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(57)【要約】
【課題】室内暖房のためのバッテリー電力の消耗量を低
減させて燃費を向上させることができる電気自動車の空
気調和装置及びその制御方法を提供する。
【解決手段】車室内の空気を送風するブロワーと、ブロ
ワーにより送風される空気の供給を受けるバッテリー及
びインバーターと、空気の流れ方向及び流量を制御し、
バッテリー及びインバーターを通過した空気を車室内に
循環させるか、または室外に排出する弁と、インバータ
ーと弁との間に設置され、バッテリー及びインバーター
を通過した空気を加熱したのちに車室内に循環させて室
内暖房を補助する電気式ヒーターと、車室内の空気によ
ってバッテリー及びインバーターを冷却するようにブロ
ワーと弁とを制御するコントローラーと、により構成さ
れる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車室内の空気を送風するブロワーと、
　前記ブロワーにより送風される空気の供給を受けることができるように設置されたバッ
テリー及びインバーターと、
　室内温度センサー、室外温度センサー、バッテリー温度センサー、及びインバーター温
度センサーからの検知信号を受信し、車室内の空気によって前記バッテリー及び前記イン
バーターを冷却するように制御するコントローラーと、
　を含んで構成されることを特徴とする電気自動車の空気調和装置。
【請求項２】
　前記コントローラーにより制御されて空気の流れ方向及び流量を制御し、前記バッテリ
ー及び前記インバーターを通過した空気を車室内に循環させるか、または室外に排出する
ことによって、車室内の空気を暖房するように設置された弁を更に備えることを特徴とす
る請求項１に記載の電気自動車の空気調和装置。
【請求項３】
　前記インバーターと前記弁との間に設置され、前記バッテリー及び前記インバーターを
通過した空気を加熱したのちに車室内に循環させて室内暖房を補助する電気式ヒーターを
更に備えることを特徴とする請求項１に記載の電気自動車の空気調和装置。
【請求項４】
　前記コントローラーは、前記弁及び前記ブロワーを制御して、車室内の空気が前記バッ
テリーを加熱するように設定されることを特徴とする請求項２に記載の電気自動車の空気
調和装置。
【請求項５】
　空気を送風するブロワーを駆動する段階と、
　バッテリー及びインバーターの温度が予め設定した温度以上に上昇した場合に、前記ブ
ロワーにより送風される空気を前記バッテリー及び前記インバーターに供給して前記バッ
テリー及び前記インバーターを冷却する段階と、
　を含むことを特徴とする電気自動車の空気調和装置の制御方法。
【請求項６】
　車両の室内温度が使用者が設定した要求温度より低い場合に、前記バッテリー及び前記
インバーターを通過して加熱された空気を車室内に供給して室内暖房を行う段階を更に含
むことを特徴とする請求項５に記載の電気自動車の空気調和装置の制御方法。
 

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電気自動車の空気調和装置とその制御方法に係り、より詳しくは、効率よく室
内暖房を行い、バッテリー電力の消耗量を低減させ、走行距離と燃費を向上させることが
できる電気自動車の空気調和装置とその制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　化石燃料を使用するガソリンエンジンやディーゼルエンジンは、排気ガスによる環境汚
染、二酸化炭素による地球温暖化、及び窒素酸化物（ＮＯＸ）などの生成による呼吸器疾
患の誘発などのような多くの問題点を有している。また、地球上に存在する化石燃料は埋
蔵量が限定されているため、いつかは枯渇する危機に置かれている。
【０００３】
　これらの問題点を解決するために、バッテリーのような蓄電手段に蓄積した電気エネル
ギーを用いてモーターを駆動して走行する純粋の電気自動車（ＥＶ）、エンジンとモータ
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ーとで走行するハイブリッド自動車（ＨＥＶ）、及び燃料電池で生成される電力によって
モーターを駆動させて走行する燃料電池自動車（ＦＣＥＶ）などのような電気自動車が開
発されてきた。
【０００４】
　純粋の電気自動車とハイブリッド自動車とは、車両を駆動させるためのモーターと併せ
て、モーターに電力を供給する蓄電手段としてバッテリーを含む。燃料電池自動車の場合
も主動力源である燃料電池と並列に連結される補助動力源として蓄電手段が使用され、ま
た補助動力源としてバッテリーの他にスーパーキャパシタが具備された燃料電池ハイブリ
ッドシステムも開発されている。
　また、電気自動車にはモーターを回転させるためのインバーターが具備される。インバ
ーターは制御装置で印加される制御信号に従って蓄電手段または燃料電池から供給される
