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１．出展の目的

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す。今年は585社が出

展し、来場者数は9万人を優に超え国内最大級の規模を誇ります。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。また、本展示会は、自動車技術会の春季大会に併設

されているため、会期中は自動車の研究・開発の最前線で活躍中の研究者・エンジニアの皆様が多く来場されます。

【概要】

名称 ： 自動車技術展：人とくるまのテクノロジー展2018横浜

会期 ： 2018年5月23～25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

5/23（水） 27,355名

5/24（木） 28,890名

5/25（金） 37,213名

計 93,458名

【来場者数】 事務局発表

３．ブースについて

３．１ ブースの概要

弊社は、本展示会を通じて、「コモンレールシステムの合理な保全技術や、設計思想に基づき正しく駆動させる技術が必

要である」というコンセプトのもと、自動車アフターマーケット向けに玉成してきた、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に、ご紹介して参りました。その結果、弊社は、車のライフサイクルである

「開発・製造」、「運用」、「廃棄・リサイクル」のすべてのシーンにおいて、包括的に製品あるいはサービスをご提供すること

で、微力ながら貢献させていただくことができるようになったのではと自負しております。

今回の出展では、研究者・エンジニアの皆様に、弊社製品であるディーゼルエンジンコントロールシステム（ECS-D）や

ディーゼルインジェクター洗浄システム（CRICS）は勿論のこと、またそれらの要素技術から製品化された、高圧発生機やイ

ンジェクター駆動ドライバー等もご紹介することで、研究開発の分野における弊社製品の認知度を向上させ、より多くの皆

様の活動について、その後押しさせていただくことを目的としました。

弊社は、テスティングカテゴリーとして小間No.106にブースを構えました。ブースでは、入口右手にECS-Dを展示し実際に

インジェクターを駆動させ、さらにエンジン駆動の様子を動画でご紹介することで、ブース前を通行される皆様に興味をもっ

ていただけるレイアウトとしました。また、今回から、新規にプロジェクターとLEDパネルを導入しました。入口左手の壁面に

プロジェクターを用いた大画面でCRICSの動画を映し、さらに視認性に優れるLEDパネルを用いた製品紹介により、従来に

も増して通行される方により足を止めていただけるようになりました。

また、CRICS、ECS-D、要素技術を基にした製品群（高圧発生機、インジェクター駆動ドライバー等）に分けて展示すること

で、来場者の目的に応じた対応が可能となり、限られたスペースを最大限有効に活用できたのではと考えております。
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ブース外観

ECS-D

LEDパネル
① インジェクター洗浄の必要性
② CRICSラインナップ紹介
③ CRICS導入実績
④ ECS-BIP製品紹介
⑤ 研究・開発向け製作事例

CRICSエンハンスト

要素技術を基にした製品群 他

出展報告書

①
②

③ ④
⑤

プロジェクターによる動画再生 ブース内部
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３．２ 展示物の詳細内容

ディーゼルエンジンコントロールシステム（ECS-D)

ECS-BIP （Boot Inspector Package）

ECS-Dは、コモンレール式ディーゼルエンジン（クリーン

ディーゼル）を「安全・簡便・確実」に駆動させるためのシステ

ムです。高度に電子制御化されたクリーンディーゼルは、あま

りに高度な製品であるがゆえに、単にエンジンを駆動させるこ

とですら困難な状況です。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きました。 それに応えるかたちで

開発されたのがECS-Dです。

また、エンジンの駆動を目的とした標準パッケージの他に、パ

イロット、メイン、アフター噴射のそれぞれの噴射タイミング、噴

射期間を設定可能なアカデミックパッケージ等、使用の目的に

応じたカスタマイズも可能です。

ECS-BIPは、従来のECSからそのエッセンスを抽出し、
より簡単にコモンレールディーゼルエンジンを始動すること
に特化したパッケージです。

主に、リビルトエンジンにおける出荷前テスト等、エンジン
単体での始動テストを想定しています。

【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、ご要望によりさまざまな機能追加が可能
Check!

