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　今号の表紙は、2015年12月にトヨタ
自動車から発売された、4代目プリウスと
その重要部品であるDC-DCコンバー
ターを中心とした4部品についてイメー
ジしております。
　DC-DCコンバーターはHV/EVにおい
て高電圧を低電圧に変換、車載機器に電
力を供給する重要な役割を果たしており
ます。
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　この大方針から「ACインバータを開発して車両のライン装着を実現し、デファクト
スタンダードにする」という方針が打ち出され、1997年にカルディナとグランビアに
ライン装着させることができた（全車標準ではなかったが）。現在、ACインバータはこ
の方針にもとづいてデファクトスタンダードを目指し、電子事業の柱になっているが、
お客様のニーズに応じたコンセプトを実現し、標準化してきたことが功を奏している
のではないかと思っている。
　また、ACインバータにはもう1つ重要な役割がある。それは当社の電源製品を認
知してもらい、重要な電源製品開発を任されるための実績づくりである。たとえば、
当時トヨタ自動車は少量ではあるがRAV4-EVなどのEVを市販しており、その充電
器開発を事業開発部（1993年に発足）で行っていた。そんな背景もあり、初代プリウ
スのマイナーチェンジ時（1999年）に、重要な電源部品であるDC-DCコンバータの
製品開発を任せてもらうことができた。その後、DC-DCコンバータは２代目、３代目、
最新の４代目プリウス、またアクアにも提案し、コンペを勝ち抜いて採用されている。

　自動車において、電源は12Vのバッテリーとオルタネータである。バッテリーとオ
ルタネータは自動車にとって絶対に必要ではあるものの、あまり陽の目を浴びない
地味な製品だった。しかしHVの登場より、さまざまな電源が必要となり、その必要性
がさらに高まった。相変わらず地味な製品かもしれないが、市場としてはメジャーな
存在となり、競争も激化している。
　DC-DCコンバータは、世代を変えるごとに各社が新たなコンセプトとそれを達成
する技術を織り込んで切磋琢磨している。当社は第4世代のDC-DCコンバータに新
技術である「厚銅基板」を採用した。厚銅基板は、従来からある技術だが、今回の開発
品は従来品よりも大きな電流が流せ、高密度、高放熱性、部品点数の低減による低コ
スト化が魅力である。当社は開発から生産までのプロセスを工夫し、グルーピング開
発、フロントローディング、正味率の追求で完成度を上げてきた。もちろん、我々が開
発しているのはACインバータとDC-DCコンバータだけではない。電動コンプレッサ
用のインバータ、プラグインHV/EV向けの充電器、走行モータ用インバータなど、
第4世代が製品化されたばかりだ。我々は次のコンセプトを絞りだし実現させるため
に、開発を続けなければならない。

　現在の開発は、複雑かつ大規模になっている。分業化して開発を進めるのだが、そ
れゆえ開発者は全体が見づらい状態になっているのも確かだ。いや、全体どころでは
ない。場合によっては同じチームの隣の人がやっていることさえ分かっていないこと
もあるくらいだ。
　開発を続ける上で、課題を解決する方策や新たなコンセプトを実現する技術は、自
分の中にはないことのほうが多い。そのアイデアがすでにあるのなら、悩むこともな
く解決しているからだ。だからこそ、壁に当たったら、周りを見渡してほしい。もしかし
たら、隣でやっていることと組み合わせることで新たな糸口につながるかもしれない。
　さまざまな事象を「当たり前だ」とも思わないでほしい。当たり前と思われている
ものこそ疑い、その既成概念をひっくり返すことで、新たな道が開けるものだ。新し
いアイデアやコンセプト、課題解決の方法というものは、たいていタブー視されてい
るものに疑問を持つことから始まるのである。「タブーを探せ！」である。

常務役員 

大年 浩太
Managing Officer  
KOTA OTOSHI

勝っていくために

開発者に向けて

選択から
生まれたもの

これから電子は、
Future Electronics

巻頭言

　1996年、当時の事業室長はこう発言された。「これから電子は、電源と電波で
行く」。この言葉の中にある「電源」とは、ACインバータを指し「電波」は無線LAN
を示している。

　そもそもエレクトロニクス事業部の起源はどこかと考えてみると、1983年に発足
した「生産技術開発部・部付」であったと思う。1983年は私が入社した年なのだが、
最初は何をやるのかまったく分からず、調査ばかりやっていた記憶しかない。その後、
組織は1984年に「開発室」になり、1985年に「電子技術部」、1986年に「電子部」、
1987年には「電子事業室」になった。さらに1995年に「電子機器事業室」となり、
1997年に「半導体・電子機器事業部」、2001年には「技術開発センター」へと変わ
り、2005年にようやく現在の「エレクトロニクス事業部」に落ち着いた。
　エレクトロニクス事業部は、このように数年ごとにトップが変わり、組織名も変わっ
てきた歴史を持っている。単純に組織の名前が変わっただけでなく、組織が分割し
て再度統合した部分もある。これほどまでに組織が改変していったのは、いま振り
返ってみると方向が定まっていなかったのではないか、と思えるのだ。実際、この部
署で何が行われていたのかというと、開発ではOA機器、走行安全技術、自動走行
技術、半導体生産技術、ECU、生産まで進めたのは電磁弁、センサー、半導体、無線
製品、電源などなど、多岐にわたる。いまやっていれば製品化されたものもあると思
うが「開発で中止したもの」「生産まで進んだもの」など、「選択と集中」が行われて
きた。特にそれが明確だったのは「これから電子は、電源と電波で行く」という1996年
の大方針であった。

選択と集中

巻頭言
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　新型プリウスの開発コンセプトは「Beautiful　HV
（美しい地球・美しいクルマ）」。
　圧倒的な環境性能を基本として、感性に響くスタイ
ル、そして徹底的に人間中心にこだわったインテリア、
ワクワクドキドキを感じさせる運転の楽しさ。そして予
防安全システムや災害時にはエネルギー機器になる
という、社会との共存にも配慮しました。これが新型プ
リウスの新たな挑戦「変化」なのです。すべてを白紙に
戻し、すべてを作り変えました。多くのメンバーととも
に悩み、そして不可能に挑戦をし、時には失敗もしま
したがその中で新たな気づきも生まれ、このクルマ
と共に成長をしてきたのです。
　新型プリウスはTNGA（トヨタニューグローバル
アーキテクチャー）の第1号車で、「もっといいクルマ
を、多くのお客様に届ける」この精神で根幹となるプ
ラットフォームを作り直しました。これにより低重心で
フードも低くかっこいいクルマを作ることが出来るプ
ラットフォームができました。新型プリウスもそのメリッ
トを最大限活用していますが、決してスポーツカーを
狙ったわけではありません。プリウスは、低重心から得
られる走りの安定感を追求したものです。これにより
事故が起こりにくいクルマになり、環境と共に、事故０
という社会を目指したのです。

　新型プリウスのこだわりは五感で感じること。
　まずはデザイン！ 低く構えることで、より走ってみた
いと思わせるものとしました。そしてドアを開けて乗り
込み、ドアが閉まる瞬間の音でボデーの剛性感を感じ
させます。ドアを閉めた瞬間から得られる外界との隔
壁感や、インテリア全体で乗員を包んでくれる安心
感。そして低重心でありながら前、横、後を見渡したと
きに感じる開放感。すべて五感で感じて欲しい。その
後、ハンドルを握った瞬間、その握り心地のよさ、夏の
暑い時期にも快適にハンドルが握れることが出来ると
いう昇温抑制効果にも驚いていただけると思います。
そして、システムをON（エンジンをON）にしてアクセ
ルを踏むと、HVならではの「スー」っとストレスのない
滑るような走り出し。そして思ったとおりに「楽に」運
転できるからこそ、長時間運転しても疲れない。もっ
と運転したくなる。そして給油するときに初めてプリ
ウスだったことを感じて欲しい。そんなひとつひとつ
のこだわりを感じるクルマに仕上がりました。

「こだわったのは感覚！」「新型プリウスにこめた想い」

豊島 浩二
 KOJI  TOYOSHIMA

トヨタ自動車株式会社
Mid-size Vehicle Company
MS製品企画
ZF　チーフエンジニア

想 い を 語 る

豊島 浩二
KOJI TOYOSHIMA

トヨタ自動車株式会社
Mid-size Vehicle Company
MS製品企画
ZF チ フエンジニア

想 い を 語 る

0からの挑戦・新たな先駆け
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　プリウスのDNAは環境性能です。だから、私たちに
は「負けられない燃費の戦い」があると思っています。
企画当初、「いいクルマづくり」のために多くの質量が
かかることが判明し、計画していた車両質量が大幅に
超えるという問題がありました。当然ながら、ユニット
の性能や電池の搭載量などすべてに影響を与えます
ので、大きなやり直しになりました。その中でHVユ
ニットでは大きな挑戦をしてもらいました。たとえば、
DC-DCコンバータでは、放熱性に優れた厚銅基板を
世界で初めて開発。部品の集積方法を見直すことで
現行プリウス用に対し体積で50％、重量で60％の小
型・軽量化を実現。電動エアコンコンプレッサーでは、
新開発のモーターの開発と圧縮構造に改良を加え、
小型・軽量化を実現しながら冷房能力を30％向上する
とともに、消費電力を8％低減してもらいました。このよ
うに、ひとつひとつの積み上げで目標の40km/Lは達
成できたのです。すべての人が、燃費に対するこだわり
を持っているのもプリウス開発のDNAです。

　前輪と後輪をプロペラシャフトではなく、電気的に
繋ぎ、エンジンではなく、モーターで後輪を駆動。し
かも、アルファードなどの高出力E-FOURとは異な
り、リアインバーターをはじめとして各種ユニットを
軽量コンパクト化。「無駄なく賢くスムーズに」を徹
底！ それらによって走り・燃費を妥協せずに荷室容量
も確保。雪国の消費者にとって本当に安全で快適な
環境車を提供することも、新型プリウスの新たな先
駆けであり挑戦でした。さらに、今回のインバータは
空冷方式を採用することで冷却用の配水管の取り回
しから開放され、さまざまな車両搭載への自由度が
向上し、新たなTNGAユニットとして大きく展開され
ることとなりました。

　2011年3月11日未曾有の大地震以降、今、クルマ
が「環境への貢献」だけでなく「地域社会への貢献」に
踏み出すときが来ていると感じていました。よりよい
社会、よりよい地域のためにクルマが出来ること。新
型プリウスが出した答えのひとつ、それが外部給電シ
ステムです。災害時にはクルマが人の命を守るという
新しい役割が生まれたのです。今はまだ普及できてい
ませんが、外部電源機能のついた車を75万台販売で
きれば、最新鋭発電所１基分に相当するのです。その
ためにACインバータの開発ではケースの構造を改
良し、冷却ファンや電子部品のレイアウトを見直すこと
で、体積を30％小型化し、車両搭載性を向上すると共
にコスト低減も取り組んでいただきました。これにより
プリウスだけでなくさまざまなクルマにも搭載できる
ようになったのです。

　今回の寄稿論文は、「新型プリウスへの想い」という
忘却録として書かせていただきました。
　多くの関係者が「もっといいクルマ」を考え悩み、そ
して不可能に挑戦をし、時には失敗してきました。その
意味ではこのクルマは、花でたとえると一輪のバラの
ような花ではなく、サクラのような花ではないかと思っ
ています。みんなの想い（ひとひらの花びら）が集まっ
て花となり、それが集まってサクラの木となっている
のです。みんなで作り上げたプリウス！ それは、私自身
が一番誇りに思うことです。
　最後になりますが、開発に携わっていただけた御社
関係者の皆様に改めてお礼を申し上げたいと思いま
す。ありがとうございました。

「負けられない燃費の戦い！」が、
われわれにはある

外部給電装置（1500W）の開発

長年の要望にこたえる
（４WDの開発）

さいごに

想 い を 語 る
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1 はじめに
　図2に示すDC-DCコンバーターは、HV用高圧
バッテリーを14Vに変換し、低圧バッテリーとア
クセサリーへ、電力を供給する製品。

　図3に示すように、新型プリウスのDC-DCコン
バーターは、エンジンルーム内のPCU（パワーコ
ントロールユニット）内に搭載され、トランスアス
クル直上に搭載されるため、小型化と耐振性向上
が求められていた。

図2 DC-DCコンバーターの機能
Fig.2 Function of DC-DC Converter

図1 新型プリウス向けDC-DCコンバーター
Fig.1 DC-DC Converter for new Prius

小型・軽量・高耐振の
実現
高放熱厚銅基板による小型DC-DCコンバーターの開発

プリウス進化への貢献

The development of small size DC-DC CONVERTER
by using heat-dissipation thick copper substrate.

要　旨 　高放熱厚銅基板を開発することで、図1に示す小型で高耐振性のDC-DCコンバーターを開発した。
新規開発した高放熱厚銅基板について、報告する。

キーワード：高放熱厚銅基板，高耐振性(低重心)の実現，高放熱の実現，バスバー、端子台廃止による小型化

Abstract 　The new DC-DC is developed and achieved small and high resistivity against vibration for the new 
PRIUS. This report is described the new copper substrate and module which is high heat conductive 
performance technology. Show in Fig1.

