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インタイヤハウスダイナモを用いた車両試験システム
Automobile Test Bench System Using In-Tyre-House Dynamo

In recent years, automobile running test using a chassis dynamometer has been done for the purpose of evaluating
exhaust gas, fuel consumption, driving performance and noise of the vehicle. There are several types of the chassis
dynamometer system. One of those types, a wheel hub coupling type dynamo is directly connected to the
automobile. We have already delivered some wheel hub coupling type systems to our customers.
In this paper, we report the development of In-Tyre-House dynamo. The In-Tyre-House dynamo is classified as a
wheel hub coupling type and is able to operate a steering wheel. In addition, the introduction of test bench system
becomes easy because the In-Tyre-House dynamo is shaped compact. We carried out an automobile running test
with the In-Tyre-House dynamo. The results showed that the In-Tyre-House dynamo is able to perform the running
test as wells as the chassis dynamometer. It suggests the possibility of becoming an alternative system which is
simpler than the conventional system.
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ダイナモをホイールのように車両ハブに直結させる形状は

自動車用の排ガス・燃費性能を含む動力性能評価や振動騒

省スペース化のメリットがあるが，車両のサイズやメーカの

音評価などを目的として，シャシダイナモが実車両の走行試

仕様によるさまざまなハブの形状に対応させる必要がある。

験を行う装置として広く用いられている。当社は，タイヤを

そこで，ダイナモと車両を結合するアダプタを作成して別の

外し車両のハブにダイナモを結合するハブ結合式の導入の実

部品とすることにより，ダイナモ本体はそのままでさまざま

績がある。しかしながら，これからの自動運転車両の試験を

な車両へ装着できる設計とした。本ダイナモの外観を図１に，

見据えると，安全のために装備されている車両の各センサを

アダプタを図２に示す。

反応させないように，装置が小型でステアリング操作が可能

ダイナモはロータ内部に車両のブレーキが納まる構造に

なホイール形状のダイナモの開発が必要となった。今回開発

なっており，今回の試作は3000ccクラスのセダンに装着する

したダイナモを用いて実車両による走行模擬試験を実施し，

ことを想定してロータの内径を決定した。

その試験結果より従来シャシダイナモで行われていた負荷走

ダイナモの出力も同様に，上記車両を従来のシャシダイナ

行と同様の試験を実行することが可能であり，従来の試験シ

モにて行う負荷走行と同様な試験が可能である性能を目標

ステムに比べ，省スペースかつ容易に導入できる簡易な代替

-1
に，定格トルク900N･m/1000min-1，最高回転数2000min（約

システムとなる可能性が得られた。

240km/h）として設計を行い，負荷試験により上記定格を満

なお，当社は今まで「扁平型ダイナモ」として，人とくるま

たすことを確認した。ダイナモの主要仕様を表１に，回転

のテクノロジー展や，当社の技報において過去3回紹介して

数-トルク特性を図３に，ダイナモ2輪分を駆動する制御装置

いるが，今回「インタイヤハウスダイナモ（以下，ダイナモ）」

の主要仕様を表２に示す。

と名称を改め，以下に報告する。
２.

インタイヤハウスダイナモの特長

インタイヤハウスダイナモは，大きく分けてモータ部と架
台部の2部構造となっている。
ダイナモの開発目標は下記の3点である。
（1）車両のタイヤハウス内に収まる
（2）ステアリング操作が可能
（3）シャシダイナモで行う試験が可能なトルクを実現
車両のタイヤハウス内に収まるサイズの実現とステアリン
グ操作を可能にするため，自動車用ホイールと同じような形
状・取り付け方式として設計する必要があった。

■ 図１ インタイヤハウスダイナモ外観
Fig.1 Appearance of In-Tyre-House Dynamo
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２．１

インタイヤハウスダイナモの構造

ダイナモのモータ部の構造は自動車の構造物により各サイ
ズに制限があるため，従来のダイナモよりも径方向に省ス
ペース化する必要がある。
まずステータは，ステータコアをティース部と外周のリン
グ部を分けて製作し，各ティースに巻線を巻いたのちにス
テータコア外周へ装着するリングポール方式の集中巻とし
て，巻線の作業性を確保しながら限りなく薄く設計した。図
４に巻線とステータコアの一部を示す。ステータコアが薄い
と巻線の放熱性能が落ちてしまうため，ステータコアを入れ
るフレームを水冷することでコイルの温度上昇を抑えている。
ロータもステータ同様に径方向に薄い構造にするために，

