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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両に搭載される太陽電池の出力を少なくともＭＰＰＴ制御する制御装置であって、
　車両が走行状態かあるいは停車状態かを判定する判定手段を備え、
　前記判定手段で走行状態と判定した場合と停車状態と判定した場合とで制御方法を変更
し、
　前記判定手段で走行状態と判定した場合、車両の速度が所定速度以上のときには車両の
速度が所定速度未満のときよりも太陽電池の出力制御を抑制し、
　前記出力制御の抑制は、車両の速度が所定速度未満のときよりもＭＰＰＴ制御の制御周
期を長くする又は太陽電池の出力を固定電圧制御することである、
　ことを特徴とする車載用太陽電池の制御装置。
【請求項２】
　前記判定手段で走行状態と判定した場合には停車状態と判定した場合よりもＭＰＰＴ制
御の制御周期を短くすることを特徴とする請求項１に記載の車載用太陽電池の制御装置。
【請求項３】
　前記判定手段は、イグニッションスイッチの状態又は／及び車両の速度に基づいて走行
状態かあるいは停車状態かを判定することを特徴とする請求項１又は２に記載の車載用太
陽電池の制御装置。
【請求項４】
　前記判定手段は、イグニッションスイッチの状態に基づいて判定する場合、イグニッシ
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ョンスイッチがＯＮ状態のときに走行状態と判定し、イグニッションスイッチがＯＦＦ状
態のときに停車状態と判定することを特徴とする請求項３に記載の車載用太陽電池の制御
装置。
【請求項５】
　前記判定手段は、車両の速度に基づいて判定する場合、車両の速度が停車状態判定速度
以上のときに走行状態と判定し、車両の速度が停車状態判定速度未満のときに停車状態と
判定することを特徴とする請求項３に記載の車載用太陽電池の制御装置。
【請求項６】
　前記判定手段は、イグニッションスイッチの状態及び車両の速度に基づいて判定する場
合、イグニッションスイッチがＯＮ状態かつ車両の速度が停車状態判定速度以上のときに
走行状態と判定し、イグニッションスイッチがＯＦＦ状態又はイグニッションスイッチが
ＯＮ状態かつ車両の速度が停車状態判定速度未満のときに停車状態と判定することを特徴
とする請求項３に記載の車載用太陽電池の制御装置。
【請求項７】
　イグニッションスイッチがＯＦＦ状態の場合、前記判定手段での車両の速度に基づく判
定を禁止することを特徴とする請求項６に記載の車載用太陽電池の制御装置。
【請求項８】
　制御周期が異なる複数のＭＰＰＴと、
　前記判定手段の判定結果に応じて前記複数のＭＰＰＴのうちのいずれかの１つのＭＰＰ
Ｔに切り替える切替手段と、
　を備えることを特徴とする請求項１～７のいずれか１項に記載の車載用太陽電池の制御
装置。
【請求項９】
　制御周期を変更可能なＭＰＰＴと、
　前記判定手段の判定結果に応じて前記ＭＰＰＴの制御周期を切り替える切替手段と、
　を備えることを特徴とする請求項１～７のいずれか１項に記載の車載用太陽電池の制御
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車載用太陽電池の制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、再生可能エネルギとして、太陽の光エネルギを電気エネルギに直接変換（太陽光
発電）する太陽電池が注目されている。太陽電池の出力は太陽光の日照条件等によって変
化するので、日照条件が変動すると電気エネルギを効率良く取り出せない場合がある。そ
