交 通 事 業

における 技術展望

Prospects of technology in transportation business

まえがき
当社は，鉄道電機品の国産化を目的に英国ディッカー社
と製作販売契約を締結し 1918 年に設立された。
交通事業の製品は集電装置，制御装置，主電動機，駆
動装置，補助電源装置，列車情報装置など，鉄道技術とと
もに進歩発展してきた。
■ 創業当時の制御装置（直接制御器と間接制御器）
Propulsion control unit（direct controller and indirect controller）
manufactured in the early days

創立25～50周年の製品
1952 年にはわが国初の中空軸カルダン駆動装置と米国
の WN 継手に似た中実軸歯形継手の 2 種類を試作し，京

■ 創業当時の横浜工場全景
Yokohama factory at the time of establishment

阪神急行（現・阪急電鉄）京都線で現車試験を実施した。

創業当時の製品
1920 年には当社 初の製 造品である主電 動 機（DK9-C，
50HP）をディッカー社の設計に基づき製作し，京阪電気鉄道
に納入。フレームが分割でき，
点検や手入れに便利であった。
1922 年にはインチ単位であった A 形パンタグラフを国
内仕様のメートル法に改め枠組みの摩擦を減らすなど独自
の改良を施した C １形を開発した。

■ 創立 25 ～ 50 年の駆動装置
Gear unit manufactured in 25th to 50th years from establishment

1961 年には米国 GE 製の置き換え用として，パナマ運河
曳船用電気機関車を受注製作し，翌年から納入を開始した。

■ 創業当時の主電動機と集電装置
Traction motor and pantograph manufactured in the early days

1926 年には当社初の補助電 源装置（電 動発電 機 TDK
301-A）を京成電軌に納入した。DC600V または DC1200V の
複電圧の入力に対応しており，出力は DC120V，2kW であった。
1932 年にはわが国初の複巻主電動機による回生 / 発電
ブレーキ付き制御装置は，直接制御器（DR3 形）と間接
制御器（UN242 形）を組合せたものであり，京阪電気鉄
道京津線に納入した。
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■ 創立 25 ～ 50 周年の電気機関車
Electric locomotive manufactured in 25th to 50th years from establishment

創立50～75周年の製品
1985 年には国鉄と当社の共同開発による添加励磁方式
の回生車が 205 系通勤電車に数多く採用され，山手線に永
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く使用された。その後インドネシアにも譲渡され活躍して
いる。添加励磁方式は直巻電動機の界磁を大容量補助電
源装置から添加励磁することによって回生ブレーキ制御を
行うもので，当時すでに実用化されていたチョッパ制御方
式と比べ，制御装置は小型軽量で安価であった。この添加
励磁方式は直流機制御の最後を飾り以降誘導電動機による
VVVF 制御に移っていく。
■ 205 系 5000 番台車両
A Figure of series 205-5000

2017 年には 1990 年～ 98 年に納入した広島電鉄 3900
形用 VVVF（逆導通 GTO とヒートパイプによる走行風
■ 創立 50 ～ 75 周年の添加励磁装置
Superposed field excitation equipment in 50th to 75th years from
establishment

自冷）の更新用として，SiC ハイブリッド素子を適用した
VVVF（制御装置）を納入した。
2009 年には JR 東日本 E5 系新幹線用多分割すり板体方

1982 年には当社初の回生ブレーキ付き逆導通サイリス

式の PS208 形パンタグラフを開発し，架線の上下変位に

タ式 VVVF 装置（制御装置）の現車試験を，阪急電鉄で

追従してストローク運動する部材の軽量化を行い，追従性

実施。これはわが国初の郊外電鉄本線上の回生ブレーキ付

能を向上させるために，架線への接触部品であるすり板を

VVVF 試験走行となった。

分割し，それらを可撓性のあるすり板で自由度をもって連

1983 年にはブースター式 SIV（補助電源装置）を横浜
市地下鉄に納入した。以降各電鉄に納入し，架線電圧の急

結し，複数のばねで支えた構造の多分割すり板舟体を搭載
している。

変に強い性能などが高い評価を受ける。
1990 年には 300 系新幹線用パンタグラフと駆動装置と
主電動機について，集電性能向上や騒音低減などの改良，
アルミ製ギアケースの開発，出力 300kW 410kg の高出力
で軽量化された主電動機の開発を行った。
■ 創立 75 ～ 100 周年の集電装置
Pantograph manufactured in 75th to 100th years from establishment