電気を相変換させてモーターを駆動させる。
【０００５】
　電気自動車には室内暖房のための暖房装置が具備され、更に空気浄化装置を備えて車両
の室内空気を快適に維持できるようにしたものもある。
【０００６】
　電気自動車の暖房装置としてバッテリーの電力を利用するためにはヒーター装置が使用
される。このようなヒーター装置の例としてＰＴＣ（Ｐｏｓｉｔｉｖｅ　Ｔｅｍｐｅｒａ
ｔｕｒｅ　Ｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔ）ヒーターを挙げることができる（例えば特許文献１
参照）。ＰＴＣヒーターは、車両の暖房性能を補完するための補助暖房装置として、既存
のガソリンエンジン車両またはディーゼルエンジン車両でも使用されている。
【０００７】
　しかし、バッテリーに貯蔵された電気エネルギーを使用して暖房のためにヒーター装置
（ＰＴＣヒーター）を使用すると、バッテリーの電力を消耗するため、車両の走行距離が
短くなるという問題が発生する。燃料電池自動車の場合も室内暖房のための過度な電力を
消耗させると燃費の低下の要因となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開平８－２６８０４５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明はこのような問題点を解決するためになされたものであって、室内暖房のための
バッテリー電力の消耗量を低減させて燃費を向上させることができる電気自動車の空気調
和装置及びその制御方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するための本発明による電気自動車の空気調和装置は、車室内の空気を
送風するブロワーと、ブロワーにより送風される空気の供給を受けることができるように
設置されたバッテリー及びインバーターと、室内温度センサー、室外温度センサー、バッ
テリー温度センサー、及びインバーター温度センサーからの検知信号を受信し、車室内の
空気によってバッテリー及びインバーターを冷却するように制御するコントローラーと、
を含んで構成されることを特徴とする。
【００１１】
　更に本発明は、コントローラーにより制御されて空気の流れの方向及び流量を制御し、
バッテリー及びインバーターを通過した空気を車室内に循環させるか、または室外に排出
することによって、車室内の空気を暖房するように設置された弁を更に備えることが好ま
しい。
【００１２】
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　また本発明は、インバーターと弁との間に設置され、バッテリー及びインバーターを通
過した空気を加熱したのちに車室内に循環させて室内暖房を補助する電気式ヒーターを更
に備えることが好ましい。
　また本発明のコントローラーは、弁及びブロワーを制御して車室内の空気が前記バッテ
リーを加熱するように設定されることが好ましい。
【００１３】
　また本発明の電気自動車の空気調和装置の制御方法は、空気を送風するブロワーを駆動
する段階と、バッテリー及びインバーターの温度が予め設定した温度以上に上昇した場合
にブロワーにより送風される空気をバッテリー及びインバーターに供給してバッテリー及
びインバーターを冷却する段階と、を含む。
【００１４】
　また本発明は、車室内の温度が使用者が設定した要求温度より低い場合に、前記バッテ
リー及びインバーターを通過して加熱された空気を車室内に供給して室内暖房を行う段階
を更に含むことが好ましい。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の電気自動車の空気調和装置とその制御方法によると、車両走行時にバッテリー
及びインバーターの放出熱を室内暖房用として利用することで、より効率的な暖房が可能
となり、車両の室内暖房のためのバッテリー電力の使用量を低減させることができるため
、走行距離と燃費を向上させることができる。
【００１６】
　また本発明によると、車室内の空気を送風してバッテリー及びインバーターを冷却し、
バッテリー及びインバーターの効率を増大させると同時に、暖房機能を使用することによ
り効率的な車室内暖房を行うことができる。
　また本発明によると、低温始動時に、ブロワーの送風方向を逆回転させて車室内の空気
を電気式ヒーター１３で加熱した後、バッテリー１１及びインバーター１２に送り、バッ
テリー１１を加温することができる。
【００１７】
　車体の重量と製造原価の多くの割合を占めているブロワーを１個だけ設置することによ
って、バッテリー及びインバーターの冷却と、バッテリー及びインバーターの放出熱を利
用した暖房とを、同時に行うことができ、部品数の縮小、車体の重量の削減、及び原価節
