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１ まえがき

近年，地球温暖化への対応施策の1つとして，運輸
部門のCO2排出量削減に資する電気自動車の開発が進
んできている。
電気自動車の充電には，通常は車載充電器を使用す
るが，当社で試験を行っている「i-MiEV」の車載充電
器で充電した場合，電池残量0から満充電を行おうと
すると，AC100Vで14時間，AC200Vでも7時間かか
る。
また航続距離も一充電航続距離が160kmと一般家庭
での使用には満足できるが，ちょっとした遠出をする
場合には捕充電が必要であったり，外出先で充電を行
う場合，車載充電器では時間がかかるため，不便を感
じることがある。
この充電時間の長さは，これまで電気自動車普及を
阻害してきた一因であり，これを解決する手法の1つ
として急速充電が求められていた。
そこで平成18年度より電気自動車用急速充電器の
開発を行い，このたび商品化を行ったので，その概要
を紹介する。

２ 開発概要

急速充電器は交流電流を直流電流に変換して，電気
自動車の蓄電池に充電する。
装置の構成は大きく分けて，交流電流を直流電流に
変換する直流電源部と，充電の電流，電圧，時間等の
制御を行う充電制御部からなる。
今回開発した急速充電器は電気自動車と充電電流，
電圧，充電時間等の情報の通信を行いながら常に電池
に最適な充電を行うようになっている。
（１）開発の留意点およびスケジュール
今回開発に当たって，以下の点に留意しながら進め
てきた。
①　急速充電器として，正常かつ的確に動作すること。
②　コンパクトで，設置が容易であること。
③　一般の人が容易に扱え，かつ安全に充電できること。
④　今後発売される全ての電気自動車に対応可能であ
り，電気自動車の蓄電池に悪影響を及ぼさないこと。

⑤ 商品化を行うことを想定して，量産時コストが安　
価であること。

これらの条件を満足するため，開発はステップバイ
ステップで進めることとした。
開発スケジュールを図1に示す。

（２）各開発工程の開発状況
①　機能検証用装置の開発
まず第1ステップとして，機能検証用装置を用いて
充電についての基本的な制御機能の確立を行うことと
して，以下の2点に絞って機能の確認を行い，他の留
意点については次ステップ以降に開発することとし
た。
・急速充電の制御シーケンスの確認
・充電時に異常が発生した時に安全に停止すること
このため，電源部については，既存の直流電源ユニ
ットを3台並列にして使用して，制御についてはハー
ドウエアとソフトウエアの混在として，ソフトウエア
は外付けのパソコンで開発を行った。機能検証用装置
の概略仕様を表1に，写真1に装置の写真を，図2に装
置構成を示す。
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図１　開発スケジュール
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表１　機能検証装置の概略仕様
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②　実証試験装置およびフィールド試験装置の開発
機能検証用装置で確立した制御シーケンスを基に，
制御シーケンスのハードウエアに依存している部分を
除き，可能な限りソフトウエア化して，将来制御シー
ケンスが変更になった場合にでもハードウエアの変更
を極力行うことなく，変更可能であるようにした。
電源部分についてはコンパクト化・量産時の低コス
ト化を図るため，新たに設計した50kW高周波スイッ
チング電源ユニットを用いた。またコンパクト化とい
う目標のため，装置全体の中でもっとも容積を占める
高周波トランスを2つに分けることにより，コンパク

ト化を図った。
表2に仕様を，図3に装置構成を，写真2に装置写真
を示す。

また，タッチパネルを用い，操作方法や充電状況を
ビジュアルに表示することで，一般の人が容易に充電
操作や充電状況が分かるようにした。このタッチパネ
ルには充電時の電圧・電流等各種データをCFカード

電気自動車用急速充電器の開発

写真１　機能検証用装置の外観写真
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図２　機能検証用装置の構成
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表２　実証試験装置の概略仕様（フィールド試験装置）

3φ200V

～�
NFB

整流回路�

（交直変換）�

P　 W　 M�

インバータ�

（高周波変換）�

整流回路�

（交直変換）�

高周派トランス�

表示部�

（LCD）�

操作部�

制御回路�

・PWMコントロール�

・充電シーケンス�

・通信�

・車両制御�

充電装置内部制御線�

充電出力制御線�

シリアル通信線�

車両制御用通信線�
（車両へのDC12V供給線も含む。）�

MCCB 

EV充電口へ�

図３　実証試験装置の構成

写真２　実証試験装置の外観写真
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に記録できるようにした。
タッチパネルの表示例を図4に示す。

