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概要

当研究クラスターでは，電動車両に係わる研究を進めている。

電動車両は環境調和性に優れたモビリティー方式であるが，「バ

ッテリ」と「充電装置」に技術的・コスト的課題を抱えており，

爆発的な大量普及が実現できない状況となっている。このよう

な背景のもと，我々は電動車両を電気自動車，ハイブリッド自

動車，燃料電池自動車に分類してそれぞれ固有の課題を解決す

ると同時に，共通のバッテリ・充電問題対策技術を確立する事

を最終目的とした研究活動を行っている。

本年度の研究開発・成果

① 先進電動バスの設計・製作・性能評価と公道実証試験（Fig. 1）

「短距離走行・高頻度充電型」電動バスの性能評価等を行っ

た。本年度は当研究室で開発した“WEB-3”ならびに“WEB-4”

を対象に，リアルワールドにおける低炭素効果とエネルギーコ

スト削減効果を定量的に実測評価した。

発表論文（学会発表）「先進電動マイクロバス交通シス

テムの開発と性能評価（第 7 報）―開発車両の長期営

業運行中に得られた低炭素効果とエネルギーコスト削

減効果の詳細分析―」，自動車技術会学術講演会前刷集，

No. 117-14，125，pp. 5-10，2014 年 10 月． 他 2 件．

② リン酸鉄系 LIB のセルバランスアルゴリズム最適化（Fig. 2）

当研究グループが開発したリン酸鉄系リチウムイオンバッテ

リ（LIB：Lithium-ion Battery）を，「短距離走行高頻度充電型」

電気自動車に導入した際の性能評価を行った。本年度は特に，

フラットな OCV-SOC 特性を有する開発バッテリに特化したセ

ルバランスアルゴリズムを構築し，その性能の高さを実機にお

いて証明した。

発表論文（国際会議発表）“Performance degradation
prediction and cell balance control algorithm construction
of lithium iron phosphate battery”，Proceedings of the IEEE

VPPC 2014 conference， ISBN14-978-1-4799-6782-7，

CFP14VPP-USB，RT-2，pp. 1-6，2014 年 10 月．他 4 件．

③ ワイヤレス給電装置の設計・製作・性能評価

ワイヤレス給電装置の設計・製作・性能評価を行った。本年

度は特に，乗用車用と比較して位置ズレを狭い範囲に収めるこ

とが出来る小型バス用のシステムを対象として，機器の小型化

やコスト削減等を目的とした位置ズレ性能緩和方策について検

討した。

発表論文（学術論文）「短距離走行・高頻度充電型電動

バスの性能評価 (第 1 報)―開発車両の長期営業運行中

に得られた非接触給電装置に係る各種データの詳細分

析―」，自動車技術会論文集，Vol. 46，No. 2，20154213，

pp. 367-372．他 2 件．

これら以外にも，④LIB の劣化予測式の構築，⑤ハイブリッド自動

車搭載 LIB を対象とした高精度 OCV 推定法の検討，等の研究活

動を行い，有意義な成果を得た。

次年度の研究計画

① 各種電動バスの設計・製作・性能評価と公道実証試験

② 各種電動バスの他地域展開時の環境調和性評価

③ 各種電動バスのエネルギマネジメントの研究

④ 充電設備を乗用車と共用するワイヤレス充電バスの実証研究

⑤ LIB モジュールのセルバランスアルゴリズムの最適化

⑥ LIB モジュールの“SOC”と“開放電圧”の推定精度向上

⑦ 各種 LIB の劣化進行特性の比較評価
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Fig. 1 Study on short range frequent charging electric bus
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Fig. 2 Flowchart of balance charging process for developed LIB

(a) Equivalent circuit of the inductive power transmission part

including rectifier loss

(b) Comparison of efficiency/ misalignment curves

before and after design requirement moderation

Fig. 3 Study on wireless charging system