減の効果を期待することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の一実施例による電気自動車用空気調和装置を表す概略図である。
【図２】本発明の一実施例による空気調和装置を制御するための構成を図示したブロック
図である。
【図３】図１でバッテリー及びインバーターの廃熱を利用して室内暖房をするための車室
内の空気の循環を表す概略図である。
【図４】図１でバッテリー及びインバーターの冷却後、室外排出される車室内の空気の循
環を表す概略図である。
【図５】図１でバッテリーを加熱するための車室内の空気の循環を表す概略図である。
【図６】本発明の一実施例で空気調和装置の制御方法を表す順序図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、添付した図面を参照して本発明の実施例について詳しく説明する。
　図１は本発明の一実施例による電気自動車用空気調和装置を表す概略図であり、図２は
本発明の一実施例による空気調和装置を制御するための構成を図示したブロック図である
。
【００２０】
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　本発明は、バッテリー１１に貯蔵された電気エネルギー又は燃料電池で生成された電気
エネルギーを使用して駆動モーターを駆動させて走行する純粋の電気自動車、ハイブリッ
ド自動車、及び燃料電池自動車などのような電気自動車の空気調和装置に関する。
【００２１】
　本発明に係る空気調和装置は、車両に装着されたバッテリー１１及びインバーター１２
を冷却または加熱し、バッテリー１１及びインバーター１２の廃熱を利用して車室内を暖
房する暖房装置であって、電気式ヒーター１３（ＰＴＣヒーター）、その他の車両に搭載
され得るヒーター装置、または電気エネルギーを熱エネルギーに変換する補助熱交換装置
を使用する電気自動車の冬季の室内暖房用装置として有用に使用し得る。
【００２２】
本発明の一実施例による空気調和装置はブロワー１０、バッテリー１１、インバーター１
２、電気式ヒーター１３、弁１４及びコントローラー１５を含む。
【００２３】
　空気調和装置は、更に車室内とブロワー１０を連結する第１循環ライン２０と、ブロワ
ー１０、バッテリー１１、インバーター１２、及び弁１４を連結する連結ライン２１と、
第１循環ライン２０と連結ライン２１を通して流入された空気が再び車室内に排出される
ように車室内と弁１４とを連結する第２循環ライン２２と、第１循環ライン２０を通して
流入された空気を車室外に排出するように弁１４と室外とを連結する空気排出ライン２３
と、を含む。
【００２４】
　ブロワー１０は、送風の方向を反転できる構造であって、空気を車室内からバッテリー
１１に送風したり、バッテリー１１から排出される空気を車室内に送風できることが好ま
しい。
　バッテリー１１は、駆動モーターに電力を供給する蓄電手段である。
【００２５】
　インバーター１２は、コントローラー１５から印加される制御信号に従ってバッテリー
１１から供給される電気を相変換して駆動モーターを駆動させる。
　電気式ヒーター１３は、バッテリー１１及びインバーター１２から排出される熱により
空気を加熱した後、車室内に供給することで、室内暖房を行う本発明の補助暖房システム
で不足した熱量を補充するためのものである。
【００２６】
　即ち、バッテリー１１及びインバーター１２の温度が低く、室内暖房に必要な熱がバッ
テリー１１及びインバーター１２から放出されておらず、室内暖房のための熱量が不足す
るとき、バッテリー１１及びインバーター１２で１次加熱された空気を電気式ヒーター１
３により更に加熱したのちに車室内に供給することで、車室内の温度を目標とする暖房温
度に容易に到達させることができる。
【００２７】
　弁１４は、選択された方向へ空気が流れるようにする切換弁の役割を行うように制御す
ることが可能であり、さらに各方向の開度量の調節を通して空気量を適切に分配する分配
弁の役割を行うように制御することが可能であることが好ましく、例えば、３方向弁を使
用し得る。
【００２８】
　前記コントローラー１５は、ブロワー１０、及び電気式ヒーター１３を制御し、また、
室内温度センサー１６、室外温度センサー１７、バッテリー温度センサー１８、及びイン
バーター温度センサー１９からの信号の入力を受け、これに基いて弁１４の動作を制御す
ることができる。
【００２９】
　前記コントローラー１５は、室内温度センサー１６の検出値である車両の室内温度、室
外温度センサー１７の検出値である外気温度、バッテリー温度センサー１８の検出値であ
るバッテリー１１の温度、及びインバーター温度センサー１９の検出値であるインバータ
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ー１２の温度に基づいて、ブロワー１０のオンオフ、ブロワー１０の回転速度（送風量）
、ブロワー１０の回転方向（送風の方向）、及び弁１４の開度状態を制御するよう設定さ