2013 年には阪急電鉄 1300 系車両用に低騒音でメンテナ
ンスを低減した全閉内扇構造の誘導電動機を納入した。
2018 年には列車情報装置ではジャカルタ都市高速鉄道向
■ 創立 50 ～ 75 周年の集電装置と駆動装置と主電動機
Pantograph, gear unit and traction motor manufactured in 50th to
75th years from establishment

創立75～100周年の製品

けにイサーネットによるIEC61375 規格適合品を製品化した。
近年は SiC 素子を適用した小型で低騒音な高周波絶縁型
の補助電源装置を開発している。

鉄道技術の将来展望

時代は VVVF による誘導電動機に移り，素子も逆導通

鉄道技術は進歩し，次の世代へと引き継がれてきた。今

GTO サイリスタから IGBT そして SiC 素子へと変遷を遂げ

後も，高速，大容量，高性能，乗心地改善，静粛性，省エ

つつある。

ネ性，保守性，バリアフリー性など，さまざまな要求に応

1995 年には民鉄向けに IGBT 素子を適用した VVVF を
納入した。

えるため，小型で軽量，高効率で静かな製品を開発し，社
会インフラの継続的な進歩発展に貢献していく。

2002 年には愛知万博 HSST（リニモ）電機品や，JR 東

また，海外の技術導入により創業した当社も，近年では，

日本 205 系（添加励磁制御車）車両の更新用として IGBT

海外の案件も増え，海外での製造にまで発展している。規

素子を適用した速度センサレス・ベクトル制御の VVVF（制

格や法規制など，国内との違いに都度対応しながら，繰返

御装置）を納入した。

し挑戦を続けている。
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産 業 事 業

における 技術展望

Prospects of technology in industrial business

試験レベルにおいても，図１に示すように，エンジンや車

まえがき

両をコンピュータのモデルで構築し，これらのモデルから

当社は，1918 年に設立されたが，鉄道用モータ技術を

の出力を指令としてモータを駆動し，トランスミッション

基盤として，1928 年には産業用直流電動機・発電機の製

などの供試体にエンジンや車両相当の負荷をかけて試験を

造を開始し，工場設備やインフラ設備などの産業事業へ事

行う仮想モデルベース評価試験機となっている。こうした

業を拡大してきた。

試験機においては，モータにはエンジンや車両相当のトル

現在では，当社の産業事業として大きく分けて，
（1）自

ク，回転速度を出力するほか，エンジンの爆発変動やタイ

動車用試験装置事業，
（2）加工機械，印刷機械事業，
（3）

ヤでのグリップ／スリップ挙動などの再現を実現するため，

発電・電源事業に取組んでいる。本稿では，こうした各事

モータの回転子の低慣性化や制御応答の高速化が必要に

業と，これらの事業に共通するモータやインバータといっ

なっている。地球温暖化対策への必要性などから，
電気モー

た産業用ドライブシステムの技術展望を述べる。

タを動力として用いる電気自動車やハイブリッド車の普及
も進んでいるが，車載用モータにおいては小型軽量化を実

自動車用試験装置における技術展望

現するための高速化が進んでおり，これらの試験にも対応

当社は，研究・開発用の自動車用試験装置として，特

できる 20000min-1 を超える超高速のモータも求められてい

にトランスミッションやディファレンシャルギア等，駆動

る。また，電気自動車用やハイブリッド車用の試験におい

系の試験装置を中心に提供してきた。自動車開発において

ては，バッテリを模擬するバッテリシミュレータも必要で

は，モデルベース開発（MBD）が中心となっており，評価

あり，これらの高圧化，大容量化についても取組んでいく。
一方で，CO2 削減のアプローチとして，効率向上やハイ

MATLAB/Simulinkによるモータ制御システム開発

ブリッド車に適した新たなエンジンの開発も行われている。

◆制御アルゴリズム開発
・ モデリング
・ 数値解析
・ シミュレーション
◆実装コード生成

当社は従来，社内設備の問題もあり，エンジン試験機やエ
