
More Than Productivity

EV（電気自動車）向け 
アセンブリソリューション

稼働率の向上

柔軟性の向上

生産性の向上
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概要
EV（電気自動車）の主要コンポーネント

詳細はWebで         www.desouttertools.jp

パワーエレクトロニクス 

P. 16

>  高電圧配電

>   インバーター (DC/AC)

>   コンバーター (DC/DC)

>  オンボードチャージャー 
(OBC)

>  パワーエレクトロニクス 
モジュール

>  バッテリー管理システム 
(BMS)

電気モーター & 
トランスミッション 

P. 14

https://www.desouttertools.jp/
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概要
EV（電気自動車）の主要コンポーネント

EV（電気自動車）向けアセンブリソリューション

詳細はWebで         www.desouttertools.jp

内燃機関自動車 (ICEV)の電化は、全てまたは一部が電動パワートレインに置き換
えられ、自動車のアセンブリにとって新たな課題をもたらしています。特にその課
題には、より高度な自動化やトレーサビリティ要件が必要な様々な環境での新し
い締付アプリケーションが含まれます。が、課題として最も重要なのは、オペレー
ターが接触電圧が高いコンポーネントを組み立てる際に、より高い安全基準が求
められることがあげられます。

デソーターは、信頼されるパートナーとして、そして締付ソリューションのエキス
パートとして、早い時期から、既存の自動車メーカー様やサプライヤー様だけでな
く、新規参入企業様に対しても、適切なソリューションを提供し、サポートしており
ます。

100年以上の歴史があるデソーターは、常に技術革新を心掛け、お客様の生産性、
稼働時間、柔軟性を向上させ、電気自動車のアセンブリに関する課題を解決する
新しい優れたソリューションを提供し続けます。

バッテリーパック 

P. 04

https://www.desouttertools.jp/
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バッテリーパック

スペースが限られているバッテリーパック
では、車両の様々なサブシステムに効率的
に電力を分配するために、銅製のバスバー
が頻繁に使用されます。バスバーの締付は、
安全性と信頼性を保証するものでなければ
なりません。

P.8 ソリューション参照

バスバー

高圧ハーネス

ハーネスは、コネクター、ケーブルおよび他の
分配器を介して電気自動車全体に電力や電
気制御信号を供給します。安全性と信頼性を 
確保するためには高度な締付工程が必要と 
されます。

P.8 ソリューション参照

バッテリーパックは、多数のバッテリーモジュールで
構成されています。モジュールとは、外部からの衝撃、
熱、振動からセルを保護するために、一定数のセル
を組み合わせてフレーム内に配置されるバッテリー 
アセンブリです。

P.10 ソリューション参照

モジュール-

詳細はWebで         www.desouttertools.jp

https://www.desouttertools.jp/
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EV（電気自動車）向けアセンブリソリューション

電気自動車の動力伝達用高電圧コネクターは、高い 
品質と安全性を必要とし、最大数百アンペアの電
流負荷下で動作します。同じ規格がアセンブリにも 
適用され、100%トレーサビリティを備えた高度な締付 
ソリューションが必要とされます。

P.6 ソリューション参照

コネクター

バッテリーパックのアルミケースは、通常、アッパー
カバーと下側のバッテリーケースとの間に数十本
のボルトを使用して組み立てられ、そのボルトを 
順番に締める必要があります。

P.12 ソリューション参照

アッパーカバー

詳細はWebで         www.desouttertools.jp

https://www.desouttertools.jp/
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1 コネクター

   電気自動車は、充電器、 DC/ACインバーター、 DC/DCコンバーター、バッテリーパックなど、 
ICE車（内燃機関車）に比べて電気部品が多く使用されています。

  これらの電気部品を接続するには多数のコネクターが必要です。

電気自動車のコネクター

アセンブリにおける課題 

 
•  オペレーターが締付を行う際には、コネクターを保持できる柔軟性が必要

• バッテリーパックのサイズや様々なコンポーネント間の距離によってカバーされる領域が広いこと

•  プラスチック材料は、締付工程(特に高速でのアセンブリ中)で破損しやすい

• 安全性が最重要視されるアプリケーション（クラスAジョイント)

