
Fig.8 Operation screen

2）WAS（Weaving Assist System）
　織物条件を選択するだけで製織条件を自動設
定する従来の機能に加え、止段やミス率低減をサ
ポートする調整支援機能を追加した。
　初めに、ICS（Initial Condition Setting）が織物
規格に応じて推奨条件を提示する。その後も機台
の条件と稼動状況を監視し、お客様に合った最適
な条件を導き出せるよう支援する（図10）。

3.3 工場管理
　多数の織機が24時間稼動する織布工場では、機
台稼働状況、製織布品質など、さまざまな情報を管
理する必要があり、多くの工数を要している。更
に、近年の人件費高騰の影響もあり、より効率的に
管理業務を行いたいというニーズが高まってい
る。これらのニーズに応えるため、新工場管理シス
テムFACT（FACTory Management System）を
開発した。

図9 機台情報画面
Fig.9 Machine information screen

図10 WAS
Fig.10 WAS

新型ウォータージェット織機LWT810の紹介
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3）ファンクションパネル、タブレット端末とのリンク
　従来、事務所のパソコンでしか見られなかった
各種データが、現場で機台ファンクションパネル
からも確認可能となった。またタブレット端末か
らも、いつでも手軽に確認できるようになり、マネ
ジメントの自由度が向上した。
　この結果、新システムは、生産データを集計・表
示するという従来のモニタリングの概念を超え
て、工場全体の操業管理を様々な切り口からサ
ポートできるシステムへと進化した。

4 おわりに
　ウォータージェット織機LWT810の開発の
ねらい、主要開発項目について概要を紹介した。
LWT710に新装置・システム・JAT810の技術を
融合させたことで、世界最高レベルの織物品質と
稼働を両立するウォータージェット織機の開発が
できたと確信している。
　今後も、多様化する織布業界のニーズに応える
ため、常にお客様の声に耳を傾け、更なる織機の性
能向上に向けて努力していきたい。

1）工場リアルタイムモニター
　稼働データを常時自動収集し、モニタリングす
ることで、異常機台や切下し機台などの早期発見
が可能である。また、実際の工場レイアウトと画面
上の機台配列が同一であるため、機台の特定が容
易である（図11）。

2）稼働データ分析
　各種稼働データの分析機能を追加することで、
より効率的な操業管理が可能となった。データ分
析機能のひとつに、製織途中の布がいつ（何mの
ときに）、どのような原因で停止したかを視覚的
に分かりやすく表示する「クロスロールマップ機
能」がある。この分析結果を後工程（布検査工程）
に展開・連携させることで、作業の効率化を図り、
前工程（製織工程）での品質改善、操業管理を強化
する（図12）。

図11 工場リアルタイムモニター
Fig.11 Factory real time monitor

図12 クロスロールマップ
Fig.12 Cloth roll map

クロスロール 停止位置・停止要因
を記録
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■ 著 者 紹 介 ■

村上 達也

新型ウォータージェット織機LWT810の紹介

新型ウォータージェット織機LWT810の紹介
　2013年に販売開始したエアジェット織機JAT810に続き、ウォータージェット織機の新モデルLWT810
を開発しました。限られた工数の中での開発でしたが、お客様の声にしっかり耳を傾けたことで、適切に開
発項目を選定できたと思います。
　開発項目の中でも特に“よこ糸”を飛ばすノズルは、織機の心臓とも言える装置であり、30年以上も基本
設計が変わらず使い続けられているため、変更の困難な装置でした。ノズルの役割である“よこ入れ”の要求
性能をクリアすることはもちろんですが、365日24時間フル稼働で使用されるため、耐久性やメンテナン
ス性の問題に想像以上に苦労しました。それでも評価先のお客様の工場を何度も訪問し、粘り強く確認と改
良を繰り返したことで、お客様に満足頂けるノズルができたと感じています。

開発の経緯と開発者の思い
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1 発明の背景
　水噴射式織機の緯入れ用ポンプ装置は、プラン
ジャの吸入工程において、プランジャをスプリン
グの弾力に抗して変位させることにより、スプリ
ングを蓄勢し、蓄勢したスプリングによりプラン
ジャの吐出工程を行い、緯入れノズルに噴射水を
供給する。
　従来の水噴射式織機における水噴射装置として
は、スプリングケース内に複数のスプリングが同
心円状として二重に設けられ、これらのスプリン
グは互いに固有振動数の異なる複数のスプリング
として作用するように構成されているものが知ら
れている（図1）。

　しかしながら、従来の緯入れ用ポンプ装置では、
スプリングケース内に複数のコイルスプリングが
収納されているから、コイルスプリングの組み付
けが難しいという問題がある。

2 発明の概要
　本発明では、プランジャを復動方向へ付勢する
第1コイルばねと、プランジャを往動方向へ駆動
するカム機構と、カム機構が有するカムレバーと、
カムレバーとプランジャを連結する第1リンク

図1 従来の水噴射装置を示す断面図
Fig.1 Cross-sectional view showing a conventional water

injection device

スプリング
spring

スプリングケース
spring case

プランジャ
plunger

と、カムレバーを復動方向へ付勢する第2コイル
ばねと、カムレバーと第2コイルばねとを連結す
る第2リンクを設ける（図2）。

3 発明の効果
　本発明によれば、第1コイルばねおよび第2コイ
ルばねを共にポンプハウジング内に設ける必要が
ないことから、第1コイルばねおよび第2コイルば
ねを別々に組み付けることができ、従来よりもコ
イルばねの組み付けが容易となる。また、第1コイ
ルばねのばね力は第1リンクに、第2コイルばねの
ばね力は第2リンクにそれぞれ分散して掛かるた
め、各リンクの構成を簡易にでき、水噴射装置の信
頼性や耐久性が向上する。

図2 本発明の水噴射装置を示す側面図
Fig.2 Side view showing the water injection device of the

invention

第２コイルばね
second coil 
spring

第２リンク
second link

第１リンク
first link

第１コイルばね
first coil spring

プランジャ
plunger

カム機構
cam mechanismカムレバー

cam lever

水噴射式織機における水噴射装置　特許5521588号
Water Jet Device of Water Jet Loom

＊1
酒井 正信

Masanobu Sakai

＊1
杉山 浩正

Hiromasa Sugiyama

＊1
辻本 康一

Koichi Tsujimoto

＊1
角谷 謙治
Kenji Sumiya

＊1 繊維機械事業部 技術部

新型ウォータージェット織機に関連した優秀発明紹介

PDM

Inverter

Motor

Product Technology
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　刻 と々変化を続ける現代社会。豊田自動織機がその社会で存在
感を放ち続けるためには、時代の波に乗るだけでなく、自らの力で
これからの時代を切り拓いていくことが求められる。
　2011年秋に制定された「2020年ビジョン」は、そんな未来にお
ける企業経営の道筋を示している。ビジョンには「お客様のニーズ
を先取りする商品・サービスを継続的に提供することで、世界の
産業・社会基盤を支え、豊かな生活と温かい社会づくりに貢献す
る」という一文が掲げられ、このビジョンをかなえるために「Value 
Chain（バリューチェーンの拡大）」、「World Market（世界市場
での事業展開）」、そして「Environment, Ecology & Energy
（環境・エネルギー技術革新）」というキーワードを立てている。

　特に最後の「3E」は、自動車や産業機械を生産している豊田自
動織機の使命とも言えるのではないか。地球温暖化や環境破壊を
少しでも軽減し、より良い地球環境を保持できなければ、豊かな生
活と温かい社会づくりには貢献できない。
　豊田自動織機はこの3Eの観点から、これまでもFCV向けのエア
コンプレッサーやFCフォークリフトなどの開発に取り組んできた。
今回紹介する「油圧ショベル用ハイブリッドユニットの開発」もそ
の一環であり、建設機械というこれまで踏み込んだことのない領域
への新たな挑戦でもある。

E n v i r o n m e n t ,  E c o l o g y  &  E n e r g y

6362

豊田自動織機 〔初〕 5事業体協業プロジェクト

未体験の
油圧ショベル用ハイブリッドユニット

その開発に挑む

プロジェクトが導いた
建設機械業界への道と

新たな可能性
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つの製品を開発することも、豊田自動織機の長い
歴史から見ても初めてのことである。そして世界
初の尿素SCRレスディーゼルハイブリッドエンジ
ンへの初挑戦。どんなに高い壁であっても、将来の
ビジョンや夢の実現のためには、その歩みを決し
て止めない。豊田自動織機のプライドをかけた挑
戦の始まりである。

第1章
尿素SCRレス
ディーゼルハイブリッド
エンジンの開発
最初のステップは、
免許を取ること

　アシストモーターやPCUは2011年ごろから開
発をスタート。その約2年後にあたる2013年から
エンジンの開発が始まった。これまでの知見がほ
とんど活かせない今回の開発は、いったい何から
着手したのだろうか。楠本に聞いてみた。
　「最初に取り組んだのは、免許を取ることです。
建設機械に載せるエンジンを開発するわけです
から、建設機械を動かせないと話にならない。だか
らエンジン開発の関係者は『車両系建設機械（整地
等）』の免許を取り、油圧ショベルがどのような動
きをするのか、また、エンジンはどう動くのかを体
感しました」。
　てっきりエンジン開発の話が出ると思ったが、
まさか建設機械の免許取得とは！しかし考えてみ
れば楠本の言葉通りである。まず油圧ショベルを
動かせなければ意味がない。免許を取るという初
歩の初歩から取り組んだと知り、あらためてこの
開発が一からのスタートであることを実感する。

ハイブリッドユニット

　実際に建設機械を初体験して、メンバーたちは
どんな印象を持ったのだろうか。エンジン事業部
の青木は言う。

　「クルマには足で踏み込んでエンジンのパワー
を調整するアクセルがありますが、油圧ショベル
にアクセルはなく、すべてレバーで操作します。な
ので、ショベルで土をすくうなどの動作が必要な
ときは、まずエンジンの回転数を上げていって一
定回転にしてから、レバーを操作して油圧をかけ
ていく。そんな方法で動かしていくんです」。
　同じくエンジン事業部の三田が続ける。
　「基本的にエンジン回転数は一定なんですよ。そ
こに掘削したり、旋回したりするときの負荷がか
かる。負荷がかかったときも、エンジンが負けない
ようにしなければいけない。エンジンの性能を超
えるような負荷がかかるときはアシストモーター
に助けてもらう。そんな仕組みです」。

　話を聞いていくと、エンジンで動く機械であっ
ても、建設機械は自動車とは違う構造や使われ方
をすることに気づく。自動車はアクセルを踏んで
エンジンの回転数を上げれば、力が出て速く走る
ことができる。
　「他にも低温始動性に大きな違いがあります。ク
ルマは低温下でもエンジンは2秒程でかかります

青木　秀樹
エンジン事業部　
技術部
開発第二室

三田　泰哉
エンジン事業部　
技術部
開発第二室
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序章
建設機械メーカーとの
協業、その背景
前モデルを超える環境にやさしい
ハイブリッドショベルをつくりたい

　油圧ショベル用ハイブリッドユニットの開発
は、建設機械業界で国内2位、世界では3位の規模
を持つ「日立建機株式会社（以下日立建機）」との協
業で行われた。では、なぜ日立建機と協業すること
になったのか。その発端を知るには、2011年まで
時を巻き戻さなければならない。
　日立建機から「従来機を超える環境にやさしい
ハイブリッドショベルをつくりたい」という依頼
を受けた。その後、エレクトロニクス事業部が開
発していた新しいPCUが非常にコンパクトで性
能が良いと日立建機の目に留まり、アシストモー
ターとPCUをセットで開発することになった。

世界初の尿素SCRレスエンジン
の開発を目指す

　一方、豊田自動織機のエンジン技術部では当時、
研究開発のアイテムとして条件は限られていたも
のの、尿素SCR（*1）レス技術を検討していた。尿素
SCRは、ディーゼルエンジンの排出ガス中に含まれ
るNOx（窒素酸化物）を低減するため、尿素水を使
い、NOxと化学反応を起こさせることで、窒素と水
に還元させる装置である。この装置をなくしたエ
ンジンとはどういうことだろうか？
　今回の開発でエンジンの取りまとめ役を担った
エンジン事業部の楠本はこう話す。

標準機
ZX200-3
2006年4月

100％

初代
ハイブリッド機
ZH200-A
2011年7月

20％減

第2世代
ハイブリッド機
ZH200-5B
2013年12月

第3世代
ハイブリッド機

ZH200-6
2017年9月

30％減
40％減

燃費低減率の推移

　「尿素水は高温で劣化し、低温で凍結する温度管
理が必要な液体です。その尿素SCRシステム搭載エ
ンジンは使い方にもよりますが燃料補給の2～3回
に1回の割合で尿素水補充が必要となり、インフラ
の整わない場所が主な作業場となるショベルの場
合、補充用の尿素水保管タンクも必要となります。
ユーザーにとってはランニングコストを押し上げ
ることになるので、尿素SCRシステムはないに越し
たことはない。建設機械の世界では、必ず尿素SCR
レスを希望されるお客様が存在すると確信してい
ました」。
　つまり尿素SCRレスのエンジンを開発するとい
うことは、NOxの排出量が非常に少ないディーゼ
ルエンジンをつくることとなり、それが実現すれ
ば、空気を汚さず環境にいい。しかも手間やコスト
もなくなるのだから、建設機械メーカーとしては
喉から手が出るほど欲しいエンジンである。
　豊田自動織機がこの尿素SCRレスのエンジンを
開発する構想を日立建機さんとの技術交流会で
報告したことで、日立建機さんの目の色が変わっ
た。日立建機さんとしては、そんな魅力的なエンジ
ンを開発するつもりならアシストモーター、PCU
もまとめてお願いしたいという話になる。ちなみ
にこのハイブリッドユニットが完成すれば、出力
74kWクラスで世界初、尿素SCRレスで2014年基
準のオフロード法をクリアすることになる。

「初」づくしの開発

　「初」という意味で言えば、今回の開発は「初」づ
くしとも言える。建設機械分野の参入は初。産業用
コンポーネント事業室を中心とし、エンジン事業
部、技術・開発本部開発第二部（以下開発第二部）、
エレクトロニクス事業部、トヨタL&Fカンパニーと
いう分野の違う5つの組織体が一緒になってひと

楠本　明彦
エンジン事業部　
技術部
開発第二室
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　楠本はそう説明してくれた。日立建機が国土交
通省に届け出た燃費は、1時間に8.7kg/標準動作の
燃料消費と書かれている（JCMAS燃費）。しかし、
この数値を聞いても一般の私たちではピンと来な
い。
　「そうですよね。油圧ショベルの燃料タンクは
400Lも入るので、余計に分かりにくいですよね。例
えば、先日購入したお客様とお話しする機会があ
り、現場のオペレーターさんが言うには、他社の同
クラスの油圧ショベルでは2日で給油していたと
ころ、このショベルは3日に延びたと。そういう感
想はいただいています」。
　2日が3日に延びたというのは、現場のオペレー
ターしか分かり得ないリアルな感想だ。油圧ショ
ベルを所有する会社の経営者は当然うれしいだろ
うし、オペレーターも給油の手間や時間を考える
とうれしいに違いない。

世界初・尿素SCRエンジンは
EGRとDPFが決め手

　排出ガスのクリーン化においては、尿素SCRシス
テムを使わず、オフロード法2014年基準に適合さ
せることが課題。そのためには、まずNOxの低減を
最優先に考えなければならない。当然、燃費性能や
出力も落とせない。青木は開発の難しさをこう語
る。
　「燃費を良くするためには、なるべく高温で燃料
を燃やしたい。でも、高温にすると空気中の窒素と
結びついて、NOxが発生してしまうんです。今回新
たに導入した低圧EGR（*2）システムによりNOx
の生成は抑制することができました。そうすると
今度は大量の煤が発生します。この課題を解決す
るためにDPF（*3）を採用したのです。クルマでは
考えられないような大きなDPFを採用して対応し
ています。これら主要アイテムとなるEGRとDPF
を強化したことで実現できたと言っていいでしょ
う」。
　青木はさらに「エンジン単体で低減している
NOxの量は、どの自動車よりも低いんですよ」と付
け加えた。建設機械用のエンジンを評価するのに、
自動車用の評価基準のすべては適用できないと
言ったが、自動車で培われた技術はエンジン開発
においてしっかりと活きている。その根本にあっ
たからこそ、この課題を解決することができ、世界
初の尿素SCRレスエンジンを生み出すことができ

たのだ。
　その他にも大量EGRを冷やすため、5.2Lエンジ
ン用の大型インタークーラーを採用したり、ラジ
エーターなど７つの冷却装置を冷やすために自動
車よりも1.5倍以上にもなる大型ファンを採用す
るなど、油圧ショベルならではの使われ方に適し
た補機類の開発にも力を入れた。

クルマでは求められない性能

　「クルマではありえない性能も求められました
ね」。
　そう切り出したのは三田だ。
　「建設機械は傾斜地で作業することがあるので、
傾斜地でも正常に動くかどうかが求められるんで
す。たとえば、肉を串に刺して回しながらロースト
する機械、ありますよね？　ああいうものを想像
してもらうと分かりやすいのですが、エンジンを
それに載せて全方位35度傾けた状態で維持し、正
常に動くかどうかを確かめるんです」。
　エンジンを傾けて運転することで、オイルが噴
き出すなどの問題が出てくる。また、燃費の面でも
どの方向に傾けてもクランクが油面に接しないよ
うにオイルパンを深くするなどの対応をし、課題
をクリアしていった。

DPF

マフラフィルタ

EGR
クーラ

吸気

排気

冷却水

EGR
遮断弁

インタ
クーラ

インタクーラ

EGRバルブ

EGRクーラ
クーラ/バイパス
切替バルブ

冷
却
水

EGR
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よね。でも、今回の仕様はモーターが故障した時で
もエンジンがかかるようにしたいとの要求があり
ました。その場合、エンジンがこれまで経験したこ
とのない負荷を背負ったまま始動しないといけな
いんです。30秒くらいでしょうか」。
　青木はそう付け加えた。油圧ショベルのエンジ
ンは油圧システムと直結していることもあり、自
動車の始動時よりも5、6倍の負荷がかかるという。
これはエンジンにとって、そうとう過酷な仕事を
強いられる。
　「とにかくクルマと建設機械はぜんぜん違うの
で、自動車で培ったノウハウや評価基準が使えな
いところが多くありましたね」。
　三田の言葉には実感がこもっていた。

性能を評価するための
油圧ベンチを碧南工場に設置

　建設機械を動かすための免許を取り、自動車用
のエンジンに求められる要素との違い、使われ方
の違いなどを知り、メンバーたちの基礎的な知識
も付いていた。いよいよ開発着手かと思ったが、ま
だ準備することがあった。開発第二部の渡邊はこ
う言う。

