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“ものづくりにおける、
品質保証の基本”
Basic philosophy to assure your products under “Monodukuri”

　コンプレッサの品質保証部コーディネータとしてアメ
リカに赴任していたときのこと。Ｔ社工場から、1通の
メール動画が送られてきた。それをみるとなんとコンプ
レッサの配管取り付け口からオイルがタラタラと垂れて
いるではありませんか。ここでの問題は、配管取り付け
用のフタを開けた時にオイルがこぼれるというもの。
　これを、Oilwooseとよんでいた。
　その車はＴ社のアメリカ専用車で相当力の入った車
だった。その車が全数配管をつなごうとする度にオイ
ルが垂れ（２０ｃｃ位だった）お客様からの苦情の大きさ
は大変なものだった。コンプレッサ生産工場でオイル
注入時は大丈夫なのになぜ車両で垂れるのか最初は
お客様のつけ方が悪いのではないかと疑ったくらい
だった。
　その原因は、コンプレッサの装着時の向きにあった。
製品をクラッチ側から見て傾き角度は通常０度だが、
この車両は４５度傾いていた。コンプレッサの生産工場
では、０度に正対してオイルを注入しているので問題
はないが、お客様で４５度傾け取り付けるので、フタを
開けるとこぼれるって訳。“あっ”と思った。車両工場で
の装着状況を事前に確認していなかった。生産する立
場から車両工場で事前にみていれば、少なくとも本格
生産前に手が打てた問題だった。この問題は、どんな
に変更が少ないものでも車両の立ち上がりには必ず
事前に確認して、設計面からみると設計者が、コンプ
レッサの生産工程とお客様の装着方法の両方を知っ
ていれば防げた話であった。設計者は客先の装着方法
を事前に把握していたので、４５度傾けて装着したとき
にどうなるか検討していた。コンプレッサ製造工程では
低圧側のみからしか注入していないということを認識
しておらず、この問題点を把握できずに、立ち上がりま

でこれが顕在化しなかった。設計部署は、製造工程の
ことを理解せずに設計し、最後の砦である品質保証部
は、お客様の生産工程を確認しなかった。これ以降、
車両立ち上がり前に車両生産工場のコンプレッサ取り
付けからガス入れをし、試運転まで確認することが標
準化され、また設計では図面に車両装着角度を追加
し、オイルが工程内で注入できる限界値を明記する
こととなった。
　皆さん豊田自動織機の技術者に特にお伝えしたい
ことは、よく言われるお客様での使われ方を「よく考え
て設計しているか」ということは勿論ですが、加えて自
分の設計したものがどうやって生産しているかを全部
理解していることが本当に大切だということ。今一度
自分の設計している部品や製品がどのように作られて
いるか確認して欲しいと思う。きっと“えっこんな作り
方していたのか”と驚くことがあると思う。図面は設計
者の意思を表す唯一の手段。この辺を本当に注意して
魂をこめて作り上げて欲しいと思う。また品質保証部
門にいる方は、今一度お客様での生産工程、作り方、ま
たエンドユーザーでの使われ方を是非しっかりと確認
した上で、立ち上げて欲しいと思う。
　今、申し上げたことは、当たり前かも知れないが、これ
をきちっと実践されていれば、多くの品質不良は防ぐ
ことができると思っている。
　一旦、号口生産が始まった後で発生する品質不良
は、手直しなど多大な労力と時間が必要になり、それ
が外国での話となるとなおさら。
どうでしょう？皆さん経験ありませんか？
かなり、頭の痛い話を長々と書きましたが是非技術者
の皆さんがこれを実践し続けて頂くことを期待して、
私の巻頭言とします。

常務役員 

志水 敏彦
Managing Officer  
TOSHIHIKO  SHIMIZU

巻 頭 言
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佐吉翁が挑んだ
完全なる自動織機への想い

　豊田佐吉翁（以下、豊田佐吉・佐吉）は明治元年の1年
前、1867年の生まれ。開国して海外から大量の製品や
技術が流入し、「自分が頑張って、世のため人のために
尽したい」という熱い想いを持った明治の青年のひとり
でした。1885年専売特許条例の公布を知り、資源のな
い日本において「発明によって」世の中に尽すことを
決意、地元で盛んであった遠州木綿の機織りを見て、

「糸紡ぎは機械化されたが、より難儀な機織りは手織り

のまま」（発明私記）なことから、動力織機の発明を生
涯の目標に定めます。世の中に尽すことは報徳思想※1

から、貫き通す強い精神力は日蓮宗の影響を受けたと
言われています。
　そして1890年、23才の時の最初の発明「豊田式木
製人力織機」以来、その生涯を発明報国に捧げ、1924
年のＧ型自動織機の完成まで、苦難のもと30数年かけ
て開発・改良を続けていきます。数多い失敗の経験か

2017年、本年は当社の社祖でありトヨタグループの創始者である、豊田佐吉翁の生誕
150周年にあたります。佐吉翁が1924年に発明・完成させた無停止杼換式豊田自動織機

（Ｇ型）（以下：Ｇ型自動織機）は、従来機に比べ生産性を20倍以上高め、織物品質も画期的
に向上させ、当時世界一の性能を誇ったと言われています。そのＧ型自動織機を製造・販売
する会社として、1926年に当社：株式会社 豊田自動織機製作所が設立され、その佐吉翁
の想いを受け継いだ先人たちの努力により、当社は成長を続け今日に至っています。

ら学んだ佐吉は、「製品は徹底的に営業的試験を行い、
十分に評価を行った後でなければ世の中に出してはい
けない」（発明私記）ことを貫き通し、自動織機という究
極の目標に向かって邁進していきました。
　この絶え間ない努力の結果、五大機構を始めとする
24の機構、50を超える発明考案【P12参照】により、Ｇ型
自動織機は完成しました。Ｇ型というと自働杼換装置を
直ぐに思い浮かべますが、プッシングスライダー式自働
杼換装置の基本的なメカニズムは1909年に完成して
います。それを高速化にも対応出来るように改良したの
が1924年の二次式であり、これをもってＧ型の完成とし
ています。が、Ｇ型が当時世界最高性能として特にお客
様に評価されたのは、それだけでなく、フィーラという機
械式よこ糸残量検出装置を備え、よこ糸欠損を皆無にし
た点、ウォーム式たて糸送出装置により、たて糸の張力
がより正確に調整され、薄地から厚地まで織れるように
なった点、加えて織物品質が一段と向上した点などです。
　また、たて糸切断自働停止装置により、たて糸欠損も
皆無であり、この「異常があったら機械を止める」という
思想が、トヨタ生産方式の「ニンベンの付いた自働化」
の原点となっています。

　それらを実現するための機構も秀逸です。機械式セ
ンサの弱い力や変位を増大し、自働杼換えや自働停止
を行っています。例えば自働杼換えでは、よこ糸が残っ
ているときはフィーラが押し戻され、連動するリンクが
外れますが、よこ糸が残り少なくなったときはフィーラ
が中まで入ってそのリンクがつながったままになり、筬
打ちの強い力を活用して杼（シャットル）を交換します。
たて糸切断自働停止装置では、二重リンクの支点が外
れ操作レバーを動かす、などです。
　また、たて糸送出し装置の周速を一定に制御するリ

ンクは、支点が固定されておらず、たて糸が送り出され
るのに従い支点がずれていきます。機構学を習った人
では、かえって思いつかないような柔軟な発想であり、
現在の我々も学ぶべき点が数多くあります。
　Ｇ型自動織機はセンサを含め全ての機構がメカニカ
ルで、かつカバーのない構造になっています。全ての動
きを外から見ることができ、不良の有無が一目瞭然で
す。これを磯谷元社長は「見える化の原点」であると
語っていました。

　また約0.3秒での自働杼換えをミスなく行うために
製造技術も重視しており、クランクシャフトなど主要な３
軸穴を、メイン・サイドフレームを組み付けた状態で３
軸中ぐり同時加工する専用機【写真A】を開発するなど、
高い加工精度を実現しています。
　さらには、右側仕様と左側仕様の織機を４台一組で
設置し【図1】、ハンドル操作が敏速にでき、かつ隣りの４
台との間に縦方向の通路も確保できるようにしていま
す。また試作機が完成すると左利きの人を呼んできて
分解組み立てをさせ、右利きと同様に作業が行えるか
チェックするなど、作業性の改善も考慮されています。

　私たちは佐吉の系譜に連なる会社に勤めていること
を、改めて思い起こす必要があります。佐吉を始めとす
る先人達の精神を受け継ぎ、引き続きチャレンジして
いくためにも、佐吉の志であるＧ型自動織機を、当社が
維持管理し、動かし続けて次世代に渡していく責務が
あります。私たちは「研究と創造」に心を致し、さらなる
発展に努めていくことが大切です。最後に国内外で
チャレンジし活躍が期待される皆様に、佐吉の言葉を
送ります。

「障子を開けてみよ、外は広いぞ」

※1 報徳思想とは、二宮尊徳が広めた「私利私欲を戒め経済と道徳の融和を重んじる」考え方で、至誠（きわ
めて誠実なこと）、勤労、分度、推譲（分度を超えるものは国家社会に奉仕する）を４綱領としています。

■ Ｇ型自動織機の主要な機構

 １．自働杼換装置
　よこ糸を挿入する道具は杼（シャットル）と呼ばれま
す。この杼の中の木管に巻かれたよこ糸が、切れたり無
くなったりした時に、機械の運転を止めることなく、よこ
糸が入った新しい杼に自動的に取り換える装置を自働
杼換装置と言います。よこ糸を補充する方法には、杼を
取り換える杼換式と、木管だけを取り換える管換式が
あります。佐吉はよこ糸補充のたびに機械を止める非
効率から「運転中自動的ニ之レ（よこ糸）ヲ補充スル必
要アルヲ思ヒ」、1902（明治35）年頃より杼換式と管換
式の両方を研究・発明していますが、「予ガ発明ニカカ
ルモノハ杼換式ニテ『ノースロップ※2』式ハ木管換式ナ
リ　此(ノースロップ)式ハ機械ノ操縦実ニ六ケ敷（難し
き）モノ」と述べているように、当時の日本の社会情勢
や技術水準を考慮して杼換式の研究を進め、1903（明
治36）年に世界で最初に無停止杼換式自動織機（T式）
を発明し、さらに試験研究を重ねて、1924（大正13）年
に世界最高性能のG型自動織機として完成させまし
た。このＧ型自動織機は、下記（２－②）の自働杼換装置
を備えており、高速運転中に速度を落とさないで、瞬時
に杼を交換するところから「マジック・ルーム」とも呼ば
れました。
※2 米国の主要な織機機械メーカ

（１）押上式
　揺動する「筬がまち」にある杼箱の下部に設けた杼
溜り部に予備の杼10丁を積み重ねておき、よこ糸が無
くなる時に新しい杼を自動的に押し上げ、杼箱の後退
時にアームによって旧杼を掻き落として新杼と交換す
る自働杼換装置です。しかし、予備の杼10丁を使いき
ると、織機の運転を止めて、新たに予備の杼10丁を装
てんする作業が必要でした。

（１－①）押上式（基本型）
（1903（明治36）年、特許第6787号） 【P14参照】

　日本で最初に発明された自働杼換装置で、よこ糸の
残量を杼側の糸押さえレバーの変位量で検出し、杼箱
側で直ちに杼換えを行うのが特徴であり、よこ糸が無く
なる寸前に、杼箱側レバーの変位量が大きくなって杼
換装置を起動し、予備杼の押さえを解除してバネで押し
上げ杼換えを自動的に行う機構です（よこ糸検知方法
は、よこ糸探り装置で説明）。Ｔ式として発売されました。

（１－②）押上式（改良型）
（1906（明治39）年、特許第12059号） 【P14参照】

　押上式の基本型は、杼換時に予備杼の保持ブレーキ
を解除してバネ力で押し上げる機構でしたが、改良型
では予備杼をリンク機構により積極的に押し上げる機
構に変更し、更によこ糸検知方法も改良して杼換えの
信頼性を向上させました。

（２）プッシングスライダー式
　押上式の杼溜部は揺動運動する「筬がまち」にあるた
め、予備の杼10丁を使いきると、織機の運転を止めて新
たに杼を装てんする作業が必要でした。そこで予備杼溜
りを、動かないフレーム側に備え、よこ糸が無くなる時
に、筬がまちの杼箱にある「よこ糸が無い杼」を、フレー
ム側の予備杼溜りにある「よこ糸が満巻の杼」で押し出し
て交換させる、プッシングスライダー式の自働杼換装置
を開発しました。この装置では稼働中でも予備杼の補充
が可能です。杼交換は、揺動する筬のパワーを利用して
います。ただ0.3秒という短時間に杼の交換が行われる
ため、高い加工精度や組立精度が必要となってきます。
佐吉は当初N式織機にこの自働杼換装置を後付けで組
み付けて製品化を検討しましたが、杼換えミスなどの問
題が発生し、フレームの３軸同時中ぐり専用機の開発な
ど、高い加工精度の実現などを図りました。専売特許条例

発明私記
豊田式
木製人力織機

（２－①）プッシングスライダー式（基本型）
（1909（明治42）年、特許第17028号） 【P14参照】

　上部から随時補充できる予備の杼を最多10丁まで
装てん可能なシャットルマガジン（予備杼溜り）を備えて
おり、よこ糸が切れたり無くなったりするのを探知する
と、杼換装置が起動し、新杼がシャットルマガジンから自
動的に押し出されて旧杼と交換されます。新杼は、プッ
シングスライダーで水平方向に押し出されると杼箱入
口の側板を押し上げて杼箱内に進入して旧杼を押し、
押された旧杼は自ら杼箱出口の側板を押し上げて排出
されます。しかし、この順次押していく方式は、超高速運
転した時に、杼換えミスなど発生することがありました。
また当初はよこ糸残量検出をウェフトフォークで行って
いたため、よこ糸欠損が発生する欠点がありました。

（２－②）プッシングスライダー式（二次型）
（1924（大正13）年、 特許第65156号） 【P14参照】

　プッシングスライダー式自働杼換装置の完成型で
す。基本型では前側板と後側板は別々の軸に支持され
ていましたが、二次型ではその前側板と後側板を回動
臂で支持させて一体で動くようにしました。この付加考
案によって、超高速運転中の杼換えがより確実に行え
るようになりました。また、新たに発明したウェフト
フィーラ【P16参照】でよこ糸の残量を探知し、糸が無く
なる寸前に杼を交換できるように工夫したため、布欠
点（よこ糸欠損）が皆無になり織物品質が一層向上しま
した。Ｇ型自動織機に搭載された機構です。

 ２．よこ糸探り装置
　杼が往復するたびに、よこ糸の残量を毎回探知する
装置です。自働杼換装置が杼換えをするタイミングを
計るうえで不可欠な、また重要な装置です。Ｇ型自動織
機はウェフトフィーラ式のこの装置と自働杼換装置が
連携作動することにより、超高速運転中でも布欠点（よ
こ糸欠損）が皆無となり、「マジック・ルーム」と呼ばれる
世界一の性能を発揮することが出来ました。

（１）糸押さえレバー式（押上式：基本型用）
（1903（明治36）年、特許第6787号）

　杼①の中の木管②に巻かれたよこ糸の残量を、糸押
さえレバー③の変位で検出し、杼①が杼箱④に達する
度に、糸押さえレバー③の変位量が杼箱側レバー⑤を

介して規制レバー⑥に伝えられます。糸押さえレバー
③の検出部のよこ糸が無くなると、レバー③はレバー
⑤に押されて中まで押し込まれ、杼換えのタイミング
であることをレバー⑥を介して自働杼換装置に伝えま
す。布欠点（よこ糸欠損）の生じない検出方法ですが、
杼箱に杼が到着する所で検出し直ちに自働杼換えを行
うため、高速化に対応出来なかったこと、よこ糸の残量
検知の信頼性が低かったため、この機構は押上式の改
良型以降不採用となりました。

　
（２）ウェフトフォーク式（押上式：改良型用）
（1906（明治39）年、特許第12059号）

　元々はよこ糸が切れた場合に織機を自動的に停止
する装置であり、西洋の動力織機に従来から使用され
ていましたが、佐吉はこれを自働杼換えのためのよこ
糸探り装置として活用しました。よこ糸欠損が生じる問
題はあるのですが、既存技術で検知の信頼性が高かっ
たこと、杼箱の反対側で検出するために自働杼換えま
での時間的余裕があり、高速化にも対応出来ました。

（３）ウェフトフィーラ式（プッシングスライダー式用）
（1922（大正11）年、特許第50940号）

　杼の側面に検知窓が開けてあり、そこからウェフト
フィーラと呼ばれるマイナスドライバの先端のような
機械式センサにより、木管に巻かれたよこ糸の残量を
検知する装置です。よこ糸が残っている時は、「筬がま
ち（レース）」①が筬打ちをする時、ウェフトフィーラ②
の先端は杼内木管表面のよこ糸に押されて後退し、ク
ロススピンドル④を回転させフック⑤との接続を外しま
す。自働杼換装置への機械的信号は送られません。
　よこ糸が無くなる寸前になると、ウェフトフィーラ②
の先端付近の糸は無くなり、フィーラは木管の溝まで
入り込みます。クロススピンドル④は回転せず、ウェフト
ハンマのフック⑤と接続し、トランスミッチングロッド⑧
を介して、ノッキングビル⑥をＶボルト⑨に向かい合う
位置まで引き上げ、筬打ちの力を利用して杼換えを行

ないます。フィーラはリンクを外すか繋ぐだけで、自働
杼換えは筬打ちの大きな力を活用して行う、非常に柔
軟な発想で考えられた機構と言えます。
　よこ糸残量検知をウェフトフォークで行った場合に布
欠点（よこ糸欠損）が生じる原因と、ウェフトフィーラを
用いた場合には布欠点（よこ糸欠損）が起きないメカニ
ズムを下図に示します。

 ３．よこ糸切断自働停止装置
　よこ糸が切れた場合に、織機を自動的に停止する装
置です。杼が杼箱に入るタイミングでよこ糸にフォーク
状のセンサを押し当て、よこ糸が残っている時はセンサ
が押し返されますが、よこ糸が無くなるとセンサはその
まま押し込まれ、運転停止を行う機構になっています。
　佐吉は汽力織機を開発した時に独自のよこ糸切断自
働停止装置を開発（1897（明治30）年、特許第3173
号）しますが、細い糸、張力の弱い糸での検出の信頼性
が悪く、その後は西洋の動力織機に従来から使用され
ている、ウェフトフォーク方式の装置を使用しました。
　また佐吉は前述のように、この検出装置を自働杼換
装置のためのよこ糸探り装置として使用します。布欠点

（よこ糸欠損）が生じる欠点はあるのですが、検出の信
頼性が高いため、ウェフトフィーラ式を発明するまでは、
よこ糸探り装置としても使用していました。
　Ｇ型自動織機では、このよこ糸切断停止装置（ウェフ
トフォーク）とよこ糸探り装置の両方を併用したことで、
性能をより完璧なものにしました。

【写真A】 3軸同時中ぐり専用機 【図1】 集団運転の代表的なレイアウト
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佐吉翁が挑んだ
完全なる自動織機への想い

② よこ入れ

① 開口

③ 筬打ち（よこ打ち）

■ Ｇ型自動織機の主要な機構

 １．自働杼換装置
　よこ糸を挿入する道具は杼（シャットル）と呼ばれま
す。この杼の中の木管に巻かれたよこ糸が、切れたり無
くなったりした時に、機械の運転を止めることなく、よこ
糸が入った新しい杼に自動的に取り換える装置を自働
杼換装置と言います。よこ糸を補充する方法には、杼を
取り換える杼換式と、木管だけを取り換える管換式が
あります。佐吉はよこ糸補充のたびに機械を止める非
効率から「運転中自動的ニ之レ（よこ糸）ヲ補充スル必
要アルヲ思ヒ」、1902（明治35）年頃より杼換式と管換
式の両方を研究・発明していますが、「予ガ発明ニカカ
ルモノハ杼換式ニテ『ノースロップ※2』式ハ木管換式ナ
リ　此(ノースロップ)式ハ機械ノ操縦実ニ六ケ敷（難し
き）モノ」と述べているように、当時の日本の社会情勢
や技術水準を考慮して杼換式の研究を進め、1903（明
治36）年に世界で最初に無停止杼換式自動織機（T式）
を発明し、さらに試験研究を重ねて、1924（大正13）年
に世界最高性能のG型自動織機として完成させまし
た。このＧ型自動織機は、下記（２－②）の自働杼換装置
を備えており、高速運転中に速度を落とさないで、瞬時
に杼を交換するところから「マジック・ルーム」とも呼ば
れました。
※2 米国の主要な織機機械メーカ

（１）押上式
　揺動する「筬がまち」にある杼箱の下部に設けた杼
溜り部に予備の杼10丁を積み重ねておき、よこ糸が無
くなる時に新しい杼を自動的に押し上げ、杼箱の後退
時にアームによって旧杼を掻き落として新杼と交換す
る自働杼換装置です。しかし、予備の杼10丁を使いき
ると、織機の運転を止めて、新たに予備の杼10丁を装
てんする作業が必要でした。

（１－①）押上式（基本型）
（1903（明治36）年、特許第6787号） 【P14参照】

　日本で最初に発明された自働杼換装置で、よこ糸の
残量を杼側の糸押さえレバーの変位量で検出し、杼箱
側で直ちに杼換えを行うのが特徴であり、よこ糸が無く
なる寸前に、杼箱側レバーの変位量が大きくなって杼
換装置を起動し、予備杼の押さえを解除してバネで押し
上げ杼換えを自動的に行う機構です（よこ糸検知方法
は、よこ糸探り装置で説明）。Ｔ式として発売されました。

（１－②）押上式（改良型）
（1906（明治39）年、特許第12059号） 【P14参照】

　押上式の基本型は、杼換時に予備杼の保持ブレーキ
を解除してバネ力で押し上げる機構でしたが、改良型
では予備杼をリンク機構により積極的に押し上げる機
構に変更し、更によこ糸検知方法も改良して杼換えの
信頼性を向上させました。

（２）プッシングスライダー式
　押上式の杼溜部は揺動運動する「筬がまち」にあるた
め、予備の杼10丁を使いきると、織機の運転を止めて新
たに杼を装てんする作業が必要でした。そこで予備杼溜
りを、動かないフレーム側に備え、よこ糸が無くなる時
に、筬がまちの杼箱にある「よこ糸が無い杼」を、フレー
ム側の予備杼溜りにある「よこ糸が満巻の杼」で押し出し
て交換させる、プッシングスライダー式の自働杼換装置
を開発しました。この装置では稼働中でも予備杼の補充
が可能です。杼交換は、揺動する筬のパワーを利用して
います。ただ0.3秒という短時間に杼の交換が行われる
ため、高い加工精度や組立精度が必要となってきます。
佐吉は当初N式織機にこの自働杼換装置を後付けで組
み付けて製品化を検討しましたが、杼換えミスなどの問
題が発生し、フレームの３軸同時中ぐり専用機の開発な
ど、高い加工精度の実現などを図りました。

（２－①）プッシングスライダー式（基本型）
（1909（明治42）年、特許第17028号） 【P14参照】

　上部から随時補充できる予備の杼を最多10丁まで
装てん可能なシャットルマガジン（予備杼溜り）を備えて
おり、よこ糸が切れたり無くなったりするのを探知する
と、杼換装置が起動し、新杼がシャットルマガジンから自
動的に押し出されて旧杼と交換されます。新杼は、プッ
シングスライダーで水平方向に押し出されると杼箱入
口の側板を押し上げて杼箱内に進入して旧杼を押し、
押された旧杼は自ら杼箱出口の側板を押し上げて排出
されます。しかし、この順次押していく方式は、超高速運
転した時に、杼換えミスなど発生することがありました。
また当初はよこ糸残量検出をウェフトフォークで行って
いたため、よこ糸欠損が発生する欠点がありました。

（２－②）プッシングスライダー式（二次型）
（1924（大正13）年、 特許第65156号） 【P14参照】

　プッシングスライダー式自働杼換装置の完成型で
す。基本型では前側板と後側板は別々の軸に支持され
ていましたが、二次型ではその前側板と後側板を回動
臂で支持させて一体で動くようにしました。この付加考
案によって、超高速運転中の杼換えがより確実に行え
るようになりました。また、新たに発明したウェフト
フィーラ【P16参照】でよこ糸の残量を探知し、糸が無く
なる寸前に杼を交換できるように工夫したため、布欠
点（よこ糸欠損）が皆無になり織物品質が一層向上しま
した。Ｇ型自動織機に搭載された機構です。

 ２．よこ糸探り装置
　杼が往復するたびに、よこ糸の残量を毎回探知する
装置です。自働杼換装置が杼換えをするタイミングを
計るうえで不可欠な、また重要な装置です。Ｇ型自動織
機はウェフトフィーラ式のこの装置と自働杼換装置が
連携作動することにより、超高速運転中でも布欠点（よ
こ糸欠損）が皆無となり、「マジック・ルーム」と呼ばれる
世界一の性能を発揮することが出来ました。

（１）糸押さえレバー式（押上式：基本型用）
（1903（明治36）年、特許第6787号）

　杼①の中の木管②に巻かれたよこ糸の残量を、糸押
さえレバー③の変位で検出し、杼①が杼箱④に達する
度に、糸押さえレバー③の変位量が杼箱側レバー⑤を

介して規制レバー⑥に伝えられます。糸押さえレバー
③の検出部のよこ糸が無くなると、レバー③はレバー
⑤に押されて中まで押し込まれ、杼換えのタイミング
であることをレバー⑥を介して自働杼換装置に伝えま
す。布欠点（よこ糸欠損）の生じない検出方法ですが、
杼箱に杼が到着する所で検出し直ちに自働杼換えを行
うため、高速化に対応出来なかったこと、よこ糸の残量
検知の信頼性が低かったため、この機構は押上式の改
良型以降不採用となりました。

　
（２）ウェフトフォーク式（押上式：改良型用）
（1906（明治39）年、特許第12059号）

　元々はよこ糸が切れた場合に織機を自動的に停止
する装置であり、西洋の動力織機に従来から使用され
ていましたが、佐吉はこれを自働杼換えのためのよこ
糸探り装置として活用しました。よこ糸欠損が生じる問
題はあるのですが、既存技術で検知の信頼性が高かっ
たこと、杼箱の反対側で検出するために自働杼換えま
での時間的余裕があり、高速化にも対応出来ました。

（３）ウェフトフィーラ式（プッシングスライダー式用）
（1922（大正11）年、特許第50940号）

　杼の側面に検知窓が開けてあり、そこからウェフト
フィーラと呼ばれるマイナスドライバの先端のような
機械式センサにより、木管に巻かれたよこ糸の残量を
検知する装置です。よこ糸が残っている時は、「筬がま
ち（レース）」①が筬打ちをする時、ウェフトフィーラ②
の先端は杼内木管表面のよこ糸に押されて後退し、ク
ロススピンドル④を回転させフック⑤との接続を外しま
す。自働杼換装置への機械的信号は送られません。
　よこ糸が無くなる寸前になると、ウェフトフィーラ②
の先端付近の糸は無くなり、フィーラは木管の溝まで
入り込みます。クロススピンドル④は回転せず、ウェフト
ハンマのフック⑤と接続し、トランスミッチングロッド⑧
を介して、ノッキングビル⑥をＶボルト⑨に向かい合う
位置まで引き上げ、筬打ちの力を利用して杼換えを行

ないます。フィーラはリンクを外すか繋ぐだけで、自働
杼換えは筬打ちの大きな力を活用して行う、非常に柔
軟な発想で考えられた機構と言えます。
　よこ糸残量検知をウェフトフォークで行った場合に布
欠点（よこ糸欠損）が生じる原因と、ウェフトフィーラを
用いた場合には布欠点（よこ糸欠損）が起きないメカニ
ズムを下図に示します。

 ３．よこ糸切断自働停止装置
　よこ糸が切れた場合に、織機を自動的に停止する装
置です。杼が杼箱に入るタイミングでよこ糸にフォーク
状のセンサを押し当て、よこ糸が残っている時はセンサ
が押し返されますが、よこ糸が無くなるとセンサはその
まま押し込まれ、運転停止を行う機構になっています。
　佐吉は汽力織機を開発した時に独自のよこ糸切断自
働停止装置を開発（1897（明治30）年、特許第3173
号）しますが、細い糸、張力の弱い糸での検出の信頼性
が悪く、その後は西洋の動力織機に従来から使用され
ている、ウェフトフォーク方式の装置を使用しました。
　また佐吉は前述のように、この検出装置を自働杼換
装置のためのよこ糸探り装置として使用します。布欠点

（よこ糸欠損）が生じる欠点はあるのですが、検出の信
頼性が高いため、ウェフトフィーラ式を発明するまでは、
よこ糸探り装置としても使用していました。
　Ｇ型自動織機では、このよこ糸切断停止装置（ウェフ
トフォーク）とよこ糸探り装置の両方を併用したことで、
性能をより完璧なものにしました。

繊維から布を作るには、三つの方法があります。
糸を交差させて布にする織物、糸を編んで布にする編物、
繊維をそのまま接合する不織布の三つです。
ここでは、文明の発達に大きく貢献した織物について、その基本技術を紹介します。
佐吉はこの織物を作る織機の開発に生涯をささげました。

・たて糸とよこ糸を交差させるために、たて
糸を上下に分けて、よこ糸をその間に入
れる準備をします。これを「開口」といい
ます。

・そのために、綜絖という道具を使います。
綜絖の中央には、たて糸が通されており、
綜絖が上下に動くと、たて糸も上下に動
きます。

・開口した たて糸の間によこ糸を通すこと
を「よこ入れ」といいます。

・よこ入れには、通常よこ糸を内蔵した
「杼」という道具を使います。この杼を布
の端から他の端に向かって手で飛ばす
と、杼の中の糸が引き出されて、織物の
よこ糸となります。

・このよこ糸を、たて糸の間をしごきなが
ら、手前（織前側）に引き寄せることを「筬
打ち」といいます。

・これには「筬」という道具を使います。筬は
薄い板が等間隔に並んだ道具で、その間
隙にたて糸が通されています。

・布を織るための道具である「杼」の中には、よこ糸を巻いた
木管が入っています。

・杼を飛ばすと、この木管に巻かれた糸が引き出されて、た
て糸と交差するよこ糸となります。

・10～15cm 織り進むと、杼の中のよこ糸は使いきって無
くなるので、木管や杼を交換して再び織り続けます。

・布を速く織るには、この「杼」を速く飛ばし「杼」の交換はで
きるだけ短時間に行うことが求められます。そのために、
人々は新たな装置を発明し、技術が進歩してきました。

・たて糸を、上糸（赤）と下糸（黄）に分けて広げる。

・上下に開いたたて糸の間に杼を使って
よこ糸を通す。

・よこ糸を、筬で布まで押し込む。

杼

綜絖

よこ糸
たて糸

杼

よこ糸 たて糸

筬

綜絖

よこ糸

たて糸

杼

① 杼を飛ばす ② 糸が引き出される ③ よこ糸となる

木管

織物は、たて糸とよこ糸を交差させて織ります。この時の動作は、三つの基本要素から成り立っています。
① 開　　口 ： 引っ張られているたて糸を、上下に分けて広げる。
② よこ入れ ： 開口したたて糸の間に、よこ糸を通す。
③ 筬　打　ち ： よこ糸を、筬などで手前に引いて織り目を引き締める。
　 これら三つの要素は、現在の織機でも同じです。

たて糸
（上糸）

たて糸
（下糸）

よこ糸

筬
おさ

布

杼

よこ糸

たて糸

杼

たて糸（下糸）たて糸（上糸）

杼

よこ糸

■ 「杼」の動き もっかん
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・2月14日 遠江国（とおとうみのくに）敷知郡（ふちのこおり）山口村（現在の湖西市）に誕生
・下等小学校（川尻学校）の課程（4年間）を修了
・大工の見習いとして父（伊吉）に従事
・同じ志の青年と夜学会を開催
・専売特許条例の公布を知り、発明家として世に立つことを決意
・憲法発布記念第三回内国勧業博覧会を見学
・最初の発明「豊田式木製人力（じんりょく）織機」【写真P6】を発明
・上京し、機屋開業（浅草区千束）
・吉津村に戻り、たみと結婚
・「糸繰返機（いとくりかえしき）」を発明
・友人の伊藤久八と共に名古屋市東区朝日町に「豊田代理店伊藤商店」を設立
・「豊田代理店伊藤商店」を名古屋市東区宝町へ移転、「豊田商店」と改名

・「豊田式汽力（きりょく）織機」【写真P10】を発明

・浅子と再婚
・石川藤八と共同出資にて「乙川綿布合資会社」を創立
・乙川綿布㈾織布工場、操業開始
・「石油発動機」を開発
・三井物産と「合名会社井桁商会」を設立（名古屋市）、佐吉は技師長に就任

・不況になり営利と発明の衝突から「井桁商会」辞任
・名古屋市武平町工場で織布業を再開、「豊田商会」に名前変更

・「豊田式鉄製自働織機（T式）」（押上式自働杼換装置付）【写真P11】を開発

・鐘淵紡績兵庫工場にて日米欧の織機比較試験実施。
・結果はプラットが成績優秀、この時の反省よりその後完全なる営業的試験を行う
・「豊田商会」を名古屋市島崎町に移し、織機製造・試織工場を起工
・「三十八式織機（半木製織機）」を開発
・「豊田商会」の活況を見て、三井物産 藤野亀次郎が佐吉の事業の株式会社化を勧め、
 豊田式織機㈱（現在の豊和工業㈱）発起（12月）
・「環状織機」【写真P21】、「三十九年式（厚地用）織機」【写真P10】、「軽便織機（薄地用）」を開発
・豊田式織機㈱創立（2月9日）、島崎工場及び従業員を引継ぎ操業開始（3月）
・「木鉄混製小幅織機（A式）」、「軽便式木鉄混製小幅織機（B式）」完成
・広東の九江織布に広幅織機30台を試験不足のまま納入
・営業試験工場の必要性を痛感し、個人的に営業試験を実施するため、
 名古屋市菊井町藪下に個人で織布工場設立
・「鉄製小幅織機（K式）」、「鉄製広幅織機（H式）」完成
・豊田織布菊井工場として正式に発足（2月 責任者：豊田佐助）
・「小幅動力織機（I式：木鉄混成、たて糸送り出し装置付）」【写真P11】を開発
・日本初の「全鉄製広幅動力織機（L式：たて糸積極送り出し装置付）」【写真P10】を開発
・4月 豊田式織機㈱の緊急重役会議で経営陣と対立、佐吉は辞表を届出
（豊田式織機側は手続きせず）「発明生活の一生の痛恨事」
・欧米視察に出発（5月8日横浜出航～翌年1月1日下関帰国）、西川秋次を同伴。
・1月1日：下関へ到着、理想的試験工場建設を目指し慣れない金策に奔走
・10月：愛知郡中村大字栄字米田（現在の栄生）に3,000坪の土地を入手、
 織機200台を据え付ける工場建設に着手（10月）
・佐吉、藍綬褒章を授与される（明治45年5月18日）
・豊田自働織布工場完成（10月）、家族と伴に武平町から栄生の工場内に移り住む
・豊田式織機㈱から一時金8万円を受取り、普通織機100台を増設し200台とする（1月）
・糸の品質を安定させるため、西川秋次に指示し紡績工場を建設（完成翌年2月）
・紡績工場を増設（2月）、「豊田自動紡織工場」へ改称　（発電用の蒸気機関設置）
・「鉄製広幅動力織機（N式：ドロッパ式たて糸切断自働停止装置付）」【写真P10】を開発
・「鉄製小幅動力織機（Y式）」【写真P11】を開発
・豊田自動紡織布工場を改組し豊田紡織㈱を設立
・10月：単身上海に渡り、中国紡織事業を視察
・西川秋次を伴い永住を覚悟で上海に移住、紡織事業の土地買収開始（10月）
 目的は2つ、日華親善と自動織機及び環状織機を完成させるための資金調達
・上海に2万坪の土地に1万坪の紡織工場を建設・稼動
（後の豊田紡織廠、1年間は佐吉の個人事業）
・佐吉、上海に㈱豊田紡織廠を設立
・再び環状織機の発明に没頭するようになる
・豊田紡織㈱、自動織機500台据付け可能な営業試験工場を刈谷に新設
・佐吉、2回目の藍綬褒章を授与される（2月11日）
・完全なる無停止杼換式豊田自動織機（G型）の完成
・佐吉帝国発明協会に100万円を寄付（理想的蓄電池の発明奨励のため）
・日置工場でG型織機製品1号機【写真P6】の完成（11月、その後1年間で1,203台製作）
・刈谷試験工場を豊田紡織㈱刈谷工場と改称（3月）
・㈱豊田自動織機製作所設立（11月18日）
・帝国発明協会から恩賜記念賞を受賞
・発明私記の記述
・上海から帰国し脳溢血を発症（4月）
・勲三等瑞宝章を賜る（11月12日）、名古屋離宮で昭和天皇に単独拝謁（11月15日）
・イギリスのプラット社へG型自動織機の特許権を譲渡
・佐吉、逝去（10月30日）、従五位に叙せられる
・利三郎、喜一郎ら中心となり「豊田綱領」を作成
 命日の10月30日に豊田紡織本社工場（現 トヨタ産業技術記念館）の佐吉胸像前で発表

・豊田式汽力織機発明（11月15日）
（特許3173号 1897年 2月25日出願、1898年8月1日取得）
・重錘式たて糸送り出し装置発明（特許第3173号に含まれる）
・よこ糸切断自働停止装置発明（特許第3173号に含まれる）

・アンクル式たて糸送出装置発明（特許第5241号）

・押上式自動杼換装置（基本型）の特許出願（特許第6787号）
・ヘルド探知機械式たて糸切断自働停止装置発明（特許第6787号）
・「管換え式自動織機」の特許出願（特許第8320号）

・「環状織機」を発明（特許第12169号、4月28日出願）
・「経糸解除および緊張装置」を発明（特許第11094号）
・「自動杼換え装置」押上式（改良型）の特許出願（特許第12059号）

・ヘルド探知電気式たて糸切断自働停止装置発明
（特許第15009号）

・「自動杼換装置」プッシングスラダー式（基本型）発明
（特許第17028号）

・ヘルド探知機械式たて糸切断自働停止装置（改良型）発明
（特許第18663号）
・「杼換準備装置」の特許出願（特許第18263号）

・ウォーム式たて糸送出装置発明（特許第27006号）

・織機用よこ糸さぐり装置発明（特許第50940号）
・織機用よこ糸さぐり装置（改良型）発明（特許第50941号）
・「自動杼換装置」特許17028号の継続申請（9月）
・プッシングスライダー式杼換装置（二次式）発明（特許第65156号）
・ドロッパ探知機械式たて糸切断自働停止装置発明
（特許第73318号）

・豊田式木製人力織機を発明（特許第1195号）

・糸繰返機発明（特許第2472号）

・「管捲機」の特許取得（特許第3250号）

・「杼」の特許取得（特許第3605号）

・「豊田式綜絖」の特許出願（特許第12125号）

Ｇ型自動織機完成までの発明の経緯と特許の組み合わせ

糸繰返機

石油発動機

布を織る三つの基本要素
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佐吉翁が挑んだ
完全なる自動織機への想い

十八年式織機（1905年）、軽便織機（1906年）、木鉄混
成の小幅織機（A式）とその軽便式小幅織機（B式）（共
に1907年）、鉄製小幅織機（K式）（1908年）、木鉄混成
の小幅動力織機（I式）（1909年）を開発。そして1915
年には、現在でも各地で活躍している鉄製小幅動力織
機（Y式）を開発、多くの人々の要望に応えてきました。
　自働杼換装置付では、1903年に日本初、押上式の自
働杼換装置を搭載した鉄製小幅動力織機（T式）を開
発、1906年にはその改良型を開発しました。1909年

にはプッシングスライダー方式の自働杼換装置（基本
型：特許第17028号）を発明しますが、当時の経営陣よ
り、時期尚早とのことで製品化はされず、その改良型が
Ｇ型自動織機に搭載されました。
　G型自動織機はこのように、30数年かけた豊田佐吉
の絶え間ない「研究と創造」により完成したのです。
　それではＧ型自動織機の特長と構造について説明し
ます。

■ Ｇ型自動織機の特長

①高品質の布を織る（良いものを）
　・布の品質の向上：積極的なたて糸送出装置
　・不良品を作らない：たて糸切断自働停止装置
　　　　　　　　　  よこ糸切断自働停止装置

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
②高い生産性（より早く、中断なく）
　・機械を止めない：自働杼換装置、よこ糸探り装置
　・糸切れさせない：たて糸切れ防止装置（遊動筬）
　・より早く：３軸同時加工により精度を上げ超高速化
　・作業性の改善：ＲＨ/ＬＨ仕様、杼の改良（よこ糸通し）
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

■ 織機の改良

　豊田佐吉は1896年に日本で最初の動力織機、豊田
式汽力織機を発明しましたが、産業化・工業化されてい
ない当時の織布業で広く使用してもらうため、まだ高
価だった鉄は歯車やカムなど主要動力部品のみに使用
し、本体は安価な木製の小幅織機としました。その後、
織布業の産業化・工業化の様子を見ながら、また多く
の機屋さんからの要望に応えながら、一歩先の製品を
出し続けました。
　幅広高性能織機の開発では、木製フレームの三十九
年式織機（1906年）、H式鉄製広幅織機（1908年）、改