Keywords: Heat-dissipation thick copper substrate, Achieve high vibration resistance (Low center of 
gravity), Achieve heat dissipation, Downsizing by removing bus bar and terminal block

PROLOGUE

＊1
志満津 仁
Hitoshi Shimadu

＊1
小池 靖弘
Yasuhiro Koike

＊1
藤田 哲彦
Tetsuhiko Fujita

＊1
迫田 慎平
Shinpei Sakoda

＊2
鈴木 直守
Naomori Suzuki

＊2
濱中 政宏

Masahiro Hamanaka

＊3
木本 信行
Nobuyuki Kimoto

＊3
白木 景介
Keisuke Shiraki

＊1 エレクトロニクス事業部 技術部　＊2 ダイエンジニアリング事業室　＊3 株式会社長尾工業
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　図4に示す従来のような、既存のトランスASSY
や端子台、ねじを購入し、組み付けだけの従来の構
造では、小型、軽量耐振性などの要求仕様を満足す
ることは困難であったため、大電流部の構成部品
を大幅に見直す必要があった。

　図5に示す高放熱厚銅基板を新規開発すること
で、従来の重くて、スペースを取るトランスASSY
などのパワー部品を小型化・低重心化することが
可能となり、図6に示すような小型で高耐振性の
DC-DCコンバーターを開発することに成功した。

engine room

vibration

Transaxle

PCU
（DC-DC）

engine

図3 DC-DCコンバーターの使用環境
Fig.3 Surroundings of DC-DC Converter

Previous product

Transformer
ASSY

Capacitor
ASSY

Diode ASSY

図4 従来品
Fig.4 Previous product

　以降、新規開発した高放熱厚銅基板の特長につ
いて報告する。

2 高放熱厚銅基板の特長
　表1は、当社DC-DCコンバーターの従来品と開
発品のパワー部品の比較を示す。

　パワー部品を構造部品単位まで細かく分解し、
観察すると、表1の中央部にあるトランスの巻き
線や、ダイオードの金属基板など、いくつかの構成
部品は、厚銅で代替できることがわかってきた。
そこで、高放熱厚銅基板を開発し、表1の中央部の
構造部品を高放熱厚銅基板で代替・集約すること
で、部品点数を26点から8点まで大幅に削減し、
DC-DCコンバーターの小型化を実現した。
　以下、改善内容について説明する。

Connection of both sides pattern
（Soldering）

t 0.5mm
Copper pattern

t 0.5mm
Copper pattern

t 0.4mm
Resin board

Heat-dissipation thick copper substrate

図5 高放熱厚銅基板
Fig.5 Heat-dissipation thick copper substrate

Heat-dissipation thick
copper substrate

Developed product Diode,

Transformer core

Capacitor

図6 開発品
Fig.6 Developed product

Previous productItem
Part Name

No. of Parts

Component
parts

Cross
section

Trans ASSY

7

Transformer
Core Transformer

Core

Transformer
Core

Low height （38% reduced）
and low center of gravity
by collecting parts

Resin
module

Transformer
Core

Diode Diode

Bobbin Terminal

Metal board

Winding

Capacitor
Capacitor

・Parts collected
　in one location
・Parts & assembly
　cost reduced

heat-dissipation thick copper substrate
・Single parts

heat -
dissipation
thick
copper
substrate

26 in total

Diode ASSY

10

Capacitor ASSY

9 88 （70% reduction）

Newly developed product

表1 パワー部品比較
Table.1 Comparison with power parts

高放熱厚銅基板による小型DC-DCコンバーターの開発
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放熱厚銅基板　計5部品で、同じ機能を実現する
ことが可能となった。

　図12は、ダイオードの断面比較を示す。開発品
は、厚い銅パターンで大電流を流せるため、パター
ン自体の発熱も小さく抑えられる上に、最外層に
銅パターンを配置することで、従来品の金属基板
のように樹脂を介さず、直接銅パターンからケー
スに放熱できるため、高い放熱性を実現すること
が可能となった。

　キャパシタの場合も、図13に示す従来品は、
キャパシタ3部品、樹脂モジュール1部品、カラー
6部品　計10部品で、キャパシタを構成していた
が、図14に示す開発品は、樹脂モールド・端子・カ
ラーの役割を高放熱厚銅基板で代替することで、
キャパシタ1部品と高放熱厚銅基板　計2部品で、

Previous product
（Diode） Terminal

Diode

Metal
board

図10 従来のダイオード
Fig.10 Previous diodes

Developed product
（Diode） Diode

Heat-dissipation thick copper substrate

図11 開発のダイオード
Fig.11 Developed diodes

Developed product
（Diode）

Previous Product
（Diode）

Metal board Case

Heat Heat

Heat-dissipation thick
copper substrate

図12 ダイオード断面比較
Fig.12 Cross section of diodes

　トランスASSYの場合、図7に示す従来品は、磁
性体コアと、ボビン、巻き線など　計7部品で、ト
ランスを構成していたが、図8に示す開発品は、ボ
ビンと巻き線の役割を高放熱厚銅基板で代替する
ことで、磁性体コア2部品と高放熱厚銅基板　計3
部品で、同じ機能を実現することが可能となった。

　図9は、トランスの断面比較を示す。銅の巻き線
を、高放熱厚銅基板で平面コイルに置き換えるこ
とで、高さ方向で約38％もの低背化を実現、耐振
性も2倍向上した。

　ダイオードASSYの場合も、図10に示す従来品
は、ダイオード4部品、金属基板1部品、端子3部品　
計8部品でダイオードを構成していたが、図11に
示す開発品は、金属基板と端子の役割を高放熱厚
銅基板で代替することで、ダイオード4部品と高

Previous product
（Transformer） Transformer

Core

Bobbin

Winding

図7 従来のトランス
Fig.7 Previous transformer

Developed product
（Transformer）

Transformer
Core

Heat-dissipation
thick copper
substrate

図8 開発のトランス
Fig.8 Developed transformer

Developed product
（Transformer）

Previous product
（Transformer）

Height
36mm

38% down

Height
21mm

Winding Heat-dissipation thick copper substrate

図9 トランス断面比較
Fig.9 Cross section of transformers
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3 まとめ
　高放熱厚銅基板の新規開発により、DC-DCコン
バーターの小型・高耐振性を実現することが可能
となった。　
　終わりに、本開発に当たり多大なご指導・ご協力
頂きましたトヨタ自動車（株）殿はじめ、社内外の
関係者各位に感謝いたします。
　また、この開発についてはトヨタ自動車㈱から
技術開発賞をいただけたことを、この場をかりて
ご報告させていただきます。

■ 著 者 紹 介 ■

鈴木 直守

志満津 仁

濱中 政宏

小池 靖弘

木本 信行

藤田 哲彦

白木 景介

迫田 慎平

写真1 トヨタ自動車技術開発賞
Photo1 Toyota Technical Development Award

同じ機能を実現することが可能となった。

　そして、図15に示すように、3つのパワー部品
を、1枚の高放熱厚銅基板に集約することで、パ
ワー部品自体を繋ぐ無駄なハーネス、バスバー、端
子を廃止することで、小型化を実現することが可
能となった。

Previous product
（Capacitor）

Resin module
with collar

Capacitor

図13 従来のキャパシタ
Fig.13 Previous capasitor

Developed product
（Capacitor） Capacitor

Heat-dissipation thick copper substrate

図14 開発のキャパシタ
Fig.14 Developed capasitor

apacitor
Trnsfomer

Diode

図15 高放熱厚銅基板_SUB-ASSY
Fig.15 High heat dissipation thick copper substrate,assembly

高放熱厚銅基板による小型DC-DCコンバーターの開発

　従来品比、体積・重量半分のDC-DCコンバーターを開発するため、2009年から厚銅基板（金型プレスし
た厚銅板）に着手。共和連合［TICO・TIBC（基板技術）・ダイ事業室（プレス技術）・長尾工業（プレス製造）］で
共同開発。2013年に厚銅基板を使った新型プリウス向けDC-DCコンバーターの正式採用が決定。同年、安
城工場に厚銅基板ラインを新設。
　DC-DCコンバーター、厚銅基板の開発で、最も苦労した点は、アイディアの具現化。
　アイディアを出すことも大変であったが、品質と機能を確保しつつ、低コストで、かつ量産できるものに
仕上げていく、バランスと忍耐を伴う具現化に苦労した。
　今後も、“特長のある製品”を開発していきたい。

開発の経緯と開発者の思い
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1 はじめに
　従来よりハイブリッドの4WD車両として、エ
スティマ等の大型車に設定されている、このシス
テムでは発熱部品を水冷方式により冷却するた
め、リアタイヤを駆動するリアインバーターもエ
ンジンルーム内に搭載されている。
　ガソリン車も含め販売台数の大半が4WD車で
ある同車両では4WD専用にエンジンルーム設計
を行っている。
　プリウス等小型ハイブリッド車では、エンジン
ルームにスペースがなく、リアインバーターはリ
アタイヤに近いトランク下に搭載する。しかし、水
冷系を車両後方に配策することはコストアップに
なるため、空冷インバーターの開発が必須である。
　小型車のトランク下スペースは狭小であり、車
種展開性も考慮したサイズの小型化が求められ
る。
　小型化および、空冷化による熱対策に加え、乗客

耳位置が近くなることに対して、インバーターの
発生する騒音の対策が今回の開発の重要な課題と
なる。
　今回、これらの課題をクリアし、トランク下搭載
が可能な小型空冷インバーターを開発した。本稿
で開発の概要について紹介する。（写真1）

写真1 リアインバーター外観
Photo1 Appeatance of RR Inverter

待望の走行系インバーターへの
進出
小型ハイブリッド車向け　空冷方式リアインバーターの開発

プリウス進化への貢献

Development of Rear Invertor by Air-Cooling for compact hybrid vehicles

＊1
渡邊 智

Satoshi Watanabe

＊1 エレクトロニクス事業部 技術部 電源システム技術第三室

要　旨 　2015年12月新型プリウスがトヨタ自動車㈱殿から発売された。小型ハイブリッド初の4WD設定が加わり、かねて
からの雪寒地方でのニーズ「小型低燃費の4WD」に対応し大きな評価を受けている。エレクトロニクス事業部では、冷
却設計技術を応用し小型空冷インバーターを開発、トランク下への搭載を可能にすることで車種展開性を確保し、車
両開発規模の縮小化に貢献した。

キーワード：インバーター、小型化、空冷冷却設計、低騒音

Abstract 　New-style Prius was sold from Toyota Motor in December, 2015. 4WD setting of the fi rst compact 
hybrid is added, and that corresponds to needs by a snow frigid place person "4WD of small fuel-
effi  ciency", and big evaluation is received. We electronics division applies cooling design technique and 
has developed a small air-cooled inverter. That enabled loading to the trunk bottom, secured car type 
extensibility and contributed to reduction in vehicle development scale.  

Keywords: Invertor, Miniature, Air-cooled design, Low noise

PROLOGUE
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2 リアインバーターの構成
　図1にリアインバーターの構成を示す。

　パワー素子に樹脂モールドされた2in1パッ
ケージを使用し、コンデンサ・端子台・MGECU基
板・電流センサ等内部構成部品をALダイカスト
ケースに立体配置した。ダイカストケース裏面に
は空冷フィンを作りこんでおり、冷却ファンによ
り強制空冷を行っている。車両への締結部に防振
ブッシュを配置し、インバーター振動がボデーへ
の伝播を防止している。

3 小型化設計
（1）基板ブラケット
　図2にパワー素子押さえ構造を示す。

コンデンサ・端子台

サービスカバー

MGECU基板

信号ハーネス

パワー素子

防振ブッシュ

ダクトカバー

基板ブラケット

冷却ファン

ケース

電流センサ

押さえバネ

カバー

図1 リアインバーター構成
Fig.1 Constituthion of RR Inverter

MGECU基板

パワー素子

基板ブラケット

押さえバネ

図2 RRインバーター押さえ構造
Fig.2 Structure to push a power module of the RR inverter

to the cooling surface

　基板ブラケットは、①基板固定②押さえバネ固
定③電磁シールドの機能を統合しており、従来同
様の機能を達成するのに8点の部品で構成してい
たところ1点に削減した。
（2）コンデンサ・端子台
　図3にコンデンサ外観を示す。

　コンデンサは、①入力端子台②J/B出力端子台
③MG出力端子台④パワー素子端子台⑤ヒューズ
固定⑥放電抵抗固定⑦電流センサ固定　以上の機
能を統合し、小型化を実現している。

4 熱設計
（1）使われ方の分析
　トヨタ自動車（株）殿と協業し、小型ハイブリッ
ドに求められる性能の見直しを行った。
　全国の4WDモデルコースから、特に条件が厳
しいコースを選定し、車両動作パターンのデータ
を収集・分析し、最も厳しい走行条件を特定した。
図4に一例を示す。

④パワー素子端子台

⑦電流センサ
　固定 ②J/B出力

　端子台
⑤ヒューズ固定

①入力端子台
⑥放電抵抗固定

③MG出力端子台

図3 コンデンサ構造
Fig.3 Structure of the condenser

時間

ト
ル
ク

発進スリップ時

電流が繰り返し印加走行スリップ時

図4 モデルコース走行時のリアトルク
Fig.4 Rear torque at the time of the model course run

小型ハイブリッド車向け　空冷方式リアインバーターの開発
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5 NV設計
　インバーターは内蔵コンデンサへの充放電によ
りコンデンサ素子から高周波の振動が発生し、イ
ンバーターケース、車両ボデーを伝播し発音する。
また、空冷ファンの回転数振動と筐体が共振し、大
きな騒音を発生する（図7）。
　インバーターが搭載されるトランク下は車室内
であり、従来のエンジンルームよりも乗客耳位置
が近くなるため、騒音対策が重要となる。

（1）コンデンサ高周波騒音対策
　コンデンサケースから車両への振動伝播につい
て、インバーターの車両締結点に防振ブッシュを
配置し、ボデーへの伝播を低減した（図8）。

　インバーターとの共振による車両振動の増幅を
回避しつつ、コンデンサ振動周波数での減衰効果
が最大となるよう、形状とゴム硬度を最適化した。
図9に示す通り、防振ブッシュの採用により20dB
の振動低減効果が得られた。

コンデンサ

カバー

防振ブッシュ

ボデーファン

コンデンサノイズが
ボデーを経由し後部座席に伝達

ファンノイズが
カバーに伝達し、
増幅され放射

図7 騒音発生メカニズム
Fig.7 Noise outbreak mechanism

ゴム

図8 防振ブッシュ外観
Fig.8 Vibration absorption Bush appearance

振
動
レ
ベ
ル

周波数

▲20dB

対策前

対策後

図9 防振ブッシュによる振動低減効果
Fig.9 Vibration reduction eff ect by vibration absorption Bush

（2）冷却設計
　図4に示す通り、低燃費を求められる小型ハイ
ブリッド車両はパートタイム4WDであり、走行
条件の厳しいコースを走行しても大きい発熱が発
生する期間は短時間であり、平均損失は小さい。こ
のことから、冷却設計の考え方を決定した（図5）。

・ 発進時の損失ピークを吸収するためにベース
部を厚くし、熱容量を持たせる。

・ 走行時損失の小さいときに吸収された熱を
フィンで放熱する。

　走行条件からインバーターの動作時間/非動作
時間をモデルに落としこみ、熱容量と放熱のバラ
ンスが最適になるようベース部とフィン長さを決
定した（図6a）。その結果、冷却器サイズを従来（大
型車の要件で空冷化した場合）に比較して約1/3
に低減することができた（図6b）。

時間

損
失

素
子
温
度パワー素子

グリス
チップ

ベース

フィン

ベースで吸収

フィンで放熱

図5 冷却構造と素子温度イメージ
Fig.5 Cooling structure and element temperature image

素
子
温
度

素子温度上限

バランス
設計

時間

A. 熱吸収（ベース厚み）リッチ
→平均温度高く、信頼性低い

B. 放熱性（フィン長さ）リッチ
→平均温度低いが、トタルサイズ大

図6a フィン設計最適化事例
Fig.6a  Fin design optimization example

良
い

【％】
100

100

36

0

50

従来品 開発品

◆冷却器サイズ 従来品を100とする

図6b 冷却器サイズ
Fig.6b  Fin size
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6 まとめ
　構成部品の機能統合および、使われ方を考慮し
た空冷冷却設計による小型化、騒音対策による静
音化を行うことで、トランク下スペースへの空冷
方式リアインバーターの搭載を可能にした。
　リアインバーターの車種展開性が確保できた
ため、今後発売される小型ハイブリッド車両への
搭載は容易であり、対応車種拡大によるコストメ
リットが期待される。
　小型ハイブリッド車の車両開発においては
4WD設定のためのスペース確保を気にすること
なくエンジンルーム内のFF専用設計に注力でき
るようになった。グレード全体の開発規模縮小に
貢献することができた。