　「性能を評価するために、建設機械の油圧の負荷
も調整できるベンチを碧南工場につくったんで
す。日立建機さんの開発拠点は茨城県の土浦市に
ありましたから、毎回テストのために出張するの
は大変なので。碧南工場にモーター付の油圧ベン
チをつくることで、燃費や排ガスなどの評価が気
軽にできるようになりました」。
　当初は評価用の油圧ベンチを購入しようかとい
う話もあったという。しかし日立建機側から、買う
くらいなら私たちの使っていたものを貸しますよ
と助け船があったおかげで、開発環境はかなり良

くなったようだ。
　これでようやく開発の下準備は整った。いよい
よ本格的な開発が火蓋を切ることになる。

2日で空になった軽油が、
3日もった

　新しい油圧ショベルに載せるエンジンは「1KD」
が選ばれた。水冷直列4気筒3.0Lのディーゼルター
ボエンジンで、自動車ではハイエース、フォークリ
フトではトヨタL&Fカンパニーのジェネオにも搭
載されている。パワー、環境性、信頼性などが高次
元でバランスされているエンジンで、市場からの
評価も高い。先代のZH200-5Bに搭載されていた
5.2Lからダウンサイジングさせる狙いもあり、こ
のエンジンをベースにして油圧ショベル用に適合
させていくことになった。
　エンジンの開発において、もっとも重要と位
置付けられたのが「燃費の向上」と「排出ガスのク
リーン化」である。
　燃費においては、5.2Lから3.0Lへダウンサイジ
ングされていることから、燃費は良くなる傾向に
ある。しかし、燃費を向上させつつ、出力も保つと
いう背反事項をクリアするために、するべきこと
はたくさんあった。
　エンジンの特性上、高回転・高負荷側で一定の回
転数を保って運転を続けることがもっとも燃費に
効く。
　「そのために、ターボやインジェクターなどの仕
様変更やフリクション低減部品の採用でエンジン
を改良し、合わせて日立建機部品となる油圧ポン
プの改良で燃費を向上させていきました。どれだ
け燃費が向上したかは、その評価方法によって変
わるのですが、日立建機さんの燃費評価基準で言
うと、先代のZH200-5Bに対して12%の低減を実
現しています」。

日立建機から借り受けた油圧ベンチ

渡邊　治
技術・開発本部
開発第二部
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　日立建機側からも、車載用のPCUを使ってほし
いという要望があったそうだ。信頼性が高く、部品
の確保が一定期間、保証されるからというのがそ
の理由だ。もちろん、油圧ショベル用にゼロから開
発するよりコストが抑えられることも理由に含ま
れるだろう。
　「建設機械は自動車に比べて少量なので、専用に
開発すると時間もコストもかかります。だから開
発はいかに自動車用と共通化できるかに注力して
進めていきました」。
　ただ、豊田自動織機としても油圧ショベル用の
PCUを開発することは初めて。不安はなかったの
だろうか。
　「もちろん初めてなので不安はありました。で
も、車載用PCUに求められる要求性能はものすご
く高いので、それ以上の性能を求められることは
それほどないだろうと思っていました」。
　車載用PCUの開発で、日頃から高い目標に向
かって努力を重ねている須網。その言葉には静か
な自信に満ちあふれていた。

静かだからこそ気になる「音」

　油圧ショベルに搭載する上で、課題となったの
が耐振性や耐油性を持たせること。耐振性を持た

PCU

第2章
油圧ショベル用に最適化
させたPCUの開発
PCUへの静かなる自信

　PCUは「Power Control Unit」の略称で、アシ
ストモーターや旋回電動モーターの出力を制御す
る部品である。PCUはバッテリーとアシストモー
ターの間に位置し、バッテリーから直流電圧を受
け、モーターの三相交流に変換する。
　PCUの開発をスタートさせたのはいつだろう
か。エレクトロニクス事業部の須網に聞いた。
　「油圧ショベル用のPCUをつくるという話は
2013年くらいに聞きましたが、もともとこのPCU
は建設機械向けのハイブリッドエンジンに使用す
るつもりで開発を進めていたわけではないんです
よ。ごく一般的なPCUを開発しようと進めていた
ところ、今回の協業の話が持ち上がり、開発を進め
ていたPCUを提案することになりました。この当
時、開発していたPCUは、現号のプリウスのリアに
搭載されていて、これをベースにして建設機械向
けにアレンジしなおしています。なるべくコスト
を抑えられるようにPCUのキーデバイスとなるパ
ワーモジュールは共通化しています」。

須網　勝
エレクトロ
ニクス事業部
技術部
電源システム
技術第三室

方式のレイアウトになっていることで、短い動線での部
品の出し入れが可能になりました。インパクトレンチは
締め付ける部位によって規定トルクになるよう、自動的
にトルクを調整してくれるんですよ。

――画期的なアイデアですね。

楠本　これは力の弱い方々に向けたラインづくりであ
り、ミスが起こらないラインづくりでもあります。ライン
従事者に負担をかけないという意味では、別に女性や高
年齢者に限ったこと
ではありません。ゆ
くゆくはこの考え方
がさまざまな製造ラ
インに展開できるよ
うになっていくとい
いですね。
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ロデオのように
エンジンが揺れる！

　信頼性を向上させるのも三田の役割だ。
　「とにかくこちらは建設機械初心者なので、日立
建機さんと使用環境や条件、変化点などを議論し
ながら洗い出し、200を超える評価項目を挙げ、一
つひとつ潰し込んでいきました」。
　その中でも印象に残っているのが、振動や段差
乗り越えの項目だったという。
　「油圧ショベルは不整地を移動することが多く、
サスペンションも付いていないので、路面の段差
や凸凹の影響を直接受けます。不整地を移動した
り、「段差を乗り越える際の振動を再現する「油圧
ショベルの振動条件を再現できる試験ベンチ」と
いう、イメージは飛行機のシミュレータのような
レイアウトの振動試験機があり、それで評価する
んですが、その光景を目の当たりにして、エンジ
ンってこんなに揺れるんだ！と驚きました」。
　それはまるでロデオのようだったと三田は言
う。あまりの揺れの大きさにエンジンマウントは
自動車用を流用しても「これでは絶対にもたない」
と確信したそうだ。

スピードと最適な提案
その対応力で信頼を勝ち得る

　信頼性向上のための評価をするのは、もちろん
これが初めてのこと。やることなすことすべて初
体験だ。そんな難しい状況の中、三田のモチベー
ションを支えたひとつの想いがあった。
　「このプロジェクトは、新規顧客の開拓という面
でエンジン事業部の中でも非常に注目されてい
ました。だから私たちもいままで以上に気合いを
入れた仕事なんですね。日立建機さんの信頼を得
るためには、まず対応力をアピールしたい。たとえ
ば、土浦工場で何かしらの問題が起きた場合、その
場で解決方法を提示するなど、スピード感のある
対応を心がけました。これはエンジンだけじゃな
く、アシストモーターの皆さんも心がけていたこ
とだと思います」。
　開発者が直接現地で折衝し、顧客と向き合う姿
勢は、日立建機にも伝わり、高い評価を得ることが
できたという。
　「普通は開発しているご本人がうちに来ること
はあまりないのですが、豊田自動織機さんは直接
ご本人がいらっしゃるんですね」。
　日立建機の担当者が実際にそのように言ったか
どうかは分からないが、きっとそんな想いだった
だろう。

女性や高年齢者など
力の弱い人でも
ハイブリッドユニットを
組み付けられる工夫
今回の油圧ショベル用ハイブ
リッドユニットは、碧南工場で
組み付け、日立建機に出荷され
ている。この組み付けでユニー
クな取り組みをしていると聞
き、エンジン事業部の楠本に尋
ねてみた。

――碧南工場でのユニークな取り組みですが、その背景
から教えてください。

楠本　油圧ショベル用ハイブリッドユニットは少量生産
なので、エンジンとアシストモーターを組み付けるライ
ンにそれほど人的リソースをかけられない事情がありま
す。そこで生産技術のメンバーが、女性や高年齢者でも組
み付けられるような独自のラインを構築してくれまし
た。

――建設機械に使われるような巨大なユニットを女性や
高年齢者が組み付けているんですか!?

楠本　ええ。たとえば重い部品を持つときは、リンク機構
を使った“カラクリ”で小さな力でも持ち上げられるよう
にしています。また、品質チェックもタブレットと作業内
容が連動し、ミスのない作業が実現します。さらに“屋台”

Column
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長時間に及ぶ耐久試験

　評価方法は自動車と違い、日立建機独自の条件
や時間があり、須網自身も新鮮に感じたそうだ。
「評価は私たちの持っている設備ではできないの
で、日立建機さんの設備を借りて評価をしました。
また実機での数千時間に及ぶ耐久試験があると聞
き、驚きました」。
　開発第二部の片江が補足する。
　「山をショベルで削って、削った土をすくって、
また別の場所に山をつくって、それをまた削って
……というテストを延々とやるんです」。
　自動車では意図的に条件を厳しくして評価する
加速試験と呼ばれる方法を採ることが多いが、建
設機械では現場で行う動作をそのまま再現して評
価していることに衝撃を受けたと須網は言う。た
だ、開発全体を通してみると、PCUに関してはそれ
ほど大きな壁はなかったように思える。
　「そうですね。もちろん開発においては毎回苦労

するし、課題解決のために頭を悩ませることは多
くあります。しかし、今回は車載用を使うという
条件があったし、厳しい自動車業界で何度も高い
ハードルを乗り越えてきたPCUがありましたから
ね。そのポテンシャルに助けられた部分が大きい
と思います。PCUをずっと開発しつづけてきた豊
田自動織機の底力を見せることができたんじゃな
いですかね」。

片江　健一
技術・開発本部
開発第二部

析結果などいろんなデータを開示してくれましたね。

――エンジン開発において、日立建機から学びたいこと
などはありましたか？

青木　日立建機さんとのやりとりの中で「8割自信が
あったら前に進め」という言葉を聞きました。この考え
方が、時間がない中でもスピーディーに開発を進められ
た根本かと思います。
三田　彼らは打ち合わせや会議をした後、毎回ラップ
アップをしているのが印象に残っています。議論した内
容を振り返り、結論づける。宿題も明確にする。細かいこ
とですが、そういったことを毎回しっかりと行い、情報
を共有し、次にやるべきことをはっきりさせるのはとて
も大切なことだと思いましたね。

――アシストモーターの開発においてはいかがですか？

藤田　たとえば、何か問題が起きたとき。その原因を突
き止めるために、あきらめることなく徹底的に追い求め
ます。そういった姿勢や執念は、私たちと共通していま
したし、忘れてはならないマインドだと思いましたね。
渡邊　開発過程では不具合もありましたが、日立建機さ
んは忍耐強く評価などに協力してくれました。不具合の
原因や責任の所在に終始するのではなく『プロジェクト

として結果を出すためにはどうすればいいのか？』とい
う目指すべき最終地点を常に見ていたように思います。
そういった前向きな姿勢で臨むことの大切さをあらた
めて実感しました。
片江　日立建機さんは日立グループという大きな組織
の一員ですが、その傘に甘えることなく、非常に独立心
が強いメーカーさんだと思いましたね。品質についても
こだわりが強く「めざせ！【kenkijin】」というスローガン
を掲げ、業界のトップを目指すという気持ちをひしひし
と感じました。そのハングリー精神は、私たちも決して
忘れてはならないと思いました。

――開発を終えた後、日立建機とのコミュニケーション
はありますか？

伊藤　はい。油圧ショベル用ハイブリッドユニットの開
発後も、定期的に交流会を開いています。油圧ショベル
に限らず、日立建機さんに貢献できる技術はまだまだあ
ると思っています。今後もコミュニケーションを図りな
がら、技術を提供提案
し、建設機械の知見を
蓄えていきたいです
ね。
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のモーター音を人の可聴域から外すことができ
ると考えた。しかし、キャリア周波数を上げると、
PCUの素子が熱を持ってしまう。
　「音はモーターの回転が上がっていく際、ごく低
い回転数で発生します。なのでこの回転数をもっ
と低くすることで、音を聞こえにくくしようと工
夫しました。あわせて素子が持つ温度を常にモニ
ターし、温度が上がらない状況なら周波数を下げ
るのを止める制御を組み込みました」。
　音を完全になくすというよりも、音の発生時間
を短くしたり、聞こえにくくすることで、音が気に
ならなくするという作戦だ。モーターが動き出す、
ごく初期に一瞬鳴ったと思ったら、すぐに消えて
しまう。そんなイメージを持ってもらえば分かり
やすいかもしれない。
　「実際、オペレーターの方にも聞いてもらいまし
たが『聞こえない』という評価をいただきました。
本当は鳴っているんですけどね」。

せることは、サスペンションのない油圧ショベル
ならではの対策だが、これについてはPCUケース
の車体に取り付ける脚の部分の剛性を上げるとと
もに固定するボルト径もアップした。
　耐油性については実際に建機で使われる作動油
での評価をもとに、樹脂部品の材質見直しを行っ
た。これらはほぼ想定内の課題だったが、須網はひ
とつだけ意外なトラブルに悩まされたという。
　「音です。開発途中に発生した課題なんですが、
PCUが発する特有の音を何とかしたかった。油圧
ショベルは建設現場で使うことが多いので、音な
んて気にならないでしょうと思われるかもしれま
せん。しかし、PCUはキャビンのすぐ後ろに設置さ
れていて、ハイブリッドの油圧ショベルはキャビ
ン内もけっこう静かなんです。だから作業の邪魔
になる耳障りな音はなくしたかったんです」。
　その音の正体は、インバーターのキャリア周波
数（*4）に同期して発生する高周波音だ。須網はこ
のキャリア周波数を上げれば、問題となる高周波

 

豊田自動織機初！
建設機械業界の企業と
コラボレーションすることで、
見えてきたこと、学んだこと。
今回の開発は、建設機械（油圧ショベル）にハイブ
リッドユニットを提供するという豊田自動織機とし
ては初めての試み。業界の違う企業とのコラボレー
ションで、開発メンバーたちはどんなことを学び、感
じ取ったのだろうか。

――今回、初めて建設機械業界の企業と協業することに
なり、期待や不安があったと思いますが。

伊藤　そうですね。5つの事業体が一緒になって1つの
製品を提供するのも
初めてなので、最初は
不安もありました。会
社が違えば、その会社
で使われている言語、
時間の感覚、仕事の進

め方、品質に対する要求レベルなども違いますから、ま
ずは日立建機さんの開発担当者と顔を合わせ、とにかく
話し合いました。日立建機さんの開発拠点は茨城県の土
浦にあり、お互いの拠点の中間にある豊田自動織機の東
京支社で何度も打ち合わせを繰り返しました。

――まずお互いを知るために、コミュニケーションを頻
繁に図ったということですね。

伊藤　はい。仕様の打ち合わせやどんな技術を持ってい
るのかなどを話し合いました。1週間に1度、長いときだ
と4、5時間に及ぶこともありました。打ち合わせを繰り
返していく中で、だんだんと日立建機さんの要求レベル
などが分かってきましたが、評価基準が定量化されない
まま、議論して話を進めなければならないのは難しかっ
たですね。
片江　建設機械の業界は“プロオペ”という方たちが
いて、実際に建設機械を運転し、音、振動、ドライバビリ
ティなどを感覚で判断するんです。もちろん定量化され
ている評価基準もありますが、感覚の部分は私たちに経
験がない分、難しかったです。
楠本　日立建機さんはエンジンをつくっていないので、
エンジンに対してどれだけ理解があるのかなど、開発初
期は探り探りでした。開発については非常に協力的で、
何か要求をしてもその目的がしっかりとしていれば、解

Column
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た。懸念の熱もシミュレーションと実測値の差は
4deg。これには日立建機の担当者も「よくここま
で合わせられましたね！」と驚きの声をあげたと
いう。きっと開発メンバーはその声を聞き、心の中
でガッツポーズをしていただろう。

トヨタL&Fカンパニーの協力

　コンパクトで高出力なモーターの設計が固ま
り、いよいよ製造に入るのだが、モーターの製造は
どこが行ったのだろうか。
　伊藤は言う。
　「モーターの製造は外部にお願いしました。モー
ターの担当は産業用コンポーネント事業室と開発
第二部なんですが、調達、新車進行機能を含んだ生
産管理、品質保証などの機能は持っていません。そ
こで不足する機能については、トヨタL&Fカンパ
ニーの各部門に協力を仰ぎました」。
　本来、これらの業務はトヨタL&Fカンパニーの範
疇以外のものだ。しかし、このような部品事業にもか
かわらず、トヨタL&Fカンパニーの担当者はとても
親身になり、協力的に活動を展開してくれたという。
そのおかげでモーター製造は問題なく立ち上がり、
無事に生産することができた。伊藤は感謝の言葉し
かないと繰り返し述べていたのが印象的だった。

第4章
チャレンジ精神が
切り拓いた
建設機械への道
過去に例を見ないほど
完成度の高いユニット

　エンジン、PCU、アシストモーターそれぞれは、
開発をスタートさせた時期こそ違えど、最終的に
は足並みをそろえ、日立建機にハイブリッドユ
ニットとして納入。晴れて2017年9月、最新のハイ
ブリッド油圧ショベル「ZH200-6」が発売された。
　一連の開発を振り返って、あらためて思うこと
はあるのだろうか。産業用コンポーネント事業室
の伊藤に聞いてみた。
　「約5年にわたる開発でしたが、いま振り返ってみ

