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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
車両用の電源システムであって、
前記車両の少なくとも１つのトラクション車輪を駆動すべく結合されたトラクション電
動モータと、
前記トラクション電動モータを駆動する主電気エネルギー蓄積デバイスと、
前記主電気エネルギー蓄積デバイスの少なくとも近傍の温度を調節するように配置およ
び動作可能とされた、複数の温度調節デバイスのうちの第１温度調節デバイスと、
前記主電気エネルギー蓄積デバイスの温度を調節するために前記第１温度調節デバイス
が動作されるべき熱伝達率と前記第１温度調節デバイスへ供給される電力のレベルを決定
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し、供給された電力によって前記第１温度調節デバイスが前記熱伝達率で動作するように
、制動モードにおいて回生的に動作される前記トラクション電動モータにより生成された
前記レベルの電力を前記第１温度調節デバイスへ供給させる制御回路と、
を備えており、
前記制御回路は、整流器と少なくとも１つのＤＣ／ＤＣコンバータを含んでおり、
前記複数の温度調節デバイスのうちの第２温度調節デバイスが、前記整流器、前記少な
くとも１つのＤＣ／ＤＣコンバータ、あるいは前記制御回路の少なくとも近傍の温度を調
節するように配置および動作可能とされており、
前記第１温度調節デバイスは、前記第２温度調節デバイスが、前記整流器、前記少なく
とも１つのＤＣ／ＤＣコンバータ、あるいは前記制御回路の少なくとも近傍の温度を調節
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するように配置および動作可能とされるのと同時に、前記主電気エネルギー蓄積デバイス
の少なくとも近傍の温度を調節するように配置および動作可能とされる、電源システム。
【請求項２】
前記制御回路は、駆動モードにおいて、前記主電気エネルギー蓄積デバイスから前記ト
ラクション電動モータへ電力を供給させる、請求項１に記載の電源システム。
【請求項３】
前記主電気エネルギー蓄積デバイスは、少なくとも１つの二次化学電池セルを含んでい
る、請求項２に記載の電源システム。
【請求項４】
前記第１温度調節デバイス及び前記第２温度調節デバイスの各々は、少なくとも１つの
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ペルチェ効果素子を含んでいる、請求項１に記載の電源システム。
【請求項５】
前記制御回路は、前記トラクション電動モータにより生成された電力を、前記主電気エ
ネルギー蓄積デバイスを介して前記複数の温度調節デバイスへ供給させる、請求項１に記
載の電源システム。
【請求項６】
副電気エネルギー蓄積デバイスをさらに備えており、
前記制御回路は、前記トラクション電動モータにより生成された電力を、前記副電気エ
ネルギー蓄積デバイスを介して前記複数の温度調節デバイスへ供給させる、請求項１に記
載の電源システム。
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【請求項７】
前記制御回路は、前記トラクション電動モータにより生成された電力を、エネルギー蓄
積デバイスを介することなく、直接に前記複数の温度調節デバイスへ供給させる、請求項
１に記載の電源システム。
【請求項８】
前記制御回路は、前記主電気エネルギー蓄積デバイスの少なくとも近傍の温度を検知す
るように配置された少なくとも１つの温度センサを含んでおり、
前記制御回路は、前記第１温度調節デバイスへ供給される前記電力を、検知された前記
温度に少なくとも部分的に基づいて制御する、請求項１に記載の電源システム。
【請求項９】
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前記制御回路は、前記主電気エネルギー蓄積デバイスの電気的特性の少なくとも１つを
検知するように結合された電圧センサと電流センサの少なくとも一方を含んでおり、
前記制御回路は、前記第１温度調節デバイスへ供給される前記電力を、検知された前記
主電気エネルギー蓄積デバイスの電気的特性の少なくとも１つに少なくとも部分的に基づ
いて制御する、請求項１に記載の電源システム。
【請求項１０】
前記制御回路は、前記トラクション電動モータの電気的特性の少なくとも１つを検知す
るように結合された電圧センサと電流センサの少なくとも一方を含んでおり、
前記制御回路は、前記複数の温度調節デバイスのうちの第３温度調節デバイスへ供給さ
れる前記電力を、検知された前記トラクション電動モータの電気的特性の少なくとも１つ
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に少なくとも部分的に基づいて制御する、請求項１に記載の電源システム。
【請求項１１】
前記制御回路は、前記トラクション電動モータの駆動軸の回転速度を検知するように結
合された回転センサを含んでおり、
前記制御回路は、前記複数の温度調節デバイスのうちの第３温度調節デバイスへ供給さ
れる前記電力を、検知された前記トラクション電動モータの駆動軸の回転速度に少なくと
も部分的に基づいて制御する、請求項１に記載の電源システム。
【請求項１２】
前記制御回路は、前記トラクション電動モータの少なくとも近傍の温度を検知するよう
に配置された少なくとも１つの温度センサを含んでおり、
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前記制御回路は、前記複数の温度調節デバイスのうちの第３温度調節デバイスへ供給さ
れる前記電力を、検知された前記トラクション電動モータの少なくとも近傍の温度に少な
くとも部分的に基づいて制御する、請求項１に記載の電源システム。
【請求項１３】
前記整流器は、前記制動モードにおける動作時に前記トラクション電動モータにより生
成された交流（ＡＣ）を直流（ＤＣ）に整流するように結合されている、請求項１に記載
の電源システム。
【請求項１４】
前記少なくとも１つのＤＣ／ＤＣコンバータは、前記第２温度調節デバイスと電気的に
結合されており、前記少なくとも１つのＤＣ／ＤＣコンバータは、前記第２温度調節デバ
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イスと前記電源システムにおける他のコンポーネントの少なくとも１つとの間で送受され
る電力の電位を変更するように動作可能である、請求項１３に記載の電源システム。
【請求項１５】
前記制御回路は、前記整流器と前記少なくとも１つのＤＣ／ＤＣコンバータの少なくと
も一方の少なくとも近傍の温度を検知するように配置された少なくとも１つの温度センサ
を含んでおり、
前記制御回路は、前記第２温度調節デバイスへ供給される前記電力を、検知された前記
整流器と前記ＤＣ／ＤＣコンバータの少なくとも一方の少なくとも近傍の温度に少なくと
も部分的に基づいて制御する、請求項１４に記載の電源システム。
【請求項１６】
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前記トラクション電動モータにより生成された電気エネルギーが前記複数の温度調節デ
バイスの定格電力に近づくと生成された当該電力を熱として散逸するように、選択的かつ
電気的に結合された熱散逸抵抗をさらに含んでいる、請求項１に記載の電源システム。
【請求項１７】
トラクション電動モータを有する車両用の電源システムを動作させる方法であって、
駆動モードにおいて、主電気エネルギー蓄積デバイスから前記車両の前記トラクション
電動モータへ電力を供給し、
前記トラクション電動モータにより生成された電力を複数の温度調節デバイスへ供給し
、
前記主電気エネルギー蓄積デバイスの温度を調節するために前記複数の温度調節デバイ
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スが動作されるべき熱伝達率と前記複数の温度調節デバイスへ供給される電力のレベルを
決定し、
制動モードにおいて回生的に動作される前記トラクション電動モータにより生成された
前記レベルの電力を、前記複数の温度調節デバイスへ供給させ、
前記複数の温度調節デバイスを決定された前記熱伝達率で動作させ、
前記電力の供給に応じて前記複数の温度調節デバイスのうちの第１温度調節デバイスに
より少なくとも前記主電気エネルギー蓄積デバイスの温度を調節し、
検知された電力コンバータの少なくとも近傍の温度を示す信号を受信し、
検知された前記電力コンバータの少なくとも近傍の温度に少なくとも部分的に基づいて
、前記電力コンバータを冷却すべく電力を前記複数の温度調節デバイスのうちの第２温度
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調節デバイスへ供給する、方法。
【請求項１８】
前記主電気エネルギー蓄積デバイスから前記車両の前記トラクション電動モータへ電力
を供給するにあたり、少なくとも１つの二次化学電池セルから電力を供給する、請求項１
７に記載の方法。
【請求項１９】
前記トラクション電動モータにより生成された電力を前記複数の温度調節デバイスへ供
給するにあたり、ペルチェ素子へ電力を供給する、請求項１７に記載の方法。
【請求項２０】
前記トラクション電動モータにより生成された電力を前記複数の温度調節デバイスへ供
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給するにあたり、前記主電気エネルギー蓄積デバイスを介して電力を供給する、請求項１
７に記載の方法。
【請求項２１】
前記トラクション電動モータにより生成された電力を前記複数の温度調節デバイスへ供
給するにあたり、前記トラクション電動モータに電力を供給する前記主電気エネルギー蓄
積デバイスとは異なる副電気エネルギー蓄積デバイスを介して電力を供給する、請求項１
７に記載の方法。
【請求項２２】
前記トラクション電動モータにより生成された電力を前記複数の温度調節デバイスへ供
給するにあたり、エネルギー蓄積デバイスを介することなく、前記複数の温度調節デバイ
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スへ直接に電力を供給する、請求項１７に記載の方法。
【請求項２３】
前記主電気エネルギー蓄積デバイスの少なくとも近傍の温度を検知するように配置され
た少なくとも１つの温度センサから、検知された温度を示す信号を受信し、
検知された前記温度に少なくとも部分的に基づいて、電力を前記複数の温度調節デバイ
スへ供給する、請求項１７に記載の方法。
【請求項２４】
前記主電気エネルギー蓄積デバイスの電気的特性の少なくとも１つを検知するように結
合された電圧センサと電流センサの少なくとも一方から、検知された前記主電気エネルギ
ー蓄積デバイスの電気的特性の少なくとも１つを示す信号を受信し、
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検知された前記主電気エネルギー蓄積デバイスの電気的特性の少なくとも１つに少なく
とも部分的に基づいて、電力を前記複数の温度調節デバイスへ供給する、請求項１７に記
載の方法。
【請求項２５】
前記トラクション電動モータの電気的特性の少なくとも１つを検知するように結合され
た電圧センサと電流センサの少なくとも一方から、検知された前記トラクション電動モー
タの電気的特性の少なくとも１つを示す信号を受信し、
検知された前記トラクション電動モータの電気的特性の少なくとも１つに少なくとも部
分的に基づいて、電力を前記複数の温度調節デバイスへ供給する、請求項１７に記載の方
法。
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【請求項２６】
前記トラクション電動モータの駆動軸の回転速度を検知するように結合された回転セン