■ 著 者 紹 介 ■

振
動
レ
ベ
ル

周波数

▲24dB

対策前
対策前

対策後

対策後

目標値
目標値

図11 ファン騒音対策による騒音低減効果
Fig.11 Noise reduction eff ect by fan noise measures

渡邊 智

（2）ファン騒音対策
　空冷ファンは回転することで振動を発生する。
ケースを通じカバーに伝播した振動は、カバーの
固有周波数において振動増幅され、カバー天面か
ら大きな音となる。
　対策のため、以下を行った。
　① ファンの入力電圧を制限、ファン回転数を低
減し、振動を抑制した。

　② ファン本体に防振ゴムを貼り、ファン本体の
振動を抑制した（図10）。

　③ ファンとケースの締結点に防振ゴムを設け、
ファンからケースへの振動伝播を抑制した
（図10）。

　④ カバー形状や締結点を工夫して剛性を上げ、
固有周波数を高周波側に逃がした。

　以上の対策により24dBの騒音低減効果が得ら
れた（図11）。

ファン
防振ゴム

防振ゴム

ファン固定用
ブラケット

図10 ファンASSY構造
Fig.10 Fan ASSY structure

小型ハイブリッド車向け　空冷方式リアインバーターの開発

　プリウス4WDに採用されたリアインバーターは、乗用車の走行系部品として当社初の量産品となりま
す。「失敗が許されない」という大きなプレッシャーの中、DC-DCコンバーター等で培ってきた車載化技術、
冷却技術を応用し開発を進めました。特に騒音対策については評価方法が定まらず、課題の特定から難航し
ましたが、関係各位のご協力をいただき、課題を解決することができました。熱設計においても車両の使わ
れ方を分析、仕様へ織り込んでいただくなど、トヨタ自動車関係者殿には多大なご協力を賜りました。
　また、開発当初から生産部門とSE活動（Simultaneous Engineering Activity）を進めてまいりました。製
品の意義、構造の意図を共有し、理解を深めながら、作りやすさ改善を積み重ね、製品化を実現することがで
きました。
　今後、走行系の分野は大きく発展することが期待されており、お客様の要求に確実に応える製品を世の中
に提供していきたいと思います。
　最後に、本開発にあたり社内外の関係各位に多大な恩恵を賜りましたことを、深く感謝いたします。

開発の経緯と開発者の思い
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1 はじめに
　エレクトロニクス事業部では、2001年よりHV
車を対象とした、大容量出力（1500W）のACイン
バーターの開発、量産化を行っている。発売当初
は、大容量の家電製品を車内で利用可能にするこ
とで、キャンプ等のレジャー時に役立つ電源とし
て拡販を行い、HV車への利便性向上に貢献して
きた。2011年に発生した東日本大震災において、
HV車に設定されていた1.5kW ACインバーター
が非常用電源として様々な場面で活躍し注目を集
めることとなった。
　新型プリウスにも非常用電源としての役割が注
目され搭載される事になったが、搭載するために
は従来モデルに対して小型化および低コスト化が
必須となった。
　今回、既に量産されている従来モデルの構造を
一から見直すことで、ACインバーターの更なる小

型化および低コスト化の取り組みを行った。本稿
ではその製品概要について紹介する（写真1）。

写真1 1.5kW ACインバーター外観
Photo1 New Prius with new 1.5kW AC Inverter

小型化・低コスト化への
貢献
新型プリウス向け1.5kW ACインバーターの開発

プリウス進化への貢献

Development of 1.5kW AC Inverter for new PRIUS

＊1
市古 雅寛
Masahiro Ichigo

＊2
古谷 博信
Hironobu Furuya

＊3
村田 達哉
Tatsuya Murata

＊1 エレクトロニクス事業部 技術部 電源システム技術第四室 第1G　＊2 技術部 電源システム技術第四室 第2G　＊3 技術部 パッケージ技術第一室 第3G

要　旨 　1.5kW ACインバーターを搭載している車が災害時の非常用電源として注目を集めている。1.5kW ACインバー
ターはHV、EV等において高圧バッテリの直流電圧を交流電圧に変換し、電子レンジなどの消費電力が大きな家電製品
を車内で使用可能とする機器である。
今回我々は、2015年12月発売の新型プリウス等、様々なHV、EVに搭載可能とすることを目的にACインバーターの更
なる小型化・低コスト化に取り組んだ。

キーワード：小型化、低コスト化

Abstract 　1.5kW AC Inverter is receiving a lot of attention as an emergency power supply at the time of a 
disaster. The AC Inverter converts DC voltage of HV or EV high voltage battery to AC voltage. The AC 
Inverter can work various household appliances with large power consumption such as microwave 
ovens, to be used inside the vehicle.
To be attached to various HV or EV easily, We developed new 1.5kW AC Inverter for small size and 
low cost.  

Keywords: Small size, Low cost

PROLOGUE
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2 ACインバーターの役割と課題
　ACインバーターの役割は高圧バッテリの直流
電圧をDC-AC変換し家庭用交流電圧のAC出力に
変換することで家電製品を車内で使用できるよう
にすることである（図1）。

　ACインバーターの内部回路は大きく分けて、
DC/DC回路部とDC/AC回路部の回路から構成
される。DC/DC回路部の機能は、高圧バッテリの
電圧をAC100V出力するのに必要な電圧に昇圧
することと高圧バッテリとAC出力部をトランス
により絶縁することである。DC/AC回路部の機
能は直流電圧をPWM制御により正弦波のAC出
力に変換することである。

　ACインバーターの搭載位置は車両毎に様々な
位置に搭載されるため、今後更にACインバーター
を普及させていくための課題として様々なレイア
ウトで搭載が可能な小型化が挙げられる。また、現
状ではオプション設定となっている車両も多く、
ユーザーにACインバーターを設定してもらうた
めには低コスト化も重要な課題である。

●ホットプレート

●電子レンジ
●ドライヤー

図1 1.5kW ACインバーター使用例
Fig.1 Usage examples of home appliance inside vehicle

高圧入力部 AC出力部
DC/DC回路部 DC/AC回路部

トランス
AC1

AC2

図2 1.5kW ACインバーターブロック図
Fig.2 Circuit Diagram

3 設計コンセプト
　従来品は発熱部品をヒートシンクにネジ止め
（図3）し、ファンをケース内部に入れヒートシン
クを直接冷却する構造としていた（図4）。従来品
では、ヒートシンクとファンが高さの制約となっ
ていた。小型化をするために、ヒートシンクとファ
ンのレイアウト変更を実施。また、従来品では発熱
部品をヒートシンクにネジ止めしていたため、組
み付け時間が長くなっていた。放熱部品を組付け
やすい構造にすることで組み付け時間を低減し低
コスト化を実現する。

ヒートシンク

発熱部品

図3 発熱部品の放熱方法（従来品）
Fig.3 Heat Dissipation of Power Compornents in Current

Product

上カバー

下カバー

基板

発熱部品と
ヒートシンク

図4 1.5kW ACインバーター外観（従来品）
Fig.4 Appearance of Current product

新型プリウス向け1.5kW ACインバーターの開発
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5 放熱構造変更による組み付け性向上
　従来品では発熱部品をヒートシンクにねじ止め
していた部分を、上カバーにかしめ接合した板バ
ネによりアルミ筐体に直接放熱する構造とした。
これにより、従来品では一つずつヒートシンクに
ネジ止めしていた工程を上カバーの締結と同時に
実施することが可能となった（図7）。結果、組み付
け性が向上し従来品と比較して組み付け時間比
40%減を達成（図8）。また、発熱部品をヒートシン
クに固定していたネジ12本削減も達成した。

上カバー

板バネ

板バネ

上カバー
基板

アルミ筐体

発熱部品

発熱部品

図7 発熱部品の放熱方法（開発品）
Fig.7 Heat Dissipation of Power Compornent in Developed

Product

組
み
付
け
時
間
比［

％
］

従来品

100
100

50

0
開発品

60

良い

図8 従来品と開発品の組み付け時間比較
Fig.8 Comparison of assembly time

4 冷却構造の変更による小型化
　従来品では発熱部品をヒートシンクに放熱して
いた部分を、フィンが一体化されたアルミ筐体に
放熱する構造とした。これにより、従来品ではヒー
トシンクを冷却するために基板上に設置していた
冷却ファンを筐体冷却用に基板の外側に設置する
ことが可能となった。結果、従来品と比較しACイ
ンバーターの高さを13%削減することができた
（図6）。また、FANを基板の外に出すことで、従来
品では基板内部に冷却風を流していた構造が基板
内部に冷却風が流れない構造となりほこりや異物
への耐性も向上した。

上カバー

ファンASSY

基板
発熱部品

アルミ筐体

図5 1.5kW ACインバーター外観（開発品）
Fig.5 Appearance of Developed Product

高さ13％低減ファン 基板

開発品 従来品基板

ファン

図6 開発品と従来品の高さ比較
Fig.6 Comparison of Height
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7 まとめ
　今回開発した1.5kW ACインバーターは構造
見直しにより、小型化・低コスト化を実現すること
ができた。ACインバーターの体格は従来品と比較
して、体積比23%の削減をすることができた。
　次期開発に向けてもACインバーターの更なる
普及に貢献できるよう、小型・低コスト化を進めて
いきたい。また、日々増えていく様々な最新家電に
ついても動作ができるように家電製品の動向につ
いても調査を進めていき、お客様の要望に応えら
れるようにしていきたい。

■ 著 者 紹 介 ■

体
積
比［

％
］

従来品

100
100

50

開発品

73

良い

0

図10 従来品と開発品の体積比較
Fig.10 Comparison of volume

市古 雅寛 古谷 博信 村田 達哉

6 熱成立性の確認
　冷却および放熱構造変更の課題として、冷却
ファンにより直接冷却していた構造から筐体を冷
却する構造に変更したことによる冷却性能の低下
が挙げられる。熱流体解析を活用することにより、
アルミ筐体に設けたフィン形状と、冷却風の流路
形状を最適化することで、目標の放熱性能を実現
した（図9）。

120.000

Temperature［C］

110.625

101.250

91.8750

82.5000

73.1250

63.7500

54.3750

45.0000

冷却フィン

図9 温度分布および流線図
Fig.9 Temperature Distribution and Air Flow

新型プリウス向け1.5kW ACインバーターの開発

　1.5kW ACインバーターは当初レジャー用途での使用をイメージし拡販を行ってきましたが、便利用品
の域を超えることが出来ず拡販が伸び悩んでいました。
　東日本大震災以後、非常用電源という使われ方で災害時に役立つ製品として注目されました。災害時に
1.5kW ACインバーターがとても役に立ったというお客様の声をいただき、世の中にもっと普及させる事
ができれば困った時に役立てる事が出来るのではないかという思いが開発メンバーにも生まれ開発意欲に
繋がってきました。
　普及させるにはどうすればよいかを考え、車両メーカーに搭載しやすい体格、低コスト化実現を目指し今
回の開発を行いました。今後、HV車標準装備を目標に置き、更なる小型化、抵コスト化実現に向け、開発を継
続していきたいと考えています。

開発の経緯と開発者の思い
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1 はじめに
　環境に優しい自動車として、ハイブリッド車・プ
ラグインハイブリッド車は世界中で台数が増加し
ており、車両ラインナップもコンパクトクラスか
らミニバン、高級車まで幅広く販売されている。
　当社は2003年に2代目プリウス向けに世界初
の量産型車両用電動コンプレッサー ES18の生産
を開始し、ミディアム車両向けのES27と、高級車
向けのES34を続けて量産化している［1］。その後
も電動コンプレッサーの容量・機種バリエーショ
ンを拡大し（図1）、生産台数は2016年4月に累計
1千万台を突破している。
　ハイブリッド車・プラグインハイブリッド車で
は、アイドルストップ時やEVモードでの走行時に
はエンジンを停止するため、エンジンに頼らず内
蔵モータにより運転可能なカーエアコン用の電動
コンプレッサーは車両の省燃費と快適性の両立の

ために必須アイテムとなっている。
　また、近年環境規制や低燃費車両の開発競争に
より、ハイブリッド車をはじめとする電動化車両
においても省燃費化のニーズが高く、特に小型ハ
イブリッド車向けの電動コンプレッサーには小型
軽量・高効率化が要求されている。ESB20は、これ
らのニーズに応える電動コンプレッサーとして開
発され（写真1）、2015年に発売された4代目プリ
ウスに搭載されている［2］。ここでは、その製品概
要を紹介する。

電動コンプレッサー

ラージクラス ES34

ES27

ES18

ESA34

ESA27

ES14

ESB34

ESB27

ESB20

搭
載
車
両

ミディアムクラス

コンパクトクラス

第1世代 第2世代 第3世代

図1 電動コンプレッサーの容量シリーズ
Fig.1 Model Variation of Electrical Compressor

静粛性と高効率の両立を目指し、
一歩先へ
新型プリウス向け電動コンプレッサーESB20の開発

プリウス進化への貢献

Development of Electrical Compressor ESB20 for new PRIUS

＊1
矢野 順也
Junya Yano

＊1
米良 実
Minoru Mera

＊1
小出 達也
Tatsuya Koide

＊1 コンプレッサー事業部 技術部

要　旨 　電動コンプレッサー ESB20は小型のハイブリッド車両向けに開発され、2015年より新型プリウスに搭載されてい
る。ESB20は小型軽量技術により冷房性能と車両への搭載性を向上し、さらに高効率化により車両の省燃費にも貢献
している。またスクロールの加工精度向上によりコンプレッサーの静粛性を向上させるとともに、モータ磁石のレア
アースの使用量を削減し、省資源化にも配慮した設計となっている。ここでは、その製品概要を紹介する。

キーワード：スクロール、小型軽量、高効率、静粛性、レアアース低減

Abstract 　ESB20 compressor was developed to aim at expanded sales of small hybrid vehicle market. Then it 
was installing at new PRIUS form 2015. ESB20 is improving the cooling performance and installation 
of vehicles incorporate advanced technology of small size and light weight. And it is contributing the 
fuel consumption with improved compressor effi  ciency. Also ESB20 compressor is improving of Noise 
reduction by machining accuracy improvement of scroll. Additionally it is achieving the resources saving 
by reducing the rare-earth of motor magnet.  