ポンプ、モーター内部は電磁鋼板（*5）と４つの発
熱源に囲まれ、90℃以上のエンジン冷却水でモー
ター冷却を行うという厳しい環境だからです。対
策としてより温度の低い冷却水の使用、熱源の温
度を下げる、断熱性を上げる、といった方向を検討
しました。まず冷却水はエンジンからではなく、そ
の他の温度の低い補機の冷却水がもらえないか日
立建機さんに検討依頼しましたが、補機系統も余
裕がなく、却下となりました。熱源温度を下げると
いっても、エンジン・DPF・油圧ポンプには手が出
せない。そこで、モーター自身の発熱を抑えること
と、その熱を伝えにくい構造に対策を絞り込んで
いきました。モーター製造をお願いしたメーカー
と何度も出力確保と損失について協議を重ね、低
損失材料の選定と鋼板板厚の低減により、電磁鋼
板の発熱温度を下げることができました。
　熱伝達を低減するためには、カップリングと
ローターシャフトの接触面を最小限に設計し、熱
伝達を減らす設計を試みました。断熱材を模索し
たり、空気層を作る形状をいくつも発案しました。
このように数多くの対策案を考えましたが、何度
も日立建機さんで実機評価するわけにもいかな
い。そこで、情報システム部に協力を仰ぎ、液体、気
体、固体の三相混合熱解析シミュレーションを構
築し、解析を繰り返しました。その結果、対策案を
絞り込むことができ、日立建機さんの評価に一発
合格することができたのです」。
　当時の開発過程を想い出しながら、噛みしめる
ように話す渡邊。片江はその様子を見てこう付け
足した。
　「言葉で書くと数行で終わってしまいますが、こ
れ以外にも高い要求に何度も挑戦しています。実
際にこれでは成り立たないという内容もたくさん
ありました。渡邊も藤田もそれらに対し、一度もあ
きらめることなく取り組んでいたのが印象的でし
た。技術屋のプライドですね」。
　アシストモーターはエンジンと重量物である油
圧ポンプを連結する部材でもあるため、強度の部分
も手を入れた。モーターの全長に対する要求は非常
に厳しく、出力性能、組付け性、メンテ性を維持しつ
つ、強度を確保するのは容易ではなかったはずだ。
そこで、設計とCAEを何度も繰り返し、加振試験結
果と整合性をとりながら剛性確保を図った。豊田自
動織機のチームワークが発揮された一面である。
　このような開発を経て、日立建機の要求通り
のコンパクトかつ高出力なモーターに仕上がっ
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ていったのが開発上の特色だ。それゆえに求めら
れる要件も多かった。片江は言う。
　「最大の課題はスペースでした。ハイブリッドエ
ンジンはエンジンとアシストモーターがあるの
で、通常よりもスペースを取ります。しかし、油圧
ショベルのほうはハイブリッドエンジン専用のス
ペースを設けているわけではないので、エンジン
がダウンサイジングされているとしても、スペー
ス的にたいへん厳しい」。
　藤田も続けて言う。

　「エンジンはすでに1KDをベースに使うことで決
まっていたし、アシストモーターが動かす油圧ポン
プもすでに仕様が決まっている。スペースはアシス
トモーターで何とかするしかないんですね。しかも
エンジンのトルク変動を油圧ポンプに伝えないた
めに、ダンパーの役割を持つ樹脂の『カップリング』
というパーツがあるんですが、エンジンに隣接する
アシストモーターの中に入れなければならないん
です。さらにさらに、エンジンユニットの筐体とし
て強度も必要。2012年の年末、メンバーが全員で集
まって開発の検討会をしたのですが、本当にできる
のか最初は正直言って不安でした」。

熱との戦いを制した技術屋のプライド

　この先の見えない挑戦に対し、薄型アシスト
モーターの開発に着手した。アシストモーター自
体はフォークリフトの知見を使うことができた
が、やはりネックは熱。カップリングを熱からど
うやって守るかがキーになった。この熱を解決す
るために、片江らはどのようなステップを踏んで
いったのだろうか。渡邊が説明してくれた。
　「まずは、机上計算でテストユニットを試作して
みましたが、日立建機さんのベンチ評価ではNG。
それは、前方にエンジン、上方にDPF、後方に油圧

第3章
難しい要求に
応えつづけた
アシストモーターの開発
アシストモーターの役割と開発体制

　ハイブリッドエンジンとタッグを組むもうひと
つの動力源がアシストモーターである。アシスト
モーターは、エンジンの力では賄いきれないよう
な高負荷がかかったとき、リチウムイオンバッテ
リーに蓄えられた電力でアシストモーターを回
し、エンジンをサポートする。エンジンの力のみで
運転できるときは、エンジンのパワーを使ってア
シストモーターが発電。その電力をリチウムイオ
ンバッテリーに充電する。役割としては、エンジン
をアシストする機能とバッテリーに充電する機能
の2つを持っているが、その一方でエンジンと一体
化することで、ユニットを支える筐体の一部とし
ての機能も有する。
　アシストモーターの開発は2011年ごろからス
タートし、設計は2012年の秋ごろから始まった。
　2013年に試作品ができあがり、エンジンと合体
させてさまざまな評価などを行っていった。
　アシストモーターの開発に携わった主力メン
バーは開発第二部の片江、渡邊、藤田、家岡の４名
だ。彼らは設計をはじめ、エンジンとアシストモー
ターをどうやってつなぐのか、全体最適をどのよ
うに図っていくのかを考えていった。

本当にできるのか!?

　エンジンやPCUと違い、アシストモーターは既
存の製品をベースにすることなく、新規で設計し

一体ユニット

藤田　勝義
技術・開発本部　
開発第二部　
開発第一室
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期流動についての特別管理です。今回の商品は日
立建機さんに向けた初めての製品だったので、初
期流動についても問題発生時に即対応できるよう
な体制を構築しました。お客様の窓口を一元化し、
関係各部門が情報を共有し、速やかに行動できる
体制をつくっただけでなく、お客様の量産ライン
での初号機組付けに立ち合い、現場での問題点の
早期発見と対策も行いました」。
　さらに日立建機と一緒に油圧ショベルを使用さ
れているユーザーのもとへ同行し、実際の使用環
境で問題点があれば、早期に発見し、対策する試み
まで挑戦したという。日立建機だけでなく、その先
のユーザーまで目を行き届かせ、不具合があれば
スピード感を持って対応する。その活動の深さに、
豊田自動織機の底力を見たような気がする。この
ような体制を敷いたことによって、問題は一切発
生していないという。
　「技術、品質、信頼性、対応力、そのすべてにおい
て期待に応えてくれたと評価してくれたのはう
れしかったですね。その成果を表すものとして
ZH200-6がラインオフした後、発生した問題はお
客様ではなく、日立建機さんの設計部門から指摘
された1件のみだったそうです。日立建機さんの担
当者も過去に例を見ないほど完成度の高いユニッ
トだと言ってくれました。また、社内でもこのプロ
ジェクトの成果が認められ『社長特別表彰』をいた
だくことができました」。
　2018年5月には「人とくるまのテクノロジー展
2018」に油圧ショベル用ハイブリッドユニットを
初出品。来場者からは「織機ってこんなこともでき
るんだ！」と驚く声も多かったそうだ。また、この
ハイブリッドユニットのインパクトは大きく、国
内のエンジンメーカーがこぞって見に来た。
　「人数を数えたんですが、1日で60人くらい来ま
したね」。
　伊藤はうれしそうに笑った。

註
*1 SCR（Selective Catalytic Reduction）……選択還元型NOx触媒。尿

素水を尿素SCR触媒内に噴射することで、NOxを窒素と水に変換
*2 EGR（Exhaust Gas Recirculation）……排出ガスを新しく吸気した

空気と混ぜ合わせ、再び燃焼させるシステムのこと。NOxの生成を
抑えるためには、燃焼温度を下げることが有効と考えられているこ
とから、このようなシステムが開発された

*3 DPF（Diesel Particulate Filter）……ディーゼルエンジンの排出ガ
ス浄化装置で、排出ガスに含まれる粒子状物質（PM）を濾し取り、除
去するもの

*4 キャリア周波数……キャリア周波数とは簡単に言えば、PCU内パワー
モジュールを1秒間にスイッチングする回数のこと。キャリア周波数
を調整することで、PCUやモーターからの騒音を低減することが可能

*5 電磁鋼板……モーターの鉄芯に積層して使用される機能材料

ると、やはり5つの事業体を俯瞰で見ながら舵取り
をしていくのは、かなり大変でしたね。当たり前の
ことですが、このような経験は過去に一度もないの
で、過去の事例を参考にすることができない。すべ
てを手探りでやっていくしかないんです。今回、生
産準備のことは詳しく話していないですが、生産を
担当する碧南工場はもちろん、開発陣では渡邊さん
が率先してやってくれた。ご自身の仕事にも取り組
みながら、役割の枠を超えて生産準備の先鞭をつけ
てくれたのは本当にありがたかったですね。いくつ
かの事業体が一緒に仕事をすると、どの部がイニシ
アチブを取るか、どの部が何を担当するのか、仕事
の内容によって曖昧になることもあります。『誰か
がやるだろう』ではなく、自分事としてとらえる気
持ちがなければできなかったでしょう」。

　前例がないからこそ、自分たちでその足跡を残
していかなければならない。開発メンバー全員が
その気持ちを携えていたことが、今回の開発を成
功に導いたのだ。
　日立建機からはどのような評価をもらえたのだ
ろうか。
　「実は今回の開発を当社のウェブサイトに掲載す
るため、日立建機さんにインタビューをしたんです
よ。そもそもなぜうちを選んでくれたのかについて
は、エンジンとアシストモーターを同じ会社で開発
し、ユニットで提供してくれること。尿素SCRレス
という革新的なアイデアと技術力を持っているこ
となどが決め手になったと話してくれました」。
　日立建機が述べた豊田自動織機を選んだ理由。
これはまさに豊田自動織機の強みそのものではな
いか。そしてこのインタビューでは語られなかっ
たかもしれないが、建設機械という未体験の世界
へ臆することなく踏み込み、結果を残した勇気も
評価してくれたはずである。
　「評価いただいた点は他にもあります。それは初

物事をいちばん初めに成し得た人は、
ただそれだけで尊い。

油圧ショベル用ハイブリッドユニットを開発した
彼らとチーム全員は、豊田自動織機に
「建設機械業界でも活躍できる」という

ひとつの道筋を残した。

今回、彼らは
油圧ショベル用ハイブリッドユニットという

製品をつくったと同時に、
建設機械業界へ続く「道」もつくったと言える。

いつの日か、
その道は広く、多方向に延びていくだろう。

そして、建設機械業界でも
豊田自動織機の名が知れ渡る日が必ず来るだろう。

伊藤　貴俊
産業用
コンポーネント
事業室

E n v i r o n m e n t ,  E c o l o g y  &  E n e r g y
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株式会社みずほフィナンシャルグループ
デジタルイノベーション部　
プロジェクト推進チーム
シニアデジタルストラテジスト

上田 浩平様
Kohei  Ueda

ブロックチェーン
世の中の状況

方、情報の複製に対する対策が必要であることに加
え、経済的な価値の移転は出来ない。ブロックチェー
ンは、従来可能であった情報伝達に加え価値移転を可
能としたところに革新性があるといわれている。これ
は実際に支払が発生する場面をイメージすると理解し
やすい。例えばAからBへ1,000円の支払が必要な場
合を想定してみよう。
　電子情報においては1,000円という“情報”を相手
に送信する。「1,000円インターネットバンクで振り込
みました」といったような情報だ。これはあくまで情報
の伝達であるため経済価値の移転とは紐づいておら
ず、本当は支払完了未済であるにも関わらず完了済と
いう虚偽情報を送信したり、実際には自分は1,000円
しか所持していないにも関わらず複数の相手に対して

「1,000円支払った」という情報発信をすることも出来る。
　一方、ブロックチェーンにおいては実際に1,000円
という“価値”そのものが相手に移転する。これは自分
の手元から1,000円札がなくなって、相手の手元に
1,000円札が移動するのと同じ効果が実現されるもの
である。そもそも自分自身が1,000円という価値を保
有していなければ相手先にブロックチェーンを通じて
価値移転を行うことは出来ないし、その価値を複数に
コピーして渡すといったことは技術的に不可能である。
　これがブロックチェーンが革新的といわれる所以で
ある。

ることで従来の中央集権型の仕組から非中央集権型
への転換を可能としたものだ。
　このように様々な特徴を有するブロックチェーンで
あるが、最も革新的なことは何だろうか。ここでは電子
情報との対比で革新性を検証してみたい。
　ブロックチェーン登場以前、既にインターネットの発
明により電子的な情報伝達は実現されていた。電子情
報（例：電子メール）は即時の情報伝達を可能とする一

ブロックチェーンの将来性
　フィンテックとして金融業界にて注目を集めたブ
ロックチェーンであるが、金融に限らず様々な分野へ
の適用可能性があるといわれている。テクノロジー分
野ではレグテック（規制）、アグリテック（農業）、リーガ
ルテック（法律）等、様々なテック分野が勃興してきて
おり、各分野において応用可能性が議論されている。
シェアリングエコノミーへの適用やIoTとの融合など
はその最たるものだ。
　経済産業省が2016年に発表した「我が国経済社会
の情報化・サービス化に係る基盤整備（ブロック
チェーン技術を利用したサービスに関する国内外動
向調査）」によれば、ブロックチェーン技術の展開が有
望な事例として「価値の流通・ポイント化、プラット
フォームのインフラ化」「権利証明行為の非中央集権
化の実現」「遊休資産ゼロ・高効率シェアリングの実
現」「オープン・高効率・高信頼なサプライチェーンの
実現」「プロセス・取引の全自動化・効率化の実現」が
挙げられている（図２）。特に、スマートコントラクトと称
される契約・取引プロセスの全自動化は企業のバック
オフィス業務（契約や取引の執行、支払・決済、稟議な
どの意思決定フロー等）の大半を置きかえることが可
能とされており、その影響は大きい。また、大規模工場
を有する業界においてはブロックチェーンを活用した
仮想発電所（Virtual Power Plant）（＊2）の技術などは
注目に値するものであろう。
　ブロックチェーンに限るものではないが、技術適用

はじめに
　2008年８月にサトシ・ナカモトと名乗る人物が暗号
理論に関するメーリングリストに「Bitcoin: A Peer 
to Peer Electronic Cash System」を発表してから
10年。当初はビットコインそのものに注目が集まって
いたが、最近ではビットコインで使用される「技術」に
注目が集まるようになり、ブロックチェーンや分散型台
帳といわれる言葉が誕生することになった。
　今回は技術としてのブロックチェーンについて、世
の中の動向を追いながら可能性や課題についてみて
いきたい。

 
ブロックチェーンの特徴
　ブロックチェーンとは、複数の暗号化技術をベース
に作られた仕組みで、トランザクションデータ（＊1）が格
納された「ブロックとブロック」を「チェーン」のように
接続することで取引の連続性を保つ技術である。従来
主流であった全てのデータをセンターサーバーに集
約させてセンター管理するシステム（中央集権型）と
は異なり、中央管理者は置かず、ノードと呼ばれる複数
のサーバーにデータを分散させて保有させる分散型
システム（非中央集権型）であり、いわゆる分散型台帳
技術が採用されている（図１）。
　ブロックチェーンの特徴としては主に分散性、耐改
ざん性、追跡性、非中央集権の4つが挙げられる。デー
タを分散させることによりシステムダウンのリスクを
極力排除し、チェーン上にデータを連ねることでデー
タ改竄を困難にし、信頼出来る履歴の追跡を可能とす

金融機関の取り組み
　〈みずほ〉では、各社との協働により、送金や本人確
認、サプライチェーン管理など、ブロックチェーン技術
を活用した実証実験に幅広く取り組んできている。
2017年に実施した実貿易取引の実験については、R3
の提供するCordaとIBMが提供するHyperledger 
Fabricの２つのコードベースを使用し、大手総合商社
協力のもと実取引を実施。Cordaを活用した実取引と
しては世界初の取り組みとして注目を浴びた。
　最近では渋谷に新しくオープンした日本初のブロック
チェーン特化型コワーキングスペース「Neutrino」に
ダイアモンドスポンサーとして協賛するなど、ブロック
チェーン技術の実用化に向けた取り組みを積極的に
推進している。これからも＜みずほ＞は新しいテクノロ
ジーを活用した先進的なサービス、お客さまへのより
よい金融サービスの提供を目指していく所存である。

最後に
　ブロックチェーンを始めとする新技術の活用に関し
て、日本では内閣府内閣官房によるRegulatory 
Sandbox in Japan：新技術等社会実装推進チーム

（規制のサンドボックス制度 政府一元的総合窓口）が
立ち上がり、いよいよ諸外国同様にサンドボックス（＊3）

の取り組みが始まった。国を挙げてブロックチェーン
のような新技術の導入可能性をサポートしようという
機運の表れであり、今後同制度を活用した新たな取り
組み事例が多数現れる可能性がある。
　技術の進歩は早く、また将来的に様々な法規制が
緩和される可能性もある。既に様々な応用可能性を示
しているブロックチェーン。その動向については引き
続き注目していきたいところである。
(＊1)複数の取引情報やブロック連鎖に必要な情報が記録された

データ
(＊2)ソーラーパネル業者や小規模工場などから余った電力を購入し

大規模工場に販売する仕組
(＊3)期間や参加者を限定すること等により、既存の規制の適用を受

けることなく、新しい技術等の実証を行うことができる環境を
整えることで、迅速な実証を可能とするとともに、実証で得られ
た情報・資料を活用できるようにして、規制改革を推進するもの
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の将来性検討に関する最近の傾向として、同一業界内
における協働の動きが活発になりつつある。競争領域
と協調領域を明確に分け、競合他社であったとしても
協調領域を定め、お互いにコスト削減が可能な範囲に
おいては協調する、というものだ。数多くのコンソーシ
アムが立ち上がっているのはまさにその表れであり、
今後は業界横断的に応用可能性を探りながら協調領
域と競争領域の棲み分けを行う、といった取り組みが
より強まるのではないかと予想する。
 

ブロックチェーンの課題
　様々な特徴のあるブロックチェーンであるが、当然
にして万能というわけではない。例えば、情報入力時
の不正排除や人の目によるチェックが必要となるよう
な事項については、ブロックチェーンではカバーする
ことが出来ない。
　2016年までは研究、2017年は実証実験、そして
2018年はいよいよ実用化の年といわれており、実用
化に向けた取り組みが加速しているが、実用化に際し
考慮・対応が必要な事項として以下3つのポイントを
挙げたい。
　1つ目はシステム情報管理体制だ。複数の組織が台
帳管理を行うことになるため、システムや情報の管理
責任所在の明確化、参加者間の責任分界点などにつ
いて関連法令に基づき検討・整理する必要があろう。
　2つ目はシステム処理性能だ。各ノードが検証を行
うため、コンセンサス・ファイナリティに至るまでに従
来型のシステムよりも所要時間が長くなる傾向にあ
り、リアルタイム処理には向かないといわれる。また、
分散型台帳に大容量情報は格納できずデータ容量に
配慮した運用が必要となるため特性を理解したシステ
ム運用が必要となろう。
　最後に法規制改革を挙げたい。紙の存在・授受が前提
の取引を置き換える場合など、ブロックチェーンを使った
取引の有効性は実証実験によって担保されつつあるが、
関係法令への適合性確認や法律・規制の改正が必要な
ものも多い。技術的には実現可能なものも実際には法
規制で認められないが故に実用化が妨げられるという
ことにならないよう、法規制を熟知し、場合によってはそ
の改正に関する働きかけを行うことが求められよう。
　なお、仮想通貨に関する課題という観点において
は、本年6月17日に国際決済銀行が発表した年度経
済報告において種々の課題提起がされているので参
照されたい。
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ブロックチェーン技術を用いた場合（分散型）