詳細はWebで         www.desouttertools.jp

https://www.desouttertools.jp/
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EV（電気自動車）向けアセンブリソリューション

EABS 
追加機能

両側で確認可能な
4色LED

レポート表示 

バーコードリーダー
（オプション） 

CONNECT

高精度 
トランスデューサー 

1.5～17 NMの
幅広いトルクレンジ 

動きに合わせて 
動作する白色LED 

長寿命
リチウムイオン
バッテリー搭載 

安全な
通信 

内蔵 
ディスプレイ 

ワイヤレストランスデューサー対応電動ツール 

TU 有効化
ワイヤレス 

通信

CONNECT-W 

 
アクセスポイント 
内蔵タイプ 
最大10台の無線ツールを 
接続可能
CONNECT-Wは、内蔵アクセス 
ポイントで最大10台の無線 
ツールが使用可能

CONNECT-X 

 
アクセスポイント 
外付タイプ 
最大20台の無線ツールを 
接続可能 
(アクセスポイント非搭載) 

CONNECT-Xは、外付アクセス 
ポイントで最大20台の無線 
ツールが使用可能

• B-LRT
• EABCom
• EPBCom

デソーターのソリューション 

 
•  ピストル/片手操作タイプの 

電動ツール 
(例： EPBC/EABS シリーズ) 

•  ツールは片手で操作できるため、
空いたもう片方の手でコネクター
を保持することが可能

•  ケーブルによる移動の制限がなく
なるため、オペレーターの作業 
柔軟性が向上 

•  多段階締付プログラムにより、 
高いタクトタイムを維持しながら
もプラスチック部品の損傷を防止

•  高度な締付コントロールにより 
不良ゼロおよび完全なトレーサ 
ビリティを確保

詳細はWebで         www.desouttertools.jp

https://www.desouttertools.jp/
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2 & 3 バスバー & 高圧ハーネス

バスバー & 高圧ハーネス

   高圧ハーネスは、バッテリーパック、DC/ACインバーター、電気自動車のモーターだけでなく、パック内の各種 
モジュールなどのバッテリーコンポーネントも接続します。狭いバッテリーパック内のスペースを節約するために、 
銅製のバスバーが電気自動車に頻繁に使用されています。 

   この高電圧ハーネスおよびバスバーは、高電流かつ高電圧負荷(例：800 V)で充電されます。このような高電圧条件 
下での製造作業は危険を伴うため、オペレーターへの特別な安全対策が必要とされます。

アセンブリにおける課題 
 

•  電気自動車は非常に高い電圧(最大800 V DC)を使用するため、自動車から通電している電源との偶然的な 
接触が致命的な事故になる可能性がある

•  オペレーターが電気自動車の作業中に電気回路に 
接触すると、感電の危険があり、重傷や死亡の原因となる 

• 安全性が最重要視されるアプリケーション 
（クラスAジョイント）

詳細はWebで         www.desouttertools.jp

https://www.desouttertools.jp/
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EV（電気自動車）向けアセンブリソリューション

国際電気標準会議(IEC)基準

絶縁によるソリューション 

• IEC 60664-1:2007 

• IEC 60900:2012

>  1000 V/AC以下、1500 V/DC以下での電気絶縁
破壊を防止

絶縁ゴムカバー 

バッテリーおよび 
スクリーン保護 

手の保護 

絶縁ソケット 

詳細は
デソーターまでお問い合わせください

デソーターのソリューション 

 
•  電気ショックや損傷からオペレー

ターおよびツールを保護するに
は、絶縁工具の使用が重要

•  高電圧部品（例:バッテリーモ
ジュール）や電気自動車の配線 
といった通電源に接触した場合
に、オペレーターを保護するよう
に設計された絶縁工具および 
絶縁ソケット

•  国際電気標準会議(IEC)規格の
IEC 60664-1:2007およびIEC 
60900:2012の要件に厳密に準拠
し、1000 V/ACおよび1500 V/DC 
未満の電流では、絶縁破壊から 
オペレーターが保護されるように
なっている設計。当社のソリュー
ションは、DEKRA様にて実証済 

•  高度な締付コントロールにより、
不良ゼロおよび完全なトレーサ 
ビリティを確保

詳細はWebで         www.desouttertools.jp

https://www.desouttertools.jp/
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アセンブリにおける課題 

