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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
低い電圧の搭載電気系統（６、７、１０）と、より高い電圧の搭載電気系統（１、２、３
、４、９）とを備えた自動車両のためのエネルギー供給システムにおいて、より高い電圧
の搭載電気系統の少なくとも高出力消費装置（４）のマイナス接続部（９）またはプラス
接続部（２）がそれぞれについて、集中方式の集合導線（１６）を介して、低い電圧の搭
載電気系統のマイナス接続部（１９）またはプラス接続部（１０）とそれぞれについて接
続されていること、集中方式の集合導線（１６）が制御可能なスイッチ（１７）を有する
こと、低い電圧の搭載電気系統の電圧（Ｕ１）を測定するための手段（８；１８）が設け
られていること、及び、低い電圧の搭載電気系統の電圧（Ｕ１）が、当該低い電圧の搭載
電気系統とより高い電圧の搭載電気系統の間に短絡が生じていると認識される所定の電圧
閾値を超過した場合に、制御可能なスイッチ（１７）が開放されることを特徴とするエネ
ルギー供給システム。
【請求項２】
低い電圧の搭載電気系統（６、７、１０）と、より高い電圧の搭載電気系統（１、２、２
ａ、３、４、９、９ａ、１１）とを備えた自動車両のためのエネルギー供給システムにお
いて、より高い電圧の搭載電気系統の少なくとも高出力消費装置（４）のマイナス接続部
（９ａ）またはプラス接続部（２ａ）がそれぞれについて、集中方式の集合導線（１６）
を介して、低い電圧の搭載電気系統のマイナス接続部（１９）またはプラス接続部（１０
）とそれぞれについて接続されていること、集中方式の集合導線（１６）が制御可能なス
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イッチ（１７）を有すること、より高い電圧の搭載電気系統にてプラス導線（２、２ａ）
に流れる電流（I１）とマイナス導線（９、９ａ）に流れる電流（I２）との間における差
電流を測定するための手段（１１、１２、１３、１４）が設けられていること、及び、こ
の差電流（I１－I２）が所定の電流閾値を超過した場合に、制御可能なスイッチ（１７）
が開放されることを特徴とするエネルギー供給システム。
【請求項３】
より高い電圧の搭載電気系統と低い電圧の搭載電気系統との間に非電離分離式のＤＣ／Ｄ
Ｃ変換器（５）が設けられていること、及び、このＤＣ／ＤＣ変換器（５）にいずれにせ
よ設けられ、より高い電圧の搭載電気系統のマイナス接続部（９）と、低い電圧の搭載電
気系統のマイナス接続部（１９）との間における接続路が、集中方式の集合導線（１６）
として使用されることを特徴とする、請求項１または２に記載のエネルギー供給システム
。
【請求項４】
請求項１～３のいずれか一項に記載したエネルギー供給システムを使用して自動車両を電
気的にエネルギー供給するための方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、低い電圧の搭載電気系統と、より高い電圧の搭載電気系統とを備えた自動車両
のためのエネルギー供給システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
この種のエネルギー供給システムは例えばドイツ特許発明第１９７２４３５６号明細書(D
E19724356C1)から知られている。この場合、低電圧消費装置のための１２Ｖないしは１４
Ｖの電圧供給が、低い電圧の搭載電気系統に対応し、高出力消費装置のための３６Ｖない
しは４２Ｖの電圧供給が、より高い電圧の搭載電気系統に対応する。この種のエネルギー
供給システムにおいて、ジェネレータは、通常、より高い電圧の搭載電気系統のために要
求される電圧を生成する。低い電圧の搭載電気系統のための電圧は例えばＤＣ／ＤＣ変換
器により得られる。特に照明装置や電子制御装置は低い電圧の搭載電気系統の一部分であ
る。複数電圧の搭載電気系統とも称されるこの種のエネルギー供給システムにおいて、低
い電圧の搭載電気系統と、より高い電圧の搭載電気系統との間の短絡は、低い電圧の搭載
電気系統における電圧を上昇させ、低い電圧の搭載電気系統の消費装置を損傷または破壊
してしまう。更に、この種の複数電圧の搭載電気系統では、比較的強い程度で電磁的に引
き起こされる障害が発生する。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
それにより本発明の課題は、複数電圧の搭載電気系統の形式におけるエネルギー供給シス
テムを耐短絡性及び電磁場適合性に関して改善することである。この課題は特許請求項に