ンジンを駆動してのパワートレーン試験機への取組みは弱
かった。2018 年 5 月に新たに竣工した滋賀竜王製作所に
MATLAB/Simulinkによる
制御ブロック

コントローラμGPCdsPへダウンロード
（ツール：TDdsP Monitor）

おいては，エンジンを駆動できる設備も整えており，エン
ジン駆動の試験装置についても取組んでいく予定である。
近年では，政府より自動車の自動走行システム開発・実
用化の方針も示されており，すでに運転支援システムとし

コントローラ
μGPCdsP
インバータ VF66C
高速通信

●試験体：トランスミッション

●高トルク低慣性モータ H-DSD
トランスミッションを介した
エンジン出力のトルクを検出

●高速低慣性モータ S-DSD
エンジン負荷仮想制御により
実車に近い挙動を再現

■ 図 1 FF トランスミッション評価装置
Fig.1 Evaluation equipment of FF transmission
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■ 図 2 扁平型ダイナモ外観
Fig.2 Flat type dynamo
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て実用化されてきている。今後，自動運転の技術開発はま

また，ベテランの保守要員の減少や，海外拠点の増加な

すます盛んとなってくると思われる。こうした点から，当

どで，こうした設備の保守の負担軽減の要求は強まってい

社では，自動運転の評価試験に対応できる試験装置にも取

る。加えて，設備が大型化しているがゆえに故障発生時の

組みたいと考えている。図２は現在開発中の扁平型ダイナ

生産への影響は大きく，近年では，IoT(Internet of Things)

モである。実車の車輪に代えてタイヤハウスに取り付け可

技術も広がっており，こうした技術と故障監視や故障予兆

能な構造としており，車両からはみ出ないことで，車両周

の技術を組み合わせ，顧客の保守作業の負担軽減に寄与

辺のセンサが誤検知する問題を防ぐことができる。

できるシステムを提案していく。

自動車技術は，電動化や自動走行システムやその周辺技
術となる電池やセンサを含めて，今後さらに発展すると思
われる。当社は，自動車試験装置を提供するメーカとして，

発電・電源における技術展望
当社は，発電・電源事業として，常用発電装置，非常用

こうした自動車技術発展の一翼を担えるようさらに努力し

発電装置を提供しており，近年では，再生可能エネルギー

ていく所存である。

の活用として，小型風車・水車と永久磁石発電機，系統連
系インバータを組合せた分散型電源の小型風力発電，水力

加工機械・印刷機械における技術展望

発電装置を提供してきた。これらの発電機には，ED モー

当社では，金属，ゴム，フィルム，製紙等の加工ライン

タの技術を用いた IPM 同期発電機を用いるほか，発電機

や，新聞用大型印刷などの加工・印刷機械の駆動を行って

の制御装置がなくとも高効率に発電可能な CC レス発電機

きた。特に新聞輪転機においては，カラー印刷の増加に伴

を開発している。また，蓄電装置と系統連系インバータを

い，機械的なシャフトで接続して運転していた各色の印刷

組合せ，系統に接続された太陽光発電の発電電力変動の

ユニットを，小型・軽量化された IPM 同期モータ（ED モー

補償を行っている。

タ）による各ユニットごとの個別運転とし，それぞれの印

こうした分散電源装置に対し，IoT 対応による遠隔監視

刷ユニット間を光ファイバ同期運転システムにより，各色

や予防保全などを今後行っていく必要があると考える。ま

ユニットの印刷位置を高精度に制御することで，高精度な

た，分散電源装置の増加や，電気自動車の急速充電設備

印刷を行うシャフトレス印刷システムを提供している。

の広がりなどにより，配電系統電圧が短周期に変動するこ
とで，電力会社の電力安定度は低下する傾向にある。電力

図３にシャフトレス新聞輪転機を示す。

安定度の向上策として，電圧変動や力率を適正範囲に抑
制する STATCOM（STATic synchronous COMpensator)
システムの開発にも積極的に取組んでいく。

