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1 はじめに
　近年の環境に対する法規制強化に伴い、各車両
メーカにはHV/EV/PHV等の環境対応車両のライ
ンナップ拡充が求められている。’17/10月に国内
販売が開始された新型リーフは、世界トップレベ
ルの環境性能を実現しつつ、前モデルで228km
であった連続航続距離を400kmへのばすなど、
車両性能を大幅に向上させている※1。
　今回、この新型リーフ向けに電気自動車シス
テ ム の 主 要 構 成 部 品 で あ るPower Delivery 
Module（以下、PDM）を開発したので、その概
要について紹介する。PDMとは車載充電器※2、
DCDCコンバーター※3、高圧Junction Box（以下、
高圧J/B）※4を一体化したシステム製品である。
※1　 一充電走行距離は定められた試験条件での

値です。お客さまの使用環境（気象、渋滞等）
や運転方法（急発進、エアコン使用等）、整備
状況（タイヤの空気圧等）に応じて値は異な
ります。電気自動車は、走り方や使い方、使
用環境等によって航続可能距離が大きく異
なります。［1］

※2　 家庭用の交流電源を直流電圧に変換し、走
行用高圧バッテリーを充電するユニット

※3　 走行用高圧バッテリーの直流電圧を降圧
し、補機用バッテリーを充電するユニット

※4　 上記高圧電流と急速充電時の電流経路、及
び急速充電リレーからなるユニット

2 製品の特長
　車載充電器はグローバルな普通充電インフラに
適合させるため、AC100VからAC240Vの入力電
圧に対応可能な設計としている。

図1 新型リーフ外観［1］
Fig.1 appearance of the new LEAF［1］
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表1 車載充電器仕様
Table1 On-board charger specification

入力電圧 100～240Vrms
最大入力電流 18Arms

最大電力 3kW級
冷却方法 水冷
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要　旨 　近年の環境対応や燃料高騰による省エネルギー要求の高まりから、HV/EV/PHV分野の市場拡大は著しいものがあ
る。当社は電動車両に必要不可欠な、電圧変換機能を担う製品の開発を通じて、低炭素社会への貢献を目指している。
今回、次世代環境車の主力となる新型リーフ向けに、統合電源モジュール（PDM）を開発したので、その概要について紹
介する。

キーワード：新型リーフ、車載充電器、DCDCコンバーター

Abstract 　The market for HV/EV/PHV has been expanding due to recent environmental awareness and rising 
demand for energy saving caused by fuel surge. We hope to contribute to a low-carbon society 
through the development of voltage conversion products, which are indispensable for electric vehicles. 
We have developed a Power Delivery Module for New LEAF as the main eco-friendly car in next era, 
and this article describes the outline of this development.

Keywords: New LEAF, On-board charger, DCDC converter
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　DCDCコンバーターは、連続120A出力に対応
している。

　高圧J/Bは高圧系の電力経路となり、異常時に
は遮断するブレーカーの役割をもっている。

　PDMは、これらの構成部品を一体化したシステ
ム製品である。また、充電ECU機能の取り込みに
より、システム製品としてのさらなる高機能化を
実現している（図3）。

　充電ECUは基本機能である車載充電器・DCDC
コンバーターの制御や、車両内上位ECU・外部充
電スタンドとの通信を行う。また、診断ロバスト性
の向上による異常誤検知の防止や、不具合発生時
の解析・対応の早期化を目指した故障診断機能の

表2 DCDCコンバーター仕様
Table2 DCDC converter specification

出力電圧 12～16V
出力電流 120A
冷却方法 水冷

図2 PDM外観、爆発図
Fig.2 PDM appearance, deal drawing

カバー

ケース

水路プレート
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車載充電器

DCDCコンバーター

制御基板、充電ECU

図3 システム概要
Fig.3 system overview

向上など、車両の付加価値向上を実現する各種機
能を実装している。

3 構成要素の削減
　車載充電器、DCDCコンバーターは大きく変圧
/整流部、入力/出力フィルタ部、内部電源部、ECU
部の各機能にブロックわけされる。本開発では、一
体製品であるメリットを活かした高圧フィルタの
共通化、内部電源の共通化を実施、構成要素の削減
を達成した（図4）。

4 熱設計

4.1 発熱解析
　熱的に厳しい磁気部品に関しては、発熱モデル
の作成による事前確認を実施した。トランスコア
部、1、2次巻線部等の構成部品の詳細なモデリン
グ（図5）や、銅損/鉄損分布の解析（図6）により、よ
り正確な熱性能予測を可能にした。

図4 構成要素の削減
Fig.4 reduction of components

図5 DCDCトランス熱解析モデル
Fig.5 thermal analysis model of DCDC transformer

新型リーフ向けPDMの開発
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4.2 冷却性能の向上
　冷却水路形状のシミュレーションにより熱成立
性を確認した。最適な水路形状・フィン形状を選択
することで、熱的に厳しい部品（トランス、パワー
素子）の放熱性能を向上させた。
　各素子の詳細な熱解析と冷却水路形状の最適化
により、熱成立性の確認を行い、最終的には実機を
用いて搭載部品のオーバーヒートなきことを確認
した。

