
電気パワートレインを試験評価する
EV開発試験装置

須川 雅志

要　旨
EV開発試験装置は、ハイブリッド車や電気自動車（EV）などの、電気パワートレイン各要素部品の挙動を模
擬し、モータやインバータなどの性能試験に使用する試験装置です。EVパワーエミュレータと車両系制御シ
ミュレータを組み合わせることで自動車全体をシミュレーションするHILSシステムにも対応しています。今
回、EV開発試験装置における技術開発の概要と電池充放電試験装置を紹介します。
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1. はじめに

地球温暖化などに対する世界的な環境意識の高まりや、自
動車の低燃費化への要求からハイブリッド自動車、電気自動
車（以下、EV）の開発が盛んに行われています。電気系パ
ワートレイン（二次電池、インバータ、モータ）（ 図図1 ）の
開発においては、ソフトウェアシミュレータを用いて部品開

図1   電気パワートレイン構成図

写真   EVパワーエミュレータ(総合300kWシステム)外観図

発を行い、開発された部品の試験評価は入出力条件を電気的
に模擬した試験装置で評価を行う方法が主流になりつつあり
ます。高砂製作所は2005年からEV開発試験装置の開発に取り
組んでおり、高度な電源技術、DSPファームウェア技術と
ハードウェアアーキテクチャ技術により、バッテリ、イン
バータ及びモータの挙動を模擬するEVパワーエミュレータを
開発しました（ 写真 ）。また、二次電池の評価試験用に、実
車を使用することなく走行時と同様のインバータ電流波形パ
ターンを再生できる充放電試験装置を開発しました。本稿で
は、EV開発試験装置の要素技術について紹介します。
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図2   従来のモータ評価システム

2. 概要

2.1 インバータエミュレータ

従来はモータの評価を行う場合、インバータとモータをペ
アで評価する必要があり、インバータの開発が完了しないと
モータの評価試験ができず、開発期間短縮の妨げになってい
ました（ 図2 ）。
インバータ開発完了を待たずに、モータの評価試験を行い
たいというニーズに応えて、インバータの動作を模擬するイ
ンバータエミュレータを開発しました。インバータエミュ
レータに使用する交流電源として、業界初の正弦波電流運転
が可能な定電流駆動タイプの双方向Dクラスアンプを開発しま
した。この交流電源は、磁化成分電流（Id）、トルク成分電流
（Iq）をリアルタイム演算するための、DSPを用いたベクト
ル制御用コントローラを用いて制御を行い、モータに対して
正弦波電流を通電することで、モータ設計値と同様の特性
データを実機で取得することができ、理想的な評価試験を効
率よく行うことが可能となりました。
図3 にインバータエミュレータのブロック図を示します。

2.2 バッテリーエミュレータ

従来、インバータの評価試験は直流入力には実物のバッテ
リを接続して行っていましたが、バッテリの特性は充電状態
や温度によって変わるため、再現性の良い安定した評価試験
ができませんでした（ 図4 ）。更に、バッテリのエネルギー
は有限のため、充電器を使用し充電率を調整する手間が必要
でした。
そこで、バッテリの特性（IV特性）をDSPにてエミュレー

図3   インバータエミュレータのブロック図

ションすることによって、再現性の良い評価試験を連続して
行うことができる、バッテリーエミュレータを開発しました。
図5 にバッテリーエミュレータのブロック図を示します。
絶縁型双方向DC/DCコンバータは定電圧出力で使用し、電
流計測値を元にIV特性テーブルを参照し計測した電流値に該
当する電圧値を出力します。
また、バッテリの充電特性、放電特性に近い条件でエミュ
レーションを行うために、充電率、電池温度、内部抵抗、開
放電圧、残容量状態の条件を設定し、エミュレーションを行
うこともできます（ 図6 ）。
これによりニッケル水素、リチウムイオン電池などの二次
電池からキャパシタまで、幅広いエネルギー蓄積デバイスの
エミュレーションを可能としました。

2.3 モータエミュレータ

インバータの開発評価を行うためには、実物のモータをダ
イナモベンチに設置し、供試インバータの負荷としていまし
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図4   従来のインバータ評価システム