こで、日照条件が変動しても、太陽電池の出力が最大となるように最適動作点を追従制御
するＭＰＰＴ[Maximum Power Point Tracking]（最大電力点追従）制御が知られている（
例えば、特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－１０８４６６号公報
【特許文献２】国際公開第２０１１／１２２１６５号パンフレット
【特許文献３】特開２００６－１１５５５４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　太陽電池は、主に、住宅の屋根等に設置される定置設置型として用いられていた。定置
設置型の場合、天候や太陽の位置等によって日照条件が変動しても、その変動は比較的緩
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やかである。しかし、太陽電池を車両に搭載した場合、車両走行時には、建物の影やトン
ネル等の影響によって日照条件がめまぐるしく変動する。そのような変動に対応するため
には、ＭＰＰＴ制御の制御周期を短くし、追従制御を高速に行うことが考えられる。しか
し、制御周期を短くすると、制御装置で消費する電力が増加するので、日照条件の変動が
緩やかなときには電力を無駄に消費する。また、制御周期を短くすると、電柱等の短い影
にもＭＰＰＴ制御が追従してしまうので、車両が高速走行をしている場合にはその影に対
する最適動作点が見つかった頃にはその影を通過してしまい、最適動作点が変わっている
。そのため、高速でＭＰＰＴ制御を行っているにもかかわらず電気エネルギを効率良く取
り出せず、電力を無駄に消費する。
【０００５】
　そこで、本発明は、消費電力を抑えつつ車両における日照条件の変動に対応したＭＰＰ
Ｔ制御を可能とする車載用太陽電池の制御装置を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る車載用太陽電池の制御装置は、車両に搭載される太陽電池の出力を少なく
ともＭＰＰＴ制御する制御装置であって、車両が走行状態かあるいは停車状態かを判定す
る判定手段を備え、判定手段で走行状態と判定した場合と停車状態と判定した場合とで制
御方法を変更することを特徴とする。
【０００７】
　太陽電池は、車両に搭載され、制御装置によって少なくともＭＰＰＴ制御される。制御
装置では、判定手段によって車両が走行状態かあるいは停車状態かを判定する。停車状態
は、駐車している状態や赤信号等で停止（停車）している状態の他にも、渋滞等で低速で
走行している状態を含んでもよい。停車状態の場合、日照条件の変動は比較的緩やかであ
る。一方、走行状態の場合、日照条件がめまぐるしく変動する。そこで、制御装置では、
判定手段で走行状態と判定された場合と停車状態と判定された場合とでＭＰＰＴ制御の制
御方法を変更する。このように、この車載用太陽電池の制御装置は、走行状態の場合と停
車状態の場合とで制御方法を変更することにより、消費電力を抑えつつ車両における日照
条件の変動に対応したＭＰＰＴ制御が可能である。
【０００８】
　本発明の上記車載用太陽電池の制御装置では、判定手段で走行状態と判定した場合には
停車状態と判定した場合よりもＭＰＰＴ制御の制御周期を短くすると好適である。
【０００９】
　上記したように、停車状態の場合には日照条件の変動は比較的緩やかであるが、走行状
態の場合には日照条件がめまぐるしく変動する。そこで、この制御装置では、判定手段で
走行状態と判定された場合には停車状態と判定された場合よりもＭＴＴＰ制御の制御周期
を短くし、高速でＭＰＰＴ制御を行う。したがって、車両走行中に建物の影やトンネル等
