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出展報告書
１．出展の目的
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、弊社の従来製品であるディーゼルエンジンコントロールシステム（ECSD）やディーゼルインジェクター洗浄システム（CRICS）、高圧発生機やインジェクター駆動ドライバー等に加え、新製品・新
サービスであるガソリンエンジン専用の始動・駆動機（IRS E-Carb system）や、噴射率波形測定サービスをご紹介すること
で、研究開発の分野における弊社製品・サービスの認知度をさらに向上させ、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。

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。およそ600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】

【来場者数】 事務局発表
開催日

来場者数

会期 ： 2019年5月22～24日

5/22（水）

28,043名

会場 ： パシフィコ横浜・展示ホール

5/23（木）

30,198名

URL

5/24（金）

37,659名

計

95,900名

名称 ： 自動車技術展：人とくるまのテクノロジー展2019横浜

： http://expo.jsae.or.jp/

３．ブースについて
３．１ ブースの概要
弊社は、テスティングカテゴリーとして小間No.46にブースを構えました。ブースの入口右手には、従来の自動車アフター
マーケットにはなかった近未来感あふれるデザインのIRS E-Carb systemを展示し、LEDを点滅させ、かつエンジン駆動の
動画を流すことで、ブース前を通行される皆様の目を引くようにしました。また、今回、直接照明を少なくし、LEDによる間接
照明を採用したことで、従来に対して製品が際立つブースとなりました。
また、CRICSやPFI checkerなどインジェクター洗浄サービスに関連する機器を正面右側、主に研究開発向けの噴射率波
形測定サービス、インジェクター駆動ドライバー、ECS-Dを左側に配置することで、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。

1

IRS-19-Nm-0265

2019. All contents are the properties of IRS –injector refresh service– corporation. We reserve all rights.

出展報告書

エンジン駆動の様子
MAZDA RX-7(FD3S)
13B-REW
IRS E-Carb system

インジェクター
洗浄の必要性

研究開発向け
製品の紹介
ECS-Dの紹介

PFI checkerの紹介

IAV Crossの紹介

IAV Cross

CRICSラインナップの紹介

内部洗浄機(エグゼクティブモデル)

インジェクター
駆動ドライバー

PFI checker

ECS-D

超音波洗浄器

ブースの様子

2

IRS-19-Nm-0265

2019. All contents are the properties of IRS –injector refresh service– corporation. We reserve all rights.

出展報告書
３．２ 展示物の詳細内容
IRS E-Carb system
IRS E-Carbシステムは、ガソリンエンジン専用の始動・駆動機です。
軽量・コンパクトながら、最大１２気筒、ポート噴射式／直噴式、２／４
ストローク、レシプロ／ロータリーなど、現存するほとんどのガソリンエ
ンジンに対応しています。研究・開発分野はもちろんのこと、エンジンリ
ビルド、メンテナンス等のアフターマーケット分野などにおいても、幅広
くご活用いただくことが可能です。
今回は、2019年中旬の正式販売に先駆けて、モック品の展示と動画
による駆動の様子をご紹介しました。
【主な機能】
実機回転信号による制御＊1、クランク１パルスによる制御＊2、
始動制御、エアフローベース制御＊3、VVT制御＊3、スロットル制御＊3
【安全機能】
緊急停止ボタン、回転リミッター、過高速時停止、
インジェクター短絡異常時停止 等
*1：機種ごとの制御用データセットが必要です。
*2：専用赤外線センサーが必要です。
*3：オプション装着時。

IRS E-Carb system

噴射率波形測定サービス
エンジン研究に必須の噴射率波形(dQ/dt)。弊社では、
2019年秋季より、ドイツ・IAV社製の最新インジェクションア
ナライザー「IAV Cross」を使用した噴射率波形測定サービ
スを開始します。
【サービスの特長】
•

測定対象（インジェクター）の送付によるデータ測定だけで
なく、持ち込み・見学にも対応。

•

データ測定だけでなく、冶具類の設計・製造、測定条件の
設定等、包括的なご相談にも対応。

•

弊社製品のインジェクタードライバーを使用し、駆動電流・
電圧波形の指定にも対応。

IAV Cross（IAV社製）

※その他あらゆるご要望に、可能な限り柔軟に対応いたします。

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、直噴式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

ブースト電流

ご要望のインジェクター電流
ホールド電流）も再現可能です。

プル電流

Current

波形（ブースト電流、プル電流、

ホールド電流

Time

インジェクター駆動ドライバー
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ディーゼルエンジンコントロールシステム（ECS-D)
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-D
【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

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

内部洗浄機
エグゼクティブモデル

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

超音波洗浄器

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、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モデルであるエグゼクティブシステ
ムを展示しました。さらにパネルを使用して、大学・研究機関
の皆様向けに、インジェクターの性能測定の機能を充実させ
CRICSエグゼクティブシステム

たエンハンストシステムもご紹介しました。

PFI checker
PFI checkerは、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。
今回は、機器の展示の他、実演もおこないました。
PFI checkerにつきましてはスペシャルサイトがござい
ますので、ぜひご覧ください。

PFI checker
スペシャルサイトはこちら

PFI checker
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４．出展結果
４．１ ブース来訪者について
弊社ブースにお越しいただいたお客様の内訳を、以下に示します。
内訳として多いのは、エンジン・車両メーカーや自動車部品メーカーのエンジニアの皆様でした。昨年に引き続き起こしい
ただいた方や、弊社を目指してお越しいただいた方も多くいらっしゃいました。また、弊社の製品・サービスをご利用いただ
いているお取扱店様のご来訪も多く、そのため、整備・リビルト事業者様の割合が高くなっております。
円グラフの下に、「研究・開発」と「自動車アフターマーケット」の各カテゴリにおいて、それぞれ関心のあった製品・サービ
スの割合を記載しました。自動車アフターマーケットに携わる皆様は、CRICSへの関心が高い一方で、研究・開発に携わる
皆様は、要素技術への関心が高いことが分かりました。いずれのカテゴリにおいてもインジェクター洗浄への関心が高いこ
とは共通していました。