図5   バッテリーエミュレータのブロック図

図6   充電率によるIV特性テーブルの切り替えによるエミュ
レーション

た。そのため、機械的騒音と回転部分の危険が伴っていまし
た。更に、インバータの種類が変わるたびにそれに適応する
特性のモータを用意する必要があり、準備に時間が掛かり開
発効率を上げることができませんでした。
このため、モータ定数を自由に設定でき、安全に評価試験

図7   モータエミュレータ評価システムのブロック図

ができる静止型モータエミュレータを開発しました。
モータモデルは、電気自動車やハイブリッド車に使用され
ている永久磁石型同期モータのエミュレーションを行います。
図7 にモータエミュレータのブロック図を示します。
絶縁型双方向三相交流電源、直列インダクタ、制御回路で
構成されています。絶縁型双方向三相交流電源は定電圧出力
で動作し、あらかじめ設定された誘起電圧定数により、設定
された周波数に比例したモータ誘起電圧を出力します。また、
供試体インバータからの負荷電流を計測し、ベクトル制御に
てモータインピーダンスの抵抗成分、インダクタ成分を発生
させ、モータのエミュレーションを行います。このモータエ
ミュレータを使うことでダイナモベンチが不要となり、設置
面積の大幅な縮小が可能となりました。

2.4 充放電試験装置

二次電池の開発には、信頼性、寿命、特性を評価するため
に、いろいろな充放電モード制御が可能な充放電装置が必要
になります。充放電試験ソフトウェアは、試験パターンを階
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層構造で作成することができ、繰り返し試験を効率よくプロ
グラミングできる手法を採用しています。設定する試験パ
ターンは、評価グループを上位階層として、充放電モードの
設定、時間移行、移行条件を最大50ステップ登録可能なパ
ターン、実車の走行パターンなどを最大30,000ステップのパル
ス波形の登録ができます（ 図図8 ）。
豊富な充放電モードを備えているため、あらゆる充放電試
験に対応できます。
1) 定電流充電/放電
設定した電流値で充電または放電を行うモードです。

2) 定電流定電圧充電/放電
設定した電流値で充電または放電を行いながら、一定の
電圧になるように充電または放電を行うモードです。

3) 定電力充電/放電
設定した電力で充電または放電を行うモードです。

4) パルス充放電
実車の走行時と同様の電流波形で充放電を行うモードで
す。

次に、ハードウェアの特徴について説明します。
1) 充放電試験装置は高精度高分解能の16bitD/Aコンバータ
採用で、高精度の分解能、高い設定確度で充放電試験が
可能です。

2) 実車の走行時と同様のインバータ電流波形（ 図9 ）を
再現し二次電池の評価を行うために、双方向コンバータ
技術を使用して、充電と放電が切り替わるクロスポイン
トがスムーズに切り替わり、電流波形のオーバーシュー
ト、アンダーシュートが発生しない性能を実現しました
（ 図10 ）。

図8   階層構造による試験パターン概略

3) モータ用インバータの高周波リップル電流（数kHz～数
10kHz）による性能劣化を評価するため、充放電電流に
交流電流を重畳する機能が要求されています。60Vタイ
プの充放電装置は10kHzまでゼロクロス歪みのない正弦

図9   実車走行時のインバータ電流を模擬した電流波形

図10   放電から充電、充電から放電時の電流波形

図11   リップル重畳周波数特性対利得のグラフ
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波を実現し、更にDCから10kHzまでのゲイン偏差がなく
フラットな特性を実現しました（ 図図11 ）。

4) 放電時のエネルギーを高効率で一次側の電源系統に電力
回生することができ、環境に配慮したシステムを実現し
ました。

3. おわりに

今後は環境にやさしい電気自動車の普及がこれまで以上に
見込まれるため、EV開発試験装置のアナログ制御回路のフル
デジタル化や小型化などにより、低価格化を実現することで
自動車業界のスタンダード試験装置となるように更なる商品
の開発を進めていきます。
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