データ
ベース

台帳

台帳台帳

台帳 台帳

システム全体を統括するサーバーは存在せず、それぞれが
相互接続・補完する分散型コンピューターネットワークを構成
利用者はこのネットワークに接続することでシステムに参加

【図1】
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方、情報の複製に対する対策が必要であることに加
え、経済的な価値の移転は出来ない。ブロックチェー
ンは、従来可能であった情報伝達に加え価値移転を可
能としたところに革新性があるといわれている。これ
は実際に支払が発生する場面をイメージすると理解し
やすい。例えばAからBへ1,000円の支払が必要な場
合を想定してみよう。
　電子情報においては1,000円という“情報”を相手
に送信する。「1,000円インターネットバンクで振り込
みました」といったような情報だ。これはあくまで情報
の伝達であるため経済価値の移転とは紐づいておら
ず、本当は支払完了未済であるにも関わらず完了済と
いう虚偽情報を送信したり、実際には自分は1,000円
しか所持していないにも関わらず複数の相手に対して

「1,000円支払った」という情報発信をすることも出来る。
　一方、ブロックチェーンにおいては実際に1,000円
という“価値”そのものが相手に移転する。これは自分
の手元から1,000円札がなくなって、相手の手元に
1,000円札が移動するのと同じ効果が実現されるもの
である。そもそも自分自身が1,000円という価値を保
有していなければ相手先にブロックチェーンを通じて
価値移転を行うことは出来ないし、その価値を複数に
コピーして渡すといったことは技術的に不可能である。
　これがブロックチェーンが革新的といわれる所以で
ある。

ることで従来の中央集権型の仕組から非中央集権型
への転換を可能としたものだ。
　このように様々な特徴を有するブロックチェーンで
あるが、最も革新的なことは何だろうか。ここでは電子
情報との対比で革新性を検証してみたい。
　ブロックチェーン登場以前、既にインターネットの発
明により電子的な情報伝達は実現されていた。電子情
報（例：電子メール）は即時の情報伝達を可能とする一

ブロックチェーンの将来性
　フィンテックとして金融業界にて注目を集めたブ
ロックチェーンであるが、金融に限らず様々な分野へ
の適用可能性があるといわれている。テクノロジー分
野ではレグテック（規制）、アグリテック（農業）、リーガ
ルテック（法律）等、様々なテック分野が勃興してきて
おり、各分野において応用可能性が議論されている。
シェアリングエコノミーへの適用やIoTとの融合など
はその最たるものだ。
　経済産業省が2016年に発表した「我が国経済社会
の情報化・サービス化に係る基盤整備（ブロック
チェーン技術を利用したサービスに関する国内外動
向調査）」によれば、ブロックチェーン技術の展開が有
望な事例として「価値の流通・ポイント化、プラット
フォームのインフラ化」「権利証明行為の非中央集権
化の実現」「遊休資産ゼロ・高効率シェアリングの実
現」「オープン・高効率・高信頼なサプライチェーンの
実現」「プロセス・取引の全自動化・効率化の実現」が
挙げられている（図２）。特に、スマートコントラクトと称
される契約・取引プロセスの全自動化は企業のバック
オフィス業務（契約や取引の執行、支払・決済、稟議な
どの意思決定フロー等）の大半を置きかえることが可
能とされており、その影響は大きい。また、大規模工場
を有する業界においてはブロックチェーンを活用した
仮想発電所（Virtual Power Plant）（＊2）の技術などは
注目に値するものであろう。
　ブロックチェーンに限るものではないが、技術適用

はじめに
　2008年８月にサトシ・ナカモトと名乗る人物が暗号
理論に関するメーリングリストに「Bitcoin: A Peer 
to Peer Electronic Cash System」を発表してから
10年。当初はビットコインそのものに注目が集まって
いたが、最近ではビットコインで使用される「技術」に
注目が集まるようになり、ブロックチェーンや分散型台
帳といわれる言葉が誕生することになった。
　今回は技術としてのブロックチェーンについて、世
の中の動向を追いながら可能性や課題についてみて
いきたい。

 
ブロックチェーンの特徴
　ブロックチェーンとは、複数の暗号化技術をベース
に作られた仕組みで、トランザクションデータ（＊1）が格
納された「ブロックとブロック」を「チェーン」のように
接続することで取引の連続性を保つ技術である。従来
主流であった全てのデータをセンターサーバーに集
約させてセンター管理するシステム（中央集権型）と
は異なり、中央管理者は置かず、ノードと呼ばれる複数
のサーバーにデータを分散させて保有させる分散型
システム（非中央集権型）であり、いわゆる分散型台帳
技術が採用されている（図１）。
　ブロックチェーンの特徴としては主に分散性、耐改
ざん性、追跡性、非中央集権の4つが挙げられる。デー
タを分散させることによりシステムダウンのリスクを
極力排除し、チェーン上にデータを連ねることでデー
タ改竄を困難にし、信頼出来る履歴の追跡を可能とす

金融機関の取り組み
　〈みずほ〉では、各社との協働により、送金や本人確
認、サプライチェーン管理など、ブロックチェーン技術
を活用した実証実験に幅広く取り組んできている。
2017年に実施した実貿易取引の実験については、R3
の提供するCordaとIBMが提供するHyperledger 
Fabricの２つのコードベースを使用し、大手総合商社
協力のもと実取引を実施。Cordaを活用した実取引と
しては世界初の取り組みとして注目を浴びた。
　最近では渋谷に新しくオープンした日本初のブロック
チェーン特化型コワーキングスペース「Neutrino」に
ダイアモンドスポンサーとして協賛するなど、ブロック
チェーン技術の実用化に向けた取り組みを積極的に
推進している。これからも＜みずほ＞は新しいテクノロ
ジーを活用した先進的なサービス、お客さまへのより
よい金融サービスの提供を目指していく所存である。

最後に
　ブロックチェーンを始めとする新技術の活用に関し
て、日本では内閣府内閣官房によるRegulatory 
Sandbox in Japan：新技術等社会実装推進チーム

（規制のサンドボックス制度 政府一元的総合窓口）が
立ち上がり、いよいよ諸外国同様にサンドボックス（＊3）

の取り組みが始まった。国を挙げてブロックチェーン
のような新技術の導入可能性をサポートしようという
機運の表れであり、今後同制度を活用した新たな取り
組み事例が多数現れる可能性がある。
　技術の進歩は早く、また将来的に様々な法規制が
緩和される可能性もある。既に様々な応用可能性を示
しているブロックチェーン。その動向については引き
続き注目していきたいところである。
(＊1)複数の取引情報やブロック連鎖に必要な情報が記録された

データ
(＊2)ソーラーパネル業者や小規模工場などから余った電力を購入し

大規模工場に販売する仕組
(＊3)期間や参加者を限定すること等により、既存の規制の適用を受

けることなく、新しい技術等の実証を行うことができる環境を
整えることで、迅速な実証を可能とするとともに、実証で得られ
た情報・資料を活用できるようにして、規制改革を推進するもの

【参考資料】
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
みずほ情報総研：ブロックチェーンが拓く次の時代
経 済 産 業 省：平成２７年度 我が国経済社会の情報化・サービス化
　 　 　 　 　 　 に係る基盤整備 （ブロックチェーン技術を利用した
　 　 　 　 　 　 サービスに関する国内外動向調査） 報告書概要資料

の将来性検討に関する最近の傾向として、同一業界内
における協働の動きが活発になりつつある。競争領域
と協調領域を明確に分け、競合他社であったとしても
協調領域を定め、お互いにコスト削減が可能な範囲に
おいては協調する、というものだ。数多くのコンソーシ
アムが立ち上がっているのはまさにその表れであり、
今後は業界横断的に応用可能性を探りながら協調領
域と競争領域の棲み分けを行う、といった取り組みが
より強まるのではないかと予想する。
 

ブロックチェーンの課題
　様々な特徴のあるブロックチェーンであるが、当然
にして万能というわけではない。例えば、情報入力時
の不正排除や人の目によるチェックが必要となるよう
な事項については、ブロックチェーンではカバーする
ことが出来ない。
　2016年までは研究、2017年は実証実験、そして
2018年はいよいよ実用化の年といわれており、実用
化に向けた取り組みが加速しているが、実用化に際し
考慮・対応が必要な事項として以下3つのポイントを
挙げたい。
　1つ目はシステム情報管理体制だ。複数の組織が台
帳管理を行うことになるため、システムや情報の管理
責任所在の明確化、参加者間の責任分界点などにつ
いて関連法令に基づき検討・整理する必要があろう。
　2つ目はシステム処理性能だ。各ノードが検証を行
うため、コンセンサス・ファイナリティに至るまでに従
来型のシステムよりも所要時間が長くなる傾向にあ
り、リアルタイム処理には向かないといわれる。また、
分散型台帳に大容量情報は格納できずデータ容量に
配慮した運用が必要となるため特性を理解したシステ
ム運用が必要となろう。
　最後に法規制改革を挙げたい。紙の存在・授受が前提
の取引を置き換える場合など、ブロックチェーンを使った
取引の有効性は実証実験によって担保されつつあるが、
関係法令への適合性確認や法律・規制の改正が必要な
ものも多い。技術的には実現可能なものも実際には法
規制で認められないが故に実用化が妨げられるという
ことにならないよう、法規制を熟知し、場合によってはそ
の改正に関する働きかけを行うことが求められよう。
　なお、仮想通貨に関する課題という観点において
は、本年6月17日に国際決済銀行が発表した年度経
済報告において種々の課題提起がされているので参
照されたい。

ブロックチェーン
技術による
社会変革の可能性

※記載金額は、ブロックチェーン技術が
　影響を及ぼす可能性のある市場規模

価値の流通・ポイント化
プラットフォームのインフラ化1

自治体等が発行する地域通貨を、
ブロックチェーン上で流通・管理 兆円

権利証明行為の
非中央集権化の実現2

土地の物理的現況や権利関係の情報を、
ブロックチェーン上で登録・公示・管理 1

プロセス・取引の全自動化・
効率化の実現5オープン・高効率・高信頼な

サプライチェーンの実現4

製品の原材料からの製造過程と流通・
販売までを、ブロックチェーン上で追跡

遊休資産ゼロ・
高効率シェアリングの実現3

資産等の利用権移転情報、提供者/利用者
の評価情報をブロックチェーン上に記録

出典：経済産業省「我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備」資料（平成28年4月）より
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【図2】
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方、情報の複製に対する対策が必要であることに加
え、経済的な価値の移転は出来ない。ブロックチェー
ンは、従来可能であった情報伝達に加え価値移転を可
能としたところに革新性があるといわれている。これ
は実際に支払が発生する場面をイメージすると理解し
やすい。例えばAからBへ1,000円の支払が必要な場
合を想定してみよう。
　電子情報においては1,000円という“情報”を相手
に送信する。「1,000円インターネットバンクで振り込
みました」といったような情報だ。これはあくまで情報
の伝達であるため経済価値の移転とは紐づいておら
ず、本当は支払完了未済であるにも関わらず完了済と
いう虚偽情報を送信したり、実際には自分は1,000円
しか所持していないにも関わらず複数の相手に対して

「1,000円支払った」という情報発信をすることも出来る。
　一方、ブロックチェーンにおいては実際に1,000円
という“価値”そのものが相手に移転する。これは自分
の手元から1,000円札がなくなって、相手の手元に
1,000円札が移動するのと同じ効果が実現されるもの
である。そもそも自分自身が1,000円という価値を保
有していなければ相手先にブロックチェーンを通じて
価値移転を行うことは出来ないし、その価値を複数に
コピーして渡すといったことは技術的に不可能である。
　これがブロックチェーンが革新的といわれる所以で
ある。

ることで従来の中央集権型の仕組から非中央集権型
への転換を可能としたものだ。
　このように様々な特徴を有するブロックチェーンで
あるが、最も革新的なことは何だろうか。ここでは電子
情報との対比で革新性を検証してみたい。
　ブロックチェーン登場以前、既にインターネットの発
明により電子的な情報伝達は実現されていた。電子情
報（例：電子メール）は即時の情報伝達を可能とする一

ブロックチェーンの将来性
　フィンテックとして金融業界にて注目を集めたブ
ロックチェーンであるが、金融に限らず様々な分野へ
の適用可能性があるといわれている。テクノロジー分
野ではレグテック（規制）、アグリテック（農業）、リーガ
ルテック（法律）等、様々なテック分野が勃興してきて
おり、各分野において応用可能性が議論されている。
シェアリングエコノミーへの適用やIoTとの融合など
はその最たるものだ。
　経済産業省が2016年に発表した「我が国経済社会
の情報化・サービス化に係る基盤整備（ブロック
チェーン技術を利用したサービスに関する国内外動
向調査）」によれば、ブロックチェーン技術の展開が有
望な事例として「価値の流通・ポイント化、プラット
フォームのインフラ化」「権利証明行為の非中央集権
化の実現」「遊休資産ゼロ・高効率シェアリングの実
現」「オープン・高効率・高信頼なサプライチェーンの
実現」「プロセス・取引の全自動化・効率化の実現」が
挙げられている（図２）。特に、スマートコントラクトと称
される契約・取引プロセスの全自動化は企業のバック
オフィス業務（契約や取引の執行、支払・決済、稟議な
どの意思決定フロー等）の大半を置きかえることが可
能とされており、その影響は大きい。また、大規模工場
を有する業界においてはブロックチェーンを活用した
仮想発電所（Virtual Power Plant）（＊2）の技術などは
注目に値するものであろう。
　ブロックチェーンに限るものではないが、技術適用

はじめに
　2008年８月にサトシ・ナカモトと名乗る人物が暗号
理論に関するメーリングリストに「Bitcoin: A Peer 
to Peer Electronic Cash System」を発表してから
10年。当初はビットコインそのものに注目が集まって
いたが、最近ではビットコインで使用される「技術」に
注目が集まるようになり、ブロックチェーンや分散型台
帳といわれる言葉が誕生することになった。
　今回は技術としてのブロックチェーンについて、世
の中の動向を追いながら可能性や課題についてみて
いきたい。

 
ブロックチェーンの特徴
　ブロックチェーンとは、複数の暗号化技術をベース
に作られた仕組みで、トランザクションデータ（＊1）が格
納された「ブロックとブロック」を「チェーン」のように
接続することで取引の連続性を保つ技術である。従来
主流であった全てのデータをセンターサーバーに集
約させてセンター管理するシステム（中央集権型）と
は異なり、中央管理者は置かず、ノードと呼ばれる複数
のサーバーにデータを分散させて保有させる分散型
システム（非中央集権型）であり、いわゆる分散型台帳
技術が採用されている（図１）。
　ブロックチェーンの特徴としては主に分散性、耐改
ざん性、追跡性、非中央集権の4つが挙げられる。デー
タを分散させることによりシステムダウンのリスクを
極力排除し、チェーン上にデータを連ねることでデー
タ改竄を困難にし、信頼出来る履歴の追跡を可能とす

金融機関の取り組み
　〈みずほ〉では、各社との協働により、送金や本人確
認、サプライチェーン管理など、ブロックチェーン技術
を活用した実証実験に幅広く取り組んできている。
2017年に実施した実貿易取引の実験については、R3
の提供するCordaとIBMが提供するHyperledger 
Fabricの２つのコードベースを使用し、大手総合商社
協力のもと実取引を実施。Cordaを活用した実取引と
しては世界初の取り組みとして注目を浴びた。
　最近では渋谷に新しくオープンした日本初のブロック
チェーン特化型コワーキングスペース「Neutrino」に
ダイアモンドスポンサーとして協賛するなど、ブロック
チェーン技術の実用化に向けた取り組みを積極的に
推進している。これからも＜みずほ＞は新しいテクノロ
ジーを活用した先進的なサービス、お客さまへのより
よい金融サービスの提供を目指していく所存である。

最後に
　ブロックチェーンを始めとする新技術の活用に関し
て、日本では内閣府内閣官房によるRegulatory 
Sandbox in Japan：新技術等社会実装推進チーム
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シーズニングルーム

若手クラフトマン

ている。シーズニングルームでは、クラシックなどさま
ざまな音楽を大音量で流しており、保管されたギター
に聴かせている。これは、妊娠中のお母さんがお腹の
赤ちゃんに行う胎教に似ている。「君はギターになるん
だよ」と、製作段階からギターのボディに音の響きを
覚えこませ「よく鳴る楽器」に育てているのだ。

２.３ 生涯修理サポート
 　心をこめて作ったギターを長く使い続けてほしいと
いう思いから、ヤイリギターでは他メーカーに先駆け
て、製品に“永久品質保証”を付けており、どんなに
ひどく壊れていても可能な限りのメンテナンスと修理
対応を行っている。時には、修理より、新しく購入した
ほうが安価である場合もあるが、思い出の詰まった
ギターを大切にしたいお客様も多い。そんな気持ちに
応えるべく心をこめて修理対応に取り組む。長年使用
してくれているお客様の中には、父から息子へとヤイリ
ギターを受け継ぎ使用している人もいるという。

３．インタビュー
　代表取締役の矢入賀光様（写真左）とファクトリー
コーディネーターの森幸久様（写真右）からお話を
伺った。

２.１ 木材へのこだわり
　ギターの材料となる木材へのこだわりは強い。高級
家具や楽器に使用されるトーンウッド、エボニー、ロー
ズウッドなどの貴重な木材を世界中から取り寄せてお
り、長いものでは10年もの歳月をかけて、敷地内の保
管庫にて自然乾燥させている。大手メーカーでは生産
性向上のために、人工乾燥機を使用しているところが
多い中、自然乾燥にこだわる理由は、時間をかけて無
理なく乾燥させることで木材それぞれがもつ個性や
持ち味を活かすことができるから。天然木の色、節、年
輪などひとつとして同じものはない木材そのものの良
さを活かすため、限界まで自然乾燥させたギター材は
ヤイリギターの大切な財産である。大切に乾燥させた
木の個性をクラフトマンが見極め、部材の選定をする
ところからヤイリギター作りが始まるのだ。

 

２.２ 音色へのこだわり　
　ヤイリギターでは、完成品や製作中のギターは湿度
や温度を徹底管理したシーズニングルームで保管し

３.１ 人材育成と技術の継承
　技術の継承は、やはり「教えてもらう」のではなく若
手のクラフトマン一人ひとりが先輩クラフトマンの技
を「目で見て盗む」ことから始まります。そして、失敗を
繰り返しながら自分の手でギターを作りあげていく中
で、技術を磨いて体に刷り込んでいく。それを継続し
ていくことが、ヤイリギターの技術の継承につながる
と考えています。
　当社のクラフトマンには、木工職人の訓練校から
就職してギター作りひと筋という熟練職人もいれば、
音楽・ギターが好きで、ものづくりに魅せられて入社
した人もいます。入り口は違っていても、彼らがめざ
す「本物をつくりたい」という強い思いが一致してい
るので、ベテランと若手がともに成長していける環境
が自然とできているように感じます。