ECS movie 6R10

出展報告書

【特長】
簡単始動を実現するための様々な機能
・あらゆるサプライポンプ制御に対応
・クランクパルス仕様学習機能
・超速始動機能

安全・安心、使いやすさへのこだわり
・強制終了機能
・過高圧、過高速異常検知機能
・A5サイズに収まるコンパクトなボディ
（ケース寸法:140x190x50mm、重量:約200g）
・DC電源、バッテリーどちらにも対応
・PCとの無線通信、あるいはPCレスにも対応

研究・開発のご要望にも応える拡張性
・1,2,3,4,5,6気筒に対応
・6,000rpmまで対応
・8段までのマルチ噴射機能
・アイドルガバナ、アクセルデマンド機能
・気筒間バランス補正機能
・インジェクター通電時間、噴射時期、噴射圧の
マニュアル制御機能
・エンジン機種専用のデータセットに対応

ECS-D

ECS-BIP
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インジェクター
駆動ドライバー

高圧発生機

ディーゼル用
インジェクター

高圧発生機の応用例

外部トリガー

【CRICSエンハンストモデルの特長】

 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。

ディーゼルインジェクター洗浄システム（CRICS)

電子制御式ディーゼルインジェクターは、非常に精密かつ

繊細な製品であり、合理なメンテナンス方法が存在しないが

ために、故障に至るまでの成り行き使用および故障時の新

品交換に頼っているのが現状です。この状況を改善するた

め、誰にでも簡単に適切な方法で、インジェクターのメンテ

ナンスを可能とするのがCRICSです。

今回の展示では、洗浄システムとしての機能は維持しつ

つ、学術研究・エンジニアリング業務用に、インジェクターの

性能測定の機能を充実させた仕様であるエンハンストモデ

ルを展示しました。

出展報告書

研究・開発向け製品

高圧発生機（パネル展示）

クリーンディーゼルの運転領域をほぼ網羅する200MPaの超高圧

を実現するシステムです。ディーゼル燃焼に関する研究等、高圧に

よる燃料供給が必要になった場合、本システムを用いることで「安

全・簡便」にそれを実現可能です。

本製品とインジェクター駆動ドライバー（弊社製品）を組み合わせ

ることで、コモンレールインジェクターの単体駆動が可能となります。

インジェクター洗浄の技術を応用し、研究・開発の分野に向けた様々な製品を製作しており、その一例を展示しました。

高圧発生機

CRICSエンハンストシステム

内部洗浄機エンハンストモデル
（インジェクター内部洗浄用） 超音波洗浄器

（ノズル先端・
噴孔内部洗浄用）
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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。

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、昨年
に引き続き今年もお越しいただいたお客様も多くいらっしゃいました。今回、大学・研究機関の皆様に対して、事前に出展の
ご案内をさせていただいたこともあり、例年に比べ、大学・研究機関の皆様のご来訪が多く、さらに製品の仕様等について
その場で詳細なご要望もお伺いすることができました。

４．１ ブース来訪者の状況

PFI checker

ポート噴射式ガソリンインジェクターを対象に、断線・ショート、
固着等の異常検知、固着からの回復を試みるリカバリーモード、
無効噴射期間の精密測定等、今まで手付かずに近かったイン
ジェクターのチェックを強力にサポートする診断ツールです。

ブース来訪者の内訳 （%）

エンジン・車両メーカー
33.3％

自動車部品メーカー
25.0%

整備・リビルド事業
5.5%

計測器メーカー
2.8%

大学・研究機関
16.7%

その他（商社・メディア等）
16.7%

出展報告書

インジェクター駆動ドライバー

コモンレールシステムにおけるディーゼル用インジェクターの駆動

は勿論のこと、直噴ガソリン用インジェクターやポート噴射式ガソリ

ン用インジェクターの駆動等、様々なご要望に対応可能です。

また、専用ソフトウエアにより

ご要望のインジェクター電流

波形（ブースト電流、プル電流、

ホールド電流）も再現可能です。

インジェクター駆動ドライバー

PFI checker

Time

ブースト電流

プル電流

ホールド電流

C
u

rr
e

n
t

Check!
PFI checker movie

http://www.irs-japan.com/
http://www.irs-japan.com/


2018. All contents are the properties of IRS –injector refresh service– corporation. We reserve all rights.IRS-18-Nm-02176

