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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。
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

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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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
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