Keywords: Scroll, small size and light weight, improvement of effi  ciency, Low noise, reduction of Rare-
Earth

PROLOGUE
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2 開発コンセプト
　電動コンプレッサーはスクロール式のコンプ
レッサー部、コンプレッサーを駆動するモータ部、
モータを駆動制御するインバーター部から構成さ
れるシステムとなっている（図2）。

　当社では、コンプレッサー、モータ、モータ制御
ソフトウェア、インバーターといった基本構成部
品を社内で設計、評価、生産する体制を整えてお
り、車両要求に対応した最適な製品作りに取り組
んでいる。
　電動コンプレッサーに対する主な顧客ニーズは
以下である。
（1）搭載性
　ハイブリッド車は従来車両をベースとして開
発されることが一般化しており、電動コンプレッ
サー専用の取付けスペースが確保されることは期
待できない。そのためエンジン付けとなり、ベルト
駆動コンプレッサーと同等以下の体格にする必要
がある。
　また車両燃費向上のため、軽量化も強く求めら
れている。
（2）高効率
　車両燃費向上のためエアコン稼動時の動力低減

写真1 ESB20カットモデル
Photo1 Cut Model of ESB20

冷媒

エンジン

インバーター

モータ
バッテリー

コンプレッサー

図2 電動コンプレッサーシステム概要
Fig.2 System Outline of Electrical Compressor

要求があり、コンプレッサーの高効率化が求めら
れている。
（3）静粛性
　電動コンプレッサーは、アイドルストップ時の
ようなエンジン音や走行ノイズが存在しない状況
でも運転されるため、静粛性が強く求められてい
る。車両で問題となる騒音は電動コンプレッサー
自身の放射音だけでなくエンジンなどの車両部品
への振動伝達も原因となっている事から、ハウジ
ングの剛性等も考慮した設計が求められる。
　以上の要求を満足するために、以下の3点を基
本コンセプトとして製品開発に取り組んだ。
（1） 将来のハイブリッド車・プラグインハイブ

リッド車の展開車両要求に対応可能な冷房性
能を確保し、搭載性・軽量化を両立する。

（2） コンプレッサーの消費動力を低減し、車両の
実用燃費向上に貢献する。

（3） 小型ハイブリッド車に適合可能な静粛性を確
保する。

3 開発の概要

3-1 コンプレッサー
　コンプレッサーは従来機種と同様にスクロール
タイプを採用している。ESB20はスクロール加工
精度を向上し、更に14ccから20ccへと大容量化
し低回転数域を使用する事によって静粛性は大幅
に改善された（図3）。

　一方、旋回スクロールを押し付ける背圧機構に
も改良を加えた。従来は背圧調整弁にて背圧と吸
入圧力の差を一定として制御しており、特に低負
荷条件での動力過大が効率向上を阻害していた。
　ESB20では旋回スクロール歯先の隙間を利用
し自動的に吐出圧力に比例した背圧制御をする事

騒
音（
dB
）

0 1 2 3 4 5

ES14

2000 4000 6000 8000

2000 4000 6000 8000

10000
ES14回転数
（rev/min）

ESB20回転数
（rev/min）

ESB20

冷凍能力Q（KW）
図3 騒音比較
Fig.3 Comparison of Sound Pressure Level with Former

Model

新型プリウス向け電動コンプレッサーESB20の開発
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騒音、高温減磁耐力、コストを総合的に判断し、10
極30スロットを採用した。
　※NV：Noise and Vibration

　モータロータに埋め込む磁石は、ネオジム系希
土類磁石を採用している。希土類磁石は磁力が高
く、小型化に有利な反面、含まれる希土類元素は希
少資源であるため、使用量を抑えた設計が求めら
れる。
　また磁石には、コンプレッサーが搭載されてい
るエンジンルーム内の高温環境下においても、磁
力を損なわず安定したトルクを発生させることが
要求される。一般的にネオジム系希土類磁石は温
度が高すぎると、磁力が不可逆的に低下してしま
う「減磁」が発生する。そのため、重希土類元素であ
るディスプロシウムを添加し、保磁力を向上させ
る。磁力と保磁力はトレードオフの関係にあり、磁
力の高い磁石は保磁力が低いため、磁石材料の適
切な選定と磁気回路の工夫により減磁耐力の向上
が図られる。
　磁気回路の工夫による減磁耐力の向上は、減磁
解析により行う。過大な反磁界が磁石に作用する
と、磁石の角部が減磁していることが予測できる
（図7）。10極モータは、多極化により、磁束が10箇
所に分散するため、6極モータと比較して磁石1個
あたりに作用する反磁界を抑えられる。このため、
ディスプロシウムを必要とせず、高磁力でかつ安
価な磁石が採用可能となった。

図6 磁場解析結果
Fig.6 Magnetic fi eld analysis result

減磁なし 減磁あり

図7 減磁解析結果（＊）＊図6の□部
Fig.7 Demagnetization analysis result

で、常に最適な背圧制御が可能となり動力性能を
8％（※）向上している（図4）。
　※年間性能条件使用

3-2 モータ
　ESB20は、快適性向上のために従来機種
（ES14）よりもコンプレッサーの吐出容量を14cc
から20ccへとアップしている。通常の設計では高
トルク化のためにモータ全長アップとなるが、多
極化と磁石の磁力アップを織り込み、ES14用モー
タよりも全長を9mm軸短化している（図5）。

　巻線は、NV（※）に優れる分布巻とした。モータ
外径（φ94）の制約の中で、要求トルクを満足し、
かつ高効率が得られるよう、磁場解析によりモー
タ断面の最適化設計を行った（図6）。そして効率、

従来品

背圧調整弁

吸入

背
圧

背
圧

負荷 負荷

過剰
低負荷域で背圧
が過剰になり、
機械損失が大

負荷に応じて最適
な背圧になるので、
機械損失が小

実背圧
必要背圧

実背圧
必要背圧

吐出

吸入

吐出
圧縮力 背圧力 圧縮力 背圧力

隙間で背圧力を調整

調整弁により、背圧を一定圧に制御する スクロール歯先部のバルブにより、
背圧を「自動調整」する概要

構造

背圧
挙動

開発品

図4 背圧機構の比較
Fig.4 Comparison of Back Pressure Mechanism with

Former Model

従来品：ES14

65

φ85

φ94

56 －9mm開発品：ESB20

図5 モータ体格比較
Fig.5 Comparison of Motor size with Former Model
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4 まとめ
　ESB20はスクロール型のコンプレッサーの容
積を20cc/revとし、従来機種に対して最大冷房能
力を30%向上した（表1）。

　短軸軽量設計の新開発モータや出力密度を向
上させた新開発インバーターの採用によって軽
量化し、ESB20の冷房能力当たりの質量は従来
機種と比較すると約25%の軽量化となっている
（図10）。

　スクロールの押し付け力を自動調整する背圧
機構を採用することで、圧縮部の摩擦抵抗を減
らしコンプレッサーの効率（COP）を8%向上さ
せた（図11）。

体格 胴径：φ109
全長：195mm

4.5kg

20cc

重量

吐出容量

表1 ESB20の諸元
Table1 Specifi cation of ESB20

－25％

冷
房
能
力
当
た
り
の
重
量

［
kg

/k
W

］

ES14 ESB20

図10 冷房能力当たり重量比較
Fig.10 Comparison of Weight per Cooling Performance

with Former Model

＋8％

C
O
P

（
C
oe
ffi
ci
en
t O
f P
er
fo
rm
an
ce
）

ES14 ESB20

図11 効率（COP）比較
Fig.11 Comparison of effi  ciency (COP) with Former Model

＊COP: Coeffi  cient Of Performance

3-3 インバーター
　インバーターの電気設計はエレクトロニクス事
業部で、筐体設計はコンプレッサー事業部で担当
した。設計の初期段階から顔をつきあわせてのす
り合わせをすることにより、生産性を考慮した上
でインバーター一体電動コンプレッサーの小型化
設計ができた。
　インバーターの小型化は出力密度を向上させ
る必要があるため、素子の発熱を効率よく冷却さ
せる事が課題となる。そのためESB20では、イン
バーター搭載位置をキャメルバックからインライ
ンへ変更するとともに（図8）、CAE解析により最
適な冷却構造を検討することで、インバーターの
冷却性を向上することができた（図9）。

　また、電気素子 大物部品の配置最適化とイン
バーターカバーの樹脂化により、インバーターの
突出部を無くし搭載性を向上できた。生産性は、従
来機種と同様にカセット構造にすることで共通の
設備で生産可能としている。

従来品：ES14

インバーター位置：キャメルバックタイプ インバーター位置：インラインタイプ

開発品：ESB20

図8 インバーター搭載位置比較
Fig.8 Comparison of Inverter mount position with Former

Model

図9 インバーター冷却解析結果
Fig.9 cooling analysis result of Inverter

新型プリウス向け電動コンプレッサーESB20の開発
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　冷房能力の向上による作動回転数の低減と、ス
クロール加工精度の向上によって、従来機種と比
較して騒音を低減し車両の要求する静粛性を満足
した。
　また、モータの設計最適化により磁石中のディ
スプロシウムレス化を達成することができた。
　ハイブリッド車をはじめとする電動化車両は今
後台数が飛躍的に拡大すると予測されており、社
会環境の変化や車両の要求に確実に応える電動コ
ンプレッサーの開発を進め、世界シェアNo.1（当
社調べ）を維持していきたいと考えています。
　本稿においては、機密の観点からグラフの数値
表記を省略しています。

■ 参考文献
［1］ 快適な車室内空間と省燃費の両立をめざし

て、豊田自動織機レポート2013、P.21～24
［2］ 岡部，中島，福村，間嶋，村田，青山，西馬：「終

わりなき挑戦　～新型プリウスの燃費開発」、
TOYOTA Technical Review Vol.62（2016
年4月）

［3］ 黒木：インバーター一体電動コンプレッ
サー ES14の開発、豊田自動織機 技報No.59
（2010）

［4］ 酒井，乾，水藤：「ハイブリッド車向け電動コン
プレッサー空調システム」，2007モータ技術
シンポジウム

■ 著 者 紹 介 ■

写真2 トヨタ自動車（株）からの感謝状
Photo2 Letter of appreciation from Toyota Motor

Corporation

矢野 順也 米良 実 小出 達也

　ESB20ではコンプレッサーの容量や基本構造を見直す初期検討から始め、小型軽量、高効率、静粛性の目
標を達成するために検討会を重ねメンバーの知恵を振りしぼり開発してきた、集大成とも言える機種です。
　ESB20の小型軽量・高効率による新型プリウスへの技術的な貢献が認められ、トヨタ自動車（株）殿より
仕入先プロジェクト表彰「技術の部」を受賞しました。
　最後に、開発、量産化にあたり多大なる御協力をいただいた社内外の関係者の皆様に、深くお礼申し上げ
ます。

開発者のコメント





新型プリウス向け
DC-DCコンバーター 
開発ストーリー

2015年12月、日本国内で発売された4代目プリウス。
このモデルに採用するDC-DCコンバーターに対し、
豊田自動織機はひとつのテーマを提示した。
それは「1/4技術」という言葉。
1/4技術とは、2003年に発売された2代目プリウスを
「1」として捉えたとき、3代目は「1/2」、4代目はそこから
さらに「1/2」のコスト、体積を目指そうというもの。
つまり4代目プリウスに搭載するDC-DCコンバーターは、
2代目プリウスに対し1/4の小型化、
コストダウンしようと掲げたのだ。
もちろん、小さく、安くするだけではない。
性能（出力）は、3代目よりも2倍を要求する特大のおまけ付きだ。
この高いハードルに向けて、
エレクトロニクス事業部・技術部のメンバーたちは、
どのようなアプローチで開発を行ったのだろうか。
そこには「世界初」に挑んだ数々の苦難と喜びがあった。

「世界 
あきら 
――厚銅基板を採用して、　

28



初」を
めない。
　過酷な「1/4技術」に挑め！――
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　DC-DCコンバーターとは、直流電気（Direct 
Current）を機器に応じた適切な電圧に変換する
装置。豊田自動織機の開発するHV（ハイブリッド
車）用のDC-DCコンバーターは、140～280Vほ
どあるHV用の高電圧バッテリーを14Vの低電圧
に変換し、ライトやワイパーなどに電気を供給し
ている。
　豊田自動織機では、2000年5月から初代プリウ
ス向けのDC-DCコンバーターの生産を共和工場

で開始。2009年から安城工場でも生産を開始し、
2011年8月からはDC-DCコンバーター、ACイン
バーターなど、カーエレクトロニクス部品の生産
を安城工場に集約。一貫生産を行っている。今回紹
介する新型プリウス用以外にもアクア、LEXUS 
HS250h、RX450h（電動パワーステアリング用）、
アイドルストップシステム用など、さまざまな
DC-DCコンバーターを生産し、豊田自動織機を代
表する製品のひとつとして数えられている。

豊田自動織機を代表する製品。
それが「DC-DCコンバーター」。

図1 DC-DCコンバーターの機能

田自動織機を代表する製品。
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　新型プリウス向けDC-DCコンバーターの開発
を語るためには、コア技術である「厚銅基板」につ
いて述べなければならない。厚銅基板とは、電子基
板上のパターンを通常よりも厚くしたものを指
す。一般的な基板は5～10Aくらいの電流を通す
のに対し、厚銅基板は500Aくらいの高電流を流
すことができる。さらに銅箔が厚いことから、高電
流を流しても放熱性が良く、プレス製造による高
い環境性も魅力だ。通常の基板は絶縁部分と導体
部分をつくるために「エッチング」と呼ばれる技法
を用いる。エッチングは化学薬品などの腐食作用
を利用して加工されるため、どうしても廃液が出
てしまい環境面で課題があった。しかし、プレスで
の製造なら廃液を出すどころか、再利用も可能で
ある。
　この厚銅基板の開発に関わったのが志満津だ。
志満津は豊田自動織機とイビデンの合弁会社
「TIBC」に出向し、この開発を勤しんでいた。
　「当時、豊田自動織機への貢献として、この厚銅
基板を提案していました。大電流を流すことがで
き、放熱性が良く、環境性も高い。何よりこれらの
性能を安価で実現できる見込みがあり、それが魅
力でした」。
　志満津は性能に加え、コストの部分を強調した。
というのも、当時、豊田自動織機からはかなり低価
格の基板を要求されており、このDC-DCコンバー
ターも安くつくらないとコスト的に受注が難しい
状況にあった。歴代プリウスのDC-DCコンバー
ターをつくってきた豊田自動織機としては、どう
しても落としたくない製品。この厚銅基板を何と
かモノにしてコンペに勝ち、新たな受注につなげ
たいのは当然だろう。
　「低コストでつくれるのは厚銅基板のメリット
ですが、だからといって簡単につくれるわけでは
ありません。そもそもTIBCはこれまでPCやケー
タイ電話に使うプリント基板を一般的な工法でつ
くっていましたから、プレスでつくるなんてやっ
たことがないわけです。ノウハウがないので、毎日
問題が出て、毎日対応するのが精いっぱいでした。
そのため、プレスについてはダイエンジニアリン
グの鈴木さん、浜中さん、長尾工業の木本さん、白
木さんにも助けてもらいました」。

　志満津は品質、量産性、低コストを実現するため
に、新しい構造、工法のアイデア出し、工程削減な
ど目標にして、徹底的につくり込んでいった。その
中でもコストダウンの肝は「工程削減にある」と考
え、機能を分解しコストダウンできるところを
探った。厚銅基板をプレスで打ち抜いて生産する
だけでなく、基板の貼り合わせにも工夫をこらし、
既存の設備をフル活用してつくれるように工夫す
るなど、少しずつコストを下げる方策を試して
いった。
　「とにかくコストダウンを達成しないと、この技
術は採用されませんから、当時は本当に必死でし

