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昨年の出展では、「先進技術と比肩して、それらを育むアフターマーケット向け技術も重要である。」という弊社の

考えに様々な分野の皆様にご賛同いただき、これまでの活動の妥当性を改めて確認することができました。

以降この1年間、CRICS（Common Rail Injector Cleaning System）やECS（Engine Control System）を通じて市場

実績を増やしていく中で、クリーンディーゼルに関わる多分野の皆様から、コモンレールシステムの合理な保全技

術や、設計に基づき正しく駆動させる技術が必要であるというニーズを伺うことができました。

そこで今回の出展では、これらのニーズをもとにさらに進化させた新製品を展示すると同時に、それらを支える

要素技術（例えば、インジェクター駆動電流や、燃料圧力の超精密制御などコア技術）についてもご紹介すること

で、弊社の製品および要素技術を、とりわけ研究開発の分野においてご活用いただけるようご紹介することを目

的としました。

１．出展の目的

出展報告書

CRICS-Exe

ブースの様子

２．展示会について

人とくるまのテクノロジー展は、自動車業界の研究者・エンジニアを対象とした自動車技術専門展であり、昨年は
約540社が出展し、来場者数はおよそ8万7千名にもなった国内最大級の技術展です。例年、自動車メーカー、部
品メーカー、計測機器メーカー等多くの大手企業が出展し、その最先端技術が一堂に会します。

【概要】

名称 ： 自動車技術展：人とくるまのテクノロジー展2016横浜
会期 ： 2016年5月25～27日
会場 ： パシフィコ横浜・展示ホール
URL ： http://expo.jsae.or.jp/

開催日 来場者数

5/25（水） 25,358名

5/26（木） 28,459名

5/27（金） 33,558名

計 87,375名

【来場者数】 事務局発表

３．ブースについて

弊社は、昨年と同様にテスティングカテゴリーとして小間No.18にブースを構え、量産モデルとして初公開となる、
CRICSエグゼクティブシステム（CRICS-Exe）を中央に設置し、CRICSエンハンストシステム（CRICS-Enh）および
ディーゼルエンジン用ECS（ECS-D）を壁際スペースに展示しました。

この分散展示により、手狭なブース内ではありましたが、各製品にご興味を持っていただいた方々に対し、それ
ぞれを十分にご説明できるスペースを確保いたしました。

３．１ ブースの概要

CRICS-Enh ECS-D

超音波洗浄器

ECS-D紹介パネル

インジェクター洗
浄の解説パネル

壁面パネル
（インジェクターテクニカル集)

壁面パネル
（インジェクター進化の歴史)
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３．２ 展示物の詳細内容

ディーゼルエンジンにおいて、コモンレールシステムが主流となった現在、これまでの機械式インジェクターに準
じた、車両不調が現れてから対処する故障修理では、インジェクターの性能を確保することが困難になっており、
特に自動車アフターマーケットにおいては、インジェクターメンテナンス手法の確立が急務となっています。

そこで、弊社が提案するメンテナンス手法が「インジェクター洗浄」であり、これをリーズナブルに実現するシステ
ムが「CRICS」です。

今回は、用途に応じた２機種を展示いたしました。

エンハンストシステム

 アイドリングから高負荷まで、様々な状況を想定した噴射量測定が可能。

 100MPaの超高圧により、噴射性能だけでなく、インジェクター各部からの漏
れチェックなど、従来単体では困難だった各種試験を簡単に実現。

 シンプルなインターフェースで、簡単操作。

 オンラインサービスに対応。

 各種カスタマイズに柔軟に対応。

 最大噴射圧力160MPaの超高圧を実現。

 インジェクターの性能調査のため、噴射圧力、通電期間を任意に設定して
の噴射量測定が可能。

 既定条件による噴射量の自動測定により、性能測定の工数を削減可能。

CRICS (ディーゼルインジェクター洗浄システム)

新たなメンテナンスとして、インジェクター洗浄を積極的に展開したい
整備事業者様に最適な実用システム。

エグゼクティブシステムと同等の洗浄機能をベースに、学術研究・エ
ンジニアリング業務用に、インジェクターの性能測定機能をさらに充
実させたラボ向けシステム。

出展報告書

ECS-D (エンジンコントロールシステム)

コモンレールシステムは、非常に精密な燃料噴射など、高度な電子制御技術の上で成り立つ製品であるため、
最新のクリーンディーゼルは、単にエンジンを駆動することですら困難となっています。事実これまで、エンジン
メーカーや大学等の学術研究団体から、クリーンディーゼルのエンジン単体駆動を望む声を多くいただいたため、
それに応えるかたちで開発されたのがECS-Dです。

ECSでは、各エンジン機種ごとに適合されたデータセットを使用することで、コモンレールシステムを適切に制御
し、安全・簡便・確実にエンジンを駆動することができます。また、様々な分野のニーズに応えるべく、下記の機能
をベースに、今後も機能の拡充を予定しております。

会場のパネルでもご紹介したように、ECSは常に進化し続ける（It’s always evolving.)システムです。

【主な機能】
・始動制御 ・アイドリング制御 ・アクセルデマンド制御

・気筒間噴射量バラつき補正制御 ・マルチ噴射制御

・オンラインモニタリング機能 ・インジェクター駆動波形可変制御

・故障検知、安全停止機能

【オプション】

・オートテストユニット ・ピエゾインジェクター駆動ドライバー

・温度センサー（2系統） ・圧力センサー（2系統）

・その他、要望によりさまざまな機能追加が可能

エグゼクティブシステム

システム外観
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４．出展結果

弊社ブースにお越しいただいたお客様（お名刺をいただいた方）の内訳を、以下に示します。

展示会への総来場者数が昨年から横ばいであったにも関わらず、弊社ブースへの訪問者数は約３０％増加とな
りました。

お越しいただいたお客様の内訳として最も多かったのは、エンジン・車両メーカー様や自動車部品メーカー様であ
り、中には、昨年に引き続き今年もお越しいただいたお客様もいらっしゃいました。