の影響によって日照条件がめまぐるしく変動しても、その変動に応じて太陽電池の出力が
最大となる最適動作点を追従制御できる。また、制御装置では、判定手段で停車状態と判
定された場合にはＭＰＰＴ制御の制御周期を短くしないので、低速でＭＰＰＴ制御（例え
ば、定置設置型の太陽電池のＭＰＰＴ制御程度）を行う。したがって、制御装置で消費さ
れる電力を低減できる。このように、この車載用太陽電池の制御装置は、走行状態の場合
には停車状態の場合よりもＭＰＰＴ制御の制御周期を短くすることにより、必要な場合に
のみＭＰＰＴ制御の制御周期を短くできるので、消費電力を抑えつつ車両における日照条
件の変動に対応したＭＰＰＴ制御が可能である。
【００１０】
　本発明の上記車載用太陽電池の制御装置では、判定手段で走行状態と判定した場合、車
両の速度が所定速度以上のときには車両の速度が所定速度未満のときよりも太陽電池の出
力制御を抑制すると好適である。
【００１１】
　車両の速度がある程度高いときに、車両(特に、車載されている太陽電池)が短い影に入
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ると、極短時間で通過してしまう。このような場合に高速でＭＰＰＴ制御を行っても、電
気エネルギを効率良く取り出せない可能性がある。そこで、この制御装置では、判定手段
で走行状態と判定された場合に、車両の速度が所定速度以上のときには太陽電池の出力制
御を抑制する。これによって、車両の速度がある程度高いときに、無駄に高速のＭＰＰＴ
制御を行うことを抑制でき、制御装置で消費される電力を低減できる。所定速度は、太陽
電池の応答性、制御装置の処理能力等を考慮して設定される。このように、この車載用太
陽電池の制御装置は、走行状態の場合に車両の速度が所定速度より高いときには太陽電池
の出力制御を抑制することにより、無駄な高速のＭＰＰＴ制御を抑制でき、消費電力を抑
えつつ車両における日照条件の変動に対応したＭＰＰＴ制御が可能である。
【００１２】
　本発明の上記車載用太陽電池の制御装置では、出力制御の抑制として、車両の速度が所
定速度未満のときよりもＭＰＰＴ制御の制御周期を長くしたり、太陽電池の出力を固定電
圧制御する。車両の速度がある程度高いときには、ＭＰＰＴ制御の制御周期を長くするこ
とにより、低速でＭＰＰＴ制御を行う。これによって、車両が短い影を通過する場合でも
、その短い影に追従制御することを抑制できる。また、車両の速度がある程度高いときに
は、太陽電池の出力を固定電圧制御することにより、ＭＰＰＴ制御による追従制御を行わ
ない。これによって、車両が短い影を通過する場合でも、その短い影に追従制御しない。
【００１３】
　本発明の上記車載用太陽電池の制御装置では、判定手段は、イグニッションスイッチの
状態又は／及び車両の速度に基づいて走行状態かあるいは停車状態かを判定する。
【００１４】
　この制御装置では、判定手段によってイグニッションスイッチの状態のみか、車両の速
度のみか、イグニッションスイッチの状態及び車両の速度かに基づいて走行状態かあるい
は停車状態かを判定する。イグニッションスイッチの状態がＯＦＦ状態の場合には車両が
非稼働中（すなわち、駐車中）であるので、停車状態と判定でき、イグニッションスイッ
チの状態がＯＮ状態の場合には車両が稼働中であるので、走行状態と判定できる。また、
車両の速度が停車状態を判定するための速度未満の場合には停車状態と判定でき、その停
車状態判定速度以上の場合には走行状態と判定できる。停車状態判定速度は、車両が停止
している速度（なお、渋滞等で低速で走行しているときの速度を含んでもよい）の状態を
判定するための閾値である。さらに、このイグニッションスイッチの状態による判定と車