5 耐衝突設計
　本開発品は、モータ/インバータ直上という厳し
い振動環境に搭載される製品であった。また、モー
タルーム内に搭載されるため、車両衝突に対する
耐久性も同時に要求された。日産自動車様にご協
力いただき、荷重条件の解析と適切なクライテリ
アの設定により、製品形状の最適化を実施した。
　実車衝突試験結果と車両衝突シミュレーション
から製品に加えられる荷重を分析し、この荷重条
件を使用することで製品に発生する応力をより精
密に解析することが可能となった。また、実車評価
結果と発生応力の相関関係から、適切なクライテ
リアを設けることにより、製品重量を抑える設計
が可能となった（図8）。結果、耐衝突性能を確保し
つつ、約300gの製品重量の低減を達成した。

図6 平滑コイル発熱分布解析
Fig.6 heat dissipation analysis of coil

【ジュール熱分布】

【鉄損分布】

32.2

4428

【解析モデル】

図7 水路形状シミュレーション結果
Fig.7 waterway shape simulation

6 充電ECU機能の搭載

6.1 診断ロバスト性の向上
　ノイズ等の外乱で短期的な異常を検知した場
合、マイコンその他の周辺回路を一旦リセットし、
自動で充電を再開させる機能を実装した。この機
能により、お客様の利便性向上と誤ダイアグの抑
制を達成した。

6.2 故障診断機能の向上
　内部情報の解析を容易にする機能を搭載した。
　ECUの自己診断性能の強化により、異常を検知
した瞬間の各種センサ情報を保存することが可能
となった。ある製品が異常を検知した場合、CAN
通信ネットワーク上で、他製品にその情報を伝達
する。受け取った他製品はその時の自身の持つ情
報を保持する。異常が発生した瞬間の情報を確認
することにより、より詳細な故障解析を可能とし
た（図9）。

図8 形状最適化
Fig.8 shape optimization

【実車評価結果】

【クライテリア設定_イメージ】

亀裂深さ（mm）

16
13
2
0

610 860 900 1100
応力（MPa）

【応力解析結果】

【応力解析結果】【最終形状】

相関取り

発生応力

形状最適化

評価結果プロット

プロット

荷重条件

【車両衝突シミュレーション】

図9 異常発生時の動作概要
Fig.9 outline of operation in case of abnormality

解析ツール

CAN BUS

ECU（異常検知） ECU① ECU②

1）異常検知したECUから異常発生情報の伝達
2）各ECUはその瞬間の情報を保持
3）専用解析ツールを用いた異常時情報の読み出し
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　また、従来のドキュメントベース開発の課題で
あった文章解釈の誤りによる工数増加に対して
も、モデルベース開発では改善効果があった。図
12は開発フェーズあたりの仕様解釈に関する質
疑応答件数を示している。従来のドキュメント
ベース開発時と比較して10分の1以下であり、開
発工数の大幅な削減に貢献した。前記の小さな開
発サイクルによる手戻り削減と、仕様解釈に関す
る質疑応答件数の削減により、開発フェーズあた
りの開発工数を半減することができた（図13）。

7 まとめ
　本開発は、車載充電器とDCDCコンバーターの
一体化、充電ECUの取り込みなど、事業部として
初となる取り組みの多い開発であった。また、水冷
方式やモータルーム搭載など、当社の車載充電器
としては今まで実績のなかった仕様への対応も必
要となった。
　シミュレーションを活用した事前目処付けや、
モデルベース開発の取り組みにより、手戻りの少
ない効率的な製品開発を実施できた。
　最後に、本開発にあたり多大なご指導・ご協力を
いただきました日産自動車株式会社様をはじめと
する社内外の関係部署の皆様に深く感謝致しま
す。

図11 開発サイクル比較
Fig.11 development cycle comparison

紙仕様

要求分析

システム設計

構成設計

詳細設計

コーディング

単体検査

結合検査

製品検査

機能検査

要求分析

システム設計

構成設計

詳細設計

コーディング

単体検査

結合検査

製品検査

日産様作業領域

tico作業領域

機能検査

モデルベース

図12 QA件数比較
Fig.12 QA count

500

0

100

200

300

400

100

0

20

40

60

80
420 100

50

従来 従来

良
い 良

い質
疑
応
答
件
数﹇
回
﹈

開
発
工
数﹇
％
﹈

40

今回今回

図13 開発工数比較
Fig.13 development man-hours

　また、製品の内部情報をCAN通信により外部か
ら確認できる機能を追加している。
　特長として、従来は最終的な異常発生情報のみ
であった内部情報の取得を、異常発生に至るプロ
セスの情報まで取得できるようにしたことがあげ
られる。製品開発時の動作解析や、不具合発生時の
解析の効率化につながった。