続いて、CRICS-Exeの量産モデルが初公開となったためか整備事業者様のご来訪が多く、また、計測器メーカー
様や学術・研究団体様のご来訪も増え、幅広い分野の方々に弊社の製品を知っていただくことが出来ました。

４．２ いただいたご意見・ご感想

４．１ ブース来訪者の状況

出展報告書

会期中、様々なご意見・ご感想をいただきましたので、抜粋し、下記にてご紹介いたします。

CRICSについて

 室内置きが前提なので、洗浄システムがコンパクトである事は大きな利点だと思う。
（整備事業、営業職）

 適合結果のトレーサビリティを評価する際に、インジェクターの性能確認用に使ってみたいですね。
（エンジンメーカー、開発職）

 燃料タンクに投入する燃料添加剤とは全く異なることが、説明を聞いてよく分かりました。
（部品メーカー、開発職）

ECSについて

 エンジンメーカー問わず、簡単にエンジン駆動が出来るのは非常に魅力的だと思いました。
（リビルド業、技能職）

 自動車整備学校などでは、コモンレール式ディーゼルエンジンを駆動できる機会がないので、

教材としてECSを活用できれば面白いのではないか。
（工業高校、教員）

 10万分の１秒オーダーでインジェクターを制御する技術に驚きました。航空宇宙分野の研究をしてるのですが、
例えば人工衛星のスラスター等に応用できるのではと参考になりました。

（研究機関、研究職）
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昨年度と本年度のブース来訪者の比較と内訳 （%）

2015年

2016年

エンジン・車両メーカー

自動車部品メーカー

整備・リビルド事業

計測器メーカー

学術・研究

その他（商社、メディアなど）

来訪者数

1.3倍

（昨年比）

40.9 15.2 13.6

3.0 4.6

22.7

42.4 25.8 18.2 10.6 9.1 22.7
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５．まとめ

今回の出展では、製品だけでなく、その要素技術についても詳しくご紹介するように努めたため、様々な研究開発

の現場でご活躍されている皆様へのご説明を通じ、出展の目的であった 「弊社の製品および要素技術を、とりわけ

研究開発の分野においてご活用いただけるようご紹介する」 ということを十分に達成できたものと考えております。

また、技術開発の最前線を進む皆様とのやり取りの中で、弊社が自動車アフターマーケットで得た知見が、予想以

上に研究開発でのアイデアやコンセプト作りにお役に立てることを知り、今後、弊社ならではと言われるよう、これまで

に無かったかたちで自動車技術の発展に貢献できれば幸いと考えております。

最後に、今回の出展に関し多大なるご協力をいただきました関係者各位に対し、本書にて無事終了いたしましたこ

とをご報告申し上げ、感謝の言葉に代えさせていただきます。

会期中、皆様からいただいたご質問のうち主なものを抜粋し、以下に示します。

出展報告書

４．３ いただいたご質問

CRICS(ディーゼルインジェクター洗浄システム)について

Q： CRICSは、複数のラインナップがあるようだが、各システムはどのような業種向けのものなのか？

また、各システムの簡単な特徴を教えてほしい。 （メディア）

A： エンハンストシステムは、学術研究およびエンジニアリング業務向けに販売しています。

そのため、インジェクターの性能調査のために、燃料圧力やインジェクターの通電期間を任意に設定することも

可能で、カスタマイズにも対応し、例えば駆動電流波形の変更なども可能です。

エグゼクティブシステムは、主に整備事業者様向けに、インジェクター洗浄機能にウェイトを置いたシステムです。

シンプルなインターフェースで、誰でも簡単にインジェクター洗浄が実施可能となっています。

Q： 大型の船舶向けのコモンレールインジェクター用にカスタマイズは可能でしょうか？

（エンジンメーカー、開発職）

A： もちろん可能です。

まずは、どのようなご要望であるのか、要求仕様をお聞かせ下さい。

ECS(エンジンコントロールシステム)について

Q： 社内のエンジン評価用に、コモンレール式インジェクターの駆動電流を任意の波形にできるようにしたいが、

対応可能か？ （エンジンメーカー、開発職）

A： ほとんどの場合で対応可能です。

まずは、ご要望の電流プロファイルをご連絡ください。

Q： エンジン駆動する際、データセットの作成が必要とのことだが、どのような流れでデータセットを作成するのか？

（計測器メーカー、開発職）

A： お客様には、エンジンとエンジンベンチのご用意をお願いしております。このエンジンを駆動して、各種パラメータ

を目的に合わせて適合し、データセットを作成します。また、事前の必要情報として、クランクシグナルの仕様およ

び各種センサー、アクチュエータのピンアサインのご連絡をお願いしております。

その他

Q： CRICSやECSの要素技術を応用して、コモンレールシステムを駆動・制御するワンオフの設備を制作いただく

ことは出来ますか？ （自動車部品メーカー、開発職）

A： もちろん作成できます。

なお、多段噴射、駆動電流期間、燃料噴射圧力などのパラメータを任意に指定することなども可能です。

Q： 計測器メーカーですが、御社の技術を利用して、自社の計測器の校正業務を依頼することは可能ですか？

（計測器メーカー、営業職）

A： 可能です。

まずは内容を精査するため、求められる技術的な要求をご連絡ください。
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