良されたたて糸送出装置を付けた、日本初の全鉄製広
幅動力織機（L式）（1909年）と次々に開発、発売。そし
て1914年には、ウォーム式積極的たて糸送出装置を
搭載しG型と同様のフレーム構造を持つ鉄製広幅動力
織機（N式）を開発します。佐吉はこのN式をベースに自
働杼換装置等を取り付けて、完全なる自動織機の完成
を目指しました。
　一方で、個人や小規模の機屋、かすりや木綿など地
場の伝統産業用として、安価で使いやすい軽便な小幅
織機も開発していきます。汽力織機後は、半木製の三

■ Ｇ型自動織機の主要な機構

 １．自働杼換装置
　よこ糸を挿入する道具は杼（シャットル）と呼ばれま
す。この杼の中の木管に巻かれたよこ糸が、切れたり無
くなったりした時に、機械の運転を止めることなく、よこ
糸が入った新しい杼に自動的に取り換える装置を自働
杼換装置と言います。よこ糸を補充する方法には、杼を
取り換える杼換式と、木管だけを取り換える管換式が
あります。佐吉はよこ糸補充のたびに機械を止める非
効率から「運転中自動的ニ之レ（よこ糸）ヲ補充スル必
要アルヲ思ヒ」、1902（明治35）年頃より杼換式と管換
式の両方を研究・発明していますが、「予ガ発明ニカカ
ルモノハ杼換式ニテ『ノースロップ※2』式ハ木管換式ナ
リ　此(ノースロップ)式ハ機械ノ操縦実ニ六ケ敷（難し
き）モノ」と述べているように、当時の日本の社会情勢
や技術水準を考慮して杼換式の研究を進め、1903（明
治36）年に世界で最初に無停止杼換式自動織機（T式）
を発明し、さらに試験研究を重ねて、1924（大正13）年
に世界最高性能のG型自動織機として完成させまし
た。このＧ型自動織機は、下記（２－②）の自働杼換装置
を備えており、高速運転中に速度を落とさないで、瞬時
に杼を交換するところから「マジック・ルーム」とも呼ば
れました。
※2 米国の主要な織機機械メーカ

（１）押上式
　揺動する「筬がまち」にある杼箱の下部に設けた杼
溜り部に予備の杼10丁を積み重ねておき、よこ糸が無
くなる時に新しい杼を自動的に押し上げ、杼箱の後退
時にアームによって旧杼を掻き落として新杼と交換す
る自働杼換装置です。しかし、予備の杼10丁を使いき
ると、織機の運転を止めて、新たに予備の杼10丁を装
てんする作業が必要でした。

（１－①）押上式（基本型）
（1903（明治36）年、特許第6787号） 【P14参照】

　日本で最初に発明された自働杼換装置で、よこ糸の
残量を杼側の糸押さえレバーの変位量で検出し、杼箱
側で直ちに杼換えを行うのが特徴であり、よこ糸が無く
なる寸前に、杼箱側レバーの変位量が大きくなって杼
換装置を起動し、予備杼の押さえを解除してバネで押し
上げ杼換えを自動的に行う機構です（よこ糸検知方法
は、よこ糸探り装置で説明）。Ｔ式として発売されました。

（１－②）押上式（改良型）
（1906（明治39）年、特許第12059号） 【P14参照】

　押上式の基本型は、杼換時に予備杼の保持ブレーキ
を解除してバネ力で押し上げる機構でしたが、改良型
では予備杼をリンク機構により積極的に押し上げる機
構に変更し、更によこ糸検知方法も改良して杼換えの
信頼性を向上させました。

（２）プッシングスライダー式
　押上式の杼溜部は揺動運動する「筬がまち」にあるた
め、予備の杼10丁を使いきると、織機の運転を止めて新
たに杼を装てんする作業が必要でした。そこで予備杼溜
りを、動かないフレーム側に備え、よこ糸が無くなる時
に、筬がまちの杼箱にある「よこ糸が無い杼」を、フレー
ム側の予備杼溜りにある「よこ糸が満巻の杼」で押し出し
て交換させる、プッシングスライダー式の自働杼換装置
を開発しました。この装置では稼働中でも予備杼の補充
が可能です。杼交換は、揺動する筬のパワーを利用して
います。ただ0.3秒という短時間に杼の交換が行われる
ため、高い加工精度や組立精度が必要となってきます。
佐吉は当初N式織機にこの自働杼換装置を後付けで組
み付けて製品化を検討しましたが、杼換えミスなどの問
題が発生し、フレームの３軸同時中ぐり専用機の開発な
ど、高い加工精度の実現などを図りました。三十九年式織機

全鉄製広幅動力織機（L式）

鉄製広幅動力織機（N式）

小幅動力織機（I式）

鉄製小幅動力織機（Y式） 鉄製小幅動力織機（T式）

③高い信頼性、保全性
　・強固なフレーム：Ｎ式フレームをベースに開発
　・異常状態ポカヨケ：不正杼投入防止装置
　・機械を壊さない：遊動マガジンボックス
　・保守が容易：割りカム、コッター止め
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
　Ｇ型自動織機の発明の過程と構造を、次ページの図
で説明します。

Ｇ型自動織機開発の歩み

（２－①）プッシングスライダー式（基本型）
（1909（明治42）年、特許第17028号） 【P14参照】

　上部から随時補充できる予備の杼を最多10丁まで
装てん可能なシャットルマガジン（予備杼溜り）を備えて
おり、よこ糸が切れたり無くなったりするのを探知する
と、杼換装置が起動し、新杼がシャットルマガジンから自
動的に押し出されて旧杼と交換されます。新杼は、プッ
シングスライダーで水平方向に押し出されると杼箱入
口の側板を押し上げて杼箱内に進入して旧杼を押し、
押された旧杼は自ら杼箱出口の側板を押し上げて排出
されます。しかし、この順次押していく方式は、超高速運
転した時に、杼換えミスなど発生することがありました。
また当初はよこ糸残量検出をウェフトフォークで行って
いたため、よこ糸欠損が発生する欠点がありました。

（２－②）プッシングスライダー式（二次型）
（1924（大正13）年、 特許第65156号） 【P14参照】

　プッシングスライダー式自働杼換装置の完成型で
す。基本型では前側板と後側板は別々の軸に支持され
ていましたが、二次型ではその前側板と後側板を回動
臂で支持させて一体で動くようにしました。この付加考
案によって、超高速運転中の杼換えがより確実に行え
るようになりました。また、新たに発明したウェフト
フィーラ【P16参照】でよこ糸の残量を探知し、糸が無く
なる寸前に杼を交換できるように工夫したため、布欠
点（よこ糸欠損）が皆無になり織物品質が一層向上しま
した。Ｇ型自動織機に搭載された機構です。

 ２．よこ糸探り装置
　杼が往復するたびに、よこ糸の残量を毎回探知する
装置です。自働杼換装置が杼換えをするタイミングを
計るうえで不可欠な、また重要な装置です。Ｇ型自動織
機はウェフトフィーラ式のこの装置と自働杼換装置が
連携作動することにより、超高速運転中でも布欠点（よ
こ糸欠損）が皆無となり、「マジック・ルーム」と呼ばれる
世界一の性能を発揮することが出来ました。

（１）糸押さえレバー式（押上式：基本型用）
（1903（明治36）年、特許第6787号）

　杼①の中の木管②に巻かれたよこ糸の残量を、糸押
さえレバー③の変位で検出し、杼①が杼箱④に達する
度に、糸押さえレバー③の変位量が杼箱側レバー⑤を

Ｇ型自動織機は、豊田佐吉が織機の動力化・高性能化を図るために、動力織機の基本性能の向上に
加え、いくつかの自動装置や安全装置など様々な発明・考案による工夫がなされています。

介して規制レバー⑥に伝えられます。糸押さえレバー
③の検出部のよこ糸が無くなると、レバー③はレバー
⑤に押されて中まで押し込まれ、杼換えのタイミング
であることをレバー⑥を介して自働杼換装置に伝えま
す。布欠点（よこ糸欠損）の生じない検出方法ですが、
杼箱に杼が到着する所で検出し直ちに自働杼換えを行
うため、高速化に対応出来なかったこと、よこ糸の残量
検知の信頼性が低かったため、この機構は押上式の改
良型以降不採用となりました。

　
（２）ウェフトフォーク式（押上式：改良型用）
（1906（明治39）年、特許第12059号）

　元々はよこ糸が切れた場合に織機を自動的に停止
する装置であり、西洋の動力織機に従来から使用され
ていましたが、佐吉はこれを自働杼換えのためのよこ
糸探り装置として活用しました。よこ糸欠損が生じる問
題はあるのですが、既存技術で検知の信頼性が高かっ
たこと、杼箱の反対側で検出するために自働杼換えま
での時間的余裕があり、高速化にも対応出来ました。

（３）ウェフトフィーラ式（プッシングスライダー式用）
（1922（大正11）年、特許第50940号）

　杼の側面に検知窓が開けてあり、そこからウェフト
フィーラと呼ばれるマイナスドライバの先端のような
機械式センサにより、木管に巻かれたよこ糸の残量を
検知する装置です。よこ糸が残っている時は、「筬がま
ち（レース）」①が筬打ちをする時、ウェフトフィーラ②
の先端は杼内木管表面のよこ糸に押されて後退し、ク
ロススピンドル④を回転させフック⑤との接続を外しま
す。自働杼換装置への機械的信号は送られません。
　よこ糸が無くなる寸前になると、ウェフトフィーラ②
の先端付近の糸は無くなり、フィーラは木管の溝まで
入り込みます。クロススピンドル④は回転せず、ウェフト
ハンマのフック⑤と接続し、トランスミッチングロッド⑧
を介して、ノッキングビル⑥をＶボルト⑨に向かい合う
位置まで引き上げ、筬打ちの力を利用して杼換えを行

ないます。フィーラはリンクを外すか繋ぐだけで、自働
杼換えは筬打ちの大きな力を活用して行う、非常に柔
軟な発想で考えられた機構と言えます。
　よこ糸残量検知をウェフトフォークで行った場合に布
欠点（よこ糸欠損）が生じる原因と、ウェフトフィーラを
用いた場合には布欠点（よこ糸欠損）が起きないメカニ
ズムを下図に示します。

 ３．よこ糸切断自働停止装置
　よこ糸が切れた場合に、織機を自動的に停止する装
置です。杼が杼箱に入るタイミングでよこ糸にフォーク
状のセンサを押し当て、よこ糸が残っている時はセンサ
が押し返されますが、よこ糸が無くなるとセンサはその
まま押し込まれ、運転停止を行う機構になっています。
　佐吉は汽力織機を開発した時に独自のよこ糸切断自
働停止装置を開発（1897（明治30）年、特許第3173
号）しますが、細い糸、張力の弱い糸での検出の信頼性
が悪く、その後は西洋の動力織機に従来から使用され
ている、ウェフトフォーク方式の装置を使用しました。
　また佐吉は前述のように、この検出装置を自働杼換
装置のためのよこ糸探り装置として使用します。布欠点

（よこ糸欠損）が生じる欠点はあるのですが、検出の信
頼性が高いため、ウェフトフィーラ式を発明するまでは、
よこ糸探り装置としても使用していました。
　Ｇ型自動織機では、このよこ糸切断停止装置（ウェフ
トフォーク）とよこ糸探り装置の両方を併用したことで、
性能をより完璧なものにしました。

　Ｇ型自動織機には、高品質の布を早く、中断なく織るための工夫、作業性への工夫、また織機本体が50年
100年と使い続けられるような高い信頼性、保全性を保つための工夫など、様々な工夫が盛り込まれています。
以下、代表的なものを順次紹介します。
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佐吉翁が挑んだ
完全なる自動織機への想い

■ Ｇ型自動織機の主要な機構

 １．自働杼換装置
　よこ糸を挿入する道具は杼（シャットル）と呼ばれま
す。この杼の中の木管に巻かれたよこ糸が、切れたり無
くなったりした時に、機械の運転を止めることなく、よこ
糸が入った新しい杼に自動的に取り換える装置を自働
杼換装置と言います。よこ糸を補充する方法には、杼を
取り換える杼換式と、木管だけを取り換える管換式が
あります。佐吉はよこ糸補充のたびに機械を止める非
効率から「運転中自動的ニ之レ（よこ糸）ヲ補充スル必
要アルヲ思ヒ」、1902（明治35）年頃より杼換式と管換
式の両方を研究・発明していますが、「予ガ発明ニカカ
ルモノハ杼換式ニテ『ノースロップ※2』式ハ木管換式ナ
リ　此(ノースロップ)式ハ機械ノ操縦実ニ六ケ敷（難し
き）モノ」と述べているように、当時の日本の社会情勢
や技術水準を考慮して杼換式の研究を進め、1903（明
治36）年に世界で最初に無停止杼換式自動織機（T式）
を発明し、さらに試験研究を重ねて、1924（大正13）年
に世界最高性能のG型自動織機として完成させまし
た。このＧ型自動織機は、下記（２－②）の自働杼換装置
を備えており、高速運転中に速度を落とさないで、瞬時
に杼を交換するところから「マジック・ルーム」とも呼ば
れました。
※2 米国の主要な織機機械メーカ

（１）押上式
　揺動する「筬がまち」にある杼箱の下部に設けた杼
溜り部に予備の杼10丁を積み重ねておき、よこ糸が無
くなる時に新しい杼を自動的に押し上げ、杼箱の後退
時にアームによって旧杼を掻き落として新杼と交換す
る自働杼換装置です。しかし、予備の杼10丁を使いき
ると、織機の運転を止めて、新たに予備の杼10丁を装
てんする作業が必要でした。

（１－①）押上式（基本型）
（1903（明治36）年、特許第6787号） 【P14参照】

　日本で最初に発明された自働杼換装置で、よこ糸の
残量を杼側の糸押さえレバーの変位量で検出し、杼箱
側で直ちに杼換えを行うのが特徴であり、よこ糸が無く
なる寸前に、杼箱側レバーの変位量が大きくなって杼
換装置を起動し、予備杼の押さえを解除してバネで押し
上げ杼換えを自動的に行う機構です（よこ糸検知方法
は、よこ糸探り装置で説明）。Ｔ式として発売されました。

（１－②）押上式（改良型）
（1906（明治39）年、特許第12059号） 【P14参照】

　押上式の基本型は、杼換時に予備杼の保持ブレーキ
を解除してバネ力で押し上げる機構でしたが、改良型
では予備杼をリンク機構により積極的に押し上げる機
構に変更し、更によこ糸検知方法も改良して杼換えの
信頼性を向上させました。

（２）プッシングスライダー式
　押上式の杼溜部は揺動運動する「筬がまち」にあるた
め、予備の杼10丁を使いきると、織機の運転を止めて新
たに杼を装てんする作業が必要でした。そこで予備杼溜
りを、動かないフレーム側に備え、よこ糸が無くなる時
に、筬がまちの杼箱にある「よこ糸が無い杼」を、フレー
ム側の予備杼溜りにある「よこ糸が満巻の杼」で押し出し
て交換させる、プッシングスライダー式の自働杼換装置
を開発しました。この装置では稼働中でも予備杼の補充
が可能です。杼交換は、揺動する筬のパワーを利用して
います。ただ0.3秒という短時間に杼の交換が行われる
ため、高い加工精度や組立精度が必要となってきます。
佐吉は当初N式織機にこの自働杼換装置を後付けで組
み付けて製品化を検討しましたが、杼換えミスなどの問
題が発生し、フレームの３軸同時中ぐり専用機の開発な
ど、高い加工精度の実現などを図りました。

G型自動織機の構造説明

Ｇ型自動織機完成までの発明の過程と特許の組み合わせ

（２－①）プッシングスライダー式（基本型）
（1909（明治42）年、特許第17028号） 【P14参照】

　上部から随時補充できる予備の杼を最多10丁まで
装てん可能なシャットルマガジン（予備杼溜り）を備えて
おり、よこ糸が切れたり無くなったりするのを探知する
と、杼換装置が起動し、新杼がシャットルマガジンから自
動的に押し出されて旧杼と交換されます。新杼は、プッ
シングスライダーで水平方向に押し出されると杼箱入
口の側板を押し上げて杼箱内に進入して旧杼を押し、
押された旧杼は自ら杼箱出口の側板を押し上げて排出
されます。しかし、この順次押していく方式は、超高速運
転した時に、杼換えミスなど発生することがありました。
また当初はよこ糸残量検出をウェフトフォークで行って
いたため、よこ糸欠損が発生する欠点がありました。

（２－②）プッシングスライダー式（二次型）
（1924（大正13）年、 特許第65156号） 【P14参照】

　プッシングスライダー式自働杼換装置の完成型で
す。基本型では前側板と後側板は別々の軸に支持され
ていましたが、二次型ではその前側板と後側板を回動
臂で支持させて一体で動くようにしました。この付加考
案によって、超高速運転中の杼換えがより確実に行え
るようになりました。また、新たに発明したウェフト
フィーラ【P16参照】でよこ糸の残量を探知し、糸が無く
なる寸前に杼を交換できるように工夫したため、布欠
点（よこ糸欠損）が皆無になり織物品質が一層向上しま
した。Ｇ型自動織機に搭載された機構です。

 ２．よこ糸探り装置
　杼が往復するたびに、よこ糸の残量を毎回探知する
装置です。自働杼換装置が杼換えをするタイミングを
計るうえで不可欠な、また重要な装置です。Ｇ型自動織
機はウェフトフィーラ式のこの装置と自働杼換装置が
連携作動することにより、超高速運転中でも布欠点（よ
こ糸欠損）が皆無となり、「マジック・ルーム」と呼ばれる
世界一の性能を発揮することが出来ました。

（１）糸押さえレバー式（押上式：基本型用）
（1903（明治36）年、特許第6787号）

　杼①の中の木管②に巻かれたよこ糸の残量を、糸押
さえレバー③の変位で検出し、杼①が杼箱④に達する
度に、糸押さえレバー③の変位量が杼箱側レバー⑤を

介して規制レバー⑥に伝えられます。糸押さえレバー
③の検出部のよこ糸が無くなると、レバー③はレバー
⑤に押されて中まで押し込まれ、杼換えのタイミング
であることをレバー⑥を介して自働杼換装置に伝えま
す。布欠点（よこ糸欠損）の生じない検出方法ですが、
杼箱に杼が到着する所で検出し直ちに自働杼換えを行
うため、高速化に対応出来なかったこと、よこ糸の残量
検知の信頼性が低かったため、この機構は押上式の改
良型以降不採用となりました。

　
（２）ウェフトフォーク式（押上式：改良型用）
（1906（明治39）年、特許第12059号）

　元々はよこ糸が切れた場合に織機を自動的に停止
する装置であり、西洋の動力織機に従来から使用され
ていましたが、佐吉はこれを自働杼換えのためのよこ
糸探り装置として活用しました。よこ糸欠損が生じる問
題はあるのですが、既存技術で検知の信頼性が高かっ
たこと、杼箱の反対側で検出するために自働杼換えま
での時間的余裕があり、高速化にも対応出来ました。

（３）ウェフトフィーラ式（プッシングスライダー式用）
（1922（大正11）年、特許第50940号）

　杼の側面に検知窓が開けてあり、そこからウェフト
フィーラと呼ばれるマイナスドライバの先端のような
機械式センサにより、木管に巻かれたよこ糸の残量を
検知する装置です。よこ糸が残っている時は、「筬がま
ち（レース）」①が筬打ちをする時、ウェフトフィーラ②
の先端は杼内木管表面のよこ糸に押されて後退し、ク
ロススピンドル④を回転させフック⑤との接続を外しま
す。自働杼換装置への機械的信号は送られません。
　よこ糸が無くなる寸前になると、ウェフトフィーラ②
の先端付近の糸は無くなり、フィーラは木管の溝まで
入り込みます。クロススピンドル④は回転せず、ウェフト
ハンマのフック⑤と接続し、トランスミッチングロッド⑧
を介して、ノッキングビル⑥をＶボルト⑨に向かい合う
位置まで引き上げ、筬打ちの力を利用して杼換えを行

ないます。フィーラはリンクを外すか繋ぐだけで、自働
杼換えは筬打ちの大きな力を活用して行う、非常に柔
軟な発想で考えられた機構と言えます。
　よこ糸残量検知をウェフトフォークで行った場合に布
欠点（よこ糸欠損）が生じる原因と、ウェフトフィーラを
用いた場合には布欠点（よこ糸欠損）が起きないメカニ
ズムを下図に示します。

 ３．よこ糸切断自働停止装置
　よこ糸が切れた場合に、織機を自動的に停止する装
置です。杼が杼箱に入るタイミングでよこ糸にフォーク
状のセンサを押し当て、よこ糸が残っている時はセンサ
が押し返されますが、よこ糸が無くなるとセンサはその
まま押し込まれ、運転停止を行う機構になっています。
　佐吉は汽力織機を開発した時に独自のよこ糸切断自
働停止装置を開発（1897（明治30）年、特許第3173
号）しますが、細い糸、張力の弱い糸での検出の信頼性
が悪く、その後は西洋の動力織機に従来から使用され
ている、ウェフトフォーク方式の装置を使用しました。
　また佐吉は前述のように、この検出装置を自働杼換
装置のためのよこ糸探り装置として使用します。布欠点

（よこ糸欠損）が生じる欠点はあるのですが、検出の信
頼性が高いため、ウェフトフィーラ式を発明するまでは、
よこ糸探り装置としても使用していました。
　Ｇ型自動織機では、このよこ糸切断停止装置（ウェフ
トフォーク）とよこ糸探り装置の両方を併用したことで、
性能をより完璧なものにしました。

シャットル
マガジンボックス

投杼安全装置

（後ろ側）たて糸切断自働停止装置

よこ糸探り装置

（ビーム側）
たて糸送り出し装置

巻取装置よこ糸切断自働停止装置

たて糸送り出し装置
（センサ側）

プッシングスライダー式
自働杼換装置

　G型自動織機は、豊田佐吉の絶え間ない「研究と創造」により、50件を超える発明考案により、24の自働化、
保護・安全装置等の機構・装置で成り立ち、さらにそれが互いに連携作動して、世界一の性能を発揮しています

【P12参照】。ここではG型自動織機の自働化機構のうち、主要な「自働杼換装置」、「よこ糸探り装置」、「よこ糸切
断自働停止装置」、「たて糸切断自働停止装置」、「たて糸送出装置」の五大機構について、発明の経緯も含めて
紹介します。なお、これらの機構は、トヨタ産業技術記念館の繊維機械館で、模型や映像で詳しく説明していま
す。ぜひ物（モノ）で確認してください。
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佐吉翁が挑んだ
完全なる自動織機への想い

■ Ｇ型自動織機の主要な機構

 １．自働杼換装置
　よこ糸を挿入する道具は杼（シャットル）と呼ばれま
す。この杼の中の木管に巻かれたよこ糸が、切れたり無
くなったりした時に、機械の運転を止めることなく、よこ
糸が入った新しい杼に自動的に取り換える装置を自働
杼換装置と言います。よこ糸を補充する方法には、杼を
取り換える杼換式と、木管だけを取り換える管換式が
あります。佐吉はよこ糸補充のたびに機械を止める非
効率から「運転中自動的ニ之レ（よこ糸）ヲ補充スル必
要アルヲ思ヒ」、1902（明治35）年頃より杼換式と管換
式の両方を研究・発明していますが、「予ガ発明ニカカ
ルモノハ杼換式ニテ『ノースロップ※2』式ハ木管換式ナ
リ　此(ノースロップ)式ハ機械ノ操縦実ニ六ケ敷（難し
き）モノ」と述べているように、当時の日本の社会情勢
や技術水準を考慮して杼換式の研究を進め、1903（明
治36）年に世界で最初に無停止杼換式自動織機（T式）
を発明し、さらに試験研究を重ねて、1924（大正13）年
に世界最高性能のG型自動織機として完成させまし
た。このＧ型自動織機は、下記（２－②）の自働杼換装置
を備えており、高速運転中に速度を落とさないで、瞬時
に杼を交換するところから「マジック・ルーム」とも呼ば
れました。
※2 米国の主要な織機機械メーカ

（１）押上式
　揺動する「筬がまち」にある杼箱の下部に設けた杼
溜り部に予備の杼10丁を積み重ねておき、よこ糸が無
くなる時に新しい杼を自動的に押し上げ、杼箱の後退
時にアームによって旧杼を掻き落として新杼と交換す
る自働杼換装置です。しかし、予備の杼10丁を使いき
ると、織機の運転を止めて、新たに予備の杼10丁を装
てんする作業が必要でした。

（１－①）押上式（基本型）
（1903（明治36）年、特許第6787号） 【P14参照】

　日本で最初に発明された自働杼換装置で、よこ糸の
残量を杼側の糸押さえレバーの変位量で検出し、杼箱
側で直ちに杼換えを行うのが特徴であり、よこ糸が無く
なる寸前に、杼箱側レバーの変位量が大きくなって杼
換装置を起動し、予備杼の押さえを解除してバネで押し
上げ杼換えを自動的に行う機構です（よこ糸検知方法
は、よこ糸探り装置で説明）。Ｔ式として発売されました。

（１－②）押上式（改良型）
（1906（明治39）年、特許第12059号） 【P14参照】

　押上式の基本型は、杼換時に予備杼の保持ブレーキ
を解除してバネ力で押し上げる機構でしたが、改良型
では予備杼をリンク機構により積極的に押し上げる機
構に変更し、更によこ糸検知方法も改良して杼換えの
信頼性を向上させました。

（２）プッシングスライダー式
　押上式の杼溜部は揺動運動する「筬がまち」にあるた
め、予備の杼10丁を使いきると、織機の運転を止めて新
たに杼を装てんする作業が必要でした。そこで予備杼溜
りを、動かないフレーム側に備え、よこ糸が無くなる時
に、筬がまちの杼箱にある「よこ糸が無い杼」を、フレー
ム側の予備杼溜りにある「よこ糸が満巻の杼」で押し出し
て交換させる、プッシングスライダー式の自働杼換装置
を開発しました。この装置では稼働中でも予備杼の補充
が可能です。杼交換は、揺動する筬のパワーを利用して
います。ただ0.3秒という短時間に杼の交換が行われる
ため、高い加工精度や組立精度が必要となってきます。
佐吉は当初N式織機にこの自働杼換装置を後付けで組
み付けて製品化を検討しましたが、杼換えミスなどの問
題が発生し、フレームの３軸同時中ぐり専用機の開発な
ど、高い加工精度の実現などを図りました。

よこ糸が無くなる寸前:杼換誘導レバー⑦が杼
箱側に近づき、上昇時にアングル⑨を突き上
げ、予備杼ブレーキ⑧を解除する。予備杼⑩が
旧杼⑪の位置まで押上げられると、旧杼⑪はそ
の上方まで押上げられ、旧杼は新杼と交換する。

旧ひ⑪ は杼箱の後退時にアーム⑫ によって、
織機手前側に掻き落とされる。

よこ糸の残量が多い時:規制レバー⑥及び杼
換誘導レバー⑦が杼箱側から離れている。
従って、杼換誘導レバーが上昇しても、予備杼
ブレーキ⑧を解除するアングル⑨を突き上げ
ないため、予備杼が上昇する事は無い。

杼箱の後退によって、旧杼⑬は織機前方に掻
き落とされる。ボトムプレート⑨は予備杼（新
杼）⑭の下で閉じる。さらに、全ての予備杼はバ
ネ力で一杼分上昇する。

押上片⑦ が下降して、その先端を次の予備杼
⑫ の下に入れる。

軸⑪で伝えられた動きで、杼換装置の押上片
⑦を押上げ、その上の予備杼⑭はボトムプレー
ト⑨を押し広げながら上昇し、よこ糸を使い
きった旧杼⑬と交換される。旧杼⑬はその上方
に押上げられる。

（１－①） 押上式（基本型）

（１－②） 押上式（改良型）

（２－①） プッシングスライダー式（基本型）

（２－②） プッシングスライダー式（二次型）

押出された予備杼⑫は前側板⑬を押し開き、
杼箱内へ押し込まれ旧杼⑭と交代する。この
時前側板⑬と一体となった後側板⑮も同時に
開く。

予備杼⑫に押された旧杼⑭は開いた後側板
⑮を通過して杼箱⑧より落下する。

レース①の前進により、ノッキングビル⑥がV
型ボルト⑨に衝突して押されプッシングスライ
ダー⑩が予備杼溜ひだまりの最下部の予備杼
⑫を押し出す。

押された予備杼⑫は前側板⑬を押上げ、杼箱
内に入り、よこ糸が無くなる寸前の旧杼⑭に衝
突し、旧杼を押出し旧杼と交代する。

押された旧杼⑭は後側板⑮を自ら押し開き、
杼箱外へ落下する。

レース①が前進すると、ノッキングビル⑥がブ
ロック⑨に衝突、押されて、プッシングスライ
ダー⑩が予備杼溜り⑪の最下部にある予備杼
⑫を押出す｡

① 抒
② 木管 ④ 抒箱

③

①

③ 糸押さえレバー
⑤ 抒箱側
　 レバー

⑥ 規制
　 レバー

杼①の中の木管②に巻かれたよこ糸の残量を糸押さえレバー③
の変位で検出し、杼①が杼箱④に達すると、糸押さえレバー③の
変位量が杼箱側レバー⑤を介して規制レバー⑥に伝えられる。

■よこ糸量の探知

よこ糸有 よこ糸無
② ウェフト
　 フォーク

②

ウェフトフォークフィーラ③

押上カム④

軸⑪
レース①

よこ糸⑩ プッシュプレート⑤
プッシュレバー⑥

③

よこ糸が有る場合 :
レース①前進時、よこ糸⑩によりウェフトフォーク②が跳ね上げら
れ、ウェフトフォークフィーラ③の回動を妨げない。プッシュプレート
⑤の先端は下がりプッシュレバー⑥の切り欠きの中を通過する。
よこ糸が無くなると :
ウェフトフォーク②がウェフトフォークフィーラ③の回動を防止す
る。押上げカム④により往復運動をしているプッシュプレート⑤の
先端は下がらずプッシュレバー⑥に衝突し、軸⑪を回転させ杼換
装置を作動させる。

■よこ糸有・無の探知 ■杼換誘導機構

（２－①）プッシングスライダー式（基本型）
（1909（明治42）年、特許第17028号） 【P14参照】

　上部から随時補充できる予備の杼を最多10丁まで
装てん可能なシャットルマガジン（予備杼溜り）を備えて
おり、よこ糸が切れたり無くなったりするのを探知する
と、杼換装置が起動し、新杼がシャットルマガジンから自
動的に押し出されて旧杼と交換されます。新杼は、プッ
シングスライダーで水平方向に押し出されると杼箱入
口の側板を押し上げて杼箱内に進入して旧杼を押し、
押された旧杼は自ら杼箱出口の側板を押し上げて排出
されます。しかし、この順次押していく方式は、超高速運
転した時に、杼換えミスなど発生することがありました。
また当初はよこ糸残量検出をウェフトフォークで行って
いたため、よこ糸欠損が発生する欠点がありました。

（２－②）プッシングスライダー式（二次型）
（1924（大正13）年、 特許第65156号） 【P14参照】

　プッシングスライダー式自働杼換装置の完成型で
す。基本型では前側板と後側板は別々の軸に支持され
ていましたが、二次型ではその前側板と後側板を回動
臂で支持させて一体で動くようにしました。この付加考
案によって、超高速運転中の杼換えがより確実に行え
るようになりました。また、新たに発明したウェフト
フィーラ【P16参照】でよこ糸の残量を探知し、糸が無く
なる寸前に杼を交換できるように工夫したため、布欠
点（よこ糸欠損）が皆無になり織物品質が一層向上しま
した。Ｇ型自動織機に搭載された機構です。

 ２．よこ糸探り装置
　杼が往復するたびに、よこ糸の残量を毎回探知する
装置です。自働杼換装置が杼換えをするタイミングを
計るうえで不可欠な、また重要な装置です。Ｇ型自動織
機はウェフトフィーラ式のこの装置と自働杼換装置が
連携作動することにより、超高速運転中でも布欠点（よ
こ糸欠損）が皆無となり、「マジック・ルーム」と呼ばれる
世界一の性能を発揮することが出来ました。

（１）糸押さえレバー式（押上式：基本型用）
（1903（明治36）年、特許第6787号）

　杼①の中の木管②に巻かれたよこ糸の残量を、糸押
さえレバー③の変位で検出し、杼①が杼箱④に達する
度に、糸押さえレバー③の変位量が杼箱側レバー⑤を

自
働
杼
換
装
置
の
機
構

介して規制レバー⑥に伝えられます。糸押さえレバー
③の検出部のよこ糸が無くなると、レバー③はレバー
⑤に押されて中まで押し込まれ、杼換えのタイミング
であることをレバー⑥を介して自働杼換装置に伝えま
す。布欠点（よこ糸欠損）の生じない検出方法ですが、
杼箱に杼が到着する所で検出し直ちに自働杼換えを行
うため、高速化に対応出来なかったこと、よこ糸の残量
検知の信頼性が低かったため、この機構は押上式の改
良型以降不採用となりました。

　
（２）ウェフトフォーク式（押上式：改良型用）
（1906（明治39）年、特許第12059号）

　元々はよこ糸が切れた場合に織機を自動的に停止
する装置であり、西洋の動力織機に従来から使用され
ていましたが、佐吉はこれを自働杼換えのためのよこ
糸探り装置として活用しました。よこ糸欠損が生じる問
題はあるのですが、既存技術で検知の信頼性が高かっ
たこと、杼箱の反対側で検出するために自働杼換えま
での時間的余裕があり、高速化にも対応出来ました。

（３）ウェフトフィーラ式（プッシングスライダー式用）
（1922（大正11）年、特許第50940号）

　杼の側面に検知窓が開けてあり、そこからウェフト
フィーラと呼ばれるマイナスドライバの先端のような
機械式センサにより、木管に巻かれたよこ糸の残量を
検知する装置です。よこ糸が残っている時は、「筬がま
ち（レース）」①が筬打ちをする時、ウェフトフィーラ②
の先端は杼内木管表面のよこ糸に押されて後退し、ク
ロススピンドル④を回転させフック⑤との接続を外しま
す。自働杼換装置への機械的信号は送られません。
　よこ糸が無くなる寸前になると、ウェフトフィーラ②
の先端付近の糸は無くなり、フィーラは木管の溝まで
入り込みます。クロススピンドル④は回転せず、ウェフト
ハンマのフック⑤と接続し、トランスミッチングロッド⑧
を介して、ノッキングビル⑥をＶボルト⑨に向かい合う
位置まで引き上げ、筬打ちの力を利用して杼換えを行

ないます。フィーラはリンクを外すか繋ぐだけで、自働
杼換えは筬打ちの大きな力を活用して行う、非常に柔
軟な発想で考えられた機構と言えます。
　よこ糸残量検知をウェフトフォークで行った場合に布
欠点（よこ糸欠損）が生じる原因と、ウェフトフィーラを
用いた場合には布欠点（よこ糸欠損）が起きないメカニ
ズムを下図に示します。

 ３．よこ糸切断自働停止装置
　よこ糸が切れた場合に、織機を自動的に停止する装
置です。杼が杼箱に入るタイミングでよこ糸にフォーク
状のセンサを押し当て、よこ糸が残っている時はセンサ
が押し返されますが、よこ糸が無くなるとセンサはその
まま押し込まれ、運転停止を行う機構になっています。
　佐吉は汽力織機を開発した時に独自のよこ糸切断自
働停止装置を開発（1897（明治30）年、特許第3173
号）しますが、細い糸、張力の弱い糸での検出の信頼性
が悪く、その後は西洋の動力織機に従来から使用され
ている、ウェフトフォーク方式の装置を使用しました。
　また佐吉は前述のように、この検出装置を自働杼換
装置のためのよこ糸探り装置として使用します。布欠点

（よこ糸欠損）が生じる欠点はあるのですが、検出の信
頼性が高いため、ウェフトフィーラ式を発明するまでは、
よこ糸探り装置としても使用していました。
　Ｇ型自動織機では、このよこ糸切断停止装置（ウェフ
トフォーク）とよこ糸探り装置の両方を併用したことで、
性能をより完璧なものにしました。
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佐吉翁が挑んだ
完全なる自動織機への想い

（4.１）ヘルド探知機械式 （4.2）ヘルド探知電気式
クランクシャフト①の回転で
レースソード②が揺動し、そ
れに同期して探知プレート③
が往復運動し、ダッカ④が上
下運動を行う。垂鐶⑤を吊る
した糸製ヘルド⑥は、上昇と
下降を繰り返す。レースソー
ド前進時はダッカは下がった
位置にあり、ダッカ上部を通
過する。

クランクシャフト①の回転で
レースソード②が揺動し、そ
れに同期して探知プレート③
が往復運動し、ダッカ④が上
下運動を行う。垂鐶⑤を吊る
した糸製ヘルド⑥は、上昇と
下降を繰り返す。レースソー
ド前進時はダッカは下がった
位置にあり、ダッカ上部を通
過する。

クランク①の回転でレース
ソード②が揺動し、それに同
期して綜絖枠③と金属製ヘ
ルド④が上昇と下降を繰り
返す。ブラシ⑤は下降時に電
極⑥の表面を掃除する。

たて糸が切れると、金属製ヘ
ルド④が電極⑥の間に落下、
通電し、電磁石⑦がレバー⑧
を引き上げる。レースソード
②がレバー⑧を押して、起動
ハンドル⑨を解除し織機を
止める。

（4.2）ヘルド探知電気式
クランク①の回転でレース
ソード②が揺動し、それに同
期して綜絖枠③と金属製ヘ
ルド④が上昇と下降を繰り
返す。ブラシ⑤は下降時に電

たて糸
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たて糸が切れると たて糸が切れると

G型織機のよこ糸補給 (特許番号50940)従来のよこ糸補給順序 （特許番号17028）

よ
こ
糸
検
知
方
法

よ
こ
糸
補
給
時
の
布
欠
点 ・よこ糸がなくなる前（よこ糸フォークが検知する前）

によこ糸を補給するため、布欠点は全く発生しない
・よこ糸が切れた場合は、ウェフトフォークが作動し、織

機が停止して人が修復するため、布欠点はなし

１）シャットルが右へ移動中によこ糸が無くなった場合

１ 2 3

4 5 6

7 8

・よこ糸が無い
 ことを検知

 ＜布欠点＞
・よこ糸が１本
　+α不足する

２）シャットルが左へ移動中によこ糸が無くなった場合

・よこ糸が無い
 ことを検知

 ＜布欠点＞
・よこ糸が2本
　+α不足する

＜布欠点＞

フックレバー

ウェフトプレス

ウェフトフォーク

ウェフトフォーク

ウェフトフィーラ
ウェフトフォーク

■ Ｇ型自動織機の主要な機構

 １．自働杼換装置
　よこ糸を挿入する道具は杼（シャットル）と呼ばれま
す。この杼の中の木管に巻かれたよこ糸が、切れたり無
くなったりした時に、機械の運転を止めることなく、よこ
糸が入った新しい杼に自動的に取り換える装置を自働
杼換装置と言います。よこ糸を補充する方法には、杼を
取り換える杼換式と、木管だけを取り換える管換式が
あります。佐吉はよこ糸補充のたびに機械を止める非
効率から「運転中自動的ニ之レ（よこ糸）ヲ補充スル必
要アルヲ思ヒ」、1902（明治35）年頃より杼換式と管換
式の両方を研究・発明していますが、「予ガ発明ニカカ
ルモノハ杼換式ニテ『ノースロップ※2』式ハ木管換式ナ
リ　此(ノースロップ)式ハ機械ノ操縦実ニ六ケ敷（難し
き）モノ」と述べているように、当時の日本の社会情勢
や技術水準を考慮して杼換式の研究を進め、1903（明
治36）年に世界で最初に無停止杼換式自動織機（T式）
を発明し、さらに試験研究を重ねて、1924（大正13）年
に世界最高性能のG型自動織機として完成させまし
た。このＧ型自動織機は、下記（２－②）の自働杼換装置
を備えており、高速運転中に速度を落とさないで、瞬時
に杼を交換するところから「マジック・ルーム」とも呼ば
れました。
※2 米国の主要な織機機械メーカ

（１）押上式
　揺動する「筬がまち」にある杼箱の下部に設けた杼
溜り部に予備の杼10丁を積み重ねておき、よこ糸が無
くなる時に新しい杼を自動的に押し上げ、杼箱の後退
時にアームによって旧杼を掻き落として新杼と交換す
る自働杼換装置です。しかし、予備の杼10丁を使いき
ると、織機の運転を止めて、新たに予備の杼10丁を装
てんする作業が必要でした。

（１－①）押上式（基本型）
（1903（明治36）年、特許第6787号） 【P14参照】

　日本で最初に発明された自働杼換装置で、よこ糸の
残量を杼側の糸押さえレバーの変位量で検出し、杼箱
側で直ちに杼換えを行うのが特徴であり、よこ糸が無く
なる寸前に、杼箱側レバーの変位量が大きくなって杼
換装置を起動し、予備杼の押さえを解除してバネで押し
上げ杼換えを自動的に行う機構です（よこ糸検知方法
は、よこ糸探り装置で説明）。Ｔ式として発売されました。

（１－②）押上式（改良型）
（1906（明治39）年、特許第12059号） 【P14参照】

　押上式の基本型は、杼換時に予備杼の保持ブレーキ
を解除してバネ力で押し上げる機構でしたが、改良型
では予備杼をリンク機構により積極的に押し上げる機
構に変更し、更によこ糸検知方法も改良して杼換えの
信頼性を向上させました。

