
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気自動車のモータに駆動用の電力を供給する二次電池と、
　この二次電池を充電するための電力を出力する燃料電池と、
　前記モータの駆動を許可する許可手段と、
　この許可手段が許可状態にあるか否かを検出する検出手段と、
　前記二次電池の充電残容量を検出する二次電池残容量検出手段と、
　この検出手段がモータ駆動の非許可を検出した場合に、前記検出した充電残容量に応じ
て 高効率となる 出力値を
選択し、この出力値で充電するように前記燃料電池の出力を制御する燃料電池出力制御手
段と、
　を備えたことを特徴とするハイブリッド電源装置。
【請求項２】
　前記許可手段は、イグニッションキーであることを特徴とする請求項１に記載のハイブ
リッド電源装置。
【請求項３】
　前記許可手段は、前記モータと二次電池間の接続を開閉する開閉手段と、
　この開閉手段を作動させる駆動用電源スイッチと
を備えたことを特徴とする請求項１記載のハイブリッド電源装置。
【請求項４】
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　前記燃料電池の出力により二次電池を充電する時間を設定入力する充電時間入力手段を
備え、
　前記燃料電池出力制御手段は、前記検出手段によって駆動の非許可が検出された場合に
、前記二次電池残容量検出手段で検出された二次電池の残容量と、前記充電時間入力手段
から入力された充電時間とに基づき、前記二次電池が所定残容量値まで充電可能な出力値
を演算して前記燃料電池の出力を制御することを特徴とする請求項１記載のハイブリッド
電源装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、ハイブリッド電源装置に係り、例えば、電気自動車のモータ駆動用等に使用さ
れるハイブリッド電源装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、地球環境保護の観点から、有害ガスの発生源となるガソリンエンジン等を駆動源と
せず、クリーンな電力によって車両を駆動させる電気自動車が注目されている。
ところで、電気自動車に使用される二次電池は、出力容量は大きいが、エネルギ容量が比
較的小さい。そのため、二次電池を電源とする電気自動車では、一回の充電によって走行
可能な距離が１００Ｋｍ前後であり、ガソリンエンジンで走行する現行のガソリン車の一
回の満タン後の走行距離が４００～５００Ｋｍであるのと比較すると、かなりの差がある
。
そこで、電気自動車の走行可能距離を延ばすために、出力容量は小さいがエネルギ容量が
大きい燃料電池と、二次電池とを組み合わせたハイブリッド電源装置が開発されている。
このようなハイブリッド電源装置は、試験的に例えば、バスやゴルフカートに使用されて
いる。
【０００３】
従来、かかるハイブリッド電源装置を電気自動車に適用した例として、特開平３－２７６
５７３号公報に開示されたものが知られている。
この公報に開示された電気自動車は、通常走行時には燃料電池の出力を使用し、電気自動
車を急加速するなどの負荷急増時に燃料電池の出力不足をバックアップするためにバッテ
リを使用している。そして、軽負荷時には燃料電池の余剰電力をバッテリの充電に使用し
ている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、前記公報に開示されたハイブリッド電源装置においては、バッテリ残量が５０％
未満になると出力電圧不足のために、再始動時にモータが駆動しないおそれがあった。
また、燃料電池の出力のみでモータを駆動させようとすると、燃料電池の出力は１０ｋＷ
以上の出力を必要とする。しかし、１０ｋＷ以上の出力を得るためには、燃料電池が巨大
となり、実用面を考慮すると電気自動車に取り付けるのが困難であった。
また、従来は電気自動車のバッテリを充電しようとすると、例えばバッテリ充電設備のあ