た。最終的には努力の甲斐あって、大幅に工程を減
らすことができたから良かったですけどね」。
　志満津は少し顔をほころばせてそう言った。ひ
とまず厚銅基板を使った新しいDC-DCコンバー
ターの素地は整った。この開発に携わったすべて
の人の想いを製品に乗せ、いよいよコンペに挑む
ことになる。

　先代のプリウスに搭載されたDC-DCコンバー
ターは、ボディにマウントされていた。しかし新型

し　ま　づ

エレクトロニクス事業部・技術部
電源システム技術第一室・1G

　し　　ま　　づ　　ひとし

志満津 仁

逆風にも負けない。

このコンペに負けたら、
事業部がなくなるぞ！

「世界初」を
あきらめない。
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プリウスに搭載するDC-DCコンバーターは、
PCU＊1の小型化によって、トランスアクスル＊2の
直上に搭載されることになった。そのためこれま
でとは違い、トランスアクスルの振動に耐えられ
る製品でなければならない。さらにDC-DCコン
バーターなどのパワーエレクトロニクス機器から
発生するノイズによって、ラジオやケータイ電話
の電波を阻害してしまう可能性があり、ラジオノ
イズの対策も行わなければならない。
　今回のプロジェクトのまとめ役となった小池
は、コンペについてどのような心境で挑んだのだ
ろうか。

　「1/4技術に基づく小型化、低コスト化、高耐振
性、ラジオノイズ低減など、乗り越えなければなら
ない課題はいくつもありました。しかし、放熱性の
高い厚銅基板を使うことで、小型化、熱性能におい
ては概ね高評価でしたね」。
　コンペが行われる約1年前、トヨタ自動車に製
品を披露したときは「これを見てしまうと、いまま
での製品は何だったのかと思えるくらいの進化
だ！」、「これで量産まで持っていけたらすばらし
い！」と大絶賛を浴びた。
　「ただ、コストやラジオノイズ、効率などは目標
仕様に足りていなかったので、コンペまでに仕様
通りの製品を持ってくるようにと釘を刺されまし

た。『仕様未達を何とかしないと、コンペにエント
リーできないからね』と」。
　小池は苦笑いをして言った。実際、トヨタ自動車
が要求する仕様、とくにコストに対してはかなり
高いものだった。小池も最初は「絶対達成できな
い」と思ったが、コスト低減アイテムを100件ほど
リストアップし、トヨタ自動車と情報を共有した。
　「このアイテムを別のアイテムに換えれば、これ
だけコストダウンできる。でも、弊害としてこんな
ことが起こる可能性がある。そういった作業を地
道に行っていったんです。一つひとつのアイテム
を見直していくことによって、少しずつコストを
下げていきました」。
　絞り切ったタオルをさらに絞っていくような作
業。100件ほどの部品に対して、1円単位でコスト
削減していくのは、途方もない忍耐力が要求され
る。しかし、そんな愚直な仕事の結果、何とか目標
の仕様に到達することができた。こうなれば鬼に
金棒である。厚銅基板というポテンシャルの高さ
に加え、目標仕様の達成により競合5社のコンペ
に勝利。初代プリウスから今回の4代目プリウス
の連続受注を決め、王者の貫禄を見せつけた。
　「実際はヒヤヒヤでしたよ。社内からは『このコ

エンジンルーム

振動

トランス
アクスル

⬇

⬇

⬇

⬇

PCU
DC-DC

コンバーター（　　 ）

エンジン

図2 DC-DCコンバーターの使用環境

　こ　 いけ　　 やす  ひろ

小池 靖弘エレクトロニクス事業部・技術部
電源システム技術第一室・5G
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「世界初」を
あきらめない。

されることなく、製品自体がノイズを出さない方
法を考えなければならないということだ。
　ラジオノイズ対策を主に担当したのが迫田
だった。
　「さっき小池さんもおっしゃっていましたが、
DC-DCコンバーターを筐体に入れて、その筐体に
ちょっとでも触っているとラジオノイズってガク
ンと減るんです。でも、筐体には一切触れてはダメ
ということなので、困っちゃったわけです」。
　DC-DCコンバーターが少しくらい筐体に触れ
ていても問題ないように思えるが、他車種への展
開を考えると、当然筐体のサイズや形も違ってく

る。だからトヨタ自動車側は筐体に頼った設計を
認めなかったのだ。では、この問題に対してどのよ
うな策を練ったのだろうか。
　「僕たちがまず取り組んだのは、ノイズを減少さ
せるための対策でした。しかし、テストした結果、
仕様目標値にまったく届いていませんでした……」。
　目標値をクリアするためには、ノイズ量を現状
の1/30まで減らさなければならないというのだ。
ノイズを減らすために対策を施したのに、大した
効果がない……。これはどういうことだろうか。目
論見が外れた迫田は「うーん……」と唸った。それ
と同時にこの問題は思いのほか根深いことをジワ
ジワと感じ始めていた。

ンペに負けたら事業部がなくなるぞ！』と脅され
たくらいですから（笑）。いや、もちろんそんなこと
はないんですが、それくらいの気合いで勝負して
こい！ってことですよね」。
　小池はまた苦笑いをした。

　コンペに勝った開発チームはその喜びを噛みし
めながらも、次なるステップに進んだ。要求された
仕様のものを高品質につくるのは当たり前だが、
新型車の開発というのは、たいていが予想通りに
行かないものだ。小池たちが考えていたDC-DCコ
ンバーターは、クルマの開発が進むと同時に当初
の予定とは違った内容を要求されることになる。
　「開発が進むにつれて、求められるDC-DCコン
バーターの形が変わっていくんです。だからトヨ
タ自動車の要請に合わせて、製品の大きさや形を
柔軟に変えていく必要がありました。搭載の仕方
も想定と違っていましたね」。
　新しい車両開発において、要求仕様が変わって
いくのは珍しくはないが、そうはいってもカー
メーカーの要求にその都度対応していくのは容易
ではない。ラジオノイズの問題もその内のひとつ
だった。DC-DCコンバーター単体でのラジオノイ
ズは、ある程度まで抑えたつもりだった。しかし、
実際に製品を筐体に入れて搭載してみると、予想
外のラジオノイズが出てしまったのだ。
　小池は言う。
　「私たちが考えていたDC-DCコンバーターの取
り付け方ができなかったんです。ラジオノイズ低
減のために、いろいろな回避策を考えましたが、ど
れもうまくいかず……。当てが外れたというか、見
込みが甘かったんでしょうね」。
　製品は単体で機能するものではなく、クルマに
搭載され、さまざまな機器との連携で成り立って
いることを改めて思い知らされることとなった。
形や搭載方法が変わったとしても、ラジオノイズ
は変わらず少ないままで。つまり外的要因に左右

＊1　PCU（Power Control Unit）……HVやEVにおいて、モーターを駆動さ
　　　　　　　　　　　　　　　　　  せるためバッテリーの出力を制御す
　　　　　　　　　　　　　　　　　  る部品のこと
＊2　トランスアクスル……トランスミッションとディファレンシャルギア
　　　　　　　　　　　　　を一体化した装置

ラジオノイズが
減らない……。

エレクトロニクス事業部・技術部
電源システム技術第一室・4G

 さこ　 だ　　  しん  ぺい

迫田 慎平
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　豊田自動織機で小池や迫田らがラジオノイズに
取り組んでいる間、志満津たちが出向していた
TIBCに大きな事件が起こった。それはTIBCの解
散。あまりにも突然のことだった。志満津は耳を
疑った。
　「青天の霹靂とはまさにこのことですよ。そんな
ことがあるのか、と最初は信じられませんでした。
でも、決まってしまったことにあれこれ文句を
言っても仕方ありません。厚銅基板はTIBCでつく

るつもりでいたのですが、それができなくなった
ので、電子部品を製造している安城工場にその機
能を移管することになったのです」。
　移管作業は2012年5月から始まったが、問題も
多数あった。
　「特に大きかったのはコストです。新しいDC-DC
コンバーターは、すでにトヨタ自動車と原価コス
トを約束しています。当然、今回の移管についての
コストなんてその中に含まれていませんから、約
束したコストを守りつつ、安城工場で生産できる
ようにしなければなりません」。
　これは相当難しい問題だった。そもそもTIBCで
つくるつもりで準備を進めていたのに、突然工場

両社のコンビネーションで、
ピンチを脱出。

が、いや「メーカー」が変わるのである。予定してい
たTIBCの設備やユーティリティなどが使えない
ので、安城工場に新設したり、人件費も上がったり
と大幅なコストアップを余儀なくされた。
　志満津同様、TIBCに出向し、厚銅基板の設計を
行っていた藤田もこの移管作業を振り返る。
　「厚銅基板の設計は、生産ラインでどのようにつ
くられるのかを見越して作業しているんですね。
要するに厚銅基板の生産工程を考えながら、つく
りやすいように設計していくわけなんですが、突
然、ラインはおろかつくる場所まで変わってし
まった。そのためにある程度できていた厚銅基板
の設計をもう一度見直す必要がありました」。
　コストを下げるために工法も変えており、想定
していたつくり方ができないこともあった。
　「本当に大変でした。でも、あきらめるわけには
いきません。私たちは手作業を自動化したり、工程
を見直したりして、少しずつ原価改善を行ってい
きました。その結果、何とか当初の企画原価を達成
できたんです」。
　この移管作業は、同じTIBC出向者に大いに助け
られたという。もちろん安城工場側も不測の事態
に対し、全力で対応してくれたそうだ。この移管作
業は、まさに両社のコンビネーションが結実した
証だった。

　豊田自動織機では、迫田がラジオノイズとの格
闘を続けていた。ノイズを減少させる対策を施し
たのに、思ったような効果が出ていないことにつ
いて、依然として頭を悩ませていた。
　「ノイズを減らすように対策したのに、減ってい
ない。ということは、他にノイズ源があるのではな
いか、と考えました」。
　迫田はいったん施したノイズ対策から視線を外
し、もっと根本的な部分に目を向け、疑った。他の
ノイズ源といったら何がある……。ん？　もしか
したら、磁界か!? 
　「導線に乗ってくるもの以外のノイズとなると、お
そらく磁界しかないだろうと目星を付けたんです」。
　さっそく磁界を可視化する計測器にかけてみる
と、迫田の予想は大当たりだった。あるコイルから

エレクトロニクス事業部・技術部
電源システム技術第一室・3G

 ふじ　  た　　 てつ　ひこ

藤田 哲彦

根本を疑え！
1,000パターンの粘り勝ち。
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大きな磁界が放射されているのを発見したのだ。
それならその磁界を遮断すればいい。
　「そうしたいところですが、実はそんなに簡単で
はないんです。鉄板などで遮断すればいいのです
が、その分コストがかかるし、組付けも面倒。でき
れば何も追加せずに解決したいんです」。
　そこで考えたのが、出力コンデンサをコイルか
ら発生する磁界の影響のない場所へ遠ざける方
法。非常に物理的な方法だが、何も追加せずに対策
ができる。
　「ただ、どの場所に移動させるのが最適なのか。
それを考えるのが大変でした。ちょっとずつ動か
してはシミュレーションし、また違う場所に動か
してはシミュレーションし……。もうその繰り返
しです。総数で言うと1,000パターンくらい試し
たと思います」。
　地道な努力を繰り返し、最適な場所を探る迫田。
その他にも有効と思える対策を施したことで、よ
うやく仕様目標値を達成することができた。

　移管作業を行っている安城工場では、多くの苦
難を乗り越えながら、着実に作業を進めていた。
まったく初めての製品をつくるにあたって、TIBC
で準備を進めていた志満津と藤田。それが突然の
解散命令によって、その機能を安城工場に移管し
なければならなくなった。製品を立ち上げるだけ
でも大変なのに、そのための準備をまた新しい工
場でイチから構築しなければならない。この辛さ
は本人たちしか分からないだろう。それでも「自分
たちの手で世界初の製品を世に出すんだ」という
闘志は消えていなかった。
　安城工場でDC-DCコンバーターの生産を立ち
上げるため、厚銅基板を設計するためのルール決
めや、生産のための条件出しなど、生産の基礎を固
めていった。
　「設計で大変だったのは、厚銅基板の設計に使う
CADがこれまでとぜんぜん違うので、そこから憶
えていかなければならないこと。これまでやって
いたプリント基板の設計は、電気的な思考でやっ
ていましたし、そもそもソフトにさまざまなデー
タがすでに入っていました。でも、厚銅基板は世界
初の製品なので、当然そういったデータはないわ

けです。しかも基板を板金プレスで打ち抜いてつ
くるので、電気的な思考ではなく、どちらかという
と機械的、構造物をつくるような考え方にシフト
しなければなりませんでした」。
　藤田はこれまでの基板設計の知見がまったく使
えないことを教えてくれた。電気よりもむしろ機
械。藤田にとって、完全に別分野への挑戦である。
　「あと、安城工場は組み立てのラインなので、そ
もそも生産のための条件を出すという考え方がな
いし、それを経験した人もいません。だから、その
条件をこちらでつくって図面に落とし込んでいか
なければなりませんでした。もちろん僕ひとりで
できるわけはなく、旧TIBCのメンバーといっしょ
になってやっていきました」。
　藤田の言う条件出しというのは、具体的にどう
いうことを指すのだろうか。
　「たとえば、厚銅基板の上に実装部品をハンダづ
けする際、表面がきれいになっていないとうまく
付いてくれません。そのために表面を剥離するん
ですが、その剥離する量だったり、剥離した後にど
れだけの時間内で実装するべきか、などを決める
んです」。
　藤田はそもそも基板設計を担当していたはずだ。
しかし、これまでやったことのない基板設計をやり
つつ、本来、生産技術部門が担当する生産の条件出
しまでをも仕事として取り組んでいたわけだ。
　「おかげで生産技術の知識が増えましたけどね
……」。
　藤田はボソッと付け加え、少し笑った。

　DC-DCコンバーターの性能課題だったラジオ
ノイズの低減、そしてTIBCから安城工場への移管
という大仕事を愚直に進め、世界初の厚銅基板を
使ったDC-DCコンバーターは次第に形になりつ
つあった。しかし、試作品のクオリティが上がり、
ほぼこれでいけるだろうという段階になって、開
発チームを震撼させる事件が起こった。
　それはトヨタ自動車側でDC-DCコンバーター
を車両に実装し、振動試験にかけたときのこと。
　製品を構成しているあるコネクターが振動に耐
え切れず、破損してしまったというのだ。
　「振動試験の内容は、私たちに要求された仕様以