（２）プッシングスライダー式
　押上式の杼溜部は揺動運動する「筬がまち」にあるた
め、予備の杼10丁を使いきると、織機の運転を止めて新
たに杼を装てんする作業が必要でした。そこで予備杼溜
りを、動かないフレーム側に備え、よこ糸が無くなる時
に、筬がまちの杼箱にある「よこ糸が無い杼」を、フレー
ム側の予備杼溜りにある「よこ糸が満巻の杼」で押し出し
て交換させる、プッシングスライダー式の自働杼換装置
を開発しました。この装置では稼働中でも予備杼の補充
が可能です。杼交換は、揺動する筬のパワーを利用して
います。ただ0.3秒という短時間に杼の交換が行われる
ため、高い加工精度や組立精度が必要となってきます。
佐吉は当初N式織機にこの自働杼換装置を後付けで組
み付けて製品化を検討しましたが、杼換えミスなどの問
題が発生し、フレームの３軸同時中ぐり専用機の開発な
ど、高い加工精度の実現などを図りました。

 ４．たて糸切断自働停止装置
　たて糸が切れた場合に、織機を自動的に停止する装置
です。たて糸が１本でも切れたままで織り続けると、たて糸
が抜けた部分が織物に筋となって現れたり、さらに別のた
て糸が多数切れる原因となって、致命的な品質不良を発生
させます。この「たて糸切断自働停止装置」の発明は、不良
品の発生を未然に防止でき、織物の品質が向上するととも
に、製織時の監視作業が軽減され、一人でより多くの織機
の運転が可能となり、生産性を飛躍的に向上させました。
　佐吉の発明した方式は大きく2方式あり、たて糸を上
下に開口させるヘルドという部品で糸切れを検知する
方法と、ヘルドとは別のドロッパを用いる方法です。また
たて糸切れを機械式に検出する方法と電気的に検出す
る方法の両方で特許を取得しています。現在の織機はド
ロッパの落下を電気的に検出する方法が主流ですが、
佐吉の時代は電気式の信頼性が低かったため、製品に
は機械式を採用しました。
　佐吉が考案した自働装置には、この他に前述のよこ
糸切断自働停止装置をはじめ、各種の保護・安全装置が
あります。このような異常の時に機械を止めて、品質不
良を防止する考え方は、「トヨタ生産方式」の「ニンベン
の付いた自働化」の原点であり、後に「自働化」の思想と
して確立していきました。

（１）ヘルド探知機械式
（1903（明治36）年、特許第6787号）

　たて糸を開口させる部品（糸ヘルド＋垂鐶）で糸切れ
を検出します。たて糸が切れると、たて糸の開口に用い
る糸製のヘルド（綜絖）の下端につり下げられた金属製
の細長い垂鐶が落下することにより、揺動する探知プ
レートの動きが妨げられて停止機構が起動し、織機が
自動的に停止します。当時のヘルドは、糸製のため、た
て糸が切れてもとなりの糸ヘルドとの摩擦でリングが
すぐに落ちない動作不良がありました。
　
（２）ヘルド探知電気式
（1908（明治41）年、特許第15009号）

　たて糸を開口させる部品（金属製ヘルド）で糸切れを
検出し、電気信号に変えて織機を止めます。たて糸が切
れると、薄い金属製ヘルドが落下して下に設けられた
電気回路を閉じ、電磁石が作動して停止機構を起動し、
織機を自動的に停止する方式で、ヘルドによる探知を
機械式から電気式に変更したものです。佐吉の時代と
しては先進的な着想でしたが、織機の運転中は、湿度と
綿ぼこりが多く、金属製ヘルドの接触面のこまめな掃
除が必要など、信頼性に問題がありました。

② ウェフト
　 フィーラ

③ 木管

②

④ クロススピンドル

⑤ フック
⑦ ウェフトハンマ

① レース

⑨ V型ボルト
⑥ ノッキングビル

⑧ トランス
　 ミッチング
　 ロッド

レース①の前進時、ウェフトフィーラ②の先端はシャットル内木管
表面のよこ糸に押され後退し、クロススピンドル④を回転させ
フック⑤との接続を外す。
よこ糸が無くなる寸前には、ウェフトフィーラ②の先端は木管の溝
に入りクロススピンドル④は回転せず、ウェフトハンマのフック⑤
と接続し、トランスミッチングロッド⑧を介して、ノッキングビル⑥
をＶボルト⑨に向かい合う位置まで引き上げ、杼換えを行う。

■よこ糸量探知 ■杼換誘導機構

（２－①）プッシングスライダー式（基本型）
（1909（明治42）年、特許第17028号） 【P14参照】

　上部から随時補充できる予備の杼を最多10丁まで
装てん可能なシャットルマガジン（予備杼溜り）を備えて
おり、よこ糸が切れたり無くなったりするのを探知する
と、杼換装置が起動し、新杼がシャットルマガジンから自
動的に押し出されて旧杼と交換されます。新杼は、プッ
シングスライダーで水平方向に押し出されると杼箱入
口の側板を押し上げて杼箱内に進入して旧杼を押し、
押された旧杼は自ら杼箱出口の側板を押し上げて排出
されます。しかし、この順次押していく方式は、超高速運
転した時に、杼換えミスなど発生することがありました。
また当初はよこ糸残量検出をウェフトフォークで行って
いたため、よこ糸欠損が発生する欠点がありました。

（２－②）プッシングスライダー式（二次型）
（1924（大正13）年、 特許第65156号） 【P14参照】

　プッシングスライダー式自働杼換装置の完成型で
す。基本型では前側板と後側板は別々の軸に支持され
ていましたが、二次型ではその前側板と後側板を回動
臂で支持させて一体で動くようにしました。この付加考
案によって、超高速運転中の杼換えがより確実に行え
るようになりました。また、新たに発明したウェフト
フィーラ【P16参照】でよこ糸の残量を探知し、糸が無く
なる寸前に杼を交換できるように工夫したため、布欠
点（よこ糸欠損）が皆無になり織物品質が一層向上しま
した。Ｇ型自動織機に搭載された機構です。

 ２．よこ糸探り装置
　杼が往復するたびに、よこ糸の残量を毎回探知する
装置です。自働杼換装置が杼換えをするタイミングを
計るうえで不可欠な、また重要な装置です。Ｇ型自動織
機はウェフトフィーラ式のこの装置と自働杼換装置が
連携作動することにより、超高速運転中でも布欠点（よ
こ糸欠損）が皆無となり、「マジック・ルーム」と呼ばれる
世界一の性能を発揮することが出来ました。

（１）糸押さえレバー式（押上式：基本型用）
（1903（明治36）年、特許第6787号）

　杼①の中の木管②に巻かれたよこ糸の残量を、糸押
さえレバー③の変位で検出し、杼①が杼箱④に達する
度に、糸押さえレバー③の変位量が杼箱側レバー⑤を

（３）ヘルド探知機械式（改良型）
（1910（明治43）年、特許第18663号）

　たて糸を開口させる部品（金属製ヘルド）で糸切れを
検出します。たて糸が切れると、薄い金属製ヘルドが落
下します。このヘルドの落下を機械的に探知し、織機が
停止します。探知プレートを綜絖枠毎に設けることによ
り、作動が安定しました。

（４）ドロッパ探知機械式
（1925（大正14）年、特許第73318号）

　糸切れ検出部品（ドロッパ）をたて糸一本毎に通し、
糸が切れてこれが落下した時に検出します。たて糸が
切れると、たて糸につり下げられた薄い金属板製のド
ロッパが落下して、下に設けられた揺動する探知バー
の動きが妨げられ、二重リンクの支点が外れ停止機構
が起動し、自動的に停止します。ヘルド探知が、開口時
に下糸(下側の糸)となったたて糸の切断を探知するの
に対し、ドロッパ探知では、上糸と下糸の区別なしに、た
て糸が切断した時は直ちに機械を停止させることが出
来ます。また、ドロッパは非常に軽い部品のため、たて糸
にかかる負荷も軽減されています。
　G型自動織機に採用された方式です。

介して規制レバー⑥に伝えられます。糸押さえレバー
③の検出部のよこ糸が無くなると、レバー③はレバー
⑤に押されて中まで押し込まれ、杼換えのタイミング
であることをレバー⑥を介して自働杼換装置に伝えま
す。布欠点（よこ糸欠損）の生じない検出方法ですが、
杼箱に杼が到着する所で検出し直ちに自働杼換えを行
うため、高速化に対応出来なかったこと、よこ糸の残量
検知の信頼性が低かったため、この機構は押上式の改
良型以降不採用となりました。

　
（２）ウェフトフォーク式（押上式：改良型用）
（1906（明治39）年、特許第12059号）

　元々はよこ糸が切れた場合に織機を自動的に停止
する装置であり、西洋の動力織機に従来から使用され
ていましたが、佐吉はこれを自働杼換えのためのよこ
糸探り装置として活用しました。よこ糸欠損が生じる問
題はあるのですが、既存技術で検知の信頼性が高かっ
たこと、杼箱の反対側で検出するために自働杼換えま
での時間的余裕があり、高速化にも対応出来ました。

（３）ウェフトフィーラ式（プッシングスライダー式用）
（1922（大正11）年、特許第50940号）

　杼の側面に検知窓が開けてあり、そこからウェフト
フィーラと呼ばれるマイナスドライバの先端のような
機械式センサにより、木管に巻かれたよこ糸の残量を
検知する装置です。よこ糸が残っている時は、「筬がま
ち（レース）」①が筬打ちをする時、ウェフトフィーラ②
の先端は杼内木管表面のよこ糸に押されて後退し、ク
ロススピンドル④を回転させフック⑤との接続を外しま
す。自働杼換装置への機械的信号は送られません。
　よこ糸が無くなる寸前になると、ウェフトフィーラ②
の先端付近の糸は無くなり、フィーラは木管の溝まで
入り込みます。クロススピンドル④は回転せず、ウェフト
ハンマのフック⑤と接続し、トランスミッチングロッド⑧
を介して、ノッキングビル⑥をＶボルト⑨に向かい合う
位置まで引き上げ、筬打ちの力を利用して杼換えを行

ないます。フィーラはリンクを外すか繋ぐだけで、自働
杼換えは筬打ちの大きな力を活用して行う、非常に柔
軟な発想で考えられた機構と言えます。
　よこ糸残量検知をウェフトフォークで行った場合に布
欠点（よこ糸欠損）が生じる原因と、ウェフトフィーラを
用いた場合には布欠点（よこ糸欠損）が起きないメカニ
ズムを下図に示します。

 ３．よこ糸切断自働停止装置
　よこ糸が切れた場合に、織機を自動的に停止する装
置です。杼が杼箱に入るタイミングでよこ糸にフォーク
状のセンサを押し当て、よこ糸が残っている時はセンサ
が押し返されますが、よこ糸が無くなるとセンサはその
まま押し込まれ、運転停止を行う機構になっています。
　佐吉は汽力織機を開発した時に独自のよこ糸切断自
働停止装置を開発（1897（明治30）年、特許第3173
号）しますが、細い糸、張力の弱い糸での検出の信頼性
が悪く、その後は西洋の動力織機に従来から使用され
ている、ウェフトフォーク方式の装置を使用しました。
　また佐吉は前述のように、この検出装置を自働杼換
装置のためのよこ糸探り装置として使用します。布欠点

（よこ糸欠損）が生じる欠点はあるのですが、検出の信
頼性が高いため、ウェフトフィーラ式を発明するまでは、
よこ糸探り装置としても使用していました。
　Ｇ型自動織機では、このよこ糸切断停止装置（ウェフ
トフォーク）とよこ糸探り装置の両方を併用したことで、
性能をより完璧なものにしました。

すいかん

そうこう
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佐吉翁が挑んだ
完全なる自動織機への想い

■ Ｇ型自動織機の主要な機構

 １．自働杼換装置
　よこ糸を挿入する道具は杼（シャットル）と呼ばれま
す。この杼の中の木管に巻かれたよこ糸が、切れたり無
くなったりした時に、機械の運転を止めることなく、よこ
糸が入った新しい杼に自動的に取り換える装置を自働
杼換装置と言います。よこ糸を補充する方法には、杼を
取り換える杼換式と、木管だけを取り換える管換式が
あります。佐吉はよこ糸補充のたびに機械を止める非
効率から「運転中自動的ニ之レ（よこ糸）ヲ補充スル必
要アルヲ思ヒ」、1902（明治35）年頃より杼換式と管換
式の両方を研究・発明していますが、「予ガ発明ニカカ
ルモノハ杼換式ニテ『ノースロップ※2』式ハ木管換式ナ
リ　此(ノースロップ)式ハ機械ノ操縦実ニ六ケ敷（難し
き）モノ」と述べているように、当時の日本の社会情勢
や技術水準を考慮して杼換式の研究を進め、1903（明
治36）年に世界で最初に無停止杼換式自動織機（T式）
を発明し、さらに試験研究を重ねて、1924（大正13）年
に世界最高性能のG型自動織機として完成させまし
た。このＧ型自動織機は、下記（２－②）の自働杼換装置
を備えており、高速運転中に速度を落とさないで、瞬時
に杼を交換するところから「マジック・ルーム」とも呼ば
れました。
※2 米国の主要な織機機械メーカ

（１）押上式
　揺動する「筬がまち」にある杼箱の下部に設けた杼
溜り部に予備の杼10丁を積み重ねておき、よこ糸が無
くなる時に新しい杼を自動的に押し上げ、杼箱の後退
時にアームによって旧杼を掻き落として新杼と交換す
る自働杼換装置です。しかし、予備の杼10丁を使いき
ると、織機の運転を止めて、新たに予備の杼10丁を装
てんする作業が必要でした。

（１－①）押上式（基本型）
（1903（明治36）年、特許第6787号） 【P14参照】

　日本で最初に発明された自働杼換装置で、よこ糸の
残量を杼側の糸押さえレバーの変位量で検出し、杼箱
側で直ちに杼換えを行うのが特徴であり、よこ糸が無く
なる寸前に、杼箱側レバーの変位量が大きくなって杼
換装置を起動し、予備杼の押さえを解除してバネで押し
上げ杼換えを自動的に行う機構です（よこ糸検知方法
は、よこ糸探り装置で説明）。Ｔ式として発売されました。

（１－②）押上式（改良型）
（1906（明治39）年、特許第12059号） 【P14参照】

　押上式の基本型は、杼換時に予備杼の保持ブレーキ
を解除してバネ力で押し上げる機構でしたが、改良型
では予備杼をリンク機構により積極的に押し上げる機
構に変更し、更によこ糸検知方法も改良して杼換えの
信頼性を向上させました。

（２）プッシングスライダー式
　押上式の杼溜部は揺動運動する「筬がまち」にあるた
め、予備の杼10丁を使いきると、織機の運転を止めて新
たに杼を装てんする作業が必要でした。そこで予備杼溜
りを、動かないフレーム側に備え、よこ糸が無くなる時
に、筬がまちの杼箱にある「よこ糸が無い杼」を、フレー
ム側の予備杼溜りにある「よこ糸が満巻の杼」で押し出し
て交換させる、プッシングスライダー式の自働杼換装置
を開発しました。この装置では稼働中でも予備杼の補充
が可能です。杼交換は、揺動する筬のパワーを利用して
います。ただ0.3秒という短時間に杼の交換が行われる
ため、高い加工精度や組立精度が必要となってきます。
佐吉は当初N式織機にこの自働杼換装置を後付けで組
み付けて製品化を検討しましたが、杼換えミスなどの問
題が発生し、フレームの３軸同時中ぐり専用機の開発な
ど、高い加工精度の実現などを図りました。

 ４．たて糸切断自働停止装置
　たて糸が切れた場合に、織機を自動的に停止する装置
です。たて糸が１本でも切れたままで織り続けると、たて糸
が抜けた部分が織物に筋となって現れたり、さらに別のた
て糸が多数切れる原因となって、致命的な品質不良を発生
させます。この「たて糸切断自働停止装置」の発明は、不良
品の発生を未然に防止でき、織物の品質が向上するととも
に、製織時の監視作業が軽減され、一人でより多くの織機
の運転が可能となり、生産性を飛躍的に向上させました。
　佐吉の発明した方式は大きく2方式あり、たて糸を上
下に開口させるヘルドという部品で糸切れを検知する
方法と、ヘルドとは別のドロッパを用いる方法です。また
たて糸切れを機械式に検出する方法と電気的に検出す
る方法の両方で特許を取得しています。現在の織機はド
ロッパの落下を電気的に検出する方法が主流ですが、
佐吉の時代は電気式の信頼性が低かったため、製品に
は機械式を採用しました。
　佐吉が考案した自働装置には、この他に前述のよこ
糸切断自働停止装置をはじめ、各種の保護・安全装置が
あります。このような異常の時に機械を止めて、品質不
良を防止する考え方は、「トヨタ生産方式」の「ニンベン
の付いた自働化」の原点であり、後に「自働化」の思想と
して確立していきました。

（１）ヘルド探知機械式
（1903（明治36）年、特許第6787号）

　たて糸を開口させる部品（糸ヘルド＋垂鐶）で糸切れ
を検出します。たて糸が切れると、たて糸の開口に用い
る糸製のヘルド（綜絖）の下端につり下げられた金属製
の細長い垂鐶が落下することにより、揺動する探知プ
レートの動きが妨げられて停止機構が起動し、織機が
自動的に停止します。当時のヘルドは、糸製のため、た
て糸が切れてもとなりの糸ヘルドとの摩擦でリングが
すぐに落ちない動作不良がありました。
　
（２）ヘルド探知電気式
（1908（明治41）年、特許第15009号）

　たて糸を開口させる部品（金属製ヘルド）で糸切れを
検出し、電気信号に変えて織機を止めます。たて糸が切
れると、薄い金属製ヘルドが落下して下に設けられた
電気回路を閉じ、電磁石が作動して停止機構を起動し、
織機を自動的に停止する方式で、ヘルドによる探知を
機械式から電気式に変更したものです。佐吉の時代と
しては先進的な着想でしたが、織機の運転中は、湿度と
綿ぼこりが多く、金属製ヘルドの接触面のこまめな掃
除が必要など、信頼性に問題がありました。

（４.３）ヘルド探知機械式（改良型） （４.４）ドロッパ探知機械式
上下する揺動杆①に連動し、
綜絖枠毎にとりつけられた探
知プレート②が前後に揺動
する。昇降杆③につながる受
け④は前後運動する。突杆⑤
は昇降杆③と共に上昇しな
がら前進、受杆⑥の上を通
過する。

金属製ヘルド⑦が落下、探知
プレート②の揺動が阻止さ
れると、揺動杆①が下降途中
で止まり、昇降杆③につなが
る受け④が衝突、昇降杆③と
突杆⑤は上昇を阻止され、
受杆⑥に衝突、起動ハンドル
を解除、織機が止まる。

クランク①の回転でレース
ソード②が揺動し、それに同
期して、オシレーティング
バー③が揺動する。ストップ
フープ④は変位せず、揺動す
るガイドブラケット⑤の間を
通過する。

たて糸が切れると、ドロッパ⑥
が落下してオシレーティング
レバー③の動きが阻止され、
ストップフープ④が上又は下
に変位。ガイドブラケット⑤に
よって押され、起動ハンドル
⑦を解除、織機を止める。

（２－①）プッシングスライダー式（基本型）
（1909（明治42）年、特許第17028号） 【P14参照】

　上部から随時補充できる予備の杼を最多10丁まで
装てん可能なシャットルマガジン（予備杼溜り）を備えて
おり、よこ糸が切れたり無くなったりするのを探知する
と、杼換装置が起動し、新杼がシャットルマガジンから自
動的に押し出されて旧杼と交換されます。新杼は、プッ
シングスライダーで水平方向に押し出されると杼箱入
口の側板を押し上げて杼箱内に進入して旧杼を押し、
押された旧杼は自ら杼箱出口の側板を押し上げて排出
されます。しかし、この順次押していく方式は、超高速運
転した時に、杼換えミスなど発生することがありました。
また当初はよこ糸残量検出をウェフトフォークで行って
いたため、よこ糸欠損が発生する欠点がありました。

（２－②）プッシングスライダー式（二次型）
（1924（大正13）年、 特許第65156号） 【P14参照】

　プッシングスライダー式自働杼換装置の完成型で
す。基本型では前側板と後側板は別々の軸に支持され
ていましたが、二次型ではその前側板と後側板を回動
臂で支持させて一体で動くようにしました。この付加考
案によって、超高速運転中の杼換えがより確実に行え
るようになりました。また、新たに発明したウェフト
フィーラ【P16参照】でよこ糸の残量を探知し、糸が無く
なる寸前に杼を交換できるように工夫したため、布欠
点（よこ糸欠損）が皆無になり織物品質が一層向上しま
した。Ｇ型自動織機に搭載された機構です。

 ２．よこ糸探り装置
　杼が往復するたびに、よこ糸の残量を毎回探知する
装置です。自働杼換装置が杼換えをするタイミングを
計るうえで不可欠な、また重要な装置です。Ｇ型自動織
機はウェフトフィーラ式のこの装置と自働杼換装置が
連携作動することにより、超高速運転中でも布欠点（よ
こ糸欠損）が皆無となり、「マジック・ルーム」と呼ばれる
世界一の性能を発揮することが出来ました。

（１）糸押さえレバー式（押上式：基本型用）
（1903（明治36）年、特許第6787号）

　杼①の中の木管②に巻かれたよこ糸の残量を、糸押
さえレバー③の変位で検出し、杼①が杼箱④に達する
度に、糸押さえレバー③の変位量が杼箱側レバー⑤を

（３）ヘルド探知機械式（改良型）
（1910（明治43）年、特許第18663号）

　たて糸を開口させる部品（金属製ヘルド）で糸切れを
検出します。たて糸が切れると、薄い金属製ヘルドが落
下します。このヘルドの落下を機械的に探知し、織機が
停止します。探知プレートを綜絖枠毎に設けることによ
り、作動が安定しました。

（４）ドロッパ探知機械式
（1925（大正14）年、特許第73318号）

　糸切れ検出部品（ドロッパ）をたて糸一本毎に通し、
糸が切れてこれが落下した時に検出します。たて糸が
切れると、たて糸につり下げられた薄い金属板製のド
ロッパが落下して、下に設けられた揺動する探知バー
の動きが妨げられ、二重リンクの支点が外れ停止機構
が起動し、自動的に停止します。ヘルド探知が、開口時
に下糸(下側の糸)となったたて糸の切断を探知するの
に対し、ドロッパ探知では、上糸と下糸の区別なしに、た
て糸が切断した時は直ちに機械を停止させることが出
来ます。また、ドロッパは非常に軽い部品のため、たて糸
にかかる負荷も軽減されています。
　G型自動織機に採用された方式です。

介して規制レバー⑥に伝えられます。糸押さえレバー
③の検出部のよこ糸が無くなると、レバー③はレバー
⑤に押されて中まで押し込まれ、杼換えのタイミング
であることをレバー⑥を介して自働杼換装置に伝えま
す。布欠点（よこ糸欠損）の生じない検出方法ですが、
杼箱に杼が到着する所で検出し直ちに自働杼換えを行
うため、高速化に対応出来なかったこと、よこ糸の残量
検知の信頼性が低かったため、この機構は押上式の改
良型以降不採用となりました。

　
（２）ウェフトフォーク式（押上式：改良型用）
（1906（明治39）年、特許第12059号）

　元々はよこ糸が切れた場合に織機を自動的に停止
する装置であり、西洋の動力織機に従来から使用され
ていましたが、佐吉はこれを自働杼換えのためのよこ
糸探り装置として活用しました。よこ糸欠損が生じる問
題はあるのですが、既存技術で検知の信頼性が高かっ
たこと、杼箱の反対側で検出するために自働杼換えま
での時間的余裕があり、高速化にも対応出来ました。

（３）ウェフトフィーラ式（プッシングスライダー式用）
（1922（大正11）年、特許第50940号）

　杼の側面に検知窓が開けてあり、そこからウェフト
フィーラと呼ばれるマイナスドライバの先端のような
機械式センサにより、木管に巻かれたよこ糸の残量を
検知する装置です。よこ糸が残っている時は、「筬がま
ち（レース）」①が筬打ちをする時、ウェフトフィーラ②
の先端は杼内木管表面のよこ糸に押されて後退し、ク
ロススピンドル④を回転させフック⑤との接続を外しま
す。自働杼換装置への機械的信号は送られません。
　よこ糸が無くなる寸前になると、ウェフトフィーラ②
の先端付近の糸は無くなり、フィーラは木管の溝まで
入り込みます。クロススピンドル④は回転せず、ウェフト
ハンマのフック⑤と接続し、トランスミッチングロッド⑧
を介して、ノッキングビル⑥をＶボルト⑨に向かい合う
位置まで引き上げ、筬打ちの力を利用して杼換えを行

ないます。フィーラはリンクを外すか繋ぐだけで、自働
杼換えは筬打ちの大きな力を活用して行う、非常に柔
軟な発想で考えられた機構と言えます。
　よこ糸残量検知をウェフトフォークで行った場合に布
欠点（よこ糸欠損）が生じる原因と、ウェフトフィーラを
用いた場合には布欠点（よこ糸欠損）が起きないメカニ
ズムを下図に示します。

 ３．よこ糸切断自働停止装置
　よこ糸が切れた場合に、織機を自動的に停止する装
置です。杼が杼箱に入るタイミングでよこ糸にフォーク
状のセンサを押し当て、よこ糸が残っている時はセンサ
が押し返されますが、よこ糸が無くなるとセンサはその
まま押し込まれ、運転停止を行う機構になっています。
　佐吉は汽力織機を開発した時に独自のよこ糸切断自
働停止装置を開発（1897（明治30）年、特許第3173
号）しますが、細い糸、張力の弱い糸での検出の信頼性
が悪く、その後は西洋の動力織機に従来から使用され
ている、ウェフトフォーク方式の装置を使用しました。
　また佐吉は前述のように、この検出装置を自働杼換
装置のためのよこ糸探り装置として使用します。布欠点

（よこ糸欠損）が生じる欠点はあるのですが、検出の信
頼性が高いため、ウェフトフィーラ式を発明するまでは、
よこ糸探り装置としても使用していました。
　Ｇ型自動織機では、このよこ糸切断停止装置（ウェフ
トフォーク）とよこ糸探り装置の両方を併用したことで、
性能をより完璧なものにしました。
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定に保つには、重錘（オモリ）の位置を人手で移動させ
る必要がありました。佐吉はこのヤーンビームの糸巻
径に応じて重錘の位置が変化する機構を発明し、重錘
の位置の変化に応じてヤーンビーム側への摩擦力が
変化します。糸の巻径が大きい時は重錘の位置は腕木
の支点から離れてヤーンビーム軸への摩擦力は強く、
製織が進むにつれて糸の巻径が小さくなると、重錘は
支点に近づいて摩擦力は弱まることで、たて糸の張力
を一定に保つことが出来ました。たて糸の張力が、摩擦
力で調整されているので、送り出し始めの張力が高く、
小さな範囲での織りムラが発生しました。

（２）アンクル式
（1901（明治34）年、特許第5241号）

　たて糸の張力でアンクルギヤのストッパーを外し、た
て糸を送り出す消極的送り出し方式です。ヤーンビー
ム（たて糸用糸巻）の回転をアンクルギヤで規制すると
ともに、テンションローラの変位をフィードバックしてア
ンクル(歯止め)を作動させ、張力を一定に保ちながら
たて糸が送り出されます。織られた布が巻き取られる
につれて、たて糸の張力は徐々に高まり、張力に応じて
変位するセクタレバーが予め設定したところに達する
と、アンクルが外れて歯車が一歯ずつ回転し、張力がゆ
るめられて常に一定の範囲内に保たれます。ヤーン

ビームの回転がアンクルで規制されるため、筬打ちの
衝撃力によるたて糸の繰り出しが防止されて織物品質
が向上し、厚地製織も可能になりました。しかし消極的
送出装置のため、ある一定の範囲内での織りムラは避
けられませんでした。

（３）ウォーム式
（1914（大正3）年、特許第27006号）

　ウォーム歯車の逆転阻止機能でヤーンビーム（たて
糸用糸巻）の回転を規制するとともに、テンションロー
ラの変位をフィードバックして、ウォーム歯車を筬打ち
の度に微細に回転させ、張力を一定に保ちながら適正
量のたて糸を送り出す積極的方式です。たて糸の張力
に応じて、ラチェットホイール（ツメ車）の回転を4個の
ツメ送りで微細に制御し、ウォーム歯車を介してビーム
を回転させてたて糸を送り出すため、張力がより適正
に調節され、また筬打ちの衝撃力によるたて糸の繰り
出しが防止されて、織物品質が一段と向上しました。
　このフィードバック機構には、コネクティングロッドの
上昇によりレギュレーションロッドの支点が移動し、
キャッチレバーの運動量を調整する仕組みがあり、機
構学を習った人ではかえって思いつかないような柔軟
な発想で発明されています（図の機構説明参照）。

 ５．たて糸送出装置
　布に織られた量に応じて、たて糸を送り出すととも
に、たて糸切れや織りムラなどの不具合を防止するた
めに、製織中のたて糸の張力を適正に保持する装置で
す。この装置には、たて糸が布を巻き取る力で引かれて
送り出される消極的方式と、ヤーンビーム（たて糸用糸
巻）の回転を規制する歯車機構を介して送り出す積極
的方式があります。佐吉は、織物品質の向上のため、た
て糸の張力を一定に保つことに早くから着目し、種々の
機構を発明しました。中でも、フィードバック制御を採用
した送出装置は薄地から厚地まで幅広く織れるように
なり、1929（昭和4）年に当時の世界のトップメーカー
である英国のプラット社にＧ型自動織機の技術を供与
した際、自働杼換装置とともに同機の特徴として英国
の業界紙で紹介されました。

（１）重錘式
（1897（明治30）年、特許第3173号）

　布を巻き取る力でたて糸が送り出される消極的方式
であり、たて糸の張力は、ヤーンビーム（たて糸用糸巻）
の軸に巻かれたロープの摩擦力で調節します。原理は
当時一般的に使用された方式で、たて糸が送り出され
るに従いたて糸張力が高くなる欠点があり、張力を一

たて糸が切れると

糸が切れると
ドロッパが
落下する。

落下したドロッパ
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佐吉翁が挑んだ
完全なる自動織機への想い

１  もうひとつの究極の目標
　佐吉が生涯、究極の目標に掲げたのは二つありま
す。前述した自動織機と、もうひとつ環状織機を完成さ
せることでした。「予ノ終局ノ目的ハ自動織機ト環状織
機トニアリ」（発明私記）。自動織機は人力織機から動力
織機へ高性能化し、G型自動織機が完成しました。しか
し、当時の織機は杼（シャットル）を利用し、左右に飛ばし
て布を織り上げるため、振動・騒音が大きく、シャットル
を一旦受け止め、これを打ち返しているためエネル
ギーのムダが多いことになります。そこでエネルギー
を理想的に利用して布を織り上げる、それは回転円運
動であるとの発想から生まれた夢の織機が、環状織機
です。佐吉は1906年にその基本形を発明し、「環状織
機」（特許第12169号）を出願します。この発明は日本
だけでなくイギリスやアメリカをはじめとする世界19ヵ
国の特許を取得しています。111年前にすでに海外で
の特許取得の大切さを考えていたことがわかります。
佐吉は1924年に高速運転中の確実な杼換えを世界
で初めて実現したG型自動織機を完成すると、次は環
状織機の実用化に向けて全精力を注ぎました。そして
当初の発明をさらに改良し、「環状織機の綜絖装置」

（特許第65171号）、「環状織機の杼推進装置」（特許第
65262号）、「環状織機の織布捲取装置」（特許第
65711号）、「環状織機の綜絖作動装置」（特許第
121599号）などを発明しました。1930年に他界する
まで環状織機の研究に没頭したのであり、佐吉の「研究
と創造の精神」と、「モノづくり」にかけた夢を象徴する
シンボルとして、トヨタ産業技術記念館のエントランス
ロビーに展示されています。

２  　環状織機の特徴
　環状織機の大きな特徴は三つあります。
　１）環状織機は「動力の空費をなくし、超広幅の布を、
静かに容易に製織できる」極めて独創的な発明で、佐
吉が「運動の理想は往復よりも回転の円運動であるべ
き」との基本的な思想の基に、理想的な機構の世界に
類のない織機です。産技館に展示されている機械は

1924年に製作後、長期間運転テストされた現存する
唯一の完成機です。
　２）その機構は、よこ糸の挿入や筬打ちが連続回転
する円運動と、揺動する波状的上下運動とによって行
われ、騒音や振動を減少させ、労働環境を大幅に改善
する極めて合理的な機構となっています（G型自動織
機の92dB（A）に比べ、環状織機は72dB（A）に低減：
当社調べ）。
　３）環状織機では、従来の一般的織機の平面的機構
を立体機構に変更して、織られる布は平面的な布では
なく立体的な円筒状織物で、超広幅の布を製織するこ
とができます。

３  　織機の五つの基本要素
　P22,23に織機の五つの基本要素（たて糸送り出し、
開口、よこ入れ、筬打ち、巻き取り）について、G型自動
織機と環状織機との構造の違いについて比較します。

■ Ｇ型自動織機の主要な機構

 １．自働杼換装置
　よこ糸を挿入する道具は杼（シャットル）と呼ばれま
す。この杼の中の木管に巻かれたよこ糸が、切れたり無
くなったりした時に、機械の運転を止めることなく、よこ
糸が入った新しい杼に自動的に取り換える装置を自働
杼換装置と言います。よこ糸を補充する方法には、杼を
取り換える杼換式と、木管だけを取り換える管換式が
あります。佐吉はよこ糸補充のたびに機械を止める非
効率から「運転中自動的ニ之レ（よこ糸）ヲ補充スル必
要アルヲ思ヒ」、1902（明治35）年頃より杼換式と管換
式の両方を研究・発明していますが、「予ガ発明ニカカ
ルモノハ杼換式ニテ『ノースロップ※2』式ハ木管換式ナ
リ　此(ノースロップ)式ハ機械ノ操縦実ニ六ケ敷（難し
き）モノ」と述べているように、当時の日本の社会情勢
や技術水準を考慮して杼換式の研究を進め、1903（明
治36）年に世界で最初に無停止杼換式自動織機（T式）
を発明し、さらに試験研究を重ねて、1924（大正13）年
に世界最高性能のG型自動織機として完成させまし
た。このＧ型自動織機は、下記（２－②）の自働杼換装置
を備えており、高速運転中に速度を落とさないで、瞬時
に杼を交換するところから「マジック・ルーム」とも呼ば
れました。
※2 米国の主要な織機機械メーカ

（１）押上式
　揺動する「筬がまち」にある杼箱の下部に設けた杼
溜り部に予備の杼10丁を積み重ねておき、よこ糸が無
くなる時に新しい杼を自動的に押し上げ、杼箱の後退
時にアームによって旧杼を掻き落として新杼と交換す
る自働杼換装置です。しかし、予備の杼10丁を使いき
ると、織機の運転を止めて、新たに予備の杼10丁を装
てんする作業が必要でした。

（１－①）押上式（基本型）
（1903（明治36）年、特許第6787号） 【P14参照】

　日本で最初に発明された自働杼換装置で、よこ糸の
残量を杼側の糸押さえレバーの変位量で検出し、杼箱
側で直ちに杼換えを行うのが特徴であり、よこ糸が無く
なる寸前に、杼箱側レバーの変位量が大きくなって杼
換装置を起動し、予備杼の押さえを解除してバネで押し
上げ杼換えを自動的に行う機構です（よこ糸検知方法
は、よこ糸探り装置で説明）。Ｔ式として発売されました。

（１－②）押上式（改良型）
（1906（明治39）年、特許第12059号） 【P14参照】

　押上式の基本型は、杼換時に予備杼の保持ブレーキ
を解除してバネ力で押し上げる機構でしたが、改良型
では予備杼をリンク機構により積極的に押し上げる機
構に変更し、更によこ糸検知方法も改良して杼換えの
信頼性を向上させました。

（２）プッシングスライダー式
　押上式の杼溜部は揺動運動する「筬がまち」にあるた
め、予備の杼10丁を使いきると、織機の運転を止めて新
たに杼を装てんする作業が必要でした。そこで予備杼溜
りを、動かないフレーム側に備え、よこ糸が無くなる時
に、筬がまちの杼箱にある「よこ糸が無い杼」を、フレー
ム側の予備杼溜りにある「よこ糸が満巻の杼」で押し出し
て交換させる、プッシングスライダー式の自働杼換装置
を開発しました。この装置では稼働中でも予備杼の補充
が可能です。杼交換は、揺動する筬のパワーを利用して
います。ただ0.3秒という短時間に杼の交換が行われる
ため、高い加工精度や組立精度が必要となってきます。
佐吉は当初N式織機にこの自働杼換装置を後付けで組
み付けて製品化を検討しましたが、杼換えミスなどの問
題が発生し、フレームの３軸同時中ぐり専用機の開発な
ど、高い加工精度の実現などを図りました。

（２－①）プッシングスライダー式（基本型）
（1909（明治42）年、特許第17028号） 【P14参照】

　上部から随時補充できる予備の杼を最多10丁まで
装てん可能なシャットルマガジン（予備杼溜り）を備えて
おり、よこ糸が切れたり無くなったりするのを探知する
と、杼換装置が起動し、新杼がシャットルマガジンから自
動的に押し出されて旧杼と交換されます。新杼は、プッ
シングスライダーで水平方向に押し出されると杼箱入
口の側板を押し上げて杼箱内に進入して旧杼を押し、
押された旧杼は自ら杼箱出口の側板を押し上げて排出
されます。しかし、この順次押していく方式は、超高速運
転した時に、杼換えミスなど発生することがありました。
また当初はよこ糸残量検出をウェフトフォークで行って
いたため、よこ糸欠損が発生する欠点がありました。

（２－②）プッシングスライダー式（二次型）
（1924（大正13）年、 特許第65156号） 【P14参照】

　プッシングスライダー式自働杼換装置の完成型で
す。基本型では前側板と後側板は別々の軸に支持され
ていましたが、二次型ではその前側板と後側板を回動
臂で支持させて一体で動くようにしました。この付加考
案によって、超高速運転中の杼換えがより確実に行え
るようになりました。また、新たに発明したウェフト
フィーラ【P16参照】でよこ糸の残量を探知し、糸が無く
なる寸前に杼を交換できるように工夫したため、布欠
点（よこ糸欠損）が皆無になり織物品質が一層向上しま
した。Ｇ型自動織機に搭載された機構です。

 ２．よこ糸探り装置
　杼が往復するたびに、よこ糸の残量を毎回探知する
装置です。自働杼換装置が杼換えをするタイミングを
計るうえで不可欠な、また重要な装置です。Ｇ型自動織
機はウェフトフィーラ式のこの装置と自働杼換装置が
連携作動することにより、超高速運転中でも布欠点（よ
こ糸欠損）が皆無となり、「マジック・ルーム」と呼ばれる
世界一の性能を発揮することが出来ました。

（１）糸押さえレバー式（押上式：基本型用）
（1903（明治36）年、特許第6787号）

　杼①の中の木管②に巻かれたよこ糸の残量を、糸押
さえレバー③の変位で検出し、杼①が杼箱④に達する
度に、糸押さえレバー③の変位量が杼箱側レバー⑤を

特別編 ■ 環状織機 介して規制レバー⑥に伝えられます。糸押さえレバー
③の検出部のよこ糸が無くなると、レバー③はレバー
⑤に押されて中まで押し込まれ、杼換えのタイミング
であることをレバー⑥を介して自働杼換装置に伝えま
す。布欠点（よこ糸欠損）の生じない検出方法ですが、
杼箱に杼が到着する所で検出し直ちに自働杼換えを行
うため、高速化に対応出来なかったこと、よこ糸の残量
検知の信頼性が低かったため、この機構は押上式の改
良型以降不採用となりました。

　
（２）ウェフトフォーク式（押上式：改良型用）
（1906（明治39）年、特許第12059号）

　元々はよこ糸が切れた場合に織機を自動的に停止
する装置であり、西洋の動力織機に従来から使用され
ていましたが、佐吉はこれを自働杼換えのためのよこ
糸探り装置として活用しました。よこ糸欠損が生じる問
題はあるのですが、既存技術で検知の信頼性が高かっ
たこと、杼箱の反対側で検出するために自働杼換えま
での時間的余裕があり、高速化にも対応出来ました。

（３）ウェフトフィーラ式（プッシングスライダー式用）
（1922（大正11）年、特許第50940号）

　杼の側面に検知窓が開けてあり、そこからウェフト
フィーラと呼ばれるマイナスドライバの先端のような
機械式センサにより、木管に巻かれたよこ糸の残量を
検知する装置です。よこ糸が残っている時は、「筬がま
ち（レース）」①が筬打ちをする時、ウェフトフィーラ②
の先端は杼内木管表面のよこ糸に押されて後退し、ク
ロススピンドル④を回転させフック⑤との接続を外しま
す。自働杼換装置への機械的信号は送られません。
　よこ糸が無くなる寸前になると、ウェフトフィーラ②
の先端付近の糸は無くなり、フィーラは木管の溝まで
入り込みます。クロススピンドル④は回転せず、ウェフト
ハンマのフック⑤と接続し、トランスミッチングロッド⑧
を介して、ノッキングビル⑥をＶボルト⑨に向かい合う
位置まで引き上げ、筬打ちの力を利用して杼換えを行

ないます。フィーラはリンクを外すか繋ぐだけで、自働
杼換えは筬打ちの大きな力を活用して行う、非常に柔
軟な発想で考えられた機構と言えます。
　よこ糸残量検知をウェフトフォークで行った場合に布
欠点（よこ糸欠損）が生じる原因と、ウェフトフィーラを
用いた場合には布欠点（よこ糸欠損）が起きないメカニ
ズムを下図に示します。