れ、同時に、使用者のスイッチング操作によってもブロワー１０の駆動を制御することが
できるように設定されることが好ましい。
【００３０】
　このような構成による本発明の一実施例による電気自動車の空気調和装置の制御方法を
説明すると次のとおりである。
　図３は図１でバッテリー及びインバーターの廃熱を利用して室内暖房をするための車室
内の空気の循環を表す概略図であり、図４は図１でバッテリー及びインバーターの冷却後
、室外排出される車室内の空気の循環を表す概略図であり、図５は図１でバッテリーを加
熱するための車室内の空気の循環を表す概略図であり、図６は本発明の一実施例で空気調
和装置の制御方法を表す順序図である。
【００３１】
１．バッテリー１１及びインバーター１２の冷却
　車両の走行時にバッテリー１１とインバーター１２が高温状態にあり、室内温度より相
対的に高いとき、例えば、車両の室内温度が１６～２０℃であり、バッテリー１１及びイ
ンバーター１２の温度が３０～４０℃である場合に、これらの温度を室内温度センサー１
６、バッテリー温度センサー１８、及びインバーター温度センサー１９が検知する。
【００３２】
　次いで、コントローラー１５がバッテリー温度センサー１８とインバーター温度センサ
ー１９からの検知信号の入力を受けてブロワー１０にオン信号を送り、図３に示すように
、車室内の空気をバッテリー１１とインバーター１２に供給するようにブロワー１０を作
動させる。ブロワー１０が作動されると、第１循環ライン２０を通して車室内の空気が流
入してバッテリー１１及びインバーター１２を冷却することができる。
【００３３】
２．室内暖房
　バッテリー１１及びインバーター１２を通過した空気は、バッテリー１１とインバータ
ー１２で発生した熱を吸収するため、車室内の空気の温度より相対的に高い場合がある。
例えば、使用者が要求する設定温度が２０℃であるが、室内温度センサー１６を通して検
知された温度が１８℃であって暖房が必要な状態であると判断される場合、コントローラ
ー１５が弁１４を車室内に送風するように調節し、バッテリー１１を通過した空気の大部
分を車室内に送ることができる。
【００３４】
　車室内で要求される使用者要求温度がバッテリー１１及びインバーター１２を通過した
空気の温度より高い場合、例えば、使用者の要求温度が２３℃でありバッテリー１１及び
インバーター１２が１６℃である場合、電気式ヒーター１３を作動させ前記バッテリー１
１及びインバーター１２を通過した空気を電気式ヒーター１３に供給して更に空気を加熱
した後、第２循環ライン２２を通して車室内に供給することで室内温度を高めることがで
きる。
【００３５】
　車室内の温度が使用者が設定した要求温度と同じか要求温度より高いため暖房が必要で
ない場合は、図４に示すように、コントローラー１５が弁１４制御して空気をを室外に放
出するように作動させてバッテリー１１を通過した空気を空気排出ライン２３を通して室
外に排出させることが好ましい。
【００３６】
３．バッテリー１１の加熱
　最初の始動時もしくは冬季の低温始動時はバッテリー１１が十分に加熱されていない状
態であるため、バッテリー１１を適正温度に上げるために、図５に示すように、コントロ
ーラー１５が弁１４を車室内と連通するように作動させると共に、ブロワー１０を逆方向
に作動させて、車室内の空気が第２循環ライン２２を通して電気式ヒーター１３により加
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熱された後、インバーター１２及びバッテリー１１を通過しながらバッテリー１１を加熱
し、第１循環ライン２０を通して車室内に循環されるように設定することが好ましい。
【００３７】
　このような制御方法により、ブロワー１０を通して流入された車室内の空気が高温のバ
ッテリー１１及びインバーター１２に送られながら、熱交換を通してバッテリー１１及び
インバーター１２を冷却させるだけでなく、バッテリー１１及びインバーター１２から高
温の熱を奪って車室内の空気を暖房させることができる。
【００３８】
　更に、冬季の低温始動時、ブロワー１０の送風方向を逆回転させて第２循環ライン２２
を通して流入した車室内の空気が、高温の電気式ヒーター１３を通過しながら加熱された
後、バッテリー１１及びインバーター１２を通過しながらバッテリー１１を加熱すること
ができる。
【符号の説明】
【００３９】
　　１０　　ブロワー
　　１１　　バッテリー
　　１２　　インバーター
　　１３　　電気式ヒーター
　　１４　　弁
　　１５　　コントローラー
　　１６　　室内温度センサー
　　１７　　室外温度センサー
　　１８　　バッテリー温度センサー
　　１９　　インバーター温度センサー
　　２０　　第１循環ライン
　　２１　　連結ライン
　　２２　　第２循環ライン
　　２３　　空気排出ライン
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