■ 図２ アダプタ
Fig.2 Dynamo adapter

多極化することで磁石配置を最適化して，必要な磁束を確保
しながら可能な限り薄く製作した。図５にモータ部の内部構

■ 表１ インタイヤハウスダイナモ主要仕様
Table1 Main specification
項

目

造，図６に断面図を示す。
仕

様

出力

94.3 kW

基底回転数

1000 min-1

最高回転数

2000 min-1

定格トルク

900 N･m

方式

永久磁石同期電動機

冷却方式

水冷（ステータ）

付属品

測温素子
速度検出器

ステータコア（外周）

ステータティース + コイル
■ 図４ ステータコアとコイル
Fig.4 Stator core and coils

ステータ内径
ステータ外径

ロータ外径
ロータ内径

ロータ厚み
ステータ厚み
フレーム
水路

■ 図３ 速度-トルク特性
Fig.3 Speed – Torque characteristics

■ 図５ インタイヤハウスダイナモの内部構造
Fig.5 In-Tyre-House Dynamo internal structure

■ 表２ 制御装置仕様
Table2 Control Equipment specification
項

目

仕

様

AC400V系／ 200kVA×1系統
動力盤

200kW電源回生コンバータ×1台
160kW電圧形PWMインバータ×2台

計測操作盤
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計測操作機器
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３.
ステータ
トルク計

実車走行模擬試験

開発したインタイヤハウスダイナモの有効性を検証するた
め，まずは直進のみでシャシダイナモでの基本的な運転であ

ロータ

るモード走行試験を行うこととした。
ブレーキ

図８に本稿における試験状況を示す。ダイナモ2台を前輪
駆動車両に取り付け，後輪を固定した状態で実走行模擬試験

アダプタ

ナット

を行った。試験に際し後輪が回転できないため，回転情報の
影響が出ないように車両の改造を施した。

■ 図６ インタイヤハウスダイナモの断面図
Fig.6 In-Tyre-House Dynamo cross section

２．２

架台部の特長

架台部はモータ部を支え，試験車両のタイヤと交換して直
接車両に取り付けるため，ステアリングを操作した際には車
両走行時のタイヤの姿勢変化（ステアリング操舵，キャンバー
角の変化など）と同様の変化に対応する架台を設ける必要が
あった。
ステアリング操作時には，架台部の中にはステアリング操
作に対応する操舵軸，キャンバー角の変化に対応する軸と，
操舵軸の移動に追従する機構を架台の中に組み込むことで，

■ 図８ 試験状況
Fig.8 Test situation

車両の位置は変化することなくステアリング操作が可能と
なっている。図７にステアリング操作時のダイナモの姿勢を
示す。

３．１

制御構成

試験システムの構成図を図９に示す。操作盤によってダイ

また，自動車試験装置の設置には定盤への固定が必要であ

ナモの運転設定を行い，設定された制御モードにしたがった

るのに対し，架台部は一般的なガレージのようなコンクリー

指令トルクを制御盤のコントローラが演算し，各インバータ

ト面への設置を考え，架台部底面に防振ゴムを装着して，床

に入力された指令によりダイナモを制御する。なお，ダイナ

に置くだけで設置完了となるように設計している。従来の

モ内にトルク計を内蔵しているが，今回の試験では制御には

シャシダイナモの大掛かりな工事と比較しても，工事がいっ

使用せず評価にのみ使用した。

さい必要なく容易に設置が可能である。

走行模擬試験は図10に示すブロック図で制御を行った。
ダイナモへの指令トルクは車両メーカより提供されたパラ

2.キャンバー角変化
1.右操舵

メータで計算される走行抵抗と，車両重量に基づく慣性負荷
をダイナモ回転加速度に基づく電気慣性制御によって求める。
また，今回の走行模擬試験は直進のみであるので，左右で速
度差が発生しないように左右同期制御を行う。加えて，後述
する惰行走行試験から得られるメカロス分の補償を行った。

3.操舵軸の移動

３．２

試験内容

試験では，まずモード走行試験時に必要な車両のエンジン
から本ダイナモまでのメカロスに相当するトルクを算出する
惰行走行試験を行った。続いて，ダイナモを用いた走行模擬

■ 図７ ステアリング操作時の様子
Fig.7 Posture when steering

試験としてモード走行試験を行った。
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■ 図９ システム構成図
Fig.9 System diagram

３．２．２

モード走行試験

モード走行試験とは国土交通省などの機関が定める車速パ
ターンを直進走行する自動車試験であり，本試験は国内外で
使用されているJC08，WLTC，NEDCの3パターンで行った。
通常，モード走行は排気ガスと燃費の計測のために行われる
が，ここではダイナモの走行負荷制御性能と左右の本ダイナ
モ間の等速性の評価のために実施した。これらの指標はシャ

