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第３世代ワイヤレスインホイールモータ構成部品の開発
Development of Components for 3rd Generation Wireless In-Wheel Motor

Short cruise range is one of the biggest problems of electric vehicles. To solve this problem, dynamic wireless 
power transfer is proposed. We have developed novel dynamic wireless power transfer system named wireless in-
wheel motor which unique point is the receiver coil set into unsprang area. Then We developed new 3rd generation 
wireless in-wheel motor which has all components used for dynamic wireless charging and driving, resonance 
capacitors, active rectifier, inverter, motor, in the wheel. The electric vehicle which has two 3rd generation wireless 
in-wheel motor on rear wheels is also developed.

In this paper, development of the components which are developed by the authors is focused mainly. This system 
achieved 18kW wireless power transfer and 95.2% wireless power transfer efficiency from DC to DC at bench test. 
Dynamic wireless power transfer is realized in local area with vehicle.
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１．まえがき

電気自動車の性能的課題として，短い航続距離が挙げられ
る。航続距離の伸長にはバッテリの搭載量を増やすことが効
果的ではあるが，バッテリの搭載量を増やすと車体重量が増
えることにより，走行抵抗や加減速にかかるエネルギーが増
加し，走行にかかるエネルギーが増大する。走行にかかるエ
ネルギーが増大すると電気自動車の充電にかかるエネルギー
が増える。電気自動車は走行中に二酸化炭素を排出すること
はない。しかし，発電にはいまだ多くの化石燃料を用いてい
るため，走行にかかるエネルギーが増大すると，電気自動車
普及の大きな目的である二酸化炭素の削減と化石燃料の使用
量削減を実現できなくなり，持続可能でなくなる。

航続距離を伸長する技術として走っている電気自動車に電
力を供給する走行中給電が提案されている［1］。走行中に車両
に給電を行うことで，航続距離を理論上無限大にできるだけ
でなく，車両に搭載するバッテリを大きく削減することがで
き，走行にかかるエネルギーを削減することができる。これ
により，充電効率がある程度低くなっても発電から走行まで
のエネルギー効率を向上できる［2］。

さらに，太陽光発電の余剰電力の有効活用にも効果がある。
従来の停車中の充電方法では自動車を使用しない夜間に充電
するというユースケースが想定されていた。容易に発電量を
調整できない火力発電や原子力発電の割合が大きく，夜間に
余剰電力の大きかった2010年ごろまでは自動車の電力需要と
供給の時間帯がよく合っていたが，太陽光発電の割合が増加
してきた2020年現在では日中の太陽光発電の余剰電力が課題
になりつつあり，その対策が検討されている［3］。

それに対して走行中給電は自動車を利用する日中に充電す

ることになる。そのため，太陽光発電による余剰電力を利用
することが可能になり，再生可能エネルギーの利用促進にも
効果がある。

走行中給電の方式としては接触式給電［4］と非接触給電があ
り，非接触給電では主に電界結合方式［5］と磁界結合方式［6］が
提案されている。東京大学新領域創成科学研究科藤本研究室
と当社らの研究グループは磁界結合方式を用いた給電システ
ムをもつ，ワイヤレスインホイールモータの研究を進めてき
た［7］。第1世代としてボディとホイールの間をワイヤレス電力
電送するワイヤレスインホイールモータの開発を行い，第2世
代として，さらに走行中給電の機能をもつワイヤレスインホ
イールモータの開発を行ってきた。第1世代，第2世代ワイヤ
レスインホイールモータのターゲットは小型車両であったた
め，普通自動車以上の車格に適応するためにはシステムの高
出力化が必要である。また第2世代ワイヤレスインホイール
モータはユニットがホイールの中に納まりきらず，サスペン
ションの構造が複雑化しており，レイアウト制約が大きい。
実用化を考えた場合にはさらなる小型化を目指す必要がある。

そして2019年に本研究グループは高出力化しつつホイール
内に受電から駆動にかかるすべての部品を納めた，第3世代
のワイヤレスインホイールモータを開発した。本技術論文で
は第3世代のワイヤレスインホイールモータの開発について
述べる。第2章で第3世代ワイヤレスインホイールモータのシ
ステムを述べ，第3章で第3世代ワイヤレスインホイールモー
タの特長的な技術である円環上の電力変換回路基板について
述べる。そして第4章にて評価結果を述べ，第5章に結論をま
とめる。
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２．第３世代のワイヤレスインホイールモータのシステム