３.２ ヤイリギターが認められた時期
　当社のギターがいつ頃からお客様に認められたか
具体的に申し上げるのは難しく、どちらかというと徐々
に認めていただいてきたと感じています。
　1970年代に当社の木工技術をアメリカのディー
ラーに認めていただいたのがきっかけで、口コミで広
がり、知る人ぞ知るギターになっていったと思います。
　 また、1990年代にポールマッカートニーのワールド
ツアーで、ヤイリギターを使っていただいたことも、ヤ
イリの名前を広く知っていただく大きな機会になった
と思います。

１．ヤイリギター誕生
　1935年、矢入儀市氏がヤイリギターの前身となる

「矢入楽器製作所」を興した。木製楽器を手がける製
作所だったが、第二次世界大戦が勃発し、次第に楽器
の需要が失われる中、砲弾を収める木箱などを製作
するようになっていった。
　その後、単身アメリカに渡り、ギター作りのノウハウ
を一から学んだ長男の矢入一男氏が帰国し、1965年
にヤイリギターを設立した。メイド・イン・ジャパンの
ギターブランド「K.Yairi」の誕生である。

 
 

２．ヤイリギターのこだわり
　ヤイリギターは、岐阜県可児市にある自社工場のみ
で作られている。ライン工程にはなっているが、すべ
ての工程がクラフトマンの手作業のため、一日に出荷
できるのは約20本と少ない。創業当時から、高品質
維持のための多種少量手工生産スタイルを貫いて
いるからだ。これは矢入一男氏の“高品質より我ら
生きる道無し”という言葉によく表れている。

のギターを生み出しました。
　 また、ベースとギターを組み合わせ１台の楽器にし
たベサンギ（ベース＆ギター）や、ネックを取り外すこ
とができるギターなど、お客様の声を形にする取り組
みを続けており、今後もこういった取り組みを継続し
ていきたいと思います。

４．最後に
　今回、ヤイリギターさんを訪問し驚いたのは、若手
クラフトマンの多さでした。クラフトマンの平均年齢は
30歳代とのこと。技術と伝統が、ベテランから若手に
しっかり引き継がれることを感じました。
　また当日は、海外から団体でいらしたお客様にも遭
遇し、グローバルで愛されているギターだと実感しま
した。
　楽器店で見かけたら、ぜひ一度手にとってみてくだ
さい。
 

　少し観点は違いますが、おそらく皆さんご存知の
ミュージシャンやギタリストが集まる席で“ヤイリのギ
ターを持っている”ことがきっかけで会話が弾んだと
聞き、とても嬉しく思いました。

３.３ 工場見学で技術開示をしている理由
　時代の変化とともに、他のギターメーカーでも工場
見学が可能なところが増えてきたと思います。当社
も、他社を意識して工場見学等を行っていない時期も
ありました。しかし、今は目で見て真似ることができる
ところは「どうぞ真似てください」という思いが強い
です。高品質な木材の入手そのものが困難になって
きている中、ギターを含む弦楽器の製造業界を見渡す
と、楽器作りの技術を継承していくことのほうが大切
だと思うからです。
　 実際に、ここまで残ってきたメーカーはライバルで
ありますが、各メーカー特徴を持っています。ヤイリは
生音に重点を置いて製造していますが、ピックの音を
うまくアンプで大きな音にすることに重点を置くメー
カーもあり、それぞれに特徴を持ちながら業界を共に
支えていく同志として、お互いを認め合いながら業界
全体を成長させ続けていきたいですね。

３.４ 新しい取り組み
　私たちは、クラフトマンが、ミュージシャンや個人の
プレイヤーの皆さまとギターについて意見交換でき
る場を作っています。そんな中で、BEGINさんとは、沖
縄の三線とギターを融合させた「一五一会」という４弦

リペア専門クラフトマン

木材乾燥

ヤイリ社屋外観

ヤイリギターロゴ 

故　矢入一男氏

 

今回は、メイド・イン・ジャパン、クラフトマンの手づくりにこだわり、
高品質なギターを製造する株式会社ヤイリギターについて紹介します。
 

匠の技を知る
ヤイリギターのものづくり
このコーナーでは、先端技術や技術開発からは少し離れて、
異業種でものづくりに拘りを持つ企業を紹介します

K.Yairiをご
存知ですか

？
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たベサンギ（ベース＆ギター）や、ネックを取り外すこ
とができるギターなど、お客様の声を形にする取り組
みを続けており、今後もこういった取り組みを継続し
ていきたいと思います。

４．最後に
　今回、ヤイリギターさんを訪問し驚いたのは、若手
クラフトマンの多さでした。クラフトマンの平均年齢は
30歳代とのこと。技術と伝統が、ベテランから若手に
しっかり引き継がれることを感じました。
　また当日は、海外から団体でいらしたお客様にも遭
遇し、グローバルで愛されているギターだと実感しま
した。
　楽器店で見かけたら、ぜひ一度手にとってみてくだ
さい。
 

　少し観点は違いますが、おそらく皆さんご存知の
ミュージシャンやギタリストが集まる席で“ヤイリのギ
ターを持っている”ことがきっかけで会話が弾んだと
聞き、とても嬉しく思いました。

３.３ 工場見学で技術開示をしている理由
　時代の変化とともに、他のギターメーカーでも工場
見学が可能なところが増えてきたと思います。当社
も、他社を意識して工場見学等を行っていない時期も
ありました。しかし、今は目で見て真似ることができる
ところは「どうぞ真似てください」という思いが強い
です。高品質な木材の入手そのものが困難になって
きている中、ギターを含む弦楽器の製造業界を見渡す
と、楽器作りの技術を継承していくことのほうが大切
だと思うからです。
　 実際に、ここまで残ってきたメーカーはライバルで
ありますが、各メーカー特徴を持っています。ヤイリは
生音に重点を置いて製造していますが、ピックの音を
うまくアンプで大きな音にすることに重点を置くメー
カーもあり、それぞれに特徴を持ちながら業界を共に
支えていく同志として、お互いを認め合いながら業界
全体を成長させ続けていきたいですね。

３.４ 新しい取り組み
　私たちは、クラフトマンが、ミュージシャンや個人の
プレイヤーの皆さまとギターについて意見交換でき
る場を作っています。そんな中で、BEGINさんとは、沖
縄の三線とギターを融合させた「一五一会」という４弦

リペア専門クラフトマン

木材乾燥

ヤイリ社屋外観

ヤイリギターロゴ 

故　矢入一男氏

 

今回は、メイド・イン・ジャパン、クラフトマンの手づくりにこだわり、
高品質なギターを製造する株式会社ヤイリギターについて紹介します。
 

匠の技を知る
ヤイリギターのものづくり
このコーナーでは、先端技術や技術開発からは少し離れて、
異業種でものづくりに拘りを持つ企業を紹介します

K.Yairiをご
存知ですか

？

T r e n d
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訪 問 先
所 在 地
従 業 員 数

：株式会社ヤイリギター
：岐阜県可児市下恵土３２３０-２
：３５名 

ヤイリ
ギターの
製造工程

仕
上
げ

塗
装
・
研
磨

木
材
の
加
工

木の乾燥
数年～十年以上自然乾燥

表板・裏板のブックマッチ接合
1枚の板材を2枚に本のように切り開き、
木目を左右対称にしてブックマッチ接合する

トップ材の選択
加工された板を1枚1枚木目など確認

ブレイシング、
スキャロップブレイシング
表板の補強材に削りを入れ共振加工する

サイド材の曲げ・接合
ボディサイド材に水分・熱をかけてプレス。
2つのボディを1組で接着してサイドボディ化

サイド材・トップ材・バック材の接合
サイド材をニカワで接合。
トップ材・バック材もニカワで接合。ボディ完成

バインディング
ボディの周囲を樹脂や木などでできた
装飾材で取り囲む

インレイの埋め込み
装飾品をはめ込む(はめ込み細工)

ネックの仕込み、角度調整
ボディとネックにダブルテイル加工する
ヤイリ独自の「エクステンド・ネック」

ネックシェイプ調整
弾き心地にこだわったネックを
３タイプ用意している（弾き心地に合わせ加工）

塗装前の準備
研磨をすることで、ギターの表面を滑らかにして、
塗装不要部位にマスキングをする

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

フレット打ち込み
音程を決める役割のフレット。塗装後に作業する

“後打ち”で高さのコントロールをする

シーズニング
温度、湿度を適切に管理された部屋で、完成前の
ギターに大量の音楽を聞かせるギターの胎教

14

バフ研磨
塗り上がった塗装面を研磨。
ワックスでツヤをだしていく

15

仕上げ
ギターの部品であるナット、サドル、ペグを取り
付ける。ナット、サドルは個体特性に合わせて
角材から削り出し取り付ける

16

サウンドチェック
仕上げ工程を終えたギター1本1本を
各部確認して適切なセッティングをする

17

最終検品
各工程職人の厳しい検品チェックを行いギター
にはシリアルナンバーラベルを貼って出荷

18

ブレイシング、スキャロップブレイシング4

サイドボディ面あわせ6

ネック接合部加工9

ネック加工10

弦取り付け16

塗装作業12

16 ブリッジ面塗装はがし

Yairi Guitar manufacturing process

Check!

13

塗　装
塗装は美しさの表現で必要だが、ギターの音を
最大限放つにはギリギリまで薄くする

12

一五一会

 

クラフトマンの皆様

ヤイリギターの歴史

ベース＆ギター

ている。シーズニングルームでは、クラシックなどさま
ざまな音楽を大音量で流しており、保管されたギター
に聴かせている。これは、妊娠中のお母さんがお腹の
赤ちゃんに行う胎教に似ている。「君はギターになるん
だよ」と、製作段階からギターのボディに音の響きを
覚えこませ「よく鳴る楽器」に育てているのだ。

２.３ 生涯修理サポート
 　心をこめて作ったギターを長く使い続けてほしいと
いう思いから、ヤイリギターでは他メーカーに先駆け
て、製品に“永久品質保証”を付けており、どんなに
ひどく壊れていても可能な限りのメンテナンスと修理
対応を行っている。時には、修理より、新しく購入した
ほうが安価である場合もあるが、思い出の詰まった
ギターを大切にしたいお客様も多い。そんな気持ちに
応えるべく心をこめて修理対応に取り組む。長年使用
してくれているお客様の中には、父から息子へとヤイリ
ギターを受け継ぎ使用している人もいるという。

３．インタビュー
　代表取締役の矢入賀光様（写真左）とファクトリー
コーディネーターの森幸久様（写真右）からお話を
伺った。

２.１ 木材へのこだわり
　ギターの材料となる木材へのこだわりは強い。高級
家具や楽器に使用されるトーンウッド、エボニー、ロー
ズウッドなどの貴重な木材を世界中から取り寄せてお
り、長いものでは10年もの歳月をかけて、敷地内の保
管庫にて自然乾燥させている。大手メーカーでは生産
性向上のために、人工乾燥機を使用しているところが
多い中、自然乾燥にこだわる理由は、時間をかけて無
理なく乾燥させることで木材それぞれがもつ個性や
持ち味を活かすことができるから。天然木の色、節、年
輪などひとつとして同じものはない木材そのものの良
さを活かすため、限界まで自然乾燥させたギター材は
ヤイリギターの大切な財産である。大切に乾燥させた
木の個性をクラフトマンが見極め、部材の選定をする
ところからヤイリギター作りが始まるのだ。

 

２.２ 音色へのこだわり　
　ヤイリギターでは、完成品や製作中のギターは湿度
や温度を徹底管理したシーズニングルームで保管し

３.１ 人材育成と技術の継承
　技術の継承は、やはり「教えてもらう」のではなく若
手のクラフトマン一人ひとりが先輩クラフトマンの技
を「目で見て盗む」ことから始まります。そして、失敗を
繰り返しながら自分の手でギターを作りあげていく中
で、技術を磨いて体に刷り込んでいく。それを継続し
ていくことが、ヤイリギターの技術の継承につながる
と考えています。
　当社のクラフトマンには、木工職人の訓練校から
就職してギター作りひと筋という熟練職人もいれば、
音楽・ギターが好きで、ものづくりに魅せられて入社
した人もいます。入り口は違っていても、彼らがめざ
す「本物をつくりたい」という強い思いが一致してい
るので、ベテランと若手がともに成長していける環境
が自然とできているように感じます。

３.２ ヤイリギターが認められた時期
　当社のギターがいつ頃からお客様に認められたか
具体的に申し上げるのは難しく、どちらかというと徐々
に認めていただいてきたと感じています。
　1970年代に当社の木工技術をアメリカのディー
ラーに認めていただいたのがきっかけで、口コミで広
がり、知る人ぞ知るギターになっていったと思います。
　 また、1990年代にポールマッカートニーのワールド
ツアーで、ヤイリギターを使っていただいたことも、ヤ
イリの名前を広く知っていただく大きな機会になった
と思います。

１．ヤイリギター誕生
　1935年、矢入儀市氏がヤイリギターの前身となる

「矢入楽器製作所」を興した。木製楽器を手がける製
作所だったが、第二次世界大戦が勃発し、次第に楽器
の需要が失われる中、砲弾を収める木箱などを製作
するようになっていった。
　その後、単身アメリカに渡り、ギター作りのノウハウ
を一から学んだ長男の矢入一男氏が帰国し、1965年
にヤイリギターを設立した。メイド・イン・ジャパンの
ギターブランド「K.Yairi」の誕生である。

 
 

２．ヤイリギターのこだわり
　ヤイリギターは、岐阜県可児市にある自社工場のみ
で作られている。ライン工程にはなっているが、すべ
ての工程がクラフトマンの手作業のため、一日に出荷
できるのは約20本と少ない。創業当時から、高品質
維持のための多種少量手工生産スタイルを貫いて
いるからだ。これは矢入一男氏の“高品質より我ら
生きる道無し”という言葉によく表れている。

のギターを生み出しました。
　 また、ベースとギターを組み合わせ１台の楽器にし
たベサンギ（ベース＆ギター）や、ネックを取り外すこ
とができるギターなど、お客様の声を形にする取り組
みを続けており、今後もこういった取り組みを継続し
ていきたいと思います。

４．最後に
　今回、ヤイリギターさんを訪問し驚いたのは、若手
クラフトマンの多さでした。クラフトマンの平均年齢は
30歳代とのこと。技術と伝統が、ベテランから若手に
しっかり引き継がれることを感じました。
　また当日は、海外から団体でいらしたお客様にも遭
遇し、グローバルで愛されているギターだと実感しま
した。
　楽器店で見かけたら、ぜひ一度手にとってみてくだ
さい。
 

　少し観点は違いますが、おそらく皆さんご存知の
ミュージシャンやギタリストが集まる席で“ヤイリのギ
ターを持っている”ことがきっかけで会話が弾んだと
聞き、とても嬉しく思いました。

３.３ 工場見学で技術開示をしている理由
　時代の変化とともに、他のギターメーカーでも工場
見学が可能なところが増えてきたと思います。当社
も、他社を意識して工場見学等を行っていない時期も
ありました。しかし、今は目で見て真似ることができる
ところは「どうぞ真似てください」という思いが強い
です。高品質な木材の入手そのものが困難になって
きている中、ギターを含む弦楽器の製造業界を見渡す
と、楽器作りの技術を継承していくことのほうが大切
だと思うからです。
　 実際に、ここまで残ってきたメーカーはライバルで
ありますが、各メーカー特徴を持っています。ヤイリは
生音に重点を置いて製造していますが、ピックの音を
うまくアンプで大きな音にすることに重点を置くメー
カーもあり、それぞれに特徴を持ちながら業界を共に
支えていく同志として、お互いを認め合いながら業界
全体を成長させ続けていきたいですね。

３.４ 新しい取り組み
　私たちは、クラフトマンが、ミュージシャンや個人の
プレイヤーの皆さまとギターについて意見交換でき
る場を作っています。そんな中で、BEGINさんとは、沖
縄の三線とギターを融合させた「一五一会」という４弦

執筆者 : 白石 直基

ヤイリギターの製造工程が
動画でも見られます！
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訪 問 先
所 在 地
従 業 員 数

：株式会社ヤイリギター
：岐阜県可児市下恵土３２３０-２
：３５名 

ヤイリ
ギターの
製造工程

仕
上
げ

塗
装
・
研
磨

木
材
の
加
工

木の乾燥
数年～十年以上自然乾燥

表板・裏板のブックマッチ接合
1枚の板材を2枚に本のように切り開き、
木目を左右対称にしてブックマッチ接合する

トップ材の選択
加工された板を1枚1枚木目など確認

ブレイシング、
スキャロップブレイシング
表板の補強材に削りを入れ共振加工する

サイド材の曲げ・接合
ボディサイド材に水分・熱をかけてプレス。
2つのボディを1組で接着してサイドボディ化

サイド材・トップ材・バック材の接合
サイド材をニカワで接合。
トップ材・バック材もニカワで接合。ボディ完成

バインディング
ボディの周囲を樹脂や木などでできた
装飾材で取り囲む

インレイの埋め込み
装飾品をはめ込む(はめ込み細工)

ネックの仕込み、角度調整
ボディとネックにダブルテイル加工する
ヤイリ独自の「エクステンド・ネック」

ネックシェイプ調整
弾き心地にこだわったネックを
３タイプ用意している（弾き心地に合わせ加工）

塗装前の準備
研磨をすることで、ギターの表面を滑らかにして、
塗装不要部位にマスキングをする

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

フレット打ち込み
音程を決める役割のフレット。塗装後に作業する

“後打ち”で高さのコントロールをする

シーズニング
温度、湿度を適切に管理された部屋で、完成前の
ギターに大量の音楽を聞かせるギターの胎教

14

バフ研磨
塗り上がった塗装面を研磨。
ワックスでツヤをだしていく

15

仕上げ
ギターの部品であるナット、サドル、ペグを取り
付ける。ナット、サドルは個体特性に合わせて
角材から削り出し取り付ける

16

サウンドチェック
仕上げ工程を終えたギター1本1本を
各部確認して適切なセッティングをする

17

最終検品
各工程職人の厳しい検品チェックを行いギター
にはシリアルナンバーラベルを貼って出荷

18

ブレイシング、スキャロップブレイシング4

サイドボディ面あわせ6

ネック接合部加工9

ネック加工10

弦取り付け16

塗装作業12

16 ブリッジ面塗装はがし

Yairi Guitar manufacturing process

Check!