サから、検知された前記トラクション電動モータの駆動軸の回転速度を示す信号を受信し
、
検知された前記トラクション電動モータの駆動軸の回転速度に少なくとも部分的に基づ
いて、電力を前記複数の温度調節デバイスへ供給する、請求項１７に記載の方法。
【請求項２７】
前記トラクション電動モータの少なくとも近傍の温度を検知するように配置された少な
くとも１つの温度センサから、検知された前記トラクション電動モータの少なくとも近傍
の温度を示す信号を受信し、
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検知された前記トラクション電動モータの少なくとも近傍の温度に少なくとも部分的に
基づいて、電力を前記複数の温度調節デバイスへ供給する、請求項１７に記載の方法。
【請求項２８】
トラクション電動モータを有する車両用の電源システムを動作させる方法であって、
駆動モードにおいて、主電気エネルギー蓄積デバイスから前記車両の前記トラクション
電動モータへ電力を供給し、
制動モードにおいて、回生的に動作する前記トラクション電動モータにより電力を生成
し、
前記トラクション電動モータにより生成された電力を複数の温度調節デバイスへ供給し
、
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少なくとも前記主電気エネルギー蓄積デバイスの温度を、供給された前記電力に応じて
前記複数の温度調節デバイスのうちの第１温度調節デバイスにより調節し、
検知された電力コンバータの少なくとも近傍の温度を示す信号を受信し、
検知された前記電力コンバータの少なくとも近傍の温度に少なくとも部分的に基づいて
、前記電力コンバータを冷却すべく電力を前記複数の温度調節デバイスのうちの第２温度
調節デバイスへ供給する、方法。
【請求項２９】
車両用の電源システムであって、
前記車両の少なくとも１つのトラクション車輪を駆動すべく結合されたトラクション電
動モータと、
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前記トラクション電動モータを駆動する主電気エネルギー蓄積デバイスと、
前記主電気エネルギー蓄積デバイスの少なくとも近傍の温度を調節するように配置およ
び動作可能とされた、複数の温度調節デバイスのうちの第１温度調節デバイスと、
前記主電気エネルギー蓄積デバイスの温度を調節するために、制動モードにおいて回生
的に動作される前記トラクション電動モータにより生成された電力を、前記第１温度調節
デバイスへ供給する制御回路と、
を備えており、
前記制御回路は、電力コンバータの少なくとも近傍の温度を検知するように配置された
少なくとも１つの温度センサを含んでおり、
前記制御回路は、前記検知された温度に少なくとも部分的に基づいて、前記電力を前記
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複数の温度調節デバイスのうちの第２温度調節デバイスへ供給する、電源システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本出願は、発明の名称が「電池などの電力蓄積デバイスを回収し、充電し、分配する装
置、方法、および物品」とされ、２０１１年７月２６日に出願された米国仮特許出願６１
／５１１，９００号（代理人整理番号１７０１７８．４０１Ｐ１）の、合衆国法典第３５
巻第１１９条ｅ項に基づく出願日の利益を主張する。
本出願は、発明の名称が「電池などの電力蓄積デバイスを回収し、充電し、分配する装
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置、方法、および物品」とされ、２０１２年５月１６日に出願された米国仮特許出願６１
／６４７，９３６号（代理人整理番号１７０１７８．４０１Ｐ２）の、合衆国法典第３５
巻第１１９条ｅ項に基づく出願日の利益を主張する。
本出願は、発明の名称が「回収・充電・分配機の間で電池などの電力蓄積デバイスを再
分配する装置、方法、および物品」とされ、２０１１年９月１４日に出願された米国仮特
許出願６１／５３４，７５３号（代理人整理番号１７０１７８．４０２Ｐ１）の、合衆国
法典第３５巻第１１９条ｅ項に基づく出願日の利益を主張する。
本出願は、発明の名称が「電池などの電力蓄積デバイスを認証し、保障し、制御する装
置、方法、および物品」とされ、２０１１年９月１４日に出願された米国仮特許出願６１
／５３４，７６１号（代理人整理番号１７０１７８．４０３Ｐ１）の、合衆国法典第３５
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巻第１１９条ｅ項に基づく出願日の利益を主張する。
本出願は、発明の名称が「ユーザプロフィールに基づいて電池などの電力蓄積デバイス
を認証し、保障し、制御する装置、方法、および物品」とされ、２０１１年９月１４日に
出願された米国仮特許出願６１／５３４，７７２号（代理人整理番号１７０１７８．４０
４Ｐ１）の、合衆国法典第３５巻第１１９条ｅ項に基づく出願日の利益を主張する。
本出願は、発明の名称が「電動車両におけるコンポーネントの熱管理」とされ、２０１
１年７月２６日に出願された米国仮特許出願６１／５１１，８８７号（代理人整理番号１
７０１７８．４０６Ｐ１）の、合衆国法典第３５巻第１１９条ｅ項に基づく出願日の利益
を主張する。
本出願は、発明の名称が「電動車両におけるコンポーネントの熱管理」とされ、２０１
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２年５月１６日に出願された米国仮特許出願６１／６４７，９４１号（代理人整理番号１
７０１７８．４０６Ｐ２）の、合衆国法典第３５巻第１１９条ｅ項に基づく出願日の利益
を主張する。
本出願は、発明の名称が「ベストエフォートエコノミーのための車両動作の動的制限」
とされ、２０１１年７月２６日に出願された米国仮特許出願６１／５１１，８８０号（代
理人整理番号１７０１７８．４０７Ｐ１）の、合衆国法典第３５巻第１１９条ｅ項に基づ
く出願日の利益を主張する。
本出願は、発明の名称が「車両における電力蓄積デバイスを物理的に保障する装置、方
法、および物品」とされ、２０１１年１１月８日に出願された米国仮特許出願６１／５５
７，１７０号（代理人整理番号１７０１７８．４０８Ｐ１）の、合衆国法典第３５巻第１
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１９条ｅ項に基づく出願日の利益を主張する。
本出願は、発明の名称が「電力蓄積デバイスコンパートメントのための装置、方法、お
よび物品」とされ、２０１１年１２月２９日に出願された米国仮特許出願６１／５８１，
６６６号（代理人整理番号１７０１７８．４１２Ｐ１）の、合衆国法典第３５巻第１１９
条ｅ項に基づく出願日の利益を主張する。
本出願は、発明の名称が「車両診断データを提供する装置、方法、および物品」とされ
、２０１２年２月２１日に出願された米国仮特許出願６１／６０１，４０４号（代理人整
理番号１７０１７８．４１７Ｐ１）の、合衆国法典第３５巻第１１９条ｅ項に基づく出願
日の利益を主張する。
本出願は、発明の名称が「電力蓄積デバイスの回収・充電・分配機の位置を提供する装
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置、方法、および物品」とされ、２０１２年２月２２日に出願された米国仮特許出願６１
／６０１，９４９号（代理人整理番号１７０１７８．４１８Ｐ１）の、合衆国法典第３５
巻第１１９条ｅ項に基づく出願日の利益を主張する。
本出願は、発明の名称が「電力蓄積デバイスの回収・充電・分配機における電力蓄積デ
バイスの利用可能性に係る情報を提供する装置、方法、および物品」とされ、２０１２年
２月２２日に出願された米国仮特許出願６１／６０１，９５３号（代理人整理番号１７０
１７８．４１９Ｐ１）の、合衆国法典第３５巻第１１９条ｅ項に基づく出願日の利益を主
張する。
【０００２】
本開示は、概して電動モータを原動機またはトラクションモータとして用いる車両に関
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する。特に本開示は、このような車両で用いられる充電式電気エネルギー蓄積デバイス（
二次電池、スーパーキャパシタ、ウルトラキャパシタなど）と他のコンポーネント（電力
コンバータ、制御回路など）の少なくとも一方の熱管理に関する。
【背景技術】
【０００３】
ハイブリッドおよび全電気式の車両は、従来の内燃エンジン車両を超えるいくつかの利
点を達成できる。例えば、ハイブリッドまたは電気自動車は、高い燃費を達成でき、排気
管汚染を抑制（全廃すら）できる。特に、全電気式車両は排気管汚染が皆無であるだけで
なく、全体的な汚染の低減にも関連しうる。例えば、電力は再生可能な供給源（太陽光、
水力など）から発生されうる。また例えば、空気汚染を全く発生させない発電所（原子力
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発電所など）で電力が発生されうる。また例えば、比較的「燃焼がクリーンな」の燃料（
天然ガスなど）を燃焼する発電所で電力が発生されうる。当該燃料は、内燃エンジンより
も高い効率を有するが、汚染管理除去システム（工業用空気集塵器など）を利用する場合
がある。当該システムは、大型でコスト高であり、個別車両での使用には高価すぎる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
燃焼エンジンにより動力供給されるスクータやモータバイクなどの個人輸送車両は、多
くの場所、例えばアジアの多くの大都市では随所に見られる。このようなスクータやモー
タバイクは、特に自動車、車、またはトラックと比較して低価格の傾向がみられる。また
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、非常に多数の燃焼エンジンスクータやモータバイクが見られる都市は、汚染が非常に深
刻で高レベルの大気汚染に見舞われる傾向がある。多くの燃焼エンジンスクータやモータ
バイクは、新車のときには、個人輸送汚染源としては比較的低いレベルになる装備とされ
ている。例を挙げると、このようなスクータやモータバイクは、大型車両よりも高い走行
距離評価を得ている。このようなスクータやモータバイクは、基本的な汚染管理装置（触
媒コンバータなど）を備えることがある。残念なことに、スクータやモータバイクが使用
されても保守が行われないと、あるいは、スクータやモータバイクが例えば意図的または
非意図的な触媒コンバータの取り外しにより改造されると、工場指定の排出レベルをすぐ
に超えてしまう。スクータやモータバイクの所有者または運転者は、自分の車両の保守を
行う資金も動機も持ち合わせていないことが多い。
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【０００５】
空気汚染は人の健康にマイナスの影響を及ぼし、様々な病気の発生または悪化に関わる
ことが知られている。例えば、多くの報告書では、空気汚染を、肺気腫、喘息、肺炎、お
よび嚢胞性繊維症だけでなく、様々な心循環器系の病気に関連付けている。このような病
気は多数の生命を奪い、その他の無数の人々の生活の質を著しく低下させる。
【０００６】
内燃エンジン式をゼロ排出式で代えることは、空気の質、ひいては多くの者の健康に多
大な恩恵をもたらしうる。
【０００７】
全電気式車両のゼロ排出による恩恵が望まれる一方で、全電気式車両の普及は遅れてい
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る。その理由の１つは、性能（特に、通常は電池と称される二次化学電池セルアレイ、す
なわち再充電可能な主電源の性能）に明らかに関連している。別の理由としては、トラク
ション車輪を駆動するトラクション電動モータに主電源を結合する回路の性能に明らかに
関連している。そのような回路は、少なくとも１つの電力コンバータを含むことが一般的
