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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　搭載された荷物を搬送可能な搬送台車であって、
　車輪によって支持される車体フレームと、
　前記車体フレームに対して昇降可能に設けられて荷物が搭載される荷台と、
　電動で伸縮駆動されて前記荷台を昇降させる電動アクチュエータと、
　前記電動アクチュエータに供給される電流の電流値を検出する電流検出部と、
　前記電動アクチュエータをパルス幅変調制御によって駆動するＰＷＭ制御部と、を備え
、
　前記ＰＷＭ制御部は、前記荷台を上昇させるときには、前記電流検出部が検出した電流
値が設定値を超えた場合に、前記電動アクチュエータに入力するオン－デューティ比を上
昇させることを特徴とする搬送台車。
【請求項２】
　前記ＰＷＭ制御部は、前記電流検出部が周期的に検出した電流値が連続して前記設定値
を超えた回数をカウントし、当該カウントが設定回数を超えた場合に、前記電動アクチュ
エータに入力するオン－デューティ比を上昇させることを特徴とする請求項１に記載の搬
送台車。
【請求項３】
　前記設定値は、前記荷台に搭載された荷物が予め設定された重さの場合の電流値に設定
され、
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　前記ＰＷＭ制御部は、前記電動アクチュエータに入力するオン－デューティ比を、前記
電流検出部が検出した電流値が前記設定値以下である場合には第一のオン－デューティ比
とし、前記電流検出部が検出した電流値が前記設定値を超えた場合には前記第一のオン－
デューティ比と比較して大きい第二のオン－デューティ比に上昇させることを特徴とする
請求項１又は２に記載の搬送台車。
【請求項４】
　前記ＰＷＭ制御部は、前記荷台を下降させるときには、前記第一のオン－デューティ比
にて前記電動アクチュエータを駆動することを特徴とする請求項３に記載の搬送台車。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、搭載された荷物を搬送可能な搬送台車に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、工場などでは、重量のある荷物を搬送するために、荷物が搭載された状態で移
動可能な搬送台車が用いられている。
【０００３】
　特許文献１には、昇降体に載せられた物品を所定高さまで昇降させることが可能な移動
型の昇降装置が開示されている。この昇降装置では、モータ駆動によって昇降体を昇降さ
せている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－３５２３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に記載の昇降装置では、昇降体を昇降させる際のモータの駆
動力が一定である。そのため、昇降させる物品が比較的軽い場合にも、物品が重い場合と
同様にモータを駆動していた。
【０００６】
　本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、荷台の昇降時の消費電力を抑制
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、搭載された荷物を搬送可能な搬送台車であって、車輪によって支持される車
体フレームと、前記車体フレームに対して昇降可能に設けられて荷物が搭載される荷台と
、電動で伸縮駆動されて前記荷台を昇降させる電動アクチュエータと、前記電動アクチュ
エータに供給される電流の電流値を検出する電流検出部と、前記電動アクチュエータをパ
ルス幅変調制御によって駆動するＰＷＭ制御部と、を備え、前記ＰＷＭ制御部は、前記荷
台を上昇させるときには、前記電流検出部が検出した電流値が設定値を超えた場合に、前
記電動アクチュエータに入力するオン－デューティ比を上昇させることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明では、荷台を上昇させるときに、電動アクチュエータに供給される電流の電流値