13

塗　装
塗装は美しさの表現で必要だが、ギターの音を
最大限放つにはギリギリまで薄くする

12

一五一会

 

クラフトマンの皆様

ヤイリギターの歴史

ベース＆ギター

ている。シーズニングルームでは、クラシックなどさま
ざまな音楽を大音量で流しており、保管されたギター
に聴かせている。これは、妊娠中のお母さんがお腹の
赤ちゃんに行う胎教に似ている。「君はギターになるん
だよ」と、製作段階からギターのボディに音の響きを
覚えこませ「よく鳴る楽器」に育てているのだ。

２.３ 生涯修理サポート
 　心をこめて作ったギターを長く使い続けてほしいと
いう思いから、ヤイリギターでは他メーカーに先駆け
て、製品に“永久品質保証”を付けており、どんなに
ひどく壊れていても可能な限りのメンテナンスと修理
対応を行っている。時には、修理より、新しく購入した
ほうが安価である場合もあるが、思い出の詰まった
ギターを大切にしたいお客様も多い。そんな気持ちに
応えるべく心をこめて修理対応に取り組む。長年使用
してくれているお客様の中には、父から息子へとヤイリ
ギターを受け継ぎ使用している人もいるという。

３．インタビュー
　代表取締役の矢入賀光様（写真左）とファクトリー
コーディネーターの森幸久様（写真右）からお話を
伺った。

２.１ 木材へのこだわり
　ギターの材料となる木材へのこだわりは強い。高級
家具や楽器に使用されるトーンウッド、エボニー、ロー
ズウッドなどの貴重な木材を世界中から取り寄せてお
り、長いものでは10年もの歳月をかけて、敷地内の保
管庫にて自然乾燥させている。大手メーカーでは生産
性向上のために、人工乾燥機を使用しているところが
多い中、自然乾燥にこだわる理由は、時間をかけて無
理なく乾燥させることで木材それぞれがもつ個性や
持ち味を活かすことができるから。天然木の色、節、年
輪などひとつとして同じものはない木材そのものの良
さを活かすため、限界まで自然乾燥させたギター材は
ヤイリギターの大切な財産である。大切に乾燥させた
木の個性をクラフトマンが見極め、部材の選定をする
ところからヤイリギター作りが始まるのだ。

 

２.２ 音色へのこだわり　
　ヤイリギターでは、完成品や製作中のギターは湿度
や温度を徹底管理したシーズニングルームで保管し

３.１ 人材育成と技術の継承
　技術の継承は、やはり「教えてもらう」のではなく若
手のクラフトマン一人ひとりが先輩クラフトマンの技
を「目で見て盗む」ことから始まります。そして、失敗を
繰り返しながら自分の手でギターを作りあげていく中
で、技術を磨いて体に刷り込んでいく。それを継続し
ていくことが、ヤイリギターの技術の継承につながる
と考えています。
　当社のクラフトマンには、木工職人の訓練校から
就職してギター作りひと筋という熟練職人もいれば、
音楽・ギターが好きで、ものづくりに魅せられて入社
した人もいます。入り口は違っていても、彼らがめざ
す「本物をつくりたい」という強い思いが一致してい
るので、ベテランと若手がともに成長していける環境
が自然とできているように感じます。

３.２ ヤイリギターが認められた時期
　当社のギターがいつ頃からお客様に認められたか
具体的に申し上げるのは難しく、どちらかというと徐々
に認めていただいてきたと感じています。
　1970年代に当社の木工技術をアメリカのディー
ラーに認めていただいたのがきっかけで、口コミで広
がり、知る人ぞ知るギターになっていったと思います。
　 また、1990年代にポールマッカートニーのワールド
ツアーで、ヤイリギターを使っていただいたことも、ヤ
イリの名前を広く知っていただく大きな機会になった
と思います。

１．ヤイリギター誕生
　1935年、矢入儀市氏がヤイリギターの前身となる

「矢入楽器製作所」を興した。木製楽器を手がける製
作所だったが、第二次世界大戦が勃発し、次第に楽器
の需要が失われる中、砲弾を収める木箱などを製作
するようになっていった。
　その後、単身アメリカに渡り、ギター作りのノウハウ
を一から学んだ長男の矢入一男氏が帰国し、1965年
にヤイリギターを設立した。メイド・イン・ジャパンの
ギターブランド「K.Yairi」の誕生である。

 
 

２．ヤイリギターのこだわり
　ヤイリギターは、岐阜県可児市にある自社工場のみ
で作られている。ライン工程にはなっているが、すべ
ての工程がクラフトマンの手作業のため、一日に出荷
できるのは約20本と少ない。創業当時から、高品質
維持のための多種少量手工生産スタイルを貫いて
いるからだ。これは矢入一男氏の“高品質より我ら
生きる道無し”という言葉によく表れている。

のギターを生み出しました。
　 また、ベースとギターを組み合わせ１台の楽器にし
たベサンギ（ベース＆ギター）や、ネックを取り外すこ
とができるギターなど、お客様の声を形にする取り組
みを続けており、今後もこういった取り組みを継続し
ていきたいと思います。

４．最後に
　今回、ヤイリギターさんを訪問し驚いたのは、若手
クラフトマンの多さでした。クラフトマンの平均年齢は
30歳代とのこと。技術と伝統が、ベテランから若手に
しっかり引き継がれることを感じました。
　また当日は、海外から団体でいらしたお客様にも遭
遇し、グローバルで愛されているギターだと実感しま
した。
　楽器店で見かけたら、ぜひ一度手にとってみてくだ
さい。
 

　少し観点は違いますが、おそらく皆さんご存知の
ミュージシャンやギタリストが集まる席で“ヤイリのギ
ターを持っている”ことがきっかけで会話が弾んだと
聞き、とても嬉しく思いました。

３.３ 工場見学で技術開示をしている理由
　時代の変化とともに、他のギターメーカーでも工場
見学が可能なところが増えてきたと思います。当社
も、他社を意識して工場見学等を行っていない時期も
ありました。しかし、今は目で見て真似ることができる
ところは「どうぞ真似てください」という思いが強い
です。高品質な木材の入手そのものが困難になって
きている中、ギターを含む弦楽器の製造業界を見渡す
と、楽器作りの技術を継承していくことのほうが大切
だと思うからです。
　 実際に、ここまで残ってきたメーカーはライバルで
ありますが、各メーカー特徴を持っています。ヤイリは
生音に重点を置いて製造していますが、ピックの音を
うまくアンプで大きな音にすることに重点を置くメー
カーもあり、それぞれに特徴を持ちながら業界を共に
支えていく同志として、お互いを認め合いながら業界
全体を成長させ続けていきたいですね。

３.４ 新しい取り組み
　私たちは、クラフトマンが、ミュージシャンや個人の
プレイヤーの皆さまとギターについて意見交換でき
る場を作っています。そんな中で、BEGINさんとは、沖
縄の三線とギターを融合させた「一五一会」という４弦

執筆者 : 白石 直基

ヤイリギターの製造工程が
動画でも見られます！
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1 はじめに
　近年、RAV4のメイン市場である北米で、燃費規
制が非常に厳しくなるため、車両開発において軽
量化が重要となっている。次期モデル（2019MY）
のRAV4は、自動車メーカー別の平均燃費の向上
を牽引する重要な車両で、図1にあるように世界
最軽量のボディーを開発することを目標とした。
そして、図2に示すようにアッパーボディーの質
量目標としては、現モデルからの性能UPによる質
量増加が＋25kgで、そこからのME量は−34kg
となる。その中でもバックドアは、材料が現号の鉄
からアルミを採用し、その目標は現号から−4kg
が目標となった。
　本稿ではアルミバックドアの開発中に発生した
振動・騒音性能の悪化を世界初の技術で性能と軽
量化を両立した取り組みについて報告する。

図1 アッパー、アンダーの質量合計横並び
Fig.1 Comparison diagram of competing vehicles of total

of upper and under mass

世界最軽量を目指す!!

次期RAV4（2019MY）目標

車両サイズ

重
量

▲21kg 軽い
現RAV4

（kg）

2 アルミバックドアについて
　バックドアの材料は鉄が主流で、アルミバック
ドアは軽量だが、次の点で鉄のバックドアよりも
剛性性能が不利と言える。表1に示すように、鉄と
アルミの違いはヤング率が、鉄はアルミの3倍。成
形性は鉄の方が成形し易く深く絞ることができる
ため、断面を大きくでき剛性を確保できる。また溶
接方法も鉄は3枚のパネルを溶接できるが、アル
ミは2枚しか溶接できないため、図3のようにパネ
ルの切欠きが増えて剛性が落ちる。上記のことか
らアルミバックドアの方が鉄のバックドアに比べ
て剛性が下がることがわかる。

図2 次期RAV4（2019MY）シェルアッパーボデーの質量目標
Fig.2 Mass target of the upper body of next RAV4（2019MY）

ハイテン化 構造合理化

－34.4kgのME達成方策

バックドア
▲4kg

仕様UP
25kg

仕様アップ内容
ボデー剛性向上
など

アルミ化

シェル目標仕様UP後
質量

現モデル

▲3.3 ▲13.5

▲17.6

（kg）

必要ME
－34.4kg

ト ピ ッ ク ス

高剛性発泡材を採用した軽量アルミバックドア開発
Development of aluminum back door with high structural form

＊1
鈴村 春樹

Haruki Suzumura

＊1 自動車 技術部設計第一室ボデー3G

要　旨 　RAV4は全世界185か国で年間78.7万台が販売され、そのメイン市場は北米で年間43万台（'16～ '17）販売され
ており、トヨタ車の中でも基幹車種となっている。その北米で近年、燃費規制が非常に厳しくなるため、次期モデル

（2019MY）では大幅な軽量化が必要となった。現モデルのアッパー、アンダーの合計質量から−21kgで、これは世界
最軽量レベルの目標（図1）で、その目標を達成するためにもアルミバックドアが採用された。
　本稿では、開発中に発生した振動・騒音性能の悪化を高剛性発泡材の採用により、性能を満足し、さらに軽量化を達
成したアルミバックドアの開発について報告する。

キーワード：アルミバックドア、高剛性発泡材、ロックアップこもり音

Abstract 　RAV4 are sold per year 787,000 units worldwide 185 countries, its main market is 430,000 units in 
North America per year are sold, has become a key model among Toyota. The recent years in North 
America, because the fuel economy regulation is very strict, significant weight reduction has become 
necessary in the next model （2019MY）. It is -21 kg from the total weight of the upper and the under of 
the current model, which is the world's lightest level target （Figure 1）, and an aluminum backdoor was 
also adopted to achieve that goal.
In this paper, we report on the development of an aluminum back door which satisfies the performance 
and reduces the weight by adopting high structural foam material to deteriorate vibration and noise 
performance generated during development.

Keywords: Aluminum back door, High structural foam material, Booming noise
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3 ロックアップこもり音（振動・騒音性能）
　ロックアップこもり音とは、車両の振動・騒音性
能に関する不具合の一つ。先ず、こもり音とは図4
に示すようにボディーの各部位が振動すると、車
室内の空気が振動し、それが音となって人の耳に
不快な音として届く現象のこと。次にロックアッ
プとは、エンジンにトランスミッションが直結さ
れることをロックアップと言い、図5に示すよう
にロックアップされるとエンジンの振動が直接ボ
ディーに伝わる。このロックアップを起因とした
こもり音をロックアップこもり音という。

　RAV4の開発ではこのロックアップこもり音の
性能が大幅な未達となった。開発の初期段階では
図6に示すように、45Hz帯で11dB未達だった。こ
の時の音の大きさはとしては、大型バスのアイド
ル時の音に相当する。そして目標とする音圧感度
では、人の耳にはこもり音として感じることのな
い音のレベルになる。こもり音の発生要因は、図7
のCAEの解析結果からバックドアが最も発音し
ているのが分かる。さらにバックドアの変形を確
認すると、図8のようにバックドアの窓枠の下で
くの字に大きく変形している。この変形により車

表1 鉄とアルミの差
Table1 Difference between iron and aluminum

鉄 アルミ
ヤング率 211GPa 70GPa
成形性 易 難

接合方法 SPOT溶接 FSW
FSW：Friction Stir Welding

摩擦攪拌溶接

図3 接合方法
Fig.3 Bonding method

板金

板金
Plunging Bonding Retracting

板金に穴が空くため、
結合効率が悪い

SPOT

FSW
溶接の詳細

内の空気が大きく振動されて、こもり音を悪化さ
せる要因となっていた。

図4 こもり音イメージ
Fig.4 The image of booming noise

ボデーが振動

空気

1

2

空気が振動
↓

こもり音発生

図5 ロックアップ時の振動伝達
Fig.5 The vibration transmission at the time of the lock-up

ボデー

直結して
動力伝達

エンジン
（振動源）

トランス
ミッション

トルクコンバータ

図6 ロックアップこもり音　評価結果
Fig.6 Lock-up booming noise evaluation result

ロックアップこもり音が
４５Hz帯で11ｄB未達

悪

目標線

30 35 40 45 50 55 60
周波数（Hz）

音
圧
感
度（
dB
）

図7 こもり音発音部位
Fig.7 Booming noise location

発音大（正）

発音無し バックドア

H

W

L

バックドア下側の
発音寄与大

発音大（負）

豊田自動織機技報   No.69 豊田自動織機技報   No.69

　ト
ピ
ッ
ク
ス

87

4 高剛性発泡材
　この変形を止めるために、弱体部を板金で補強
する対策を検討したが、質量目標が達成できなく
なってしまう。そのため、エポキシ樹脂とガラス繊
維を主成分としたアルミより軽い高剛性発泡材を
採用することにした。高剛性発泡材とは図9に示
すように、150℃以上の雰囲気温度で発泡して、冷
却時にパネルと接着して硬化する樹脂材のこと。
著者調べでは、アルミの材料への採用は世界初。高
剛性発泡材の採用にあたり、以下の3点が課題。

1.コスト
2.精度
3.ロバスト性

　1のコスト低減のために、トポロジー解析によ
り発泡後の発泡材の形状を最適化し、材料の使用
量を削減した。
　次に2の精度と3のロバスト性については、
DRBFMの中で発泡後のパネルの歪みが懸念され
たため、これらについての検証を実施。歪みは図
10のC-Cに示すように、バックドアのSub-Assy
のバラツキにより変わるため、そのバラツキも考
慮して検証する必要があった。図10の簡易冶具、
CAEを用いて歪みを予測し、歪みが発生しないよ
うに発泡前の発泡材の厚みを調整して最終形状を
決定した。

図8 バックドア変形図
Fig.8 Back door deformation

このエリアで空気を
押している

変形大

UPR
A－A

A

A

RR

5 結果とまとめ
　図11に示すように、ロックアップこもり音は開
発の初期から11dB下げることができ、目標を達
成。質量目標についても▲4kgを達成。量産でも発
泡材による歪み等の不具合がないことを確認済み。
　アルミバックドア開発は織機では初めてだった
が、次のアルミバックドアの開発時に今回の知見
を生かして、効率の良い開発を目指す。

図9 発泡材説明図
Fig.9 Explanation 0f high structural foam material

サンプル品　写真

B

バックドアインナー バックドアインナー
バックドアアウター バックドアアウター

発泡後パネルと
接着

発泡材

クリップ
固定 ナイロン基材

B

ナイロン
基材

発泡材

発泡後

ED乾燥炉で
焼付け

発泡前

150℃以上の雰囲気温度で発泡 冷却時にパネルと接着、硬化

B－B

図10 発泡材歪み検証手法
Fig.10 Verification method of distortion by foam material

簡易治具（実機）

測定エリア

ナイロン基材

バックドアのモデル

C
C

S/Aのバラツキ±2mm

簡易治具のCAEモデル

バックドア断面を模擬した
アルミパネル

発泡材
（発泡前）

B：ランプ取付け部
A：ガラスシール面

0.34～0.40mm

0.09～0.11mm

0.45～0.49mm

0.34～0.37mm

MAX 1.4mm

C-C

図11 ロックアップこもり音　対策結果
Fig.11 ountermeasure result of lock-up booming noise

対策前

対策後

周波数(Hz)6030 35 40 45 50 55

音
圧
感
度
(d
B）

高剛性発泡材を採用した軽量アルミバックドア開発
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■ 著 者 紹 介 ■

鈴村 春樹

　現号からボディーへの入力が増加し、振動・騒音の性能目標も高くなり、かつ質量も現号から大幅に低減
する必要があり、目標を達成するためには非常に厳しい条件だった。しかし、今回新しく高剛性発泡材を採
用することにより、性能と質量の両方を満足するバックドアを開発することができた。
　今後もボディーの軽量化に繋がるアイテムを見つけ出しチャレンジしていきたい。

開発の経緯と開発者の思い
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1 はじめに
　エアコンシステムを作動させるには冷媒が必
要でありHFC（ハイドロフルオロカーボン）など
が使用される。近年、環境規制が厳しくなってお
り欧州では地球温暖化係数（GWP）の低いエアコ
ンシステムとして自然冷媒（CO2）が注目されて
いる。当社では自然冷媒に対応したコンプレッサ
9SA31の生産を開始した。CO2冷媒の特徴とし
て、HFC冷媒に比べ、「圧力・温度」が「高圧・高温」
側へシフトすることが挙げられる（図1）。

　そのため、これまでのコンプレッサは適用でき
ず新規設計が必要となる。既存コンプレッサと同
等の体格でありながら使用環境が厳しくなるた

図1 冷媒の特徴
Fig.1 Characteristic of refrigerant

HFC冷媒 自然冷媒

R134a CO2（R744）

地球温暖化係数
（GWP） 1410 １

使用圧力 0.3～3.6MPa 3.5～15MPa

吐出温度 80～130℃ 130～180℃

使用領域 臨界域内 超臨界域

め、ベアリング設計の制約条件が多くなる。この
軸受部分の機能を損なうことなく設計すること
がCO2冷媒コンプレッサの肝となる。この課題に
対し近年、自動車部品への適用が進むDLC（ダイ
ヤモンド･ライク･カーボン）コーティング（以下
DLC膜）に注目し、今回コロ軸受のコロ部分に相
応しいDLCを選定し、構造最適化したうえで適用
した（図2）。本稿ではDLC膜の特徴とその効果・製
品化の概要を紹介する。

2 DLCコーティングとは
　DLCとはDiamond-Like Carbonの略称で、ダ
イヤモンド構造とグラファイト（黒鉛）構造の中間
的な構造（アモルファス構造）から形成された炭素
－炭素結合を持つ炭素を主成分として作られた薄
膜の総称である（図3）［1］。

図2 9SA31の外観とコロにDLCを適用したベアリング
Fig.2 DLC roller bearing and appearance of 9SA31

ト ピ ッ ク ス

CO2冷媒コンプレッサ用軸受のDLCコーティングによる長寿命化
Longer life of bearing by Diamond Like Carbon coating applied R744 
refrigerant Compressor

＊1
斉藤 淳志
Atsushi Saito

＊2
田中 祥和

Yoshikazu Tanaka

＊1 コンプレッサ事業部 技術企画部　＊2 日本アイティエフ株式会社

要　旨 　CO2冷媒用コンプレッサ9SA31は自然冷媒を使用したエアコンシステム用の車両向けに開発され、2018年より製
品化されている。従来の冷媒に対し、高圧・高温の環境下で運転されるため、コンプレッサは新規設計となっている。特
にベアリングは既存のコンプレッサと同等の体格で成立させるという設計制約が多い中、機能を損なうことなく設計
する必要があり、軸受部分にDLC（ダイヤモンド・ライク・カーボン）コーティングを使用した。今回、カーエアコンコン
プレッサで初めて(＊)コロ軸受のコロにDLCコーティングを採用した経緯とその製品化の概要を紹介する。(＊)当社
調べ

キーワード：CO2冷媒、軸受、DLCコーティング

Abstract 　The Compressor（9SA31）for CO2 refrigerants was developed for vehicles that adopted air 
conditioning systems using natural refrigerants. It was mass-produced since 2018. It is used at higher 
pressure and temperature than conventional system. So we have developed a new compressor that 
endured those hard operating condition. Especially the bearing has many design constraint, we need 
to design without impairing function. Hence, we applied surface treatments （calling Diamond Like 
Carbon coating） to the bearings. This time, we explained details of employing DLC for coating bearing 
rollers of car air conditioning systems for the first time（＊）, and introduced outline of productization.（＊）
according to investigations by our company.