■ 図10 制御ブロック図
Fig.10 Control block diagram

シダイナモシステムの評価規格であるJASO-E014 [1] に基づき
評価した。

３．２．
１

図12にWLTCのモード走行試験結果を示す。図12
（a）は

惰行走行試験

惰行走行試験は車速を時速100kmほどに加速したのち，シ

時系列グラフであり,車速と駆動力と左右の速度差を示して

フトポジションをニュートラルとした状態で走行抵抗をダイ

いる。図12（b）は目標駆動力に対する測定駆動力の分布を

ナモによって与えながら減速に要する時間と出力トルクを測

示 し て い る。 こ こ で,目 標 駆 動 力 と は 測 定 し た 車 速 か ら

定する。車両パラメータから計算される理論曲線と比較し，

JASO-E014の計算方法に基づき計算されるものである。一方,

速度を参照としたルックアップテーブルによってメカロス補

測定駆動力については試験機の構成が図13，図14に示すよ

償を与え，図11に示すように理論値とおおむね一致するよ

うにローラ式シャシダイナモとは構成が異なるため，前方左

う調整を行った。

輪のトルク測定値を2倍し，有効タイヤ半径で除算した値に，
メカロス補償分と回転体等価慣性の加速分を加算したダイナ
モに合わせた計算式で求めた。
3パターンそれぞれの制御性能の評価値を表３に示す。等
速性の評価は，本来はシャシダイナモにおける前後ローラに
対するものであるが，ここでは左右を対象とした。表３に示
した結果より今回の試験では走行負荷制御性能の一部の項目
でJASO-E014の基準値を超えており，現状以上の厳格な制御
および測定の調整が必要と考えている。

■ 図11 惰行試験の結果
Fig.11 Result of coast down testing
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（a）

（b）

■ 図12 モード走行試験の結果
（WLTC）
Fig.12 Results of mode driving test
■ 表３ 制御性能の評価値
Table3 Evaluation values of controllability
項
制御性能
走行負荷
等
速
性

目

JASO-E014

JC08

WLTC

NEDC

相関係数

0.98以上

0.985

0.989

0.982

回帰線傾き

1±0.02以内

1.084

1.089

1.066

回帰線切片[N]

±20N以内

-6.696

-9.227

5.272

駆動力偏差率[%]

5％以下

5.705

4.963

6.299

速度差[km/h]

0.16km/h以下

0.080

0.076

0.078

区間距離差[m]

0.10m以下

0.004

0.004

0.004

総距離差率[%]

0.20％以下

0.015

0.010

0.009

■ 図13 ローラ式シャシダイナモでの駆動力
Fig.13 Driving force of the roller type chassis dynamo

３．３

走行負荷制御性能結果の考察

走行負荷制御性能の検証結果は，電気慣性やメカロス補償
のモデル誤差，計測ノイズ等の影響があると考えられ，特に
速度データのバラツキが目標駆動力の算出に影響し，基準値
を満たせていない理由と推定した。これらの評価値に関連す
る要素とその影響を，JC08のモード速度と試験車両のモデ
ルを用いた数値シミュレーションにて求めた。そのシミュ
レーションによる検証結果を表４に示す。
制御の要素としては，電気慣性制御，メカロスの変動を対
象とした。結果として電気慣性の誤差および疑似微分のLPF
帯域が顕著に影響を与えることが分かり，メカロス補償に誤
■ 図14 本ダイナモでの駆動力
Fig.14 Driving force of the In-Tyre-House Dynamo

差がある場合，回帰線切片に影響が表れた。ダイナモはロー
ラ式シャシダイナモと比べ慣性が小さいため，電気慣性比率
が20倍以上と高く，電気慣性制御の精度が特に重要となるこ
とが分かった。
計測の要素としては，トルクと速度の計測を対象とした。
結果として，速度ノイズの影響はフィルタを適切に設計する
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ことで低減でき，トルク測定値のオフセットが回帰線切片に
直接関与することを確認した。

４.

むすび

今回，小型でステアリングを切れるインタイヤハウスダイ

以上より，走行負荷制御性能を評価する際には，電気慣性

ナモを開発し，これを用いた実車走行模擬試験として，ステ

制御の正確さに加えて速度計測ノイズが特に影響することが

アリングを切らないモード走行試験を行った。試験結果より，

シミュレーション検証結果により分かった。

従来シャシダイナモで行われていた同程度の負荷走行の試験

■ 表４ 数値シミュレーションによる評価値への影響の検証
Table4 V
 erification of effect on evaluation values by numerical
simulation
要

素

制御

電気慣性
設定

メカロス
補償

トルク
計測
計測
速度
計測

要素の変化とその影響

が可能であることを示した。
今後は，制御性能における計測ノイズの関連と影響につい
て継続的に検証を行っていく。本システムではタイヤを介さ
ずに駆動輪の軸トルクを測定する構造であり，シャシダイナ

5％増加

傾き増加，切片が負方向に変化

モで測定されるローラに伝わる駆動力とは異なる。そのため，

5％減少

傾き減少，切片が正方向に変化

実路走行を模擬する場合，タイヤを介した路面での駆動力を

速度微分LPF

帯域が低い場合，全項目で悪化

再現するにはダイナモの各測定値からタイヤスリップモデル

10％増加

切片が正方向に変化

等を用いて演算する必要がある。このようなモデルを導入し

10％減少

切片が負方向に変化

た制御の妥当性や，ステアリングを切った状態での走行模擬

ランダムノイズ

影響は少ない

についても検討し，評価していく所存である。

オフセット

切片に直接影響

LPF

影響は少ない

時間遅れ

影響は少ない

ランダムノイズ

全項目で悪化

オフセット

影響は少ない

LPF

適切な場合，全項目で改善

時間遅れ

影響は少ない

最後に本装置を開発するにあたり，ご協力いただいた関係
各位に謝意を表する次第である。
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