両の速度による判定を組み合わせて走行状態かあるいは停車状態かを判定することもでき
る。このように、この制御装置では、イグニッションスイッチの状態又は／及び車両の速
度を用いることにより、走行状態かあるいは停車状態かを判定することができる。
【００１５】
　本発明の上記車載用太陽電池の制御装置では、判定手段は、イグニッションスイッチの
状態に基づいて判定する場合、イグニッションスイッチがＯＮ状態のときに走行状態と判
定し、イグニッションスイッチがＯＦＦ状態のときに停車状態と判定する構成としてもよ
い。このように、この制御装置は、イグニッションスイッチの状態を用いることにより、
走行状態かあるいは停車状態かを簡単に判定できる。
【００１６】
　本発明の上記車載用太陽電池の制御装置では、判定手段は、車両の速度に基づいて判定
する場合、車両の速度が停車状態判定速度以上のときに走行状態と判定し、車両の速度が
停車状態判定速度未満のときに停車状態と判定する構成としてもよい。このように、この
制御装置は、車両の速度を用いることにより、駐車中だけでなく、停止中（低速走行を含
んでもよい）も停車状態と判定できる。その結果、低速でＭＰＰＴ制御を行う時間を長く
でき、消費電力を更に抑えることができる。
【００１７】
　本発明の上記車載用太陽電池の制御装置では、判定手段は、イグニッションスイッチの
状態及び車両の速度に基づいて判定する場合、イグニッションスイッチがＯＮ状態かつ車
両の速度が停車状態判定速度以上のときに走行状態と判定し、イグニッションスイッチが
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ＯＦＦ状態又はイグニッションスイッチがＯＮ状態かつ車両の速度が停車状態判定速度未
満のときに停車状態と判定する構成としてもよい。このように、この制御装置は、イグニ
ッションスイッチの状態と車両の速度を用いることにより、停車状態における駐車中と停
止中とを切り分けて判定するができる。
【００１８】
　本発明の上記車載用太陽電池の制御装置では、イグニッションスイッチがＯＦＦ状態の
場合、判定手段での車両の速度に基づく判定を禁止すると好適である。
【００１９】
　上記したように、車両の速度が停車状態判定速度未満の場合には停車状態と判定でき、
停車状態判定速度以上の場合には走行状態と判定できる。イグニッションスイッチの状態
がＯＦＦ状態の場合、車両が駐車中であるので、速度を判定しなくても停車状態と判定で
きる。そこで、制御装置では、イグニッションスイッチがＯＦＦ状態の場合、判定手段に
おける速度に基づく判定を禁止する。したがって、駐車中は速度に基づく判定が行われな
いので、制御装置で消費される電力を低減できる。このように、この制御装置は、イグニ
ッションスイッチがＯＦＦ状態の場合には速度に基づく判定を禁止することにより、消費
電力を更に抑えることができる。
【００２０】
　本発明の上記車載用太陽電池の制御装置では、制御周期が異なる複数のＭＰＰＴと、判
定手段の判定結果に応じて複数のＭＰＰＴのうちのいずれかの１つのＭＰＰＴに切り替え
る切替手段とを備える構成としてもよい。
【００２１】
　本発明の上記車載用太陽電池の制御装置では、制御周期を変更可能なＭＰＰＴと、判定
手段の判定結果に応じてＭＰＰＴの制御周期を切り替える切替手段とを備える構成として
もよい。この構成の制御装置の場合、ＭＰＰＴを１ユニットで構成しているので、搭載ス
ペースを縮小できる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、走行状態の場合と停車状態の場合とで制御方法を変更することにより