である。電力コンバータの例としては、ＤＣ／ＤＣ電力コンバータ（昇圧、降圧など）、
広くインバータと称されるＤＣ／ＡＣ電力コンバータ、広く整流器と称されるＡＣ／ＤＣ
電力コンバータが挙げられる。これらのコンポーネントの性能は、当該コンポーネントの
温度と当該コンポーネントが曝される環境温度の少なくとも一方に顕著な影響を受けうる
。例えば、電池の充放電は、温度に顕著な影響を受けうる。同様に、電力コンバータにお
ける多くのコンポーネント（トランジスタ、キャパシタなど）の動作は、温度に顕著な影
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響を受けうる。また、これらのコンポーネントは、動作中に比較的多量の熱を放出するこ
とが一般的である。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本明細書に記載のアプローチは、とりわけ非常に混雑した市街地や資金の限られた人々
にゼロ排出技術の普及が限られている問題に対処しうるものである。
【０００９】
例えば、本明細書に記載のアプローチの幾つかは、電動車両における電気エネルギー蓄
積デバイス（例えば、バッテリ、スーパーあるいはウルトラキャパシタ）、電力コンバー
タ、制御回路などの様々なコンポーネントの熱管理を行なう効率的なシステムおよび方法
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を採用するものである。当該システムおよび方法は、能動型温度調節デバイス（ペルチェ
素子など）を用いうる。好ましくは、当該デバイスは、回生制動時においてトラクション
電動モータにより生成された電気エネルギーを用いて駆動されうる。これに加えてあるい
は代えて、温度調節は、少なくとも１つのコンポーネントと当該コンポーネントの周囲環
境に対する加熱あるいは熱伝達を含みうる。当該調節は、様々な因子や条件（例えば、検
知された温度、検知された電流、検知された電圧、検知された回転速度）に基づきうる。
【００１０】
車両用の電源システムは、前記車両の少なくとも１つのトラクション車輪を駆動すべく
結合されたトラクション電動モータと、前記トラクション電動モータを駆動する主電気エ
ネルギー蓄積デバイスと、前記主電気エネルギー蓄積デバイスの少なくとも近傍の温度を
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調節するように配置および動作可能とされた少なくとも１つの温度調節デバイスと、制動
モードにおいて回生的に動作される前記トラクション電動モータにより生成された電力を
、前記主電気エネルギー蓄積デバイスの温度を調整すべく前記温度調節デバイスへ供給さ
せる制御回路と、を備えているものとされうる。
【００１１】
前記制御回路は、駆動モードにおいて、前記主電気エネルギー蓄積デバイスから前記ト
ラクション電動モータへ電力を供給させうる。前記主電気エネルギー蓄積デバイスは、少
なくとも１つの二次化学電池セルを含みうる。
前記少なくとも１つの温度調節デバイスは、少なくとも１つのペルチェ効果素子を含み
うる。
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前記制御回路は、前記トラクション電動モータにより生成された電力を、前記主電気エ
ネルギー蓄積デバイスを介して前記温度調節デバイスへ供給させうる。
【００１２】
前記電源システムは、副電気エネルギー蓄積デバイスをさらに備えうる。この場合、前
記制御回路は、前記トラクション電動モータにより生成された電力を、前記副電気エネル
ギー蓄積デバイスを介して前記温度調節デバイスへ供給させる。
前記制御回路は、前記トラクション電動モータにより生成された電力を、エネルギー蓄
積デバイスを介することなく、直接に前記温度調節デバイスへ供給させうる。
前記制御回路は、前記主電気エネルギー蓄積デバイスの少なくとも近傍の温度を検知す
るように配置された少なくとも１つの温度センサを含みうる。この場合、前記制御回路は
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、前記少なくとも１つの温度調節デバイスへ供給される前記電力を、検知された前記温度
に少なくとも部分的に基づいて制御する。
前記制御回路は、前記主電気エネルギー蓄積デバイスの電気的特性の少なくとも１つを
検知するように結合された電圧センサと電流センサの少なくとも一方を含みうる。この場
合、前記制御回路は、前記少なくとも１つの温度調節デバイスへ供給される前記電力を、
検知された前記主電気エネルギー蓄積デバイスの電気的特性の少なくとも１つに少なくと
も部分的に基づいて制御する。
前記制御回路は、前記トラクション電動モータの電気的特性の少なくとも１つを検知す
るように結合された電圧センサと電流センサの少なくとも一方を含みうる。この場合、前
記制御回路は、前記少なくとも１つの温度調節デバイスへ供給される前記電力を、検知さ
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れた前記トラクション電動モータの電気的特性の少なくとも１つに少なくとも部分的に基
づいて制御する。
前記制御回路は、前記トラクション電動モータの駆動軸の回転速度を検知するように結
合された回転センサを含みうる。この場合、前記制御回路は、前記少なくとも１つの温度
調節デバイスへ供給される前記電力を、検知された前記トラクション電動モータの駆動軸
の回転速度に少なくとも部分的に基づいて制御する。
前記制御回路は、前記トラクション電動モータの少なくとも近傍の温度を検知するよう
に配置された少なくとも１つの温度センサを含みうる。この場合、前記制御回路は、前記
少なくとも１つの温度調節デバイスへ供給される前記電力を、検知された前記トラクショ
ン電動モータの少なくとも近傍の温度に少なくとも部分的に基づいて制御する。
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前記制御回路は、前記制動モードにおける動作時に前記トラクション電動モータにより
生成された交流（ＡＣ）を直流（ＤＣ）に整流するように結合された整流器を含みうる。
前記制御回路は、前記少なくとも１つの温度調節デバイスと電気的に結合された少なく
とも１つのＤＣ／ＤＣコンバータを含んでおり、当該ＤＣ／ＤＣコンバータは、前記少な
くとも１つの温度調節デバイスと前記電源システムにおける他のコンポーネントの少なく
とも１つとの間で送受される電力の電位を変更するように動作可能でありうる。
前記制御回路は、前記整流器と前記ＤＣ／ＤＣコンバータの少なくとも一方の少なくと
も近傍の温度を検知するように配置された少なくとも１つの温度センサを含みうる。この
場合、前記制御回路は、前記少なくとも１つの温度調節デバイスへ供給される前記電力を
、検知された前記前記整流器と前記ＤＣ／ＤＣコンバータの少なくとも一方の少なくとも
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近傍の温度に少なくとも部分的に基づいて制御する。
前記少なくとも１つの温度調節デバイスの１つは、前記整流器、前記ＤＣ／ＤＣコンバ
ータ、および前記制御回路の１つの少なくとも近傍の温度を調節するように配置および動
作可能とされうる。
【００１３】
前記電源システムは、前記トラクション電動モータにより生成された電気エネルギーが
前記少なくとも１つの温度調節デバイスの定格電力に近づくと生成された当該電力を熱と
して散逸するように、選択的かつ電気的に結合された熱散逸抵抗をさらに含みうる。
【００１４】
トラクション電動モータを有する車両用の電源システムを動作させる方法は、駆動モー
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ドにおいて、主電気エネルギー蓄積デバイスから前記車両の前記トラクション電動モータ
へ電力を供給し、制動モードにおいて、回生的に動作する前記トラクション電動モータに
より電力を生成し、前記トラクション電動モータにより生成された電力を温度調節デバイ
スへ供給し、少なくとも前記主電気エネルギー蓄積デバイスの温度を、供給された前記電
力に応じて前記温度調節デバイスにより調節するものとされうる。
主電気エネルギー蓄積デバイスから前記車両の前記トラクション電動モータへ電力を供
給するにあたり、少なくとも１つの二次化学電池セルから電力を供給できる。
前記トラクション電動モータにより生成された電力を温度調節デバイスへ供給するにあ
たり、少なくとも１つのペルチェ素子へ電力を供給できる。
前記トラクション電動モータにより生成された電力を温度調節デバイスへ供給するにあ
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たり、前記主電気エネルギー蓄積デバイスを介して電力を供給できる。
前記トラクション電動モータにより生成された電力を温度調節デバイスへ供給するにあ
たり、前記トラクション電動モータに電力を供給する前記主電気エネルギー蓄積デバイス
とは異なる副電気エネルギー蓄積デバイスを介して電力を供給できる。
前記トラクション電動モータにより生成された電力を温度調節デバイスへ供給するにあ
たり、エネルギー蓄積デバイスを介することなく、前記温度調節デバイスへ直接に電力を
供給できる。
【００１５】
さらに前記方法においては、前記主電気エネルギー蓄積デバイスの少なくとも近傍の温
度を検知するように配置された少なくとも１つの温度センサから、検知された温度を示す
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信号を受信できる。この場合、検知された前記温度に少なくとも部分的に基づいて、電力
を前記少なくとも１つの温度調節デバイスへ供給する。
【００１６】
さらに前記方法においては、前記主電気エネルギー蓄積デバイスの電気的特性の少なく
とも１つを検知するように結合された電圧センサと電流センサの少なくとも一方から、検
知された前記主電気エネルギー蓄積デバイスの電気的特性の少なくとも１つを示す信号を
受信できる。この場合、検知された前記主電気エネルギー蓄積デバイスの電気的特性の少
なくとも１つに少なくとも部分的に基づいて、電力を前記少なくとも１つの温度調節デバ
イスへ供給する。
【００１７】
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さらに前記方法においては、前記トラクション電動モータの電気的特性の少なくとも１
つを検知するように結合された電圧センサと電流センサの少なくとも一方から、検知され
た前記トラクション電動モータの電気的特性の少なくとも１つを示す信号を受信できる。
この場合、検知された前記トラクション電動モータの電気的特性の少なくとも１つに少な
くとも部分的に基づいて、電力を前記少なくとも１つの温度調節デバイスへ供給する。
【００１８】
さらに前記方法においては、前記トラクション電動モータの駆動軸の回転速度を検知す
るように結合された回転センサから、検知された前記トラクション電動モータの駆動軸の
回転速度を示す信号を受信できる。この場合、検知された前記トラクション電動モータの
駆動軸の回転速度に少なくとも部分的に基づいて、電力を前記少なくとも１つの温度調節
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デバイスへ供給する。
【００１９】
さらに前記方法においては、前記トラクション電動モータの少なくとも近傍の温度を検
知するように配置された少なくとも１つの温度センサから、検知された前記トラクション
電動モータの少なくとも近傍の温度を示す信号を受信できる。この場合、検知された前記
トラクション電動モータの少なくとも近傍の温度に少なくとも部分的に基づいて、電力を
前記少なくとも１つの温度調節デバイスへ供給する。
【００２０】
さらに前記方法においては、検知された電力コンバータの少なくとも近傍の温度を示す
信号を受信できる。この場合、検知された前記電力コンバータの少なくとも近傍の温度に