が設定値を超えた場合には、ＰＷＭ制御部が、電動アクチュエータに入力するオン－デュ
ーティ比を上昇させる。よって、荷台に搭載された荷物が比較的重い場合にのみオン－デ
ューティ比が上昇するため、荷台に搭載された荷物が比較的軽い場合の電力の消費量を小
さくすることができる。したがって、荷台の昇降時の消費電力を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
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【０００９】
【図１】本発明の実施の形態に係る搬送台車の荷台が下降端にある状態の側面図である。
【図２】図１における正面図である。
【図３】図１における背面図である。
【図４】本発明の実施の形態に係る搬送台車の制御ブロック図である。
【図５】本発明の実施の形態に係る搬送台車の荷台が上昇端にある状態の側面図である。
【図６】本発明の実施の形態に係る搬送台車における荷台の上昇動作を説明するフローチ
ャート図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面を参照して、本発明の実施の形態に係る搬送台車１００について説明する。
【００１１】
　まず、図１から図５を参照して、搬送台車１００の構成について説明する。
【００１２】
　搬送台車１００は、例えば工場などにて、搭載された荷物を搬送するのに使用される。
搬送台車１００は、作業者によって付与される駆動力に、後述する電動モータ１５の回転
によるアシスト力が付与されて走行するものである。搬送台車１００は、ここでは電動ア
シスト機能を有する電動アシスト台車であるが、電動アシスト機能を有さない通常の手動
台車であってもよい。
【００１３】
　搬送台車１００は、車体フレーム１と、車体フレーム１に対して昇降可能に設けられて
荷物が搭載される荷台３と、車体フレーム１の左右二箇所から駆動力を入力可能な操作部
としての操作ハンドル５と、車体フレーム１の左右に間隔をあけて設けられる一対の駆動
輪１１と、車体フレーム１に装着され駆動輪１１の後方に設けられる一対の自在輪１２と
を備える。駆動輪１１は、搬送台車１００の前輪であり、自在輪１２は、搬送台車１００
の後輪である。これらの駆動輪１１と自在輪１２とが、車輪に該当する。
【００１４】
　車体フレーム１は、駆動輪１１と自在輪１２とによって支持される。車体フレーム１は
、荷台３を介して荷物が搭載される平面部１ａと、平面部１ａの後端上部から後方に向け
て斜めに立設される一対の立設部１ｂと、一対の立設部１ｂの上端を互いに連結するよう
に設けられる操作ボックス１ｃとを有する。
【００１５】
　荷台３は、車体フレーム１における平面部１ａの上方を覆うようにして設けられる平板
である。荷台３上には、荷物が直接搭載される。車体フレーム１と荷台３の間には、昇降
装置２が設けられる。昇降装置２については、荷台３の昇降機構の説明とあわせて後で詳
細に説明する。
【００１６】
　操作ハンドル５は、図２及び図３に示すように、作業者によって押圧操作される逆Ｕ字
型のハンドルである。操作ハンドル５は、その左右の両端が、車体フレーム１における操
作ボックス１ｃに連結される。これにより、作業者が操作ハンドル５を操作することによ
って入力される駆動力が、車体フレーム１に伝達される。
【００１７】
　駆動輪１１は、車体フレーム１の前後方向に向かって転舵不能に設けられる小型の車輪
である。駆動輪１１は、車体フレーム１の前端部近傍に一対設けられる。駆動輪１１は、
車体フレーム１に対して上下運動可能に固定される。
【００１８】
　自在輪１２は、走行時に常に進行方向を向く小型の車輪である。自在輪１２は、路面と
の間の摩擦抵抗によって旋回し、進行方向を向くように操舵される。自在輪１２は、車体
フレーム１に対して上下運動可能に固定される。
【００１９】
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　搬送台車１００は、図２及び図３に示すように、車体フレーム１に対して駆動輪１１と