 ３．よこ糸切断自働停止装置
　よこ糸が切れた場合に、織機を自動的に停止する装
置です。杼が杼箱に入るタイミングでよこ糸にフォーク
状のセンサを押し当て、よこ糸が残っている時はセンサ
が押し返されますが、よこ糸が無くなるとセンサはその
まま押し込まれ、運転停止を行う機構になっています。
　佐吉は汽力織機を開発した時に独自のよこ糸切断自
働停止装置を開発（1897（明治30）年、特許第3173
号）しますが、細い糸、張力の弱い糸での検出の信頼性
が悪く、その後は西洋の動力織機に従来から使用され
ている、ウェフトフォーク方式の装置を使用しました。
　また佐吉は前述のように、この検出装置を自働杼換
装置のためのよこ糸探り装置として使用します。布欠点

（よこ糸欠損）が生じる欠点はあるのですが、検出の信
頼性が高いため、ウェフトフィーラ式を発明するまでは、
よこ糸探り装置としても使用していました。
　Ｇ型自動織機では、このよこ糸切断停止装置（ウェフ
トフォーク）とよこ糸探り装置の両方を併用したことで、
性能をより完璧なものにしました。

環状織機型自動織機GG型自動織機G型自動織機GG型自動織機G型自動織機

じんりょく
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佐吉翁が挑んだ
完全なる自動織機への想い

１．筬打ち運動により、連
結されたレバーが揺
動し、それによってラ
チェットがギヤを送り、
複数のギヤを介しクロ
スローラに巻取られる

１．タペットカムにより綜絖枠を上下に
動かし開口する

２．綜絖枠は平織では２枚ある

１．ピッキングステッキをたたいて杼を
飛ばし、間欠的往復運動でよこ入れ
をする

２．動力が大きい

３．騒音が大きい

１．クランク機構により回転運動を間欠
的往復運動に変え、筬打ちを行う

２．動力が大きい

３．騒音が大きい

１．たて糸は１本のヤーンビームに巻か
れている

２．張力を一定に保つために、４個のツメ
送りで適正量のたて糸を送出す積
極的方式

３．たて糸開口時のたて糸の張力調整
はテンションローラで行われる

た
て
糸
送
出
し
装
置

環状織機

開
口
装
置

よ
こ
入
れ
装
置

筬
打
ち
装
置

巻
取
り
装
置

た
て
糸
送
出
し
装
置

開
口
装
置

よ
こ
入
れ
装
置

筬
打
ち
装
置

巻
取
り
装
置

下記比較の通り、五つの基本要素それぞれは備えているものの、その達成する手段において、発想、装置が全く
異なっています。佐吉の、いかにひとつの発想にとらわれずに、G型自動織機の完成でその活動の歩を止めること
なく、絶えず理想を求めて、「研究と創造」に心を致していたかということがわかります。

１．主軸に装着された偏
芯カムの回転により、
連結されたレバーが
揺動し、それによって
ラチェットがギヤを送
り、複数のギヤを介し
クロスローラに巻取ら
れる

１．溝カムにより、ラックとピニオンで綜
絖枠を前後に動かし開口する

２．円周を１７分割し、綜絖枠は３４枚ある

１．杼押車が革ベルトを介し杼を押し動
かし、連続円運動でよこ入れをする

２．動力が小さい

３．騒音が小さい

１．環状筬が波動的上下運動をすることにより、
円周上に連続的に筬打ちを行う

２．動力が小さい

３．騒音が小さい

１．たて糸は８本のヤーンビームに巻か
れている

２．ヤーンビームに巻かれたおもり付のベル
トの摩擦力により張力を保ちながら、
布を巻取る力で送出される消極的方式

３．各ヤーンビームは歯車により同期
して送出される

４．たて糸開口時のたて糸の張力調整は
たて糸張力調整リングで行われる

G型自動織機

G型自動織機と環状織機の機構差異
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　トヨタ産業技術記念館（以下産技館）は、1994年6
月、当社栄生工場に設立された、繊維機械や自動車を
中心に日本の産業技術の発展を語る産業技術史博物
館です。その基本理念は、生涯を織機の発明に捧げた
豊田佐吉と、その長男で繊維機械から自動車産業への
進出という親子の夢を実現した豊田喜一郎の、「研究と
創造の精神」と「モノづくり」の大切さを、次代を担う
人々を始め広く社会に伝えていくことです。
　ここ栄生の地は、佐吉が自動織機を発明・完成させ
るための試験工場として、1911年に設立した豊田自働
織布工場を起源としています。産技館は、赤れんがで造
られた旧紡織工場の建屋を貴重な産業遺産として保
存するとともに、当時の本物の機械を動態展示し、「見
て、驚いて、学んで」もらうことで、「モノづくり」の楽し
さ、素晴らしさ、大切さを訴求しています（動態と静態
の違いは、動物園の生きた動物と剥製ほどの違いが
あります）。
　主な展示施設は、繊維機械館、自動車館、トヨタグ
ループ館などで、館のシンボルとしての環状織機、Ｇ型

自動織機の製品第1号機を始め、3,000点を超える展
示物があります。繊維機械館では、豊田佐吉の発明し
た木製人力織機からＧ型自動織機に至る十数種類の
織機と主要技術の変遷を中心に、イギリスの産業革命
当時から最新の紡織機までを本物の機械や機構模型
で紹介。自動車館では、豊田喜一郎が1933年当社に
設立された自動車部で自動車の研究開発を始めた、材
料試験室や試作室からＡＡ型乗用車の開発、またトヨタ
がその時代ごとに導入した最新の技術や設備を、これ
も本物の機械で展示しています。
　特に繊維機械館は、佐吉が開発した織機が年代順に
並べられ、主な機構は模型機での解説も加え、技術の
変遷を実際に見比べることができます。またＧ型自動
織機の特長である自働杼換えなどを、当時の工場の
雰囲気を再現する集団運転により実演しています。
　佐吉の志、その象徴とも言えるG型自動織機の動態
展示を実際にご自身で「見て、驚いて、学ぶ」ために、
ぜひトヨタ産業技術記念館にお越しください。

 

自動車館繊維機械館

■ 著者紹介：トヨタ産業技術記念館（㈱豊田自動織機出向者）

〒451-0051 
名古屋市西区則武新町4丁目1番35号
TEL 052-551-6115
http://www.tcmit.org/

成田 年秀 加古 雅彦 吉岡 慎一 斉藤 幸男 小椋 岳文 柴野 道雄

Toyota Commemorative Museum of Industry and Technology

ト ヨ タ 産 業 技 術
記 念 館 の 紹 介

写真出典：トヨタ産業技術記念館
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一般道路での
完全自動運転を目指して

宅配便の再配達削減に向けた
物流ロッカー社会インフラの取り組み
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の地物が実際の地物と合致するようなカメラやレーザセ
ンサによる照合処理が利用され、高い信頼性と位置精度
を達成しています。
　次に障害物との衝突回避の話をします。工場内搬送
車などでは、低速（6～15km/h）のため、停止距離は
2m以下です。この場合は走行コース内の障害物を検知
すれば制動で衝突を回避できます。それに対して通常
の自動車は一般道でも速度は60km/hに達します。停
止距離は27mに拡大します。まさに「飛び出すな。車は
急に止まれない」の世界です。人間同様に「先読み運
転」、「かもしれない運転」といった予測能力が必要です。
　典型シーンで先読み運転を説明します（図2）。通常の
衝突回避は、現状の連続的な延長線で衝突を予測し、
衝突が避けられない場合の回避行動になります。横断し
ている歩行者や接近してくる車両を発見し、危険が顕在
化している場合の回避行動になります。先読みは、潜在
危険に対する準備行動です。すなわち、道路脇の歩行者
や、見通しの悪い交差点を通過がある状況で、歩行者の
飛び出し、死角の接近車両を予測し、万一その事象が発
生しても衝突回避できるように準備することです。準備
行動は停止できる速度への減速が一般的ですが、歩行
者脇通過のように予め少し離れた軌跡に修正すること
も含まれます。日本のような歩行者や死角の多い道路
環境では先読み運転機能は必須になります。
　自動運転で先読み運転を実現するにはどのようにす
ればよいでしょうか。
潜在危険を場所に
紐付けた値で表し、

ようとするものです。走るコースの三次元位置をデータ
化し、実空間とサイバー空間をピッタリと合わせることが
できれば、レールがあるかのような状態を作り出すことが
できます（図1）。サイバー空間のよいところは、実空間の
レールや誘導線と異なり、走行コースは柔軟に設定でき
ることです。また、解釈した目安コースや走行ルールなど
あらゆるものをデータ化できるので、例えば、はみ出さず
に走る範囲（車線）や、停止位置（停止線）や、実際にペイ
ントされていない右折時の軌跡、分岐・合流の位置、さら
にその場所での優先関係などのルールや安全のための
目安速度などの関係知識まで含められます。高精度地図
を利用するにはサイ
バー空間と現実の一
致、すなわち自車の地
図上での位置姿勢の
把握が必要です。位
置推定というと衛星
測位（ GNSS）をイ
メージしますが、実際
は高精度地図に登録
されている路面マー
クや路側構造物など

斥力を発生させる方法なども研究されていますが、ここ
では原理原則に立ち返り、他の移動物の動き変化や出
現を予測し、回避行動を計画するという物理モデルの枠
組みで考えます。
　高精度地図の利用を仮定すると、自動運転車から死角
交差点は図３のように見えます。高精度地図とレーザセン
サ等の外界センサから交差点やレーンの存在や視認性

（死角）も推定できます。死角に接近移動物を想定し、万
一の時に衝突回避できる準備行動をします。これは、ある
移動物（W2，V2）を仮定
し、回避できる自車速・
減速度（V1，A1）決めて
やることですが、本質的
にはその場所でどんな
移動物を想定するかと
いう事前知識の問題に
なります（図４）。その知
識を熟練ドライバの行動から獲得することにしました。
　運転指導員の生活道を走行するデータを収集し、見
通しの悪い交差点通過の速度パターンを解析したと
ころ、想定している移動物はほぼ全ての交差点で自転
車（W2=3±1m，V2=4±2m/s）と一致することが分かり
ました。自転車は最も注意すべき対象なので大変興味深
い結果です。自転車を想定した物理モデルは指導員の
速度パターンとほぼ一致することも分かりました（図5）。
減速から加速に転じている地点は、死角の位置が遠くな
り、想定しているものが飛び出してきても、自車が先に通
過できる条件になる位置となります。この物理モデルは、
観測可能な道路構造や視認性と、想定移動物のみで表
現されているので汎用性が高いことが特長です。歩行
者や駐車車両の脇通過でも、歩行者の動き出しや出現
を想定することにより先読み運転が可能になります。
　レベル4完全自動運転実現のポイントとして、高精度
地図と先読み運転の2点をご紹介しました。高精度地図
はレールのサイバー化、先読み運転は人の予測のモデ
ル化です。将来はこれらの情報が通信技術で車両間で
ダイナミックマップとして統合され、予測が予測でなく
なる日がやってきます。

前方映像に重畳 （緑色線：道路構造、青色線：走行目安線）

俯瞰図

信号位置

図１

名古屋大学
未来社会創造機構
特任教授

二宮 芳樹
Yoshiki  Ninomiya

一般道路での
完全自動運転を目指して

　自動運転は報道されない日がないくらい、世界中で
注目され、技術開発競争が激化しています。自動運転へ
の大きな期待は自動車の負の側面である「交通事故」

「渋滞」「環境負荷」の解決です。さらに、「ドライバ不足」、
「高齢化」、「過疎化」等の新たな社会問題への対応策と
しての期待も高まっています。また、自動運転がイノ
ベーションと言われるのは、「所有から利用」といった交
通の在り方や産業構造の変革につながるからです。将
来は車を所有していなくても、行きたい時に行きたいと
ころに行け、駐車場が要らない世界が描かれています。
車の価値も運転の楽しさから移動時のサービスに変
わっていくとも言われています。本解説では、一般道路
で完全自動運転を行うために必要な「高精度地図」と

「先読み運転」についてお話をしたいと思います。
　運転は大きく二つの機能からなります。走るコースを
決めることと障害物とぶつからないようにすることです。
走るコースを決めるにはどうすればよいでしょうか。走行
可能な平らな路面であること、白線（区画線）などから
レーンの把握、分岐・合流・交差点などの認識とその走
行ルールの把握があって最終的に走るコースが決めら
れます。人は高度に発達した視覚機能と経験という膨大
な知識の蓄えで、それらを一瞬で行ってしまいますが、
現在のセンサや認識技術でこれらを自動化することは
容易ではありません。
　一方、既に自動運転を実現している陸上交通がありま
す。鉄道、ガイドウェイバス、工場内搬送車、ゴルフカート
などです。これらはレールや誘導線というハードインフラ
により、軌跡を決める処理を省くことができます。高精度
地図は基本的にはこのレールをサイバー空間で実現し

通常運転 一次行動予測：
顕在危険に対する回避行動

先読み運転 二次行動予測：
潜在危険に対する準備行動

図3

図4

図2

移動方向Ｘ（m）

指導員
モデル

加速減速
車
速（m

/s

）

図5
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1.はじめに
　ネット通販が年々市場規模を拡大し、宅配便の不在
再配達が社会的な問題となっています。国の調査によ
ると、配達される荷物の約２割が再配達に回り、そのト
ラックから排出されるＣＯ２は年間４２万ｔにものぼると
されています。当社では、物流を担う企業として、物流
ロッカーで３Ｅ※に貢献するために、時代に先駆け２００８
年から取り組みました。
　２年前には、国土交通省が主催する宅配便の再配達
削減に向けた受け取り方法の検討会に参加。物流ロッ
カーを活用することで再配達をなくし、ＣＯ２排出量の
削減に効果的であるとの結果を得て、物流ロッカーの
設置が加速しています。
　このたび、コンビニエンスストア最大手のセブン-
イレブン･ジャパン、宅配便最大手のヤマト運輸と手を
組み、当社の物流ロッカーを利用した宅配便の再配達
削減の取り組みを開始しました（写真１）。
※Environment, Ecology & Energy

2.当社物流ロッカーの特長
2.1プラットホーム型機能
　いつでもどこでも必要なモノを受け取れる宅配先と
して展開される物流ロッカーは、荷主-配達業者-場所提
供者-ロッカーシステム提供者間の連鎖的ストラク
チャー（図１）が必要不可欠です。いわゆる、様々な荷主
のモノを様々な配達業者によって、あらゆるところで誰
でも受け取れる宅配サービスのオープン化が必要と
なります。このオープン化に対し当社のロッカーシステ
ムはプラットホーム型機能（図２）を有しています。この
機能はロッカーサービスの基本仕様（メニュー、認証、
決済、使用ボックスなど）をベース化して参加事業者
のＩＤを識別することで、サービス内容が特定され、対象
のメニュー・認証・決済・使用ボックスが選択されるシス
テムを構築しています（図３）。

2.2携帯電話番号認証
　物流ロッカーで使用される利用者のＩＤ認証は、暗証
番号やバーコードなどがあるが、当社はその他に携帯
電話番号（数字１1桁）を利用した認証を有しています。
利用者はモノの受け取り時に、物流ロッカー内部に搭
載されている携帯電話会社発行のＳＩＭカードに対し、本
人の携帯電話を発信することにより照合できるしくみ
となっています（図４）。この認証を使用するメリットは、
暗証番号認証の場合、番号生成や利用者への暗証番
号送信のシステム構築が発生するのに対し、システム
レスです。届けたい相手の携帯電話番号さえわかれば
モノの受け渡しが可能となります。

トヨタＬ＆Ｆカンパニー
物流ソリューション事業室
物流エンジニアリング部

古橋 正得
Masanori  Furuhashi

2.3冷蔵機能
　生鮮食料品を物流ロッカーに保管するために、冷蔵
機能付きのロッカーシステムを開発しました。温度管理
として、設定温度に対し温度範囲であるか否かを一定
間隔で確認・記録するとともに遠隔監視しています。ま
た、運用管理として、生鮮食料品を安心・安全に提供す
る上で、設定温度を外れて所定時間を超えた場合、保
管状態が異常と判断してボックスの扉を開錠不可や異
常発報機能を構築しています。

3.ＰＵＤＯシステム連係
　今回、セブン-イレブン店舗にてヤマト運輸などの宅
配サービスを提供するために、当社はＰＵＤＯシステム

（ヤマトグループのロッカーシステム）との連係・連動シ
ステムを開発しました（図５）。
　既存の当社ロッカーシステムでは、利用情報収集や
遠隔メンテナンスをおこなう管理サーバと保管状態の
データ管理やデバイス制御をおこなうロッカー本体に
対し、あらたにＰＵＤＯサーバシステムとの連係・連動の

宅配便の再配達削減に向けた
物流ロッカー社会インフラの取り組み

ために中継サーバを設け、宅配業者の預入情報（ＩＤ・認
証コード、操作メニュー、荷物コードなど）や受取人の取
出情報（認証コード、受取日時、受取ロッカー先、受取サ
インなど）を統括管理するシステムを開発しました。本
件は、国内のロッカーメーカーでは初となります。

4.今後の展開
　今後は、店舗以外にも、駅・大学・事業所などにて、宅
配便の受け取り時の代引きや発送、ネットスーパー品
やクリーニング品などの複合取り扱いと一時預けのコ
インロッカーなどへサービスの拡充展開を進めます。
　また、ディー・エヌ・エーやヤマト運輸へロッカーを
供給して、自動運転社会を見据えた無人「宅配サービ
ス※｣の実用実験（一部地域のみ）も始まりました。
　今後もラストワンマイルソリューションとして、物流
ロッカーの可能性をさらに広げていきたいと思います。
※モノを欲しい時に欲しい場所で受け取ることができるロッカー
が装備された宅配車

セブン-イレブン･ジャパンの
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設置した当社の物流ロッカー
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図１　物流ロッカーシステムソリューションに必要な連鎖的ストラクチャー

図２　プラットホーム型機能のしくみ
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件は、国内のロッカーメーカーでは初となります。

4.今後の展開
　今後は、店舗以外にも、駅・大学・事業所などにて、宅
配便の受け取り時の代引きや発送、ネットスーパー品
やクリーニング品などの複合取り扱いと一時預けのコ
インロッカーなどへサービスの拡充展開を進めます。
　また、ディー・エヌ・エーやヤマト運輸へロッカーを
供給して、自動運転社会を見据えた無人「宅配サービ
ス※｣の実用実験（一部地域のみ）も始まりました。
　今後もラストワンマイルソリューションとして、物流
ロッカーの可能性をさらに広げていきたいと思います。
※モノを欲しい時に欲しい場所で受け取ることができるロッカー
が装備された宅配車
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Product Technology

P.46 新型プリウスPHV向け電動コンプレッサーESBG27の開発

P.51 新型プリウスPHV向け電動コンプレッサの開発に関連した優秀発明紹介
電動圧縮機　特許第06187266号公報

P.52 新型プリウスPHV向け車載充電器の開発

P.56 新型プリウスPHV向け車載充電器の開発に関連した優秀発明紹介
周期的変移電圧の周期及び位相検出装置及び方法　特許第05741736号公報

P.57 PHV/EV向け親子連携充電システムの開発

P.61 新型ヴィッツの開発

P.32 FCフォークリフトの開発

P.37 1.0～3.5トン積電動フォークリフト 新型geneBの開発

P.43 Virtual Reality Training on 　　　　　®Forklift TrucksRaymond
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1 はじめに
　日本のエネルギー供給は、海外の資源に大きく
依存しており、脆弱性を抱えている。一方で、世界
の温室効果ガス排出量は増大し続けており、早急
な削減対策を実施する必要がある。そのような状
況の下、日本にとって水素エネルギーは、エネル
ギー安全保障と温暖化対策の切り札と位置付けら
れており、水素社会の実現に向けた様々な先駆的
な取り組みが進められている。
　フォークリフトは、乗用車と比較した場合、工
場、物流倉庫、市場、空港や港湾などの限定された
エリアにおいて、多数かつ長時間利用されること
から、その動力源を燃料電池化して普及させるこ
とは、水素需要の創出・増大に繋がり、普及初期段
階におけるFCVの水素価格やインフラ運用コス
トの低減にも大きく寄与する有望なアプリケー
ションとして期待されている。
　当社は、2004年よりトヨタ自動車株式会社と
共同でフォークリフト用FCシステムの開発を開
始し、各地での実証実験を経て、2016年11月に国
内初となる2.5トン積FCフォークリフトの販売を
開始、関西国際空港への導入を皮切りに、順次導入
が進められている。

2 FCフォークリフトの特長
1）環境性
　・�稼働時ゼロエミッション（CO2排出ゼロ）
　・�原料採掘段階からの温室効果ガス排出量低減
2）作業効率向上
　・�短時間水素充填（約3分）

写真1 FCフォークリフト 2.5t車および諸元
Photo1 Fuel cell forklift 2.5t and Specifications

項目 単位 数値
型式 定格荷重 kg 2,500

寸法
全長（フォーク含む） mm 3,360
全幅 mm 1,170

燃料 水素ガス
最高充填圧力 MPa 35
最大充填量 kg 1.2
充填所要時間 min 3

3）外部給電機能
　・�水素満充填1回あたり1kW×15時間の電力

供給が可能
4）省スペース
　・�充電器置き場不要
　・�交換用バッテリ置き場不要

3 発電システム概要
1）FCセル
　本システムで使用しているFCセルは、トヨタ自
動車株式会社　FCV「MIRAI」と同一品を使用して
いる。FCセルの構成は、2枚のセパレータが電解
質膜をはさむ構成になっている。セパレータと電
解質膜の間には外部からガスを流し込むための溝
や空間が設けられていて、一方に水素、もう一方に
空気（酸素）を送ると電解質膜を介して反応が起こ
り、電気（および水）が発生する。
　セル1枚で得られる出力は限られているため、
実際に発電システムとして使用する際は必要な出
力が得られるよう多くのセルを積み重ねてパッ
ケージ化する。これを「FCスタック」と呼ぶ。出力
を変更したい場合は、セルの積層数を変えること
で調整が可能である。

2）FCスタック
　FCスタックの構造を図2に示す。FCスタック
は、図2に示すように、FCセルおよび電気を取り
出すターミナル等を積層した構成である。フォー
クリフトの電力仕様、環境条件等を満足するた
め、セル積層枚数、締結構造については、当社にて
フォークリフト向けに専用設計を行っている。

〈FCセル〉

水素

酸素

セパレータ

セパレータ

燃料極

空気極
電解質膜

〈FCスタック〉

図1 FCセルの構成
Fig.1 Structure of fuel cell

3）FCシステム
　図3にFCシステムの概要を示す。心臓部である
FCスタックを中心に、水素供給系装置、空気供給
装置、電気装置、冷却装置などで構成されている。

4）FCユニット
　FCシステムをワンパッケージ化した発電シス
テムがFCユニットである。本FCフォークリフト
には、図4に示すようなFCユニットが搭載されて
いる。FCユニットは、水素を燃料とし電気を供給
するシステムであり、この発電システムを従来の
鉛バッテリに代わる動力源として搭載した電動
フォークリフトがFCフォークリフトである。

カバープレート
ターミナル(+)

ターミナル(－)
FCセル

エンドプレート
スタックマニフォールド

図2 FCスタックの構成
Fig.2 Structure of fuel cell stack
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図3 FCシステム図
Fig.3 Fuel cell system diagram
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図4 FCユニット
Fig.4 Fuel cell unit
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FCフォークリフトの開発
Development of Fuel Cell Forklift Truck
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要　旨 　当社は2016年11月より、日本で初めてのFCフォークリフト販売を開始した。水素を燃料とし、稼働中のCO2排出ゼ
ロを実現している。水素と空気で発電するFCスタックを構成するFCセルはトヨタ自動車株式会社のFCV「MIRAI」と
同一セルを活用し、発電システムはフォークリフトに適する専用設計を行った。また、外部給電機能（AC100V）を標準
で装備し、災害時等における非常用電源としても活用でき、移動可能な発電機としての役割も期待されている。

キーワード：FC、フォークリフト、水素、CO2、外部給電機能

Abstract 　Our�company�started�the�first�sales�of�FC�forklift�in�Japan�from�November�2016.�It�is�operated�with�
hydrogen�as�a�fuel,�which�realizes�zero�emission�of�CO2�during�operation.�The�same�cell�as�FCV�"MIRAI"�
manufactured�by�Toyota�Motor�Co.,�Ltd.�was�used�for�the�forklift�to�build�the�FC�stack�that�generates�
electricity�through�water�producing�reaction�with�hydrogen�and�air,�and�the�power�generation�system�
is�dedicatedly�designed�according�to�the�forklift.�It�is�ordinarily�equipped�with�an�external�power�supply�
function�（AC�100�V）�that�can�be�utilized�as�an�emergency�power�supply�in�the�event�of�a�disaster,�etc.�
It�is�also�expected�to�play�a�role�as�a�movable�generator.

Keywords:�Fuel�Cell,�Forklift�truck,�Hydrogen,�CO2,�External�Power�Supply
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5）FCフォークリフト システム構成
　図5にFCフォークリフトのシステム構成を示
す。電源供給については従来のバッテリ式フォー
クリフトと同じである。走行荷役コントローラ
とマルチディスプレイ間の通信についてはFCユ
ニットを介すことで、ディスプレイへの水素残量
表示等を実現している。

4 開発内容
1）最適エネマネによるシステム高効率化と耐久性向上
　本FCシステムは、FCスタックの発電を効率が
良いポイントで行い、かつ発電量を一定にするこ
とによりFCセルの電位変動による性能低下を抑
制して、高効率化と耐久性向上を両立している。
　FCスタックの発電量は、蓄電装置の蓄電量に応
じ決定している。蓄電容量が減少すると、蓄電装置
に充電するためFCスタックは発電量を大きくす
る。FCスタックの発電量はDCDCコンバータに
より制御される。フォークリフトの急峻な負荷変
動には蓄電装置で追従することで、FCスタックは
一定発電を長く続けることが出来る。

【バッテリ式フォークリフト】

【FCフォークリフト】

電源

電源

鉛バッテリ

FC
ユニット

通信

通信通信

通信

通信

多重画面
マルチディスプレイ

走行荷役
コントローラ

PS
コントローラ

多重画面
マルチディスプレイ

走行荷役
コントローラ

PS
コントローラ

PS
モータ

走行
モータ

荷役
モータ

PS
モータ

走行
モータ

荷役
モータ

図5 機台とFCユニットのシステム構成
Fig.5 System diagram of forklift and Fuel cell unit

　フォークリフトのWell-to-Wheel�CO2排出量
（燃料採掘段階を含む）を図7に示す。FCフォーク
リフトは従来のガソリンフォークリフトに対し
52%のCO2削減効果が見込まれる。また、今後水
素を再生可能エネルギーから製造することで、更
なる低減が期待出来る。

2）加湿器レスシステムによるFCシステム小型化
　本FCシステムは、同クラスのFCフォークリフ
トとしては世界で初めて、FCスタックに送る空気
の外部加湿器を廃止している。
　FCセル内の電解質膜は、イオン伝導を確保し
安定な発電を行うために、適度な水分を含むこと
が必要である。そのため、図8に示すように、一般
的なFCシステムは、FCスタックに送る空気を外
部加湿器により加湿している。本システムでは、
FCV「MIRAI」と同様のコンセプトにより、FCセル
内の水を水素循環ポンプで循環させ自己加湿を行
うことで、外部加湿器の廃止に成功している。

FCスタック 高効率点での一定発電
により、高効率発電と
電位変動抑制によるFC
スタック化学劣化抑制
を同時に実現

急峻な入出力変動には
蓄電装置で対応

蓄電装置
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80V
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フォークリフト
48V

蓄電装置48V

時間

時間

0

0

力行

力行

回生

回生

エ
ネ

ル
ギ

エ
ネ

ル
ギ

フォークリフト

時間

力行

回生

回生  力行

エ
ネ

ル
ギ

0

図6 FCシステム エネルギー入出力
Fig.6 Energy input/output of fuel cell system

環境省「CO2排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業」によるデータ

52%低減
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原単位　　　：ガソリン　2.32kgCO2/L、 軽油　2.58kgCO2/L、 
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フ
ォ

ー
ク

リ
フ

ト
CO

2年
間

排
出

量
［

kg
CO

2/
年

/台
］

10,000

5,000

16%
低減

図7 フォークリフトのWell-to-Wheel CO2排出量
Fig.7 Forklift Well-to-Wheel CO2 emissions

3）水素貯蔵システムの低コスト化
　本システムはFCVに比べ低圧となる水素タン
ク圧力35MPaを採用、水素タンク材質の工夫も
行うことで水素タンクシステムの低コスト化を
図っている。
　多くのFCVは水素タンク圧力70MPaを採用し、
長い航続距離を確保しているが、フォークリフト
は限られたエリア内で稼動し水素充填を比較的
容易に行えるため、圧力を半分の35MPaとしてい
る。このタンク圧力35MPa化により、水素タンクコ
スト、および水素供給インフラコストを抑えるこ
とが出来る。特に70MPaインフラに対して35MPa
インフラのコストは約半分程度と言われており、
お客様の負担を軽減することが可能となる。
　また本システムでは、移動体として世界で初め
て水素タンクに鋼製ライナー複合容器を採用し
ている（図11）。通常のFCVは、軽量化のためライ
ナー材にはアルミや樹脂を使用しているが、重
くても良いフォークリフトの特性を活かし、ライ
ナー材にクロムモリブデン鋼を使用した。これに
より、強度をライナー材にもたせ複合材（カーボン
ファイバー）の使用量を減らすことでコスト低減
が可能となる。

4）外部給電機能設定による非常時対応
　本FCフォークリフトには、非常時の使用を想定
しAC100Vコンセントを搭載している（図12）。
水素満充填時、1kW×15時間の電力供給が可能
である。また、オートパワーオフ機能を搭載してい
るが、切替スイッチにより機能を無効にすること
で、長時間の電力供給にも対応している。水素は短
時間で充填が可能なこと、および水素インフラに
水素が貯蔵されていれば、停電時にも手動で充填

ガラス層

Ａ部拡大

使用気体：圧縮水素
圧力　　：35MPa
内容積　：58L

Ａ

クロムモリブデン鋼
複合材(カーボンファイバー )層

図11 水素タンク構造（鋼製ライナー複合容器）
Fig.11 Structure of hydrogen cylinder

（Steel liner composite container）

　図9に示すように、FCスタックから電力を引き
出すDCDCコンバータがFCスタックの内部イン
ピーダンスを計測、この結果FCセルの湿潤状態を
推定する。乾き過ぎ、湿り過ぎの場合は、空気およ
び水素の流量、圧力を制御することにより、適正な
湿潤状態に戻す制御を行っている。

　図10に示すように、外部加湿器に廃止、FCス
タックへの空気吸排気経路を簡素化、およびFCセ
ルの小型化により、2012年実証実験モデルに対
し、スタックモジュール（FCスタックおよび周辺
の流体制御機器）を28%小型化した。

冷却 冷却

加湿器

一般的な(加湿有)システム

FC
スタック

加湿レスシステム
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エアコンプレッサ

水素

水素
循環
ポンプ

水素

水素
循環
ポンプ

空気

エアコンプレッサ

空気

図8 空気外部加湿レスシステム
Fig.8 Air supply system without external humidifier

FCスタック

FCスタック等価回路

推定インピーダンス

求めたインピーダンスより、セルの湿潤状態を推定

FC電流（直流）に微小交流電流を重畳し
インピーダンスを推定

DCDC
コンバータ

フォーク
リフトへ

48V80V

FC電流
FC電圧

時間

図9 DCDCコンバータによる湿潤状態の推定
Fig.9 Estimation of wet state by DCDC-Converter

FCスタック

加湿器 28%小型化

スタックモジュール（2012年実証実験） スタックモジュール（開発品）

51L 37L

図10 スタックモジュール小型化
Fig.10 Miniaturization of stack module

FCフォークリフトの開発
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のFCフォークリフト稼動場所と水素残量が分かる
ことから、水素巡回充填車とデータ連携し、最適な
配車スケジュールを設定することも可能である。

5 まとめ
　日本で初めて、水素を燃料とするFCフォークリ
フトを開発・製品化した。FCセルは、FCV「MIRAI」
と同一セルを活用し、フォークリフトに最適な発
電システムを専用設計、既存電動車と同様の使い
勝手を実現した。
　今後も物流分野からの水素社会実現に向け、開
発を継続する。

■ 著 者 紹 介 ■

鈴木 宏紀

伊藤 裕之

下簗 祐介 鈴木 博之

岡 秀順 昆沙賀 徹 藤森 弘幸

写真2 FCフォークリフト モニターシステム
Photo2 Fuel Cell forklift data monitor system

が可能なことより、非常用電源としても活用でき、
移動可能な発電機としての役割も期待されている。

5）使い易さの追求
　本FCフォークリフトは、既存の電動フォークリ
フトをベースとし、車両寸法および走行・荷役性能
はベース車両と同等を確保した。また、車両－FC
ユニット間が連携したキーマネージメント、メー
タ表示、エネルギーマネージメントなどの実現に
より、お客様は今までの電動フォークリフトと同
じ感覚で使って頂くことが出来る。
　FCフォークリフト特有の水素充填、および発電
により生成した水の排水作業はすべて車両右サイ
ドで行うことが出来るように集約している。

6）データ収集システムによる稼動の視える化
　本FCフォークリフトは、データ収集システム
を搭載し、稼動の視える化を行うことが出来る。
フォークリフトの荷役、走行等の稼動状況、およ
びFCシステムの内部データを3G回線を使ってク
ラウドサーバーに上げ、インターネットを介して
データを見ることが可能である。FCフォークリフ
トにはGPSが搭載されており、現在稼動している位
置を日本地図上に表示させたり、稼動場所の履歴
を表示させたりすることも出来る。また、それぞれ

ＡＣ１００Ｖコンセント

オートパワーオフ機能切替スイッチ
ランプ点滅時：オートパワーオフ機能　有効
　　　　　　（約15分でAC100V供給停止）
ランプ点灯時：オートパワーオフ機能　無効
　　　　　　（水素残量が１目盛りになるまで
　　　　　　　連続でAC100V供給可能）

図12 AC100V電源
Fig.12 AC 100V power supply

冷却風排気口

生成水排水口水素充填口

図13 FCフォークリフト 右側面
Fig.13 Right side view of fuel cell forklift

豊 田 自 動 織 機 技 報   No.68 豊 田 自 動 織 機 技 報   No.68

　製品
技
術
紹
介

37

1 はじめに
　従来車の1.0～3.5トン積電動フォークリフト

「GENEO-B」は、1999年のフルモデルチェンジ以
来、高性能な電動フォークリフトとして高い評価
を得てきた。ACモータ・AC駆動システムとトヨ
タフォークリフト独自のSAS（System of Active 
Safety）の標準搭載、バッテリ床下配置で実現し
た「足元広々」の居住性とその斬新なデザインによ
り、電動フォークリフトの性能・概念を革新する
リーディングモデルの立場を築き、環境意識の高
まりとともに、フォークリフトの電動化に大きく
寄与した。
　一方、活躍する場面の拡大に伴い、さらなる稼働
時間向上、バッテリ・充電器の取り扱いの容易化、
メンテナンス性向上、屋外作業に対する耐久性向
上の要望が高まってきた。また、昨今のインター
ネット、モバイルネットワーク技術の急激な進展
に伴う情報技術革新、次世代に予測される様々な
動力源の出現などの外部環境変化により、従来車
のまま踏みとどまることを許さない状況となって
いる。
　新型車「geneB」は、このような背景の中、「従来
車の長所を維持しながら新たに進化させるべき所
を進化させる」ことを大きなコンセプトとした。
　「gene」には、常に強く生き残るために進化し続
ける「遺伝子」の意味も込めた（写真1）。

2 コンセプト
　新型車「geneB」の開発は、以下を主要コンセプ
トとして推進した。
　1）業界トップクラスの環境性能のさらなる向上
　2）優れた安全性・高い次元での安定性の追求
　3）バッテリ関連機能の充実
　4）使いやすさの維持とさらなる追求

3 製品の特長
1）業界トップクラスの環境性能のさらなる向上
　新開発の高効率ACモータ、モータドライバ、お
よび油圧コントロールシステムの搭載により消費
電力の低減を行い、新たに“ペダルストローク検知
ブレーキ回生”を採用し、走行運動エネルギーの回

写真1 新型geneB 1.0～3.5トン積電動フォークリフト
Photo1 1.0-3.5ton Electric Forklift 8FB series

製 品 技 術 紹 介

1.0～3.5トン積電動フォークリフト 新型geneBの開発
Development of New 1.0-3.5ton Electric counterbalanced Forklift Truck

＊1
山田 忠

Tadashi Yamada

＊2
三宅 敬仁

Takahito Miyake

＊2
北川 謙一

Kenichi Kitagawa

＊2
久保谷 岳央
Takehiro Kubotani
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佐藤 卓矢
Takuya Sato
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近藤 恭平
Kyohei Kondo

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

要　旨 　当社は1.0～3.5トン積電動フォークリフト「GENEO-B（ジェネオビー）」のモデルチェンジを行い、新型「geneB
（ジェネビー）」として2017年の1月より日本で生産を開始した。今回のモデルチェンジでは、従来車で好評な安全性と
居住性を維持し、電動フォークリフトに普遍的に求められる連続稼働時間の5～20%向上、さらなる安全・安定性、バッ
テリを大切にする装備・機能の充実に取り組んだ。また、モバイルネットワーク技術や新動力源などの技術進化への対
応を容易にするため、最新の電機システムを導入した。

キーワード：フォークリフト、電動、トヨタ、geneB

Abstract 　New model of 1.0-3.5ton Electric counterbalanced Forklift truck has been introduced in January 
2017. The new model has realized longer operating hours of 5-20%, introduction of new features to 
enhance stability and to facilitate the battery maintenance for its longer-life, with the active-stability 
and operator’s comfort kept, which have got good reputation from customers on the previous model. 
And the introduction of the new electric system enhances the adaptability to new technology evolution 
such as new mobile network technology or new power sources.