別分野への挑戦。

ピンチはチャンス。
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上のものでした。きっとお客さまも初めての製品、
初めての搭載位置で、信頼性を危惧したのでしょう」。
　小池はそう答えた。この一件で開発チームのモ
チベーションは一気に下がったが、あともうひと
踏ん張りである。ここまで来たら前進するのみ！
　「それならこれまでよりも何倍もの安全マージ
ンを取って、絶対に破損しないコネクターをつく
り上げようじゃないか」。
　小池はメンバーを鼓舞した。この熱意はコネク
ターをつくったメーカーにも伝わった。
　「最初はコネクターメーカーも、そんなに高い要
求仕様の製品が必要なのかと半信半疑でした。し
かし、事情を細かく説明していくうちに、彼らの技
術者魂にも火が付いたのでしょうね。ついには社
長や会長まで出てきて、いっしょに改善していき
ましょうと言ってくれました」。
　まさにコネクターメーカーとの二人三脚だっ
た。製品の材料や構造をゼロから見直し、コネク
ターメーカーのほとんどの設計者がこの改善に関
わり、力を注いでくれた。それは全社挙げての取り
組みと言っていいほどの意気込みだった。コネク
ターをいろいろな方法で壊し、その壊れ方も探っ
た。志満津は「この経験は大変でしたが、本当に勉
強になりましたね」と何度も口に出した。
　「正直言って、こういうのって普通はやりたくな
い仕事なんです。でも、コネクターメーカーの皆さ
んは逃げるどころか自ら懐に飛び込んで、より良
い製品をつくろうと努力してくれました」。
　志満津はその姿勢に感銘を受けたという。
　「メーカーとしてもいい機会なので、ぜひやらせ
てほしい」と前向きな姿勢で臨んでくれたおかげ
で、改善もスムーズに進んだ。そしてついにトヨタ
自動車の要求仕様より何倍も大きなマージンを取
り、改善した製品を提出することができた。その結
果は言うまでもない。
　「『ピンチはチャンス』なんて言葉がよく言われ
ますが、まさにこの言葉通りの体験をしましたね。
この後、コネクターメーカーも多くの知見を身に
付け、受注が増えたようですから」。

　開発終盤でヒヤリとした事件が起きたが、この
経験によってDC-DCコンバーターの信頼性はさ

らに上がった。そして2015年10月、世界に先駆け
て厚銅基板を採用した豊田自動織機のDC-DCコ
ンバーターは無事にラインオフを果たした。その
性能は先代の製品に比べ、出力密度は54%向上、
体積は46%減、重量も54%減を達成。まさしく
「1/4技術」を実現した渾身の製品となったのだ。
　この一連の開発を振り返って、メンバーたちは
何を感じ、何を学んだのだろうか。
　「カーメーカーからの要求仕様なので、それを達
成するのは当たり前のことなんですが……」。
　そう前置きして話し出したのは、ラジオノイズ
対策に没頭した迫田だった。
　「やっぱり仕様をクリアしたときの達成感はう
れしいものです。すごくありきたりの言葉なんで
すが『やればできるんだな』ということを実感しま
した。ラジオノイズの取り組みに関しては、施した
ノイズ対策からいったん視線を外し、問題を根本
から疑ったことがターニングポイントになりまし
た。疑うことの大切さを痛感しましたね」。
　確かにノイズを低減する対策を施したのだか
ら、効いているのが当たり前と思い込んでしまう
のは当然のことだ。しかし、そこを疑ったからこ
そ、先に進むことができた。おそらくその考えに至
らなければ、ずっとその場で足踏みをしていたか
もしれない。
　藤田はどんな感想を持ったのだろうか。
　「もともとパソコン用の基板設計をしていた僕
でしたが、それがつくり方もぜんぜん違う厚銅基
板をやることになって。生産の条件出しなど、初め
てのこともたくさん体験しました。一言で言うと、
とにかく大変な開発。でも、そういう経験をしない
と分からないことってたくさんあると思うんです」。
　開発の仕事は簡単ではないが、今回の開発は特
に大変だっただろう。自分の得意分野外の仕事を
し、しかも働く環境も途中で変わってしまったわ
けだから。しかし、藤田はネガティブにはとらえない。
　「いま厚銅基板を使った別の製品の仕事をして
いるのですが、今回経験したことで先を見越した
設計ができるようになりました。暗中模索の中で
仕事をしてきたからこそ、いまに活かされている
と思います」。
　「今回、私たちは厚銅基板を使った世界初の製品
を開発したわけですが、世界初の製品というのは、
インターネットや文献など、どこを調べても載っ

次の「世界初」に向けて。
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ていないことをやるわけです」。
　次に口を開いたのは志満津だった。
　「誰もやったことのないことをするわけですか
ら、たとえば設備メーカーに『こういうものが必要
だ』と言っても、たいてい『できない』って言われる
んです。でも、そこで『こうしたらできますよ』と提
案して、設備メーカーを動かすくらいの熱意が必
要だと感じましたね」。
　設備メーカーができることなら、もうすでに
やっている。世界初の製品をつくりたいなら、自分
の想像力を働かせ、それを実現することだ。志満津
はそう語った。それがまさに「厚銅基板」そのもの
なのだろう。
　「確かにそうなんだよね。初めての製品って、最
初は自分の想定内の世界で進んでいくんだけど、
ある段階から予想しないことが起こってくるんです」。
　小池が志満津の言葉に続いた。
　「人って想定外のことが嫌いなんです。だからそ
ういうことから逃げようとする。でも、そこで粘り
強く、あきらめずに、しつこく食らいついていける
か。そこが分かれ道だと思いますね」。
　小池の言うことも、まさにこの厚銅基板そのも
のを指していた。いくつもの想定外に対して、あき
らめずに挑戦しつづけた者だけが、世界初の称号
を得られる。
　「こういう製品って、誰かが突き抜けて達成する
と、他の誰かもできるようになるものです。実際、
私たちのDC-DCコンバーターのように、低ノイズ
で小型の製品がすでに出てきています。そう考え
ると『絶対できない』なんてことはないんですよ」。
　「そうそう。多くの人は『絶対できない』って思う
けど、結局どこかの誰かが達成する。実際、厚銅基

板がそうでしたからね。それなら『できない』なん
て思うより、初めから『絶対できる！』と思って
やったほうがいい」。
　志満津はこれこそが、世界初を生み出す根本的
な姿勢だと言いたいのだろう。
　「今回の開発はいろいろな課題がありました。私
たちも努力しましたが、それ以上に多くの関係者
の手助けに心から感謝しています。皆さんの力が
なければ、このDC-DCコンバーターの製品化はで
きなかったでしょう」。
　志満津の声に思わず力をこもった。
　「新しいものをつくっていくのは、痛みが伴うも
の。結局、その痛みに負けずに立ち向かった者だけ
が勝てるんですよ」。
　小池の一言は重い。それならDC-DCコンバー
ターの今後も、そういう道を歩むのだろうか。
　「そうでしょうね。いつまでも“世界初”の上に胡
坐をかいていられないですから。今後もさらなる
小型化、さらなるコストダウンはどのカーメー
カーからも求められるはずです。当然、競合他社も
力を入れてくるでしょう。でも、それだけではダメ
なんです。そういった改良部分もありながら、何か
しらの付加価値をつけないと魅力的な製品にはな
りません」。
　小型化、低コスト化は、実現して当然の分野。し
かし、それでは華がない。人々をアッと驚かせ、ワ
クワクさせる“突き抜けた技術”があってこそ、豊
田自動織機の存在感を示せる……。小池はそう言
いたかったのかもしれない。世界初の製品を生み
出したメンバーは、次の“突き抜けた技術”を狙っ
てもう動き始めている。

安城工場でのラインオフ式
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　目に見えない物体の内部を調べる際に、音波（振
動）がしばしば用いられます。医療分野では超音波診
断によって胎児の成長の様子を調べたり、人間ドック
で内臓の異常を調べたりしています。身近な例では、
スイカを指でトントンとたたくことで食べ頃かどうかを
調べます。いずれも、能動的に振動を発生し、その振
動の伝わり方を調べることで、内部の様子を診断する
のです。
　超音波診断では、プローブと呼ばれる装置を体の
表面に密着させて体内に超音波を送り、体内から戻っ
てきた波をやはりプローブで受けます。その信号を画
像化することで体内の様子を可視化し診断に役立て
ます。この場合、信号を出す装置も受ける装置もプ
ローブです。スイカの場合は、手でスイカの表面をた
たきますから、信号を出す装置は「手」で、受ける装置
は「耳」です。トントンという刺激をうけて振動するスイ
カの音は、スイカの大きさ、皮の厚さ、実の張り具合に
よって変わります。スイカの大きさは目で見て分かり
ますが、食べ頃かどうかは、たたいたときの音の高さ、
響き方などを経験的に判断して判断します。私の場合
は、音階が高すぎるとか、ボヨンボヨンとした鈍い音の
するスイカは買うのを避けるようにしています。なかな
か判断は難しいですが。

　このような原理は、名古屋大学で開発・運用の研究
をしている精密制御震源アクロスも同じです。アクロス
とは震源装置によって振動を地下に送り、地下から
戻ってきた振動を地震計で受信して地下構造の時間
変動を検出するための装置です。アクロスでは、発生
する振動を巧妙に制御する事によって地下構造の微
小な変化も捉えられるように工夫しています。それは、
正確に同じ振動を、正確な時刻に同期してくりかえす
ことです。私たちが現在用いている震源装置（図１）は
偏心したおもりを回転させて生じる遠心力によって振
動を発生させ、おもりの回転を正確な時刻に同期して
制御しています。回転は一定の速度にするのではなく、
多くの情報を得るために、回転を一定の間隔で加速・
減速させることで、地下構造の変動に関する多くの情
報を取得しています。このようなおもりの複雑な回転
を正確な時刻に同期して制御していることがアクロス
の技術の根幹です。また、この震源はたて波（P波）と横
波（S波）を同時に発生させることができます。P波とS
波の伝わり方は岩盤の異なった性質を反映します。得
に岩盤内の割れ目や地下水の変動があるとS波の伝
わり方が変化することが知られています。
　現在、国立大学や防災科学技術研究所が管理運営
する地震計が国内に1000箇所以上も設置されてい
ます。地震計で捉えられている地面の震動はGPSから
送られる正確な
時計に同期して

図１　アクロス震源装置の写真と原理（上）　
軸のまわりに偏心したおもりをモータによって
回転させることにより振動を発生させる。水平軸
のまわりにおもりを回転させるため、縦揺れ（P
波）と横揺れ（S波）を同時に効率的に発生させる
ことができる。おもりの回転は正確な時計に同期
した制御をされている。

はじめに アクロスとは

T r e n d
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な変化が現れています。この日、桜島の山頂火口のす
こし東側にある昭和火口の直下に、岩盤を割りながら
マグマが上昇してきたことが地殻変動の解析で明ら
かになりました。アクロスもこの変動を捉えたのです。
変動の原因はまだはっきりしていませんが、従来にな
い大きな変化でした。
　私たちはこのように火山や地震などで起きる構造
の変動現象を捉えることを目的にして研究開発を行っ
ていますが、アクロスは地震や火山以外にも応用可能
です。特に、地面の比較的浅い場所における構造変動
はアクロスが発生する震動の伝播に大きな影響をあ
たえるため、容易に捉えることができます。実際、雨が
降ると振動の伝わり方が変化しますし、地盤が揺すら
れるだけでも変化します。これは地盤に含まれる水分
が増えたり、地下の割れ目の分布が強い揺れによって
変化して地下水が移動するためと考えられます。この
ように考えると、アクロスの応用範囲は広く、実際、石
油開発や二酸化炭素地下貯留をモニタリングする用
途への開発研究も行われています。また、地すべりや
液状化などの地盤変動に関するモニタリングにアク
ロスが強みを発揮するはずです。このようにアクロス
の応用分野が広がっていくことを願っています。

　アクロスを用いると地下構造の変動を知ることが
できます。私たちは桜島火山でマグマの移動に伴う振
動の伝播特性変動を捉えるために2012年９月から観
測をしています。図２は火山活動に伴う変化を捉えた
例です。図では2015年８月15日の朝を境にした明瞭

名古屋大学大学院環境学研究科
地震火山研究センター  センター長

       山岡 耕春
                      KOSHUN  YAMAOKA

図２　桜島に設置してあるアクロス震源で捉えた火山活動に伴う変化。桜島山頂の北西側にアクロス震源を設置し、2012年９月から連続で地震動が桜島の地下を伝播する様子
を観測している。〔A〕は震源と約１km離れた地震観測点との間の振動伝播の２時間毎の様子を示している。波形の左の部分ほど地震観測点に早く到達する信号を表している。
〔B〕はこの期間の鹿児島市内のアメダスの降雨量データを示している。昭和火口直下へのマグマの上昇があった2015年８月15日午前（矢印）に振動伝播特性が明瞭に変化して
いることが分かる。なお、８月16日の午後にもすこし変化しているが、これは桜島に短時間に降った大雨の影響と思われる。

何が分かるか

デジタル化され、回線を通じて地震関係の研究機関
に即座に配信されています。GPSはナビゲーションシ
ステムに用いられるだけでなく正確な時計としても利
用できます。それは、地上で位置を正確に知るために
はGPS衛星から送信される信号が正確な時計（原子
時計）に同期している必要があるからです。
震源装置の振動もGPSによる正確な時計に同期して
いますから、震源から出ている信号がどれだけ時間を
かけて地震計に届くかを正確に知ることができます。
また地下構造の変化によって地下を振動が伝わる速
度がわずかに変化しても知ることができます。実際に
は震源から10km程度離れた観測点でも0.1ミリ秒程
度の振動伝達時間の変化を捉えることが可能です。

〔A〕 〔B〕

39豊田自動織機技報   No.67 2016-9



P41 1.0～2.0トン積みコンパクト電動フォークリフト
新型GENEO-Ecoreの開発

製品技術紹介

Product Technology
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1 はじめに
　1.0～2.0トン積みコンパクト電動フォークリ
フトは、前輪左右に独立した2つのモータと、タイ
ヤの操舵角が90°になる後輪を特徴とした3輪カ
ウンタ電動フォークリフトであり、小回り性に優
れ、狭い通路幅でも操作性が高く、保管スペースを
効率化できることから、主に、運輸・倉庫業、および
食品業を中心に幅広いお客様の物流現場で活用さ
れている。
　トヨタコンパクト電動フォークリフトは、
2003年の前回モデルチェンジ以来、他社に先駆
けて採用した（＊自社調べ）ACモータ駆動システ
ムに加え、トヨタ独自のSAS機能（マスト制御、ス
テアリング位置制御）、オープンステップ採用等に
よる乗込み間口の拡大により、「使ってみて歴然と
違いが判る、基本性能・操作フィーリングを持った
コンパクト電動フォークリフト」として多くのお
客様にご愛用いただいてきた。
　今回のモデルチェンジにあたって、電動フォー
クリフトに常に求められる基本性能である消費電
力の低減＝連続稼働時間の向上に取り組むとと
もに、少子・高齢化の進展、女性オペレータ増加と
いった社会環境の変化に応えるため、使いやすさ、
優れた安全性の実現に取り組んだ。一方、できるだ