自在輪１２とを懸架する懸架装置２０を備える。
【００２０】
　懸架装置２０は、車体フレーム１に駆動輪１１と自在輪１２とを上下運動可能に支持す
るサスペンションアーム２２と、駆動輪１１と自在輪１２との上下運動を緩衝するスプリ
ングダンパ（図示量略）とを備える。これにより、路面不整などによる駆動輪１１及び自
在輪１２の上下振動が緩和され、路面からの振動が車体フレーム１に伝達されることが抑
制される。
【００２１】
　次に、搬送台車１００における電動アシスト機能について説明する。
【００２２】
　搬送台車１００は、図４に示すように、操作ハンドル５が押圧操作されることによって
車体フレーム１の左右二箇所の各々に作用する駆動トルクを検出する一対のトルク検出部
としてのトルクセンサ６と、トルクセンサ６によって検出された駆動トルクに応じて各々
の駆動輪１１に付与するアシスト力を演算する制御部としてのコントローラ３０と、コン
トローラ３０によって演算されたアシスト力を各々の駆動輪１１に付与する一対の電動モ
ータ１５とを備える。
【００２３】
　トルクセンサ６は、車体フレーム１の操作ボックス１ｃの内部に収装される。トルクセ
ンサ６は、コントローラ３０に電気的に接続され、検出した駆動トルクに応じた電気信号
をコントローラ３０に出力する。
【００２４】
　電動モータ１５は、コントローラ３０に電気的に接続され、コントローラ３０から入力
される電気信号に応じて回転する。電動モータ１５は、駆動輪１１の内側に配設され、駆
動輪１１にアシスト力を付与する。
【００２５】
　コントローラ３０は、電源装置（図示省略）や他の電子機器（図示省略）とともに車体
フレーム１に搭載される。コントローラ３０は、搬送台車１００の制御を行うものであり
、ＣＰＵ（中央演算処理装置）、ＲＯＭ（リードオンリメモリ）、ＲＡＭ（ランダムアク
セスメモリ）、及びＩ／Ｏインターフェース（入出力インターフェース）を備えたマイク
ロコンピュータで構成される。ＲＡＭはＣＰＵの処理におけるデータを記憶し、ＲＯＭは
ＣＰＵの制御プログラム等を予め記憶し、Ｉ／Ｏインターフェースは接続された機器との
情報の入出力に使用される。ＣＰＵやＲＡＭなどをＲＯＭに格納されたプログラムに従っ
て動作させることによって搬送台車１００の制御が実現される。
【００２６】
　コントローラ３０は、左右のトルクセンサ６によって検出された駆動トルクに応じたア
シスト力を左右の電動モータ１５にそれぞれ発生させる制御を行い、搬送台車１００を前
進または後退させるとともに、直進、旋回、曲折させるアシスト力を付与する。
【００２７】
　次に、搬送台車１００における運転動作について説明する。
【００２８】
　作業者が操作ハンドル５を両手で平行に押した場合には、搬送台車１００は、真っ直ぐ
前進することとなる。この場合、操作ハンドル５が押されることによって車体フレーム１
に入力される駆動力は操作ハンドル５の左右両端で略同一である。よって、左右のトルク
センサ６によって検出される駆動トルクは、略同一となる。
【００２９】
　左右のトルクセンサ６が同一の駆動トルクを検出すると、コントローラ３０は、左右の
電動モータ１５から左右の駆動輪１１に同一のアシスト力を付与するように指令する。こ
れにより、左右の駆動輪１１には、同一のアシスト力が付与される。
【００３０】
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　したがって、搬送台車１００は、作業者によって付与される駆動力に、電動モータ１５
のアシスト力が付与されて真っ直ぐ前進することとなる。
【００３１】
　なお、搬送台車１００を真っ直ぐ後退させる場合には、操作ハンドル５が押される方向
が逆になり、電動モータ１５の回転方向が逆になるだけで、その他の作用は真っ直ぐ前進
する場合と同様である。
【００３２】
　一方、作業者が操作ハンドル５を押す左右の力を相違させた場合には、搬送台車１００
は、左又は右に旋回走行することとなる。このとき、左右の駆動輪１１に付与されるアシ
スト力は、左右の電動モータ１５で相違する。
【００３３】
　具体的には、例えば搬送台車１００を左方向に旋回させる場合、作業者が右手で操作ハ