産業用ドライブシステムにおける技術展望
モータ・インバータなどのドライブシステムや電力変換
技術は，当社のコア技術となっており，これまで述べてき
た各種の事業に共通して必要な技術である。これらには，
地球環境への配慮からも，よりいっそうの小型化・高効率
化が求められてきている。インバータなどの電力変換器に
ついては，SiC を用いたパワー半導体素子が実用化してき

■ 図 3 シャフトレス新聞輪転機
Fig.3 Shaft-less newspaper press

ており，素子の高速化や低損失化の特性を生かした小型・

こうした加工機械設備の一部については，設備大型化に

高効率の製品の開発を進めていく。モータについては，高

伴い，駆動モータの容量が増加するため，従来の電源電圧

速化による小型化を追求するとともに，使用用途に応じて

（AC400/440V）ではなく，AC690V 電源に対応した駆動シ

構造を工夫することで，高効率なシステムが構築できるよ

ステムが求められてきている。モータ駆動を行うインバー

う取組みを進めていく。また，製品安全や環境に配慮した

タに使用する IGBT やコンデンサについても，この電圧に

製品を提供することが求められてきており，国際的な規格

対応できる製品が普及してきており，こうした電源に対応

化も進んでいる。これらに対応し，安心で安全な製品を提

したインバータやモータを順次開発し，提供していく予定

供できるよう努力していく所存である。

である。
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情 報 機 器 事 業

における 技術展望

Prospects of technology in it business

まえがき

事業の現状

当社は，鉄道用電機品のメーカーとして，国内外多くの
お客さまに製品を提供してきた。駅務機器も一つのセグメ
ントとして独自技術を以って機器の提供を行ってきた。
また，駅務機器の技術をベースとし，情報技術分野の一
つの事業として，遠隔監視機器事業に進出した。

年には定期券発行機の実用化に成功し，1975 年より車内
補充券発行機の開発を開始し，お客さまの多彩なニーズに
特に車内補充券発行機は，日本を二分するシェアを誇り，

次 世 代 へ の 展 開

トップメーカーとしての地位を築いている。その実績から，
2018 年度には，3000 台の大型案件の受注にも成功した。
定期券発行機においては，独自の路線を進み，当社とし
てのカラーを確立している。他メーカーでは対応しないよ
うな案件でも，顧客第一の経営理念に基づき，客先の立場
DTC350