10

少なくとも部分的に基づいて、前記電力コンバータを冷却すべく電力を前記少なくとも１
つの温度調節デバイスへ供給する。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
図面においては、同一の参照番号は同一または同等の要素または動作を指す。図面にお
ける各要素の大きさと位置関係は、必ずしも実際の縮尺比で描かれたものではない。例え
ば、様々な要素の形状と角度は、実際の縮尺比で描かれていない。これら要素の幾つかは
任意に拡大され、視認性が向上するように配置されている。また、図示された要素の特定
の形状は、当該要素の実際の形状についての情報を与えるものではなく、図面における認
識を容易にするために選択されているに過ぎない。

20

【００２２】
【図１】様々なコンポーネントや構造を含みうる、非限定的な一実施形態例に係る電動ス
クータまたはモータバイクを一部分解して示す斜視図である。
【図２】非限定的な一実施形態例に係る図１の電動スクータまたはモータバイクにおける
コンポーネントや構造の幾つかを示すブロック図である。
【図３】非限定的な別実施形態例に係る図１の電動スクータまたはモータバイクにおける
コンポーネントや構造の幾つかを示すブロック図である。
【図４】非限定的な一実施形態例に係る熱管理を実施すべく図２と図３のコンポーネント
や構造を動作させる上位方法を示すフロー図である。
【図５】非限定的な一実施形態例に係る熱管理を実施すべく図２と図３のコンポーネント
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や構造を動作させる下位方法を示すフロー図である。当該方法は、主電気エネルギー蓄積
デバイスから温度調節デバイスへ電力を供給する。当該方法は、図４の方法を実行するの
に役立つ。
【図６】非限定的な一実施形態例に係る熱管理を実施すべく図２と図３のコンポーネント
や構造を動作させる下位方法を示すフロー図である。当該方法は、副電気エネルギー蓄積
デバイスから温度調節デバイスへ電力を供給する。当該方法は、図４の方法を実行するの
に役立つ。
【図７】非限定的な一実施形態例に係る熱管理を実施すべく図２と図３のコンポーネント
や構造を動作させる下位方法を示すフロー図である。当該方法は、介在する電気エネルギ
ー蓄積デバイスを用いることなく、トラクション電動モータから温度調節デバイスへ直接
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電力を供給する。当該方法は、図４の方法を実行するのに役立つ。
【図８】非限定的な一実施形態例に係る熱管理を実施すべく図２と図３のコンポーネント
や構造を動作させる下位方法を示すフロー図である。当該方法は、主電気エネルギー蓄積
デバイスの動作特性を示す信号を受信し、少なくとも部分的に当該受信信号に基づいて温
度調節デバイスを制御する。当該方法は、図４の方法を実行するのに役立つ。
【図９】非限定的な一実施形態例に係る熱管理を実施すべく図２と図３のコンポーネント
や構造を動作させる下位方法を示すフロー図である。当該方法は、トラクション電動モー
タの動作特性を示す信号を受信し、少なくとも部分的に当該受信信号に基づいて温度調節
デバイスを制御する。当該方法は、図４の方法を実行するのに役立つ。
【図１０】非限定的な一実施形態例に係る熱管理を実施すべく図２と図３のコンポーネン
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トや構造を動作させる下位方法を示すフロー図である。当該方法は、電源回路と制御回路
少なくとも一方の動作特性を示す信号を受信し、少なくとも部分的に当該受信信号に基づ
いて温度調節デバイスを制御する。当該方法は、図４の方法を実行するのに役立つ。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
以下の説明では、開示される様々な実施形態の完全な理解を提供するために、幾つかの
特定構成の詳細が示される。しかしながら、これら特定構成の詳細の少なくとも１つを伴
わずに、または他の方法、コンポーネント、材料などでも実施形態が成立しうることは、
当業者にとって明らかである。実施形態の説明を不必要に判り難くするのを避けるために
、周知の構造を詳細に図示あるいは説明しない場合がある。周知の構造とは、自動販売機
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、電池、スーパーキャパシタまたはウルトラキャパシタ、電力コンバータ、およびネット
ワークに関するものである。電力コンバータは、変圧器、整流器、ＤＣ／ＤＣ電力コンバ
ータ、スイッチモード電力コンバータ、コントローラ、および通信システムを少なくとも
含むものである。
【００２４】
明細書、および後続する特許請求の範囲を通じて、文脈上断りのない限り、「備える」
という語およびその変化形（備え、備えているなど）は、「少なくとも含む」という非限
定的な意味を持つと解釈される。
【００２５】
明細書を通じて用いられている「一実施形態」という表記は、当該実施形態について記
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載された特定の特徴、構造、あるいは特性が、少なくとも１つの実施形態に含まれている
ことを意味する。よって、本明細書を通じて様々な箇所で「一実施形態において」という
表現が現れても、必ずしも同じ実施形態を指すものではない。
【００２６】
第１、第２、および第３などの序数の使用は、順序付けを示唆するものというよりは、
多数の動作や構造の対象を区別しうるものに過ぎない。
【００２７】
ポータブル電力蓄積デバイスまたは電気エネルギー蓄積デバイスという表記は、電池、
スーパーまたはウルトラキャパシタを少なくとも含む、電力を蓄積および放出可能なデバ
イスを意味する。電池という表記は、少なくとも１つの化学的電力蓄積池（例えばニッケ
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ルカドミウム合金またはリチウムイオン電池）を少なくとも含む充電式電池または二次電
池を意味する。
【００２８】
本明細書に挙げられる見出し、および要約書は便宜上のものに過ぎず、実施形態の範囲
や意味の解釈を与えるものではない。
【００２９】
図１は、個人輸送用電動車両を示している。具体的な一実施形態によれば、当該車両は
、電動スクータまたはモータバイク１００の形態をとる。
【００３０】
上記のように、燃焼エンジンスクータおよびモータバイクは、例えばアジア、ヨーロッ
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パ、および中東の大都市では一般的である。車両の主動力源または一次動力源としての電
力蓄積デバイス（二次電池など）の使用に関係する性能または効率の問題に対処できれば
、内燃エンジンスクータおよびモータバイクの代わりに全電気式のスクータおよびモータ
バイク１０８の使用が助長され、空気汚染の緩和だけでなく騒音の低減が促進されうる。
【００３１】
電動スクータまたはモータバイク１００は、フレーム１０２と、車輪１０４ａ、１０４
ｂ（まとめて１０４）と、ハンドルバー１０６とを備えている。ハンドルバー１０６は、
スロットル１０８と、ブレーキレバー１１０と、方向指示器スイッチ１１２等のユーザ制
御手段を備えている。これらの全ては、従来構成のものでありうる。電動スクータまたは
モータバイク１００は、電源システム１１４も含みうる。電源システム１１４は、少なく
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とも一つの車輪１０４ｂを駆動するように結合されたトラクション電動モータ１１６と、
少なくともトラクション電動モータ１１６に供給するための電力を蓄積する少なくとも１
つの主電力蓄積デバイス１１８と、少なくとも主電力蓄積デバイス１１８とトラクション
電動モータ１１６との間の電力配分を制御する制御回路１２０とを含んでいる。
【００３２】
トラクション電力モータ１１６は様々な形態を取りうるが、永久磁石誘導モータが普通
である。永久磁石誘導モータは、予想される負荷を所望の速度および加速度で駆動するの
に充分な動力（ワットまたは馬力）とトルクとを発生させることが可能とされている。ト
ラクション電動モータ１１６は、駆動モードに加えて回生制動モードでも動作することが
可能な従来の電動モータでありうる。駆動モードにおいて、トラクション電動モータは、
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電力を消費して車輪を駆動する。回生制動モードにおいて、トラクション電動モータは、
発電機として動作する。これにより、トラクション電動モータは、車輪の回転に応じて電
流を生成し、車両を減速する制動作用を生み出す。
【００３３】
主電気エネルギー蓄積デバイス１１８は、例えば電池（電池セルのアレイなど）、ある
いはスーパーまたはウルトラキャパシタ（ウルトラキャパシタセルのアレイなど）などの
、様々な形態を取りうる。例えば、電気エネルギー蓄積デバイス１１８は、充電式電池（
つまり二次セルまたは電池）の形態を取りうる。電気エネルギー蓄積デバイス１１８は、
例えば、全電気式スクータまたはモータバイク１００などの個人輸送用電動車両に対して
物理的に設置されて給電を行なう大きさとされうる。また、電気エネルギー蓄積デバイス
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１１８は、置換または交換を容易にするためポータブルでありうる。輸送の用途により課
せられる可能性のある需要を考慮すると、主電気エネルギー蓄積デバイス１１８は、少な
くとも１つの化学電池セルの形態を取りうる。
【００３４】
電気エネルギー蓄積デバイス１１８は、その外部からアクセス可能な幾つかの電気端子
１２２ａ，１２２ｂ（２個が図示されており、まとめて１２２）を備えうる。電気端子１
２２は、電気エネルギー蓄積デバイス１１８から電荷を導出するだけでなく、電気エネル
ギー蓄積デバイス１１８を充電または再充電するために電荷を導入することを可能にする
。図１には柱体として図示されているが、電気端子１２２は、電池ハウジングのスロット
内に配置される電気端子を含め、電気エネルギー蓄積デバイス１１８の外部からアクセス
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可能な他のいかなる形態も取りうる。
【００３５】
以下で、より詳しく図示および説明されるように、制御回路１２０は、特に電気エネル
ギー蓄積デバイス１１８とトラクション電動モータ１１６との間における電力の移動を変
更、調節、および制御するための様々なコンポーネントを含む。
【００３６】
図２は、具体的な一実施形態に係る電動スクータまたはモータバイク１００の一部を示
している。図２は、特に電力を供給するために電気エネルギー蓄積デバイス１１８を利用
する実施形態を示している。当該電力は、トラクション電動モータ１１６により発生され
る。トラクション電動モータ１１６は、幾つかの温度調節デバイス（まとめて２００）を
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介して様々なコンポーネント（電気エネルギー蓄積デバイス１１８や回路など）の温度を
調節または制御するために使用される。
【００３７】
図示されているように、トラクション電動モータ１１６は、電動スクータまたはモータ
バイク１００の少なくとも１つの車輪１０４ｂを駆動するために、直接的あるいは間接的
に結合されるシャフト２０２を備えている。図示を省略するが、トランスミッション（チ
ェーン、ギヤ、ユニバーサルジョイントなど）が利用されうる。
【００３８】
制御回路１２０は、様々な形態を取りうる。制御回路は、コントローラ２０４、少なく
とも１つの電力コンバータ２０６ａ〜２０６ｅ（５個を図示）、スイッチＳＷ１〜ＳＷ３
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（３個を図示）、およびセンサＳＴＢ，ＳＶＢ、ＳＩＢ，ＳＴＣ，ＳＶＣ，ＳＩＣ，ＳＴ
Ｍ，ＳＶＭ，ＳＩＭ，ＳＲＭの少なくとも１つを備えうる。

【００３９】
図２に示されているように、制御回路１２０は、第１ＤＣ／ＤＣ電力コンバータ２０６
ａを備えうる。第１ＤＣ／ＤＣ電力コンバータ２０６ａは、駆動モードまたは設定におい
て、トラクション電動モータ１１６により生成された電力を供給するように電気エネルギ
ー蓄積デバイス１１８に結合される。第１ＤＣ／ＤＣ電力コンバータ２０６ａは、電気エ
ネルギー蓄積デバイス１１８からの電力の電圧を、トラクション電動モータ１１６を駆動
するのに充分なレベルまで上昇させる。第１ＤＣ／ＤＣ電力コンバータ２０６ａは、様々
な形態を取りうる。例えば、スイッチモードにおける安定化機能の有無や絶縁の要否は問
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われない。例えば、第１ＤＣ／ＤＣ電力コンバータ２０６ａは、安定化昇圧型スイッチモ
ード電力コンバータ、又は昇圧降圧型スイッチモード電力コンバータの形態を取りうる。
【００４０】
制御回路１２０は、一般にインバータと呼ばれるＤＣ／ＡＣ電力コンバータ２０６ｂを
含みうる。ＤＣ／ＡＣ電力コンバータ２０６ｂは、駆動モードまたは設定において、トラ
クション電動モータ１１６により生成された電力を第１ＤＣ／ＤＣコンバータ２０６ａを
介して供給するように電気エネルギー蓄積デバイス１１８に結合される。ＤＣ／ＡＣ電力
コンバータ２０６ｂは、第１ＤＣ／ＤＣコンバータ２０６ａからの電力を、トラクション
電動モータ１１６を駆動するのに適したＡＣ波形へ逆変換しうる。ＡＣ波形は、単相また
は多相（例えば２相か３相）のＡＣ電力でありうる。ＤＣ／ＡＣ電力コンバータ２０６ｂ
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は、様々な形態を取りうる。例えば、スイッチモードにおける安定化機能の有無や絶縁の
要否は問われない。例えば、ＤＣ／ＡＣ電力コンバータ２０６ｂは、安定化インバータの
形態を取りうる。
【００４１】
第１ＤＣ／ＤＣ電力コンバータ２０６ａとＤＣ／ＡＣ電力コンバータ２０６ｂは、コン
トローラ２０４を介してそれぞれ供給される制御信号Ｃ１，Ｃ２により制御される。例え
ば、コントローラ２０４または何らかの中間的ゲート駆動回路は、パルス幅変調ゲート駆
動信号を供給し、第１ＤＣ／ＤＣ電力コンバータ２０６ａとＤＣ／ＡＣ電力コンバータ２
０６ｂの少なくとも一方のスイッチ（金属酸化物半導体電界効果トランジスタ；ＭＯＳＦ
ＥＴ、バイポーラ絶縁ゲートトランジスタ；ＩＧＢＴ）の動作を制御する。
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【００４２】
さらに図２に示されているように、制御回路１２０は、一般に整流器と呼ばれるＡＣ／
ＤＣ電力コンバータ２０６ｃを含みうる。ＡＣ／ＤＣ電力コンバータ２０６ｃは、制動ま
たは回生制動モードまたは設定において、生成された電力を電気エネルギー蓄積デバイス
１１８へ供給するようにトラクション電動モータ１１６に結合される。ＡＣ／ＤＣ電力コ
ンバータ２０６ｃは、トラクション電動モータ１１６により生成されるＡＣ波形を、電気
エネルギー蓄積デバイス１１８への供給に適したＤＣの形に整流しうる。供給先に制御回
路１２０などの他のコンポーネントが含まれてもよい。ＡＣ／ＤＣ電力コンバータ２０６
ｃは、様々な形態を取りうる。例えば、フルブリッジ受動ダイオード整流器や、フルブリ
ッジ能動トランジスタ整流器の形態を取りうる。
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【００４３】
また、制御回路１２０は、第２ＤＣ／ＤＣ電力コンバータ２０６ｄを含みうる。第２Ｄ
Ｃ／ＤＣ電力コンバータ２０６ｄは、ＡＣ／ＤＣ電力コンバータ２０６ｃを介してトラク
ション電動モータ１１６を電気エネルギー蓄積デバイス１１８に電気結合する。第２ＤＣ
／ＤＣ電力コンバータ２０６ｄは、電気エネルギー蓄積デバイス１１８に適したレベルま
で、トラクション電動モータ１１６により生成された整流ＡＣ電力の電圧を降圧するか、
その波形をさらにフィルタリングしうる。第２ＤＣ／ＤＣ電力コンバータ２０６ｄは、様
々な形態を取りうる。例えば、スイッチモードにおける安定化機能の有無や絶縁の要否は
問われない。例えば、第２ＤＣ／ＤＣ電力コンバータ２０６ｄは、安定化降圧スイッチモ
ード電力コンバータ、同期降圧スイッチモード電力コンバータ、または降圧昇圧スイッチ
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モード電力コンバータの形態を取りうる。
【００４４】
ＡＣ／ＤＣ電力コンバータ２０６ｃと第２ＤＣ／ＤＣ電力コンバータ２０６ｄは、それ
ぞれコントローラ２０４を介して供給される制御信号Ｃ３，Ｃ４により制御される。例え
ば、コントローラ２０４または何らかの中間的ゲート駆動コントローラは、ＡＣ／ＤＣ電
力コンバータ２０６ｃと第２ＤＣ／ＤＣ電力コンバータ２０６ｄの少なくとも一方のスイ
ッチ（ＭＯＳＦＥＴまたはＩＧＢＴ）の動作を制御するように、パルス幅変調ゲート駆動
信号を供給できる。
【００４５】
さらに図２に示されているように、制御回路１２０は、第３ＤＣ／ＤＣ電力コンバータ