け長く使っていただけるよう耐久性の向上もテー
マの一つとした（写真1）。

2 コンセプト
　 電 動 車 の 本 質 で あ る3E（Environment・
Ecology・Energy）技術開発によるエネルギー効
率の向上をベースに以下の3つを開発のねらいと
した。
（1）業界トップクラスの環境性能の実現
（2）使いやすさと優れた安全性の実現
（3）ライフタイムコスト低減

写真1 新型GENEO-Ecore 1.0～2.0トン積みコンパクト電動フォークリフト
Photo1 1.0-2.0ton 3-wheel Electric Forklift 8FBE series

製 品 技 術 紹 介

1.0～2.0トン積みコンパクト電動フォークリフト  新型GENEO-Ecoreの開発
Development of New 1-2ton Electric 3-wheel counterbalanced Forklift Truck

＊1
伊藤 裕之
Hiroyuki Ito

＊1
飛田 淳一
Junichi Hida

＊1
各務 弘憲
Hironori Kakami

＊1
福岡 仁

Hitoshi Fukuoka

＊1
高橋 正幸

Masayuki Takahashi

＊1
牧 国夫
Kunio Maki

＊2
炭釜 康一
Koichi Sumigama

＊1 トヨタL&Fカンパニー 技術部　＊2 トヨタL&Fカンパニー TMHG製品企画部

要　旨 　当社は1.0～2.0トン積みコンパクト電動フォークリフト「GENEO-Ecore（ジェネオエコア）」のモデルチェンジを
行い、2015年の9月に米国、12月に日本で生産を開始した。今回のモデルチェンジでは、電動フォークリフトに常に求
められる連続稼働時間の向上に取り組み、従来車に比べ約20％の長時間稼働を実現した。さらに、作業者の安全確保や
操作性向上などのお客様のニーズにお応えするため、好評を得ている主力機種（GENEO エンジン式フォークリフト）
のコンセプトを取り入れシリーズ化を行った。

キーワード：フォークリフト、電動、3輪、トヨタ、エコア

Abstract 　The 1.0-2.0ton Electric 3-wheel counterbalanced Forklift truck had been model updated in 
September 2015 at North America and December at Japan. To meet the highly market demand such 
as longer operating time per charge,
Newly developed AC motor & driver achieved 20% more operating time over previous models. Also, to 
respond the market needs of safety and easy operating, Same features as 8FBN and 8series IC trucks 
are introduced.

Keywords: Electric forklift, 3wheeler, Toyota Material Handling Group, 8FBE
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3 製品の特長
（1）業界トップクラスの環境性能の実現
　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搭載により、消費
電力を大幅に低減することで、クラストップの長
時間稼働（従来車比較約20%向上＊）を実現した。
（＊1.5トントヨタ作業サイクル稼働時間のもと
での比較）
　また、バッテリ交換を容易に行えるオプション
を充実。交換による停車時間を短くし、長時間のオ
ペレーションに対応できるようにした。
（2）使いやすさと優れた安全性の実現
　従来車で好評のコンパクトボディ（全長・全幅・
全高、低フロア高）はそのままに、小径ハンドル、リ
ヤアシストグリップ、ミニレバー（オプション）を
新規採用し操作性を向上するとともに、バックレ
スト、ルーフ、メータ配置を工夫することで優れた
視野の実現、大型アシストグリップにより乗降性
の向上を行い、すべてのオペレータにやさしい作
業環境の実現に努めた。
　安全面においては、作業中の安全と作業効率の
向上に貢献する当社独自のシステム「SAS」に、積
荷の高さ、重さ、旋回半径によって旋回速度を自動
で制御する機能を日本国内のカウンタータイプ
フォークリフトで初めて標準搭載した（＊自社調
べ）。
　また、車両後方の床面に青色の光点を表示し、周
囲の作業者にフォークリフトの接近を知らせるブ
ルーライトを新規オプション設定した。

図1 ブルーライト
Fig.1 Blue Light

（3）ライフタイムコスト低減
　ぶつけやすい部位のサイドカバーを鉄板から鋳
物にすることによりダメージを軽減、車体強度の
耐久性を向上させた。
　コントローラの配置、防水構造を見直し、IPX4
の耐水レベルを達成し、電動フォークリフトの屋
外使用の不安感を払拭した。
　一方、バッテリの長寿命化のために、バッテリの
液量と液温に応じて警告通知や車両性能を調整
し、バッテリへのダメージを未然に防ぐバッテリ
保護機能を採用した。
　また、LEDライトについては、ヘッドライト、リ
ヤコンビネーションランプ、後部作業灯、回転灯の
どの部位でもオプション選択できるようにした。
新開発のLEDヘッドライトは、長寿命・省電力だけ
でなく、ぶつけにくく、優れた視野を提供する小型
形状とする一方、標準バルブタイプ以上の広い照
射範囲と明るさを持たせた。

（4）デザインコンセプト
　このモデルの特徴であるコンパクト車ならでは
の俊敏性を強調するために、よりコンパクトに、安
全を意識した安定性を感じさせるデザインとし
た。
Compact：
無駄なマスを削ぎとり品質感のある面で構成
コーナーＲを大きくとり小回り性を強調
Stable：
バンパー機能を持つ低重心な土台で安定感を表現

LED 従来バルブ
図2 LEDヘッドライトと従来品との明るさ比較
Fig.2 LED Head Light and comparison with conventional

bulb
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4 開発内容
■長時間稼働
　リーチフォークリフト（2012発売）、オーダー
ピッキングトラック（2013年発売）に引き続き、
自社開発のACモータ、モータドライバシリーズを
採用した。従来品と比較し、以下の技術を織込み
それぞれの損失を約30％低減し、効率向上を図っ
た。
（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 構成部品の最適配置によるパワー回路の
　　低インダクタンス化
　②低損失トランジスタの採用
　③低損失変調方式採用

■優れた安全性の実現
（1）揚高・荷重センシング旋回速度制御
　2012年発売のALOMA向け4輪カウンタ電動
フォークリフト8FBNにつづき、『揚高・荷重セン
シング旋回制御』を搭載した。図4に示すように揚
高、積載負荷、旋回半径を検知し、車両の左右安定
性を維持するように旋回速度自体を制限し、“不安

図3 イメージデザイン
Fig.3 Design image

写真2 新型ACモータ＆モータドライバ
Photo2 New Motor and Motor driver

定な状態になりにくくする”機能である。3輪カウ
ンタフォークリフトは左右の前輪を別々のモータ
で駆動するシステムで構成され（図5）、操舵輪を
ステアリングエンドまで切った状態で旋回する時
は、内輪を逆回転させることにより旋回半径を小
さくしている。新型車では新たにタイヤ角エンド
を自動学習して、3輪カウンタフォークリフト特
有の動作領域でも、オペレータに違和感を感じさ
せることなく、安心感を与えられる旋回フィーリ
ングを実現。従来車からの安全機能（SAS・OPS）と
同様に車両旋回時の左右安定性と作業性を両立さ
せた。

■ライフタイムコスト削減
（1）バッテリ保護機能
　バッテリに搭載されたバッテリ液面・液温検知
ユニット（図6）でバッテリの状態を検知し、その
状況に応じて、警告通知や、車両の性能制限を行
う、以下の4つの機能がある（表1）。

旋回半径 大

速 積載負荷に応じて
段階的に低減 無負荷

負荷あり
（低揚高）

負荷あり
（高揚高）

旋
回
速
度
制
限
値

図4 旋回半径と車速制限値
Fig.4 Vehicle speed and Turning radius

車速センサ左

走行モータ左

走行モータ
ドライバ左

主制御
コントローラ

走行モータ
ドライバ右

走行モータ右

オイルコントロール
バルブ

揚高スイッチ

荷重センサ

タイヤ角センサ

車速センサ右

図5 制御ブロック図
Fig.5 Block Diagram of Automatic Turn Speed Control

1.0～2.0トン積みコンパクト電動フォークリフト  新型GENEO-Ecoreの開発



豊田自動織機技報   No.67 2016-9

ト
ピ
ッ
ク
ス

製
品
技
術
紹
介

技
術
解
説

特
別
寄
稿

特
集

44

③充電状況
　・充電開始残量
　・最小バッテリ残量
④バッテリ使用状態
　・平均バッテリ液温度
　・最高バッテリ液温度
　・バッテリ液温度一定値越え積算時間
　・バッテリ放電量
　・充電回数

　これらのデータは、車載のディスプレイで数値
表示、グラフ表示ができるほか、QRコードでも表
示ができる（図7）。スマートフォンやタブレット
などでQRコードを読み取り、データをパソコン
に送信すると、表計算ソフトで管理が可能（図8）。

■テレマティクスサービス(稼働管理システム)
　フォークリフト向けテレマティクスサービス
「TOYOTA T_Site」を新規オプション設定した。
フォークリフトに搭載された各種センサからの稼
働データを、通信システムを通して収集し、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

数値表示
グラフ表示

QRコード表示
図7 データの画面表示
Fig.7 Recorded Data on Display

グラフ作成

QRコード変換

データ送信

図8 QRコードによるデータ管理
Fig.8 Exporting data using QR code

①バッテリ液面警告
　バッテリの液面が低下した場合に液面警告イン
ジケータの点灯と警告ブザーでオペレータに通知
し、バッテリ液の補充を促す。
②バッテリ液面検知車両性能制限
　バッテリ液面が低下したまま長時間使用された
場合に車両の性能を制限し、メンテナンスを促す
とともにバッテリへのダメージを軽減させる。
③バッテリ液温警告
　バッテリ液温が高い場合にバッテリオーバー
ヒート警告インジケータの点灯と警告ブザーでオ
ペレータに通知し、電流消費を抑える稼働条件へ
の見直しを促す。
④バッテリ液温検知車両性能制限
　バッテリ液温が高い状態で使用された場合に車
両の性能を制限し、電流消費を抑える稼働条件へ
の見直しを促すとともに、バッテリへのダメージ
を軽減させる。
（2）バッテリデータログ機能
　車両の稼働・バッテリの充電情報などを自動で
記録。データに基づいた使用状況の確認を可能に
し、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。
　データログ機能で記録されるデータは以下のと
おり。
①機台稼働状況
　・稼働日数
　・キーオン時間
②バッテリメンテナンス状態
　・液面警告時間

バッテリオーバーヒート
警告インジケータ

マルチファンクション ディスプレイ

バッテリ液面
警告インジケータ

液面・液温
検知ユニット

液温センサ
液面センサ

出力信号線
バッテリ

図6 システム構成図
Fig.6 System Confi guration

－：非搭載　　◯：搭載　　★：搭載（新機能）
機能名

①バッテリ液面警告

③バッテリ液温警告
②バッテリ液面検知車両性能制限

④バッテリ液温検知車両性能制限

新型従来型
◯
－
－
－

◯
★
★
★

表1 従来車と新型車の機能比較表
Table1 Comparison Table with Previous model
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5 まとめ
　今回モデルチェンジを行ったコンパクト電動
フォークリフトは、当社がこれまで全世界に展開
してきた技術の上に立ち、省電力化による連続稼
働時間延長と使いやすさ、優れた安全性の実現に
より、必ずやお客様の高い支持を得られるものと
確信する。今回開発した製品をきっかけにこのク
ラスのフォークリフトだけでなく、トヨタフォー
クリフトとそのコンポーネントが更に広くご愛顧
いただけることを願っている。
　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。

タブレット端末で閲覧可能にするサービスで、車
両の効率的な利用やオペレータの最適配置などに
より、物流コスト低減や現場改善、安全管理に活用
いただくものである。
　本サービスは、今回の新型車への搭載を皮切り
に、今後、他の機種にも順次搭載拡大を計画してい
る。

　「TOYOTA T_Site」の機能は以下のとおり。
1）稼働状況管理
車両・オペレータ・拠点毎のキーオン時間・荷役
時間・走行時間・稼働率等の稼働状況が把握可
能。 

2）バッテリ状態管理
バッテリ状態の把握、充電・放電の使用状況を視
える化。 

3）車両衝撃検知
車両に搭載されたセンサで衝撃の検知状況が把
握可能。車両衝撃が大きい場合は管理者へ直ち
に通知が可能なしくみになっており、車両損傷
の未然防止に貢献する。

4）オペレータアクセス管理
オペレータのPIN※コードと運転可能な車両を
Web画面で設定可能。オペレータ別に車両性能
の設定を変えることも可能。

　※ PIN（Personal Identifi cation Number）：
　　個人認証番号

稼働データを発信 TOYOTA T_Site
サーバーに情報蓄積

お客様によるパソコンや
タブレット端末での稼働
データ閲覧

販売店からお客様への
レポート・改善提案

図9 情報の流れ
Fig.9 Flow of information

図10 TOYOTA T_Site ホーム画面
Fig.10 TOYOTA T_Site web-site

1.0～2.0トン積みコンパクト電動フォークリフト  新型GENEO-Ecoreの開発
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■ 著 者 紹 介 ■

高橋 正幸

伊藤 裕之

牧 国夫

飛田 淳一

炭釜 康一

各務 弘憲 福岡 仁

　新型車を導入する北米、一般輸出地域、日本それぞれのお客さまのニーズに最大限お答えするため、市場
調査に加え、先行開発車のデモを実施。商品－製品のコンセプトづくりをじっくり行いました。最終的に、日
米モデルで異なった動力性能とすること、別々のブレーキシステムを採用することにしました。1978年に
電動三輪を日本で初めて発売して以来、市場をリードしてきたトヨタＬ＆Ｆだからこそ、新型車のライバル
は従来型でした。異なったシステムでありながら、これまでのお客さまが違和感を覚えないよう、同じ操作
感とすること、かつ、明らかに良くなっているとわかってもらえることの二律背反のチューニングを試行錯
誤しながら、それぞれ作り込みました。
　生産準備については先回の開発同様、米国生産拠点からの立ち上げでしたが、試作車段階から米国、日本
の生準・開発メンバーが一緒になって準備を進行。相互に情報と課題を共有することでスムーズな生産立ち
上がりができました。今後の開発においても、開発、生産準備の各部署が一体となり、発生する課題に共に立
ち向かう風土づくりに勤め、レベルアップを図って行きたいと思います。

開発者のコメント
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　自動車空調用圧縮機の販売台数は年々増加して
おり、2015年度期には3,000万台/年（弊社製）を
超えるに至っている。車両燃費向上の観点から圧
縮機の更なる効率向上が望まれており、複数部品
や複合現象（マルチフィジックス）が関係する損失
低減が重要な課題となっている。本件は最新の圧
縮機開発の課題解決に役立った最新設計技術の1
つである。

　圧縮機の損失は、圧縮時に高温となる冷媒ガス
の熱損失と摺動部の摩擦損失とに大別され、いず
れもボア内の冷媒ガス圧力が吐出圧力より高くな
る過圧縮によって増長される。吐出リード弁の開
き遅れが過度な過圧縮を引き起こす場合があり、
この過圧縮低減（性能向上）を目的に、油膜・ガス流
れ・構造連成解析手法を開発した。詳細は織機技報 
65号を参照のこと。