さらに安全性についても充電条件が成立しない場
合，電源部主回路が動作しないようにしている。また
充電中に充電コネクタが外れた場合でも瞬時に電源部
主回路が停止するようになっている。
本装置は平成21年2月より，電気自動車の走行試験
に同調して，電気自動車を配備した当社内7箇所の事
業所に設置し，約1年間フィールド試験を行ってきた。
その結果特に大きなトラブルは発生しておらず，基
本的な性能については良好な結果が得られた。

③　商品化プロト装置の開発
前述のフィールド試験装置の試験結果を受けて，さ
らにコンパクトで各種機能が追加可能な商品化プロト
装置の開発を行った。表3に概略仕様を，写真3に装
置の外観写真を示す。

商品化プロト装置は従来のフィールド試験装置に比
べて，体積比で約50％，重量比で約77％と，さらに
コンパクト化を図った。
基本的な装置構成はフィールド試験装置と同じであ
るが，操作・表示部分にパネルPCを用いWindows－
OS上でアプリケーションを作成することで，任意の
充電操作ができるようにした。図5に装置構成を示す。
これは将来急速充電をする際，ユーザーの多様な要求
に答えるため，個人認証機能や充電方法が選択できる
機能を設けたり，あるいは課金をするための機能を設
けたりする場合を想定してこのような機能を設けた。
今回はFelicaによる個人認証機能に加えて，ａ）時
間指定充電，ｂ）充電量指定充電，ｃ）充電料金指定
充電，ｄ）延伸走行距離充電の4つの充電方法の機能
を試作した。各機能の選択画面を図6に示す。
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図４　タッチパネルの表示例
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表３　商品化プロト装置の概略仕様

写真３　商品化プロト装置の外観写真
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さらにフィールド試験装置で行ってきた制御シーケ
ンスのソフトウエア化を進めるとともに，制御に関す
る各種定数をパラメータ化して，将来電気自動車側の
制御が変更になった場合でも，極力ソフトウエア本体
の変更を行うことなく，迅速かつ容易に対応できるよ
うにした。
また今後発売される車両への対応については，三菱
自動車「i-MiEV」を対象として試験を行い，問題なく
充電できることを，自動車メーカ立会いの元で確認を
行った。また富士重工「プラグインステラ」について
も現在確認作業を行っており，近々確認が取れる予定
である。

３ 急速充電器の商品化

商品化にあたっては，商品化プロト装置をベースと
して，テンパール工業㈱で行うこととした。
商品化にあたって，利用フェーズおよびその時の顧
客ニーズを検討した結果，
①　当面は自治体，企業等の大口の電気自動車ユー
ザーが，自ら所有する電気自動車への充電に利
用すること，大型スーパー，ショッピングセン
ターなどでの無料充電サービスが主体であると
考え，充電時間選択以外の充電選択機能等の付
加機能は必要ないこと。

②　充電ログの研究開発時のみに使用する詳細デー
タ部分は必要ないこと。

③　表示部分に関しても①，②を考慮した場合，画
面表示をシンプルにすることで，タッチパネル
の小型化が可能。

の3つの結論を得た。
それを受けて，当面の商品については充電に関する
基本部分のみに特化した商品とすることとして，再度
価格（100台同時生産ベース）を検討した結果，研究
で使用する装置に比較して約20％程度商品価格を抑
えることが可能になった。
写真4にテンパール工業製の急速充電器の外観写真
を示す。

４ ま と め

今回開発し，商品化を行った急速充電器は前述した
とおり，基本的な急速充電の機能のみを具備した物で
あり，当面電気自動車の普及初期の促進には十分な機
能をもっているものと考えている。今後はこの開発で
得られたノウハウを活用してより電気自動車のユーザ
ーの利便性を高める装置を開発する予定である。
最後に今回この研究を実施するにあたり，開発への
アドバイスをいただいた東京電力㈱様，試験実施に協
力いただいた，三菱自動車工業㈱様，装置開発に多大
なるご協力をいただいた，㈱日鉄エレックス様，また
商品化をするにあたりご助力いただいたテンパール工
業㈱様他関係各位に感謝をいたします。
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図６　充電方法選択画面の例
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図５　商品化プロト装置の構成

写真４　テンパール工業製　急速充電器