るスタンド等まで電気自動車を運転していかなけれはならず、運転者にとって煩わしかっ
た。従って、任意の場所で電気自動車の駐車中にバッテリを充電できるようにできれば、
大変便利である。
そこで、本発明の目的は、モータ 時間を利用して の充
電が可能なハイブリッド電源装置を提供することである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　請求項１記載の発明では、電気自動車のモータに駆動用の電力を供給する二次電池と、
この二次電池を充電するための電力を出力する燃料電池と、前記モータの駆動を許可する
許可手段と、この許可手段が許可状態にあるか否かを検出する検出手段と、前記二次電池
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の充電残容量を検出する二次電池残容量検出手段と、この検出手段がモータ駆動の非許可
を検出した場合に、前記検出した充電残容量に応じて、燃料電池システムの総合効率が３
０～４０％の高効率となる前記燃料電池の出力値を選択し、この出力値で充電するように
前記燃料電池の出力を制御する燃料電池出力制御手段と、を備えて、前記目的を達成する
。
　請求項２記載の発明では、前記許可手段は、イグニッションキーであることを特徴とす
る。
　請求項３記載の発明では、前記許可手段は、前記モータと二次電池間の接続を開閉する
開閉手段と、この開閉手段を作動させる駆動用電源スイッチとを備えて、前記目的を達成
する。
【０００７】

記載の発明では、前記燃料電池の出力により二次電池を充電する時間を設定入
力する充電時間入力手段 前記燃料電池出力制御手段は、前記検出手段によって駆
動の非許可が検出された場合に、前記二次電池残容量検出手段で検出された二次電池の残
容量と、前記充電時間入力手段から入力された充電時間とに基づき、前記二次電池が所定
残容量値まで充電可能な出力値を演算して前記燃料電池の出力を制御することで、前記目
的を達成する。
【０００８】
【作用】
　請求項１記載の電気自動車のモータ駆動用のハイブリッド電源装置では、二次電池がモ
ータを駆動し、燃料電池が二次電池を充電する。許可手段は、モータの駆動の可否を決定
する。検出手段は、許可手段のモータ駆動の可否を検出する。そして、燃料電池出力制御
手段は、検出手段がモータ駆動の非許可を検出した場合に、前記検出した充電残容量に応
じて、燃料電池システムの総合効率が３０～４０％の高効率となる前記燃料電池の出力値
を選択し、この燃料電池の出力で二次電池を充電するように制御する。
　請求項２記載のハイブリッド電源装置では、前記許可手段は、イグニッションキーを備
え、このイグニッションキーのオン・オフによりモータ駆動の許可の可否が決定される。
　請求項３記載のハイブリッド電源装置では、許可手段は、前記モータと二次電池間の接
続を開閉する開閉手段と、この開閉手段を作動させる駆動用電源スイッチとを備え、駆動
用電源スイッチの動作によりモータ駆動の許可の可否が決定される。
【０００９】

のハイブリッド電源装置では、充電時間入力手段から、二次電池を充電す
る時間が入力される。二次電池残容量検出手段は、二次電池残容量を検出する。そして、
検出手段がモータの駆動の非許可を検出した場合に、燃料電池出力制御手段は、二次電池
残容量検出手段が検出した二次電池残容量値と、充電時間入力手段から入力された充電時
間とに基づき、二次電池が所定残容量値（例えば、満充電）に充電されるまでに要する燃
料電池の出力値を演算する。
【００１０】
【実施例】
以下、本発明のハイブリッド電源装置における実施例を図１ないし図４を参照して詳細に
説明する。
図１は、本発明の実施例のハイブリッド電源装置Ｈを電気自動車に適用した場合のシステ
ム構成図である。
このハイブリッド電源装置Ｈは、電気自動車のモータＭを駆動するための電力を供給する
ための「二次電池」としてのバッテリ１を備えている。このバッテリ１としては、例えば
、鉛酸蓄電池、ニッケルカドミウム電池、ナトリウム硫黄電池、リチウム二次電池、水素
