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  産業車両市場においても環境負荷低減のニーズは急速に高まっており，それに応えるべく今

回，世界初となる 4.0～5.0 トンクラスのエンジン式ハイブリッドフォークリフトを開発し発売を開始し

た．当社従来製品であるバッテリ，エンジン両フォークリフトで実績のある既存コンポーネントを活

用しつつ，当社独自のリチウムイオンバッテリを搭載（フォークリフト業界初）することにより，信頼

性と経済性を満足させつつ，現行エンジンフォークリフト比で 39％の燃費改善と CO2 削減を達成

した． 

  

   

 
 
|1. はじめに 

近年の世界的な環境意識の高まりを背景に，産業車両市場でも環境負荷低減・低炭素化のニ

ーズは急速に高まっており，国内フォークリフト販売におけるバッテリフォークリフトの比率は市場

の過半を占めるに至っている．しかし，稼働時間や稼働負荷の条件の厳しい中～大型クラスのフ

ォークリフトでは依然としてエンジンフォークリフトの比率が圧倒的に高い． 

図１はフォークリフト市場を積載荷重と稼働負荷で分けた場合の主力機種を表した図である．

小型車の電動化は着実に進んでいるが，中～大型車の電動化にはバッテリの技術革新が必要

であり，鉛，ニッケル水素に替わる新たな２次電池としてリチウムイオンバッテリに期待が集まって

いる． 

  

図１ フォークリフト市場と当社 

ハイブリッド化の方針 

  
これらの市場動向を踏まえ，電動化までにはまだ課題の多い中型フォークリフトの環境負荷低

減対応として，当社の持つパワートレイン／パワーエレクトロニクス技術及びリチウムイオンバッテ

リ技術により 4.0～5.0 トンクラスのハイブリッドエンジンフォークリフトを開発し，2009 年 10 月より販

売を開始した． 

本稿では当社フォークリフト用ハイブリッドシステムの概要及びその特徴について紹介する． 
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|2. フォークリフト用ハイブリッドシステム 

フォークリフトは荷の運搬を行う作業車両であり，特徴として自動車にはない荷役装置を搭載し

ていることが挙げられる．そのため，フォークリフトのハイブリッド化においては走行と荷役の２つの

機能について考える必要がある．一般的にハイブリッド車両の動力システム構成はシリーズ方

式，パラレル方式，シリーズ・パラレル方式に分けられるが，コンポーネントの搭載性を考慮しつ

つ，エンジン及びモータの容量，エネルギー変換効率を勘案してハイブリッドシステムのパワーマ

ネージメント設計を行った結果，フォークリフトの運転モードでは，走行はシリーズ・パラレル方式，

荷役はパラレル方式を採用した． 

2.1 走行システム（シリーズ・パラレル方式） 

従来のエンジンフォークリフトでは，エンジンやトルクコンバータの特性から，高速走行時は効

率がよいが，低速ではエンジン効率が悪化したり，発進時には非常に多くの燃料を消費してしまう

という特徴がある．一方モータは低速で高トルクを発生でき，かつ低速でもエンジンのような大きな

効率の悪化がない特徴を有している．これらのエンジン，モータ両者の特性を活かしたパワーマ

ネージメントを行うことで効率の向上が見込める． 

つまり，発進時及び低速走行ではモータを主体的に働かせ，中速以上ではエンジン走行に切

り替える．また，急発進等でオペレータがアクセルペダルを深く踏み込んだ場合には，車両速度

の状態に関わらずモータ，エンジンの両動力を投入し，システムの 大出力を発生させる

（図２）． 

惰性走行及び減速時にはモータが発電機として働き，車両の運動エネルギーを電力に変換

し，リチウムイオンバッテリに貯蔵する（図２）． 

2.2 荷役システム（パラレル方式） 

積載荷重が小さい時はエンジンのみで作業機ポンプを駆動し，荷重が大きい場合はその荷重

に応じてモータが作業機ポンプ駆動をアシストする（図３）． 

 

 

図２ 走行シリーズ・パラレル方式  図３ 荷役パラレル方式 

  

2.3 アイドリングストップ機能 

自動車において普及が進みつつあるアイドリングストップ機能の効果確認のため，実際のエン

ジンフォークリフト運転状況の調査をしたところ，停止率（アイドリング状態）は 小で０％， 大で

40％以上とユーザにより大きくばらつく結果となった（図４）．この停止率をパラメータとして、走行

モードや積荷の条件を変えて燃費算定を行った結果，アイドリングストップ機能による燃費改善

は， 大で 10％程度期待できる（図５）ことが分かり採用を決めた． 

アイドリングストップ機能を効果的に働かせるためにはエンジンの始動に要する時間，及びエン

ジンの始動・停止時の振動・騒音が重要になる．これらについて，パワーラインのマウント方法，ギ

ヤトレイン及び油圧回路の改良とモータ制御の工夫でオペレータにストレスを感じさせないアイド

リングストップ機能を達成した． 
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図４ 実稼働での車両停止率  図５ アイドリングストップ機能による燃費低減