記載した特徴により解決される。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
本発明に従い、低い電圧の搭載電気系統における電圧測定を用いるか、または、より高い
電圧の搭載電気系統における差電流測定により、低い電圧の搭載電気系統と、より高い電
圧の搭載電気系統との間に短絡が生じているかどうかが検査される。短絡（ショート）の
概念としては、低い電圧の搭載電気系統に付設されている消費装置（負荷）に、より高い
電圧の搭載電気系統の電圧が印加するような閉じた電気回路として理解される。この種の
短絡に対して、両方の搭載電気系統の間に２つの接続路が必要とされる、即ち、第１には
両方の搭載電気系統におけるプラス接続部の接続路であり、第２には両方の搭載電気系統
におけるマイナス接続部の接続路である。
【０００５】
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第１の選択肢では、低い電圧の搭載電気系統の電圧が、この低い電圧の搭載電気系統の通
常の電圧値以上に位置する値を超過する場合に短絡が認識される。第２の選択肢では、よ
り高い電圧の搭載電気系統にてプラス導線に流れる電流とマイナス導線に流れる電流との
間に差電流がある場合に短絡が認識される。つまり、障害のない通常時にはプラス導線に
おける電流とマイナス導線における電流とが同じ大きさでなければならないからである。
それぞれの差異は、電流が正規の経路を流れていないことを示し、それにより、低い電圧
の搭載電気系統と、より高い電圧の搭載電気系統との間の可能な導線短絡が示される。正
確な障害認識の安全性を向上するために、第１の選択肢と第２の選択肢を互いに組み合わ
せることも可能である。
【０００６】
本発明の主な構成要件として、より高い電圧の搭載電気系統における構成要素が、それら
のマイナス接続部の観点で見た場合、またはそれらのプラス接続部の観点で見た場合には
、集中方式の集合導線（センターの集合導線）だけを介して、低い電圧の搭載電気系統の
マイナス部と接続されている、または低い電圧の搭載電気系統のプラス接続部と接続され
ていることも挙げられる。この措置は電磁場適合性の観点で特に有利であることが示され
た。それにより、接続部、有利にはマイナス接続部の観点で見た場合には、短絡に対して
必要不可欠な第１の接続路が低い電圧の搭載電気系統と、より高い電圧の搭載電気系統と
の間に既に意図的に設けられているが、この接続路により、より高い電圧の搭載電気系統
の電圧が低い電圧の搭載電気系統の消費装置に印加するような閉じた電気回路は成されて
いない。（完全な）短絡に対して、低い電圧の搭載電気系統、及び、より高い電圧の搭載
電気系統における他のそれぞれの接続部の間の（即ち、意図的な接続路が有利にはマイナ
ス接続部にて成されている場合には、プラス接続部の間においても）第２の接続路が更に
設けられなくてはならない。障害によりこの種の（完全な）短絡が生じた場合、本発明に
従い、先に意図的に設けられている第１の接続路が、集合導線に設けられている制御可能
なスイッチにより切断される。従って、短絡の影響は効果的に回避され得る。
【０００７】
本発明により、一方では、複数電圧の搭載電気系統の形式のエネルギー供給システムの電
磁場適合性が向上され、他方では、異なる電圧の両方の搭載電気系統の間における短絡の
影響が減少される。
【０００８】
この種の複数電圧の搭載電気系統において、非電位分離式のＤＣ／ＤＣ変換器を使用する
ことは特に有利であり、このＤＣ／ＤＣ変換器には、通常は、異なる搭載電気系統のマイ
ナス接続部またはアース接続部がいずれにせよ既に貫通接続されている。マイナス接続部
またはアース接続部のこの接続導線は同時に集中方式の集合導線として使用され得るが、
本発明に従い、ＤＣ／ＤＣ変換器は、集合導線における制御可能なスイッチの観点で変更
されなくてはならない。それにより、短絡時における集中方式の遮断性のための簡単な可
能性が達成される。
【０００９】
【発明の実施の形態】
図面には本発明の実施形態が示されている。
【００１０】
図１には２電圧式の搭載電気系統の形式のエネルギー供給システムが図示されている。こ
の２電圧式の搭載電気系統は、例えば１４ボルトである低い電圧の搭載電気系統と、例え
ば４２ボルトである、より高い電圧の搭載電気系統とから構成されている。より高い電圧
の搭載電気系統は、ジェネレータ１、エネルギー貯蔵部３、及び、例えば電磁式弁制御ア
クチュエータのような電気的な高出力消費装置４（高出力負荷）を有する。ジェネレータ
１は４２ボルトを発生する。それにより高出力消費装置４が電圧供給される。電気エネル
ギーを緩衝するためにエネルギー貯蔵部３は例えば３６ボルトバッテリとして形成されて
いる。より高い電圧の搭載電気系統の構成要素、特に高出力消費装置４のマイナス接続部