二次電池、レドックス型電池等の各種二次電池が使用される。このバッテリ１は、複数台
の二次電池を直列に、又は直並列に接続することによって、例えば２４０〔Ｖ〕の電圧と
なるように構成されている。本実施例のバッテリ１では、１２〔Ｖ〕のバッテリセルが２
０個直列に接続されている。
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　請求項４
を備え、

　請求項４記載



【００１１】
バッテリ１は、直流を交流に変換するインバータ２に接続されると共に、気化部や改質部
（図示せず）等を含む燃料電池システム３に接続されている。この燃料電池システム３と
しては、例えば、りん酸型、溶融炭酸塩型、固体電解質型、固体高分子電解質膜型等の各
種燃料電池システムが使用される。
また、バッテリ１は、バッテリ残容量演算装置（ State Of Charge)４に接続されている。
バッテリ残容量演算装置４は、バッテリ１の充電残容量を検出する「二次電池残容量検出
手段」として機能するようになっている。
すなわち、バッテリ残容量演算装置４は、バッテリ１の端子電圧と電流との時間変動に基
づいて、インバータ２によってバッテリ１から使用される電力を演算し、使用電力量を求
める。また、バッテリ残容量演算装置４には、燃料電池システム３の出力値を示す出力値
設定信号Ｑ 4 が燃料電池制御装置６から供給され、この出力値設定信号Ｑ 4 に基づいてバ
ッテリ１の充電容量が演算される。この演算した充電容量と、前述の使用電力量とから、
バッテリ１の充電残容量を精度良く求めることができる。
【００１２】
なお、バッテリ残容量演算装置４は、バッテリ１の充電残容量を、所定状態にある場合の
バッテリ１の端子電圧を検出し、このバッテリ電圧から求めるようにしてもよい。
また、バッテリ残容量演算装置４は、バッテリ電解液の比重変動を、光学検出器でモニタ
することにより電解液の残容量を計測し、バッテリ１の充電残容量を求めるようにしても
よい。
更に、バッテリ残容量演算装置４は、バッテリ１の放電量を計測することにより、バッテ
リ１の充電残容量を求めるようにしてもよい。
更にまた、バッテリ残容量演算装置４は、バッテリ放電時の放電電圧と充電時間より、バ
ッテリ１の充電残容量を求めるようにしてもよい。
【００１３】
インバータ２は、バッテリ１と、車両１１に取り付けられたモータＭとの間に配置される
と共に、モータ制御装置８に接続されている。
前記モータＭとしては、例えば、ＤＣブラシレスモータが使用される。モータ制御装置８
は、図示しないアクセルからの走行指令に応じてインバータ２を駆動制御するようになっ
ている。インバータ２は、このモータ制御装置８の制御の下、バッテリ１からの直流電力
を交流電力に変換してモータＭに供給することで、電気自動車の走行を制御している。
電気自動車制御装置７は、例えばＣＰＵ（中央処理装置）、各種プログラムやデータが格
納されたＲＯＭ（リード・オンリ・メモリ）、ワーキングエリアとして使用されるＲＡＭ
（ランダム・アクセス・メモリ）等を備えたマイクロコンピュータによって実現される。
ＲＡＭには、バッテリ１の状態に応じた第１から第３のフラグをオン、オフさせるための
フラグ領域が確保されている。
【００１４】
電気自動車制御装置７は、電気自動車システム全体を制御すると共に、バッテリ残容量演
算装置４で演算されるバッテリ残容量Ｑ 1 に応じて、システム総合効率が例えば３０～４
０％の範囲で、燃料電池システム３の出力値を変化させるための出力値切替信号Ｑ 5 を燃
料電池制御装置６に供給するようになっている。
電気自動車制御装置７から出力される出力値切替信号Ｑ 5 は、Ｑ 53、Ｑ 55、Ｑ 510 の３種
類存在する。これらの出力値切替信号Ｑ 53、Ｑ 55、Ｑ 510 は、それぞれ燃料電池システム
３を出力３ｋＷ、５ｋＷ、１０ｋＷで駆動するように燃料電池制御装置６に対して指示す
る信号である。
このように電気自動車制御装置７は、バッテリ１の状態に応じて、図４に示すように、シ