 
•  モジュールの締付に長いネジを使用してバッテリーパックトレイに固定することがよくある

•  バッテリーパックへのモジュール組立は、高度に自動化（モジュールの多モジュール化による短時間化、 
モジュールの高重量化、オペレーターへの感電リスク回避）され、長いネジを使用した高トルクでの自動締付 
およびスクリューフィーダーソリューションが必要

•  モジュールの統合は重要であり、完全なトレーサビリティを実施し、リワークを回避するための品質管理が必要 

モジュール

バッテリーパック内のモジュール 

   簡単に言えば、セル、モジュールおよびパックとは、バッテリーが集められたユニットのことをいいます。セルの集団が
モジュールを構成し、モジュールの集団がバッテリーパックを構成します。

   バッテリーモジュールの組立には適度な締付が必要とされ、各構成部品にはバッテリーの外力による変形や損傷を
防止するための十分な強度が必要とされています。

詳細はWebで         www.desouttertools.jp

https://www.desouttertools.jp/
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EV（電気自動車）向けアセンブリソリューション

多軸ナットランナーシステム

スクリューフィーダーシステム

カスタマイズが可能なソリューション 

詳細は
デソーターまでお問い合わせください

デソーターのソリューション 

 
デソーターは高度な自動化環境に
対応した製品を幅広く提供

•  高度な多軸ナットランナーシス 
テムにより、タクトタイムを短縮

•  締付およびスクリューフィーダー 
システムの統合が可能

•  スクリューフィーダーは、モジュー
ル用の長いネジに対応するように
カスタマイズ可能

トレーサビリティについて

当社の高度なコントローラソリュー
ションは、100%のトレーサビリティ
を保証し、上位レベルのシステムに
も簡単に接続可能

詳細はWebで         www.desouttertools.jp

https://www.desouttertools.jp/
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5 アッパーカバー

バッテリーパックのアッパーカバー

   バッテリーパックの最終組立工程の1つに、アッパーカバーをトレイに固定し、バッテリーパック全体を閉じて密閉 
する工程があります。

    締付アプリケーションは、締付力を制御し、バッテリーパックの保守性を改善するために使用されます。

    バッテリー内部を湿気から保護し、内側からの有害なガスまたは液体が漏れるのを避けるために、カバーとトレイの
間にシール材が塗布されます。

アセンブリにおける課題 

 
•  バッテリーパックのサイズが大きく、短時間で大量のネジを締める必要がある 

•  バッテリーパックのクランプ力を均一にするには、ネジを順に締める必要がある

•  アッパーカバーとトレイの締付動作が異なると、シール材(すなわち、ゴム材)の影響で残留トルクが大きくなる
場合がある 

詳細はWebで         www.desouttertools.jp

https://www.desouttertools.jp/
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Rollex

EV（電気自動車）向けアセンブリソリューション

3Dポジショニングシステム

スクリューフィーダーシステム

カスタマイズしたポジショニングシステム

カスタマイズが可能なソリューション 

詳細は
デソーターまでお問い合わせください

デソーターのソリューション 

 
•  標準または高度なポジショニング

ソリューションにより、順序に従っ
た締付を確実に行い、全体的な 
品質管理が実施可能

•  自動スクリューフィーダーシステム
により生産性が向上

•  高度な締付プログラムと多段締付
プログラムによるシール材の均一
なクランプ力と分布を確保

詳細はWebで         www.desouttertools.jp

https://www.desouttertools.jp/
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アセンブリにおける課題 

 
•  高い生産率

•  モーターとトランスミッションを可能な限り密封するための均一なクランプ力が必要

•  安全性が最重要視されるアプリケーション（クラスAジョイント）

電気モーター

   電気モーターは、バッテリーパック
からの電力を使用して車両の車輪を
駆動します。一部の車両は、駆動と回
生の両方の機能を実行する電動発
電機を使用しています。

   通常、直流(DC)電力は、DC/ACイン
バーターに供給されます。そこで交
流(AC)電力に変換され、このAC電力
が3相ACモーターに接続されます。

トランスミッション

   電気モーター(またはICE)で発生 
した動力は、トランスミッション 
システムを介して駆動輪に伝達 
されます。

   内燃自動車のギアボックスとも 
呼ばれます。ほとんどの電気自動
車は、モーターが様々な運転条件
でも効率的に動作できるように、
単速トランスミッションを使用して
います。