Keywords: natural refrigerants, bearing, Diamond Like Carbon coating
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　この構造の比率や、結晶構造に組み込まれる水
素の比率、あるいは他の金属元素の有無によって、
異なる特徴を持つ薄膜が形成される。一般的に水
素含有量が多くなると、より高分子的な物性にな
る。ダイヤモンド構造（SP3）/グラファイト構造
（SP2）/水素（H）の比率を基にしたDLC膜の概念
図として、C.FerraiとJ.Robertsonが提唱した3元
相図がある（図4）［2］。

　SP2/SP3のみで構成される水素を含まない
DLC膜は一般的に水素フリーDLC膜とも呼ばれ、
高硬度を求めるケースが多く、耐熱性も高い傾向
にあるほか、油中での摩擦係数低減効果に優れる
という特長があり、自動車のエンジンオイル中で
の表面技術として採用されている［3,4］。また、水
素含有DLC膜は、無潤滑環境下で摩擦係数低減効
果が高いという特徴がある。SP3の比率を上げる
と硬度が高くなり、その使用用途に合わせた膜物
性を設計することが重要となる。

3 コロ軸受へのDLC膜の適用
　開発当初、CO2冷媒のコンプレッサ耐久試験を
実施し部品を精査するとベアリングのコロ転動面

図3 DLCの結晶構造模式図
Fig.3 Schematic diagram of crystal structure of DLC

ダイヤモンド 黒鉛
sp3 sp2sp3＋sp2

DLC
（Diamond-Like Carbon）

図4 SP3/SP2/Hの比率とDLCの特性の相関図
Fig.4 SP3/SP2/H Rasio and Correlation diagram of DLC
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の形状に摩耗が確認された。通常ベアリングの転
がり機能を有するには潤滑に必要な油膜を確保し
たうえで転動することが前提であるが、コロ－レー
ス間の摩耗が促進されるとフレーキングに至る場
合がある。CO2冷媒を使用した場合、従来より「高
圧・高温」の環境下で使用されるため、コロ－レース
間で油膜が形成されにくく、境界潤滑となるとコ
ロ及びレースの摩耗が促進され、コロ－レース間の
局所面圧が増大しやすくなったため、この課題が
顕著となった（図5）。

　潤滑特性を改良するために、ベアリングデザイ
ンの見直し、油膜確保しやすいコンプレッサ構造
などのアイテムを折り込んだ。更にコロ－レース
間の摩耗を抑制する方策を検討する中で我々は
DLC膜の持つ「高硬度（耐摩耗性）・低摩擦係数（摺
動特性）」に注目した。レースは薄肉であり、微小な
ソリを持っていることから、荷重負荷時に変形を
伴う。このため、DLC膜をレース側に使用すると
レース変形によりはがれやすくなる。またコロの
稜線形状を保つことが軸受の寿命を確保するには
重要と考え、コロ側にDLC膜を適用した。DLC膜
の選定であるが、日本アイティエフ殿と協力し耐
摩耗性に優れる膜をベースに検討した。ベアリン
グは鉄基材から構成されており、一般的に鉄基材
とDLC膜の相性は良くないため、中間層を形成し
ないと容易に剥離することがわかっている。従来
の方式により中間層を形成して膜を検討したが耐
剥離性が満足しない結果となった。転がり軸受に
DLC膜を適用するには高密着性が必要特性とな
ることがわかった。コロに必要なDLC膜の特徴と
しては、平滑な表面を持ち合わせ、密着性が良い、
特に疲労耐性が高いものが望ましいと考えた。従

図5 コロ摩耗メカニズム
Fig.5 Wear mechanism of bearing

コロ・レース間に
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【境界接触】 レースとコロが摩耗
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来 のCVD（Chemical Vapor Deposition）方 式
で成膜したDLC膜は平滑性が高い半面、下地層形
成時に使用しているスパッタ法ではイオン化率が
極めて低いため、基材との密着力が低くコロに求
められる疲労耐性を得ることができなかった。今
回検討したDLC膜は下地層から中間層形成時の
スパッタのイオン化率を高める独自の工夫を加え
ることで基材との密着力を高めており、更に膜厚
や膜質、表面状態を最適化した。これにより、コロ
に要求される高い疲労耐性を実現するDLC膜を
開発することができた。（図6）。

　本DLC膜は日本アイティエフ（株）製、バッチ式
マルチアークPVD装置（型式：M720）をベースに
カスタマイズし形成されたものである（図7）。こ
の装置を使用し成膜したDLC膜の構造を図8に示
す。本DLC膜は3層構造となっており下地層、中間
層により基材との密着力を高め、表層のDLC層で
耐摩耗性を確保している。また成膜時にワーク発
熱を伴うため、処理温度に関しても基材硬度が低
下しないような温度域で処理されるように制御さ
れている。

図6 新規開発したDLC膜の膜物性
Fig.6 Characteristics of newly developed DLC film
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　本DLC膜を用いたベアリングの評価結果を図9
に示す。所定の運転時間経過後もコロの形状を保
ちベアリングの機能が損なわれていない結果と
なった。

図7 コーティング装置の外観
Fig.7 Appearance of film forming equipment

図8 新規DLC膜の断面図
Fig.8 Cross-sectional structure of newly developed membrane
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図9 コロDLC有無の耐久試験後のコロ形状と外観
Fig.9 Shapes of roller after durability test of DLC film
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　各種耐久試験・実車耐久試験においてもその効
果は確認され、ベアリングコロへのDLC膜の製品
化検討を実施することとなった。

4 DLC膜の量産化
　ベアリング用コロへDLC処理を実施し製品化
するには次の課題が挙げられる。
　・DLC処理時のワーク設置方法
　・膜質（品質）の安定化
　・検査方法の確立
　まず、コロへDLC処理するには、転動面全体に
成膜される必要がある。処理炉内で炉内の膜質バ
ラツキを抑制でき、かつ簡易的構造でワークの脱
着が可能な専用治具を作製した。本方式により均
一かつ大量のコロをDLC処理することが可能と
なった。
　次に膜質の安定化の検討に着手した。DLC膜は
その成膜方式・条件により物性値を多種にコント
ロールできる半面、必要膜特性が明確でないと品
質の安定化を実現できない。今回コロへの必要物
性値として「膜厚・硬度・密着力・表面粗さ」を取り
上げ各々の設計範囲を明確にした。中でも膜厚に
ついては密着力と密接な関係にあることがわか
り、パラメータを水準振りして見極めを実施した。
また硬度は低くなりすぎると耐摩耗性が劣ること
が確認できたため下限値の設定を実施した。表面
粗さは本方式のDLC膜は基材粗さと同程度の膜
が得られるがそのまま使用すると被膜の表面上
に一部突起物（ドロップレット）があり、その影響
により、摺動時の相手攻撃性・油膜確保が懸念され
る。そのためこのドロップレットを除去する工程
が必要である（図10）。

図10 ドロップレット除去前後の粗さ形状
Fig.10 Roughness shape before and after removal droplet 

DLC成膜直後

ドロップレット除去後

ドロップレット

　これらの設計範囲を基に処理条件への落としこ
みを実施した。この処理条件にて成膜されたDLC
膜の確からしさを確認するにはDLC膜の検査工
程の確立が重要であり、中でも密着力の確認、外観
の出来栄えの検査は本プロセスの肝となる部分で
ある。DLC膜の密着力の確認にはVDI3198で規
格化されているロックウェル硬度計による圧痕試
験法が一般的に用いられるが、本試験のみではコ
ロに成膜したDLC膜の密着力を正確に担保でき
ないことが検査工程検討時に判明した。そのため、
使用条件を加味した密着試験方法を新規に適用す
る必要があった。そこで我々は短時間で密着性を
評価できるように実際にベアリングを使用して検
査できないか検討した。使用するコロの個数・試験
条件の設定により密着力の悪いサンプルは早期に
剥離することを確認できた。検査工程に本試験を
採用することにより各処理バッチの確からしさを
確認できるようになった（図11）。

　また、DLC膜の外観不良モードとしては膜の
一部分が欠落する「ピンホール」、基材そのもの
の発生しうる「キズ」を検出しなければならない
（図12）。

図11 単体試験機の構成
Fig.11 Structure of unit testing machine
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図12 外観不良モード
Fig.12 Appearance failure mode
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　外観の出来栄えを確認する工程は目視検査が主
流であるが、今回の対象部品はワークサイズが小
さく、かつ大量にあるため、全てのものを目視検査
するには非効率的である。そのため自動外観検査
機の導入検討を実施した。
　外観検査のポイントは「ピンホール、キズ」を正確
に早く検出することである。図13は開発した外観
検査機の外観である。この設備を使用し、DLC処理
した全てのコロを検査することが可能となった。

　これらの課題を克服しベアリングコロへの
DLC膜製品化検討が完了し、現在まで100万個以
上の処理実績がある工程となった。

図13 自動外観検査の様子
Fig.13 Automatic appearance inspection

コロ投入口

コロ排出口

カメラ

コロ（1個）

照明

コロ一個毎搬送

5 今後の展望
　9SA31はCO2冷媒の課題であった高圧・高温
環境下での摺動特性をコロ軸受に相応しいDLC
コーティングを開発し適用することで確保でき
た。車両搭載性などの制約条件が多い中、自然冷媒
を使用したエアコンシステムを適用したいという
車両の要求に確実に応えるコンプレッサを具現化
できた。今後はこのDLC膜の特長である「高硬度、
低摩擦係数」を活かし、お客様の要望に応じ他部材
への適用も含め検討していきたい。
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CO2冷媒コンプレッサ用軸受のDLCコーティングによる長寿命化
　今回新規開発したCO2冷媒コンプレッサは、全ての部品が新規設計でした。特に軸受性能確保がネック
技術であり、開発当初に車両メーカーと実施したコンプレッサの立会い分解では下を向きたくなる結果ば
かりでした。DLCコーティングに注目し試作段階で効果を確認できたときは、「これで課題を解決できる」
という希望と「世の中で誰も実施したことがない小さな部品に適用することをやり切れるのか」という不安
が同居した状態でした。本開発においては品質管理方法の確立が最も苦労した項目であり、密着確認試験に
実際のベアリングを用い検査する方法で、品質を確保することができました。このベアリングを用いたコン
プレッサの立会い分解において、お客様の満足する姿を目にすることができたのがとても印象的です。

開発の経緯と開発者の思い

CO2冷媒コンプレッサ用軸受のDLCコーティングによる長寿命化
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1 はじめに
　2018年6月12日に公益社団法人発明協会主催
の平成30年度全国発明表彰の表彰式が開催され、
特許発明「ルーツ式流体機械」（特許第5353383
号）が特許庁長官賞を受賞した。また、これに先立
ち、2017年6月21日に一般社団法人愛知県発明
協会主催の平成29年度愛知発明表彰の表彰式が、
2017年11月22日に公益社団法人発明協会主催
の平成29年度中部地方発明表彰の表彰式が開催
され、愛知発明大賞および愛知県知事賞をそれぞ
れ受賞した。特許庁長官賞は、全国発明表彰の中で
も上位に位置づけられる特別賞であり、昭和30年
以来63年ぶり（入賞としては平成18年以来12年
ぶり）の栄えある受賞となった。
　今回受賞した特許発明は、コンプレッサー事業
部の平野貴之さん、佐藤一穂さん、藤井俊郎さん、奈
須田勉さん、城丸勝俊さん、鈴木文博さん、技術・開
発本部の曽和真理さんらによって創出されたもの
であり、記念の賞状並びに盾が贈られた（写真1）。
　全国発明表彰は、全国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「ルーツ式流体機械」は、
回転数に応じて圧縮メカニズムが切り替わるよ
う、ロータ形状を工夫することで、燃料電池車（以
下、FCV）の航続距離と加速性能の向上に大きく
寄与した点が認められた。

写真1 全国発明表彰授賞式（左から藤井さん、城丸さん、佐藤さん、
平野さん、曽和さん、奈須田さん、鈴木さん）

Photo1 Awarded Winners at Ceremony of National
Commendation for Invention （From left; Mr. Fujii,
Mr. Shiromaru, Mr. Sato, Mr. Hirano, Mr. Sowa, 
Mr. Nasuda and Mr.Suzuki）

特許発明「ルーツ式流体機械」が全国発明表彰にて特許庁長官賞を受賞
The Patented Invention of “Roots Type Fluid Machine” Won the Prize of 
Commissioner of the Japan Patent Office in the National Commendation 
for Invention

＊1
沢口 雄祐

Yusuke Sawaguchi

＊1 技術・開発本部 知的財産部 知財推進第一室 知財第11G

要　旨 　特許発明「ルーツ式流体機械」が全国発明表彰にて特許庁長官賞を受賞した。また、これに先立ち、愛知発明表彰に
て愛知発明大賞を受賞し、中部地方発明表彰にて愛知県知事賞を受賞した。受賞した「ルーツ式流体機械」（特許第
5353383号）は、ルーツ式圧縮機において、回転数に応じて圧縮メカニズムが切り替わるよう、ロータ形状を工夫した
ものである。本発明は、エアコンプレッサーとして世界初の量産型燃料電池車「MIRAI」に適用され、従来のガソリン車
と遜色ない航続距離と加速性能の両立に貢献している。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：ルーツ式流体機械、燃料電池車、エアコンプレッサー

Abstract 　The patented invention of “Roots Type Fluid Machine” won the prize of commissioner of the Japan 
Patent Office in the national commendation for invention. Prior to the commendation, the invention won 
the grand prize in Aichi commendation for invention and the prize of Aichi prefectural governor in local 
commendation for invention of Chubu. The invention “Roots Type Fluid Machine”（patent No. 5353383） 
designs contours of rotor to enable mechanism change for compressing fluid that corresponds to 
rotation number. This invention is applied to “MIRAI” the world's first mass-produced Fuel Cell Vehicle 
as air compressor, and contributes to satisfy both of cruising distance and accelerating performance 
comparable to a conventional gasoline vehicle. This document explains the invention itself and the 
invented situation.

Keywords: Roots type fluid machine, Fuel Cell Vehicle, Air compressor

表 彰
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2 発明の内容

2.1 発明が解決しようとする課題
　二酸化炭素排出規制や燃費規制などの観点か
ら、次世代自動車戦略の候補車両としてFCVが注
目されている。FCVとは、水素と酸素を化学反応
させて電気を作るFC（燃料電池）スタックを搭載
し、作られた電気を動力源にしてモータで走行す
る車両である。
　酸素を含む大気を吸引圧縮してFCスタックへ
供給する役割を果たすのがエアコンプレッサーで
あり、FCVの航続距離や加速性能に大きく寄与す
る重要機能部品となっている。
　FCV用エアコンプレッサーの効率を示す際の
代表的な運転条件として、低流量かつ低吐出圧で
ある燃費条件と、高流量かつ高吐出圧である定格
条件の２つがある（図1）。
　従来のルーツ式コンプレッサーは、高回転で運
転が可能だが、内部圧縮を行わないため吐出圧を
高めにくく、定格条件での効率が悪い。一方で、ス
クロール型などの内部圧縮を行う型式のコンプ
レッサーは、低回転数において必要以上に流体を
圧縮するので、燃費条件での効率が悪い。
　特に、燃費条件における効率は車両の航続距離
に影響を与え、定格条件における効率は車両の加
速性能に影響を与えるため、FCVの商品価値を
上げるためには、広い運転範囲でエアコンプレッ
サーの効率を高める必要がある。

2.2 発明を実施するための形態
　今回の発明に関するエアコンプレッサーの構成
を図2に示す。
　本発明は、前端面に対して後端面が回転した形
状となるよう、ロータにねじれ角を与えたヘリカ
ルルーツ式コンプレッサーに関するものである。

図1 エアコンプレッサーの運転条件
Fig.1 operating condition of air compressor
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発明者らは、ねじれ角を大きく設定することで、内
部圧縮が可能となるメカニズムに着目した。
　ロータにねじれ角を与えたヘリカルルーツ式コ
ンプレッサーは、これまでローブ数が2または3で
あるものが知られている。このようなロータ形状
では、ねじれ角を大きくすると、ロータ同士の噛合
い箇所を経由して吐出ポートから吸入ポートへ
と流体が漏れるので内部圧縮が充分に行われない
が、ローブ数を4以上とすることで上記の問題が解
決されることがわかった。特に車両搭載性やシー
ル長さとの兼ね合いから、FCV用として最適な
ローブ数を6とし、ねじれ角を120°とした（図3）。
　また、歯先から歯底に至る形状について、円弧
～インボリュート曲線～包絡線と変化させた（図
4）。これによりデッドボリュームが従来よりも小
さくなり、動力損失を生じ難くした。それととも
に、低回転において噛合い箇所での流体漏れを許
容しつつも、高回転において流体漏れが発生する
前に内部圧縮を完了させることで、回転数に応じ
て圧縮メカニズムが外部圧縮から内部圧縮へと切
り替わるようにした。
　以上により、燃費条件から定格条件まで高効率
を確保できるエアコンプレッサーを提供すること
ができた。