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。

４．２ いただいたご質問

展示されているECSではソレノイドタイプのインジェクターを駆動させていますが、ピエゾインジェクターには対応して

いないのでしょうか？ （自動車メーカー、開発職）

対応可能です。ECS-D内部の駆動ドライバーをピエゾ対応に交換した仕様がございます。

大学の実験で、単気筒エンジンにコモンレールシステムを使用したいと考えています。ECSでは、単気筒エンジンでも

対応可能なのでしょうか？（大学、教員）

単気筒でも対応可能です。その場合、ECS-Dよりも弊社の高圧発生機とインジェクター駆動ドライバーの組合せの方

が、簡単にシステムを実現できる可能性がございます。一度ご検討ください。

ターボチャージャーの耐久試験でコモンレール式ディーゼルエンジンを使用したいと考えています。回転数、負荷一

定で駆動する予定ですが、対応は可能でしょうか？ （部品メーカー、開発職）

対応可能です。ご希望の回転数、負荷等、詳細な条件をご連絡ください。

ECS-Dについて

Q

A

Q

A

Q

A

CRICSについて

アフターマーケットにおけるインジェクターのメンテナンスということであれば、CRICSの用途は分かりますが、研究開

発向けに、CRICSはどのような用途があるのでしょうか？（エンジンメーカー、開発職）

例えば、エンジン・車両評価で使用するインジェクターの性能管理でお役に立てると思います。定期的にインジェク

ターを洗浄することで、性能の維持と異常の発見をすることが可能になります。

気動車（ディーゼル）にて、インジェクターが原因と思われる出力不足で困っています。インジェクターを洗浄する選択

肢があるのは興味深く、一度相談させてください。 （研究機関、研究職）

承知しました。まずは状況をヒヤリングさせてください。

CRICSの導入実績を教えて欲しい。特に海外への導入実績はありますか？ （ディーラー、整備職）

国内では、自動車整備業、部品販売業、中古車両販売業等に導入実績がございます。また、海外では台湾、マレー

シア等への導入実績がございます。

Q

A

Q

A

Q

A

その他

ディーゼル用インジェクター駆動ドライバーに興味があります。ピエゾタイプにも対応していますか？

（メーカー、開発職）

対応可能です。ご希望の仕様をご連絡ください。

Q

A

出展報告書
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無線通信に対応されている機器が多いため、設置場所に困らず使い易いと思いました。 （自動車メーカー、開発職）

インジェクター駆動ドライバーや、ECS-BIPの軽量・コンパクトなことに驚きました。（大学、教員）

全ての機器が100V電源とのことで、使いやすさを考慮されているなと思いました。（部品メーカー、開発職）

→ありがとうございます。使い易さも性能の一つと考え、今後もより使い易いものを提供していきたいと思います。

製品に安全装置が組み込まれていることは素晴らしいです。安心してテストできると思います。（自動車メーカー、開発職）

→ありがとうございます。安全性は何よりも大事ですので、今後も安全性を考慮した製品を提供していきたいと思います。

ガソリンインジェクターの洗浄サービスもされているということなので、プライベートの車両でぜひ利用したいと思います。

（自動車メーカー、研究職）

→ご連絡をお待ちしておりますので、ぜひご利用ください。

市場でのインジェクターのトラブルをお聞きすることができ、勉強になりました。今後の開発に役立てたいと思います。

（自動車メーカー、開発職）

→非常に光栄に思います。弊社では、メーカー様にはなかなか把握が難しいと考えられるような、実際の市場データや

経験・ノウハウを豊富に蓄えておりますので、ご興味がございましたらお気軽にお問合せください。

５．まとめ

今回の出展では、研究・開発の最前線を進む皆様に対して弊社製品をご紹介したところ、研究開発の現場での弊社製品

に対するニーズを確認できました。また、すでに弊社をご存知の方も多く、認知度が高まっていることも実感しました。 特

に、大学・研究機関の皆様から、高圧発生機やインジェクター駆動ドライバーのご要望が強く、いくつかのお客様とは具体

的な仕様の検討を始めるなど、当初の目的である研究・開発分野での活動に対する、さらなる後押しに繋がる活動ができ

たと考えております。

今後も、「研究・開発などの製造に関わる上流から、販売された後の運用、さらには役目を終えた後のリサイクルや廃棄

まで」クルマのあらゆるシーンに携わる弊社ならではの強みを生かし、オリジナリティ溢れる製品・サービスを提供すること

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意見のうち主なものを抜粋し、以下に示します。

４．３ いただいたご意見

出展報告書

その他

単気筒ディーゼルエンジンを駆動させる際に、クランク角に応じて噴射タイミングのトリガを出力する回路が欲しいで

す。そのようなイレギュラーなご要望に対応いただくことは可能でしょうか？ （大学、研究職）

対応可能です。実際にご用命の際は、ロータリーエンコーダの仕様等、実験装置の詳細をご連絡ください。

LabVIEWで作成したロジックからTTLでインジェクターに通電開始を指示したいです。御社のインジェクター駆動ドライ

バーは外部トリガに対応していますか？（大学、研究職）

対応しております。標準信号としては、0-5VのTTLを採用しておりますが、他の仕様へのカスタマイズも可能です。

Q

A

Q

A
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