
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

93

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
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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。
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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.
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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。
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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
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