電気モーター & トランスミッション

詳細はWebで         www.desouttertools.jp

https://www.desouttertools.jp/
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EV（電気自動車）向けアセンブリソリューション

スクリューフィーダーシステム

ポジショニングシステム アングル型ナットランナー

エンドプレートのアセンブリ 

E-MACHINEの 
アセンブリ 

電力端子の 
アセンブリ 

デソーターのソリューション 

 
•  標準または高度なポジショニング

ソリューションにより、順序に従っ
た締付を確実に行い、全体的な 
品質管理が実施可能

•  高度な締付プログラムと多段締付
プログラムによるシール材の均一
なクランプ力と分布を確保

•  自動スクリューフィーダーシステム
により生産性が向上

•  デソーターのカスタマイズ対応 
多軸ナットランナーシステムは、 
ロボットに簡単に組み込め、タクト
タイムが短い用途に最適

詳細はWebで         www.desouttertools.jp

https://www.desouttertools.jp/
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EV（電気自動車）のパワーエレクトロニクス

   インバーター(DC/AC)：直流 (DC) 電力を交流 (AC) 電力に変換します。インバーターは、交流の周波数を調節すること
によって、モーターが回転する速度を変えることができます。

   コンバーター(DC/DC)：この装置は、バッテリーパックからの高電圧DC電力を、車両のアクセサリの作動や補助バッテ
リーの充電に必要な低電圧のDC電力に変換します。

   オンボードチャージャー(OBC)： OBCは、充電ポートを介して供給された入力AC電力を取り込み、牽引用バッテリーを
充電するためにDC電力に変換します。

   バッテリーマネージメントシステム(BMS)：BMSは、蓄電システム（温度管理、バッテリー性能の最適化など）の正常で
安全な動作に不可欠な複数の機能を制御します。.

アセンブリにおける課題 

 
•  オペレーターにとって多数のコンポーネントを使用した複雑な組立工程が必要

•  プリント基板 (PCB)とカバーネジの正しい順序での締付が必要

•  内部空間が狭いコンポーネントによる作業性の問題

•  安全性が最重要視されるアプリケーション（クラスAジョイント）

•  高い生産率

パワーエレクトロニクス

詳細はWebで         www.desouttertools.jp

https://www.desouttertools.jp/
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EV（電気自動車）向けアセンブリソリューション

狭いスペースでの作業に

バスバー / ヒューズ / その他コンポーネントのアセンブリ 

アセンブリ工程 

ピストル型ワイヤレスツール

コネクターの 
アセンブリ 

Pivotware - 工程管理システム

インライン開 オフセット開

ポジショニングシステム

PCB /  カバーの 
アセンブリ 

デソーターのソリューション 

 
•  高度な（デジタル）工程管理 

ソリューションで、計画化された 
一連の作業指示と視覚的なガイ 
ダンスをオペレーターに提供する
ことで、不良品ゼロのアセンブリ
と、得られる全ての工程手順およ
び締付結果の完全なトレーサビリ
ティが実現可能

•  標準または高度なポジショニング
ソリューションにより、順序に従っ
た締付を確実に行い、全体的な 
品質管理が実施可能

•  アクセスが困難なアプリケーショ
ンについては、お客様のニーズに 
応じて、クロウフット、Delta 
wrenchやアングル型ナットラン
ナー等、異なるソリューションを 
提供可能

•  自動締付およびスクリューフィー
ダーシステムにより生産性が向上

•  高度な締付コントロールにより、
不良ゼロおよび完全なトレーサ 
ビリティを確保

詳細はWebで         www.desouttertools.jp

https://www.desouttertools.jp/
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MEMO

詳細はWebで         www.desouttertools.jp

https://www.desouttertools.jp/
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www.desouttertools.com/industry-4-0/desoutter-4-0

EV（電気自動車）向けアセンブリソリューション

詳細はWebで         www.desouttertools.jp

https://www.desouttertools.com/industry-4-0/desoutter-4-0
https://www.desouttertools.jp/
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