図2 エアコンプレッサーの構成
Fig.2 constitution of air compressor

図3 エアコンプレッサーのロータ
Fig.3 rotor of air compressor
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2.3 発明の効果
　本件特許発明は、燃費条件から定格条件まで高
効率を確保できるエアコンプレッサーを提供する
ことができる。

3 まとめ
　今回受賞した特許発明「ルーツ式流体機械」は、
FCV用エアコンプレッサーとして、世界初の量産
型FCV「MIRAI」に搭載された。これにより、従来の
ガソリン車と遜色ない航続距離と加速性能の両立
に貢献することができた。
　また、FCV用エアコンプレッサーについては、
本件特許発明の発明者に対して多くの発明賞が授
与されたのみならず、当該機種の開発者に対して
も、第7回ものづくり日本大賞にて経済産業大臣
賞が、平成29年度科学技術分野の文部科学大臣表

図4 ロータの輪郭形状
Fig.4 contours of rotor
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彰にて科学技術賞（開発部門）が授与された。もの
づくり日本大賞は、日本のものづくりの第一線で
活躍する各世代のうち、特に優秀と認められた者
に賞を授与すべく、経済産業省が毎年開催する制
度である。また、科学技術分野の文部科学大臣表彰
は、科学技術に関する研究開発、理解増進等におい
て顕著な成果を収めた者に賞を授与すべく、文部
科学省が毎年開催する制度である。
　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成果を
もれなく特許出願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 ■

沢口 雄祐

特許発明「ルーツ式流体機械」が全国発明表彰にて特許庁長官賞を受賞

　FCV用エアコンプレッサーの開発当初は、一般的である2葉ルーツ式コンプレッサーを採用していまし
たが、性能や静粛性についてお客様からの要求を満足できず、とても厳しい開発状況でした。しかし、決して
諦めることなくメンバーでさまざまなアイデアを出し合い、議論や試作評価を繰り返して本件特許発明の
着想に至りました。本件特許発明である独自のロータ輪郭形状を有する6葉ヘリカルルーツ式コンプレッ
サーを用いることで、低速から高速まで高効率を実現し、FCVの航続距離と加速性能に貢献することがで
きました。
　今後もFCVの普及ひいては水素社会の実現に向けてTICOとして貢献できるよう、開発を進めるととも
に、更なる優れた発明を創出してまいります。

開発者　平野さんのコメント
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1 はじめに
　2018年6月15日に一般社団法人愛知県発明協
会主催の平成30年度愛知発明表彰の表彰式が開
催され、特許発明「港湾荷役システムにおける無人
搬送車の制御方法」（特許第5055840号）が愛知
発明賞を受賞した。愛知発明賞は、愛知発明表彰に
おいて上位に位置づけられる賞であり、栄えある
受賞となった。
　今回受賞した特許発明は、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
に盾が贈られた（写真1）。
　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「港湾荷役システムにお
ける無人搬送車の制御方法」は、荷役を行う作業
位置が一定でない、船舶に積載されたコンテナ
に対して、ガントリークレーン及び無人搬送車

（AGV:Automated Guided Vehicle）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ようにした点が
認められた。

2 発明の内容

2.1 発明が解決しようとする課題
　港湾に形成されたコンテナターミナルおいて
は、ガントリークレーンを用いて、岸壁に停泊する

写真1 愛知発明表彰授賞式（左から佐々木副社長、稲垣さん）
Photo1 Awarded Winners at Ceremony of Aichi 

commendation for Invention （From left; Executive 
Vice President Sasaki, Mr. Inagaki）

特許発明「港湾荷役システムにおける無人搬送車の制御方法」が愛知発明
表彰にて愛知発明賞を受賞
The Patented Invention of “Control system of automated guided vehicle 
in port handling system” won the Aichi Invention Prize in the Aichi 
Commendation for Invention

＊1
桃井 大輔

Daisuke Momonoi

＊1 技術・開発本部 知的財産部 知財推進第一室 知財第12G

要　旨 　特許発明「港湾荷役システムにおける無人搬送車の制御方法」が愛知発明表彰にて愛知発明賞を受賞した。受賞した
「港湾荷役システムにおける無人搬送車の制御方法」（特許第5055840号）は、荷役を行う作業位置が一定でない、船舶
に積載されたコンテナに対して、ガントリークレーン及び無人搬送車（AGV:Automated Guided Vehicle）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ようにしたものであり、多台数の
AGVを効率的に搬送できる港湾コンテナターミナルの実現に貢献している。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：コンテナ搬送、無人搬送車（AGV）

Abstract 　The patented invention of “Control system of automated guided vehicle in port handling system” 
（patent No. 5055840） won the Aichi invention Prize in Aichi commendation for invention. The invention 
“Control system of automated guided vehicle in port handling system” reduces unnecessary movement 
of the gantry crane and the automated guided vehicle （AGV） for a container loaded on a ship where 
the handling position is not constant. The invention makes it possible to efficiently perform the transfer 
work by the gantry crane and contributes to the realization of a port container terminal that can 
efficiently move multiple AGV. This document explains the invention itself and the invented situation.

Keywords: Container transporting, Automated Guided Vehicle （AGV）

表 彰
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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を行う。ガント
リークレーンは、コンテナの受渡し又は受取り位
置において、コンテナをAGVへ荷役する。そのた
め、ガントリークレーンとAGVの作業位置は正確
に合わせる必要がある。作業位置は、コンテナ船に
おけるコンテナの積載位置によって決まる。
　しかしながら、コンテナ船は、停泊中でも潮の満
ち干、風等の自然環境により移動する場合がある
ため、ガントリークレーンはフレキシブルに作業
位置を変更する必要がある。つまり、ガントリー
クレーンは、AGVが停止後も移動する可能性があ
り、AGVはガントリークレーンの停止位置に合わ
せて再び移動しなければならなくなる。そのため、
AGVは、ガントリークレーンの移動に合わせて無
駄な追従移動をしてしまうという問題がある。
　また、複数のAGVが岸壁側の走行路に進入した
状態において、AGVがガントリークレーンに常時
追従する制御を行うと、ガントリークレーンに追
従して移動するAGVと停止しているAGVとが干
渉する可能性がある。これを避けるために、ガン
トリークレーンが移載作業を行う岸壁側にAGV
が1台のみしか進入できない条件で制御を行っ
て、複数のAGVによる搬送を行うと、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港湾荷役システムの構成を
図1に示す。コンテナターミナルに設けられた港
湾荷役システムは、岸壁に停泊したコンテナ船と
の間で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路に
沿って移動可能なAGVと、AGV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、岸壁側の走行路を走行す
るAGVに対して荷役作業を行う。

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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　ガントリークレーンは、コンテナ船の長手方向
に沿って走行可能であり、コンテナ船のコンテナ
の積載位置に合わせた作業位置で停止する。そし
て、ガントリークレーンは、作業位置に対応する位
置に停止したAGVに対して荷役作業を行う。ガン
トリークレーンは、海の波等の自然環境によって
揺れ動くコンテナ船に対しても正しく位置決めす
るために、コンテナ船の揺れに応じてその停止位
置を調整する。
　AGVは、制御装置からの指令に従って走行、停
止を行う。AGVは、走行モータと走行制御装置を
備えている。走行制御装置は、車輪の回転量から
走行距離を演算するとともに、AGVの現在位置を
位置データとして記憶する。また、走行制御装置
は、自身の現在位置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走行モータを駆
動して、AGVの走行を制御する。
　次に、AGV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、コンテナの積載位置に関する情報
と、ガントリークレーンの作業位置とに基づいて、
作業位置に存在するAGVの後続のAGVの待機位
置を決定し、後続のAGVに指令する。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互
関係は、コンテナ船ごとに既定であるという特徴
がある。そのため、一度、先行のAGV（AGV①）へ
の荷役が完了した位置である積載位置Aが分かれ
ば、後続のAGV（AGV②）の作業位置Bは、次に荷
役する船上におけるコンテナの積載位置から相対
的に予測可能である。そのため、ガントリークレー
ンの作業位置によって確定される積載位置A及び
コンテナの積載位置の相互関係を利用して、AGV
②の作業位置Bが決定される。AGV②は決定され
た作業位置Bを待機位置として指令され、停止す
る。これにより、AGV②はAGV①と干渉すること
が回避されるとともに、ガントリークレーンがコ
ンテナ船の揺れに応じてその停止位置を調整して
も、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。

特許発明「港湾荷役システムにおける無人搬送車の制御方法」が愛知発明表彰にて愛知発明賞を受賞
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　また、制御装置は、次の作業予定範囲内でガン
トリークレーンが停止していると判断し、かつ先
行のAGVの移載作業が完了したと判断すると、待
機位置に停止する後続のAGVに作業位置への移
動を指令する。後続のAGVは、次の作業予定範囲
内で先行のAGVが荷役されている場合、先行の
AGVの荷役作業が完了したことに基づいて、作業
位置へ移動するよう指令される。これにより、複数
のAGVが岸壁の走行路に進入した状態において
も、後続のAGVが待機位置から作業位置に移動し
た際に、後続のAGVは先行のAGVとの干渉がな
く、かつAGVの無駄な移動をより抑制することが
できる。

2.3 発明の効果
　本件特許発明は、ガントリークレーン及びAGV
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。

図2 AGV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
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3 まとめ
　今回受賞した特許発明「港湾荷役システムにお
ける無人搬送車の制御方法」は、高効率な自動化さ
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、労働力不足の解消と作業
環境の改善、及びイニシャルコストの低減を実現
し、効率的なターミナル運用に貢献した。
　知的財産部では、発明の益々の促進をはかり、当
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 ■

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、地上の固定された荷役位置間の搬送に対し停止位置を調整します
が、本システムは作業位置が移動するため、作業装置との確実な位置あわせと効率化を両立するには、ニー
ズの把握がとても重要でした。
　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
ができたからであり、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 表彰内容
　「機械工業デザイン賞」はわが国における工業デ
ザインの振興・発展を目的に、1970年、日刊工業
新聞が経済産業省の後援、日本商工会議所、各工
業団体の協賛を得て創設した賞である。第48回は
2017年1月から同年12月31日までに発売された
工作機械だけではなく、輸送機器、ロボット、医療
機器、農業機械、モノづくりのための設備やそのソ
リューションの新製品を対象とした表彰である。
　 今 回 当 社 の「ト ヨ タ 電 動 フ ォ ー ク リ フ ト　
Rinovaシリーズ」とオークマの「5軸制御立形マシ
ニングセンタ　MU-S600V」が最優秀賞の経済産
業大臣賞に輝いた。

2 評価内容
　作業効率向上や省電力化・自動化といったニー
ズに対してシリーズ展開で応えたほか、モジュー
ル化による開発についてもコストメリットや生産
ラインの効率化や生産スペースの縮小、サービス
部品点数の削減や部品管理の簡素化など、さまざ
まな波及効果を生み出したことが注目された。
　豊田自動織機における17年ぶりの大規模開発は
従来の販売実績基礎とした企画・開発・生産を統合
化するトータルデザインとして高く評価された。

（日刊工業新聞 第2部 2018年7月26日 掲載）

写真1 新型トヨタ電動フォークリフト Rinova
Photo1 New Toyota electric forklift Rinova

■ 著 者 紹 介 ■

図1 機械工業デザイン賞のロゴ
Fig.1 Symbol mark of Machine Design Award
写真2 受賞時の盾とトロフィー
Photo2 Plaque and trophy

写真3 授賞式の関係者一同
Photo3 Attendee of the ceremony （from TICO）

写真4 リノバファミリー
Photo4 Rinova series lineup

藥師 忠幸

表 彰

新型Rinovaシリーズが第48回機械工業デザイン賞最優秀賞（経済産業大臣賞）受賞
The new Rinova series wins the 48th Machine Design Awards for 
Excellence （METI Minister's Award）

＊1
藥師 忠幸

Tadayuki Yakushi

＊1 トヨタL&Fカンパニー 製品企画部 デザインG
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論 文

動作点によるインダクタンス変動が顕著なIPMSMにおける信号重畳法
による位置推定性能の低下に関する検討

三次元並列有限要素法を用いたスキュー形状が異なるかご形誘導電動
機の横流解析

The Analysis and Strategy for the Position Information Weaken Problem 
Derived From the Signal Injection for Strong Magnetic Saturation 
Permanent Magnet Synchronous Motors

Interbar Current Analysis of Squirrel-cage Induction Motor with several 
skew-type using 3-D parallel finite element method

＊1
管 勃
Bo Guan

＊1
近藤 翔太
Shota Kondo

＊1
道木 慎二

Shinji Doki

＊2
古川 智康

Tomoyasu Furukawa

＊2
蓑島 紀元

Norimoto Minoshima

＊1 名古屋大学 大学院工学研究科　＊2 株式会社 豊田自動織機

＊1
河瀬 順洋

Yoshihiro Kawase

＊1
山口 忠

Tadashi Yamaguchi

＊1
浅井 啓史
Hirofumi Asai

＊1
柴田 昌秀

Masahide Shibata

＊2
古川 智康

Tomoyasu Furukawa

＊2
河野 寛

Hiroshi Kawano

＊1 岐阜大学　＊2 株式会社 豊田自動織機

要　旨 　永久磁石同期モータ（PMSM）の停止/低速領域において、従来手法では電流や電圧といった高調波信号の重畳を行
い、高調波により流れる電流や誘起電圧をもとに位置推定を実施していた。しかし、磁気飽和により、dq軸インダクタ
ンスが大きく変動するモータに、上記手法を適用しても、信号のS/N比が低下してしまい、正しく位置を推定すること
ができなかった。本稿では、磁気飽和が非常に強く、パラメータ変動の大きいPMSMにおいて、磁束軸であるf軸への信
号重畳が拡張誘起電圧（EEMF）に与える影響について論じる。具体的には、信号重畳することによりEEMFに現れる高
調波の2次成分とインダクタンス変動に起因する成分との影響を明らかにした。パラメータ変動の大きいモータでは、
インダクタンス変動に起因する成分の影響が位置センサレス制御を行う上で無視できないほど大きいことを、数式に
基づく机上検討とシミュレーションにより確認した。

キーワード：磁気飽和、永久磁石同期モータ、信号重畳、位置情報の低減

Abstract 　For the position-sensorless control of permanent magnet synchronous motors （PMSM） in zero/
low-speed regions, the traditional methods estimate the position from the high frequency voltage/
current response by injecting a high frequency current/voltage signal. However, since the dq-axis 
inductances varies greatly （up to 5 times） with the injected signals for some special motors, it makes 
the position information weaken and can’t be separated from the noise for the position observation. 
This article uses a strong magnetic saturation PMSM with strong parameter variation as the study 
object, to discuss the weaken effects of the extended electromotive force （EEMF） based on f-axis 
signal injection positionsensorless control. And then, point out that due to the inductance fluctuation, 
2-order component appears in the EEMF, which also includes the position information for the 
positionsensorless control. The analysis and the simulation show the inductance effect can’t be ignored 
for some strong parameter variation motors.

Keywords: magnetic saturation, PMSM, signal injection, location information weaken

本文PDFは
こちらから 動作点によるインダクタンス変動が顕著なIPMSMにおける信号重畳法による位置推定性能の低下に関する検討

要　旨 　かご型誘導電動機において、三次元並列有限要素法を用いて横流解析を実施し、ロータスロット数とスキューの形
状が横流に与える影響を明らかにした。

キーワード：三次元並列有限要素法、かご形誘導電動機、横流、スキュー

Abstract 　In this paper, we analyzed the interbar current of a squirrel-cage induction motor using the 3-D 
parallel finite element method. We clarify the effects of the shape of skew and the number of rotor slot 
on the interbar current.

Keywords: 3-D parallel finite element method, squirrel-cage induction motor, interbar current, skew

本文PDFは
こちらから 三次元並列有限要素法を用いたスキュー形状が異なるかご形誘導電動機の横流解析
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二次導体と積層鋼板との間の接触抵抗を考慮したスキュー付きかご型
誘導電動機の横流解析
Interbar Current Analysis of Skewed Squirrel-cage Induction Motor 
Taking into Account Contact Resistance between Secondary Conductor 
and Steel Sheets

＊1
河瀬 順洋

Yoshihiro Kawase

＊1
山口 忠

Tadashi Yamaguchi

＊1
浅井 啓史
Hirofumi Asai

＊1
柴田 昌秀

Masahide Shibata

＊2
古川 智康

Tomoyasu Furukawa

＊2
河野 寛

Hiroshi Kawano

＊1 岐阜大学　＊2 株式会社 豊田自動織機

要　旨 　スキュー付きかご型誘導電動機において、三次元並列有限要素法を用いて、二次導体と積層鋼板との間の接触抵抗
を考慮した横流解析を実施した。また、接触抵抗が横流に与える影響を明らかにした。

キーワード：三次元並列有限要素法、かご型誘導電動機、横流、接触抵抗、スキュー

Abstract 　We analyze the interbar current taking into account the contact resistance between the secondary 
conductor and the steel sheets of a skewed squirrel-cage induction motor using the 3-D parallel finite 
element method. The effects of the contact resistance on the interbar current are clarified.

Keywords:  3-D parallel finite element method, squirrel-cage induction motor, interbar current, contact 
resistance, skew

本文PDFは
こちらから 二次導体と積層鋼板との間の接触抵抗を考慮したスキュー付きかご型誘導電動機の横流解析



　豊田自動織機技報６９号をお届けいたします。
　“特集”では国際物流展2018を取り上げ、トヨタL&Fが出展した新製品、新技
術について紹介いたしました。大きく変化していく物流の世界で、トヨタL＆Fの
開発製品の方向性を知っていただければと思います。
　“開発インタビュー”では、社内５事業体の協力し製品化を成し遂げた日立
建機向け油圧ショベル用ハイブリッドユニットの開発についてお聞きしました。
開発時の苦労や、技術者の製品への思いをお伝えいたします。
　“トレンドコーナー”では、「最先端技術」として近年話題の“ブロックチェーン”
についての解説を掲載し、また「匠の技を知る」として株式会社ヤイリギター様
の取材記事を掲載いたしました。クラフトマンの「ものづくり」へのこだわりを、
皆様にお伝えできていれば幸甚です。
　技報が、社内外の技術を知る一端となれるよう、今後もより良い誌面を目指し
てまいります。
　ご一読いただき、忌憚ないご意見をお聞かせください。
　最後になりましたが、本号発行にあたり、社内外関係者の皆様に多大なるお力
添え賜りましたことを厚くお礼申し上げます。
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