ステム総合効率の高い範囲（例えば３０～４０％の範囲）を選択して燃料電池システム３
の出力を指示する。ここで、燃料電池システム３の出力１０ｋＷ（図４の符号Ｃ１の部分
で効率約３０％）は、３ｋＷ（図４の符号Ｂ１の部分で効率約３２％）や５ｋＷ（図４の
符号Ａ１の部分で効率約３３％）に比べるとシステム総合効率は多少低いが、高効率な範
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囲として許容可能な上限値である。
【００１５】
なお、燃料電池システム３の３種類の出力を決定する場合に、次のようにしてもよい。
すなわち、モータ制御装置８は、インバータ２を介してモータＭを駆動することにより使
用されるバッテリ１の電力に相当する必要駆動電力信号Ｑ 2 を、電気自動車制御装置７に
供給するようになっている。
そして、電気自動車制御装置７は、バッテリ１の充電残容量の増減率を算出する「二次電
池残容量検出手段」としても機能し、算出した増減率に応じて出力値切替信号Ｑ 5 を出力
する。バッテリ 1 の充電残容量の増減率を算出する場合に、電気自動車制御装置７は、燃
料電池制御装置６に供給している出力値切替信号Ｑ 5 およびモータ制御装置８から供給さ
れる必要駆動電力信号Ｑ 2 から算出するようにしてもよい。
【００１６】
また、電気自動車制御装置７は、それぞれ「燃料電池出力制御手段」として機能する燃料
電池出力値決定部７ａと、燃料電池出力値継続制御部７ｂと、燃料電池出力値演算部７ｃ
とを備えている。
燃料電池出力値決定部７ａは、バッテリ残容量演算装置４が求めたバッテリ１の充電率に
基づいて、バッテリ１を充電するための燃料電池システム３の出力値（３ｋＷ、５ｋＷ、
１０ｋＷのいずれか）を決定し、その決定出力値を出力値切替信号Ｑ 5 として燃料電池制
御装置６に送出する。
また、燃料電池出力値継続制御部７ｂは、「許可手段」の一部として機能する駆動用電源
スイッチ（イグニッションキー）１３がオフになった場合に、それまで出力値切替信号Ｑ
5 に基づいて出力３ｋＷ、５ｋＷ、１０ｋＷで充電されていた状態を継続するように制御
する。ここに、イグニッションキーは、本実施例においては、主電源のオン・オフスイッ
チを意味する。
【００１７】
また、燃料電池出力値演算部７ｃは、イグニッションキー１３がオフになった場合に、入
力装置１２から入力された時間と、バッテリ残容量演算装置４から供給されたバッテリ残
容量Ｑ 1 とに基づいて、前記時間内にバッテリ１を満充電（例えば、９０％充電）にする
ために必要とする燃料電池システム３の出力値を演算する。
【００１８】
一方、燃料電池システム３は、メタノールを貯えたメタノールタンク５に接続されている
。燃料電池システム３とメタノールタンク５とは、燃料電池制御装置６に接続されている
。
燃料電池制御装置６は、燃料電池システム３からの出力が、電気自動車制御装置７から供
給された出力値切替信号Ｑ 5 の内容に応じた出力になるように、メタノールタンク５にメ
タノール投入量調整信号Ｑ 3 を送出し、燃料電池システム３に出力値設定信号Ｑ 4 を送出
する。
メタノールタンク５からは、メタノール投入量調整信号Ｑ 3 に応じたメタノールが燃料電
池システム３に供給される。燃料電池システム３では、供給されるメタノールを改質する
と共に、出力値設定信号Ｑ 4 に応じた酸素供給等によって、バッテリ１の充電残容量や増
減率に応じた出力でバッテリ１を充電するようになっている。
【００１９】
次に、このように構成されたハイブリッド電源装置Ｈの動作について説明する。
（１）イグニッションキーのオン時（モータＭの駆動可能時）の動作
本動作は、イグニッションキー１３がオンの場合（モータＭが駆動可能な場合、即ち、ア
クセルを踏むことにより、モータＭに駆動電圧が加わり、車両の走行が可能となる状態）
に、バッテリ１の充電容量（充電率）を検出し、検出した充電率に対応した充電用出力で
、効率良く燃料電池システム３を稼働する場合である。