10

２０６ｅを含みうる。第３ＤＣ／ＤＣ電力コンバータ２０６ｅは、電気エネルギー蓄積デ
バイス１１８と様々な他のコンポーネント（コントローラ１２０など）を電気的に結合す
る。第３ＤＣ／ＤＣ電力コンバータ２０６ｅは、電気エネルギー蓄積デバイス１１８によ
り供給される電力の電圧を、少なくとも１つの他のコンポーネントに適したレベルまで降
圧しうる。第３ＤＣ／ＤＣ電力コンバータ２０６ｅは、様々な形態を取りうる。例えば、
スイッチモードにおける安定化機能の有無や絶縁の要否は問われない。例えば、第３ＤＣ
／ＤＣ電力コンバータ２０６ｅは、安定化降圧スイッチモード電力コンバータ、同期降圧
スイッチモード電力コンバータ、または降圧昇圧スイッチモード電力コンバータの形態を
取りうる。
【００４６】

20

ＤＣ／ＤＣコンバータ２０６ａ，２０６ｄ，２０６ｅの少なくとも１つは、少なくとも
１つの降圧コンバータ、昇圧コンバータ、降圧昇圧コンバータ、またはそれらの組合せを
含みうる。
ある状況においては、ＤＣコンバータ２０６ａ，２０６ｄ，２０６ｅの少なくとも１つ
が降圧コンバータを含みうる。降圧コンバータは、入力ＤＣ電圧を低い出力ＤＣ電圧に低
下させるのに適したスイッチデバイスを含みうる。降圧コンバータは、一般にスイッチン
グ素子を含む。スイッチング素子の例としては、パルス波変調ＭＯＳＦＥＴまたはＩＧＢ
Ｔが挙げられる。スイッチング素子は、負荷に直列結合されたインダクタ、および当該負
荷に並列結合されたダイオードとキャパシタに供給される入力電圧を制御する。
ある状況においては、ＤＣ／ＤＣ降圧コンバータは、同期降圧コンバータを含みうる。

30

同期降圧コンバータは、従来の降圧コンバータに見られるダイオードの代わりに、少なく
とも１つのスイッチング素子を使用する。少なくとも１つのスイッチング素子（第２ＭＯ
ＳＦＥＴ、ＩＧＢＴトランジスタ、トランジスタアレイなど）の使用は、標準的な降圧コ
ンバータで生じるダイオード順電圧降下に起因する電力損失を有利に軽減しうる。
ある状況においては、少なくとも１つのＤＣコンバータ２０６ａ，２０６ｄ，２０６ｅ
の少なくともいずれかが昇圧コンバータを含みうる。昇圧コンバータは、比較的低い入力
ＤＣ電圧を高いＤＣ出力電圧まで上昇させるのに適した何らかの素子またはシステムを含
みうる。このようなコンバータは、例えばトラクションモータに動力供給するのに必要と
されるメイントラクション電池のセルの数を減少させるのに役立ちうる。例えば、ＤＣ昇
圧コンバータは、１２ＶＤＣまたは２４ＶＤＣ電池を電源に使用して電動スクータのトラ

40

クションモータへ４８ＶＤＣの電力を提供するのに使用されうる。昇圧コンバータは、一
般にスイッチング素子を含む。スイッチング素子の例としては、パルス波変調ＭＯＳＦＥ
ＥＴまたはＩＧＢＴが挙げられる。スイッチング素子は、インダクタと電源を負荷と直列
に接続し、電源電圧よりも高電圧で電力を当該負荷に供給する。
【００４７】
ある状況においては、少なくとも１つのＤＣコンバータ２０６ａ，２０６ｄ，２０６ｅ
の少なくともいずれかが、降圧昇圧コンバータを含みうる。降圧昇圧コンバータは、入力
電圧を昇圧または降圧し、より高いまたはより低い出力電圧を少なくとも１つの負荷に提
供するのに適したシステムまたは素子を含みうる。降圧昇圧コンバータは、例えば、降圧
昇圧コンバータに提供される入力電圧が外的要因（制動力や速度など）によって変化する
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際に、回生制動時に供給されるペルチェクーラやウルトラキャパシタへの電圧出力を調節
するのに役立ちうる。降圧昇圧コンバータは、スイッチング素子を含みうる。スイッチン
グ素子の例としては、パルス波変調ＭＯＳＦＥＴまたはＩＧＢＴが挙げられる。スイッチ
ング素子は、インダクタと電源を負荷と直列に接続し、負荷からコンバータに課せられる
要求に応じて、電源電圧よりも高電圧あるいは低電圧で電力を当該負荷に供給する。
【００４８】
少なくとも１つのＡＣ／ＤＣコンバータ２０６ｂ，２０６ｃは、少なくとも１つの能動
型整流器、少なくとも１つの受動型整流器、またはそれらの組合せを含むことが可能であ
る。ある状況においては、少なくとも１つのＡＣ／ＤＣコンバータ２０６ｂ，２０６ｃの
少なくともいずれかが、受動型整流器を含みうる。受動型整流器の例としては、ダイオー

10

ドなど複数の受動素子を含む全波ブリッジまたはショットキー整流器が挙げられる。この
ような受動型整流器は、半波または全波整流器を含みうる。受動型整流器（ＤＣ／ＡＣコ
ンバータ２０６ｂなど）は、電気エネルギー蓄積デバイス１１８により供給される直流電
流の少なくとも一部分をトラクションモータ１１６に変換するのに役立ちうる。また、受
動型整流器（ＡＣ／ＤＣコンバータ２０６ｃなど）は、回生制動時にトラクションモータ
１１６により生成される交流電流の少なくとも一部分を、電気エネルギー蓄積デバイス１
１８、ウルトラキャパシタ、またはペルチェクーラ２００へ供給するための直流電流に変
換するのに役立つ。
【００４９】
ある状況においては、少なくとも１つのＡＣ／ＤＣコンバータ２０６ｂ，２０６ｃの少
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なくともいずれかが、能動または同期整流器を含みうる。能動または同期整流器は、受動
型整流器に見られるダイオードアレイの代わりに使用される複数の能動スイッチング素子
（ＭＯＳＦＥＴなど）を含む。このような能動型整流器は、半波または全波整流器を含み
うる。能動型整流器は、受動型整流器に使用されるダイオードに起因する電圧により生じ
る電力損失を有利に軽減できる。能動型整流器（ＤＣ／ＡＣコンバータ２０６ｂなど）は
、電気エネルギー蓄積デバイス１１８により供給される直流電流の少なくとも一部分を、
トラクションモータ１１６へ供給するための交流電流に変換するのに役立ちうる。また、
能動型整流器（ＡＣ／ＤＣコンバータ２０６ｃなど）は、回生制動時にトラクションモー
タ１１６により生成される交流電流の少なくとも一部分を、電気エネルギー蓄積デバイス
１１８、ウルトラキャパシタ、またはペルチェクーラ２００へ供給するための直流電流に
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変換するのにも役立つ。
【００５０】
また、図２に示されているように、特定のコンポーネントまたはその近傍の温度を制御
または調節するために温度調節デバイス２００が配置されうる。
【００５１】
温度調節デバイス２００は、少なくとも１つのコンポーネントの近傍に、あるいは当該
コンポーネントに隣接または接触して配置されうる。例えば、第１の数の温度調節デバイ
ス２００ａ，２００ｂ（２個図示）は、トラクション電動モータ１１６へ電力を供給する
主電気エネルギー蓄積デバイス１１８の近傍に、あるいは当該デバイス１１８に隣接また
は接触して配置されうる。

40

第２の数の温度調節デバイス２００ｃは、制御回路の少なくとも１つのコンポーネント
（例えば少なくとも１つの電力コンバータ２０６ａ〜２０６ｅ）の近傍に、あるいは当該
コンポーネントに隣接または接触して配置されうる。
第３の数の温度調節デバイス２００ｄは、コントローラ２０４の少なくとも１つのコン
ポーネントの近傍に、あるいは当該コンポーネントに隣接して、またあるいは当該コンポ
ーネントに接触して配置されうる。
温度調節デバイス２００ｃは、第１ＤＣ／ＤＣ電力コンバータ２０６ａおよびＤＣ／Ａ
Ｃ電力コンバータ２０６ｂの近傍に配置されている。これに加えてあるいは代えて、温度
調節デバイス２００ｃは、ＡＣ／ＤＣ電力コンバータ２０６ｃまたは第２ＤＣ／ＤＣ電力
コンバータ２０６ｄの近傍に、あるいはＡＣ／ＤＣ電力コンバータ２０６ｃまたは第２Ｄ
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Ｃ／ＤＣ電力コンバータ２０６ｄに隣接または接触して配置されうる。
これに加えてあるいは代えて、少なくとも１つの温度調節デバイス２００は、第３ＤＣ
／ＤＣ電力コンバータ２０６ｅの近傍に配置されうる。
温度調節デバイス２００は、トラクション電動モータ１１６により生成される電力の供
給を受けうる。この電力は回生制動動作の間に生成されうる。少なくとも１つのスイッチ
ＳＷ１（１個のみ図示）は、コントローラ１２０からの制御信号ＣＳ１に応じて操作され
うる。これにより、電気エネルギー蓄積デバイス１１８から温度調節デバイスへ電力を選
択的に結合する。
【００５２】
温度調節デバイス２００は様々な形態を取りうる。例えば、少なくとも１つの温度調節
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デバイス２００は、ペルチェ効果素子としても知られるペルチェ素子の形態を取りうる。
このような素子は、ペルチェ効果を利用して、２種の異なる材料の接合部の間に熱流束を
生成する。ペルチェ素子は、直流電流に応じて、素子の片側から反対側へ温度勾配に抗っ
て熱を伝達する固体能動ヒートポンプである。熱伝達の方向は、印加されるＤＣ電圧の極
性によって制御される。よって、このような素子は時として、ペルチェクーラ、ペルチェ
ヒータ、または熱電気ヒートポンプと呼ばれる。少なくとも１つの温度調節デバイス２０
０は、例えば抵抗ヒータの形態を取りうる。
【００５３】
少なくとも１つの温度調節デバイス２００は、少なくとも１つの熱交換デバイス２０８
ａ〜２０８ｄ（まとめて２０８）を含みうる。あるいは、少なくとも１つの温度調節デバ
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イス２００は、少なくとも１つの熱交換デバイス２０８と伝熱結合されうる。熱交換デバ
イス２０８は、ヒートシンク（つまり固体材料から空気などの流体へ熱を伝達するデバイ
ス）、ヒートスプレッダ（つまり熱伝導率が比較的高いプレート）、ヒートパイプ（つま
り材料の相転移を利用する熱伝達デバイス）の少なくとも１つを含みうる。一般に熱交換
デバイス２０８は、温度調節デバイス２００と比較して比較的広い放熱表面積を有する。
例えば、熱交換デバイス２０８は、複数のフィン（例えば、ある容積について表面積を最
大にするピン状のフィン）を含みうる。熱交換デバイス２０８の放熱面は、冷却される特
定のコンポーネントから比較的離間して配置されうる。
【００５４】
コントローラ２０４は、少なくとも１つの集積回路、集積回路コンポーネント、アナロ
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グ回路、またはアナログ回路コンポーネントを含みうる様々な形態を取りうる。図示され
ているように、コントローラ２０４は、在続的なメモリを含む。当該メモリは、コンピュ
ータまたはプロセッサ読取りが可能であり、マイクロコントローラ２２０、リードオンリ
メモリ（ＲＯＭ）２２２、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）２２４の少なくとも１つが
例として挙げられる。コントローラ２０４は、少なくとも１つのゲート駆動回路２２６を
さらに含みうる。
【００５５】
マイクロコントローラ２２０は、電源システムの動作を制御するロジックを実行する。
マイクロコントローラ２２０は、様々な形態を取りうる。例えば、マイクロコントローラ
２２０は、マイクロプロセッサ、プログラマブルロジックコントローラ（ＰＬＣ）、フィ