ンドル５を押す力は、左手で操作ハンドル５を押す力と比較して大きくなる。よって、右
側のトルクセンサ６が検出する駆動トルクは、左側のトルクセンサ６が検出する駆動トル
クと比較して大きくなる。
【００３４】
　これにより、コントローラ３０は、右側の電動モータ１５から駆動輪１１に付与するア
シスト力が、左側の電動モータ１５から駆動輪１１に付与するアシスト力と比較して大き
くなるように指令する。これにより、右側の駆動輪１１に付与されるアシスト力は、左側
の駆動輪１１に付与されるアシスト力と比較して大きくなる。
【００３５】
　なお、左右のトルクセンサ６は、駆動トルクを無段階に検出可能であるため、作業者が
操作ハンドル５を押圧操作する力に応じてアシスト力の大きさをコントロールすることが
できる。
【００３６】
　次に、搬送台車１００における荷台３の昇降機構について説明する。
【００３７】
　搬送台車１００は、車体フレーム１に対して荷台３を昇降させる昇降装置２と、作業者
によって操作可能な各種スイッチが設けられる操作盤２９とを備える。
【００３８】
　昇降装置２は、電動で伸縮駆動されて荷台３を昇降させる電動アクチュエータとしての
電動昇降シリンダ２ａ（図５参照）と、昇降時に荷台３を車体フレーム１の平面部１ａと
平行に案内する左右一対のリンク機構２ｂとを備える。
【００３９】
　昇降装置２は、電動昇降シリンダ２ａの伸縮によって荷台３を昇降させる。例えば、荷
台３に重量物が搭載され、懸架装置２０によって駆動輪１１及び自在輪１２に対して車体
フレーム１が沈み込んだ場合には、昇降装置２が荷台３を上昇させ、路面に対する荷台３
の高さを一定に調節することが可能である。
【００４０】
　電動昇降シリンダ２ａは、コントローラ３０と電気的に接続され、コントローラ３０か
らの指令信号に基づいて供給される電流によって伸縮する。電動昇降シリンダ２ａは、モ
ータによって駆動される油圧ポンプを備え、油圧ポンプから吐出される作動油の圧力によ
って伸縮する電動油圧式リニアアクチュエータである。電動昇降シリンダ２ａに代えて、
ボールねじ式やリニアモータ式など他の電動アクチュエータを用いてもよい。
【００４１】
　リンク機構２ｂは、Ｘ字状に交差する一対のリンクアーム２ｃを有するＸ字状リンクで
ある。リンクアーム２ｃの一端２ｄは、車体フレーム１の上部又は荷台３の下部に回動自
在に固定され、他端２ｅは、車体フレーム１の上部又は荷台３の下部に摺動自在に当接す
る。一対のリンクアーム２ｃは、長手方向の略中央にて互いに回動自在に連結される。
【００４２】
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　リンクアーム２ｃは、電動昇降シリンダ２ａと同様に、荷台３が下降端に位置するとき
には略水平であり（図１に示す状態）、荷台３が上昇するのに伴って角度が大きくなり垂
直に近くなる（図５に示す状態）。
【００４３】
　操作盤２９は、図３に示すように、車体フレーム１における操作ボックス１ｃの背面に
配設され、コントローラ３０に電気的に接続される。操作盤２９は、作業者によって操作
可能かつ視認可能な位置に設けられればよいため、この位置に限られるものではない。操
作盤２９は、電動昇降シリンダ２ａを伸縮操作するための荷台昇降スイッチ２５を備える
。
【００４４】
　荷台昇降スイッチ２５は、作業者の操作によって電動昇降シリンダ２ａを動作させるス
イッチである。作業者が荷台昇降スイッチ２５を操作すると、コントローラ３０が電動昇
降シリンダ２ａに駆動用の電流を供給するように指令し、電動昇降シリンダ２ａが伸縮す
る。これにより、荷台３が車体フレーム１に対して昇降する。
【００４５】
　コントローラ３０は、図４に示すように、電動昇降シリンダ２ａに供給される電流の電
流値を検出する電流検出部３１と、電動昇降シリンダ２ａをＰＷＭ（Ｐｕｌｓｅ　Ｗｉｄ
ｔｈ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ：パルス幅変調）制御によって駆動するＰＷＭ制御部３２と
を備える。搬送台車１００では、単一のコントローラ３０にて、電動アシスト制御と荷台