、消費電力を抑えつつ車両における日照条件の変動に対応したＭＰＰＴ制御が可能である
。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】第１の実施の形態に係る太陽電池システムの構成図である。
【図２】第１の実施の形態に係る制御フローチャートである。
【図３】第２の実施の形態に係る太陽電池システムの構成図である。
【図４】第２の実施の形態に係る制御フローチャートである。
【図５】第３の実施の形態に係る太陽電池システムの構成図である。
【図６】第３の実施の形態に係る制御フローチャートである。
【図７】第４の実施の形態に係る太陽電池システムの構成図である。
【図８】第４の実施の形態に係る制御フローチャートである。
【図９】第５の実施の形態に係る太陽電池システムの構成図である。
【図１０】第５の実施の形態に係る制御フローチャートである。
【図１１】第６の実施の形態に係る太陽電池システムの構成図である。
【図１２】第６の実施の形態に係る制御フローチャートである。
【図１３】第７の実施の形態に係る太陽電池システムの構成図である。
【図１４】第７の実施の形態に係る制御フローチャートである。
【図１５】第８の実施の形態に係る太陽電池システムの構成図である。
【図１６】第８の実施の形態に係る制御フローチャートである。
【図１７】第９の実施の形態に係る太陽電池システムの構成図である。
【図１８】第９の実施の形態に係る制御フローチャートである。
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【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、図面を参照して、本発明に係る車載用太陽電池の制御装置の実施の形態を説明す
る。なお、各図において同一又は相当する要素については同一の符号を付し、重複する説
明を省略する。
【００２５】
　本実施の形態は、本発明に係る車載用太陽電池の制御装置を、車載の太陽電池システム
（ソーラーシステム）の制御装置に適用する。本実施の形態に係る太陽電池システムは、
車両に太陽電池パネルを搭載し、制御装置（ＥＣＵ）でＭＰＰＴ制御を行う（なお、ＭＰ
ＰＴ制御に加えて固定電圧制御も行う制御装置もある）。本実施の形態には、ＭＰＰＴの
個数とＭＰＰＴ制御（固定電圧制御も行う制御装置の場合はＭＴＴＰ制御及び固定電圧制
御）の切り替えに用いるパラメータ及び固定電圧制御の有無が異なる９つの実施の形態が
あり、第１の実施の形態がＭＰＰＴが２個で切り替えにイグニッションスイッチ（以下、
ＩＧスイッチと記載する）の状態を用い、第２の実施の形態がＭＰＰＴが１個で切り替え
にＩＧスイッチの状態を用い、第３の実施の形態がＭＰＰＴが２個で切り替えに車両の速
度を用い、第４の実施の形態がＭＰＰＴが１個で切り替えに車両の速度を用い、第５の実
施の形態がＭＰＰＴが２個で切り替えにＩＧスイッチの状態と車両の速度を用い、第６の
実施の形態がＭＰＰＴが１個で切り替えにＩＧスイッチの状態と車両の速度を用い、第７
の実施の形態がＭＰＰＴが１個で切り替えに車両の速度を用い、第８、第９の実施の形態
が固定電圧制御も行い、ＭＰＰＴが１個で切り替えに車両の速度を用いる。
【００２６】
　なお、本実施の形態に係る太陽電池システムでは、車両が駐車中（車両が稼働していな
い状態）でもＭＰＰＴ制御を行って電力を取り出し、バッテリへの充電等を行う。本実施
の形態では、ＭＰＰＴ制御としては従来の周知の制御を適用し、従来の周知の電気回路を
用いる。また、本実施の形態では、固定電圧制御も行う場合、固定電圧制御としては従来
の周知の制御を適用し、従来の周知の電気回路を用いる。
【００２７】