40

ールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＳ）などのプログラマブルゲートアレイ（Ｐ
ＧＡ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、その他のマイクロコントローラ装置の形態
を取りうる。
ＲＯＭ２２２は、制御ロジックを実行するプロセッサ実行可能な命令とデータの少なく
とも一方を記憶できる様々な形態を取りうる。
ＲＡＭ２２４は、プロセッサ実行可能な命令またはデータを一時的に保持できる様々な
形態を取りうる。
マイクロコントローラ２２０、ＲＯＭ２２２、ＲＡＭ２２４、およびゲート駆動回路２
２６は、電力バス、命令バス、データバス、アドレスバス等を含む少なくとも１つのバス
（不図示）によって結合されうる。
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あるいは、制御ロジックは、アナログ回路により実現されうる。
【００５６】
ゲート駆動回路２２６は、駆動信号（ＰＷＭゲート駆動信号など）を介して電力コンバ
ータ２０６のスイッチ（ＭＯＳＦＥＴ、ＩＧＢＴなど）を駆動するのに適した様々な形態
を取りうる。少なくとも１つのゲート駆動回路は、コントローラ２０４の一部として図示
されているが、コントローラ２０４と電力コンバータ２０６の間に設けられうる。
【００５７】
コントローラ２０４は、少なくとも１つのセンサＳＴＢ，ＳＶＢ，ＳＩＢ，ＳＴＣ，Ｓ
ＶＣ，ＳＩＣ，ＳＴＭ，ＳＶＭ，ＳＩＭ，ＳＲＭからの信号を受信できる。コントローラ

２０４は、温度調節デバイス２００の制御（例えば、熱伝達の開始、熱伝達の停止、熱伝

10

達速度の上昇、または熱伝達方向の変更）の際に、検知された情報を使用しうる。これら
は、スイッチＳＷ１〜ＳＷ３を選択する制御信号ＣＳ１〜ＣＳ３の印加により可能とされ
る。例えば、スイッチＳＷ１〜ＳＷ３への制御信号ＣＳ１〜ＣＳ３は、温度調節デバイス
２００のいずれかへ電力（例えば直流）が選択的に供給されるようにして、印加される電
力の電位を（極性も）設定できる。
【００５８】
電池温度センサＳＴＢは、主電力蓄積デバイス１１８またはその近傍周囲の環境温度を
検知し、当該温度を示す信号ＴＢを提供するように配置されうる。
【００５９】
電池電圧センサＳＶＢは、主電力蓄積デバイス１１８での電圧を検知して、当該電圧を
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示す信号ＶＢを提供するように配置されうる。
【００６０】
電池電荷センサＳＩＢは、主電力蓄積デバイス１１８の電荷を検知して、当該電荷を示
す信号ＩＢを提供するように配置されうる。
【００６１】
電力コンバータ温度センサＳＴＣは、少なくとも１つの電力コンバータ２０６またはそ
の周囲近傍の環境温度を検知し、当該温度を示す信号ＴＣを提供するように配置されうる
。
【００６２】
電力コンバータ電圧センサＳＶＣは、少なくとも１つの電力コンバータ２０６での電圧
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を検知して、当該電圧を示す信号ＶＣを提供するように配置されうる。
【００６３】
電力コンバータ電荷センサＳＩＣは、少なくとも１つの電力コンバータ２０６での電荷
を検知して、当該電荷を示す信号ＩＣを提供するように配置されうる。
【００６４】
トラクションモータ温度センサＳＴＭは、トラクション電動モータ１１６またはその周
囲近傍の環境温度を検知して、当該温度を示す信号ＴＭを提供するように配置されうる。
【００６５】
トラクションモータ電圧センサＳＶＭは、主電力蓄積デバイス１１６での電圧を検知し
て、当該電圧を示す信号ＶＭを提供するように配置されうる。
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【００６６】
トラクションモータ電流センサＳＩＭは、トラクションモータ１１６での電流を検知し
て、当該電流を示す信号ＩＭを提供するように配置されうる。
【００６７】
トラクションモータ回転センサＳＲＭは、トラクションモータ１１６での電流を検知し
て、当該回転速度を示す信号ＲＰＭを提供するように配置されうる。
【００６８】
上記のように、コントローラは、検知された少なくとも１つの条件を使用して、少なく
とも１つの温度調節デバイス２００の動作を制御できる。
【００６９】
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図３は、別の実施形態例に係る電動スクータまたはモータバイク１００の一部を示して
いる。特に同図は、トラクション電動モータ１１６により生成される電力を供給するため
に副電気エネルギー蓄積デバイス３００を使用する実施形態を示している。当該電力は、
幾つかの温度調節デバイス２００を介して様々なコンポーネント（電気エネルギー蓄積デ
バイス１１８や回路など）の温度を調節または制御するのに使用される。副電気エネルギ
ー蓄積デバイス３００は、やはりトラクション電動モータ１１６へ電力を供給するために
使用される主電気エネルギー蓄積デバイス１１８に追加されるものである。構造やコンポ
ーネントの多くは、先に図２を参照して例示および説明されたものと同一または同様であ
る。そのような構造およびコンポーネントは、図２で使用されたのと同じ参照番号を共有
し、これ以上詳細には説明しない。重要な幾つかの相違点のみを以下に説明する。
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【００７０】
上記のように、図３の実施形態は、副電気エネルギー蓄積デバイス３００を追加するも
のである。回生制動モードで動作しているトラクション電動モータにより生成される電力
は、例えばＡＣ／ＤＣコンバータ２０６ｃとＤＣ／ＤＣコンバータ２０６ｄの少なくとも
一方を介して、副電気エネルギー蓄積デバイス３００へ供給される。副電気エネルギー蓄
積デバイス３００は、少なくとも１つのスーパーまたはウルトラキャパシタとして図示さ
れているが、様々な形態（例えば化学電池の形態）を取ることができる。副電気エネルギ
ー蓄積デバイス３００は、トラクション電動モータ１１６を駆動しないので、形態の選択
自由度が高い。よって、副電気エネルギー蓄積デバイス３００は、所望の特性（副電気エ
ネルギー蓄積デバイス３００が動作する際の予想電圧、電荷容量、温度など）に基づいて
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選択されうる。ウルトラキャパシタを用いると、特に比較的高い周囲温度での放電や充電
動作に関して、化学電池を超える効率を実現しうる。
【００７１】
この時、スイッチＳＷ１〜ＳＷ３は、副電気エネルギー蓄積デバイス３００を温度調節
デバイス２００に選択的に結合するように動作可能である。スイッチＳＷ１〜ＳＷ３は、
例えば、少なくとも１つの電力スイッチングトランジスタまたはトランジスタアレイ（少
なくとも１つのＭＯＳＦＥＴ、ＩＧＢＴなど）を含みうる。少なくとも幾つかの場合にお
いて、コントローラ２０４は、例えばＰＷＭ駆動信号の使用によりスイッチＳＷ１〜ＳＷ
３の動作を変調し、トラクションモータ１１６および副電気エネルギー蓄積デバイス３０

０からの電力の配分を行うことができる。
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【００７２】
また、図３の実施形態は、ダンプまたは散逸抵抗ＲおよびスイッチＳＷ４を含みうる。
スイッチＳＷ４の例としては、少なくとも１つの電力スイッチングトランジスタまたはト
ランジスタアレイ（ＭＯＳＦＥＴ、ＩＧＢＴなど）が挙げられる。スイッチＳＷ４は、少
なくとも１つの制御信号ＣＲをコントローラ１２０から受信すると、トラクション電動モ
ータ１１６とＡＣ／ＤＣ電力コンバータ２０６ｃとの間に抵抗Ｒを選択的に並列結合する
ように動作可能である。少なくとも幾つかの場合において、コントローラ２０４によりＳ
Ｗ４へ提供される制御信号は、ＰＷＭなどの制御信号でありうる。当該制御信号は、ＳＷ
１〜ＳＷ３とともに変調され、副電気エネルギー蓄積デバイス３００と抵抗Ｒとの間で電