Keywords: Electric forklift, Toyota Material Handling Group, 8FB
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クに応じて制御され、ペダルを踏み込むこと
で制動力が増す従来車と同等の制動フィー
リングを得ることができる（図1）。

2）優れた安全性・高い次元での安定性の追求
　（1）揚高・荷重センシング旋回速度制御

　従来車から標準搭載のSAS「後輪スイング
ロック制御」（ダブルタイヤ車除く）を継続
し、さらに「揚高・荷重センシング旋回速度制
御」を標準搭載した（ダブルタイヤ車除く）。
　「揚高・荷重センシング旋回速度制御」は
2015年12月発売のコンパクト電動フォー
クリフト8FBEシリーズに国内初導入した
機能で、揚高、積載負荷、旋回半径を検知して
車両の左右安定性を維持するように旋回速
度を制限する機能である。
　新型車「geneB」では「後輪スイングロッ
ク制御」と「揚高・荷重センシング旋回速度制
御」間の協調制御を新規開発した。
　旋回時の横加速度が一定値を超えると、
揚高・荷重に応じて「後輪スイングロック制
御」がリアアクスルをロックして4輪で支持
して旋回安定性を高め、「揚高・荷重センシン
グ旋回速度制御」が旋回速度を制限すること
で、さらに高い次元での旋回安定性を実現す
る（図2）。

4輪ロックで踏ん張り、速度も低減

加速度
G

旋回半径［小］

ゆっくり

ゆっくり ややゆっくり

低揚高時
高揚高時

通常
スピード

旋回半径［大］

急旋回

ロック！

スイングロック
シリンダ フレーム

リア
アクスル

揚高・荷重に応じてさらに速度低減

図2 後輪スイングロック制御と揚高・荷重センシング旋回制御協調
Fig.2 Synchronization of Rear Axle Stabilizer and Turn

Speed Control

従来車　ブレーキスイッチ式
制動力 制動力

ペダルストローク ペダルストローク

ストローク全域・回生制御

ブレーキセンサ
ブレーキスイッチ

ブレーキ回生 
(モータ）

ブレーキ回生 
(モータ）

メカブレーキ メカブレーキ

新型車　ブレーキペダルストローク検知式

図1 ペダルストローク検知式ブレーキ回生
Fig.1 Pedal Stroke Sensing Regeneration Brake

収率向上も行った。
　1トン系、2トン系で従来車比約5%、3トン系で約
20%の稼働時間延長を実現（トヨタ作業サイクル
稼働時間による比較）し、さらに環境性能を高めた。
2）優れた安全性・高い次元での安定性の追求
　従来車から搭載しているトヨタ独自の安全
機能SAS、オペレータが運転席に着座していな
い場合に走行・荷役を制限するOPS（Operator 
Presence Sensing）を踏襲し、さらに新型車では

「揚高・荷重センシング旋回速度制御」を標準搭載
した（ダブルタイヤ車除く）。
　SASと「揚高・荷重センシング旋回速度制御」の
協調により、さらに高い次元での安定性と安心感
を実現した。
　また、新型車では、一目で装着状況が確認できる

「オレンジシートベルト」、着座してからシートベ
ルトを装着しないと車両動作を制限する「シート
ベルト未装着警告」も新規オプション設定した。
3）バッテリ関連機能の充実
　お客様の大切なバッテリの維持管理に貢献す
る、様々な装備・機能の充実を行った。
　バッテリ中央に空間を配置した「放熱性改善
バッテリ」、世界初（当社調べ）となる走行・荷役
モータとモータドライバを利用して充電量を最適
制御する「スマート充電」（3トン系除く）、バッテ
リ液量と液温状態に応じて警告通知や車両性能を
制限する「バッテリ保護機能」、バッテリの使用状
況データを蓄積する「バッテリデータログ」を標準
搭載し、バッテリ寿命劣化軽減へ貢献する。
　さらに、充電やバッテリメンテナンス作業のし
やすさ向上のため、「充電口の左側配置」、「グリッ
プ付き充電プラグ」の標準搭載（写真2）、「らくら
く補水タンク」のオプション設定した。

4）使いやすさの維持とさらなる追求
　従来車で好評な広々とした足元フロア、大型ア
シストグリップ、リアアシストグリップは維持し

グリップ付き
充電プラグ

充電口の乗降口側配置

写真2 充電口の配置とグリップ付き充電プラグ
Photo2 Charge Port on Left-side and Plug with Hand-Grip

つつ、新型車ではステアリング操作時の腕の動き
が小さく疲労軽減できる「小径ハンドル」を採用
し、ディスプレイはインストルメントパネル右側
に移動し優れた前方視野の確保、緊急時に全ての
電源をOFFにする緊急電源遮断ボタンをインスト
ルメントパネル上に配置した。また、雨天時でも安
心して使用可能な防水性レベルIPX4に対応した。
　また、新たに坂道を傾斜角センサで検知し、自
動的に走行性能をハイパワーモードに切り替え
る「坂道アシスト」、あらかじめ設定した揚高に自
動停止できる「簡易自動揚高停止」、車両毎の稼働
データを一元管理できる「テレマティクスサービ
ス（TOYOTA T-Site）」などのオプション設定を
強化した。

4 開発内容
1）長時間稼働
　新型モータと新型モータドライバは以下の技術
を織り込み、従来品よりも損失を低減しシステム
効率を向上させた（写真3）。

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

　（2）新型モータドライバ
① コンデンサやトランジスタなどの主回路

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

る2相変調方式採用
　（3）ペダルストローク検知式ブレーキ回生

　従来車のブレーキスイッチ式からペダル
ストローク検知式に変更することで、制動力
における回生ブレーキの占める割合を増や
し、稼働時間の延長に貢献している。
　回生ブレーキはブレーキペダルストロー

写真3 新型ACモータとモータドライバ
Photo3 New Motor and Motor driver

1.0～3.5トン積電動フォークリフト 新型geneBの開発
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速度を向上させる機能として開発した。通常
時はスタンダードモードやパワーモードで
使用し、登坂時のみハイパワーモードでキビ
キビと登坂させることで稼働時間延長と走
行性能を両立させる（図7）。

　傾斜判定精度を高めるため、傾斜角センサ
だけでなく、車両搭載各種センサも同時に判
定時に用い、誤判定のない傾斜角判定を実現
した。なお、坂道アシストの作動角度は販売
店がディスプレイを用い、お客様の作業現場
に合わせてチューニングをすることが可能
である。

　（2） 簡易自動揚高停止（1トン系、2トン系オプ
ション）
　簡易自動揚高停止機能を新型に開発した。
初心者でも安心して効率よく荷役作業でき
ることを目的とした機能で、フォークを予め
設定した高さで自動的に停止させることが
できる機能である（図8）。

　停止位置は、予めお客様のニーズに合わせ
て3段階を設定できる。リフトレバー上に搭
載したスイッチを用い、ディスプレイ画面上

スタンダードモード ハイパワーモード

自動切り替え

図7 坂道アシスト 走行性能の自動切替
Fig.7 Slope Assist Feature

メモリC

メモリA

メモリB

図8 簡易自動揚高停止
Fig.8 Height Selector Feature

　（4）バッテリデータログ
　8FBEシリーズに搭載した「バッテリデー
タログ機能」も標準搭載した。車両の稼働・
バッテリの充電情報などをディスプレイ内
部に記録するため、データに基づいたバッテ
リ使用状況の確認が可能となる。
　必要に応じてオペレーションの見直しや
車両仕様の変更提案に活用でき、お客様の大
切なバッテリの寿命延長にも貢献する。
　これらのデータは、ディスプレイ画面で表
示・確認できるだけでなく、QRコードを生
成して取り出すことが可能である（図6）。

　（5）らくらく補水タンク（オプション） 
　日常のバッテリ液点検や煩わしい補水作
業を容易にするため、新たに「らくらく補水
タンク」を設定した（写真5）。

　補水タンクの容量は4ℓで、月に1～2回程
度補水される軽頻度ユーザをターゲットに、
補水作業の煩わしさを低減した。
　タンクキャップから補水し、タンク下の
コックを開くことで補水が開始（自然落
水式）され、満水時にはバッテリセル上の
キャップにより自動で止水する。

4）使いやすさの維持・向上
　（1）坂道アシスト（オプション）

　坂道を傾斜角センサで検知し、走行性能を
ハイパワーモードに自動的に切り替え、登坂

数値表示
グラフ表示

QRコード表示 QRコード変換 データ送信 グラフ作成

図6 バッテリデータログ画面表示とQRコード活用
Fig.6 Display Screens for Battery Data Logging and QR Code Usage

補水タンク容量

開く

4ℓ
コックを開くと
給水開始

写真5 らくらく補水タンク
Photo5 Easy Fluid Supply Tank for Battery

　また、三相交流電源の変動・バッテリ温度
や放電量、バッテリ劣化度合いなどの影響を
最小限に抑えて最適な充電量で充電完了で
きるスマート充電専用アルゴリズムも新規
開発し、搭載した（図4）。

　（2）放熱性改善バッテリ
　バッテリは、中央付近のセルの液温が最も
高くなる傾向があるため、新型車ではバッテ
リ中央に空洞を設けることで、バッテリの放
熱性を向上させた。実際の使用状況を想定
したバッテリの充放電サイクル試験におい
て、従来車に比べて中央付近のセルで約4℃
の液温低下効果が確認できた。これにより、
バッテリの熱劣化に起因する寿命影響軽減
に寄与する（写真4）。

　（3）バッテリ保護機能
　8FBEシリーズに搭載した、「バッテリ保
護機能」を標準搭載した。
　バッテリに搭載された液面・液温検知ユ
ニットでバッテリの状態を検知し、液面・液
温の状態に応じて警告通知や車両性能を制
限する。バッテリのメンテナンスや車両の稼
働条件見直しをお客様に促し、バッテリへの
ダメージを軽減させる（図5）。

写真4 放熱性改善バッテリ
Photo4 Thermal Radiation Improved Battery

バッテリ
液面・液温検知ユニット

マルチファンクションディスプレイ

出力信号

液温センサ 液面センサ

バッテリ
オーバーヒート
警告
インジケータ

バッテリ
液面警告
インジケータ

図5 バッテリ保護機能システム構成図
Fig.5 System Confi guration of Battery Protection Function

　（2）シートベルト未装着警告（オプション）
　シート着座状態とシートベルト装着状態
を検知し、シートベルト未装着での運転を制
限する。着座とシートベルト装着の順番を監
視しており、シートベルトの確実な装着に貢
献する（図3）。

3）バッテリ関連機能の充実
　（1）スマート充電（1トン系、2トン系のみ）

　充電電流を制御し、バッテリ状態に応じて
充電量を最適に制御する「スマート充電」を
新規開発・搭載した。
　スマート充電の主なうれしさは下記の4
点になる。
　① 過充電や充電不足によるバッテリ寿命

影響を軽減
　② 充電効率向上による電気代の削減（最大

5％）
　③ 充電時のバッテリ液減少量の低減（最大

50％）
　④ タップ交換不要によるサービス性の向上
　充電電流を制御できる専用充電器は体格
が大きく車両への搭載が難しい。そこで、車
両に搭載されている走行・荷役用のモータと
モータドライバを充電時に利用する世界初

（当社調べ）の充電電流制御型車載充電器を
新開発した。
　三相交流電源を新型トランスで単相2出
力に変換し、モータとモータドライバを使用
して充電電流の制御を実現している。

着座後のシートベルト装着で走行可能に

図3 シートベルト未装着警告
Fig.3 Seatbelt Interlock Feature

三相
AC200V

バッテリ

トランス モータドライバ
モータ
(コイル)

図4 スマート充電システム構成図
Fig.4 Smart-Charger System

1.0～3.5トン積電動フォークリフト 新型geneBの開発
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で停止位置を選択する。選択完了後、リフト
上昇操作をすると、フォークが選択した揚高
で自動的に停止する（図9）。

　この他にも、上昇可能な最大揚高を規制す
る「最大揚高規制」、スイッチの切り替えによ
り制限揚高を使い分けられる「揚高規制」機
能も搭載した。

　（3） テレマティクスサービス（TOYOTA T-Site）
（オプション）
　8FBEで設定したテレマティクスサービス

（TOYOTA T-Site）をオプション搭載した。
　新型車では全ての電子機器を高速なCAN

（Controller Aria Network）通信で接続し
たことにより、データ共有性・連動性が向上
し、テレマティクスシステムを通して、走行
時間や稼働率など様々な情報をお客様のパ
ソコンやタブレット端末で管理することが
可能である（図10）。

一般画面

クリック

例（メモリの揚高 A < B < C）

クリック

クリッククリック

最も低い目標画面

最も高い目標画面 中間目標画面

図9 簡易自動揚高停止 揚高選択画面
Fig.9 Display Screens for Height Selector

[お客様]

[稼働状況]

CAN ： Controller Area Network 

CAN

CAN

携帯
電話網

車両
コントローラ

テレマティクス
機器

T-Site
サーバ

[バッテリ状態] [衝撃検知履歴]

パソコン・タブレットにてＷＥＢ画面でデータ／レポート閲覧

図10 TOYOTA T-Site概要
Fig.10 Outline of TOYOTA T-Site

5 まとめ
　今回モデルチェンジを行った1.0～3.5トン積
電動フォークリフトは、当社がこれまで世界展開
してきた技術のみならず、本モデルのために開発
した最新技術を導入し、多様化するお客様ニーズ
にお応えし続けるとともに、来るべき次世代でも
常にリードし続けられるモデルに進化したと確信
する。
　また、優れた居住性や安全・安定性、トップレベ
ルの稼働時間、バッテリを大切にする装備・機能の
充実により、お客様の物流現場の改善、さらなる電
動化に貢献することを切に願っている。
　最後に今回の開発に当たり、多大な協力・サポー
トをいただきました社内外の関係者各位に、深く
感謝いたします。

■ 著 者 紹 介 ■

佐藤 卓矢

山田 忠

近藤 恭平
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1 Background/Introduction
Within the material handling industry, regulatory 
standards dictate that employers are required 
to provide training for operators on all pieces of 
material handling equipment that an operator 
will use. This training is provided in a number 
of ways, such as in-house training departments, 
vehicle manufacturing representatives or third-
party staffing services. Hiring, training and 
retaining skilled forklift operators is a challenge 
every warehouse faces. High turnover rates 
require warehouse managers to efficiently train 
forklift operators within a timely manner to 
ensure continuous productivity.

For these reasons, Raymond has developed the 
Virtual Reality （VR） Trainer for its forklift 

trucks. The VR Trainer consists of a Raymond 
truck equipped with a Simulation Port （sPort） 
and a kiosk containing a PC, VR headset and 
a communication bridge. A trainer connects 
the kiosk directly to the truck via the sPort 
connector and places the truck into Simulation 
Mode. This disables all movement of the truck 
but allows the control signals to pass to the PC, 
which drives the simulation. The system setup 
is shown in Figure 1.

Figure 1 VR Trainer configuration

Virtual Reality Training on RaymondRForklift Trucks
＊1

Joseph Weiss
＊1 The Raymond Corporation

Abstract 　The continued growth of e-commerce drives the demand for material handling equipment and skilled 
operators. Recruiting, screening and qualifying new forklift operators is a challenge every warehouse 
faces. The Raymond Corporation has developed a virtual reality （VR） trainer as a supplemental tool to 
assist in the training of new and existing forklift operators.
Raymond’s advanced technology offering allows the operator to enter a simulated warehousing 
environment utilizing an existing Raymond forklift truck by plugging the simulator harness into 
Raymond’s sPort, or Simulation Port. When the truck is placed into Simulation Mode, all truck motion is 
disabled. After the virtual reality headset is on, the operator will be placed into an immersive training 
experience that simulates the movement and feel of operating a Raymond forklift, while using the 
actual truck’s controls.
Operators can then progress through a series of standardized lessons in the virtual environment to 
ensure consistent quality training and to help avoid product damage in the facility.

Keywords: Virtual reality, forklift training, simulation port, sPort, simulation mode

要　旨 　e-コマースの持続的な成長により、フォークリフト自体の生産性はもちろんのこと技能習熟度の高いフォークリフ
トオペレータの需要が増大している。この状況の下、新しく採用するフォークリフト作業者の技能習熟度を向上させ
ることは重要な課題となっている。
そこで、私たちは、新人および既存のフォークリフトオペレータの技能習熟度を維持、向上させるためのツールとし
て、『バーチャルリアリティー（VR）トレーナー』を開発した。
Raymond sPort（レイモンド製フォークリフトに設けられたシミュレーションポート）にこの『バーチャルリアリ
ティー（VR）トレーナー』を接続することで、実際のフォークリフトの操作系（アクセルレバー、ブレーキペダル、ステア
リングホイール、荷役レバーなど）をVRトレーニング用として使うことが出来る。
フォークリフトが作動しないシミュレーションモードにセットし、次に、VRヘッドセットを装着すれば、オペレータ
は、バーチャルな倉庫環境で実際のフォークリフトの操作系を操作することで、実際にはフォークリフトを動かすこ
となくリフトの動きや操作フィーリングを体感する訓練を受けられる。
一連の操作訓練を受けることで、技能習熟度を着実に向上させた後に実作業に就いてもらうことで倉庫内での製品破
損を防ぐなど生産性の向上が望める。
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immediate corrective feedback when a trainee 
makes a mistake in a lesson so operators can 
learn to correct the behavior at the time it 
occurs. Because operators receive a score, they 
are motivated to learn and implement proper 
techniques to compete with their co-workers.

4 Reporting
After trainees complete the lessons in the VR 
Trainer, a report is generated to document 
their progress and to communicate to the 
trainer which areas need to be focused on and 
reinforced. In the future, these reports and other 
metrics will be stored in the cloud and can be 
accessed through iWAREHOUSE®, Raymond’s 
fleet management and warehouse optimization 
system. In this way, an operator’s training 
and productivity can be tracked and managed 
throughout an entire career.

5 Conclusion
Hiring and qualifying forklift operators is a 
challenge. The VR Trainer is a tool that uses a 
Raymond sPort-enabled forklift truck to enable 
training in the virtual environment, enhancing 
Raymond’s Safety On The Move®operator 
training program. The result is enhanced 
training in standardized lessons based on best 
practices.

VR Training is scheduled to launch in early 
2018 for Raymond  Models 5400, 5500 and 
5600 orderpicker truck, Model 7500 Reach-
Fork ®truck  and  Mode l  4250  s t and -up 
counterbalanced forklift truck. Launch of the 
Raymond Swing-Reach®Models 9600 and 9700, 

Figure 4 Sample lesson results

Model 8510 center rider pallet truck, Model 
8610 tow tractor and 2nd-Level Orderpicker is 
scheduled for fall 2018.

■ A u t h o r ■

Joe Weiss, Ph. D.
Advanced Research Div.
The Raymond Corporation

Trainees use the VR Trainer under the guidance 
of a qualified trainer and are taken through a 
series of lessons that increase in complexity and 
build upon the principles learned in previous 
lessons. By training in the virtual environment, 
the operator becomes comfortable with the 
vehicle and its controls before operating within 
the physical warehousing environment. This 
technology allows the trainer to provide real-
time feedback to the trainee in ways that were 
not possible until now.

In addition, the VR Trainer can be used as a 
screening tool for applicants before they are 
hired.

2 Features and Benefits
A．sPort
The sPort allows warehouses to use existing 
assets—the Raymond forklift—to train operators. 
By using the actual vehicle, there is no need to 
build and store purpose-built training hardware 
that simulates the physical vehicle. After the 
vehicle is no longer needed for training, the 
sPort can be disconnected and the forklift can 
be placed back into service. Another benefit of 
sPort is warehouse space savings. In the space 
that the vehicle occupies, trainees have an entire 
virtual warehouse to train in without interfering 
with ongoing warehouse operations.

B．Lessons
The VR Trainer contains a series of guided 
lessons that increase in complexity and build 
upon the skills learned in earlier lessons. 
The first lessons familiarize trainees with 
the controls of the vehicle while later lessons 
focus on teaching trainees how to behave in 
the warehouse and interact with pedestrians 
and other vehicles. Some lessons are designed 
to train for emergency situations that might 
arise in a warehouse but are not suitable 
for conventional training. Figure 2 shows 
examples of what the trainee sees in the virtual 
environment.

Best practices are standardized and incorporated 
into the lessons, or yokoten, so every trainer 
using the VR Trainer is as good as the best 
trainer. There also is a driving dojo, which 
provides an open environment in which trainees 
can practice various skills under the supervision 
of a qualified trainer.

C．Trainer Panel
The VR Trainer kiosk includes a computer 
monitor that displays what the trainee sees in 
the VR environment. The trainer also has access 
to additional information, including the trainee’s 
progress, mistakes made and a third-person 
perspective of the vehicle. These additional 
features give the trainer the tools needed to 
effectively coach trainees as seen in Figure 3.

3 Feedback
Objectives are displayed at the beginning of 
each lesson, and trainees receive a score based 
on their performance with respect to those 
targets as shown in Figure 4. Training Mode can 
be enabled to prompt the operator to perform 
specific actions, such as sounding the horn in 
the appropriate locations. The VR Trainer gives 

Figure 2 Compilation of operator view screenshots

Figure 3 Trainer Panel view

Virtual Reality Training on RaymondRForklift Trucks
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1 背景
　近年の環境に対する法規制強化に伴い、自動車
業界ではハイブリッド車を始め、プラグインハイ
ブリッド車や電気自動車といった環境対応車の開
発が加速している。
　これらの環境対応車は、アイドルストップ時や
EV走行時にエンジンを停止するため、エンジンに
頼らず運転可能な電動コンプレッサーが、車両の
省燃費と快適性の両立のために無くてはならない
存在となっている。
　当社は2003年に2代目プリウス向けに世界初
の量産車用電動コンプレッサー ES18の生産を開
始し、容量・機種バリエーションを拡大しながら、
2016年4月には生産台数累計1千万台を突破して
いる。
　環境対応車にとってEV航続距離が長いことは
高い商品価値となるが、エンジンなどの走行によ
る廃熱が少ないこれらの車両では、暖房の熱を確
保するために電気を使用する必要があり、その消
費電力がEV航続距離に大きく影響する（図1）。そ
のため効率的な熱創出が求められている。
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Cabin Heating Energy Consumption （kW）

Saving Energy

A/C OFF

Increased
driving range

100

50

0
1 2 3 4 5

Assumption : driving energy 4 kW

EV driving range ［%］ ＝
Driving energy ［kW］

Driving energy ［kW］ ＋ Cabin heating energy consumption ［kW］

図1 暖房消費電力がEV航続距離に与える影響
Fig.1 Impact of energy consumption for cabin heating on EV driving range

　このようなニーズに対応する高効率な熱創出技
術の一つとしてヒートポンプがある。ヒートポン
プでの暖房は、コンプレッサーの消費電力に加え、
外気から吸熱した熱量も使用出来るため、効率の
良い暖房システムである。しかし、寒冷時には必要
暖房能力が確保できないという問題点があった。
それは、吸入冷媒の密度が低下する事によって、冷
媒の循環量が低下し、それに伴い外気からの吸熱
量や、コンプレッサーの消費電力が低下するため
である。今後拡大が予想される環境対応車のため
に、寒冷時におけるヒートポンプの大能力化が求
められていた。
　新たに開発したESBG27は、大能力化の技術と
して量産車世界初となるガスインジェクション機
能を備えており、2017年2月に発売したプリウス
PHVに搭載されている。ここではその製品概要を
紹介する。

2 ガスインジェクションサイクル
　図2はガスインジェクションサイクルを示す。

Gas-liquid
separation
at intermediate
pressure

liquid is further
expanded for
evaporation

pressure

enthalpy

①increase of enthalpy difference
②increase of mass flow rate

Improvement of heating
performance

②

①

gas is injected back to the
compressor

compressor

Outer heat exchanger

p:3.45kg/m3

p:21.4kg/m3

（6 times in suction）

0.065MPa

図2 ガスインジェクションサイクル
Fig.2 Gas-injection heating cycle

　特徴として、圧縮工程が2段階で構成されてい
る2段圧縮サイクルであり、室外熱交換器を通っ
た冷媒を吸入、圧縮を行い、その吐出された冷媒と
中間から導いた冷媒を合流させ、もう一度圧縮さ
せるというサイクルになっている。
　サイクル上はコンプレッサーの冷媒吸入口が2
カ所必要なサイクルであり、コンプレッサーが2
台で構成されているのと同じである。
　このサイクルを採用する事で、液冷媒のみを室
外熱交換器へ流し、吸熱量を増大させ、かつ吸熱に
寄与しない密度の大きいガス冷媒をコンプレッ
サーへ戻し、冷媒循環量を増加させる事により、暖
房能力の大能力化を実現している。

3 コンプレッサーの対応
　実際にガスインジェクションサイクルに対応し
た電動コンプレッサーをプラグインハイブリッド
車や電気自動車に搭載するにあたり、他の電気関
係補機類も多く、搭載位置やスペースも限られて
くる。
　前述の通り、コンプレッサーを2台で構成する
事も可能であるが、搭載にあたり2台の構成は現
実的ではないため、コンプレッサー1台で対応す
る事とし、今回新規開発コンプレッサー ESBG27
は、中間から導いた冷媒をスクロールの圧縮工程
の途中に入れるガスインジェクション機構を採用
している。
　このガスインジェクション機構の動作を、図3
に示す。
　スクロールの圧縮途中に中間から導いた冷媒
を吸入できるインジェクションポートと呼ばれ
る導入口を2箇所設け、スクロールがある回転角
度に達すると、中間冷媒が導かれているインジェ
クションポートが圧縮室内と連通し（図3の②）、
さらに回転角度が進むと閉じる（図3の③）構成と
なっている。

中間ガス流入区間
吐出圧力

中間圧力

スクロール回転角
吸入圧力

圧縮工程
① ② ③

中間冷媒 
（圧力差により流入）

インジェクションポート

①圧縮開始 ②流入開始 ③流入終了

圧
縮
室
圧
力

図3 ガスインジェクション機構
Fig.3 Gas-injection mechanism

　インジェクションポートが圧縮室内と連通して
いる時は、中間冷媒の圧力とスクロール圧縮室内
圧力との差圧（図3でハッチングした部分）でスク
ロール圧縮室内に中間冷媒を導く事が出来るよう
になっている。

4 ESBG27の内部構造と特徴
　ESBG27の内部構造（図4）とその主要諸元（表1）
を示す。

　ESBG27の内部構造として、圧縮機型式は静粛
性ポテンシャルが高いスクロール型を採用し、駆
動部であるモータは小型高出力に適した希土類磁
石を用いたDCブラシレスモータを採用し、イン
バータにより回転数制御を行っている。
　なおモータ・インバータは吸入冷媒によって冷
却できる構造となっている。
　ESBG27は、電動コンプレッサー ESBシリーズ
のESB27をベースとして開発を行っており、基本
構造はESB27と同じである。
　このESBシリーズは、従来のESシリーズに対し
て、効率で10%向上、質量で17%低減しており、高

インジェクションブロック(新規)

モータ・インバータコンプレッサー

吐出 吸入中間ガス

図4 ESBG27の内部構造
Fig.4 Internal stracture of "ESBG27"

表1 主要諸元
Table1 Specifications

Items Specification
Refrigerant HFC134a/HFO1234yf
Motor type DC brushless motor

Compressor type Scroll
Displacement 27 cm3/rev

Body diameter × Length Φ123 × 226
Weight 5.4 kg

Max speed 8600 r/min

新型プリウスPHV向け電動コンプレッサーESBG27の開発製 品 技 術 紹 介

新型プリウスPHV向け電動コンプレッサーESBG27の開発
Development of Electrical Compressor ESBG27 for new PRIUS PHV
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要　旨 　電動コンプレッサー ESBG27はプラグインハイブリッド車両向けに開発され、2017年より新型プリウスPHVに搭
載されている。ESBG27は量産車世界初となるガスインジェクション機能を備えており、ヒートポンプ暖房が苦手とす
る寒冷時の暖房能力を大幅に向上している。本稿ではESBG27の製品概要を紹介する。

キーワード：ガスインジェクション、ヒートポンプ暖房

Abstract 　The electric compressor ESBG27 has been developed for Plug-in Hybrid vehicle, and installed in new 
type of Prius-PHV since 2017. ESBG27 provides the Gas-injection function that is greatly improved the 
heating capability in cold condition which is weak in the heat pump heating, as for world first mass-
production vehicles. In this article, the product outline of ESBG27 is introduced.

Keywords: Gas-injection, heat pump heating
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効率・小型軽量に対してポテンシャルの高い電動
コンプレッサーである。
　ESBG27の特徴は、そのポテンシャルの高い
ESB27の基本構造を踏襲し、かつ前述のガスイン
ジェクション機構部をアドオンできる構成とした
事である。
　アドオンしたインジェクションブロック内にガ
スインジェクション機構部をコンパクトに納めた
事で、質量は5.4kg（ES27以下）、体格はΦ123×
226（ES34同等）と最小限の体格UPに抑える事が
できた。

5 ガスインジェクション機構の設計
　新規開発コンプレッサーの特徴であるガスイン
ジェクション機構についての設計ポイントを以下
に述べる。

5.1 インジェクションブロック設計
　前述の通り、小型・軽量化が求められており、ガ
スインジェクション機構をいかにコンパクトに配
置・設計できるかがポイントである。
　通常、電動コンプレッサー内部には圧力によっ
て低圧と高圧の部屋がある。ガスインジェクショ
ン機構を採用すると、さらに中間圧力の部屋を設
ける必要があるため、構造が複雑となってしまう。
　ベースとしたESB27に対して、リアハウジング
とモータハウジングの間に、インジェクションブ
ロックを挟む事で、低圧室と高圧室の仕切りを設
けて、その間に中間圧力の部屋を追加する事がで
き、構造を簡素化する事が可能となった。
　次にESB27に簡単にアドオンできるよう、ガス
インジェクション機構部は一つのアセンブリと
し、インジェクションブロックの中に全て収める
事とした。
　ガスインジェクション機構部の主な構成部品を
図5に示す。

ガスケットインジェクション
カバー

リテーナ
ガスケット

逆止弁

インジェクション
リード

インジェクション
ブロック

バルブ
プレート

図5 インジェクションブロック構成部品
Fig.5 Components of injection block

　インジェクションブロックにはサイクルから中
間冷媒を導入するための配管接続口が設けられて
おり、その厚みは配管接続口が配置できる最小の
厚みとし、コンプレッサーの体格アップを最小限
に抑えている。
　中間冷媒は、まず配管接続口から中間チャン
バーに流入する。中間チャンバーは、インジェク
ションブロックとインジェクションカバーとで
形成されており、インジェクションカバーはガス
ケットを介してインジェクションブロックに組み
付けられている。中間チャンバーの容積は、圧力脈
動を低減するため体格を犠牲にしない範囲で最大
化している。
　中間チャンバーへ流入した冷媒は、その後逆止
弁を通過して圧縮室へ導入される（図6）。逆止弁
はバルブプレート、インジェクションリード、リ
テーナガスケットから成り、中間圧力と圧縮室圧
力との差圧により、インジェクションリードが開
いて、圧縮室内に中間冷媒が流入する。また、圧縮
室圧力が中間圧力より上昇した際には、インジェ
クションリードが閉じて、中間チャンバーへの逆
流を防止している。

　開閉の遅れは中間冷媒流入量の減少、すなわち
暖房能力の低下につながるため、圧縮室内の高速
な圧力変化に対しても応答性の良いリード弁を採
用している。
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図6 逆止弁機構
Fig.6 Mechanism of Check Valve

　ガスインジェクションの有無で、コンプレッ
サー冷媒循環量を比較したデータである。ガスイ
ンジェクション無での冷媒循環量に対して、ガス
インジェクション有での冷媒循環量は約2.5倍と
なっている。

6.2 システム性能結果［1］
　図8、図9に本コンプレッサーを用いたシステム
性能結果を示す。

　通常の暖房サイクルとガスインジェクション
暖房サイクルの暖房能力のCOP比較を示した
データである。同一回転数で比較した場合、ガス
インジェクション暖房サイクルの方が26％暖房
能力が向上する。また同一暖房能力で比較した場
合、PTCヒータと比較すると63％消費電力が低下
する。

7 まとめ
　プラグインハイブリッド車や電気自動車など
の環境対応車に適した空調システムであるガス
インジェクションサイクルを用いたヒートポン
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図8 ガスインジェクションの暖房能力
Fig.8 Capacity of Gas-injection heating
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図9 ガスインジェクションの効率
Fig.9 Effciency of Gas-injection heating

5.2 インジェクションポート設計
　中間冷媒を効率よく取り込むには、下記がポイ
ントになる。
　（a） 圧縮室に導入するまでの圧力損失を減らす。
　（b） 中間冷媒圧力と圧縮室内圧力の差圧を大き

く取る。
　（c） インジェクションポート開口面積を大きく

取る。
　（a）については、前述のインジェクションブ
ロックの設計において、冷媒通路の圧力損失が極
力小さくなるよう、流れ解析を活用して、通路長さ
を短く、なおかつ通路形状にも工夫を加えている。
　また本システムの冷房時は、ガスインジェク
ションをしない時もあるため、逆止弁以降の通路
の容積（デッドボリューム）はできる限り小さくし
ている。
　（b）については、中間冷媒圧力はシステム作動
条件によって決まるため、コンプレッサー側では
コントロールできない。従って、圧縮室内の圧力が
上昇しないうちにインジェクションポートを開
口することがポイントとなるため、スクロールの
吸入完了後、すぐに開口できる位置にインジェク
ションポートを配置した。
　（c）については、短時間の間に循環量を稼ぐた
めに、インジェクションポートの面積を大きく取
る必要があるが、スクロール壁の厚みでポートを
開閉する構造であるため、ポート面積を大きくす
ると、閉じる事が出来なくなる。よって、インジェ
クションポートは真円ではなく、楕円形状とする
事で、必要面積を確保している。

6 効果

6.1 ガスンインジェクション性能
　図7にガスインジェクションのコンプレッサー
単体での効果を示す。
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図7 ガスインジェクションの効果
Fig.7 Effect of Gas-injection heating

新型プリウスPHV向け電動コンプレッサーESBG27の開発
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プシステムにおいて、本システムに対応したガ
スインジェクション機能付電動コンプレッサー
ESBG27を開発・製品化した。
　今後も省電力技術を適用した環境対応車の普及
を通して地球環境の維持に貢献していきたい。
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　寒冷時の暖房能力向上を目的としたガスインジェクション機能付電動コンプレッサーは2010年から開
発をスタートしました。
　既存の電動コンプレッサーをベースに、複雑なインジェクション機能をいかに簡素に追加するかが開発
のポイントでした。
　機能部品をひとつのアッセンブリに集約することで、体格アップを最小限に抑えることが可能となり、量
産車世界初のESBG27を世に送り出すことが出来ました。
　ESBG27を採用したガスインジェクション機能付ヒートポンプエアコンは暖房能力・効率向上など技術
的な貢献が認められ、トヨタ自動車（株）から技術開発賞を受賞しています。
　最後に開発、量産化にあたり多大なるご協力を頂いた社内外の関係者の皆様に深くお礼を申し上げます。

開発の経緯と開発者の思い
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1 発明の背景
　電動圧縮機を暖房として用いる場合、寒冷時に
は暖房能力が低下するが、ガスインジェクション
機構（GI機構）を用い、吸入冷媒よりも高く吐出冷
媒よりも低い中間圧の冷媒を圧縮室に戻し、再び
圧縮を行うことで、暖房能力を向上させることが
できる。従来のGI機能を備えた電動圧縮機として
は、中間圧の冷媒を導入する中間圧ハウジングが
吐出圧ハウジングの内部に配置された構成が知ら
れている。（図1）

　しかしながら、従来の電動圧縮機では、中間圧ハ
ウジングが吐出圧ハウジングの内部に配置されて
いるため、各々をモータハウジングに別々のボル
トで締結する必要があり、組付が複雑になってし
まう。

2 発明の概要
　本発明は、中間圧の冷媒が導入される導入ポー
ト及び中間圧の冷媒を圧縮室に導入する連通路が
形成された中間圧ハウジングを、電動圧縮機の外
郭として構成したことを特徴とする。（図2の色付
き部材）中間圧ハウジングを既存のモータハウジ
ング及び吐出圧ハウジングで挟み込むことで積層
し、それぞれを共通のボルトにより一体締結した。

（図2）

固定スクロール

中間圧ハウジング

ボルト 吐出圧ハウジング

図1 従来技術
Fig.1 Prior Art

3 発明の効果
　本発明を採用した電動圧縮機は、GI機構の追加
に際し、導入ポート及び連通路を形成した中間圧
ハウジングを準備し、中間圧ハウジングを吐出圧
ハウジングとモータハウジングとの間に配置する
ことで電動圧縮機の外郭を構成し、それぞれを共
通のボルトで一体締結するだけで組付を行うこと
ができる。従って、GI機構の追加に際し、従来と比
較して、組付の簡素化を図ることができる。

中間圧ハウジング

吐出圧ハウジング

ボルト

モータハウジング導入ポート

連通路

図2 本発明
Fig.2 Present Application

電動圧縮機　特許第06187266号公報
Electric Compressor
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Kazuo Murakami
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福谷 義一
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新型プリウスPHV向け電動コンプレッサの開発に関連した優秀発明紹介
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1 はじめに
　年々厳しくなる各国の環境規制に対応する為、
PHV（Plug-in Hybrid Vehicle）のラインナップ拡
充が求められる。’17/2月に国内販売が開始され
た新型プリウスPHVは、世界トップレベルの環境
性能を実現しつつ、EV走行性能を大幅に向上させ
ている。
　今回、この新型プリウスPHV向けに要となる充
電システムの構成部品として、小型/高効率の車載
充電器を開発したので、その概要について紹介す
る。車載充電器とは家庭用の交流電源（AC）を直流
電圧（DC）に変換し、走行用高圧バッテリーを充
電するユニットである。

2 製品の特徴
　車載充電器は日米欧の普通充電インフラに適合
させるため、AC100VからAC240Vの入力電圧に
対応可能な設計としている（表1）。

写真1 新型プリウスPHV外観
Photo1 Appearance of New Prius PHV

写真2 充電中車両
Photo2 New Prius PHV

under Charging

写真3 車載充電器
Photo3 On-Board Charger

　また、搭載自由度の観点から空冷システムを採
用したことにより、後席下の搭載が可能となり、車
室/荷室空間やエンジンルームに影響を与えるこ
となく搭載できている。
　さらに従来は別体であった「充電制御のECU」
と、「充電中の補機12V系の電力を供給するDC/
DCコンバーター」を一体化し高機能化を実現し
ている（図1）。

　充電性能としては、従来品に比べバッテリーへ
の充電出力を約1.7倍に高め、さらにACからDC
への変換ロスを、最小限にする独自の制御方式を
採用することで、充電効率を向上させた。

表1 車載充電器仕様
Table1 Specification of On-Board Charger
入力電圧 86～264Vrms
出力電圧 149～396V
最大入力電流 16.9Arms
最大電力 3.3kW
冷却方法 空冷
性能保証温度範囲 −30～60℃

【充電器の搭載位置】

【充電システム概要】

電力の流れ

【充電器の構造・機能】

充電ECU

インフラ電源

高圧電池

リヤシート

充
電
器補機ユニット

DC/DC

図1 搭載位置と充電システム概要
Fig.1 Installation Place and System Outline of Charging System

　また、従来品に比べ約50％の小型化を実現し、
車両搭載性向上にも貢献している。
　さらに、親子連携充電スタンドや壁掛け充電設
備など、充電インフラ製品の開発で培った知見を
活かし、入力電圧の規格外波形など各国の電源事
情に左右されない、安定した充電を実現した。

3 充電時間の短縮と効率向上
1）充電時間短縮
　新型プリウスPHVに搭載の充電システムでは、
充電器の出力アップ（2kW→3.3kW）と充電器単
体及び充電システムの効率向上によりEV走行距
離の大幅延長（26.4km→68.2km）にもかかわら
ず、充電時間約2時間20分で走行用バッテリーを
満充電にすることが可能である。
　また充電方式と充電時間を表2に示す。お客様
の使用環境に合わせた充電方式を選択できる。

2）効率向上
　この充電器はDC/DC変換部のトランス巻数比
の最適化、低損失パワーデバイス（SuperJunction-
MOS）の採用による定常損失の低減、ZVS（Zero 
Volt Switching）方式による素子のスイッチング
損失低減によって、充電器単体としての電力変換
効率を従来の89%から95%へと大きく向上した。
また充電中の補機電力供給用の小容量DC/DCコ
ンバーターの採用によって、補機電力消費の大き
いPCU（Power Control Unit）及びPCU内蔵のメ
インのDC/DCコンバーターの充電中の起動を不
要とした為、充電システム全体としても従来比8%
アップの93%と高い充電効率を達成できた（図2、
図3）。

表2 充電時間
Table2 Charging Time

充電方式 充電時間
普通充電　200V/16A 約2時間20分（満充電）
普通充電　100V/6A 約14時間（満充電）

従来品 開発品

良
い95

［%］
98

90

0

93
89

85

充電器 システム充電器 システム

図2 効率向上
Fig.2 Improvement of Efficiency

4 小型化、出力密度向上
1）構成部品の小型化
　この充電器は、DC/DC変換部、力率改善部の作
動周波数を従来品より高周波化することで、コイ
ル、トランスの体格を低減し、パワーデバイスに対
しては汎用素子（ディスクリート）をモジュール化
することによって体格の低減をおこなった。

【従来】
システム効率 85%

システム効率 93%（＋8%）

電力
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補
機
ユ
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補
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ユ
ニ
ッ
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放電

DDC

DDC

DDC

【開発品】

図3 充電時のシステム効率向上
Fig.3 Improvement of System Efficiency

パワーデバイス

パワーモジュール

【従来】 変圧器力率改善部
コイル

【開発品】

図4 充電器パワー部の従来品と開発品の比較
Fig.4 Comparison of Main Power Devices with Former Model

表3 主要部品体格
Table3 Volume of Main Power Devices

各部位体格 新型品（従来比）

コイル 0.15L（42%減）

トランス 0.15L（28%減）

パワーデバイス 0.054L（18%減）

新型プリウスPHV向け車載充電器の開発製 品 技 術 紹 介

新型プリウスPHV向け車載充電器の開発
Development of On-Board Battery Charger for the new Prius PHV
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要　旨 　次世代環境車の主力となる新型プリウスPHV向けに、小型、高効率の車載充電器を開発したので、その概要について
紹介する。

キーワード：新型プリウスPHV、車載充電器、小型、高効率

Abstract 　We have developed a small and high-efficient on-board Charger for New Purius PHV as the main eco-
friendly car in next era, and this article describes the outline of this development.