に立った目線で真摯に対応し，客先からの多大なる信頼を
得ている。

1975～ 開発・研究を開始
1986～ 日本初の実用化に成功

また，2018 年度は車載機の開発に取り組み，当社とし

1990～ 全駅を対象 DTC330
1995～ 高速処理化 DTC350

ては初めての車載用駅務機器の開発に成功した。地方路線

1997～ エドモンソン券対応 DTC360

での省人力化等の要求にマッチした新たな事業として，今

2003～ 携帯端末機能 DTC500

後の展開が期待されている。

2005～ 検札レス対応 DTC500

DTC800

駅務機器事業としては，1963 年よりスタートした。1973

応えてきた。

以下，事業の展望について述べる。

DTC700

① 駅務機器事業

2010～ 磁気券読取可能 DTC700
2018～ クレジット対応 DTC800

② 遠隔監視機器事業
かつて，IT が流行語となりつつある時代，遠隔監視機

■ 車掌用携帯端末の歩み
History of mobile device for the conductor

器事業に取り組み，産業事業部にて開発されたμ TOP が
最初の機器となる。これは，携帯電話回線使用が可能な

次 世 代 へ の 展 開

PLC であり，各種センサから取り込んだ信号を入力とし，
1973～ マイクロフィルム印刷方式
1974～ 乾式電子写真印刷方式

シーケンス回路を構成し，必要な出力を得るものである。
冷凍トラックの温度管理，山間地等の無人浄水設備の水位，

1976～ 磁気エンコード付加

水質の管理等に使用された。その後，電力関係の信号セン

1978～ ワイヤドット印刷方式

シングに特化した µTURTLE を開発した。これは，電力信

1979～ 感熱転写印刷方式
1982～ シールレス磁気定期券対応

号を監視する P タイプ，電流信号を監視する I タイプ，さ

1985～ 制御部を一体化

まざまなアナログ信号を監視するＡタイプと三つからなり，

1994～ 操作表示部にタッチパネル
2001～ 各要素をユニット化

既設配電盤等に後付けで設置できることから，広く汎用性

2002～ IC定期券対応

が期待された。

2006～ PASMO対応
2017～ セキュリティ対応

そして，現在主力となっているのが IORemoter である。
これは，信号を携帯電話回線に乗せることに特化した機器
であり，回線使用料を節約するため，データの粒度を制御

■ 定期券発行機の歩み
History of commuter pass vending machine
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する機能を備えている。
また，鉄道車載用の運行監視システムを開発し，鉄道事

東洋電機技報 第138号 2018年

業者に提供した。これは，事業者内のサーバに車両の運行

いるのは事実である。ゲートレスとなれば改札機器による

データを取り込み，運行管理に使用するとともに，車載お

通路幅縮小が無くなり，乗客の流れが絞られなくなる。こ

よび停留所表示器に車両の運行状況を表示し，乗客への

のことにより，よりスムーズな乗降，乗換が実現する。
一方，鉄道事業者としても，労働力の確保の観点から，

サービスを提供するものである。
次 世 代 へ の 展 開

μTOP

省力化が課題とされている。一般産業では，ロボット等が
人に代わって労働力となる事例が多々実現しつつあるが，
鉄道関係では，朝方の乗客の少ない時間帯などの駅員無人
化などの施策が勧められており，駅務機器として，その省
力化の実現に対しても何らかの貢献が期待されている。
また，クレジット機能の IC 化は直近の課題である。ク
レジット決済の IC 化が一般化する中，駅務業界では，依
然として磁気による読取が主流となっている。すでに時代
の流れに取り残された感もあり，IC 化は必須の開発項目と