流を入替または分配できる。
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このような構成は、トラクションモータ１１６から副電気エネルギー蓄積デバイス３０
０へ電流を選択的に流すことにより様々な温度調節デバイス２００の少なくとも一部が動
作するときに、副電気エネルギー蓄積デバイス３００の蓄積量低下を抑制しうるので有利
である。例えば、様々な温度調節デバイス２００が動作しているとき、または蓄積デバイ
ス３００が１００％未満の充電状態であるときに、コントローラ２０４は、制動サイクル
中に低デューティサイクルの制御信号をＳＷ４へ提供し、ＳＷ４を効果的に閉状態から開
状態にすることができる。反対に、温度調節装置２００が実質的に動作していないとき、
あるいは蓄積デバイス３００が実質的に完全な充電状態であるときに、コントローラ２０
４は、制動サイクル中に高デューティサイクルの制御信号をＳＷ４に提供してＳＷ４を効
果的に開状態から閉状態にすることができる。これにより、例えば回生制動動作中に生成
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されるエネルギーが副電気エネルギー蓄積デバイス３００には多すぎる場合には、余分な
電気エネルギーが熱として散逸されうる。
【００７３】
これに加えてあるいは代えて、図３の実施形態は、直接結合スイッチＳＷ５を含みうる
。直接結合スイッチＳＷ５は、コントローラ１２０からの制御信号ＣＳ５に応じて動作可
能であり、回生制動モードで動作しているトラクション電動モータにより生成される電力
を、電池またはウルトラキャパシタを介さずに、温度調節デバイス２００へ直接提供する
。直接結合スイッチＳＷ５は、例えば、少なくとも１つの電力スイッチングトランジスタ
またはトランジスタアレイ（ＭＯＳＦＥＴ、ＩＧＢＴなど）を含みうる。少なくとも幾つ
かの場合において、コントローラ２０４によりＳＷ５へ提供される制御信号は、ＰＷＭな
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どの制御信号でありうる。当該制御信号は、ＳＷ１〜ＳＷ４の変調により、副電気エネル
ギー蓄積デバイス３００と抵抗Ｒと様々な温度調節デバイス２００との間で制動サイクル
の間に提供される電流を入替または分配する。
【００７４】
図４は、非限定的な一実施形態例に係る上位方法４００を示している。当該方法は、熱
管理を実施するように図２および図３のコンポーネントまたは構造を動作させる。
【００７５】
４０２では、電源システムが、主電力蓄積デバイス（主化学二次電池など）から駆動モ
ードで動作しているトラクション電動モータへ電力を供給する。これにより、トラクショ
ン電動モータは、車両の車輪を駆動する。
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【００７６】
４０４では、回生制動モードで動作しているトラクション電動モータが電力を生成する
。これにより、動力ブレーキを必要とせずに車両を減速する。
【００７７】
４０６では、電源システムが、トラクション電動モータにより生成される電力を、少な
くとも１つの温度調節デバイス（ペルチェ素子など）へ供給する。これにより供給される
電圧の大きさは熱伝達率に影響を与えうる。また、当該電圧の極性は、熱伝達の方向に影
響を与えうる。前述のように、温度調節デバイスは、少なくとも１つのコンポーネント（
例えば、主電気エネルギー蓄積デバイス、電力コンバータ、コントローラなど）の温度を
制御または調節するように配置されうる。
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【００７８】
４０８では、電力の印加に応じて、少なくとも１つの温度調節デバイスが、少なくとも
主電気エネルギー蓄積デバイスの温度を調節する。例えば、少なくとも１つの温度調節デ
バイスは、主電気エネルギー蓄積デバイスから熱を取り除いて冷却する。
【００７９】
図５は、非限定的な一実施形態例に係る熱管理を実施すべく図２と図３のコンポーネン
トまたは構造を動作させる下位方法５００を示している。当該方法は、主電気エネルギー
蓄積デバイスから温度調節デバイスへ電力を供給する。当該方法は、方法４００（図４）
を実行するのに役立つ。
【００８０】
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５０２では、電気システムが、トラクション電動モータにより生成された電力を、主電
気エネルギー蓄積デバイスを介して温度調節デバイスへ供給する。これにより、トラクシ
ョン電動モータにより生成された電力は、主電気エネルギー蓄積デバイスを通過しうる（
当該デバイスにおいて一時的に蓄積されてもよい）。
【００８１】
図６は、非限定的な一実施形態例に係る熱管理を実施すべく図２と図３のコンポーネン
トまたは構造を動作させる下位方法６００を示している。当該方法は、副電気エネルギー
蓄積デバイスから温度調節デバイスへ電力を供給する。当該方法は、方法４００（図４）
を実行するのに役立つ。
【００８２】
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６０２では、電気システムが、主電気エネルギー蓄積デバイスと異なる副電気エネルギ
ー蓄積デバイスを介して、トラクション電動モータにより生成された電力を温度調節デバ
イスへ供給する。これにより、トラクション電動モータにより生成された電力が、副電気
エネルギー蓄積デバイスを通過しうる（当該デバイスにおいて一時的に蓄積されてもよい
）。これにより、電力蓄積デバイスを選択する際の柔軟性が高くなり、予期せぬ利益が得
られる。
【００８３】
図７は、非限定的な一実施形態例に係る熱管理を実施すべく図２と図３のコンポーネン
トまたは構造を動作させる下位方法７００を示している。当該方法は、介在する電気エネ
ルギー蓄積デバイスを用いることなく、トラクション電動モータから温度調節デバイスへ
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直接電力を供給する。当該方法は、方法４００（図４）を実行するのに役立つ。
【００８４】
７０２において、電源システムは、介在する電気エネルギー蓄積デバイス（つまり電池
やウルトラキャパシタ）を用いずに、トラクション電動モータにより生成された電力を、
温度調節デバイスへ直接供給する。この場合、「電気エネルギー蓄積デバイス」という語
は、電力を蓄積しうるインダクタや標準的キャパシタを含まないことは明らかである。
【００８５】
図８は、非限定的な一実施形態例に係る熱管理を実施すべく図２と図３のコンポーネン
トまたは構造を動作させる下位方法８００を示している。当該方法は、主電気エネルギー
蓄積デバイスの動作特性を示す信号を受信し、少なくとも部分的に当該受信信号に基づい
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て温度調節デバイスを制御する。当該方法は、方法４００（図４）の実行に役立つ。
【００８６】
８０２において、コントローラは、主電気エネルギー蓄積デバイスの少なくとも近傍の
温度を検知するように配置された少なくとも１つの温度センサから、温度を示す信号を受
信する。
【００８７】
これに代えてあるいは加えて、８０４では、コントローラが、主電気エネルギー蓄積デ
バイスの電気特性を検知するように結合された少なくとも１つの電圧または電流センサか
ら、検知された少なくとも１つの主電気エネルギー蓄積デバイスの電気特性（電圧、電流
など）を示す信号を受信する。検知された電気特性は温度を示しうる。これに加えてある
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いは代えて、検知された電気特性は、現在の温度よりも放電または充電動作が効率的に行
なわれうる所望の温度を示しうる。
【００８８】
８０６において、コントローラは、検知された主電気エネルギー蓄積デバイスの温度と
電気特性の少なくとも一方に少なくとも部分的に基づいて、少なくとも１つの温度調節デ
バイスへ供給される電力のレベルを決定する。例えば、マイクロコントローラは、少なく
とも１つの温度調節デバイスのオンオフを決定しうる。また例えば、マイクロコントロー
ラは、所望の温度調節（上昇つまり加熱、低下つまり冷却）を実施すべく少なくとも１つ
の温度調節デバイスが動作されるべきレートを決定しうる。また例えば、マイクロコント
ローラは、熱伝達の方向（加熱用コンポーネントへ向かう方向、冷却用コンポーネントか
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ら離れる方向など）を決定しうる。そして、コントローラは、温度調節デバイスへの電力
（つまり電流、電圧）の供給を制御または調整し、所望の温度調節（例えば主電気エネル
ギー蓄積デバイスの冷却または加熱）を達成する適切な制御信号を、少なくとも１つのス
イッチへ印加しうる。
【００８９】
図９は、非限定的な一実施形態例に係る熱管理を実施すべく図２と図３のコンポーネン
トまたは構造を動作させる下位方法９００を示している。当該方法は、トラクション電動
モータの動作特性を示す信号を受信し、少なくとも部分的に当該受信信号に基づいて温度
調節デバイスを制御する。当該方法は、方法４００（図４）を実行するのに役立つ。
【００９０】
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９０２において、コントローラは、トラクション電動モータの電気特性を検知するよう
に結合された少なくとも１つの電圧または電流センサから、検知されたトラクション電動
モータの電気特性（電圧、電流など）の少なくとも１つを示す信号を受信する。検知され
た電気特性は、トラクション電動モータへ電力を供給する少なくとも１つのコンポーネン
トの温度を示しうる。これに加えてあるいは代えて、検知される電気特性は、現在の温度
よりも放電または充電動作が効率的に行なわれうる所望の温度を示しうる。
【００９１】
これに加えてあるいは代えて、９０４において、コントローラは、トラクション電動モ
ータの駆動シャフトの回転速度を検知するように結合された少なくとも１つの回転センサ
から、検知されたトラクション電動モータの回転速度を示す信号を受信する。回転速度は
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、トラクション電動モータへ電力を供給する少なくとも１つのコンポーネントの温度を示
しうる。これに加えてあるいは代えて、検知される電気特性は、現在の温度よりも放電ま
たは充電動作が効率的に実施される所望の温度を示しうる。
【００９２】
これに加えてあるいは代えて、９０６においてコントローラは、トラクション電動モー
タの少なくとも近傍の温度を検知するように配置された少なくとも１つの温度センサから
、トラクション電動モータの少なくとも近傍で検知された少なくとも１つの温度を示す信
号を受信する。
【００９３】
９０８において、コントローラは、少なくとも１つの温度調節デバイスへ供給される電
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力のレベルを決定する。当該決定は、検知されたトラクション電動モータの電気特性、検
知された回転速度、検知された温度の少なくとも１つに少なくとも部分的に基づいて行な
われる。例えば、マイクロコントローラは、少なくとも１つの温度調節デバイスのオンオ
フを決定しうる。また例えば、マイクロコントローラは、所望の温度調節（上昇つまり加
熱、低下つまり冷却など）を達成すべく少なくとも１つの温度調節デバイスが動作される
べきレートを決定しうる。また例えば、マイクロコントローラは、熱伝達の方向（加熱用
コンポーネントに向かう方向、冷却用コンポーネントから離れる方向など）を決定しうる
。そして、コントローラは、温度調節デバイスへの電力（つまり電圧、電流）の供給を制
御または調整し、所望の温度調節を達成する適切な制御信号を少なくとも１つのスイッチ
へ印加しうる。
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【００９４】
トラクション電動モータの動作は、主電気エネルギー蓄積デバイスの動作をよく表しう
る。当該デバイスは、トラクション電動モータを駆動すべく電力を供給し、電力がトラク
ション電動モータにより生成されたときには、当該電力を蓄積しうるからである。よって
、コントローラは、トラクション電動モータの動作を示す信号を使用して、主電気エネル
ギー蓄積デバイスの温度をどのように調節するかを決定しうる。また、トラクション電動
モータの動作は、電力コンバータの動作をよく表しうる。繰返しになるが、トラクション
電動モータとの間を行き来する電力は、電力コンバータを流れるからである。これにより
、コントローラは、トラクション電動モータの動作を示す信号を使用して、少なくとも１
つの電力コンバータの温度をどのように調節するかを決定しうる。

40

【００９５】
図１０は、非限定的な一実施形態例に係る熱管理を実施すべく図２と図３のコンポーネ
ントまたは構造を動作させる下位方法１０００を示している。当該方法は、電源回路と制
御回路少なくとも一方の動作特性を示す信号を受信し、少なくとも部分的に当該受信信号
に基づいて温度調節デバイスを制御する。当該方法は、方法４００（図４）を実行するの
に役立つ。
【００９６】
１００２において、コントローラは、検知された少なくとも１つの電力コンバータの少
なくとも近傍の温度を示す信号を受信する。
【００９７】
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これに加えてあるいは代えて、１００４において、コントローラは、電力コンバータの
電気特性を検知するように結合された少なくとも１つの電圧または電流センサから、検知
された少なくとも１つの電力コンバータの電気特性の少なくとも１つを示す信号を受信す
る。検知された電気特性は、トラクション電動モータへ電力を供給する少なくとも１つの
コンポーネントの温度を示しうる。これに加えてあるいは代えて、検知された電気特性は
、現在温度よりも放電または充電動作が効率的に行なわれうる所望の温度を示しうる。
【００９８】
１００６において、コントローラは、検知された少なくとも１つの電力コンバータの近
傍の温度と電気特性の少なくとも一方に少なくとも部分的に基づいて、少なくとも１つの
温度調節デバイスへ供給される電力のレベルを決定する。

10

【００９９】
例えば、マイクロコントローラは、少なくとも１つの温度調節デバイスのオンオフを決
定しうる。また例えば、マイクロコントローラは、少なくとも１つの温度調節デバイスが
所望の温度調節（上昇つまり加熱、低下つまり冷却など）を達成するのに動作されるべき
レートを決定しうる。また例えば、マイクロコントローラは、熱伝達の方向（加熱用コン
ポーネントに向かう方向、冷却用コンポーネントから離れる方向など）を決定しうる。そ
して、コントローラは、温度調節デバイスへの電力の供給を制御または調整し、所望の温
度調節（例えば、少なくとも１つの電力コンバータの冷却）を達成する適切な制御信号を
スイッチへ印加しうる。
【０１００】