走行中給電によりバッテリの重量を減らし，駆動効率の高
いインホイールモータと組み合わせることにより，究極のエ
コカーを目指した。またそれだけではなく，「すべてをタイ
ヤの中に」というコンセプトを立て，磁界共振結合方式でコ
イルのインダクタンスを相殺する共振コンデンサ，同期整流
器，モータ駆動用インバータ，同期整流器とインバータ制御
の回路，通信モジュール，モータ，そしてそれらの冷却シス
テムという受電から駆動にかかるすべてのコンポーネントを
ホイール内に納めることを目指して開発を行った。第3世代
ワイヤレスインホイールモータの概観を図１に示し，ワイヤ
レスインホイールモータを搭載した試験用の車両を図２に示
す。

受電から駆動にかかるコンポーネントがすべてホイール内
に納まっていることが分かる。受電コイルはばね下に配置し
ている。ばね下の受電コイル配置は第2世代ワイヤレスイン
ホイールモータより継承している。

ばね下への受電コイルを配置は，本システムの特長の一つ
である。路面の凹凸や車両の積載重量がもたらすサスペン
ションの伸縮によるコイル-地上間の距離変動の影響を受け
なくなる。送電コイルは地上に配置されるため，コイル間の
距離変動，すなわち相互インダクタンスの変動が小さくなる。

 
■ 図１ 第3世代ワイヤレスインホイールモータ

Fig.1 3rd generation wireless in-wheel motor

 
■ 図２ 試験用車両

Fig.2 Test vehicle

また，路上の突起などの小さな障害物はタイヤと連動して
動くことで回避可能であるため，道路運送車両法の保安基準
に定められた最低地上高にも当たらなくなり，送電コイルと
の距離を縮めることが可能になる

第3世代ワイヤレスインホイールモータがターゲットとし
ている車格はCセグメントの5人乗り乗用車で，その車両諸
元を表１に示す。なおこれは試験車両の諸元とは異なる。走
行抵抗  [N]の算出には式（1）を用いている。

 （1）

ここで は転がり摩擦係数， は空気抵抗係数相当の係数，
は車速［km/sec］である。第3世代ワイヤレスインホイール

モータの各コンポーネントは表１の車両に4台搭載されたと
きに性能を満足するように設計する。第3世代ワイヤレスイ
ンホイールモータは試験車両のリアに搭載して評価している
が，フロントに搭載することも可能である。

ワイヤレスインホイールモータのシステム構成を図３に示
す。青枠内の部品がシャシー上に納められており，緑枠内の
部品がホイールの中に納められている。そして黄色枠内の部
分は路面側の部品である。受電側のDC電圧は電池電圧から
730Vの範囲で可制御である。そして受電側の整流器は炭化
ケイ素（SiC : Silicon Carbide）のパワーデバイスを用いた同
期整流器である。

■ 図３ システム構成
Fig.3 System configuration

■ 表１ 搭載を想定する車両諸元
Table1 Vehicle specifications that are expected to be installed

Items Values

Vehicle Total Mass ( ) 1680kg

0.12

0.034

Radius of Tire 0.3m

Maximum Acceleration 0.4G

Maximum Speed 150km/h

Maximum Output 100kW
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３．構成部品の開発

ここでは第3世代ワイヤレスインホイールモータの構成部
品について解説する。各構成部品のレイアウトを図４に示す。
このなかで東京大学と当社で共同開発したモータと共振コン
デンサ，同期整流器，モータ駆動用インバータ，同期整流器
とインバータの制御回路，通信モジュールを一体化した円環
基板とバッテリの出力電圧を昇圧するDCDCコンバータにつ
いて解説する。

３．１　モータ

車両の要求を満たすことができるモータの主要諸元を表２

にまとめる。表２の最大トルク，最高回転数を算出にするに
あたり，タイヤによるスリップや損失，回転速度の変化によ
るタイヤの変形はないものとしている。ここでダイレクトド
ライブであるため，高トルク，低回転型のモータとなってい
る。モータのトルク出力を向上させるためにギャップ径を大
きくし，アウターロータとしている。アウターロータモータ
はバックヨークを大きくするとギャップ系が縮まるため，リ
ラクタンストルクの有効が望めない。そこで，このモータは
SPM（Surface Permanent Magnet）としている。またスロッ
ト数30，極数28の分数溝構造とすることでトルク向上を狙っ
ている。モータの内部構造を図５に示す。