IORemoter

なる。すでにクレジットだけでなく，さまざまな決裁方法
が実現しており，近い将来クレジットを備えているだけで

μTURTLE

は不足となる事態も予想されるが，まずは目の前の課題と
して，このクレジット機能の IC 化を推進する。

2002～ μTOP

地球温暖化への対策として国を挙げての対応が叫ばれて

2009～ μTURTLE
電車運行監視システム

2015～ IORemoter

いる中，これらの効率化等を実現することが，環境対策と

2015～ 電車運行監視システム

しての社会貢献につながる。これは駅務機器事業に携わる

■ 遠隔監視装置の歩み
History of remote monitoring systems

企業としての責務と考え，開発を推進する。
そして，個人情報等の管理がたいへん厳しくなってきて
いるのも，最近の傾向である。駅務機器事業に携わると，

事業の展望

発売情報に含まれる個人情報，関係する規格等セキュリ
ティを厳しく管理しなくてはならないデータに多く触れる

① 駅務機器事業
日本国内では，新規路線の計画はあるものの，その規模

ことになる。これらを疎かにすると，企業の存続すら危ぶ

は徐々に縮小しつつあり，市場規模の拡大は頭打ち状態に

まれる事態にもなりかねない。そのため，法律の改定は当

ある。また，少子高齢化社会の現状を見ると国内での市場

然のこと，世の中の価値観の変遷等にも敏感に対応する必

拡大は期待できない状況である。

要がある。今後は，セキュリティ体制も強化しつつ，技術

そんな中で新たな顧客サービスの模索が次なる事業の糧

開発の推進を図る。

となる。紙券から磁気券に代わることにより，改札の無人
化が達成され，さらに IC 券に代わることにより，キセル防

② 遠隔監視機器事業

止，精算業務の省力化等，改善は着実に進行してきた。改

昨今の情報関連技術の発展は目覚ましいものがある。そ

札処理のスピードアップにより，利用者へのサービスも大

んな中，インターネットをあらゆる機器と結びつける IoT

幅に改善されてきた。

に関する事業の話題が世間を賑わしている。アイデア次第

IC 化の発展により，乗車券の購買については，ほぼその
手間が無くなってきたと言ってよいであろう。鉄道を利用

でさまざまな用途，さまざまな利便性につながる一昔前か
ら考えると夢のような時代に突入している。

するエンドユーザにとって，特に毎日鉄道を利用する定期

トラック等の移動体，発電機等の設備管理，農業温室ハ

券ユーザにとっては，毎日のことだけに，頻度の高い改札

ウス等の施設管理，気象センサ等のセンサモニタリングを

のより速い通過を，という要望が残された課題である。

ターゲットとし，従来の技術をベースとして遠隔監視機器

この課題を解決すべく，より便利に，より効率化等を考
えた次世代のサービスは，顔認証，ゲートレス等に行きつ

の事業展開を図るとともに，複合ソリューション提案等を
推進していく。

くと思われる。当初の紙券に比べれば，IC 券の導入により

また，自動運転等，今まで踏み込んだことのない分野に

改札での混雑は格段に改善された。しかし，列車から降り

ついても，その応用の範囲を広げ，新たな利益の柱となる

た乗客が改札で絞られ，依然として動線のネックとなって

べき事業の種の育成に努める。

東洋電機技報 第138号 2018年

13

研 究 所

における 技術展望

Prospects of technology in Research laboratory

板材の検査のために非破壊検査手法の一つの超音波法を

まえがき

開発し，素材欠陥や層間はく離等の評価を低コストで行っ

当社は，主に物を動かす装置を中心に開発・製造・販

ている。今後は，駆動装置の歯車に対して，X 線回折法を

売することで社会に貢献してきた。その貢献を継続およ

活用した残留応力や硬さ等の評価を行うことで，品質を維

び拡大させるための研究所の役割として，技術伝承，製造・

持したまま製造のより低コスト化を目指す。

検査技術の開発，製品の改良・改善，新技術・新製品の

また，当社工場内の検査工程には目視を必要とする部分

開発の４つの項目に分けて過去から未来への展望を以下

がまだまだ多く残っている。例えば，焼入れ後の歯車にヒ

に示す。

ビが入っていないかどうかは，蛍光剤により目視すること
によって検査している。この検査工程に人工知能の１ジャ

技術伝承

ンルであるコンピュータビジョンを応用するシステムを開

過去に開発した製品の性能や品質を維持するためだけで

発して適用する。システム自体は図 1 のように単純なもの

なく，新技術開発のための基礎技術を得るために，社員間

であるが，機械学習による学習を積めば，高精度・高速・

の技術伝承が日々の業務の中で当然のごとく行われるのが

低コストな検査ができるようになる。

理想である。しかし，それによる伝承は全体のほんの一部
にとどまり，講習会を実施しても身に付く伝承がなかなか
できていないのが現状である。そこで研究所が主体となっ
て，先人の技術・ノウハウなどにどれだけ頻繁に触れられ
るかが重要であるとの結論に至った。つまり，
ファイルサー