その他（商社・
メディア等）
10.0%

計測器メーカー
3.0%

エンジン・車両メーカー
28.0％

大学・研究機関
11.0%

整備・リビルド事業
20.0%

自動車部品メーカー
28.0%

自動車アフターマーケット

研究・開発
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４．出展結果
さらに、研究・開発に携わる皆様から関心の高かった、「洗浄サービス」、「インジェクター駆動ドライバー」、「噴射率波形
測定サービス」について、その関心の内容としまして、具体的なご要望をいただいた場合をニーズ（Needs）、ご興味をお持
ちいただいているが具体化されていない場合を、シーズ（Seeds）として分類しました。「インジェクター駆動ドライバー」につ
いては、具体的な仕様をその場でご相談いただくなど、ニーズが顕在化していますが、「洗浄サービス」と「噴射率波形測定
サービス」については、世の中に新しい価値を提供する要素が大きいことからシーズの面が強く、今後もそれぞれの必要
性を技術的に正しく伝えていく必要があることが分かりました。

洗浄サービス
サービス
CRICS

CRICS

ECS-D

ECS

E-Carb

E-Carb

PFI checkerPFIC
インジェクター
ドライバー
駆動ドライバー
噴射率波形
IAV Cross
測定サービス
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噴射率波形測定サービス
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４．２ いただいたご質問
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。
噴射率波形測定サービスについて
Q

IAV Crossの導入を検討していますが、その前のテイスティングとして噴射率波形測定サービスを利用しても良いの
でしょうか？（部品メーカー、開発職）

A

ぜひ、ご利用ください。
インジェクターをお預かりしての噴射率波形の測定は勿論のこと、弊社までお越しいただければ、見学も可能です。

Q

サービスの正式リリースはいつごろになりますか？（部品メーカー、開発職）

A

今年の秋季を予定しております。詳細が決まり次第、別途ご案内いたします。

CRICSについて
Q

CRICSの洗浄方法について教えてください。（自動車メーカー、開発職）

A

非分解での洗浄になります。超音波洗浄にてノズル先端部と噴孔内部を、内部洗浄にてインジェクター内部に堆積し
た汚れを徹底的に除去します。

Q

直噴タイプのガソリンインジェクターは洗浄可能でしょうか。（研究機関、研究職）

A

ディーゼルインジェクターのみです。直噴タイプのガソリンインジェクターにつきましては、弊社のインジェクター洗浄
サービスをご利用ください。

Q

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）

A

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。

その他

7

Q

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？またピエゾスタッ
ク電圧をカスタマイズすることは可能でしょうか？（自動車メーカー、開発職）

A

対応可能です。ご希望の仕様をご連絡ください。

Q

ECS-Dについて、純正ECUと異なるデータセットで駆動させることのメリットはあるのでしょうか？
（自動車メーカー、開発職）

A

メリットはございます。例えば、他社製エンジンの性能評価としての用途や、触媒メーカー様やターボメーカー様が、
排気ガス発生装置としてエンジンを使用する場合などがございます。

Q

テストベンチでインジェクターを単体で駆動させようとした場合、ECUに対して、センサやアクチュエータのエラーが出
ないように処置をしないといけないが、非常に手間がかかる。御社で対応する製品は無いでしょうか？
（部品メーカー、開発職）

A

インジェクター駆動ドライバーが最適です。ガソリン、ディーゼルどちらも対応しておりますので、まずはご希望の仕様
をご連絡ください。
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４．３ いただいたご意見
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。

噴射量だけではなく、噴射率波形も重要であることを教えていただきありがとうございました。
研究室に戻ったら、先生にいただいた資料を渡したいと思います。（大学、学生）
→ありがとうございます。ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊社までご連絡ください。
御社の製品はどれもコンパクトで使い易そうです。（研究機関、研究職）
→ありがとうございます。コンパクトであることも商品性の一部と考えておりますので、評価していただき嬉しいです。
実は、以前にプライベートでガソリンインジェクターの洗浄サービスを利用しました。また今度も利用したいと思います。
（部品メーカー、開発職）
→ご連絡をお待ちしておりますので、ぜひご利用ください。
無効噴射期間が簡単に測定できるPFI checker面白いですね。個人的に欲しいです。（自動車メーカー、研究職）
→個人の方でも販売可能ですので、一度ご連絡ください。
アフターマーケットでのインジェクター起因のトラブルに興味があったのでお聞きすることができ、勉強になりました。
（自動車メーカー、開発職）
→弊社では、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・サービスをご紹介したところ、研究開発の現場にお
いて弊社に対するニーズがあることを確認できました。また、今年の秋季から開始予定の噴射率波形測定サービスに対す
るご来訪者様の反応が良好で、インジェクターの性能評価は、噴射量だけではなく噴射率も重要であることについて多くの
方からご賛同をいただくことができました。展示会終了後、すでに具体的なお話をいただいているお客様もいらっしゃること
から、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。
また、今回の展示会では、ブースへお越しいただいたほとんどの方がインジェクター洗浄をご存知であったことから、イン
ジェクター洗浄がブームからモードへと移り変わっていることを実感しました。そのため、これからはインジェクター洗浄の普
及活動を継続するのは勿論ですが、次のステップとして、弊社のインジェクター洗浄がエンジニアリングとして正しいもので
あることを、先駆者としての自負と責任を持って、皆様に正しく伝えていく必要があることを強く感じました。
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。
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