Keywords: New Prius PHV, On-board charger, Downsizing, High-efficiency
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2）構造の見直し
　構造の見直しにより、組付け作業性を悪化させ
る事無くデッドスペースの削減を実現した。
（1）アルミケースの2ピース化
　基板固定の為のボスのスペース削減、外壁を
別ピース化により、側壁部と部品間の作業隙間
を最小化しつつ上部からの組立時のアクセス性
を向上した。

（2）電気部品接続をネジ締結から抵抗溶接へ変更
　抵抗溶接化で、1箇所当りの接続部占有面積
を約1/2に削減した。合計18箇所の接続部小型
化を実施した。

3）冷却性能の向上
　出力密度を上げる事の背反として熱性能の悪化
が発生する為、小型化/出力密度向上と同時に冷却
性能の向上を図った（図7）。
　方策としては、熱的に厳しい部品（トランス、パ
ワー素子）の放熱性能の向上。全体構造として、冷
却ファンの風路幅拡大と風量最適配分を熱シミュ
レーションを用いて実施した。
　最終的には、試作品のベンチ及び実車での確認
によりオーバーヒートが無いことを確認した。

図5 アルミケース2ピース化
Fig.5 Aluminium Case with Two Pieces Structure

図6 ネジ締結→抵抗溶接への変更
Fig.6 Changes from Screw Fastening to Resistance Welding

　以上により熱性能を満足しつつ、充電器ASSY
としての体格を従来品から50%以上低減し、出力
密度を4.8倍にすることができた。

5 電源ロバスト性向上
　この充電器では制御方式を変更し､入力電源（イ
ンフラ）変動に対する動作領域を向上させ、従来よ
りも対応可能な規格外の入力電源波形の数を増や
した。

　従来品は、矩形波波形入力時、過電流が流れ充電
器停止する場合あったが、開発品では充電器自身が
電流波形を制御し過電流を防止する制御とした。
　これによりインフラ電源を選ばず充電可能とな
り、ユーザーの利便性を向上させた。

項目

発
熱
部
品

1）
トランス

風路・
フィン

：風路

2）
パワー
素子

・部品上下のアルミケースで
コアを両面冷却

・モジュール内の
高放熱薄型
絶縁層で素子熱を
アルミケースに放熱

・パワー素子
モジュール化による
部品配置改善で
風路幅拡大/
風量最適配分

アルミケース（下）

コア

PFCコイル

トランス

金属基板（銅）

専用パワーモジュール

アルミ
ケース

高放熱薄型絶縁層
t=120μm

全
体
構
造

冷却方策

図7 冷却性能の改善方策
Fig.7 Improving Method of Coolability

項目 規格
波形 規格外波形

他社

開発品
従来品動作

領域

波形
イメージ －

図8 規格外波形への対応
Fig.8 Matching of Irregular Wave-form

従来品項目

制御

4種類

渦電流が流れ充電器停止

渦電流閾値

実電流

渦電流閾値

実電流

充電器自身が電流波形を
制御し渦電流を防止

8種類（＋4種類）

開発品

図9 制御方式の変更
Fig.9 Change of Control Method

7 まとめ
　 今 回 の 開 発 で は、PHV車 種 展 開 を 見 据 え、
TNGA開発を推進し、「小型化」、「充電システム
簡素化」による、コスト低減を達成。今後プリウス
PHV以外の派生車向けへも本充電器を展開して
いく予定です。
　また、この開発ではトヨタ自動車様のプロジェ
クト表彰、技術開発賞を受賞。TNGA開発に基づく
低コスト設計が認められ、部品部門では当社初と
なるトヨタ様の原価改善優秀賞受賞（エンジン事
業部と協業）に大きく貢献することができました。
　最後に、本開発に当り多大なご指導・ご協力を頂
きましたトヨタ自動車㈱様をはじめとする社内外
の関係部署の皆様に深く感謝いたします。

■ 著 者 紹 介 ■

滝 浩治 藤井 英樹

従来品

充電ECU
（他社）

充電ECU
（自社）

充電器
＋

開発品
一体化

図10 充電ECUの一体化
Fig.10 Integration of Charger ECU

6 充電ECUの高機能化
　従来は他社製別体の充電ECUを、充電器へ内蔵
することで機電一体による充電器の高機能化を実
現した（図10）。充電ECUでは基本機能である充電
制御のほか、車両の付加価値向上を実現する各種
機能を実装しており、新型プリウスPHVの商品力
向上に貢献している。

　その他、ダイアグ機能（故障診断）、プログラム書
換え機能をECUに搭載することにより市場不具
合の早期発見、早期対応も可能とした。
　また、充電システムを簡素化することで、システ
ムコストを大幅に削減することができ、車両の原
価改善にも貢献した。
　今回のECU開発では、ソフトウェアの開発効率
化および品質向上のため評価の自動化を進めてお
り、自動車メーカ・サプライヤを主な対象とした
ツールカンファレンスにおいて自動化事例として
対外発表を予定している。

表4 充電ECU搭載機能
Table4 Feature with Charger ECU

機能名 内容

AC充電制御 充電インフラや車両内ECUと協調
して充電を実行する

タイマー充電制御 ユーザが予約設定した時刻に充電
を開始もしくは完了する

インジケータ制御 電池残量や充電時の状態表示に車
両搭載のインジケータを駆動する

リッドロック制御 充電リッドや充電コネクタのロッ
ク/アンロックを制御する

AC給電制御 ACインバータを制御して車両高圧
バッテリからAC100Vを給電する

表示制御 充電状態をディスプレイに通知し
てエネルギーフローを表示する

新型プリウスPHV向け車載充電器の開発

　電動車両の開発が活発化し、充電器に対するお客様の小型化、高効率化が強く要望されている状況で開発
がスタートしました。
　当初は、小型化と高効率を両立させるため、回路方式の変更で対応していましたが、目標達成が困難な状
態でした。そこで構造を見直し、ケース分割、抵抗溶接を導入することを決めました。また、システムコスト
低減のためにECUを内蔵することも実施しました。
　これらの開発要素を取り入れるため、多くの部署をまたがる開発となりました。本当に関連部署との調整
や仕様の整合性を確実に実施することができるのか不安な点が多々ありましたが、全部署が目標達成のた
めに協力体制を整えていただき、号口を迎えることができました。
　今後もさらなる小型化を目指し、よりお客様に貢献できる充電システム開発に取り組みたいと思います。

開発の経緯と開発者の思い
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1 発明の背景
　交流電圧等の周期的に変移する入力電圧から直
流電圧を発生する車載用の充電器等は、力率を改
善するためにPFC（power factor correction）制
御を行なう。PFC制御では、入力される交流電圧の
位相に合わせてサイン波のマップに沿って電流を
生成するが、入力される交流電圧の周期性が乱れ、
周期が変動する場合、既定の演算では周期及び位
相を正しく算出することができない。そのため、変
移電圧の0度又は180度の位相を正確に検出し、
半周期（半波）又は1周期を精度良く決定する必要
がある。

2 発明の概要
　正／負電圧閾値クロス検出部13（図1）は、周期
検出カウンタにより周期的変移電圧11からの入
力電圧が正電圧閾値Vpth又は負電圧閾値Vmth
を跨ぐタイミング毎にカウントアップを開始する

（図2）。
　周期・位相検出処理部14は、所定の時間閾値Tth
を超えるまで、カウンタ値をリセットせず、周期検
出を行なわないようにする（図2）。

16

15CPU

14

13

11

12

AC/DC電力変換制御部

AC/DC電力変換機

周期・位相検出処理部

正／負電圧閾値
クロス検出部

AC電圧センサ

図1 本発明装置の概略図
Fig.1 schematic diagram of invented device

3 発明の効果
　周期が変動する周期的変移電圧に対して、周期
及び位相の誤検出を防ぐことができる。

（a）入力電圧
Vpth

（b）正電圧閾値
下回り継続カウンタ

（c）負電圧閾値
上回り継続カウンタ

Tth Tth

Tth Tth

P

Q Q

P P

Vmth

図2 周期と位相を検出する際のノイズ除去概略図
Fig.2 schematic diagram of masking noise in detecting the 

cycle and the phase

周期的変移電圧の周期及び位相検出装置及び方法　特許第05741736号公報
Device and method for detection of the cycle and the phase of the 
periodic change voltage
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新型プリウスPHV向け車載充電器の開発に関連した優秀発明紹介
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1 はじめに
　低炭素社会の実現は、国をあげて取り組んでい
る課題であり、官民が連携してCO2削減効果の高
いPHV/EVの普及を促進している。
　PHV/EVの普及に向けて、ユーザーが安心して
購入、利用するためには、充電スタンドの拡充が不
可欠である（図1）。

　充電スタンドは公共施設や商業施設などへの設
置によって着実に台数が増加しているが、国が目
標としている2020年PHV/EV普及台数累計100
万台［1］を達成するためには、まだ設置台数が不
十分である。
　この原因として、設置事業者の設備導入・運用コ
ストの負担が大きいため、設置するメリットが小
さいことが挙げられる。
　これらの課題を解決し、低炭素社会を実現する
ため、設備導入・運用コストを低減した充電スタン
ドを市場投入することは不可欠である。
　当社では環境に特化した電動車関連のエレクト

〈充電スタンドの役割〉
PHV/EVの走行用バッテリを充電するため、
電力系統AC200Vを車両に供給

電力系統
AC200V

AC200V 車載
充電器

走行用
バッテリー

充電スタンド PHV/EV

図1 充電スタンドの役割
Fig.1 Role of Charging stand

ロニクス事業拡大に取り組み、ケーブル付充電ス
タンドを製品化した実績がある。
　本稿では従来品より設備導入・運用コストを低
減可能な「親子連携充電システム」の製品概要につ
いて紹介する。

2 開発コンセプト

2.1 運用コストの現状と課題
　PHV/EVの充電に必要な電気料金（基本料金、電
力量料金）が運用コストとなり、設置事業者の負担
となっている。この電気料金を回収するため、国内
自動車メーカーなどがICカードを発行し、充電ス
タンド利用者から利用料金を徴収することで、設
置事業者に還元する仕組みを構築している（図2）。

　このような利用料金回収の仕組みが、市場で運
用されているため、充電スタンドにはICカード
リーダや管理サーバーと通信する携帯通信機が必
要である。

カード発行会社 利用者 設置事業者

充電スタンド

管理サーバー

利用対価

ID情報/利用情報

利用料金

カード発行 利用
ICカード ICカード

リーダ

携帯通信機

図2 利用料金回収の仕組み概略図
Fig.2 Billing system overview
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PHV/EV向け親子連携充電システムの開発
Development of Smart Charge Control System for PHV and EV

＊1
岩田 泰城
Yasuki Iwata

＊1 エレクトロニクス事業部 技術部 電源システム技術第二室

要　旨 　今後の低炭素社会に向けて、CO2排出削減効果が高いPHV/EVの普及が見込まれており、普及の実現には充電イン
フラの拡充が不可欠である。今回、我々は充電スタンドを複数台導入する時の設備導入・運用コストを低減する｢親子
連携充電システム｣を2017年2月に発売した。ここではその製品概要について紹介する。

キーワード：充電インフラ、低コスト化

Abstract 　Towards a low-carbon society, the expansion of PHV and EV of a high reduction of CO2 emissions is 
anticipated. The expansion of the charging infrastructure is indispensable with it, too. We developed 
"Smart Charge Control System" which could reduce the cost of facility introduction and operation, and 
launched in February, 2017.

Keywords: Charging infrastructure, Low cost
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　主要部品を削減することで、子機の原価を親機
と比較して、45％低減した（図6）。

3.2 複数台接続時の通信仕様開発
　「親子連携充電システム」にて10台同時充電を
実現するため、親機−子機間の通信仕様開発を
行った。
　親機と子機を連携するため、長距離伝送が可能
で、ノイズ耐性が強く産業分野で汎用的なRS485
通信（2線式・半二重）で親機−子機間を接続した

（図7）。

　親機−子機間の通信仕様は状態要求と指示要求
の2種類がある（表1）。

　ポーリング時間を長くするとユーザーの操作
感（充電開始操作から充電中表示するまでの時
間）に影響を及ぼすため、ポーリング時間を1秒に
設定しており、従来の充電スタンドでは各要求を
500msec以内で行っていた（図8（a））。　

親機（ＥＶＣ２）

原
価
比［

%
］

子機（ＥＶＣＳ１）

55

良い

100100

50

0

図6 親機/子機原価比較
Fig.6 Comparison of charging stand cost

親機・
通信制御基板
（マスタ）

D+

D－

D+

D－

D+

D－

最大10台

子機・
充電制御基板
（スレーブ）

子機・
充電制御基板
（スレーブ）

RS485通信

図7 親機−子機接続構成図
Fig.7 Connection diagram of Smart Charge Control System

表1 親機−子機間通信内容
Table1 Summary of communication content

要求名 発生条件 主要項目名

状態要求 ポーリング
（一定周期）ごと

状態（待機中、充電中など）
異常内容
充電電流値

指示要求 指示があるとき
充電開始・停止指示
LED点灯・消灯指示
初期化・リセット指示

　本開発では10台同時充電で1秒ポーリングを実
現するため、通信内容の見直しを行い、通信データ
量を最適化することで各要求を50msec以内にす
ることを実現した（図8（b））。

3.3 表示/操作の利便性向上
　「親子連携充電システム」では親機で最大10台
の充電操作を行う必要がある。従来品は文字表示
部のみ可変で、操作部の変更が出来ないため、複雑
な表示/操作が要求される「親子連携充電システ
ム」では不十分である（図9（a））。
　本開発では、7インチのタッチパネルLCDを採
用し、表示/操作部の要求を満足するミドルウェア
を実装することで、表示/操作部の全画面可変を可
能とした（図9（b））。

1sec（ポーリング）

（a）従来品　充電スタンド1台

（b）開発品　充電スタンド10台

状態要求

状態
要求1

状態
要求10

状態要求指示要求

指示
要求1

指示
要求10

指示要求

1sec（ポーリング）

500msec

500msec 500msec

50msec50msec

500msec 500msec 500msec

1sec（ポーリング）

図8 親機−子機間通信仕様概要
Fig.8 Communication protocol overview

文字表示部
(可変)

操作部
(固定)

(a)従来品

（b）開発品

表示/操作部
(可変)

7インチ　タッチパネルLCD

図9 従来品と開発品の表示/操作部
Fig.9 Display and operation device

2.2 設備導入コストの現状と課題
　充電スタンドの補助金（本体購入価格の半額）が
国から交付されるが、補助金を除く本体価格が設
備導入コストとなり、設置事業者の負担となって
いる。PHV/EVの増加に伴う利用者からの増設の
要望に応えるため、1カ所の充電施設に複数台の
充電スタンドを設置するケースが増えている。IC
カードリーダや携帯通信機を搭載した高機能充電
スタンドを複数台設置すると、設置事業者の負担
が増大する（図3（a））。

2.3 基本コンセプト
　「親子連携充電システム」は1カ所の充電施設で
複数台設置する際に、高機能な親機1台と充電に
特化した低価格な子機を通信により連携（親子連
携）することで、親機と同等の機能を低価格で提供
するシステムである（図3（b））。

　また、充電スタンドは一般ユーザーが操作する
製品なので、表示/操作性の考慮が必要である。
　以下の3点を基本コンセプトとして製品開発に
取り組んだ。

（1） 子機のコストを低減するため、必要最低限の
機能にする

（2） 親機と同等の機能を子機で実現するため、親
子連携により親機に機能を集約する
※最大10台同時充電可能

（3） 親機で最大10台の充電操作ができる表示/操
作にする

3 開発概要

3.1 主要部品削減による子機低コスト化
　親子連携により機能を親機に集約することで、
主要部品を子機から削減した（図4、図5）。
・ ICカードリーダを削減するため、子機の認証を

親機のICカードリーダで行う仕様とした。
・ 携帯通信機を削減するため、子機の利用情報を

（a）高機能親機のみで構成 （b）高機能親機＋子機で構成
図3 親子連携充電システム構成図
Fig.3 Configuration diagram of Smart Charge Control System

親機経由でサーバーに送付する仕様とした。
・ タッチパネルLCDを削除するため、子機の操作

/表示を親機で行う仕様とした。ただし、子機は
単体で運用可能にするため、簡易的なタッチパ
ネルとLEDを搭載した。

・ 携帯通信機、ICカードリーダ、タッチパネルLCD
の機能を親機に集約することで、通信制御基板
を削減した。

親機（ＥＶＣ２）

携帯通信機

RS485通信 RS485通信

ICカード
リーダ

通信制御
基板

充電制御
基板

充電制御
基板

タッチパネル
＋ＬＥＤ

タッチパネル
ＬＣＤ

子機（ＥＶＣＳ１）

図4 親子連携充電システムブロック図
Fig.4 Block diagram of Smart Charge Control System

携帯通信機

通信制御基板

（a）側面図

（b）正面図

タッチパネルＬＣＤ

ICカード
リーダ

タッチパネル+ＬＥＤ

充電制御基板

図5 親機/子機外形図
Fig.5 Appearance of Charging stand

PHV/EV向け親子連携充電システムの開発
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　これにより、設置事業者の充電スタンド増設に
よる設備導入コストの負担を軽減する製品を市場
投入することができた。
　ただし、本開発で充電インフラ普及に対する課
題が全て解決しているわけではなく、既に把握し
ている運用コスト（電気料金や料金回収方法）の課
題や、今後発生が予測される、設置事業者の業種の
違いによる課題など、本格普及に向けて課題は山
積みである。引き続き、様々な業種の設置事業者の
課題を抽出し、製品仕様に落とし込んだ製品をリ
リースしていく必要がある。

■ 参考文献
［1］ EV・PHVロードマップ検討会　2016年3月23日

EV・PHVロードマップ検討会　報告書

■ 著 者 紹 介 ■

岩田 泰城

　また、仕様変更や将来の機能拡張に対応するた
め、文字やボタンのデータを分離することで、変更
箇所の修正のみで対応可能なレイアウト自由度の
高いアルゴリズムとした。背景など各画面で共通
なデータを流用可能とすることで、200以上ある
画面の開発コストを大幅に低減させた（図10）。

4 まとめ
　今回開発した「親子連携充電システム」は機能や
操作性を確保しつつ、充電スタンドを10台設置し
た場合、約40％のコスト低減を実現することがで
きた（図11）。

データベース

文字１ 文字１

画面１

画面2

文字2

文字2

背景 背景

ボタン１

ボタン１

アニメ１

アニメ１

画面表示制御ソフト タッチパネルＬＣＤ

図10 画面表示制御ソフト概要
Fig.10 Display and operation software overview
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5.5
5.5
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］
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図11 10台設置時の原価比較
Fig.11 Comparison of ten charging stands cost

　充電スタンドEVC1発売後（2010年）に次機種の検討を行った。当時はPHV/EVの普及が遅れている状況
であったが、PHV/EVが普及した世の中を想定し、充電スタンドを複数台設置する時の課題を解決する『親
子連携充電システム』を企画した。
　2011、12年度に経産省主導の『豊田市低炭素社会システム実証プロジェクト』に参画し、9台の子機を制
御するシステムの開発を行い、2014、15年度には環境省主導の『CO2排出削減対策強化誘導型技術開発・実
証事業』に参画し、表示/操作部の開発を行った。これら4年間の実証で培った要素技術を活用し、『親子連携
充電システム』の号口開発を完了することができた。企画当初は『1台も設置されないのに、複数台のシステ
ムが必要なの？』という声もあったが、想定した通りPHV/EVの普及が進み、複数台設置のニーズに応え、製
品化を実現することが出来て本当に良かった。最後に、開発、製品化にあたり多大な御協力をいただいた社
内外の関係者の皆様に、深く感謝いたします。

開発の経緯と開発者の思い

豊 田 自 動 織 機 技 報   No.68 豊 田 自 動 織 機 技 報   No.68

　製品
技
術
紹
介

61

1 はじめに
　ヴィッツ（海外名はヤリス）は1999年の発売
以来欧州をはじめ約80の国と地域で販売される
TOYOTAブランドの基幹モデルである。今回の
マイナーチェンジでは市場要望の強かったハイブ
リッド車を追加した。さらに、外形デザインの大幅
な変更を実施した。また、内装色の変更による上質
感の向上を実施した。
　当社は、マイナーチェンジのアッパーボデー開
発を受託し、お客様のニーズに合った魅力ある商
品を開発したのでその内容を紹介する。

2 開発のねらいとコンセプト
　日本のコンパクトクラスを取り巻く環境は、常
に変化し競争も激しさを増している。燃費性能や
個性そして質感といった、お客様と社会の要望に
こたえるべく以下のねらいをもとに開発を進めた。
・ 軽量・コンパクトなハイブリッドシステムの搭

載による低燃費と広さの両立
・ 洗練と躍動を与え個性を磨いたエクステリア
・ 統一感ある洗練されたインテリア
・ 新色を加えた多彩なボディーカラー

3 ハイブリッドシステム搭載
　先進性と環境性能向上を目指してガソリン車に
加えて新たにハイブリッド車を設定した。低燃費
と優れた走りで定評がある1.5L小型ハイブリッ
ドシステムを搭載したうえで、従来の1NZ-FXEエ
ンジンをベースに燃焼改善・低フリクション化を
行い、出力・トルク性能を維持したまま低燃費化を
実現した。ハイブリッドシステムは各種制御を改

良し、さらに燃費性能を向上させた。駆動用バッテ
リーは後席下に配置することで、ガソリン車と同
等の居住性、荷室を確保した（図1）。

4 デザイン

4.1 背景
　今回のモデルチェンジでは、欧州で好評な特徴
あるフロントフェイスとリアのスタンスを更に強
化し、競合の激しいBセグメントにありながらダ
ウンサイザーも満足し得る、コンパクトクラスを
越えた洗練さが求められた（写真1、2）。

4.2 デザイン開発にあたって
　従来基本ボディは共通とし、日欧別々の顔つき
で開発を行ってきたが、今回のモデルチェンジで
は世界共通のスタイルで商品化した。
　デザイン開発はED2（トヨタ自動車欧州デザ
イン開発拠点）を主軸に織機デザインと共同で行
なった。

1NZ-FXE ENGINE

HYBRID BATTERY

図1 ハイブリッドシステム配置
Fig.1 Hybrid system layout
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新型ヴィッツの開発
Development of New Vitz

＊1
岡崎 文茂

Fumishige Okazaki

＊2
坂上 元章

Motoaki Sakaue

＊2
小西 勲
Isao Konishi

＊2
稲塚 博紀

Hironori Inazuka

＊2
中神 悠佑

Yusuke Nakagami

＊2
小瀬 明
Akira Kose

＊1 自動車事業部 製品企画部　＊2 自動車事業部 技術部

要　旨 　トヨタ自動車株式会社はヴィッツをマイナーチェンジし、全国のネッツ店を通じて2017年1月12日より発売を開
始した。当社はアッパーボデーの開発を受託し、その高い要求レベルにこたえるべく開発を行った。

キーワード：ヴィッツ、新型車、アッパーボデー、開発、トヨタ

Abstract 　Toyota Motor Corporation made minor-changed Vitz, and released it through Netz distribution on 
January 12, 2017. TICO was entrusted with upper body development and carried out it to satisfy the 
high level requirements.

Keywords: Vitz, new car, upper body, development, toyota
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サイド（写真5）
ダイナミズムの強調
⑦�バックドアとリアコンビランプを新設しリアの
シルエットを際立たせ、フロントからリアへの
軸の通りを強めて伸びやかさを表現するととも
に、サイドに於けるダイナミズムを表現

　

4.5 カラーデザインの狙い
1）�外板色テーマ�Lively（若々しく、活き活きとした）
（写真6、7）

・“より鮮やか”に有彩色ラインナップの強化
ソリッドのような鮮やかさと光輝感を併せ持つ
「クリアブルークリスタルシャイン」を新規開発

⑦

写真5 サイド
Photo5 Side

写真6 Livelyカラー
Photo6 Lively color

・“よりリッチ”にセレクションカラーを充実
ダークブルーマイカとオリーブマイカメタリッ
クを新たに設定

2）�室内色テーマ�Lively(若々しく、活き活きとした)
（写真8、9、10）

①�グレード毎にユーザーの嗜好にマッチしたキャ
ラクターの強化

②�女性の視点で開発した新規色の採用
③�表皮材質及び色柄変更による質感向上
④�プリント玉縁、ダブルステッチ、トライデコ＊等
による加飾バリエーションの充実

＊トライデコ
　トリニティ工業㈱のレーザー加工技術。部品に
直接描写し凹凸を付与、従来工法に使用される材
料や幅資材を削減した新しい加飾工法

写真7 新設定セレクションカラー
Photo7 Selection color

写真8 Uグレード室内
Photo8 Ugrade interior

4.3 デザインコンセプト
　アクティブ・ダイナミック＆リファインメント
Bセグメントに必要な洗練さとダイナミズムの表現

1）�より立体的な構成のフロントと水平基調のリ
アプロポーション

2）ダイナミック且つエモーショナルな造形
3）キーンルック＊とアンダープライオリティ＊＊

表現の改善

＊キーンルック
　知的で明晰な印象を与えるトヨタ独自のフロ
ント表情トヨタマークの立体的な強調と、ダイナ
ミックなアンダープライオリティとの組み合わせ
で表現

＊＊アンダープライオリティ
　空力性能・冷却・歩行者保護向上に配慮した、ア
ンダーグリルの主張度合いを高めたデザイン

4.4 外形デザインの狙い
1）外形重点項目
（1）�アクティブ・ダイナミックなフロントフェイス
（2）�水平軸を強調したリアコンビランプによる、

1クラス上のワイド感
（3）�フロント/リアデザインの洗練とハーモニー

の向上

�変更部位

写真2 変更部位リア
Photo2 Change area Rear

写真1 変更部位フロント
Photo1 Change area Front

フロント（写真3）
　ワイド＆ローによるスタンスの良いキーンルッ
クでダイナミック＆洗練さの向上
①�造形要素をシンプルにして立体感を強めシンボ
ルマーク付近の立体の押し出し感を強調

②�センターの塊と組み合わせたシンプルかつダイ
ナミックなバンパーコーナーの造形により、ワ
イド感とスタンスの良さを表現

③�特徴的ヘッドランプにより、存在感のあるキー
ンルックを表現

リア（写真4）
　水平的なプロポーション強調によるワイド感と
上級セグメントに通じる洗練さの付与
④�水平軸を強調したリアコンビランプとバックド
アで、上級セグメントのワイド感を表現

⑤�バンパーはフロントと呼応した大胆かつ立体感
を強めた造形で、スタンスとワイド感を強化

⑥�新たに追加したロアガーニッシュとリフレク
ターガーニッシュで、低重心感とワイドスタン
スを実現

写真3 フロント
Photo3 Front

写真4 リア
Photo4 Rear

新型ヴィッツの開発
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6 新規外板色の開発
　新色「クリアブルークリスタルシャイン」の塗料
開発を行った。

6.1 意匠の狙い（コンセプト）
　光輝感を持つメタリック色でありながらシェー
ド視でも濁りのないクリアで高彩度なスッキリと
したブルー（図4、5）。

Clearance Lamp

Tail Lamp

写真12 車幅灯／尾灯点灯状態
Photo12 Clearance lamp/Tail lamp lighting state

通常メタリック色
シェード視

シェード視

正面視

新色

シェード視でも
濁らないクリア
な高彩度

図4 新色の狙い
Fig.4 New color concept

高

低

明
度

角度

通常メタリック色 通常メタリック色

新色 新色

正面視 シェード視

高

低

彩
度

角度
正面視 シェード視

図5 通常メタリック色と新色の明度、彩度
Fig.5 Value and Chroma of conventional metallic color

and new color

6.2 開発手法
　通常のメタリック色には、光輝感の付与や下地
隠蔽性を確保するためにアルミ・カーボンが含ま
れる。アルミとカーボンのどちらも濁りの原因に
なりやすい顔料である。
　今回の新色では、アルミとカーボンを減量し、濁
りを低減。さらに白い中塗りとセットで発色させ
て高明度・高彩度を実現した。しかし、これらの手
法は下地隠蔽性の低下が起こる。
　下地隠蔽性の低下を補うために、塗膜へ入射し
た光を拡散反射することでシェード視でもクリア
な発色をするクリスタルシャインを追加した。こ
れらの手法により、意匠の狙いであるシェード視
でのクリアで高彩度なスッキリしたブルーを実現
した（図6）。

7 優れた操縦安定性

7.1 ボデー剛性
　新型ヴィッツでは、フロントピラー部、及びルー
フサイドインナー部にスポット溶接を追加（図
7）、また結合部材の一部を板厚アップ（図8）する
ことで優れたボデー剛性の実現を図った。

新色通常メタリック色

カーボンブラックで
吸収

クリア

鋼板

電着
中塗り

クリア

鋼板

電着
中塗り

アルミの正反射で
シェード視での濁り

アルミ クリスタル
シャイン

高明度・高彩度を生み出す
白い中塗りとの発色

クリスタルシャインの拡散反射で
シェード視でのクリアな高彩度

図6 通常メタリック色と新色の特徴
Fig.6 Characteristics of conventional metallic color and

new color

ルーフサイドインナー部

フロントピラー部

フロントピラーブレース
　　　　　ｔ1.0⇒ｔ1.4

インパネガセット
　　　ｔ1.4⇒ｔ1.6

UPR

UPR
FR

FR

RH

図7 スポット溶接追加
Fig.7 Addition of spot welding

5.2 ライン発光の車幅灯／尾灯
　新型ヴィッツは、ワイド&ローの構えを強調した
外形デザインとした。ランプでは、車幅灯／尾灯の
光り方でワイド感を表現することが求められた。
　そこで、透明樹脂の導光パイプによる光学系を
採用し、車幅灯／尾灯をライン発光させることと
した（写真12）。この光学系は、導光パイプ端部か
らLED光を入射して、パイプ全体を発光させてい
る。

Vehicle center line

New Vitz
LED
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Halogen
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Illuminance distribution curve

Vehicle front end line
（Road shoulder side） （Oncoming-lane side）

L

図2 前方照射距離（ハイビーム）
Fig.2 Front irradiation distance（Upper beam）
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Vehicle center line

Illuminance distribution curve

Vehicle front end line
（Road shoulder side） （Oncoming-lane side）

2.25m

L

W
20m

図3 前方照射距離（ロービーム）
Fig.3 Front irradiation distance（Lower beam）

5 ランプ商品力の向上

5.1 Bi-Beam�LEDヘッドランプ
　新型ヴィッツでは、1灯でハイビームとロー
ビームを切り替えられるBi-Beam�LEDヘッド
ランプを採用した（写真11）。このBi-Beam�LED
ヘッドランプは高光束LEDチップの採用により、
先代のLEDヘッドランプ及びハロゲンヘッドラン
プに比べて前方照射距離が広がり、夜間運転時の
前方視認性が向上した（図2、3）。
　また、ハイビームとロービームが同一ユニット
で構成されており、別ユニット構成であった先代
のLEDヘッドランプに比べて7.6%の軽量化を実
現した。加えて、先代ではハロゲンバルブを使用
していたハイビーム光源がLED化されたことで、
消費電力は43%減かつ光源寿命は5倍になってお
り、環境性能の向上に寄与している。

写真9 Jewela室内
Photo9 Jewela interior

写真10 トライデコ、玉縁、新規開発色マルサラ
Photo10 Tri-Deco, piping, NEW Color Marsala

Upper Beam & Lower Beam

写真11 Bi-Beam LEDヘッドランプ
Photo11 Bi-Beam LED Head Lamp

新型ヴィッツの開発
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　上記、優れたボデー剛性、空力操安の実現に合わ
せ、ショックアブソーバーの特性変更により、優れ
た操縦安定性と乗り心地の両立を実現した。

8 まとめ
　以上のように、新型ヴィッツは通常のマイナー
チェンジの枠を超えた大幅な改良を施して市場か
らの要望にこたえた商品力をアップさせてその魅
力を一段と高めた。競争の激しいコンパクト市場
だが今後もお客様のニーズに耳を傾けてさらなる
改善に取り組んでいく。
　最後に、今回の開発にあたりトヨタ自動車株式
会社様をはじめ、社内外の多くの関係者の方にご
指導ご協力をいただき、深く感謝いたします。

■ 著 者 紹 介 ■

中神 悠佑

岡崎 文茂

小瀬 明

坂上 元章 小西 勲 稲塚 博紀

ボデー ボデー

空気が通らない

現号フロント
フェンダー
ライナー

新フロント
フェンダー
ライナー

新
ブラケット

空気流れ改善Ｂ－Ｂ
現号構造Ｂ

Ｂ

Ｂ－Ｂ
新構造

図10 空気流れ改善
Fig.10 Air frow improvement

リヤバンパーシール

エア抜き穴

UPR

OUT FR

図11 リヤバンパーシールエア抜き穴追加
Fig.11 Addition of air bleed holes（Rear bumper seal）

7.2 空力操安向上
　フロントフェンダーライナー上部に整流フィン
を追加し、フロントタイヤから巻き上げられた空
気をボデーサイドの主流へスムーズに合流させる
ことで整流効果を実現した（図9）。またブラケッ
トによる嵩上げとフロントフェンダーライナーの
形状変更により、ボデーとフロントフェンダーラ
イナーの間の空間を確保し、エンジンルームを通
過する空気の流れの抵抗を抑制することで、フェ
ンダー内圧を低減し、優れた接地性を実現した（図
10）。リヤバンパーシールにもエア抜き穴を追加
し、リヤタイヤ周りの空気を整流することで接地
性を向上した（図11）。

ルーフサイドインナー部

フロントピラー部

フロントピラーブレース
　　　　　ｔ1.0⇒ｔ1.4

インパネガセット
　　　ｔ1.4⇒ｔ1.6

UPR

UPR
FR

FR

RH

図8 結合部材板厚アップ
Fig.8 Increasing plate thickness of connecting member

フロントフェンダーライナー

整流フィン

整流フィン

主流
OUT

FR
平面視

空気の流れ

整流フィン

タイヤ

Ａ－Ａ

Ａ

Ａ

図9 フロントフェンダーライナー整流フィン追加
Fig.9 Addition of commutating fins（Front fender liner）

Product 
Technology
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日本初ＦＣフォークリフトの開発ストーリー

燃料電池でフォークリフトの  価値観を革新する。
――12年に及ぶＦＣフォークリフト開発への挑戦

世界が抱えている地球温暖化問題、

そして日本が抱えているエネルギー問題。

その双方の解決を期待されているのが、水素エネルギーである。

水素は、エネルギーの安全保障と温暖化対策の切り札として位置づけられており、

現在、水素社会実現に向けたさまざまな取り組みが行われている。

豊田自動織機も水素社会実現のための一助として、

燃料電池フォークリフト（以下、FCフォークリフト）を開発し、

2016年11月に国内初となる販売を開始した。

稼働時にCO2や環境負荷物質をまったく排出しない優れた環境性能、

3分で燃料充填が可能な高い作業効率性、外部給電機能により、

非常時の電源供給が可能といった特長を備えている。

今回の開発ストーリーは、このFCフォークリフトに焦点を当てる。

2004年から2016年という12年にも及ぶ開発期間の中には、

さまざまな紆余曲折があり、一喜一憂があった。

エンジニアたちはどのような想いで、この開発に臨んだのだろうか。
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――2004年～
世界最高性能のFCフォークリフトを
開発せよ

　豊田自動織機は2020年に向けて「お客様の
ニーズを先取りする商品・サービスを継続的に提
供することで、世界の産業・社会基盤を支え、豊か
な生活と温かい社会づくりに貢献する」というビ
ジョンを掲げている。そのビジョンを支えるのは
「Environment, Ecology & Energy」というキー
ワード。このキーワードこそが、今回日本初のFC
フォークリフトの開発に乗り出した源泉であり、
世界シェアNo.1の実力を世に知らしめることに
なった大元である。
　開発の出発点について、プロジェクトを率いた
昆沙賀はこう振り返る。

　「2004年9月、豊田鐵郎プレジデント（現会長）
から『フォークリフトのリーディングカンパニー
としてトヨタグループの環境対応技術を導入し、
豊田自動織機の技術を結集することで世界最高
性能の次世代フォークリフトを開発する。半年で
プロトタイプを形にせよ』との大号令がかけられ
ました。これを受け、L&F先行開発センター（当時）
から2015年ビジョンとして『2015年までにFC
フォークリフトの技術確立をめざす』との開発提
案がなされ、プロジェクトがスタートをきったの
です」。
　昆沙賀は、その当時、トヨタ自動車に出向してお
り、FC自動車用水素循環ポンプの開発を担当して
いた。「半年でプロトタイプを形に?まさか…。い
くら何でもできるわけがないだろう」が素直な思
いだったという。

――2005年～
FCフォークリフトを半年で形にする

　プロジェクトの最初のミッションは「発電」であ
る。トヨタ自動車のメンバーと一緒にFCユニット
の心臓部であるFCスタック（燃料電池）を組み付
けるのだが、そのためにはクリーンルームを用意
しなければならない。しかし、こんなことは初めて
である。どの程度のクリーンルームを用意すべき
なのか、メンバーは誰一人知らない。ひとまず豊田
自動織機内で最高のクリーン度を持つクラス100
の部屋を用意した。
　スタック組み付け当日、コンプレッサ技術部と
研究開発部も現場に立ち会った。トヨタ自動車の
メンバーには「ここまできれいな部屋は必要ない
ですよ」と言われたが、初めての発電は無事に終了
した。部品設計や機台への搭載を担当した西尾は
言う。

　「初めて尽くしのことなので、とにかく心配でし
た。でも、トヨタ自動車の皆さんも、うちのコンプ
レッサ技術部、研究開発部も非常に協力的で、良い
ムードのまま最初のミッションを終えました。最
新の技術を見聞きし、自分たちのプロジェクトの
始まりにわくわくする思いでしたね」。

究極のエコ・フォークリフト

2009年L/O 201X年L/O

2015年L/O（目標）

FC

トヨタグループ環境対応技術

パワーエレクトロニクス技術

リチウムイオンハイブリッド

エンジンリフト 電動リフト

先行開発2015年ビジョン（2004年策定）

　そして次なるミッションはスタックを含めた
FCユニットを機台に載せる作業だ。そのために
は、どの機台を使用するかが検討された。
　「当時のFCユニットは、乗用車用の水素タンク
をはじめ、さまざまな部品を乗用車から流用して
いましたから、すべてが大きいんですね。しかし、
これらの部品を搭載できるような3t以下の電動
フォークリフトが国内生産のラインアップにな
かったんです。検討を進めるうちにフランスで生
産されているものなら搭載可能であることが分か
り、フランスから船便で持ってくることにしまし
た。3ヶ月かかるんですけどね（笑）」。
　西尾はその3ヶ月を利用してスタックなどの部
品を機台に収められるよう設計を進めていった。
そして3ヶ月後、フランスから機台が届き、FCユ
ニットを組み込むことになった。
　「スペースを考え、3.0tクラスのフォークリフト
を選びましたが、それでもFCユニットはかなり大
きく、ギチギチでした。何とか収めて動くように
なったときはうれしかったし、ホッとしましたね」。

　2005年4月。桜が咲き誇る季節に、日本で初めて
となるFCフォークリフトが誕生した。コンセプト
モデルではあるにしろ、これは大きな一歩である。
そして忘れてはならないのが「半年で形にせよ」と
の大号令。この困難なミッションをトヨタ自動車
と共同で実現してみせた豊田自動織機の推進力は
驚異的である。
　FCフォークリフトの第一歩を踏み出した開発
チームが次に目指したのは「CeMAT（セマット）」
への出展である。正式には「国際イントラロジス
ティックス見本市」といい、3年に1度（2016年以降
は隔年）ドイツで開催される世界最大の物流展示会
だ。2005年の10月に開催されるので、それまで約
半年あるが船便での搬送を考えると1、2ヶ月は余
裕をみておきたい。そのため、急ピッチで準備が進
められた。ショーに出展するからには、とコンセプ
トモデルらしく外観のデザインにもこだわった。

ギリギリ収まったFCユニット

　「急いで準備をしたのですが、結局時間が足りな
くなってしまい、最終的には船での搬送は諦めま
した。飛行機で送ることにしたのです。水素を入れ
たタンクは送れないので、タンクの中身を窒素に
入れ替えて送りました」。
　西尾はツナギ持参で現地に飛んだ。コンテナの開
梱作業も自ら行い、何とか形にして間に合わせた。

　「展示会では大反響で、FCフォークリフトの周
りに人だかりができたくらいです。未来的なデザ
インに注目して話しかけてくる方が多かったです
ね。これは何かすごいのか？と。当時はまだ燃料電
池そのものがポピュラーではなかったので、燃料
電池についてイチから説明することもありまし
た」。
　唯一、心残りだったのは、現場で動かせなかった
ことだ。現場には水素を充填できる設備がなかっ
たからだ。
　「当然、動くところを見たいという意見も多く、
非常に心苦しかったですね。私自身も、次こそは！　
と思いました」。
　「CeMAT 2005」は大好評の末、閉幕。当時まだ
トヨタ自動車にいた昆沙賀も、その成果に驚きを
隠せなかった。
　『半年で形にせよ』というミッションを実現させ
たのもすごいですが、そのわずか数ヶ月後にドイ
ツの展示会にまで持って行った。メンバーそれぞ
れのスキルとチームワークが合わさったときの力
は、豊田自動織機ならではだな、と思いましたね」。

CeMAT出展1号車（コンセプトモデル）

CeMATの様子

燃料電池でフォークリフトの
　　　 価値観を革新する。

昆沙賀　徹
技術・開発本部
開発第二部
開発第二室

西尾　潤
技術・開発本部
開発第二部
企画戦略グループ

燃料電池でフォークリフトの
　　　 価値観を革新する。
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　一方、西尾の心境は複雑だった。
　「当時は乗用車であるFCVが1億円すると言わ
れた時代。この先、技術としての継続性も不透明だ
し、最終的に採算が取れるようになるのだろうか、
という漠然とした不安はありました。でも、これだ
けの反響をいただいたのは、すごくうれしかった。
課題を一つひとつクリアしていけば、やれないこ
ともないとも思いましたね」。
　帰りの飛行機の中で、西尾は期待と不安が入り
混じった気持ちを抱え、この先に想いを巡らせて
いた。

――2007年～
ライバルもまだまだ

　開発チームの次の目標は、FCフォークリフトの
性能評価や使い勝手などを検証することだった。
そのベンチマークの舞台となったのは北米。豊田
自動織機の生産子会社「TIEM」の敷地の一部を借
りて行うことになった。ベンチマークに使ったFC
ユニットは、北米に拠点を構えるベンチャー企業
のものを使用した。この会社はフォークリフトな
どの産業車両に向けた燃料電池システムの設計、
開発、製造を行っている会社で、いわば同業他社と
なる。このベンチマークは、ライバルのお手並み拝
見といった意味もあった。
　「FCユニットだけでなく、水素を充填する設
備、フォークリフトなどもすべてアメリカで調達
し、現地で組み付けました。試験スペースも全部
TIEMでつくってもらいました」。
　昆沙賀はその下準備のために、3ヶ月前からた
びたび現地に足を運んでいたのだった。
　「ベンチマークの準備も終わり、2007年9月か
らいよいよスタートということになったのです
が、開始早々トラブルがありました。日本からもい
くつか備品を送ったのですが、それが届かないん
です。どうやら税関で引っかかっているらしいの
ですが、その原因となったのが何とガムテープ。理
由はよく分かりませんが……。そのせいで結局1
週間くらい何もできない状態が続きました」。
　昆沙賀は苦笑した。出だし早々のトラブルで少
し計画は遅れたものの、その後は自分たちでFC
フォークリフトの走行や荷物の上げ下げ、水素充
填などを検証し、データを収集していった。そして
3ヶ月が経ち、安全性や性能なども問題ないと確
認。最後に現場の方たちに使ってもらおうとした

ら、その日にまさかの故障。
　「テスト中にも2回ほど故障はしたのですが、動
かなくなったのはこれが最初でした。だから、結局
現地の方たちは半日くらいしか使ってないです
ね」。
　現地の方の目線で見た使用感などはあまりリ
サーチできなかったが、このベンチマークではさ
まざまな収穫があった。FCフォークリフトを使わ
ない土日に、キーをオフにしていても放電してし
まうこと、FCユニットとフォークリフトの機台
それぞれのスイッチがあること、水素残量を示す
メーターが運転席から確認できないことなど、総
じて感じたのは「FCユニットと機台の連携がとれ
ておらず、使い勝手が良くない」ということだっ
た。
　「やはりまだライバルも『FCユニットを機台に
載せただけ』という段階で、既存のフォークリフト
のような使い勝手の良さは期待できませんでし
た。逆にいえば、だからこそFCユニットと機台の
両方がつくれる私たちの強みが活かせる！　そう
思いましたね」。
　この課題を解決すれば、いい製品がつくれるの
ではないか。昆沙賀はそう確信した。しかし、事態
は思わぬ方向へ展開する。

――2008年～
予算ゼロ

　2008年9月。アメリカの投資銀行である「リー
マン・ブラザースホールディングス」が破綻。世界
的金融危機に発展した。世の中の状況が刻一刻と
変わっていく中、昆沙賀は言い知れぬ不安を感じ
ていた。「もしかしたら、開発に影響があるかもし
れない……」。
　その数日後、その不安は的中した。上司がこう
言ったのだ。
　「全開発をゼロベースで見直すことになった。
FC開発の予算は、基本ゼロだ」。
　昆沙賀は耳を疑った。
　「そ、それは開発をやめるということですか？」。
　上司からその答えはなかった。
　予算がゼロ……。目の前が真っ暗になった。
　「息しかできないのか……」。
　当時は本当にそう思ったという。しかし、ここで
腐っていても仕方がない。メンバーは減ったが、開
発チームは残っている。できないことを嘆くより

も、いまできることを、いまやるべきことを考えよ
う。
　技術開発は止めなかった。シミュレーションを
ベースにFCフォークリフトに使う部品の仕様決
めを順次進めた。一つひとつの部品の仕様を最適
化していく作業は、実に地味な仕事だったが「これ
がいつか役に立つ」と信じて黙々と取り組んだ。
　同時に物流業界における水素利用、FC産業車両
の将来性を調査・分析したレポート作成にも励ん
だ。
　「フォークリフトをはじめとするFC産業車両は
今後、ますます重要度が増し、世界中から求められ
るようになる。そして高品質な製品をつくれば、大
きな収益も見込める。その有用性を訴える資料で
した。役員にプレゼンしたのですが、これは自分た
ちへの励ましだったかもしれません。いまは辛い
けど、いつか開発を再開できるときがくる。だか
ら、世界最高性能のFCフォークリフトをつくって
いるという誇りを捨てるな、と」。
　昆沙賀は当時を振り返り、この辛い時代を「風前
の灯火」と表現している。試作品も満足につくれな
い状況の中、灯火を消さないようメンバーを鼓舞
し続ける時間は、2009年まで続くことになる。

――2010年～
FCフォークリフト開発プロジェクト、
再起動!