の算定効果 

 
2.4 リフト・チルトアンチリリーフ機能 

従来の荷役システムでは，荷役操作で作業機用リフトシリンダ及びチルトシリンダがストロークエ

ンドに到達しても操作レバーを保持し続けると油圧回路がリリーフ状態となり，燃費を悪化させる原

因となっていたが，今回のシステムでは作業機用油圧回路圧力を監視することで，シリンダのスト

ロークエンドでの無駄な油圧リリーフを抑制するリフト・チルトアンチリリーフ機能を採用した． 

|3. 主要諸元とハイブリッドコンポーネントの設計 

走行シリーズ・パラレル方式，荷役パラレル方式の当社ハイブリッドフォークリフトの主要諸元を

表１に示す． 

 表１ 主要諸元 

   FD40 Hybrid FD45 Hybrid FD50Hybrid 
 許容荷重 (kg) 4000 4500 5000 
 全長/全幅/全高 (mm) 4200/1460/2250 4240/1460/2250 4530/1460/2250 
 昇降速度 (mm/s) 610 530 530 
 走行速度 (km/h)  21  

 ハイブリッド方式     

 走行   シリーズ・パラレル方式  

 荷役   パラレル方式  

 エンジン     

 型式   三菱ディーゼル S4S  

 排気量 (cc)  3331  

 定格出力 (kW)  38  

 排ガス規制対応  特定特殊自動車 2007 年排出ガス基準 

 インバータ     

 制御方式   ベクトル制御  

 大電流 (Arms)  400 (連続)  

 大出力電圧 (Vrms)  66  

 モータ     

 種別   三相交流誘導モータ  

 定格出力 (kW)  10  

 個数 (個)  2  

 バッテリ     

 種別   リチウムイオン電池  

 定格電圧 (V)  90  

 容量 (Ah)  45  

    

3.1 エンジン 

エンジンは４－５トン級エンジンフォークリフトが搭載している 5.0L（57kW）のディーゼルエンジ

ンに替えて 3.3L（38kW）のディーゼルを採用し，約 30％のダウンサイジングを計った．ダウンサイ

ジングによってエンジンの使用領域が高負荷側にシフトし，高効率領域での使用頻度を上げるこ

とができた（図６）． 
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図６ エンジン等 

燃費マップ 

3.2 モータ 

モータによる制動回生能力は車両燃費に与える影響が大きく，特に重要である．強い減速力を

発生させるためには大出力のモータが要求されるが，ブレーキ操作は運転モードやオペレータに

よっても異なってくる．よって，ブレーキ操作による減速度とその頻度を考慮してモータ仕様を決

定するため，実稼働状況を調査した． 

図７は実稼働状態での車速を計測し，減速運転中の減速度を 0.5（ｓ）間隔でプロットしたもの

である．図より，高速域ではエンジンブレーキによる弱い減速が支配的であるが，低中速域では

ブレーキングによる強い減速が発生していることが分かる． 

当社ハイブリッドフォークリフトのブレーキは機械式ブレーキとモータによる制動回生の両方の

機能を有しており，制動回生で発生しうる減速力を超える要求に対しては機械式ブレーキが作動

するシステムになっている．よって，フォークリフトの一般的な運転状況で発生しうる減速度の約

50％の領域（高頻度使用域）を制動回生でカバーし，高いエネルギー吸収が実現できるようにモ

ータの仕様を決定した． 

3.3 リチウムイオンバッテリ 

ハイブリッド用２次電池に要求される重要機能の一つに大電流受け入れ特性が挙げられるが，

従来の鉛バッテリではバッテリ容量あたりの電流量を大きくしていくと充放電効率が大きく悪化す

る問題がある．一方，リチウムイオンバッテリは電流量を大きくしても充放電効率が落ちにくいとい

うハイブリッド用途で有利な性能を有している（図８）．また，寿命に関してもリチウムイオンバッテリ

は鉛に対して格段に向上することが分かっており，性能，寿命両面で優れている当社製のリチウ

ムイオンバッテリ（九州電力(株)と共同開発）を採用した． 

リチウムイオンバッテリは耐衝突性を考慮し周囲をカウンターウェイトに保護された位置に配置

したが，エンジンルーム内の高温部品からバッテリへ熱が伝わらないよう配慮した．バッテリの温

度コントロールは，専用コントローラ（BMU）により全セルの温度を監視するとともにエンジン冷却と

兼用のクーリングファンにて強制空冷を行う．また，BMU は電圧及び電流も監視しており，バッテ

リが過充電や過放電になるのを防止している． 

 

図７ フォークリフトの減速度頻度マップ  図８ 電流受け入れ特性 
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|4. 性能評価 

4.1 燃費評価 

燃費評価パターンは，フォークリフトの燃費計測パターンとして広く用いられている JIS 

D6202（図９）を適用し，当社５トンエンジンフォークリフトに対し，39％の燃費低減効果が確認でき

た． 

図９ 燃費計測パターン 

年間稼働日数 300 日，１日あたり８時間稼働としてこの燃費低減効果を CO2 に換算すると，フォ

ークリフト１台あたり年間 14.6 トンの CO2 が削減できることになる． 

なお，今回の燃費評価パターンには車両停止状態が含まれていないため，実稼働においては

アイドリングストップ機能によりさらなる燃費改善効果が期待できる． 

4.2 その他の評価 

走行，荷役性能については当社同クラスエンジンフォークリフトと同等の性能を有していること

を確認した．また，ハイブリッド化で新規に搭載したコンポーネントの強度，耐久性，耐環境性の

評価を実施し，すべてを満足することができた． 

|5. まとめ 

環境負荷低減対策として期待の高いハイブリッド技術及びリチウムイオンバッテリ技術を適用す

ることで，４－５トン級エンジン式ハイブリッドフォークリフトを開発し，エンジンフォークリフトと同等

の走行性能，荷役性能を有しつつ燃費を 39％改善させた． 

 


