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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
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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



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

3938

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
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シリンダ フレーム
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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]
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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。
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