　2010年。FCフォークリフト開発プロジェクト
は、新たなスタートを切ることとなった。そのきっ
かけとなったのが「北九州スマートコミュニティ
創造事業」への参画。この事業の中で、トヨタ自動
車は工場での最適エネルギーマネジメントを実証
するスマートファクトリープロジェクトを立ち上
げようとしていた。参画提案が豊田自動織機に持
ち込まれ、会議が開催された。
　トヨタ自動車からの要求は「トヨタグループと
して経済産業省に提案するに値する工場物流にお
ける世界レベルの革新的技術の提案」。開発期間は
実質1年しかなかった。招集された部門長たちか
らいくつかの提案がなされたが、採用されるもの
はなかった。重い沈黙が会議室に流れた。
　「いまだ！」。
　会議室後方の椅子に座っていた昆沙賀は思っ
た。これまで積み重ねた技術を世に出すときが来
た。昆沙賀は立ち上がり発言した。

　「豊田自動織機は、水素活用のFCフォークリフ
トで参画できます」。　
　実証試験開始まで1年。開発しきれる確証はな
かったが、これまで自分たちが積み重ねてきたこ
とが後押しした。
　結果的に、このFCフォークリフトを織り込んだ
スマートファクトリープロジェクト提案は、経済
産業省に採択され、開発補助金の交付も決定。トヨ
タ自動車からも実証試験に向け、さらなる技術支
援の確約を得ることができた。これらにより、FC
開発は全社重点イノベーション開発テーマとして
予算を確保し、開発を推進していくことに決まっ
たのだ。
　「本当にうれしかったですね。またつくれるんだ
と思うと本当にうれしくてうれしくて」。

　FCフォークリフト開発は再び息を吹き返し、急
ピッチで進められた。時間はなかった。これまで机
上でつくりこんできた部品を一気につくり始め
た。
　試作車はエアコンプレッサに不具合が出たり、
空気の流量を管理するセンサーがトラブルを起こ
したり、決してスムーズには行かなかったが、昆沙
賀たちは「風前の灯火」時代に貯めこんでいたモチ
ベーションを爆発させるかのごとく、次々に課題
の解決にあたった。

――2011年～
学び多き、初めての実証実験。

　国が主導する「北九州スマートコミュニティ創
造事業」は、政府の新成長戦略に位置づけられる日
本型スマートグリッドの構築と、海外展開を実現
するための取り組みである。「次世代エネルギー・
社会システム実証」を行う地域について国が公募
し、全国で4つの地域を選定。北九州市はその内

燃料電池でフォークリフトの
　　　 価値観を革新する。
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の1つだ。具体的にはFCフォークリフト2台と水
素ステーション1基を豊田合成の北九州工場で運
用。環境負荷の低減効果と経済性を検証する。
　この事業で活躍したのは、下簗、垣見など、新た
に加わった若手メンバーだった。

　「北九州スマートコミュニティ創造事業への参
画が正式に決まったのは、2011年の9月。通常、こ
のようなプロジェクトは年度始まりに決まること
が多いのですが、いろいろあってなかなか決まら
ず、9月まで延びてしまいました。2012年12月に
は現地で水素充填をしないと間に合わないので、
実質1年ちょっと。FCフォークリフトはコンセプ
トモデルから進化したフェーズ1というモデルを
使っていたのですが、まともに動かせていないの
で、とにかく焦っていましたね。時間との戦いでし
た」。

完成したFCユニット

搭載されるFCユニット

　フェーズ1はこれまでのコンセプトモデルと
違って、FCユニットを搭載する自由度はかなり少
ない。もともと鉛のバッテリーが入っていた場所
に収めなければならないからだ。
　「スタックの組み付けと検査も当社でやること
になり、さらにハードルが上がりました。トヨタ自
動車からのアドバイスはあったものの、初めての
経験なので大変でしたね。スタックを組み付ける
とき、5tくらいのプレス機でサンドイッチするの
ですが、高浜工場にはそういった設備はないんで
すよ。だから刈谷工場にある試験機を使わせても
らい、組み付けを行いました。水素の漏れを検査す
る冶具もすべて手づくり。とにかく初めての経験
ばかりで時間がかかってしまいました」。
　下簗は当時のことをそう語った。そんな苦労の
結果、FCユニットは8月に完成。そのユニットを
試験車に搭載すると思わぬトラブルが起きた。そ
れは騒音問題。けたたましいコンプレッサの吸気
音が発生し、その音は50m離れていても聞こえる
ほどの爆音だったという。
　「FCユニットの小型化が必須でしたから、コン
プレッサをよりコンパクトにできるルーツ式に変
更したんです。特性上、音が大きくなるのは知って
いたのですが、あそこまで大きくなるとは思わな
かったですね」。
　下簗たちは空気を取り入れるエアフィルタ部分
にサイレンサを付けようと考えた。設計担当と一
緒に少しでも吸気音が小さくなる形状を試行錯誤
し、対策していった。
　さらに苦難は続く。燃料電池は水素と酸素を反
応させることで電気を取り出すが、同時に水も発
生する。その水は不要なので、霧状にして車外に放
出するつもりだった。しかし、この霧化がうまくい
かない。下簗が説明する。
　「霧化装置単体で試験したときはうまくいった
んです。しかし、車載すると負荷の変動や配管の取
り回しによってきれいに霧化してくれない。霧化
どころか、雨のように水滴ごと飛んでいく感じで
した」。
　この時点で残り約4ヶ月。何とか対策しようと
配管の取り回しを考えたりもしたが、負荷の変動
はどうしてもクリアできなかった。
　「悔しいですが、頭を切り替えて水を貯める方向
で考えることにしました。しかし、貯めるにしても
貯めるためのスペースが必要です。何とかやりく
りして、床下に約7リットルのタンクを設けたの

ですが、今度はこの水をいかにスムーズに抜くか
という問題が立ちはだかりました。水素を充填す
る3分間で水をすべて抜くのが目標。ホースの径、
タンクの形状などあらゆる条件を洗い出し、トラ
イ＆エラーを繰り返して目標を達成しました」。
　急ピッチで仕上げたフェーズ1のFCフォーク
リフトは、ギリギリ12 月に間に合い、豊田合成の
北九州工場へ出荷された。現地では水素の充填、工
場への給電、走行テストなどを行ったが、初めの半
年ほどは、たびたびフォークリフトが止まってし
まうなどのトラブルが続いたという。

　「トラブル対策をして現場に納めた後、新幹線で
帰るつもりだったんですが、その新幹線に乗る前
に電話がかかってきて。『また別のトラブルが起き
たので、戻ってきてください』と。そのまま現場に
トンボ返りしたこともありましたね」。

完成した実証1号車

実証1号車に試乗する下簗

　垣見は言った。しかし、努力の甲斐あってか、半
年を過ぎるとトラブルはほとんどなくなり、実証
実験終了まで無事に運用することができた。
　「今回、初めて本格的に当社以外の方たちに使っ
ていただきました。3分で充填できるのはいいね、
とか、冬は暖かいけど、夏は乗ってると暑いね、な
ど現場の生の声を聞くことができ、非常によい経
験になりました」
と下簗。納車されてすぐに豊田合成の方たちがト
ラックから荷卸しを始めたのだが、目の前で仕事
をしているFCフォークリフトを見て、下簗は大い
に感動したそうだ。その様子をカメラで撮影した
動画データは、いまでも大切に保管し、折に触れて
見返しているという。
　一方、垣見は反省の言葉を口にした。
　「厳しい運用や激しい使われ方でも壊れないよ
うに気を遣いすぎてしまったかなと反省していま
す。一般的な使い方で不具合が出ないことを前提
にしなきゃいけないのに、こちらのほうが疎かに
なってしまった」。
　ただ、量産前にこのような経験ができて良かっ
たとも話してくれた。この実証実験で洗い出した
課題を実用モデルに反映し、より信頼性の高い製
品をつくっていけばいい。
　「実証実験が終わってFCフォークリフトを引き
上げるとき、現場の方からは『もっと使いたかっ
た』『寂しいね』といった声が上がりました。私たち
の製品を惜しんでくれたのは、うれしかったし、自
信になりましたね。この声が実用モデル開発の後
押しをしてくれたのは確かです」。

豊田合成北九州工場での水素充填の様子

下簗　祐介
技術・開発本部 
開発第二部 
開発第二室 
第2グループ

燃料電池でフォークリフトの
　　　 価値観を革新する。

垣見　洋輔
技術・開発本部 
開発第二部 
開発第二室 
第3グループ
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ゼロからの関係構築
　FCフォークリフトの開発・普及を促進させるに
は、その基盤整備を行うことも重要です。具体的に
は国の関連省庁、地方自治体、水素関連団体などと
折衝し、法整備をはじめ、導入支援制度や仕組みづ
くり、この先の方針づくりなどを進めていかなけ
ればなりません。そのために私はFCフォークリフ
トのメリット・可能性を外部に発信・訴求し、低炭
素社会の構築、水素社会の実現に貢献するための
提案を行っています。
　当社はこれまで国を相手に直接折衝するという
機会や経験があまりなく、また、今回は水素という
まったく新しい分野での取り組みなので、関係性
やパイプは皆無。ゼロから築いていかなければな
りませんでした。私はもともと化学や半導体分野
のエンジニアでしたので、このような渉外仕事、ま
してや国や自治体を相手に、というのは初めて経
験すること。誰も知見がない中、試行錯誤をしなが
ら進んでいる最中です。
　ただ我が国は現在、2020年のオリンピック／
パラリンピック開催に向けて、水素やロボットの
分野の取り組みに対し、非常に前向きです。環境に
対して積極的な姿勢を取っており、門戸は開いて
くれます。そのような状況下で、どれだけ相手が興
味を示し、メリットを感じてくれる提案ができる
か。それが課題ですね。

政局が変われば政策も変わる
　FCフォークリフトの普及活動をしていて、もっ
とも印象に残っているのは2013年7月の参議院
議員選挙です。それまでの政局は、いわゆる「ねじ
れ（*1）」の状態にあり、重要政策の討議は、なかな
か進まない状況でした。また、そのころは私たち
の開発も、北九州での実証運用が始まったばかり
だったため、不慣れで交渉もうまくいかず、非常に
苦労していました。

　しかし、この選挙の結果“ねじれ”が解消。選挙直
後の秋の臨時国会から「産業競争力強化法」の成立
に向けた動きが加速し始めました。それと同時に、
私たちのFCフォークリフトに対する関心も急速
に高まり、国だけでなく官民学各所との交渉もス
ムーズに進み出したのです。
　「政局が変われば政策も変わる」は当然のことで
すが、この一件で、国と交渉を進める難しさを身を
もって実感しました。
　今後、さすがに環境に対する方針が大きく転換
することはないとは思います。しかし、FCフォー
クリフトの普及活動は、常に政局の動きに左右さ
れる可能性があることを視野に入れ、仕事に取り
組まなければならないと強く感じています。

「水素は危険」を払拭
　FCフォークリフトの普及はまだまだ始まった
ばかり。国などに対しての積極的な交渉・提案活動
をしつつ、コスト低減や水素インフラ整備を進め
るなど、課題は山積みです。しかしそういった上流
を動かす活動だけでなく、一般の皆さんへの啓蒙
活動が重要だと思っています。それは「水素は危な
い」という漠然とした不安感の払拭です。水素爆
弾やヒンデンブルク号爆発事故などから生じた
「水素は非常に危険なもの」というイメージが定着
してしまっています。しかし、実際には、水素が引
火・爆発するリスクは、ガソリンよりも低いと言
われています。水素は空気中の濃度が4%以上（～
75%）とならなければ決して爆発しません。水素
はあらゆる元素の中で最も軽く、最も拡散しやす
い気体なので、必要な対策を講じ、決められた通り
の取扱いを行っていれば、何の問題もないんです。
　水素に対するイメージ向上は、もしかしたら国
を動かすことよりも難しいかもしれません。しか
し、それができてこそFCフォークリフト、ひいて
は水素の真の普及につながると信じています。
*1　ねじれ……衆議院で与党が過半数の議席を持つ一方で、参議

院では過半数の議席に達していない状態を指す

●FCフォークリフトの開発を支えたキーパーソン～その1

FCフォークリフトの普及を夢見て、
国を動かしながら、水素の
イメージアップにも取り組む。
FCフォークリフトの開発・普及に、技術的な側面とは
別の面から取り組んでいる人物がいる。
鈴木宏紀。彼の仕事について語ってもらった。

燃料電池でフォークリフトの
　　　 価値観を革新する。

鈴木　宏紀
技術・開発本部
開発第二部 
企画戦略グループ

――2013年～
試験で明らかになった弱みを解決

　北九州スマートコミュニティ創造事業は、開発
チームに大きな知見と可能性をもたらした。ここ
からいよいよ実用モデルの開発が加速していくこ
とになる。まずその第一歩として信頼性を確保す
るためにさまざまな試験を行った。浸水試験、衝突
試験、低温試験などが主な試験項目だ。
　「フォークリフトにはサスペンションがないの
で、衝突試験では、衝撃がダイレクトに来ます。大
丈夫だと思っていても試験の後に分解すると、ブ
ラケットが折れていたり、ハーネスが切れてし
まったりと何かしらの不具合が生じるので、それ
らを一つひとつ潰していきました」。
　下簗に続き、垣見も試験の様子を話してくれた。
　「散水試験というのがあるんです。巨大な洗車機
の中にFCフォークリフトを入れ、東海豪雨並みの
水量をかけるんです。30分間。その後、8の字走行
をしてシステムをオン／オフして問題ないかを
確かめます。FCユニット部分にはうまく防水処理
ができていたので、試験は問題なかったのですが、
真冬にやったので、めちゃくちゃ寒かったですね
……」。

　約30項目にわたる試験を行い、概ね良好な結果
を得られたが、1つだけ課題が残った。それは0℃
以下の環境でも正常に作動するかどうかを試す低
温試験である。FCの特性上、どうしても水を排出
しなければならず、0℃以下の環境で長時間放置
すると、その水が凍ってしまう。これによってセン
サーがうまく動かなかったり、配管が詰まったり
するので、対策を講じなければならない。
　「これは今後、解決していかなければならない課
題ですね。各試験も大変でしたが、そもそも初めて
のことなので、どんな項目を評価すればいいのか、
その試験条件を考えることも苦労しました。電気
やエンジンを動力源に持つフォークリフトの試験
条件をどのようにFCに当てはめていくか……。非
常に頭を悩ませましたね」。

散水試験

　北九州スマートコミュニティ創造事業で洗い出
した課題、そして数多くの試験を経て浮き彫りに
なった課題、これらをまとめることで、開発チーム
がこれからするべきことがより明確になった。そ
してこれらの課題を解決し、次なるフェーズでは
さまざまな環境下での実証実験へ挑む。

――2014年～
空港と市場でさらなる実証実験

　2012年から始まった北九州スマートコミュニ
ティ創造事業はトヨタグループ会社である豊田合
成で行ったが、2014年以降の実証実験について
は、トヨタグループ外での環境であり、空港、市場
というこれまで経験のない場所が舞台となる。
　2014年度から2016年度までの3年間は、関西
国際空港（以下、関空）での実証実験を行った。関空
は「環境先進空港」を目指していることからも、FC
フォークリフトの導入には前向きだった。2台の
FCフォークリフトと液化水素貯蔵施設、貨物建屋
内ディスペンサー、高圧水素配管のパイプライン
を設置し、主に倉庫での荷役作業に当たった。ポイ
ントとなるのは、空港という特性上、24時間365
日の稼働になること。使い勝手の良さはもちろん、
安全性も証明しなければならないが、さまざまな
心配は杞憂に終わった。実際に使ってみると、バッ
テリー仕様のフォークリフトとほぼ使用感は変わ
らず、水素の充填についてもスムーズに行えたと
いう声が多数上がった。
　2015年からは「周南市地方卸売市場（山口県）」
でも実証実験を開始した。日本の水素の約10%が
山口県で生産されていること、生鮮食品を扱うこ
とから、環境に優しいFCフォークリフトを使って
みたいという要望があったのだ。
　市場内では、それまでも電動フォークリフトを
使っていたが、実証実験を始めてからFCフォーク
リフトは大きく評価された。いちばんの評価ポイ
ントは、バッテリー交換の手間と時間を省けると
いう点だった。これまではバッテリーの充電量が
少なくなると、スペアのバッテリーとの交換を行
わなければならなかった。しかし、FCフォークリ
フトは市場に隣接したFCV用水素ステーション
に併設されているFCフォークリフト専用の供給
設備で水素充填が気軽に行えるのだ。音も振動も
従来の電動フォークリフトと大きな変わりはな
く、バッテリー交換も不要とあって、市場関係者か
らは大いに喜ばれた。開発メンバーにもその声は
フィードバックされ、実用モデルへの開発にさら
に大きな弾みが付いた。

燃料電池でフォークリフトの
　　　 価値観を革新する。
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2つのこだわり

　私はもともと長草工場でイスト、プレミオ、アリ
オンなどの乗用車のデザインを手掛けていまし
た。しかし、キャリアを重ねるごとに世界シェア
No.1を誇る豊田自動織機のフォークリフトをデ
ザインしてみたいと思うようになり、自ら志願し
てL&Fカンパニーに来ました。
　今回、日本初のFCフォークリフトをデザインす
るチャンスに恵まれ、非常に幸運でした。私は関
空での実証実験を行う際に使用されたFCフォー
クリフトからデザインを任されたのですが、その
狙いは大きく2つあります。1つめはパッと見た瞬
間、新技術が詰め込まれているような未来感を表
現すること。2つめは高価格帯の製品になるので、
その価格に見合う品質感を表現すること。さらに
「TOYOTA」ブランドを際立たせるため、どの角度
からもロゴがしっかりと見えることにも注意して
デザインしました。

企業イメージ向上を担う
シンボルとしても

　ディティールに関して言うと、オプション設定
されたメタリックブルーのモデルは、こだわり
を持ってデザインしました。ポイントは、従来の
フォークリフトにはなかったメタリック塗装を採
用したこと。これは乗用車のミライをイメージし
たカラー設定です。この機台は足元のスペースに
ゆとりがあるのが特徴なので、そのスペースを訴
求するため、座席下の部分を大きくえぐることで、
スペースの広さを強調しています。また、そのス
ペースを印象付けるため、差し色のシルバーを入
れているのも注目してください。ちなみにミライ
にもメッキパーツを使ってこのようなブーメラン
型の意匠を施しているので、ミライとの共通性も
感じられるようにしています。
　日本初のFCフォークリフトが販売され、今後さ
まざまな現場でブルーのFCフォークリフトが活
躍してくれることでしょう。従来のような“働くク
ルマ”としての役割に加え、企業のイメージ向上を
担うシンボルとしても活躍してくれたらうれしい
ですね。

――2016年～
何も変えないのが目標

　2004年から始まった日本初のFCフォークリフ
ト開発も、いよいよ最終段階を迎えた。2015年10
月に量産化が決定。2016年に販売開始するとい
う計画に、開発メンバーの鼻息も荒くなった。車両
設計担当として、市販化に向けた計画・立案や生産
部門との調整役を担った伊藤は、まず出図から出
荷までの計画を練った。

　「生産総数は約30台。大まかなスケジュールは
2016年初めに試作図面を作成し、試作車を製作
して評価を実施し、10月末に生産を開始するとい
う日程です。通常の市販モデルの半分の期間しか
ないため、時間をいかに捻出するかが鍵でした」。
　実証実験でかなり完成度は上がっているもの
の、市販化するためには一般的な使用を見越した
評価試験が必要。この時間は譲れない。さらに車両
側とのマッチングも必要になってくる。車両側の
電気システムを担当した岡は言う。
　「私が初めて担当した電動フォークリフトであ
るGENEO-BにFCユニットを載せることになり、
非常に感慨深かったですね。このGENEO-Bはお
客様から大変好評をいただいている優秀な製品な
んです。だから私は『動力源がFCに変わっただけ
で、後は何も変えない』というテーマで仕事に取り
組みました」。
　GENEO-Bは優秀な機台だけにお客様からの信
頼も厚い。これがFCに変わった途端、不具合が起
きたり、止まったりしてしまうようなことがあれ
ば、機台への信頼だけでなく、豊田自動織機、トヨ
タ自動車、さらには燃料電池への期待も裏切るこ
とになる。「使い勝手や性能を変えない」というの
は、一見、消極的なようで実はかなりチャレンジン
グな試みなのだ。

　「電動フォークリフトは、バッテリーの容量内で
あれば、エネルギーを最大限に使い切ることがで
きます。しかし、FCは出せるエネルギーが限られ
ているので、乱暴な言い方をすると“無理が利か
ない”んですね。ただ、無理が利かないからと言っ
て、過保護な制御をしてしまうと性能が落ちてし
まう。性能を出すために攻めた制御をすれば、故障
の原因にもなります。守りと攻めがバランスする
ちょうどいい制御を組むのが最も苦労した部分で
あり、やりがいを感じた部分でもあります」。

　FCフォークリフトは日本初の画期的な製品だ
が、岡はその華々しさよりも、お客様に買っていた
だいた後、現場の方々が日々快適に使える「道具」
としての要素を重視している。「FCフォークリフ
トにして良かった。電動フォークリフトから乗り
換えても違和感なく使えるよ」という現場の声こ
そが、岡にとっては最高の称賛なのだ。評価試験を
積み重ねていく中で、FCユニットと車両のマッチ
ングもより磨きが掛かっていった。
　「生産準備の時間を大幅に短縮するため、『特型』
というオーダーメイドに近い設計・生産方法を採
用することにしました。お客様の仕様を事前に把
握し、それに合わせて設計も生産指示も1台1台行
うというものです。非常に手間がかかる方法なん
ですが、何とか間に合わせたいという思いを関連
部署と共有し、協力を得ることができました」。
　伊藤は「通常ではやらない方法なんですけど」と
前置きしてからそう話してくれた。
　2016年7月になり、記者発表が近づいた頃、
ちょっとした事件が起きた。急きょ、FCフォーク
リフトの側面に化粧カバーを付けることになった
のだ。当時のモデルはFCフォークリフトであるこ
とをアピールするため、化粧カバーを付けず、あえ
てFCユニットを露出させた状態だった。しかし、
FCフォークリフトを実用車よりも企業のシンボ

●FCフォークリフトの開発を支えたキーパーソン～その2

炭釜　康一
トヨタL&Fカンパニー 
TMHG R&Dセンター
製品企画部 
製品企画室 
デザイングループ

燃料電池でフォークリフトの
　　　 価値観を革新する。

従来のフォークリフトの
イメージを革新する
新たなデザインへの挑戦。
従来の製品に比べ、格段にデザイン性が向上したFCフォークリフト。
それをデザインしたのが、炭釜康一だ。
その印象的な意匠に込められた想いについて語ってもらった。

伊藤　裕之
トヨタL&Fカンパニー 
TMHG R&Dセンター 
技術部 機種開発室 
KS1グループ

岡　秀順
トヨタL&Fカンパニー 
TMHG R&Dセンター 
技術部 EC開発室 
第4グループ

燃料電池でフォークリフトの
　　　 価値観を革新する。
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があるので、これを早期に解決し、FCフォークリ
フトの特性を活かした販売促進施策を練っていく
ことが大切だと思います。フォークリフトには、こ
れまでエンジンやバッテリーなど、さまざまな動
力源がありましたが、将来的にはFCがその決定打
になる可能性があります」。
　他のメンバーの誰よりもFCフォークリフトの
将来を見ている鈴木は、この先の展望をこう語っ
た。
　「2020年の東京オリンピック／パラリンピッ
クをひとつの節目として考えています。そこまで
にどれだけ普及促進できるかですね。その次のス
テップは海外。日本の厳しい規制環境で鍛えられ
た製品ですから、海外へ持っていっても負けるは
ずはありません。FCフォークリフトだけでなく、
インフラも含めたパッケージでエネルギー輸出が
できるようになるといいですね。そういった夢の
実現のために、安全性と信頼性の高い製品を国に
認めてもらい、今後も継続して支援をいただきな
がら、よい製品へブラッシュアップしていく。今後
もそういったサイクルを確立し続けられるよう、
開発の援護射撃をしていきたいと思っています」。
　地球環境保全のため、そしてエネルギー問題の
解決のため、水素はそのひとつの策として捉えら
れているが、FCフォークリフトの普及が水素社会
実現の後押しになることは確かだ。そのために豊
田自動織機はその技術力と実行力、そして何より
夢を叶えようとする情熱を発揮し続けるだろう。

れがちなフォークリフトが、デザインに注目し、こ
だわっていただけたのは、デザイナー冥利に尽き
ます。また、チームのがんばりが評価され、社内的
には『社長特別表彰』、社外では日刊工業新聞の『機
械工業デザイン賞（日本力賞）』をいただいたこと
をとてもうれしく思っています」。

　車両制御の岡は、FCフォークリフトの可能性を
さらに広げることに意欲的だ。
　「FCはまだまだ大きな可能性を秘めています。
今後、開発が進むにつれてFCができることもさら
に広がっていくはず。私はそのFCの実力を最大限
に発揮できるようなフォークリフトをつくりた
い。そのためにはFCの担当者と何ができるのか、
どこまでできるのかを一緒に探りながら、車両の
性能や使い勝手の向上につなげていきたいと思っ
ています」。
　「せっかくいい製品ができたので、今後はどうア
ピールしていくかが課題です」と言うのは伊藤だ。
　「0℃以下の低温環境など、FCが不得意な環境

社長特別表彰

の展示会を駆け回った日々。リーマンショックを
機に何も手を付けられなかった苦難の時間。そし
て、開発再開。数々の実証実験を経て、日本初のFC
フォークリフトはついに陽の目を見ることになっ
たのだ。この一連の開発を振り返り、昆沙賀はこう
語る。
　「ターニングポイントになったのは、北九州ス
マートコミュニティ創造事業でしょうか。国の後
ろ盾を得て、社内外からの協力も受けやすくなり
ました。また、実際にできあがった実証実験車が稼
働する姿を目の当たりにしたとき、遠かった未来
が垣間見えたのでしょう、皆の目の色が変わりま
した。この実証実験からより実用化モデルへの開
発が加速したように思います」。
　西尾は商品化できたことに喜びを感じながら
も、「日本初の輝かしい製品ですが、商品性の面で
はまだまだ。現状ではコストも含め、お客様を選ぶ
製品です。これからは商品企画も含め、戦略的な
ロードマップをしっかりとつくって、国内だけで
なく海外に向けても普及のシナリオを考えていか
なければならないと思っています」と話す。
　一方、中堅である下簗と垣見はこの開発でさら
にひと回り大きく成長したようだ。
　「幸運なことに私はコンセプトモデルから市販
モデルまでトータルで関わることができました。
開発の難しさ、量産の難しさの両方を学ぶことが
できたのが大きな収穫でしたね。特に量産におい
ては、営業、サービス、生産技術、販売店など、さま
ざまな立場の方が関わっていることに気付けまし
たし、そういった方々の努力に報いるような燃料
電池が開発できるよう努めていきたいですね」。
　下簗に続き、垣見も口を開く。
　「下簗と同じで、FCフォークリフト開発プロ
ジェクトの最初から携われたのは、幸運以外の何
ものでもないです。すべてにおいて学びの連続で
した。現在、私はトヨタ自動車に出向しており、燃
料電池自動車の開発に携わっています。次はFC
フォークリフトで培った経験を乗用車の開発に活
かしたいと思っています」。
　デザインを担当した炭釜はどんな気持ちを抱い
たのだろうか。
　「今回のFCフォークリフトの仕事の中でいちば
んうれしかったのは、お客様が関空実証実験で提
案したメタリックブルーの外形デザインを『この
デザインと色がいいんだ！』と購入してくださっ
たこと。実用性やコストなどに重点を置いて選ば

ルとして購入したいと考えているお客様が多くい
らっしゃることが判明。それならば、化粧カバーを
追加して、もっとデザイン性を上げるべきではな
いか、という話になったのだ。突如現れた新たな課
題に、デザイン担当の炭釜と一緒に大急ぎで意匠
を考案し、設計に取り掛かった。
　「化粧カバーでいちばんの課題となったのが生
産方法です。FCフォークリフトに相応しいよう
にキレイに仕上げたい。しかし、納期は2ヶ月し
かなく、金型をつくっている時間はありません。
そこで生産技術に相談したところ、当時検討中の
『インクリメンタル成形』という技術を使ってみ
ようということになりました。これは金型を使
わずにNC加工機で成形する製法で、生産リード
タイムを短縮できるというのです。塗装に関して
も、FCフォークリフトの専用色として新色のミン
トブルーを準備していたのですが、実証実験車と
同じメタリック塗装の要望が出てきました。実証
実験車の塗装は外部業者に委託していたため、や
はり生産リードタイムが課題でした。お客様を待
たせるわけにはいかない。この課題に対して、FC
フォークリフトのメタリック塗装は社内でやっ
てみようという声が、生産サイドから自発的に上
がってきたのです。結局、9月になる直前に化粧カ
バーを仕上げることができ、メタリック塗装もカ
ラーオプションに加えることができました」。
　何という底力！　突発的な事案にも冷静に対処
し、目的を完遂する豊田自動織機の総合力を垣間
見るような好例だった。
　9月になり、その化粧カバーを装着した完成車
両が「国際総合物流展」でお披露目された。すでに
受注していたお客様も会場に詰めかけ、その雄姿
に満足げな表情を浮かべた。しかし、伊藤たちは感
慨に浸っている暇はない。これからお客様に合わ
せた仕様の製品を順次設計しなければならない。
その後も急ピッチで設計を進め、無事11月に販売
を開始することができたのだった。

――2017年～
国内で鍛え上げた製品を海外にも

　2004年から始まったFCフォークリフト開発プ
ロジェクトは、2016年11月の販売開始をもって
新たなフェーズに入っている。豊田鐵郎プレジデ
ント（現会長）によるFCフォークリフト開発の大
号令、コンセプトモデルをつくり、欧州、北米、日本

平成24年12月、実証1号車出荷記念

燃料電池でフォークリフトの
　　　 価値観を革新する。
燃料電池でフォークリフトの
　　　 価値観を革新する。
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http://172.17.1.1/cgi-bin/a.cgi?func=get_real

・機台統計データ要求の場合
http://172.17.1.1/cgi-bin/b.cgi?func=get_monitor

・ホスト情報メニュー参照
　http://172.17.1.240/netfunction/index.cgi

・FACTメニュー参照
　http://172.17.1.240/fact/index.cgi

（IPアドレス：172.17.1.1）
Machine

Web browser

・稼働データ（シフト）
停止回数
停止時間
稼働率
電源OFF

・生産データ（シフト）
メートル
ヤード
ピック
枚

・製織条件データ
品種
ビーム
緯糸種
経糸種

・パターンデータ
pick
密度
パターン

Ip-Table
Machine

Web server

a.cgi／b.cgi／c.cgi

トピックス

Topics

P.83 織布工場管理支援システム『Weave Net』の紹介

P.93 特許発明「フォークリフトの走行制御装置」が愛知発明賞及び
中部発明奨励賞を受賞

P.88 計測プロセス設計構築による生産準備の効率化

豊田自動織機技報   No.68 豊田自動織機技報   No.68

　トピ
ッ
ク
ス

83

1 まえがき
　 近 年、第3のIT革 命 と さ れ るIoT（Internet of 
Things） 『モノのインターネット』に注目が高
まっている。このIoTを活用することで、製品の機
能と性能が大きく向上している［1］。
　インターネットに繋がることでモノからデータ
を取得・蓄積することが可能となるが、集めたビッ
グデータを分析し、ユーザが必要とする情報を『ど
うフィードバックするか？』がもっとも重要とな
る［2］。
　お客様の織布工場においてもIoTへの関心は高
く、その期待に応えるべく、織機メーカとして『機
台と上位システムのシームレスな連携による工場
管理支援強化』を狙いとしたシステムを開発し、商
品化したので紹介する。

2 システムの特長
1）�インターネット標準技術の採用（TCP/IP、�
HTTP、Web）

　市販のコンピュータ関連機器が使用可能となる
為、ネットワーク構築が容易である。
　特殊なプロトコルを使用せずHTTP（Hypertext 
Transfer Protocol）を採用することで、グロー
バルなアクセスが可能となり、お客様のセキュリ
ティに合わせ、フレキシブルに対応できる。
2）機台と上位システムとのシームレスな連携
　インターネットに接続されたPC・タブレット等
のクライアントデバイスから織機本体の情報にア
クセスでき、且つ、同じ画面で操作、データ参照可
能である。

　更に、織機本体のファンクションパネルからホ
スト情報にもアクセス可能である。
3）ブラウザ・Excelの採用
　フロントエンドとしてブラウザを採用し、CGI

（Common Gateway Interface）経由でバック
エンドのホストPC上のプログラムで処理を実施
する。
　結果は、お客様が利用し易い様に、Excelにてア
ウトプットしている。
4）豊富な管理機能
　お客様の使用目的に合わせ、下記アプリケー
ションをパッケージ化した。
・FACT（TOYOTA Factory Management System）

　工場の生産・稼動状況を管理する『生産管理支
援システム』

・DPCS（Dobby Pattern Creation System）
　織物パターンをデザイン・管理する『ドビーパ
ターン柄作成システム』

・WAS（Weave Assist System）
　織物の最適な機台製織条件を管理する『製織
条件支援システム』

3 システムの構成
　主要なシステム構成は『ホストPC』、『クライア
ントデバイス』、管理対象となる『織機（JAT810）』
からなり、Ethernet（TCP/IP）で接続されている

（図1）。
1）ホストPC
　WindowsOS上にWebサーバを構築し、クラ
イアントデバイスからのアクセスを可能にして、
FACT・DPCS・WAS等の各アプリケーションを統

織布工場管理支援システム『Weave Net』の紹介
Introduction of weaving factory management support system, named "Weave Net"

＊1
戸田�浩文
Hirofumi Toda

＊1
伊藤�徹

Toru Ito

＊1
松崎�新司

Shinji Matsuzaki

＊1
松村�英樹

Hideki Matsumura

＊1 繊維機械事業部 技術部

要　旨 　近年、IoT（Internet of Things）『モノのインターネット』への注目が高まっている。IoTにおいて、モノがインター
ネットに繋がることで得られるデータを『どうフィードバックするか？』がもっとも重要となる。このIoT技術を使っ
た新しい織布工場管理支援システム『Weave Net』を開発したので紹介する。

キーワード：IoT、Internet、Web、HTTP、CGI、HTML

Abstract 　Technology of IoT "Internet of Things" draw unprecedented attention day by day.
Since things are connected to internet, "How and what feedback to things" will be great interest.
Under this circumstances, we develop new concept of weaving factory management support system, 
named "Weave Net".