 
■ 図４ 構成部品のレイアウト

Fig.4 Layout of components

■ 表２ モータ主要諸元
Table2 Main specifications of the motor

Items Values

Maximum Torque 510Nm

Maximum Speed 1330rpm

Maximum Current 91Arms

Outer Diameter of Rotor Core 364mm

Height 39

Number of Poles 28

Number of Slots 30

３．２　電力変換用円環基板

共振コンデンサ，同期整流器，モータ駆動用インバータ，
同期整流とインバータの制御回路，通信モジュールはホイー
ル内の空間の有効活用のために同一の円環上の基板に配置さ
れている。開発した円環基板を図６に示す。またインバータ
と同期整流器の主要諸元を表３に示す。

受電した電力は共振用のコンデンサを通り，その後整流用
のSiCパワーデバイスを通って，DCDCコンバータの出力に
つながる。SiCモジュールのスイッチング状態で受電コイル
のショート状態を作り出したり，非同期整流器としての使用，
同期整流器として使用したりと状況に応じて状態を変化する
ことができる。ここで使用する周波数は停車中給電の規格に
則り，81 ～ 90kHzとしており，85kHzを標準としている。
同期整流器としても使用するためには，電流が流れるタイミ
ングを検知する必要がある。しかし，電流センサには原理的
に位相遅れが存在するため，制御の遅れが発生する。また一
般に電流センサの位相遅れ量は仕様として規定されていな
い。位相遅れを仕様として規定するには検査工程を追加する
必要があり，コストアップにつながる。そこで，ここでは共
振用コンデンサを円環基板上に配置し分圧することにより，
コンデンサの電圧検知による同期整流を実現した。電圧セン
サは検知の遅れを非常に短くできるため，電圧検知による同
期整流により，高い受電効率を実現可能である。

 
■ 図５ モータの内部構造概観

Fig.5 Internal structure of the motor

■ 表３ インバータと同期整流器の主要諸元
Table3  Main specifications of inverters and synchronous 

rectifiers

Items Values

Maximum Current 91Arms

Maximum DC Input Voltage 730V

Maximum Output (Inverter) 25kW

Carrier Frequency (Inverter) 20kHz

Active Rectifier Frequency 81～90kHz

22 東洋電機技報 第143号 2021年 



技術論文� 第 3世代ワイヤレスインホイールモータ構成部品の開発

 
（a） 上面視

 
（b） 側面視

■ 図６ 円環基板概観
Fig.6 Circular substrate

受電部分を受電コイルに近い基板下部に配置し，インバー
タを基板上部とすることにより受電から駆動までの電線経路
を最短としている。またモータの回転センサ，温度センサ，
出力の接続は円環基板の中心部分より出てきた配線で行うた
め，モータとの接続部分は完全防水された筐体の中で完結し
ている。

インバータと同期整流器に用いられているSiCパワーデバ
イスはすべて基板の下面に接続されており，アルミ製の筐体
にボルトで取り付けられる。インバータの筐体には水冷用の
水路が設けてあり，パワーデバイスとの空気との熱交換は水
を通して行われる。冷却水はインバータのパワーデバイスを
冷却し，整流用のパワーデバイスを冷却したあとにモータの
ステータ内面冷却をする。コイルはステータ内面を通して冷
却され，磁石の水冷構造は持っていない。パワーデバイスを
先に冷却するのはパワーデバイスの耐熱性がモータの部品と
比較して低いため，より低い温度の冷却水を用いることが排
熱に必要なためである。モータから出た冷却水はインバータ
ケースの側面より出たあとに，インバータケース側面に設け
られたラジエータ，ウォーターポンプを通り，リザーブタン
クに入ったあとにインバータの冷却をする循環経路となって
いる。

