


　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。
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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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ション技術が展示されました。本特集では、コンセプトを含む製品群と、グローバル
ソリューション・オープンイノベーション・デジタルイノベーションのゾーンより、展示
技術について解説をいたします。
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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.
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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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