３の昇降制御とを行っているが、各々個別のコントローラを設けて制御してもよい。
【００４６】
　電流検出部３１は、電動昇降シリンダ２ａの伸縮時の負荷の大きさによって変動する電
流値を検出する。電動昇降シリンダ２ａの伸縮時の電流値は、荷台３に搭載された荷物の
重さに応じて大きくなる。電流検出部３１をコントローラ３０内に設けるのに代えて、コ
ントローラ３０とは別体の電流検出部を設けてもよい。
【００４７】
　ＰＷＭ制御部３２は、荷台３を上昇させるときには、電流検出部３１が検出した電流値
が設定値を超えた場合に、電動昇降シリンダ２ａに入力するオン－デューティ比を上昇さ
せる。このときの設定値は、荷台３に搭載された荷物が予め設定された所定の重さのとき
の電流値に設定される。具体的には、設定値は、荷台３に搭載される荷物の最大搭載量が
５００ｋｇの場合、１００ｋｇの荷物が搭載されたときの電流値等に設定される。
【００４８】
　次に、図６を参照して、搬送台車１００における荷台３の昇降動作について説明する。
【００４９】
　図６に示すフローは、使用者が荷台昇降スイッチ２５を操作して荷台３を上昇させる場
合に開始される。図６に示すフローは、例えば、荷台昇降スイッチ２５が操作されたとき
に、荷台３を下降端（図１に示す状態）から上昇端（図５に示す状態）まで上昇させるも
のである。コントローラ３０は、このルーチンを例えば１０ミリ秒ごとの一定時間隔で繰
り返し実行する。
【００５０】
　ステップ１０１では、荷台昇降スイッチ２５がオンであるか否かを判定する。ステップ
１０１にて、荷台昇降スイッチ２５がオンであると判定された場合には、使用者による荷
台昇降スイッチ２５の操作が行われているため、ステップ１０２へ移行する。一方、ステ
ップ１０１にて、荷台昇降スイッチ２５がオンでないと判定された場合には、使用者が荷
台昇降スイッチ２５の操作をしていないため、ステップ１０９へ移行する。
【００５１】
　ステップ１０２では、後述するステップ１０５において電流値が設定値を超えたと判定
された回数が設定回数に達したか否かを判定する。この設定回数は、ノイズ等の影響によ
る誤判定を防止可能な回数に設定される。ここでは、設定回数は１０回に設定される。ス
テップ１０２にて、カウントされた回数が設定回数に達したと判定された場合には、荷台
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３に搭載された荷物が比較的重いため、ステップ１０８へ移行する。一方、ステップ１０
２にて、カウントされた回数が設定回数に達していないと判定された場合には、ステップ
１０３へ移行する。
【００５２】
　ステップ１０３では、コントローラ３０のＰＷＭ制御部３２が、電動昇降シリンダ２ａ
をオン－デューティ比８０％にて駆動する。この８０％が、第一のオン－デューティ比に
該当する。
【００５３】
　一方、ステップ１０８では、コントローラ３０のＰＷＭ制御部３２が、電動昇降シリン
ダ２ａに入力するオン－デューティ比を１００％に上昇させて駆動する。この１００％が
、第二のオン－デューティ比に該当する。
【００５４】
　このように、ＰＷＭ制御部３２は、電動昇降シリンダ２ａに入力するオン－デューティ
比を、電流検出部３１が検出した電流値が設定値以下である場合には第一のオン－デュー
ティ比である８０％とし、電流検出部３１が検出した電流値が設定値を超えた場合には第
一のオン－デューティ比と比較して大きい第二のオン－デューティ比である１００％に上
昇させる。
【００５５】
　ステップ１０４では、コントローラ３０の電流検出部３１が、電動昇降シリンダ２ａの
電流値を検出する。電動昇降シリンダ２ａの電流値は、荷台３に搭載された荷物の重さに
応じて大きくなるため、電流値の検出によって間接的に荷物の重さを検出することができ
る。
【００５６】
　ステップ１０５では、電流検出部３１によって検出された電流値が設定値を超えたか否
かを判定する。ステップ１０５にて、検出された電流値が設定値を超えたと判定された場
合には、ステップ１０６に移行する。一方、ステップ１０５にて、検出された電流値が設
定値を超えていないと判定された場合には、ステップ１０７に移行する。
【００５７】
