
You have MORE
 e-motor testbeds than you can imagine!

www.tectos.at

E-Traction-
Modul

With the e-traction module from tectos and the specially 
developed tGEAR high-speed gearbox, you get maximum 
flexibility on your test bench.

Fast switch from 
combustion to 

e-mobility tests 
and vice versa
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E-TRAKTION-MODUL

Tectos製のE-Traction-Module により従来の内燃エンジンテストベッドをハイパフォーマンスe-motorテス
トベッドへと“コンバート”させることが可能。

これにより、コスト効率が良く、２、3か月以内で実現でき、かつイージーな据付。

オプションのバッテリーシミュレータ
• 例：255kW(過負荷306kW) －1000A – 1100Vdc
• お客様ご要望に応じ出力クラスを選択可能

防振＆電気絶縁
ベアリング
ブロック

高速ギアボックス
Pin= max. 600kW; 
max. 8000 U/min

振動抑制最適設
計
フレーム

CV Shaft t701

トルクメーター

これがtectos製E-Traction-Moduleの据付により
刷新されたe-engineテストベッド：

• トルク：最大600Nm
• パワー：最高600kW
• 回転数：最高25000rpm

ひと目でわかるアドバンテージ：
• モジュラー設計　– 駆動用モーター単体、e-axleユニット、およびギアボ

ックス試験
• 発注後　約2、3か月で起動準備完了(欧州のお客様の場合)
• 振動騒音を抑制する最適設計
• お客様に裏付けられた品質と信頼性
• 既存リソースの有効利用でライフサイクルコストの大幅減

既存のテストベッドから内燃エンジン
を取り外し　---1

E-Traction-Moduleと結合し
E-Testingを開始　---2

3

内燃エンジンをシンプルにe-motorテストベッ

ドへと入れ替え：



振動遮断かつ電気的絶縁のベアリングブロック
ベアリングブロックはE-Traction-Module内の高速ドライブ
トレーンを拘束し、主軸を保護し試験の安全性を担保します。

振動遮断
ダンピング要素を用いてフレームからベアリン
グブロックを切り離すメカニズムにより、テス
トベッド全体で考えうる最良の振動抑制効果。
（特許申請中）

E-Tractionベアリングブロックの振動特性

Bearing Block

振動を遮断、さらには供試ドライブトレーン
からのガルバニック絶縁さえも実現。

4



5

t701 CV-Shaftは最大トルクまたは
最高回転時における、角度および長手方向の
変位を吸収可能。
既存テストベッドとE-Traction-Module間の
パーフェクトな結合を提供する。　　　　　　　　　　
　　　　
• 目覚ましい振動の切り離し特性
• 軽量
• 負荷に依存しない長手方向吸収特性
• 精密な同心性                                              

高速ドライブトレーン

E-Traction-Moduleのドライブトレーンは

• 高速中間ベアリング、
• HBM T40Bトルクメーター（オプション）

、
• t800 高速CVシャフトまたは供試体に最適チ

ョイスのジョイント

で構成され、精緻にカスタマイズされます。

内蔵する温度センサーによる常時温度モニタリ
ングにより供試体、およびテストベッド本体の
ダメージを未然に防止します。

特別なエンジニアリング：高速ギアボックス
内燃エンジンテストベッドをe-mobility試験装置にアップグレードさせる
用途のために、 tectos高速ギアボックスは特別に開発されました。

• 組込み済み潤滑油回路

• バックラッシュ無しのギア段による振動特性最適化

• 径方向の負荷ゼロとなるトルク分割機構

高速ドライブトレーン
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E-Traction-Module [1]

本体全高 H1 お客様の要件に準ずる；
主軸高さ H2 お客様の要件に準ずる
本体全長 L1 お客様の要件に準ずる
E-Traction-Module長 L2 1750mm
駆動部含むギアボックス長 L3 1310mm
主軸長さ LW 440mm - 875mm @ 8000 U/min; L1 - L3

全幅 B 1100mm
重量（ダイナモ部除く） - 2500kg

[1] お客様の仕様・要望に沿うために、実際の数値は異なります。

様々な試験シチュエーションに備え、以下のオプションが選択可能：

恒温槽/保温保冷フード
• 可搬式かつ柔軟性に富む装置
• 無電圧接点によりフォルトコードから解放
• 試験素材のコントロールに優れた2デジタル出力接続、無電圧

接点
• 鍵掛け可能；　不意のドアロックを防ぐ片手操作タイプ保安設

計
• -60℃から+200℃までの温度範囲
• +10℃から９０℃までの恒温槽試験
• 熱吸収容量(標準)：雰囲気温度20℃時5000W 
• 急速調温機能（冷暖房）：4から9K/min

音響槽/音響フード装置
• 可搬式かつ柔軟性に富むデザイン
• 国際規格（例：ISO3744）に合わせお客様の要件に適合
• 隔離される周波数帯（200Hz から 10000Hz）
• 達成可能なRwdB = 40dB（試験槽内のノイズレベルを評

価した）                                                            

お客様のチョイス！
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-Traction-Module をE-Traction“スタンドアローン”タイプへと換装することは極めてシンプル：

高速ギアボックスを中間フレームから切り離す
　

ダイナモメーターを組み付ける　
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駆動モーター バックtoバック E-Axle&ギアボックス試験
トルク 最大 1000 Nm 最大 1000 Nm 最大 1000 Nm
パワー 最大 500 kW

（動力計に応じて） - 最大 500 kW 
(動力計に応じて)

回転数 最大 27000 rpm 最大 27000 rpm 最大 27000 rpm
ダイナモメーター 顧客要件に準じた仕様

あなたは将来、独立した電動化テストベンチが必要かどうか迷っていま
すか？

ノープロブレムです。E-Traction-Moduleは簡単に“スタンドアローン”型
へと変更可能だから。

スタンドアローン型E-Tractionが必要な理由は様々かもしれない、例え
ば新テストセルを据付たい、試験キャパの拡大需要など。tectos製E-
Traction-Moduleとともに、未来に備えた正しい結論を導き出せます。

“スタンドアローン”タイプにE-Traction-Moduleを換装！

価値ある投資戦略をキープ！

新規電動化テストベッドを計画するお客様に対してもTectos E-Tractionは正しい選択。
モジュラー化デザインによる、バリエーションに富む応用例を提案：

わたしたちの技術営業チームは、付属品オプションなど詳細情報を提供します。
柔軟にお客様のリクエストにお応えできます！

より詳細な技術仕様のご相談はこちらへ：
tectos 社　日本総代理店　東京プラント株式会社

Phone: 042-546-6500  E-mail: sales@tokyo-plant.co.jp
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