図２に示すように、イグニッションキー１３がオンの状態（モータの駆動可能状態）にお
いて、バッテリ１の使用電力量と燃料電池システム３からの充電容量とから、バッテリ残
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容量演算装置４がバッテリ１の充電容量（充電率）を検出し、電気自動車制御装置７の燃
料電池出力値決定部７ａに供給する（ステップ１）。検出した充電率が９０％以下の場合
には（ステップ２；Ｙ）、図示しないＲＡＭに確保されたフラグ領域に第１フラグ（９０
％以下フラグ）を立て（ステップ３）、更にバッテリ１の充電率が７０％以下か否かをチ
ェックし（ステップ４）、７０％以下の場合には第２フラグ（７０％以下フラグ）を立て
る（ステップ５）。次いで、充電率が６０％以下か否かをチェックし（ステップ６）、６
０％以下の場合には第３フラグ（６０％以下フラグ）を立てる（ステップ７）。
【００２０】
そして、各フラグがそれぞれ「オン、オフ、オフ」の場合には（ステップ８）、バッテリ
１の充電率は７０％より多く９０％以下の比較的高い状態にある。このため、バッテリ１
を急速に充電する必要がないので、電気自動車制御装置７の燃料電池出力値決定部７ａは
、燃料電池システム３の効率が最も高く、出力が最も低い３ＫＷとなるように、出力値切
替信号Ｑ 53を燃料電池制御装置６に供給する。
これによって、燃料電池システム３には、燃料電池制御装置６から３ｋＷに相当する出力
値設定信号Ｑ 4 が供給され、最も効率の良い３ｋＷ（図４の符号Ａ 1 の部分で効率約３３
％）の出力でバッテリ１が充電される（ステップ９）。
【００２１】
また、ステップ８で、各フラグがそれぞれ「オン、オフ、オフ」でない場合には（ステッ
プ８；Ｎ）、各フラグが「オン、オン、オフ」であるか否かをチェックする（ステップ１
３）。「オン、オン、オフ」である場合（ステップ１３；Ｙ）、バッテリ１の充電率が６
０％より多く７０％以下の状態であり、これは、急速に充電する必要がないが、ある程度
バッテリ充電容量が減ってきている状態である。このため電気自動車制御装置７の燃料電
池出力値決定部７ａは、多少高い出力であるが、システム総合効率が３０～４０％の範囲
の中間値に対応する出力５ＫＷとなるように、出力値切替信号Ｑ 55を燃料電池制御装置６
に供給する。
これによって、燃料電池システム３は、前記システム総合効率範囲の中間値に対応する出
力５ｋＷ（図４の符号Ｂ 1 の部分で効率約３２％）の出力でバッテリ１を充電する（ステ
ップ１４）。
【００２２】
また、ステップ１３で各フラグがそれぞれ「オン、オン、オフ」でない場合には（ステッ
プ１３；Ｎ）、各フラグがそれぞれ「オン、オン、オン」であるか否かをチェックする（
ステップ１５）。「オン、オン、オン」である場合（ステップ１５；Ｙ）、バッテリ１の
充電率が６０％以下であり、バッテリ１の充電容量がある程度減ってきているので、過放
電状態になる前にある程度の充電を行う必要がある。このため、燃料電池出力値決定部７
ａは、前記システム総合効率範囲のうち、最も効率は低いが、許容範囲内にある１０ＫＷ
の出力を選択し、対応する出力値切替信号Ｑ 510 が電気自動車制御装置７から燃料電池制
御装置６に供給する。
これによって、燃料電池システム３は、高効率範囲の低効率となる１０ｋＷ（図４の符合
Ｃ 1 の部分で効率約３０％）の出力でバッテリ１を充電する（ステップ１６）。
【００２３】
また、ステップ１５において各フラグがそれぞれ「オン、オン、オン」でない場合には（
ステップ１５；Ｎ）、充電率が９０％以上であるので、燃料電池システム３の停止処理を
行い（ステップ１２）、リターンする。そして、再度バッテリ充電容量を検出し（ステッ
プ１）、ステップ２においては充電率が９０％以下ではないので（ステップ２；Ｎ）、第
１フラグ、第２フラグ、第３フラグを順次オフにし（ステップ１８～ステップ２０）、燃
料電池停止処理を行い（ステップ２１）、リターンする。
以上のように処理すれば、燃料電池システム３を効率の良い部分（３０～３３％）で発電