　ステップ１０６では、電流検出部３１によって周期的に検出された電流値が連続して設
定値を超えた回数をカウントする。具体的には、Ｎ＝０からカウントを開始し、電流検出
部３１によって検出された電流値が設定値を超えたとステップ１０５にて判定された場合
に、Ｎを１ずつ加算する。なお、カウントされた回数は、電流検出部３１によって検出さ
れた電流値が設定値以下であるとステップ１０５にて判定された場合には、ステップ１０
７に移行してＮ＝０にリセットされる。
【００５８】
　ステップ１０９では、ステップ１０１にて、荷台昇降スイッチ２５がオンでないと判定
された、即ち、使用者が荷台昇降スイッチ２５の操作をしていないと判定されたため、Ｎ
＝０にリセットする。そして、ステップ１１０に移行し、電動昇降シリンダ２ａのオン－
デューティ比を０％として駆動を停止する。
【００５９】
　以上のように、荷台３を上昇させるときに、電動昇降シリンダ２ａに供給される電流の
電流値が設定値を超えた場合には、コントローラ３０のＰＷＭ制御部３２が、電動昇降シ
リンダ２ａに入力するオン－デューティ比を８０％から１００％に上昇させる。よって、
荷台３に搭載された荷物が比較的重い場合にのみオン－デューティ比が１００％に上昇す
るため、荷台３に搭載された荷物が比較的軽い場合には、電動昇降シリンダ２ａは、８０
％のオン－デューティ比で駆動される。
【００６０】
　したがって、荷台３に搭載された荷物が比較的軽い場合の電力の消費量を小さくするこ
とができるため、荷台３の昇降時の消費電力を抑制することができる。また、荷台３に搭
載された荷物が比較的軽い場合のオン－デューティ比を８０％とすることで、電動昇降シ
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た荷物が比較的重い場合のオン－デューティ比を１００％とすることで、電動昇降シリン
ダ２ａの伸縮時間が短くなるので、実作業での許容時間以内に荷台３の昇降を完了するこ
とができる。
【００６１】
　また、ＰＷＭ制御部３２は、ステップ１０１からステップ１１０までの制御を周期的に
繰り返すことで、電流検出部３１が周期的に検出した電流値が連続して設定値を超えた回
数をカウントする。そして、カウントされた回数が設定回数に達した場合に、電動昇降シ
リンダ２ａに入力するオン－デューティ比を上昇させる。これにより、電流検出部３１が
ノイズ等の影響によって設定値を超える電流値を単発的に検出した場合に誤判定すること
を防止できる。
【００６２】
　なお、ＰＷＭ制御部３２は、荷台３を下降させるときには、第一のオン－デューティ比
である８０％のオン－デューティ比にて電動昇降シリンダ２ａを駆動する。
【００６３】
　以上の実施の形態によれば、以下に示す効果を奏する。
【００６４】
　荷台３を上昇させるときに、電動昇降シリンダ２ａに供給される電流の電流値が設定値
を超えた場合には、コントローラ３０のＰＷＭ制御部３２が、電動昇降シリンダ２ａに入
力するオン－デューティ比を８０％から１００％に上昇させる。よって、荷台３に搭載さ
れた荷物が比較的重い場合にのみオン－デューティ比が１００％に上昇するため、荷台３
に搭載された荷物が比較的軽い場合には、電動昇降シリンダ２ａは、８０％のオン－デュ
ーティ比で駆動される。したがって、荷台３に搭載された荷物が比較的軽い場合の電力の
消費量を小さくすることができるため、荷台３の昇降時の消費電力を抑制することができ
る。
【００６５】
　本発明は上記の実施の形態に限定されずに、その技術的な思想の範囲内において種々の
変更がなしうることは明白である。
【符号の説明】
【００６６】
１００　　搬送台車
１　　　　車体フレーム
２　　　　昇降装置
２ａ　　　電動昇降シリンダ（電動アクチュエータ）
３　　　　荷台
５　　　　操作ハンドル
６　　　　トルクセンサ（トルク検出部）
１１　　　駆動輪（車輪）
１２　　　自在輪（車輪）
１５　　　電動モータ
２５　　　荷台昇降スイッチ
３０　　　コントローラ（制御部）
３１　　　電流検出部
３２　　　ＰＷＭ制御部
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