　図１を参照して、第１の実施の形態に係る太陽電池システム１について説明する。図１
は、第１の実施の形態に係る太陽電池システムの構成図である。
【００２８】
　太陽電池システム１は、太陽電池パネル１０を制御装置１１でＭＰＰＴ制御し、出力先
装置２０にＭＰＰＴ制御された電力を出力する。特に、制御装置１１では、ＩＧスイッチ
の状態に基づいて走行中かあるいは駐車中かを判断し、走行中の場合には高速でＭＰＰＴ
制御を行い、駐車中の場合には低速でＭＰＰＴ制御を行う。
【００２９】
　太陽電池パネル１０は、太陽電池（セル）を複数枚直並列接続して、車載用として必要
な電圧と電流が得られるように構成したパネル状のものである。太陽電池(セル)としては
、従来の周知の太陽電池であり、車載用と適したものが用いられる。太陽電池パネル１０
から出力される電圧と電流を検出するために、図示しない電圧センサと電流センサが設け
られ、一定時間毎に電圧と電流が検出される。この電圧と電流の各検出値は、制御装置１
１でのＭＰＰＴ制御で用いられる。太陽電池パネル１０には、制御装置１１が接続される
。
【００３０】
　制御装置１１は、スイッチング回路１１ａ、高速ＭＰＰＴ１１ｂ、低速ＭＰＰＴ１１ｃ
を備えている。制御装置１１には、太陽電池パネル１０と出力先装置２０が接続される。
第１の実施の形態では、スイッチング回路１１ａが特許請求の範囲に記載する判定手段及
び切替手段に相当し、高速ＭＰＰＴ１１ｂ及び低速ＭＰＰＴ１１ｃが特許請求の範囲に記
載する制御周期が異なる複数のＭＰＰＴに相当する。
【００３１】
　スイッチング回路１１ａは、ＩＧスイッチの状態に基づいて高速ＭＰＰＴ１１ｂと低速
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ＭＰＰＴ１１ｃとを切り替えるための電気回路である。スイッチング回路１１ａには、Ｉ
Ｇスイッチ（図示せず）の状態を示すイグニッション状態信号（以下、ＩＧ状態信号と記
載する）が入力され、高速ＭＰＰＴ１１ｂと低速ＭＰＰＴ１１ｃが接続される。スイッチ
ング回路１１ａでは、ＩＧ状態信号がＯＮ状態かあるいはＯＦＦ状態かを判定する。そし
て、スイッチング回路１１ａでは、ＩＧ状態信号がＯＮ状態と判定した場合には高速ＭＰ
ＰＴ１１ｂを動作させ（高速ＭＰＰＴ１１ｂを使用）、ＩＧ状態信号がＯＦＦ状態と判定
した場合には低速ＭＰＰＴ１１ｃを動作させる（低速ＭＰＰＴ１１ｃを使用）。
【００３２】
　なお、ＩＧ状態信号がＯＮ状態の場合、車両が走行中（車両が稼働状態）と判断でき、
ＭＰＰＴ制御として高速の追従制御が必要である。つまり、車両が走行している場合、車
両が建物の影やトンネル等に急速に入ったり出たりすることによって日照条件がめまぐる
しく変動することがあるので（車両の速度が高いほど変動が速くなる）、その変動に対応
するためにはＭＰＰＴ制御を高速で行う必要がある。一方、ＩＧ状態信号がＯＦＦ状態の
場合、車両が駐車中（車両が稼働していない状態）と判断でき、ＭＰＰＴ制御として低速
の追従制御でよい。つまり、車両が駐車している場合、天候や太陽の位置等によって日照
条件が変動するが、その変動は比較的緩やかであるので、その変動に対応するためにはＭ
ＰＰＴ制御は低速でよい（例えば、定置設置型の太陽電池のＭＰＰＴ制御の制御速度程度
でよい）。
【００３３】
　高速ＭＰＰＴ１１ｂは、短い制御周期で（高速の追従制御で）ＭＰＰＴ制御を行う電気
回路である。低速ＭＰＰＴ１１ｃは、長い制御周期で（低速の追従制御で）ＭＰＰＴ制御
を行う電気回路である。高速ＭＰＰＴ１１ｂと低速ＭＰＰＴ１１ｃは、従来の周知のＭＰ
ＰＴ制御を行うための電気回路であり、制御周期だけが異なる。低速ＭＰＰＴ１１ｃの制
御周期は、定置設置型の太陽電池のＭＰＰＴ制御の制御周期程度であり、例えば、数十秒