することができ、効率良くバッテリ１を充電することができる。
なお、この動作例では、バッテリ１の「充電率」に応じて燃料電池システム３の出力値を
決定したが、前述の如く、バッテリ１の充電残容量の「増減率」により、出力値を決定し
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てもよい。
【００２４】
（２）イグニッションキー１３のオフ時（モータＭの駆動非許可時）の動作
本動作は、前述のイグニッションキー１３のオン時の動作の後、イグニッションキー１３
がオフにされた場合の動作であり、▲１▼自動的にそれまでの燃料電池システム３の出力
を継続する場合と、▲２▼手動式で入力装置１２から充電時間を設定入力する場合とがあ
る。
▲１▼自動的に燃料電池システム３の出力を継続する場合の動作
この動作は、ステップ１０でイグニッションキー１３がオフされた場合に（ステップ１０
；Ｙ）、一定時間内に入力装置１２から充電時間の入力がされない場合である。
【００２５】
図２および図３に示すように、電気自動車制御装置７がイグニッションキー１３からイグ
ニッションキーのオフ（ＩＧオフ）を検出した場合は（ステップ１０；Ｙ）、モータＭの
駆動非許可時（すなわち、駐車中）の時間を利用してバッテリ１を自動的に充電する。
そのために、バッテリ残容量演算装置４はバッテリ充電容量を検出し（ステップ１１）、
充電率が９０％以下で（ステップ１２；Ｙ）、一定時間内に入力装置１２に充電時間の設
定入力がない場合には（ステップ１７；Ｎ）、ステップ８に戻り、イグニッションキー１
３をオフにした際のフラグをチェックする。なお、ＲＡＭに格納されている各フラグは、
イグニッションキー１３をオフにしても、それまでの状態（ステップ８又はステップ１３
又はステップ１５のいずれかの状態）をバックアップするようになっている。
【００２６】
すなわち、各フラグがそれぞれ「オン、オフ、オフ」の場合には（ステップ８；Ｙ）、前
述と同様に３ｋＷの充電を継続し（ステップ９）、「オン、オン、オフ」である場合には
（ステップ１３；Ｙ）、前述と同様に５ｋＷの充電を継続し（ステップ１４）、「オン、
オン、オン」である場合には（ステップ１５；Ｙ）、前述と同様に１０ｋＷの充電を継続
する（ステップ１６）。
そして、ステップ１１でバッテリ残容量を検出し、充電率が９０％を越えた場合には（ス
テップ１２；Ｎ）、ステップ１８に移行して各フラグを順次オフにし（ステップ１８～ス
テップ２０）、燃料電池システム３の停止処理を行い（ステップ２１）、リターンする。
【００２７】
▲２▼手動式で入力装置１２から充電時間を設定入力する場合
この動作は、ステップ１０でイグニッションキー１３がオフされた場合（ステップ１０；
Ｙ）、一定時間内に入力装置１２から充電時間の入力がされた場合である。
図２および図３に示すように、イグニッションキー１３がオフされた後（ステップ１０；
Ｙ）、バッテリ残容量を検出し（ステップ１１）、充電率が９０％以下の場合には（ステ
ップ１２；Ｙ）、電気自動車制御装置７が、一定時間内に入力装置１２から充電時間の入
力があるか否かをチェックする（ステップ１７）。
【００２８】
そして、入力があった場合には（ステップ１７；Ｙ）、電気自動車制御装置７の燃料電池
出力値演算部７ｃは、入力装置１２から入力された充電時間と、ステップ１１において検
出され、バッテリ残容量演算装置４から供給されたバッテリ残容量とから、バッテリの残
容量値を９０％以上充電するのに必要な燃料電池システム３の出力値を演算する（ステッ
プ２２）。
ステップ２２で求められた出力値は、出力値切替信号Ｑ 5 として燃料電池制御装置６に供
給され、燃料電池制御装置６からはメタノール投入量調整信号Ｑ 3 と出力値設定信号Ｑ 4 
とがそれぞれメタノールタンク５と燃料電池システム３とに供給される。燃料電池システ
ム３は、出力値切替信号Ｑ 5 の指示に応じた出力でバッテリ１を充電し（ステップ２３）