Keywords: IoT, Internet, Web, HTTP, CGI, HTML
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5 アプリケーション構成

5.1 Weave Net（統合メニュー）
　パッケージ化された個別販売可能な各アプリ
ケーションを専用のメニューに統合した（図3）。

5.2 FACT（生産管理支援システム）

5.2.1 メニュー構成
　お客様の操作性を考慮し、2種類のメニューを
搭載した（図4）。

① 大画面・マウス操作を前提としたPC系
② 小画面・タッチ操作を前提としたタブレット系

　この2種類のメニューは切り替え可能である。

5.2.2 アプリケーション
1）リアルタイムデータ活用事例
　お客様がデザインした工場機台レイアウト配置
上に織機状態をリアルタイムに表示させ、工場の
様々な情報を『見える化』している（図5）。

（FACT）
生産管理支援システム

（WAS）
製織条件支援システム

（DPCS）
ドビーパターン柄作成システム

（Ｗeave Net）
システム統合メニュー

設定系メニュー
標準搭載機能

オプション機能

個別販売可能にパッケージ化

FACT

DPCS

WAS

パーツカタログ

設定

パーツカタログメニュー

図3 Weave Net
Fig.3 Weave Net

①PC系メニュー ②タブレット系メニュー

切り替え可能
多国語対応（日・中・英・韓・台・葡）

図4 FACTメニュー
Fig.4 FACT menu

　各モード選択により、お客様の必要な情報を区
別して、デザイン表示している。
2）統計データ活用事例
　より詳細な解析結果は、定期的に収集した統計
データを活用し、様々なレポート形式にて表示し
ている（図6）。

　又、市販のExcelを活用することで、お客様独自
の管理帳票にも取り込み易い様にしている。
3）新機能事例1（メール警告機能）
　新機能の一つとして、より積極的にお客様へ情
報をフィードバックすべく『メール警告機能』を新
たに搭載した。
　機台データをリアルタイムに監視し、各々異常
発生時には登録された作業者及び、管理・監督者の
メールアドレスに通知し、スピーディーに警告を
促している（図7）。

稼働状態モニタ
モード選択

（品種モード）

（切下し予測モード）

（機台警告モード）

・機台データをリアルタイムに監視し、現在の機台状況モニタとして
お客様がデザインした工場レイアウト配置に表示する。

○機台モード
○品種モード
○セクションモード 
○切下しモード
○機上りモード
○TAPOモード
○機台警告モード

：現在の稼働状況表示（運転、停止（原因別）等）
：現在の織物状況表示（品種、ビーム等）
：現在のセクション（機台グループ）別の状況表示
：クロス交換予測表示（時間帯色）
：ビーム交換予測表示（時間帯色）
：緯糸処理自動運転状況表示(設定、成功率等）
：機台異常発生警告表示（流量、元圧、張力等）

温湿度機器

機台

図5 リアルタイムデータ活用事例
Fig.5 Examples of utilizing real-time data

入力フォーマット例

（シフトレポート）

（稼働率グラフ）

（停止要因グラフ）

・機台データを定期的に収集し、実績統計レポート
としてEXCELを活用し、表示、グラフ化する。

（生産量グラフ）

図6 統計データ活用事例
Fig.6 Examples of utilizing statistical data

括するメニュー『Weave Net』を搭載した。
2）クライアントデバイス
　各クライアントは搭載されたWebブラウザか
らホストにアクセスし、Weave Netから各情報
を閲覧できる。
3）織機（JAT810）
　生産・稼動・設定条件データ等を蓄積しており、
ホストからのHTTPリクエストに対応する為、独
自のWebサーバを搭載した。
　これにより、システムを構成する機器は全て
HTTPにより情報交換可能となる。

4 データアクセスフロー
1）ホストから織機へのアクセス
　ホストはHTTPリクエストとして、CGI経由で織
機のプログラムを起動させ、HTTPレスポンスと
して蓄積データを収集する（図2）。
　このデータをリアルタイムデータと統計データ
に分けてデータ収集することで、お客様へフィー
ドバックすべきタイミングとネットワーク負荷の
軽減を両立させている。

2）織機からホストへのアクセス
　織機はHTTPリクエストとして、CGI経由でホス
トのプログラムを起動させ、HTTPレスポンスと
し てHTML（HyperText Markup Language）文
を取得する。
　 取 得 し たHTML文 を、Webブ ラ ウ ザ 上 に

『Network Function』画面として表示させる。
　又、他の上位クライアントデバイスからホスト
へのアクセスも全てこの方法で統一している。

Host Web Application（Browser＋Excel＋Qt）

CGI（Common Gateway Interface）

CGI（Common Gateway Interface）

Machine data Machine Web Application（Qt＋Browser＋Viewer）

http Request

http Request

http Response

http Response

（IPアドレス：172.17.1.240）

ホストPC

JAT810

Host
Web browser

稼働状態モニタ 統計グラフ パターン編集 機台画面参照

ホスト情報メニュー

Host
Web server

・機台リアルタイムデータ要求の場合
　http://172.17.1.1/cgi-bin/a.cgi?func=get_real

・機台統計データ要求の場合
　http://172.17.1.1/cgi-bin/b.cgi?func=get_monitor

・ホスト情報メニュー参照
　http://172.17.1.240/netfunction/index.cgi

・FACTメニュー参照
　http://172.17.1.240/fact/index.cgi

（IPアドレス：172.17.1.1）
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図2 データアクセスフロー
Fig.2 Data access flow

クライアントPC

Router

Ｗeave Ｎet ホストメニュー

ホストPC

（FACT）
生産管理支援システム

（WAS）
製織条件支援システム

（DPCS）
ドビーパターン柄作成システム

機台操作画面
機台ファンクションパネル 織布工場織機群

温湿度機器

アクセスポイント

携帯端末（タブレット）

遠隔地

JAT810

機台ホスト情報画面

Ethernet（TCP/IP）

クライアントPC
お客様ネットワーク

Internet

機台ネットワーク

ファイアウォール

図1 システム構成図
Fig.1 System configuration

織布工場管理支援システム『Weave�Net』の紹介
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5.4 WAS（製織条件支援システム）
　各機台の製織条件を、ネットワーク経由でホス
トに格納でき、更に強力な検索機能により品種・
機種毎のマスターデータを決定でき、この最適条
件を機台へフィードバック可能となっている（図
10）。

6 まとめ
　今回の開発により、機台と上位システムとの
シームレスな連携・メール警告機能・環境データ連
係に対応したFACTを開発し、WAS・DPCSと共に
フィードバック機能を強化した『織布工場管理支
援システム（Weave Net）』としてお客様に提供
し、高い評価を得ている。
　今後は「メーカだからできる織機との連係」を更
に強化し、システム改良を進めたい。

機台ファンクションパネル
織物情報データ確認

パターンデータ確認

ホスト側で作成したパターン
データを機台に呼び込む場合

・ホストPC側でお客様の製織織物のドビーパターンの作成、編集、
登録ができる。

・作成したパターンデータをネットワーク経由で機台ファンクション
パネルから「取得」／「格納」ができる。

・更に、取得時には予め作成したパターンデータの確認、又
お客様の作成した織物情報（pdfデータ）の確認ができる。

機台側で作成した
パターンデータを
ホストに格納する場合

図9 DPCS
Fig.9 DPCS

検索条件

製織条件表確認

機台ファンクションパネル 製織条件表確認

ホスト側のマスタデータを
機台に呼び込む場合

機台側で製織した機台データを
ホストに格納する場合

・機台側の製織データをホストPC側で収集し、蓄積する。
・収集されたデータは様々な項目（糸種、番手、密度等）で検索でき
織物品種、機種毎のマスターデータを決定する。

・このマスタデータをネットワーク経由で機台ファンクションパネルから
「取得」／「格納」できる。
・更に、取得時にはこのマスタ製織条件表の確認ができる。

製織条件一覧

図10 WAS
Fig.10 WAS

4）新機能事例2（環境データとの連係）
　これまでお客様が独自に管理していた工場の環
境データ（温度、湿度等）をホストに取り込み、シス
テム連携させる事で、異常発生時に警告を促して
いる。
　更に、統計データと時系列連係表示させること
で、一目で状況把握可能とした（図8）。

5.3 DPCS（ドビーパターン柄作成システム）
　ホストPC上で、ドビー柄のパターンを作成、編
集、登録が可能で、このパターンデータをネット
ワーク経由で機台ファンクションパネルから取得
できる。
　その際、パターン柄の確認、及び、お客様の作成
した織物情報（PDFデータ）の確認が可能となって
いる。（図9）。

メール機能設定

リアルタイム監視

織布工場織機群 警告メール通知

内容確認
確認・把握

稼働状態表示へりンク

分析・フィードバック

状況把握

状況分析

メール例（流量異常発生時）
Date: 19 Nov 2016 12:53:24 +0900
Subject: FACT auto message

Air flow is abnormal

Loom     　　 Air flow
JA192    　　26.1 Nm3/h

http://172.17.0.240/fact/loom2/opestate.cgi

・機台データをリアルタイムに監視し、異常発生時
登録されたメールアドレスに通知し、警告を促す。

（通知例）
　○工場全体対象
　　・停台数オーバー時
　　・機台異常時（流量、張力、元圧等)…
　○個別機台対象
　　・クロス長到達時
　　・長時間停止時
　　・停止回数オーバー時…

図7 メール警告機能
Fig.7 Mail warning function

稼働状態モニタ
推移グラフ

機台停台と温湿度関連グラフ

・機台データと環境データ（温度、湿度等）をリアルタイムに
監視し、異常時警告表示を行う。更に定期的にデータ収集して
実績統計レポートとしてEXCELを活用し、表示、グラフ化する。

（表示例）
　○稼働状態モニタ
　　・機器設置毎に異常時点滅表示し、警告を促す。
　○推移グラフ
　　・過去２４Ｈ
      ・1日／１年／ 5年
　○機台停台との関連グラフ
　　・機台ミス回数（タテ、ヨコ）
　　・温度、湿度

温湿度機器

図8 環境データとの連係
Fig.8 Cooperation with environmental data

織布工場管理支援システム『Weave�Net』の紹介

・織布工場管理支援システムは織機の開発と共に進化している。
・ 旧JAT600でTTCS（Toyota Total Computing System）を開発し、インターネット接続を実現、旧

JAT710ではTMS（TOYOTA Monitoring System）を商品化し、機台との連係を強化した。
・ 今回のJAT810ではお客様の工場環境にも重点を置き、データ連係を図ったFACTを開発し、DPCS・

WASを含めた織布工場管理支援システムを開発、商品化した。
・ 今後はこれらのシステムで収集したビッグデータ等を活用し、更なる改良を加える事で、他社との差別化

を図り、事業部の拡販に寄与していきたいと考えています。

　最後に、本システムの開発にあたり、技術協力、ご指導頂いた社内外の関係各位に深く感謝いたします。

開発の経緯と開発者の思い
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1 はじめに
　エンジン事業部では自動車から産業車両の
ディーゼルエンジン・ガソリンエンジン・ターボ
チャージャーについて開発から生産まで一貫した
ものづくりを行っている。
　エンジン事業部品質保証部では、流出防止型（出
口管理）から脱却し、発生防止型、未然防止型、そし
てその先にある魅力的品質をあるべき姿として掲
げている。そのために4M条件の造り込みを軸と
した自工程完結活動により、業務の標準化・改善か
ら予測・予防の世界を目指し、パフォーマンスの向
上を図る活動をしている（図1）。

　今回は生産準備における「計測能力評価」に対
し、ISO10012で取上げられている「不確かさ」を
活用し、「計測能力評価の品質向上と工数改善」を
実践した事例を紹介する。

業務改革

自働化

全数チェック型

未然防止型

・商品企画段階からの
品質造り込み

・開発・生産準備での
品質造り込み

・工程内不良低減
・市場クレーム低減活動

発生防止型 改善活動
・改善による業務原単位の追求
・INPUTの縮小とリソースの再配置

デジタルツールを
活用した予測・予防
・情報のDB化
・シミュレーションによる未然防止

業務の2S・標準化
・仕事の目的・手段を明確化
・しくみ図の作成
・業務工数の把握

流出防止
（出口管理）

魅力的品質

自
工
程
完
結
活
動

大アウトプット
工数

図1 品質ロードマップ
Fig.1 Quality roadmap

2 計測管理について
　図2に示すように、従来のゲージの日常点検、校
正などの計測器管理から計測管理（計測器管理＋
計測を管理）を行うことにより、パフォーマンスの
向上を目指している。抜けのない計測管理を行う
ことで品質保証、品質管理の土台となる。

　正しい計測管理を行うと精度の高い計測結果を
得られ、不良低減と品質が安定し、顧客満足度の向
上、利益アップにつながる。
　またエンジン事業部では計測マネジメントシス
テムの国際規格である、ISO10012を計測管理の
あるべき姿ととらえ、そこに近づけるよう活動を
行っている。
　本テーマはISO10012の要求事項である、測定
システム解析改善および計測プロセス設計構築を
行った活動である（図3）。

品質保証

品質保証、品質管理の為に、計測管理を実施する

検査標準

工程能力管理

品質管理

計測管理

計測を管理計測器管理

日常点検

監査工作図 品質標準

QC工程表特性の計測化

人材育成

測定方法確立
校正

図2 計測管理とは
Fig.2 Measurement management

3 生産準備における計測管理業務
　現状の生産準備における計測管理業務は、立ち
上り直前に業務が集中している出口管理となって
いる。
　立ち上り直前に工数がかかっている業務として

「計測能力評価実施」と「計測能力評価のやり直し」
の2つが上げられる。

4 計測プロセス設計と測定システム解析
　生産準備における計測管理業務の手順は図4に
示すように「①計画立案」「②計測器選定」「③計測
器受入」「④計測器払出」「⑤計測能力評価」という
手順になっている。

　計測プロセス設計とは、何をどのように計るか
設計することで、測定システム解析は、先程の計測
プロセスに問題がないかをチェックする方法で、
一般的には「計測能力評価」と言う。

5 生産準備時の計測管理業務の問題
　生産準備時の計測管理業務毎にかかっている工
数を確認すると、「問題①：計測能力評価実施」「問

流出防止

ゲージ類管理

計測コントロール

計測器管理 計測器管理

試験所への要求

測定システム解析

試験所への要求

測定システム解析

計測プロセス設計

計測マネジメント

計測器管理

計測マネジメント

あるべき姿現状の姿
ISO9001 ISO/TS16949 ISO10012

未然防止

図3 計測管理の国際規格
Fig.3 International standards of measurement management

計測プロセス設計とは

測定システム解析とは

何をどのように測るか
設計する

計測基本計画立案

1

2

計量要求事項の決定

計測プロセスの要素および
管理方法の決定

検討結果の
記録とレビュー

計測器選定

計測器手配

受入・繰返精度測定

計測器払出

計測能力評価検討

計測能力評価実施

評価結果の展開

計測業務の流れに問題ないか
チェックする方法
（計測能力評価）

図4 生産準備時の計測管理業務の流れ
Fig.4 Measurement management process flow of production

題②：計測に起因するやり直し」に多くの工数がか
かっていることがわかった。
　「問題①計測能力評価実施」をブレイクダウンす
ると、従来の計測能力評価はTS16949にて要求
されている「GRR」を採用しており、実施方法とし
て「問題点①3人の作業者が10個のワークを3回
測定する」ため多くの工数がかかっていた。
　「問題②：計測に起因するやり直し」を「計測器」

「測定方法」「操作性」「環境条件」「測定者」の4Mに
分類し、「計測器選定」「測定方法」「操作性」「環境条
件」「測定作業習熟」の5項目の要因を選定。その中
の「計測器選定」から「問題点②-1．適切な計測器選
定ができていない」と「環境条件」から「問題点②
-2．環境条件が検証されていない」を取上げて改善
を進めた。

6 目標の設定

6.1 方策系目標
　①測定回数が少なくても計測能力評価を満足す
る手法の選定②製品精度に合致した計測器の選定
③環境条件が評価できる手法の選定

6.2 結果系目標
　結果系の目標については、計測プロセス設計構
築を行うことにより、「計測に起因するやり直し」
を350時間から0時間に、測定システム解析改善
を行うことにより、「計測能力評価実施」工数を
800時間から295時間にし、全計測管理業務工数
1710時間から850時間の50%減を結果系目標と
おいた（図5）。

生産技術部

設
備
企
画

個
別

号
試

計測器基本計画立案

計測器選定

計
測
プ
ロ
セ
ス
設
計

測
定
シ
ス
テ
ム
解
析

計測能力評価検討

0 250 500 750 1000
h

計測能力評価実施

計測に起因する
やり直し

計測能力評価結果

計測器手配

計測器払出

受入・繰返精度測定

生産準備
ステップ 品質保証部

800h⇒295h

1710h⇒855h

350h⇒0h

総計
※事業部方針　生産準備半減活動より

全計測管理業務　50%減

工数
（h）
35

10

295

0

855

20

90

240

95

70

図5 目標の設定
Fig.5 Goal

計測プロセス設計構築による生産準備の効率化

計測プロセス設計構築による生産準備の効率化
Improve production preparation by designing measure process design

＊1
魚本 好弘

Yoshihiro Uomoto

＊1
本杉 一洋

Kazuhiro Motosugi

＊1 エンジン事業部 品質保証部

要　旨 　従来、生産準備業務が出口管理となっており、立ち上り日程に影響していた。そこで計測管理に関する新たな手法を
導入し、品質の造り込みを行った。本事例では、計測プロセス設計および測定システム解析を取上げ、「不確かさ」の計
測能力把握工数の優位性、事前に計測能力を把握できる特性を活かし業務のフロントローディングおよび生産準備時
の「計測」に起因する生産準備工数の低減を達成した。

キーワード：ISO10012、計測プロセス設計、計測能力評価、不確かさ

Abstract 　Traditionally production preparation work has been preventing the outflow, affecting the rise schedule. 
Therefore, a new method concerning measurement management was introduced, and quality was 
built up. In this case, we take up the measure process design and the measurement system analysis, 
utilize the advantage of managing capacity of measuring "uncertainty" capability, the ability to grasp the 
measurement capability beforehand and take advantage of "Front loading of business" and "Measurement" 
at production preparation Reduction in manufacturing preparation time due to the burning process.

Keywords: ISO10012, Measure process design, Measurement capacity evaluation, uncertainty
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7 対策の視点
　対策については生産準備に自ら入り込み、「しく
み図」を使って改善を推進した。
　改善の考え方だが、「しくみ図」を使い、「3D視
点」で改善を進めた。まずは「視点①Doubt（疑
う）」だが、まず疑ってみることで、そのタスクは目
的を満たしているのか？曖昧なしくみではない
か？などを検討する。次に「視点②Deny（否定）」
否定してみる。他にもっといいやり方はないの
か？他のタスクと一緒にできないか？などを検討
する。最後に「視点③Delete（削除）」やめてみる。
そのタスクをなくせないか？やめられないか？な
どを検討する。

8 対策

8.1 測定システム解析改善
　「計測能力評価実施」プロセスに問題があること
から、しくみ図で確認を行った。エンジン事業部で
は「GRR」という手法で計測能力評価を実施して
いる。ここで「視点②Deny（否定）」の、他にもっと
いいやり方がないのか？という考え方で改善を進
めた。
　TS16949、ISO10012に指定されている手法
の中から検討を行った。前提条件として、「問題点
①、②-2」から「測定回数が少なく、かつ環境条件を
確認できる手法」の選定をする必要があった。そこ
で、図6のように各手法から「不確かさ」という手
法を採用した。これにより、測定工数は約1/3に低
減できた。

8.2 計測プロセス設計構築による改善
　「問題点②-1」から「計測器選定」プロセスの改善
を「しくみ図」を使用して進めた。ここでは「視点①
Doubt（疑う）」曖昧なしくみではないか？という
考え方で、しくみ図からインプットとアウトプッ

現状

評価ツール

Ｇ
Ｒ
Ｒ

不確かさ

平均値－
範囲法

3回

1回

2回

10
回

範囲法

ANOVA
法

◎：4点、○：3点、△：2点、×：1点
測定
回数

測定
者

3人

3人

3人

2人

総測
定数

90
回

10
回

60
回

30
回

環境
条件
確認

総合
判定

6

8

12

48

工数

×

×◎

◎ ◎

△

△

△

△

○

不具合発生
時の

原因特定

○

○

採用

図6 各種測定システム解析の比較
Fig.6 Comparison of measurement system analysis

トを確認し、アウトプットに必要なものを「ター
トル図」（図7）で確認した結果、「要求精度、測定環
境、測定条件を配慮して行う」というところから、

「判断基準」に曖昧さがあることがわかった。

　計測器選定の曖昧さに対し、図8に示すように
製品公差幅に対する計測器選定の判断基準を定量
値化した。

　対策の効果確認をしたところ、「計測に起因する
やり直し」については計測器選定プロセスの改善
により、0時間となり目標達成することができた。
　「計測能力評価実施」については「不確かさ」の採
用により800時間から375時間となったが、目標
に対し80時間不足となり、全計測管理業務工数も
45%減で目標50%減に対して未達になったため、
更なる効率化を目指して対策を実施した。

8.3 更なる測定システム解析改善
　更なる対策を進めるために再度、原点に戻り、考
え抜くことにした。改善の考え方としては「視点③
Delete（やめてみる）」なくせないか？という考え
方から改善を進めた。

【計測方法】
・作業手順書◯

【測定者】
・測定作業習熟度
Aランク作業者◯

【判断基準】
・要求精度、測定環境、測定
条件を配慮して行う　×

計測器
選定

アウトプット
正しい計測器選定

インプット
計測器

【要求精度】
・製品図面◯

図7 計測器選定のタートル図
Fig.7 Turtle diagram of instrument selection

問題点

適切な
計測器選定が
できていない

旧規程8J40-008抜粋
「計測機器の選定は、
測定項目毎に要求精
度、測定環境、測定条
件等を 配慮して行う。」

新規程8J40-008抜粋
・精度が製品公差に対し
 1/5以下
・分解能が製品公差に対し
 1/10以下
各計測機器の読取最小目盛の
指示を実施

製品公差に対する計測器選定基準を新設

基準があいまいだった 製品公差幅に対する判定基準を
明確にした。

対策前 対策後

図8 計測器選定の判断基準
Fig.8 Criteria for of instrument selection

使って検証した。DSMとは業務プロセスを図示
し、やり直し、後戻りのタスクを見える化できる
ツールである（図11）。

　計測管理のしくみ図からDSMを作成し（図
12）、計測能力業務の前捌きについて検証を行っ
た。従来は受入検査後の繰返精度測定は計測能力
評価のインプットになっていたが、バラツキに制
約をかけることで「繰返精度」が無視できるように
なり、計測能力評価を計測器選定の段階で実施す
ることが可能になった。

　ただし、計測器選定時に全て高精度な計測器を
選定する必要があり、コストの関係で出来ない場
合があるため、バラツキに制約をかけられなかっ
た特性は全て計測能力評価（不確かさ）を実施する
ようにした。さらに工程整備で問題があり、不確か
さで閾値に近い特性はGRRを実施するようにし
くみの構築を行った（図13）。さらに生産準備にお
いてしくみの検証を行った結果、約4割がバラツ
キに制約をかけることができ、残りの約6割につ
いて不確かさを実施した。GRRまで行ったものは
なかった。

ＤＳＭとは
業務プロセスを図示し、各タスクの結果が他の要素にどれ
だけ依存しているかを示す。
やり直し、後戻りのタスクなどを見える化できるツール
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図11 DSM
Fig.11 DSM
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図12 計測管理のDSM
Fig.12 Measurement management DSM

　再度、計測管理しくみ図の確認を行った。まず
「計測能力評価」だが、計測の良し悪しが確認され
ており「流出防止」と言える。続いて「計測器選定」
は計測プロセスの設計で「発生防止」と言える。こ
こで、「発生防止をつきとめることによって流出防
止をなくせないか」という考えに至った。
　そこで「不確かさ」はどのように算出しているか
を確認するために不確かさを算出する際に使用す
る「バジェットシート」を検証した。算出方法は各
計測のバラツキを合成し、合格ライン（公差幅の
1/4以下）になるか、確認を行う。また、算出に使用
するデータについては、繰返精度以外は計測器選
定時の仕様書から確認できることがわかった。こ
こで、計測器選定の段階でバラツキに制約をかけ
れば後工程の「計測能力評価」をなくせるのではな
いかという考えに至った（図９）。

　まずはバラツキの制約について検証を実施し
た。合格ラインは公差の幅によって決定するので、
実測データより繰返精度のバラツキ最大値を予測
し、公差幅1/20の高精度な計測器を選定すれば繰
返精度にバラツキがあっても確実に合格ラインを
達成すると検証ができた（図10）。

　続いて、業務を前工程で捌くことができるかを
DSM（Design Structure Matrix）という手法を

ヒラメキ
計測器選定の段階でバラツキに制約
をかければ後工程（計測能力評価）をなくせる

繰返精度

各バラツキを合成し、
合格ラインの公差幅1/4

に入るか評価
繰返精度以外のデータは

仕様書から決まる

環境条件

校正精度

計測器の分解能
受入時の実測データ

計測器と測定物の
熱膨張
計算から求められる

仕様書で決まる

仕様書で決まる

図9 バジェットシート
Fig.9 Budget sheet
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繰返精度の
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を予測
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図10 バラツキ制約の検証
Fig.10 Verification of variance constraints

計測プロセス設計構築による生産準備の効率化
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■ 著 者 紹 介 ■

魚本 好弘 本杉 一洋

9 結果とプロセスを評価する
　さらなる測定システム解析改善により生産準備
での全計測管理業務工数を1710時間を770時間
まで低減し、目標50%減に対し、55%減となり目
標達成できた。
　方策系についても「不確かさの採用」「製品公差
に対する計測器選定基準の新設」により、全て達成
できた（図14）。

10 まとめ
　今回の活動でエンジン事業部の計測管理レベル
をISO10012に近づけることができた。
　ただし、まだISO10012とのギャップは存在し
ており、今後もISO10012とのギャップ（校正周
期適正化、計測機器の計量確認結果の見える化、
等）を埋めるべく活動を続けていく。
　本事例は「計測を管理する」ということをつきつ
めることによって、パフォーマンスの向上に結び
つけた事例で、抜けのない「計測管理」を行うこと
で品質管理の土台となり、会社の利益に貢献する
ことができた。

計測器
選定

ＧＲＲ

計測器数
Ｎ=156 工程整備に

問題があった
不確かさ評価で閾値に
近い特性は計測に問題

がないことを確認

計測器数
Ｎ=62  40％

計測器数
Ｎ=94  60％

計測器数
Ｎ=0対策３ 対策2

NO

YES

計測能力は問題なし

バラツキに
制約をかける
ことができた

計測能力
評価実施

（不確かさ）

図13 計測能力評価のフロー
Fig.13 Measurement capacity evaluation flow
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問題①の目標　295h⇒結果　240h　達成
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全計測管理業務工数　目標50％減⇒結果　55％減　達成

図14 改善の結果
Fig.14 Result
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1 はじめに
　2016年6月21日に一般社団法人愛知県発明協
会主催の2016年度愛知発明表彰が、また2016
年11月22日 に 公 益 社 団 法 人 発 明 協 会 主 催 の
2016年度中部発明表彰の表彰式が開催され、特
許発明「フォークリフトの走行制御装置」（特許第
4793134号）が愛知発明賞及び中部発明奨励賞
を受賞した。愛知発明賞及び中部発明奨励賞は、愛
知発明表彰及び中部発明表彰の中で上位にランク
される賞であり、栄えある受賞となった。

写真1 愛知発明表彰授賞式（左前から小林さん、長谷川さん、
岡さん、高橋さん、左後から山田さん、三浦さん、神谷さん）

Photo1 Awarded Winners at Aichi Invention Award 
Ceremony （From left in the front row;
Mr. Kobayashi, Mr. Hasegawa, Mr. Oka and 
Mr. Takahashi, and from left in the rear row; 
Mr. Yamada, Mr. Miura and Mr. Kamiya）

　今回受賞した特許発明は、トヨタL＆Fカンパ
ニー　TMHG R&Dセンターの長谷川公秀さん、
山田忠さん、神谷利和さん、岡秀順さん、三浦道広
さん、小林弘和さん、高橋正幸さんらによって創
作されたものであり、記念の賞状並びに盾が贈ら
れた（写真1）。
　愛知発明表彰及び中部発明表彰は、愛知県及び
中部地方における発明の奨励と育成を図るため、
産業界において大きな実績を挙げ、かつ特に優れ
ていると認められた発明に賞を授与すべく、毎年
開催されている。
　今回受賞した特許発明「フォークリフトの走行
制御装置」は、車両走行中における制限内容の変更
に伴う急加速、急減速を抑制する制御装置を開発
することで、車両走行時の優れた安定性を確保す
る機能の普及に大きく寄与した点が認められた。

2 発明の内容
1）発明が解決しようとする課題
　フォークリフトを安定して走行させるための走
行制御としては、荷役状態に応じて車両の最高速
を制限する制御と加減速を制限する制御を行う従
来技術が開示されている。
　しかしながら、フォークリフトは車両走行中に
荷役状態が変化することが多く、それに伴って最

ト ピ ッ ク ス

特許発明「フォークリフトの走行制御装置」が愛知発明賞及び中部発明
奨励賞を受賞
The Patented Invention of “Drive Control Apparatus for Forklift” Won 
the Aichi Invention Award and the Chubu Invention Encouragement 
Award

＊1
堤 規之

Noriyuki Tsutsumi

＊1 技術・開発本部 知的財産部 知財推進第一室 知財第12G

要　旨 　特許発明「フォークリフトの走行制御装置」が愛知発明賞及び中部発明奨励賞を受賞した。受賞した「フォークリフ
トの走行制御装置」（特許第4793134号）は、車両走行中の制御内容の変更に伴う急加速、急減速を抑制し、車両の走行
安定性を高い次元で実現し、フォークリフトの荷役状態に応じて車速制限を行う機能の普及に大きく寄与している。
特許発明の内容及び特許発明が生み出された当時の状況について紹介する。

キーワード：愛知発明賞、中部発明奨励賞、フォークリフトの走行制御装置、急加速、急減速抑制

Abstract 　The patented invention of “Drive Control Apparatus for Forklift” won the Aichi invention award 
and the Chubu invention encouragement award. The invention “Drive Control Apparatus for Forklift” 
(patent No. 4793134) suppresses sudden acceleration and deceleration accompanying a change in 
the contents of limitation on the driving of the vehicle, and the realized driving stability contributes 
spreading the speed limitation function depending on load condition of the forklift. This document 
explains the invention itself and the invented situation.

Keywords: Aichi invention award, Chubu invention encouragement award, Drive control apparatus for forklift
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■ 参考文献
［1］ 内田喜康、神谷利和、山越克巳、雨宮良之、竹

中崇晃：新型ジェネオ1～3.5トン系エンジン
式フォークリフトの開発、豊田自動織機技報
No.53（2007）

■ 著 者 紹 介 ■

堤 規之

高速と加減速の制限内容が変更されることにな
る。車両走行中の制限内容の変更は、急加速や急減
速が生じ走行が不安定になる可能性があり、車両
へ搭載するためにはこの課題の解決が要求されて
いた。
2）発明を実施するための形態
　今回の発明に関するエンジン式のフォークリフ
トの構成を図1に示す。

　フォークリフトはエンジンを備え、トルクコン
バータ付きトランスミッションを介して駆動輪に
動力を伝達して走行する。また、エンジンの動力に
より作動油ポンプを動作させオイルコントロール
バルブを介してリフトシリンダ等に作動油を供給
することにより荷役動作を行う。マスト、リフトシ
リンダには揚高センサ、荷重センサがあり、車速セ
ンサの情報と共に車両制御装置に情報が送信さ
れ、走行制御装置を構成する車両制御装置とエン
ジン制御装置によって走行制御が実行される。
　なお、走行制御装置としての車両制御装置とエン
ジン制御装置とが連携して制御することにより車
両の最高速及び加減速の制限を可能としている。
　次に、走行制御装置の制御内容の1実施形態を
図2に基づいて説明する。

車両制御装置

走行制御装置
実車速
最高車速値
加減速度値

エンジン
回転調整

オイル
コントロール

バルブ

作動油
タンク

トルクコンバータ付き
トランスミッション

油圧配管

ティルト
シリンダ

リフト
シリンダ

作動油
ポンプ

揚高
センサ

荷役状態
（揚高・荷重）

荷重センサ 車速センサ

エンジン制御装置

エンジン

図1 フォークリフトの構成図
Fig.1 configuration of forklift
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図2 走行制御装置の制御内容
Fig.2 configuration of drive control apparatus

　走行制御装置は、荷役状態から車両走行時の最
高車速及び加減速度の制限値を決定し、荷役状態
の変化に応じた制限を行う。例えば、荷物が高い状
態（高揚高）で走行している時には、車速制限及び
加速制限がかかる。
　さらに、走行制御装置は走行中に荷役状態に変
化があった場合、例えば、走行中に荷物を下げる

（高揚高から低揚高とする）動作が行われた時に
は、従来では車速制限と加速制限が解除される状
態に移行し、車両が急加速することになる。
　しかし、本件特許発明では、このような時には、
車速制限は解除するが、加減速制限値は最も小さ
な値を選択する制御を実行する。つまり加速制限
が最も小さな値に制限されるため、荷役状態が変
化したとしても加減速制限は解除されず、車両の
急加速防止に貢献する。
　なお、本件特許発明では、走行中の荷役状態の変
化に対して、変更前より変化後の方が、加減速値が
大きくなる時には加減速制限値を維持する制御や、
実車速と目標車速差の情報に基づいて車速制限値
を制御する走行制御を行う発明も包含している。
3）発明の効果
　本件特許発明は、走行中の荷役状態の変化によ
り制限内容が大きく変更する場合においても、急
加速や急減速を抑制し、高い走行安定性を確保で
きる。

3 まとめ
　今回受賞した特許発明「フォークリフトの走行
制御装置」は、スピードコントローラⅡとして国内
及び海外でオプション設定され装着された。これ
により、車両の走行安定性を高い次元で実現し、
フォークリフトの荷役状態に応じて車速制限を行
う機能の普及に大きく貢献することができた。
　知的財産部では、発明の益々の促進をはかり、当
社の技術者が多くの技術的課題に取り組んだ成果
をもれなく特許出願をして権利化することによ
り、より強固な特許網を構築するとともにこのよ
うな名誉ある賞を受賞することができるよう、今
後も開発部署と一丸となって努めていきたい。

　フォークリフトの走行制御装置は、エンジン車GENEOのモデルチェンジに合わせ、2006年に搭載され
ました。
　一つの動力源で走行と荷役を行うエンジン式フォークリフトにおいて、荷役作業性を損なわずに走行安
定性を向上させるとことは、背反への挑戦でした。
　お客様は、フォークリフトを自分の手足のように使うプロのオペレータのため、作業性の低下は苦情に直
結。お客様の顔を思い浮かべ、「まだやれる」の思いで改良を重ね、高次元で背反を融合させて実現させまし
た。
　装着率は、年々伸び、多くのお客様に認めていただくようになりました。
　今後もお客様に満足いただける妥協のない製品開発を開発チーム一丸となって進めてまいります。

開発者　長谷川公秀さんのコメント

特許発明「フォークリフトの走行制御装置」が愛知発明賞及び中部発明奨励賞を受賞
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ディーゼル燃焼におけるすすの生成酸化に関する検討（燃料噴射期間の影響）

シリンダヘッドガスケットのせん断すべり挙動を考慮したシリンダ変形予測

A Study on Soot Production and Oxidation Process in Diesel Combustion （Effect of Injection Duration）

Prediction of Cylinder Deformation Considering Shear Slipping Behavior of Cylinder Head Gasket

＊1
畔津 昭彦
Akihiko Azetsu

＊1
西山 雄峰

Yuho Nishiyama

＊1
佐々木 工典
Yoshinori Sasaki

＊1
落合 達也
Tatsuya Ochiai

＊2
冬頭 孝之

Takayuki Fuyuto

＊3
葛山 裕史

Hiroshi Kuzuyama

＊3
梅原 努

Tsutomu Umehara

＊1 東海大学 工学部 機械工学科　＊2 （株）豊田中央研究所　＊3 エンジン事業部 技術部

＊1
濱﨑 透

Toru Hamasaki

＊1
河口 篤志

Atsushi Kawaguchi

＊1
稲垣 英人
Hideto Inagaki

＊1
増田 義彦

Yoshihiko Masuda

＊2
田中 利幸

Toshiyuki Tanaka

＊2
平松 剛

Tsuyoshi Hiramatsu

＊3
山下 健太郎
Kentaro Yamashita

＊1 株式会社豊田中央研究所　＊2 日本ガスケット株式会社　＊3 エンジン事業部 技術部

要　旨 　噴孔径0.09mmの単噴孔ノズルを用い、高温・高圧容器内に噴射されたディーゼル噴霧の着火・燃焼特性に及ぼす噴
射期間、雰囲気密度の影響を実験的に調査した。雰囲気温度、酸素濃度と燃料噴射圧力は固定し、燃料噴射期間は0.45
～18ms、雰囲気密度は10～15kg/m3で変更した。KL値とすすの温度は、2色法による画像解析により算出した。系統
的試験結果から、噴霧先端渦部と準定常領域それぞれにおけるすす生成は個別に議論すべきと判断した。噴霧先端渦
部内の燃焼は、噴射初期に噴射された燃料のみ寄与する。噴射開始後1.2ms以降の噴霧の場合、本研究では噴霧先端渦
部におけるすすは、燃焼終了迄に酸化が完了、すす分布形状は準定常領域の形状に変化する。噴射期間は、準定常領域
における一次元すす分布に影響しない。一次元KL値により、すす分布やすすの生成・酸化割合に及ぼす雰囲気密度の影
響を解析、論じた。

キーワード：ディーゼルエンジン、噴霧、燃焼、2色法、すす、温度

Abstract 　Effects of injection duration and ambient density on ignition and combustion characteristics of diesel 
spray in a high temperature and high pressure vessel was experimentally examined using a single hole 
nozzle with hole diameter of 0.09mm. The ambient temperature, O2 concentration and fuel injection 
pressure were set to constant values. The injection duration was changed from 0.45ms to 18ms. The 
ambient density was changed from 10kg/m3 to 15kg/m3. The KL factor and the soot temperature were 
quantified through an image analysis technique using two-color method. The systematic experiments 
revealed that the soot production at the head vortex region and that at the quasi-steady region have 
to be discussed separately. The combustion inside the head vortex region was contributed only 
by the fuel injected at the early phase of injection. In the case of fuel spray with injection duration 
longer than 1.2ms, in this study, the soot inside the head vortex was oxidized thoroughly before the 
end of combustion and the shape of soot distribution changed into a quasi-steady one. The injection 
duration gives no effect on the 1-D soot distribution in the quasi-steady region. From the 1-D KL factor 
distribution, the effect of ambient density on soot distribution and the overall production and oxidation 
rate of soot were analyzed and discussed.

Keywords: Diesel Engine, Spray, Combustion, Two- Color Method, Soot, Temperature

要　旨 　本研究では、シリンダヘッドガスケットとシリンダブロックのすべり現象を含むガスケットせん断挙動に着目し、
高筒内圧負荷時のシリンダ変形を3次元有限要素モデルにて算出した。ガスケットモデルに適用するせん断剛性は、ゴ
ムコーティングを含む断面形状が表現された2次元軸対称有限要素モデルにより同定した。計算と実測結果はよく一
致しており、ヘッドガスケットの種類を変更した時のシリンダ変形への影響代も予測可能であることを確認した。さ
らに、摩擦係数やせん断剛性といったガスケット特性値がシリンダ変形へ影響を及ぼすことも明らかにした。

キーワード：エンジン構成要素、シリンダヘッドガスケット、シリンダ変形、数値解析

Abstract 　In this study, we calculated cylinder deformation under high pressure condition using 3-dimensional 
finite element model. Proposed model treated contact interaction between a head gasket and a 
cylinder block deck surface or a cylinder head considering frictional and shear behavior of the cylinder 
head gasket. Head gasket shear stiffness was calculated by 2-dimensional finite element model that 
described detailed gasket shape including rubber coating. The predicted results were good agreement 
with measurement, and used model was able to predict the changing margin of the deformation by 
different gasket structure type. According to the results, we found that transient phenomenon was 
occurred by changing contact interaction state from stick condition to slip condition regarding cylinder 
deformation toward cylinder pressure. Also, we found that head gasket shear stiffness and frictional 
coefficient affected cylinder bore deformation.

Keywords: Engine component, Cylinder head gasket, Cylinder deformation，Numerical calculation
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GHPエンジンへの新低温プラズマ点火システム適用
A Novel Low-Temperature Plasma Ignition System Applied to a GHP Engine

＊1
中村 俊秋

Toshiaki Nakamura

＊1 エンジン事業部 技術部

要　旨 　セミコンダクタスイッチを用いた新開発小型IES（誘導エネルギ蓄積式）回路と、端子との間に静電容量を形成する
FE（浮遊電極）を用いた新コンセプト点火装置をSI（火花点火式）ガスエンジンに適用した。ナノ秒レベルの繰り返しス
トリーマ放電により低温プラズマを生成できるIES回路とFE点火プラグは量産化を目指した構成となっている。本報
告ではガスエンジンにおける希薄燃焼限界拡大のメカニズムを評価した。希薄燃焼条件での繰り返しストリーマ放電
にて従来点火システムに対して熱効率が向上、NOxもまた低減することが確認できた。

キーワード：希薄燃焼、点火システム、繰り返しストリーマ放電、低温プラズマ

Abstract 　A newly developed small-sized IES （Inductive Energy Storage） circuit with a semiconductor switch 
at turn-off action was successfully applied to an ignition system for a SI gas engine. Additionally, a new 
concept ignitor using FE （Floating Electrode） which enables to construct a kind of capacitor between 
terminal and electrode, was developed. These mass-production-oriented IES circuit and FE plug can 
generate repetitive streamer discharges in nanoseconds as a low-temperature plasma. In this paper, 
the authors examined the mechanism to extend the lean operation limit in a gas engine. In the tested 
conditions, thermal efficiency with the repetitive streamer discharges was improved compared to the 
conventional ignition in lean conditions. NOx emission was also slightly reduced in lean conditions.

Keywords: Lean burn, Ignition system, Repetitive Streamer Discharges, Low-temperature plasma

トロイダル型チョークコイルの熱シミュレーションモデル
Thermal Simulation Modeling of a Troidal Choke Coil
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要　旨 　電子機器の熱設計に熱流体シミュレーションが有効だが、複雑な電子部品形状をそのまま解析することができない
ため、目的に応じて簡易化する必要がある。本発表では、パワー半導体に次いで発熱量が大きく、熱設計で重要なトラ
ンス、コイルのうち、これまで研究事例がないトロイダルコイルの熱モデルについて研究した事例を紹介する。
　トロイダルコイルを外径サイズだけ合わせた円筒形状に置き換えるのは、コイル表面からの自然対流や放射伝熱が
支配的な場合は問題ない。しかし、リード線から熱が逃げる割合が大きい場合は、大きな誤差が生じる。
　そこで熱回路計算を元に、プリント基板への放熱を正確に再現できる簡易モデルを考案した。考案した簡易モデル
を使うと、詳細モデルで1時間かかっていた計算が1～2分まで短縮でき、詳細モデルとの誤差も10%以内に収まるこ
とが確認できた。

キーワード：トロイダルコイル、熱流体シミュレーション、解析モデル、簡易化

Abstract 　Thermal simulation is a very effective tool in the design efficiency of the electronic equipment. 
However, in order to get the correct result, it is necessary to pile up knowledge and experiences in the 
analysis conditions and modeling. In this study, we show the toroidal coil modeling technique, which 
have not been studied before.
Modeling by a cylinder block having the same outer diameter is useful when the heat dissipation from 
the coil surface is dominant. But, the error will be larger in the state heat dissipation is large to the 
mounting circuit board than convection.
We constructed a simple model that can accurately reproduce the heat dissipation to a printed circuit 
board, by building up a themal network. In the simplified model developped, calculations time that 
took 1 hour by detailed model was reduced to 2 minutes, within 10% error.

Keywords: troidal coil, thermal simulation, modeling, simplification

最大トルク座標系への信号重畳による位置センサレス制御の低電圧大
出力IPMSM駆動への適用
Applicability Analysis of the Position-Sensorless Control for Low Voltage High 
Power IPMSMs by using Signal Injection on MaximumTorque Coordinate system
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要　旨 　停止・低速時に拡張誘起電圧に基づいた位置センサレス制御を行うため、最大トルク座標系（f-t座標系）に高周波信号
を重畳する手法が提案されている。しかしながら、磁気飽和によりdq軸インダクタンスが大きく変動する永久磁石同
期モータ（PMSM）へ、上記手法の適用については、検討が十分に行われていない。そこで、この検討を行い、本稿では、
dq軸インダクタンスが大きく変動するモータにおいて、理論式から、f-t座標系を正しく算出できないために最大トル
ク／電流（MTPA）制御が困難となり、位置センサレス制御も適正に機能しないことを明らかした。また、JMAGモデル
と制御シミュレーションの連成解析により検証を実施した。

キーワード：低電圧大出力、永久磁石同期モータ、最大トルク／電流制御、間違った座標軸算出

Abstract 　The position-sensorless control based on the extended electromotive force （EEMF） with signal 
injection in maximum torque coordinate system （f-t coordinate system） has been proposed for zero 
and low speed operation. However, the applicability of the method has not been analyzed in detail for 
variable parameters permanent magnet synchronous motors （PMSM）, of which dq-axis inductances are 
susceptible to operating conditions. Considering the motor particularity, it is pointed out in this paper 
that the dramatic changes in dq-axis inductances will cause the incorrect orientation of f-t coordinate 
system and the failure of MTPA control. As a result, the EEMF will be inadequate for the position-
sensorless control. It comes to the conclusion that the MTPA control and the EEMF sensorless method 
are not suitable for the special motors. The simulation based on JMAG model verifies the correction of 
the analysis.

Keywords: low voltage high power, PMSM, maximum torque per ampere, incorrect orientation
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