20

電力コンバータの動作特性は、主電気エネルギー蓄積デバイスの動作をよく表しうる。
よって、主電気エネルギー蓄積デバイスの冷却と加熱の少なくとも一方は、少なくとも１
つの電力コンバータの動作特性に基づきうる。
【０１０１】
本明細書に記載される様々な方法は、幾つかの動作を追加あるいは省略してもよく、フ
ロー図に示されたものと異なる順序で動作が実行されてもよい。
【０１０２】
以上の詳細な説明においては、ブロック図、概略図、および例を用いて装置やプロセス
の様々な実施形態を提示した。このようなブロック図、概略図、および例が少なくとも１
つの機能や動作を含む場合、広範なハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、ある

30

いは実現可能なそれらの組合せにより、当該機能や動作が個別あるいは一括して実現され
うることは、当業者にとって明らかである。
一実施形態においては、開示の主題は、少なくとも１つのマイクロコントローラを通じ
て実現されうる。しかしながら、本明細書に開示された各実施形態の少なくとも一部は、
標準的な集積回路（特定用途向け集積回路すなわちＡＳＩＣなど）により、少なくとも１
つのコンピュータにより実行される少なくとも１つのコンピュータプログラムとして（例
えば、少なくとも１つのコンピュータシステム上で動作する少なくとも１つのプログラム
として）、少なくとも１つのコントローラ（マイクロコントローラなど）により実行され
る少なくとも１つのプログラムとして、少なくとも１つのプロセッサ（マイクロプロセッ
サなど）により実行される少なくとも１つのプログラムとして、ファームウェアとして、

40

あるいはこれらの組合せによって同等に実現されうることは、当業者にとって明らかであ
る。
また、本明細書の教示を踏まえた回路設計、ソフトウェアやファームウェアのコードラ
イティングは、当業者の技量の範囲内であることは明らかである。
【０１０３】
ロジックがソフトウェアとして実現されてメモリに格納されるとき、ロジックまたは情
報は、在続的なコンピュータ読取り可能媒体に記憶されうる。当該媒体は、プロセッサに
関連するシステムまたは方法により、あるいはこれらとの関連において使用されるもので
ある。本明細書においては、メモリは、在続的かつコンピュータあるいはプロセッサ読取
り可能な記憶媒体を指す。当該媒体は、コンピュータプログラムあるいはプロセッサプロ
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グラムを在続的に格納する物理的（電子的、磁気的、光学的など）デバイスあるいは手段
である。ロジックや情報は、コンピュータ読取り可能な媒体により具現化されうる。当該
媒体は、命令を実行するシステム、装置、あるいはデバイスにより、あるいはこれらとの
関連において使用されるものである。当該システム、装置、あるいはデバイスの例として
は、コンピュータベースのシステム、プロセッサを含むシステム、当該システム、装置、
あるいはデバイスから当該ロジックや情報に係る命令を取得して実行するその他のシステ
ムが挙げられる。
【０１０４】
本明細書において、「コンピュータ読取り可能な媒体」という語は、ロジックや情報を
格納できる物理的エレメントを指しうる。当該ロジックや情報は、命令を実行するシステ

10

ム、装置、あるいはデバイスにより、あるいはこれらとの関連において使用されるもので
ある。コンピュータ読取り可能な媒体は、例えば、電子的、磁気的、光学的、電磁的、赤
外線の、または半導体のシステム、装置、あるいはデバイスでありうるが、これらに限定
されるものではない。
コンピュータ読取り可能な媒体のより具体的な例としては、可搬型コンピュータディス
ク（磁気ディスク、コンパクトフラッシュカード、ＳＤカードなど）、ランダムアクセス
メモリ（ＲＡＭ）、リードオンリメモリ（ＲＯＭ）、消去可能なプログラマブルリードオ
ンリメモリ（ＥＰＲＯＭ、ＦＥＰＲＯＭ、またはフラッシュメモリ）、可搬型コンパクト
ディスクリードオンリメモリ（ＣＤＲＯＭ）、デジタルテープが挙げられるが、これらに
限定されるものではない。

20

【０１０５】
上記の様々な実施形態は、別の実施形態を提供するために組み合されうる。本明細書に
おける特定の教示や定義と矛盾しない限りにおいて、本明細書において参照されているか
出願データシートに列挙されている米国特許、米国特許出願公開公報、外国特許出願公開
公報、および非特許刊行物の全ての内容を、本明細書の一部を構成するものとして援用す
る。それらには、以下に列挙するものが含まれるが、これらに限定されるものではない。
発明の名称が「電池などの電力蓄積デバイスを回収し、充電し、分配する装置、方法、
および物品」とされ、２０１１年７月２６日に出願された米国仮特許出願６１／５１１，
９００号（代理人整理番号１７０１７８．４０１Ｐ１）。
発明の名称が「電池などの電力蓄積デバイスを回収し、充電し、分配する装置、方法、

30

および物品」とされ、２０１２年５月１６日に出願された米国仮特許出願６１／６４７，
９３６号（代理人整理番号１７０１７８．４０１Ｐ２）。
発明の名称が「回収・充電・分配機の間で電池などの電力蓄積デバイスを再分配する装
置、方法、および物品」とされ、２０１１年９月１４日に出願された米国仮特許出願６１
／５３４，７５３号（代理人整理番号１７０１７８．４０２Ｐ１）。
発明の名称が「電池などの電力蓄積デバイスを認証し、保障し、制御する装置、方法、
および物品」とされ、２０１１年９月１４日に出願された米国仮特許出願６１／５３４，
７６１号（代理人整理番号１７０１７８．４０３Ｐ１）。
発明の名称が「ユーザプロフィールに基づいて電池などの電力蓄積デバイスを認証し、
保障し、制御する装置、方法、および物品」とされ、２０１１年９月１４日に出願された
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米国仮特許出願６１／５３４，７７２号（代理人整理番号１７０１７８．４０４Ｐ１）。
発明の名称が「電動車両におけるコンポーネントの熱管理」とされ、２０１１年７月２
６日に出願された米国仮特許出願６１／５１１，８８７号（代理人整理番号１７０１７８
．４０６Ｐ１）。
発明の名称が「電動車両におけるコンポーネントの熱管理」とされ、２０１２年５月１
６日に出願された米国仮特許出願６１／６４７，９４１号（代理人整理番号１７０１７８
．４０６Ｐ２）。
発明の名称が「ベストエフォートエコノミーのための車両動作の動的制限」とされ、２
０１１年７月２６日に出願された米国仮特許出願６１／５１１，８８０号（代理人整理番
号１７０１７８．４０７Ｐ１）。

50

(24)

JP 6541248 B2 2019.7.10

発明の名称が「車両における電力蓄積デバイスを物理的に保障する装置、方法、および
物品」とされ、２０１１年１１月８日に出願された米国仮特許出願６１／５５７，１７０
号（代理人整理番号１７０１７８．４０８Ｐ１）。
発明の名称が「電力蓄積デバイスコンパートメントのための装置、方法、および物品」
とされ、２０１１年１２月２９日に出願された米国仮特許出願６１／５８１，６６６号（
代理人整理番号１７０１７８．４１２Ｐ１）。
発明の名称が「車両診断データを提供する装置、方法、および物品」とされ、２０１２
年２月２１日に出願された米国仮特許出願６１／６０１，４０４号（代理人整理番号１７
０１７８．４１７Ｐ１）。
発明の名称が「電力蓄積デバイスの回収・充電・分配機の位置を提供する装置、方法、

10

および物品」とされ、２０１２年２月２２日に出願された米国仮特許出願６１／６０１，
９４９号（代理人整理番号１７０１７８．４１８Ｐ１）。
発明の名称が「電力蓄積デバイスの回収・充電・分配機における電力蓄積デバイスの利
用可能性に係る情報を提供する装置、方法、および物品」とされ、２０１２年２月２２日
に出願された米国仮特許出願６１／６０１，９５３号（代理人整理番号１７０１７８．４
１９Ｐ１）。
発明の名称が「電池などの電力蓄積デバイスを回収し、充電し、分配する装置、方法、
および物品」とされ、Hok‑Sum Horace Luke，Matthew Whiting Taylor，Huang‑Cheng Hun
gを発明者として２０１２年７月２６日に出願された米国特許出願（出願番号未定：代理
人整理番号１７０１７８．４０１）。
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発明の名称が「電池などの電力蓄積デバイスを認証し、保障し、制御する装置、方法、
および物品」とされ、Hok‑Sum Horace Luke，Matthew Whiting Taylor，Huang‑Cheng Hun
gを発明者として２０１２年７月２６日に出願された米国特許出願（出願番号未定：代理
人整理番号１７０１７８．４０３）。
発明の名称が「ベストエフォートエコノミーのための車両動作の動的制限」とされ、Ho
k‑Sum Horace Luke，Matthew Whiting Taylorを発明者として２０１２年７月２６日に出
願された米国特許出願（出願番号未定：代理人整理番号１７０１７８．４０７）。
発明の名称が「車両における電力蓄積デバイスを物理的に保障する装置、方法、および
物品」とされ、Matthew Whiting Taylor，Yi‑Tsung Wu，Hok‑Sum Horace Luke，Huang‑Ch
eng Hungを発明者として２０１２年７月２６日に出願された米国特許出願（出願番号未定
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：代理人整理番号１７０１７８．４０８）。
発明の名称が「車両診断データを提供する装置、方法、および物品」とされ、Ching Ch
en，Hok‑Sum Horace Luke，Matthew Whiting Taylor，Yi‑Tsung Wuを発明者として２０１
２年７月２６日に出願された米国特許出願（出願番号未定：代理人整理番号１７０１７８
．４１７）。
発明の名称が「電力蓄積デバイスの回収・充電・分配機における電力蓄積デバイスの利
用可能性に係る情報を提供する装置、方法、および物品」とされ、Yi‑Tsung Wu，Matthew
Whiting Taylor，Hok‑Sum Horace Luke，Jung‑Hsiu Chenを発明者として２０１２年７月
２６日に出願された米国特許出願（出願番号未定：代理人整理番号１７０１７８．４１９
）。
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発明の名称が「保管電力蓄積デバイスの回収・充電・分配機における電力蓄積デバイス
を保管する装置、方法、および物品」とされ、Hok‑Sum Horace Luke，Yi‑Tsung Wu，Jung
‑Hsiu Chen，Yulin Wu，Chien Ming Huang，Tsung Ting Chan，Shen‑Chi Chen，Feng Kai
Yangを発明者として２０１２年７月２６日に出願された米国特許出願（出願番号未定：
代理人整理番号１７０１７８．４２３）。
【０１０６】
実施形態の態様は、別の実施形態を提供すべく、必要に応じて様々な特許、出願、およ
び刊行物に記載のシステム、回路、および思想を採用することにより改変されうる。
【０１０７】
一般に個人輸送車両（全電気式のスクータやモータバイクなど）に用いるものとして電
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源システムを説明してきたが、本明細書の記載は、他種車両や非車両を含む様々な分野に
適用可能である。
【０１０８】
実施形態例に係る記載（要約書の記載も含む）は、開示された形態そのものに実施形態
を限定し、当該形態以外を排除することを意図するものではない。本明細書に記載された
特定の実施形態や実施例は、例示を目的としたものであり、開示の思想と範囲を逸脱しな
い限りにおいて様々な同等の改変がなされうることは、当業者にとって明らかである。
【０１０９】
上記の記載を踏まえた様々な変更が実施形態に対してなされうる。一般に、以降の請求
項において使用されている語は、特許請求の範囲を明細書中に記載された特定の実施形態
に限定するように解釈されるべきではなく、特許請求の範囲より得られる均等物の最大範
囲において可能な全ての実施形態を含むものと解釈すべきである。したがって、特許請求
の範囲は、本明細書の記載により限定されない。
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【図２】
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