、電気自動車制御装置７は、バッテリ残容量が９０％以上になった場合には充電を完了す
る（ステップ２４）。そして、電気自動車制御装置７は、各フラグを順次オフにし（ステ
ップ１８～ステップ２０）、燃料電池システム３の出力の停止処理を行い（ステップ２１
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）、リターンする。
【００２９】
このようにすれば、例えば、買い物の際等の駐車時間（例えば、４時間）が、運転者によ
り入力装置１２から入力され、このときバッテリ残容量が６０％であれば、やや効率は劣
るが許容範囲内の１０ｋＷで急速充電する。また、勤務先に出社している間の駐車時間（
例えば、８時間）が入力され、バッテリ残容量が６０％であれば、時間が十分あるので、
効率の良い３ｋＷで充電する。
そして、前者の場合には、４時間経過後に電気自動車に戻ると、バッテリ１の残容量値は
９０％まで充電されているので、十分な走行可能距離を確保することができる。
【００３０】
なお、本実施例では手動式の場合の充電時間は、４時間、６時間、８時間、８時間以上の
各場合に設定入力できるようにしたが、これらの時間幅以外でも良く、また、３０分や１
時間単位で充電時間を設定できるようにしてもよい。
また、本実施例では手動式の場合の出力値を３ｋＷ、５ｋＷ、１０ｋＷとしたが、１ｋＷ
単位で燃料電池システム３の出力を設定できるようにしてもよい。
更に、手動式の場合、入力時間によっては、燃料電池出力値演算部７ｃの演算結果が１０
ｋＷの出力を越えることが考えられる。このように演算結果が１０ｋＷを越える場合には
、燃料効率が悪くなるので、出力値が一律に１０ｋＷに設定されるようにしてしもよい。
更にまた、バッテリ１とインバータ２との間に「開閉手段」として機能する開閉スイッチ
（図示せず）を配置し、この開閉スイッチは、駆動用電源スイッチ（イグニッションキー
）１３からの入力に応じて開閉されるようにしてもよい。
【００３１】
【発明の効果】
　以上説明したように請求項１記載の発明によれば、電気自動車のモータの駆動が非許可
の場合に、モータの駆動非許可の時間を利用して、燃料電池システムの総合効率が３０～
４０％の高効率となる範囲で二次電池を充電することができる。
　請求項２記載の発明によれば、モータ駆動の許可・非許可は、イグニションスイッチで
実現される。
　請求項３記載の発明によれば、モータ駆動の許可・非許可は、駆動用電源スイッチと開
閉手段で実現される。
　請求項４記載の発明によれば、モータの駆動が非許可の場合に、充電時間入力手段から
指示入力した時間後にはバッテリ残容量を満充電にすることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例におけるハイブリッド電源装置が適用された電気自動車のシス
テム構成図である。
【図２】同上、ハイブリッド電源装置のバッテリの充電処理の動作を示すフローチャート
である。
【図３】同上、図２に示すフローチャートの続きのフローチャートである。
【図４】同上、ハイブリッド電源装置に使用する燃料電池における燃料電池出力－システ
ム総合効率特性を示す図である。
【符号の説明】
Ｍ　車両モータ
１　バッテリ（二次電池）
３　燃料電池システム
４　バッテリ残容量演算装置（二次電池残容量検出手段）
６　燃料電池制御装置
７　電気自動車制御装置
７ａ　燃料電池出力値決定部（燃料電池出力制御手段）
７ｂ　燃料電池出力値継続制御部（燃料電池出力制御手段）
７ｃ　燃料電池出力値演算部（燃料電池出力制御手段）
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８　モータ制御装置
１２　入力装置（充電時間入力手段）
１３　イグニッションキー（駆動用電源スイッチ）

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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