は導線９を介して互いに接続されている。より高い電圧の搭載電気系統の構成要素のプラ
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ス接続部は導線２を介して互いに接続されている。より高い電圧の搭載電気系統１、２、
３、４、９はＤＣ／ＤＣ変換器５を介して低い電圧の搭載電気系統と接続されている。低
い電圧の搭載電気系統は特にエネルギー貯蔵部７、及び、例えば車両照明装置や電子制御
装置などのような低出力消費装置６を有する。エネルギー貯蔵部７は例えば１２ボルトバ
ッテリである。
【００１１】
低い電圧の搭載電気系統の構成要素におけるアース接続部ないしはマイナス接続部は通常
の方式で車両アースとそれぞれ接続され得る。これに対して、より高い電圧の搭載電気系
統の構成要素１、３、４におけるマイナス接続部は統合され、ここでは非電位分離式のＤ
Ｃ／ＤＣ変換器に引き込まれている集中方式の集合導線１６を介してアース接続部１９と
貫通接続されている。アース接続部１９は、低い電圧の搭載電気系統の構成要素６、７に
おけるアース接続部にも割り当てられている。
【００１２】
ＤＣ／ＤＣ変換器５には制御可能なスイッチ１７が組み込まれていて、この制御可能なス
イッチ１７により集中方式の集合導線１６が要求に応じて遮断され得る。ＤＣ／ＤＣ変換
器５は自ら例えば低い電圧の搭載電気系統の電圧Ｕ１を測定することができ、所定の電圧
閾値が超過された場合には制御可能なスイッチ１７を開放（オープン）することができる
。
【００１３】
また選択的に、バッテリ管理制御装置１８が設けられ得て、このバッテリ管理制御装置１
８は低い電圧の搭載電気系統の一部分であり得る。この種のバッテリ管理制御装置１８は
、例えば、１２ボルトバッテリ７の充電状態、電圧Ｕ１、並びに温度を監視し、現在の状
態に相応しい充電電圧を目標値としてＤＣ／ＤＣ変換器５に対して設定する。また、バッ
テリ管理制御装置１８は電圧Ｕ１を監視し、所定の電圧閾値が超過された場合に、ＤＣ／
ＤＣ変換器５に対して、制御可能なスイッチ１７を開放するための命令を伝達する。追加
的に又は選択的に搭載電気系統管理制御装置８も設けられ得て、この搭載電気系統管理制
御装置８は、搭載電気系統のその都度の作業負荷を監視し、比較的長期に渡って充電結果
が不足している場合には、切迫するバッテリの強度の放電に対して対処を施す。この種の
搭載電気系統管理制御装置８は、低い電圧の搭載電気系統における電圧Ｕ１の上昇を認識
するためにも援用される。バッテリ管理制御装置１８を搭載電気系統管理制御装置８に組
み込むことも可能である。
【００１４】
図２には、差電流測定装置１１の分だけ拡張された図１によるエネルギー供給システムが
示されている。ここでは同じ構成要素には同じ符号が用いられている。図２では、障害電
流保護スイッチ（ＦＩとも称する）の周知の方法により、プラス導線２ないしは２ａにお
けるジェネレータ１及びバッテリ３から出ている電流Ｉ１、並びにマイナス導線９ないし
は９ａにおけるジェネレータ１ないしはバッテリ３に戻る電流Ｉ２が測定されて互いに比
較される。両方の電流値Ｉ１及びＩ２は通常時には同じ大きさでなくてはならない。測定
された差電流（Ｉ１－Ｉ２）が所定の電流閾値を超過する場合、より高い電圧の搭載電気
系統のプラス導線２ないしは２ａと、低い電圧の搭載電気系統のプラス導線１０との間に
おける短絡が認識される。差電流測定装置１１は、主として、プラス導線２における「往
路」上に設けられているコイル１２、マイナス導線９における「復路」上に設けられてい
るコイル１３、並びに測定装置１４から構成されている。もしも差電流（Ｉ１－Ｉ２）が
所定の電流閾値を超過したことが測定装置１４により認識されると、測定装置１４は対応
信号を、場合によっては制御装置８または１８を介して、ＤＣ／ＤＣ変換器５に送り、そ
れに基づいてＤＣ／ＤＣ変換器５は制御可能なスイッチ１７を開放する。
【００１５】
補足として、可能な差電流測定装置１１の詳細が図３及び図４に示されている。図３では
、周知の方法により、１つの鉄芯２７に巻かれていて且つ測定すべき電流が逆方向に通流
される２つのコイル２０及び２８が利用される。鉄芯に発生する差磁界は、電流センサか
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ら周知のように、磁界センサ２１（例えばホールセンサ、または磁気抵抗素子）により測
定され、電子装置２２により評価、即ち所定の目標値を用いて比較される。選択的に、図
４では、リードコンタクト２３が使用され、このリードコンタクト２３は、逆方向に電流
が通流される２つのコイル２４及び２５により囲まれている。差磁界がリードコンタクト