6.3 モデルベース開発
　今回、日産自動車様で取り組まれているモデル
ベース開発に協力させていただいた。モデルベー
ス開発とは、ソフト仕様を文章で表現されたド
キュメントではなく、ブロック図で表現されたシ
ミュレーションモデルで取り交わす開発プロセス
である。図10に一例として電力演算仕様をドキュ
メントベースで表現した場合とモデルベースで表
現した場合の比較を示す。ソフトに要求される機
能は年々増加傾向にあり、それに伴い仕様を表現
する文章もより複雑化している。モデルベース開
発では、仕様をand、or、swなどの論理記号を用い
て記述することにより、簡潔に表現することが可
能となっている。

　このシミュレーションモデル仕様は「実行可能
な仕様書」とも呼ばれ、シミュレーションを実行す
ることにより、仕様整合性の確認が可能となって
いる。シミュレーション実行ツールを日産様と共
有することにより、仕様整合性の確認を双方向で
行うことが可能となり、より小さな開発サイクル
をまわすことによる開発手戻りの削減につながっ
た（図11）。

図10 ドキュメントベース、モデルベース比較
Fig.10 comparison of document base and model base
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　拡大する電動車両市場にあわせ、お客様の仕様要求も多様化する厳しい環境のなか、事業部として、ユ
ニットの提案だけでなくシステムとしての提案ができるサプライヤーへの成長が急務と感じています。
　そんな中、今回、日産自動車様から充電器、DCDCコンバーター、高圧J/Bを一体化したシステム製品開発
のお話をいただきました。また、同時に充電ECUも取り込むという新規取り組みの多い製品開発となりま
した。
　そのため、多くの部署を巻き込んだ開発体制が不可欠でした。開発当初は、関連部署との調整や仕様の整
合性確保を確実に実施することができるのかと危惧しておりましたが、関係各部署が目標達成のために協
力し、なんとか量産の日を迎えることができました。
　今後もより付加価値の高い製品作りを目指し、お客様に喜んでいただける充電システムの開発に取り組
んでいきたいと考えております。

開発の経緯と開発者の思い
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1 はじめに
　ウォータージェット織機は水の力を利用して糸

（化学繊維）を飛ばして布を織る機械である。つく
られた布は衣料やエアバッグなど様々な製品とな
る。
　この度、50年にわたり熟成されてきたLWシ
リーズウォータージェット織機の新モデルを開発
した。従来の高いよこ入れ技術を更に進化させ、世
界トップシェアを誇るJAT810の高い基本性能・
汎用性・操作性を融合させたLWT810について紹
介する（図1）。

2 開発のねらい
　お客様の声に応えるため、以下の項目に重点を
置き、開発を行った。
・高品質・高生産
・操作性向上・製織支援
・工場管理

図1 ウォータージェット織機LWT810の外観
Fig.1 Appearance of water jet loom LWT810

3 開発項目

3.1 高品質・高生産
　近年、極細糸を使用した高級衣料やエアバッグ
などの産業資材といった高難度織物の需要が高
まっており、より糸に優しく高品質な織物を高生
産可能な織機への要望が強まっている。LWT810
ではこの市場のニーズに応えるために、主にお
さ打ち装置・よこ入れノズルを開発し、また、省ス
ペース化を図った。

1）低打点おさ打ち
　よこ糸をおさで打込み、織物にする運動を“おさ
打ち”という。おさはその構造の特徴から（図2）、
中央部の振動が大きく、上下端に近いほど振動が
小さい。同一のたて糸開口量を確保しつつ、おさの
下部に近い位置で打込みを行う軌跡に変更したこ
とで（図3）、たて糸へのダメージのより少ない製
織が可能となった。

図2 おさの構造
Fig.2 Structure of reed

新型ウォータージェット織機LWT810の紹介
The New Water Jet Loom LWT810

＊1
村上 達也

Tatsuya Murakami
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要　旨 　50年にわたり熟成されてきたウォータージェット織機のモデルチェンジを行った。新型ウォータージェット織機
LWT810では高品質な織物を高生産できるよう、おさ打ち装置・よこ入れノズルを開発した。また、電装システムを
一新したことで、操作性が向上し、管理・保全業務が効率化された。新装置、システムと世界トップシェアを誇るエア
ジェット織機JAT810の技術を融合したことで、お客様から信頼される織機となったことを確信している。

キーワード：ウォータージェット織機、工場管理システム

Abstract 　A full model changeover of water jet loom had been made over 50 years of field-proven 
performance. In the new water jet loom LWT810, we have developed new beating motion and new 
weft insertion nozzle to achieve both high quality and high production. The new electrical system 
improves operability and bring efficiency to maintenance work. We are convinced that LWT810 will 
gain wide market acceptance by new developed device, new system, and by merging our top share air 
jet loom JAT810 technology.

Keywords: water jet loom, factory management system
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