製品の改良・改善
製品のさらなる性能・品質を向上させることも研究所の
大きな役割である。
例えばモータの絶縁システムにおいては，今まで小型軽

バに蓄積された資料が日常業務の中で繰り返し現れれば，

量化，高出力化，メンテナンスフリー化のニーズから，耐

それは読まれて伝承される可能性が高くなる。

熱クラスの向上を図り，駆動デバイスの変化に伴って生じ

そこで，さまざまなファイルが目に触れやすくなる仕掛

たインバータサージ電圧にも対応してきた。今後は，絶縁

けをいろいろと施した，新たな社内文書検索システムを構

システムの見直しによる工数低減での低コスト化を行う。

築中である。このシステムの本格運用時には，先人の知恵

また，高熱伝導化，劣化評価技術，環境対応などを行う。

に出会えるチャンスが高くなり，より技術伝承が進むこと

モータ等の機械装置においては，小型化や高効率化の要
求に対し，従来の設計手法による安全率では目標の達成が

が期待される。

困難となってきている。そこで，例えば機械部品の応力集

製造・検査技術の開発

中や疲労破壊に対する検討が必須となっていることから，

既存の製品をより安価で提供する一つの手段として製造

従来の設計手法に加えて CAE 解析による評価が導入され

コスト低減があり，そのための製造方法や検査方法を開発

てきている。近年では熱流体解析と応力解析，電磁気解析

する必要がある。例えば，電車の駆動装置（モータの動力

と熱流体などの連成解析も行っている。

を車輪に伝達する装置）に使われている可撓継手のたわみ
歯車を回転させながら
撮影する

サーバ
（欠陥判定）

照明
カメラ

しかし解析ソフトはあくまでツールであり，現象を確実
に反映できるとは限らない。CAE 解析を有効に利用するた
めには，地道な実測データの取得と解析ツールへのフィー
ドバックが必要であり，これを繰り返すことにより解析精
度を高めていく必要がある。

■ 図 1 コンピュータビジョン応用システム
Fig.1 Application system of computer vision
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して，当社では鉄道を始めとする交通システムの架線レ

新技術・新製品の開発

ス化を目指している。架線レスとすることで，景観向上

今までに無かったものを開発することは，研究所の最も
重要な役割である。

となるだけでなく，露出していた高電圧部分が無くなる
ので潜在的に存在していた感電問題を解消することがで

過去には，例えば誘導モータや永久磁石同期モータの速
度や位置センサレス制御技術や同モータの電気的定数自動
計測技術の開発，等価外乱オブザーバや可変構造ゲインを

きる。さらに消耗部品が無くなることからメンテナンス
費用を大幅に抑制可能となる。
また，電車の駆動装置の歯車においては，ショットピー

応用したモーションコントロール技術の開発がある。また，

ニングによる表面強化を行い高強度化や小型軽量化を目指

すり板を多分割にしたパンタグラフや，機械ブレーキなど

す。その歯車の箱の材料においては，軽量化，高信頼性を

も含めてモータをタイヤのホイールに内に納めることがで

目的として鋼製からアルミニウム合金鋳物製（新幹線用）
，

きるインホイールモータなどを開発している。

球状黒鉛鋳鉄製（在来線用）に替わってきており，今後は

現在は，東京大学大学院新領域創成科学研究科の藤本
博志准教授らの研究グループと日本精工株式会社との共

軽量化と低騒音化が期待できるマグネシウム合金の適用を
検討する。

同研究において，地上や車体から車輪内蔵のインホイー

その他では，モータの含浸樹脂として植物由来原料を使

ルモータにワイヤレスで電力を供給する EV を開発して

用することで環境に配慮したモータの開発を行う。また高

いる（図２, 図３参照）
。これは，道路に埋設された地上

調波を大幅に低減したインバータを開発して，モータの絶

コイルから停止中のみならず走行中においても車輪に電

縁寿命延長や漏れ電流抑制，低騒音化，電磁ノイズ低減

力を供給できることから，EV の充電時間を省くだけでな

を図る。

く航続走行距離を延ばすことができる。この技術を応用

双方向
ワイヤレス給電

駆動
回生

車載コイル

IWMコイル

走行中給電
コイル

充電

リチウムイオン
キャパシタ

放電

モータ

車載
バッテリ

走行中
ワイヤレス給電
道路
系統電源

■ 図 2 ワイヤレスインホイールシステム外観
Fig.2 Overview of wireless in-wheel system

地上コイル

■ 図 3 ワイヤレスインホイールシステムの回路構成
Fig.3 Circuit configuration of wireless in-wheel system
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