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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
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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

豊田自動織機技報   No.69 豊田自動織機技報   No.69

　イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

64

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”
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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。

豊田自動織機技報   No.69 豊田自動織機技報   No.69

　イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

70

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
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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
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