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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。
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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。
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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

＊1
伊藤 裕之
Hiroyuki�Ito

＊1
岡 秀順
Hidenori�Oka

＊2
昆沙賀 徹
Toru�Bisaka

＊2
藤森 弘幸
Hiroyuki�Fujimori

＊2
鈴木 宏紀
Hironori�Suzuki

＊2
下簗 祐介

Yusuke�Shimoyana

＊2
鈴木 博之
Hiroyuki�Suzuki

＊1�トヨタL&Fカンパニー�TMHG�R&Dセンター�技術部　＊2�技術・開発本部�開発第二部

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