～数分である。高速ＭＰＰＴ１１ｂの制御周期は、低速ＭＰＰＴ１１ｃの制御周期よりも
短い制御周期であり、例えば、数ミリ秒～数秒である。高速ＭＰＰＴ１１ｂの制御周期を
設定する場合、車両の標準的な速度を決め、その速度に応じて制御周期を設定する。
【００３４】
　高速ＭＰＰＴ１１ｂ、低速ＭＰＰＴ１１ｃで行われるＭＰＰＴ制御は、制御周期毎に、
太陽電池パネル１０から出力される電圧と電流の各検出値から得られる実際の電力値に基
づいて周知のアルゴリズムに従って出力が最大となる最適動作点（最適な電力＝電圧×電
流）を求め、その最適動作点における電圧を目標値としてフィードバック制御を行う。こ
の制御によって、制御周期毎に、太陽電池パネル１０から出力される電圧が最適動作点の
電圧となり、そのときの日照条件で得ることができる最大の電力が出力される。
【００３５】
　出力先装置２０は、制御装置１１でＭＰＰＴ制御された電力の出力先となる装置である
。出力先装置２０としては、例えば、車両に搭載される電力を用いて動作する各種負荷、
電力を所定の電力に変換するコンバータ、電力を蓄えるバッテリがある。
【００３６】
　上記構成の太陽電池システム１の動作を図２のフローチャートに沿って説明する。図２
は、第１の実施の形態に係る制御フローチャートである。
【００３７】
　スイッチング回路１１ａでは、ＩＧ状態信号がＯＮ状態か否かを判定する（Ｓ１０）。
Ｓ１０にてＯＮ状態と判定した場合（車両が走行中と判断した場合）、スイッチング回路
１１ａでは、高速ＭＰＰＴ１１ｂを使用するために高速ＭＰＰＴ１１ｂを動作させる（Ｓ
１１）。高速ＭＰＰＴ１１ｂでは、設定されている短い制御周期で、現在の日照条件に応
じた太陽電池パネル１０の最適動作点を求め、その最適動作点になるように太陽電池パネ
ル１０に対してフィードバック制御を行う。一方、Ｓ１０にてＯＦＦ状態と判定した場合
（車両が駐車中と判断した場合）、スイッチング回路１１ａでは、低速ＭＰＰＴ１１ｃを
使用するために低速ＭＰＰＴ１１ｃを動作させる（Ｓ１２）。低速ＭＰＰＴ１１ｃでは、



(8) JP 5971175 B2 2016.8.17

10

20

30

40

50

設定されている長い制御周期で、現在の日照条件に応じた太陽電池パネル１０の最適動作
点を求め、その最適動作点になるように太陽電池パネル１０に対してフィードバック制御
を行う。この各制御周期毎にＭＰＰＴ制御された電力は、出力先装置２０に出力される。
Ｓ１１又はＳ１２でのＭＰＰＴ制御が終了すると、Ｓ１０の判定に戻る。
【００３８】
　この制御装置１１によれば、ＩＧスイッチの状態に基づいて走行中／駐車中を判断し、
走行中の場合には駐車中の場合よりもＭＰＰＴ制御の制御周期を短くすることにより、必
要な場合にのみＭＰＰＴ制御の制御周期を短く（高速化）できるので、消費電力を抑えつ
つ車両における日照条件の変動に対応したＭＰＰＴ制御が可能である。走行中の場合、日
照条件が急激に変動しても、高速のＭＰＰＴ制御でその急激な変動に対応して最適動作点
を求めることができ、太陽電池パネル１０での発電電力を最大限利用できる。一方、駐車
中の場合、低速のＭＰＰＴ制御なので、制御装置１１での消費電力を低減できる。
【００３９】
　図３を参照して、第２の実施の形態に係る太陽電池システム２について説明する。図３
は、第２の実施の形態に係る太陽電池システムの構成図である。
【００４０】
　太陽電池システム２は、第１の実施の形態に係る太陽電池システム１と比較すると、Ｍ
ＰＰＴを１ユニットで構成した点が異なる。そのため、制御装置１２は、制御周期可変型
ＭＰＰＴ１２ａからなる。制御装置１２には、太陽電池パネル１０と出力先装置２０が接