　本設計技術により、新製品の設計指針を導出し、
お客さまに物理の原理原則やメカニズムを説明で
きた。これにより、お客さまからの信頼を得ること
に繋がり、更なる弊社空調圧縮機の拡販に貢献で
きた。

写真1 日本機械学会賞受賞者
（右から玉野准教授、森西教授、吉住様、諸井）

Photo1 Dr.Tamano, Dr.Morinishi, Dr.Yoshizumi, Dr.Moroi
(from right to left) and Dr.Kondoh (right upper) is
the winner of JSME Medal for Outstanding Paper,
2015

写真2 油空圧機器技術振興財団顕彰受賞者
（右から山岸常務執行役員、吉住様※、諸井※、村山室長）
※受賞者

Photo2 Dr.Yoshizumi and Dr.Moroi (center) are members
of the winner of Fluid Power Technology Promotion
Foundation Award, 2015. Blessed by Mr. Yamagishi
of Managing Offi  cer (far right) and Mr. Murayama
of Assistant General Manager (far left)

写真3 日本機械学会賞の賞状と賞牌（メダル）
Photo3 Certificate and the medal of JSME Medal for 
Outstanding Paper, 2015

写真4 油空圧機器技術振興財団顕彰の賞状と盾
Photo4 Certifi cate and the shield of FPTPF Award, 2015

ト ピ ッ ク ス

圧縮機の吐出用リード弁における開き遅れ挙動の計算
Calculation for the Opening Delay of a Discharge Reed Valve in 
Compressors

＊1
諸井 隆宏
Takahiro Moroi

＊2
吉住 文太

Fumitaka Yoshizumi

＊2
近藤 靖裕
Yasuhiro Kondoh

＊3
玉野 真司
Shinji Tamano

＊3
森西 洋平
Yohei Morinishi

＊1 豊田自動織機　＊2 豊田中央研究所　＊3 名古屋工業大学 大学院研究科

2015年度日本機械学会賞／2015年度油空圧機器技術振興財団顕彰を受賞
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1 内容
　近年、石油の枯渇、CO2排出量低減の観点から、
環境に配慮した自動車として「燃料電池自動車 
（以下、FCV）」が注目されている。FCVは燃料電池
スタックで発電した電気を利用して走行するた
め、発電に必要なガス（酸素と水素）を供給する必
要があり、従来の内燃機関自動車とは、大きく違っ
たシステムとして構成される。システム部品の中
でも、FCVの加速性、燃費、静粛性の点で重要機能
部品となる「酸素供給用コンプレッサー（以下、エ
アコンプレッサー）」と「水素循環用ポンプ（以下、
水素循環ポンプ）」を新たに開発し、量産化に成功
した。

2 採用技術と効果
　今回開発したエアコンプレッサーは、 
① 独自開発した圧縮機構により、従来品に対し実
使用域の効率を14％向上させて、FCVの燃費向
上に貢献した。 
② 独自開発したモータにより、従来品に対し高応
答・高効率を図り、FCVの加速性向上に貢献し
た。 

　今回開発した水素循環ポンプは、 
① 独自開発したモータの放熱機構により、従来品
に対し、循環流量増加に伴うモータの損出発熱 
を燃料電池スタックへ放熱する構造とすること
で、小型化・軽量化を達成し、燃料電池システム
の簡素化に貢献した。
② 従来品に対し、ポンプ内部の形状を最適化する
ことにより、－30℃以下の氷点下からの起動を
可能とすることで、内燃機関自動車と同等の始
動直後の出力確保に貢献した。

写真1 中部科学技術センター顕彰“大賞”受賞者
（左から正木※、城丸※、鈴木副社長、中根※、星野※）
※受賞者

Photo1 Chubu Science and Technology Center Grand
Prize Winner
(From left) Mr.Masaki, Mr.shiromaru, Executive
Vice President Suzuki, Mr.Nakane, Mr.Hoshino

図3 FCスタック概要
Fig.3 FC stack overview

図2 水素循環ポンプカットモデル
Fig.2 Cut model of Hydrogen Circulating Pump

図1 エアコンプレッサーカットモデル
Fig.1 Cut model of air compressor

 ト ピ ッ ク ス

FCV用エアコンプレッサーおよび水素循環ポンプの製品開発
Development of Air Compressor and Hydrogen Circulating Pump for FCV
Won the 14th Chubu Science and Technology Center “Grand Prize”

＊1
星野 辰幸
Tatsuyuki Hoshino

＊1
中根 芳之
Yoshiyuki Nakane

＊1
城丸 勝俊

Katsutoshi Shiromaru

＊1
正木 大輔
Daisuke Masaki

＊1 コンプレッサー事業部 技術企画部

第14回中部科学技術センター顕彰“大賞”を受賞
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1 はじめに
　2015年6月24日に一般社団法人愛知発明協会
主催の2015年度愛知発明表彰が、また2015年
11月18日に公益社団法人発明協会主催の2015
年度中部発明表彰が開催され、特許発明「ジェッ
トルームにおける緯入れ制御装置」（特許第
4399228号）が愛知発明賞および中部発明奨励
賞を受賞した。愛知発明賞および中部発明奨励賞
は、今回の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。
　今回受賞した発明は、繊維機械事業部技術部の
牧野洋一さん、奥田泰治郎さん、荒井隆二さんらに
よって発明されたものであり、記念の賞状並びに
盾が贈られた（写真1）。

写真1 愛知発明表彰受賞者。左から荒井、奥田、牧野
Photo1 Inventers who win the Aichi Invention Award.

From left, Mr. Arai, Mr. Okuda, Mr. Makino.

　愛知発明表彰および中部発明表彰は、愛知県お
よ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。
　今回受賞した発明「ジェットルームにおける緯
入れ制御装置」は、エアジェット織機における空気
消費量低減に大きく貢献した点が高く評価され
た。

2 発明の内容
■発明が解決しようとする課題
　エアジェット織機の最も大きな課題のひとつは
空気消費量低減による省エネ化の推進である。空
気消費量低減と稼働の安定化は密接に関係してお
り、どのようにしてよこ糸の飛走に本当に必要な部
分のみでエアを使用するかがポイントになる。エ
アの噴射条件を決める要因は静的な要因（初期に
決定できるもの；織物条件、稼働条件等）と動的な
要因（時間とともに変化するもの：よこ糸のばらつ
き、工場圧の変動等）に大きく分けられる。
　本発明では動的な要因のうち急激な変化をする
ものを対象にしている。これまでは、急激な変化を
する動的な要因に対しては、センサ、アクチュエー
タの性能等から実用上有効な方法がなく、静的な
要因の調整範囲の余裕を大きくすることで対応し
ていた。

ト ピ ッ ク ス

特許発明「ジェットルームにおける緯入れ制御装置」が愛知発明賞およ
び中部発明奨励賞を受賞
The Patented Invention of “WEFT INSERTION-CONTROLLING DEVICE 
IN JET LOOM” won the Aichi Invention Award and the Chubu Invention 
Encouragement Award

＊1
山本 達也

Tatsuya Yamamoto

＊1 知的財産部

要　旨 　特許発明「ジェットルームにおける緯入れ制御装置」が愛知発明賞および中部発明奨励賞を受賞した。受賞した
「ジェットルームにおける緯入れ制御装置」（特許第4399228号）は、エアジェット織機における空気消費量低減に大
きく貢献している。特許発明の内容およ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。

Abstract 　The patented invention of “WEFT INSERTION-CONTROLLING DEVICE IN JET LOOM” won the 
Aichi Invention Award and the Chubu Invention Encouragement Award. Awarded invention “WEFT 
INSERTION-CONTROLLING DEVICE IN JET LOOM”（patent No. 4399228） contribute greatly to 
reduction of air-consumption of air-jet loom. The contents of this invention and the situation at the time 
the invention has invented are introduced.
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■発明の構成
　今回の特許発明に関する緯入れ制御の構成を図
１に示す。

　リアルタイム制御により開閉弁の閉タイミング
を遅らせる遅延制御を行なった緯入れ時におい
て、検出された緯糸到達時期の遅れが閾値βより
も小さくなったとする。
　このような場合に、次々回の緯入れ時以降で開
閉弁の閉タイミングの遅延量を段階的に少なくし
てゆく遅延制御継続モードを設けた。遅延制御継
続モードは、緯糸到達時期が目標緯糸到達時期Ｔ
Ｗｏから遅れる方向に変動してしまうおそれを回
避するのに有効である。

■発明の効果
　本発明では、従来のよこ糸飛走制御との連携も
可能であり、両者を有効に使うことにより、急激に
変化する動的な要因にも対応でき、静的な要因の
調整範囲の余裕を小さくでき、空気消費量低減が
可能になった。

開閉弁

コンピュータ
（主制御）

圧力制御弁

M S1 S2 S3 S4 S5

サブノズル

電空
レギュレータ

メインタンク サブタンク

サブレギュレータ

メインノズル

図1 緯入れ制御の構成
Fig.1 System for controlling weft insertion

遅延制御前

遅延制御後

遅延制御継続モード　制御フロー

図2 遅延制御継続モードのタイミングチャート及びフローチャート
Fig.2 Timing chart and Flow chart of the delay control

continuation mode 

3 まとめ
　今回の受賞した「ジェットルームにおける緯入
れ制御装置」は、エアジェット織機における空気消
費量低減に大きく貢献した。
　知的財産部では、発明の益々の促進を図り、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。

■ 著 者 紹 介 ■

山本 達也

特許発明「ジェットルームにおける緯入れ制御装置」が愛知発明賞および中部発明奨励賞を受賞
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　最新ディーゼルエンジンは、コモンレール噴射
系の多段噴射化、ターボチャージャの高機能化（多
段化、Variable Nozzle制御）、2系統EGR系など、
システムが複雑化しているため、開発工数の増大
が深刻な問題となっている。これに対応するため、
本研究では従来の実験主体の試行錯誤的な開発か
ら、論理的且つ効率的な開発への変革を目指し、現
場で真に活用できる高速且つ高精度な燃焼シミュ
レータの開発を行っている。本シミュレータの詳
細については織機技報61、63、64号にも掲載ある
ため参照されたい。

　熱損失モデルとして一般的に用いられる、経験
則に基づいたWoschni式に対して、熱損失の支配
因子である「筒内流動」と「噴霧火炎の壁面衝突」を
別々に考慮した新モデルを導入することで、物理
式に基づくロバスト性の高い予測を可能にした。
また、多段噴射の複雑な噴霧干渉度合いをモデル
化することにより、あらゆる環境条件の着火予測
精度を向上させた。

　今回提案した新モデルの導入によって世界トッ
プの計算精度を達成できた。これにより、次世代の
低燃費・超低エミッションエンジンの開発に大き
く貢献していくと確信する。

写真1 自動車技術会論文賞受賞者①
（左から、高巣様*、加藤自動車技術会会長、稲垣様*、上田様*）
*受賞者　※本人は都合により欠席

Photo1 JSAE paper award winner ①
(From left) Mr.TAKASU*, JSAE Chairman Kato,
Dr.Inagaki*, and Dr.Ueda* Award
winner (Mr.Tani was absent)

写真2 自動車技術会論文賞受賞者②
（左から、真田技術部長、谷）

Photo2 JSAE paper award winner ②
(From left) General manager in Engine division
Mr.Sanada, and Mr.Tani

写真3 自動車技術会論文賞の盾
Photo3 JSAE paper award plaque

ト ピ ッ ク ス

ディーゼル燃焼シミュレーションUniDESの精度向上 第1報および第2報
Accuracy Improvement of Diesel Combustion Simulator UniDES

＊1
稲垣 和久
Kazuhisa Inagaki

＊1
上田 松栄
Matsuei Ueda

＊2
高巣 祐介
Yusuke Takasu

＊3
谷 俊宏
Toshihiro Tani

＊1 豊田中央研究所　＊2 トヨタ自動車　＊3 豊田自動織機

第66回（2016年）自動車技術会賞論文賞受賞
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　国内で特許を取得する場合、先に出願した者のみに権利が付与される。　したがって、できるだけ早期に出願
することが肝心であり、そのことは知財教育を受けた技術者であれば承知しているはずである。しかし実際は、
日々の製品開発に追われ特許出願を後回しにしがちである。製品の販売前日までに出願すればよいと考える技
術者も散見されるが，それでは他者に遅れをとる危険が潜む。
　そこで今回は、早期の特許出願に意義があり重要であることを改めて認識させられる統計データを紹介す
る。

〈拒絶査定で使用された引用文献（先行技術）が特許出願日より何年前の公開か〉

　特許出願は審査を経て登録または拒絶が確定するが、特許出願を拒絶査定に導いた先行技術について、注目
すべき点がある。下図は、2015年に拒絶査定された出願を対象に、拒絶査定で使用された先行技術が特許出願
の出願日より何年前の公開かを年毎の割合にした図である。

　注目点は、特許出願日前3年以内に公開された先行技術で拒絶査定された割合が過半数を超えており、特許出
願日近くに公開された先行文献によって拒絶される傾向が強い。すなわち、出願する数年前に、同業他社に先に
出願・権利化され、その結果、拒絶査定となり特許を取得できない案件の割合が高いことを意味する。また、出願
後に公開された他者の先願特許での拒絶査定も5％存在する。早期に出願していれば、少なくとも直近に公開さ
れた先行技術による拒絶査定を避けられる可能性が高まる。また、先行する他者特許への抵触リスクも軽減さ
れると考えられる。
　早期出願はどの技術分野においても重要であるが、市場競争の激しい分野、技術開発が活発な分野では直近
の出願件数も多くなると考えられるため、特に留意が必要である。

知的財産部 知財推進第二室
知財第22グループ

近藤 慎一
Shinichi Kondo

The importance of early patent application

早期特許出願の重要性

図．　拒絶査定で使用された引用文献が特許出願日より何年前の公開か
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豊田織機技報67号をお届けいたします。
　今号も、より多くの方にお読みいただくため、新たに“トレンド”コーナーを
設け、旬な話題の提供を試みました。第一弾として皆様の気になる話題である
「地震」について長年研究されてきた名古屋大学山岡教授から、地下を診る手法
として開発された、“アクロス”という解析装置についてご紹介いただいており
ます。ご一読いただけますと幸いです。
　また今号の特集として、2016年上期国内販売台数14万台と販売好調である
新型プリウスへの、我が社の貢献技術をご紹介しています。筆頭として４代目
プリウスのチーフエンジニアでいらっしゃる豊島様から寄稿いただき、我々へ
の激励の言葉をいただいております。
　今後も、みなさまに刺激を与える事が出来るような、読みやすく興味深い技報
を発信出来る様にがんばっていきたいと思います。
　最後に、67号を発行するにあたり、社内外の関係者の皆様に多大なるご尽力
を賜りましたことを厚くお礼申し上げます。

技報事務局（R&D統括部）
白石 直基

株式会社 豊田自動織機
〒448-8671 愛知県刈谷市豊田町2丁目1番地
TEL 0566-22-2511（代表）
伊藤  天
株式会社 アイワット
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