２３のリスポンス閾値を超過する場合にリードコンタクト２３が接続する。磁束を改善す
るためには追加的に鉄芯２６も使用され得る。図３による磁界センサ２１が設定可能な閾
値よりも大きな信号を提供する、または図４によるリードコンタクト２３が接続すると、
直ちに、導線短絡１５（図２参照）と判断される。
【００１６】
本発明のエネルギー供給システムの本質として、より高い電圧の搭載電気系統における個
々の高出力消費装置４が、低い電圧の搭載電気系統では通常であるように接続部を用いて
車体アースに繋がれているという訳ではないことが挙げられる。より正確に述べると、こ
れらの高出力消費装置４は、マイナス接続部を統合し且つ集中方式の集合導線１６の形式
の固有の戻り導線を有する必要があり、この戻り導線を介してのみ集中方式であるが切断
可能な状態でアース電位１９へと案内される。
【００１７】
導線短絡１５に基づいて低い電圧の搭載電気系統への経路を得た障害電流（漏れ電流）は
、この障害電流がその「復路」をジェネレータ１ないしはバッテリ３へのマイナス導線９
ないしは９ａを介して得るのではなく、低い電圧の搭載電気系統の消費装置６を通じてア
ースへと流れ、それによりコイル１３における第２の測定位置を迂回してしまうために、
そのような障害電流として検知される。
【００１８】
マイナス導線９ａないしは９が導線部分１６を介してのみアース電位１９に接続されてい
るので、それぞれの障害電流はこの経路だけを進むことになる。障害電流は、常に導線部
分１６によって遮断されなくてはならなく、本発明に従い制御可能なスイッチ１７により
そこで遮断され得る。従って、アースに対するこの唯一の接続路が本発明の本質的な特徴
である。
【００１９】
選択的に、制御可能なスイッチ１７は、変換器５の外部にて別個の装置内にも設けられ得
る。しかし、制御可能なスイッチを変換器５または制御装置８または１８のようないずれ
にせよ設けられている装置内に組み込むことは別個の装置よりも優先される。
【００２０】
補足として、より高い電圧の搭載電気系統のプラス導線２と車両アース１９との間の導線
短絡は、同様に、経路１９、１６を介した障害電流を結果として有するが、この場合、低
い電圧の搭載電気系統の消費装置６は迂回される。この場合のためには、安全装置、例え
ばヒューズが短絡を遮断する。マイナス導線９ないしは９ａと車両アース１９との間の（
追加的な）導線短絡も、差電流測定装置１１を介して検知可能である。より高い電圧の搭
載電気系統におけるプラス導線２とマイナス導線９との間の短絡だけが検知不可能である
が、このためには同様にヒューズが保護手段として設けられ得る。
【００２１】
補足として、例えば、変換器５を有さずに例えば２つのジェネレータ、即ち各搭載電気系
統のためにそれぞれ１つのジェネレータが設けられている場合にも、本発明によるエネル
ギー供給システムが提供される。この場合、例えば、両方のジェネレータのマイナス接続
部またはプラス接続部は構成空間を節約する理由から統合され得る。この場合、統合され
ている接続部の間の接続導線は集中方式の集合導線として形成され得て、この集合導線に
制御可能なスイッチが組み込まれなくてはならない。
【００２２】
本発明の本質は、低い電圧の搭載電気系統の消費装置を保護するために、異なる搭載電気
系統の間の意図的な接続路が制御可能で開放され得るということである。
【図面の簡単な説明】
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【図１】短絡を検知するために、低い電圧の搭載電気系統の電圧監視機能を備えた本発明
によるエネルギー供給システムを示す図である。
【図２】短絡を検知するために、より高い電圧の搭載電気系統内に差電流測定機能を備え
た本発明によるエネルギー供給システムを示す図である。
【図３】差電流測定のための装置の可能な実施形態を示す図である。
【図４】差電流測定のための装置の可能な実施形態を示す図である。
【符号の説明】
１　　ジェネレータ
２　　導線
２ａ　導線
３　　エネルギー貯蔵部（３６ボルトバッテリ）
４　　高出力消費装置
５　　ＤＣ／ＤＣ変換器
６　　低出力消費装置
７　　エネルギー貯蔵部（１２ボルトバッテリ）
８　　搭載電気系統管理制御装置
９　　導線
１０　　導線
１１　　差電流測定装置
１２　　コイル
１３　　コイル
１４　　測定装置
１５　　導線短絡
１６　　集合導線
１７　　制御可能なスイッチ
１８　　バッテリ管理制御装置
１９　　アース接続部
２０　　コイル
２１　　磁界センサ（磁気センサ）
２２　　電子装置
２３　　リードコンタクト
２４　　コイル
２５　　コイル
２６　　鉄芯
２７　　鉄芯
２８　　コイル
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