３．３　ＤＣＤＣコンバータ

受電側の直流電圧を制御するためにDCDCコンバータを搭
載している。本研究で扱う磁界共振結合方式の非接触給電シ
ステムは共振コンデンサとコイルを直列に接続するSeries-
Series（SS）方式である。SS方式の等価回路を図７に示す。そ

して，SS方式の給電電力 は式（2）にて表すことができる[8]。

 （2）

ここで は受電側の交流電流実効値， は二次側の交流電
圧実効値である。電気自動車のシステムを考える場合，受電
側の電圧はバッテリ電圧もしくはそれを昇降圧した直流電圧
であるため，交流への変換を考慮して制御をする必要がある。
共振結合の給電システムはバンドパスフィルタ特性を有する
ため，回路に流れる電流波形は正弦波として近似可能である。
フーリエ級数展開より は受電側直流電圧 と整流器のダ
イオード順電圧 で式（3）として記述できる。

 （3）

を等価回路の回路方程式から導出すると式（4）として表
すことができる。

 （4）

ここで は送電周波数， は相互インダクタンス， は
一次側抵抗， は二次側抵抗である。そして式（2）と（4）か
ら給電電力 は下記のようになる。

 （5）

式（4），式（5）より を制御することにより受電電力の制御
が可能であることが分かる。バッテリのエネルギーマネジメ
ントをDCDCコンバータでも担うことができるため，走行中
給電システムではDCDCコンバータの担う役割は増えると言
える。

本研究で開発したDCDCコンバータを図８に示す。

 
■ 図７ ＳＳ方式の等価回路

Fig.7 SS type equivalent circuit

 
■ 図８ ＤＣＤＣコンバータ概観

Fig.8 DCDC converter
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DCDCコンバータにはバッテリ出力と接続するコンタクタ
が内蔵されている。円環基板と同様の仕様の共振コンデンサ
と同期整流器も内蔵しており，オンボード型のコイルを用い
た場合の給電性能の検証にも使用することができる。DCDC
コンバータは第3世代ワイヤレスインホイールモータと同じ
CANネットワークに接続されており，第3世代ワイヤレスイ
ンホイールモータの要求に応じた電圧の制御を実現して 
いる。

４．給電評価結果

ここではワイヤレスインホイールモータの給電性能につい
ての評価結果について述べる。行った評価はベンチ上の給電
試験と車両を使用した給電試験である。

４．１　ベンチ給電試験 

ベンチ試験の構成を図９に示し，試験の結果を図１０に
示す。

送電用のインバータは第2世代ワイヤレスインホイール
モータの開発時に東京大学と当社で共同開発したものを使用
している。

送電側，受電側の電圧は個別に制御しており，受電側の
DC電圧はDC-to-DC効率が最大化される電圧としている。
547.7Vの時に18.2kWの出力かつ95.2%のDC-to-DC効率を達
成した。

 
■ 図９ ベンチ試験設備

Fig.9 Bench test equipment

 
■ 図１０ ベンチ試験結果

Fig.10 Results of bench test

４．２　走行中給電試験 

東京大学内の試験路にて車両を用いた走行中給電試験を実
施した。試験の結果を図１１に示す。

車両として走行中に約4kWの受電を確認した。DCDCコン
バータの出力を計測しているため，惰行中のインバータの微
小な出力も含まれている。ワイヤレスインホイールモータと
しての走行と受電という基本的な機能の確認ができた。

５.　結論

本研究では走行中に給電可能な第3世代ワイヤレスインホ
イールモータの開発を行った。ハードウェア製作と基本的な
機能の動作確認および給電評価を完了し，ベンチ上で18kW
の出力，95.2%の効率を実証した。

今後は各コンポーネントの詳細評価，システムの評価を進
める。また制御技術開発を行い，さらなる高効率化，高出力
化や電力脈動に対するロバスト性を高める技術開発を行う。

６.　むすび

本研究の一部は JST（国立研究開発法人科学技術振興機構）
未来社会創造事業（グラント番号：JPMJMI17EM），JSPS 

（独立行政法人日本学術振興会）科研費（基盤研究A 課題番
号: JP18H03768）によって実施されたことを付記する。そして
本開発は著者らのみで行ったものではなく多数の企業の協力
によって実現したものであることに，ここに謝意を表する。
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■ 図１１ 走行中給電試験結果

Fig.11 Results of power supply test while driving
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