続される。第２の実施の形態では、制御周期可変型ＭＰＰＴ１２ａでの処理が特許請求の
範囲に記載する判定手段及び切替手段に相当し、制御周期可変型ＭＰＰＴ１２ａでの電気
回路が特許請求の範囲に記載する制御周期を変更可能なＭＰＰＴに相当する。
【００４１】
　制御周期可変型ＭＰＰＴ１２ａは、ＩＧスイッチの状態に基づいてＭＰＰＴの制御周期
を切り替える処理部と可変の制御周期でＭＰＰＴ制御を行う電気回路からなる。処理部は
、所定のプログラムが組み込まれたマイクロコンピュータ等からなる。処理部には、ＩＧ
状態信号が入力され、ＭＰＰＴ制御を行う電気回路が接続される。処理部では、ＩＧ状態
信号がＯＮ状態かあるいはＯＦＦ状態かを判定する。そして、処理部では、ＩＧ状態信号
がＯＮ状態と判定した場合にはＭＰＰＴ制御回路の制御周期を高速の制御周期に切り替え
、ＩＧ状態信号がＯＦＦ状態と判定した場合にはＭＰＰＴ制御回路の制御周期を低速の制
御周期に切り替える。ＭＰＰＴ制御回路は、従来の周知のＭＰＰＴ制御を行うための電気
回路であり、制御周期が可変である。ＭＰＰＴ制御回路では、処理部によって切り替えら
れた制御周期でＭＰＰＴ制御を行う。低速の制御周期は、第１の実施の形態に係る低速Ｍ
ＰＰＴ１１ｃの制御周期と同様の制御周期である。高速の制御周期は、第１の実施の形態
に係る高速ＭＰＰＴ１１ｂの制御周期と同様の制御周期である。
【００４２】
　上記構成の太陽電池システム２の動作を図４のフローチャートに沿って説明する。図４
は、第２の実施の形態に係る制御フローチャートである。
【００４３】
　制御周期可変型ＭＰＰＴ１２ａでは、ＩＧ状態信号がＯＮ状態か否かを判定する（Ｓ２
０）。Ｓ２０にてＯＮ状態と判定した場合（車両が走行中と判断した場合）、制御周期可
変型ＭＰＰＴ１２ａでは、ＭＰＰＴ制御回路の制御周期を高速化するために短い制御周期
にする（Ｓ２１）。制御周期可変型ＭＰＰＴ１２ａのＭＰＰＴ制御回路では、短い制御周
期で、現在の日照条件に応じた太陽電池パネル１０の最適動作点を求め、その最適動作点
になるように太陽電池パネル１０に対してフィードバック制御を行う。一方、Ｓ２０にて
ＯＦＦ状態と判定した場合（車両が駐車中と判断した場合）、制御周期可変型ＭＰＰＴ１
２ａでは、ＭＰＰＴ制御回路の制御周期を低速化するために長い制御周期にする（Ｓ２２
）。制御周期可変型ＭＰＰＴ１２ａのＭＰＰＴ制御回路では、長い制御周期で、現在の日
照条件に応じた太陽電池パネル１０の最適動作点を求め、その最適動作点になるように太
陽電池パネル１０に対してフィードバック制御を行う。この各制御周期毎にＭＰＰＴ制御
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された電力は、出力先装置２０に出力される。Ｓ２１又はＳ２２でのＭＰＰＴ制御が終了
すると、Ｓ２０の判定に戻る。
【００４４】
　この制御装置１２は、第１の実施の形態に係る制御装置１１と同様の効果を有する上に
、以下の効果も有している。制御装置１２によれば、ＭＰＰＴを１ユニットの制御周期可
変型ＭＰＰＴ１２ａで構成しているので、搭載スペースを縮小できる。
【００４５】
　図５を参照して、第３の実施の形態に係る太陽電池システム３について説明する。図５
は、第３の実施の形態に係る太陽電池システムの構成図である。
【００４６】
　太陽電池システム３は、太陽電池パネル１０を制御装置１３でＭＰＰＴ制御し、出力先
装置２０にＭＰＰＴ制御された電力を出力する。特に、制御装置１３では、車両の速度に
基づいて走行中かあるいは駐車中もしくは停車中（微低速走行中を含む）かを判断し、走
行中の場合には高速でＭＰＰＴ制御を行い、駐車中もしくは停車中の場合には低速でＭＰ
ＰＴ制御を行う。
【００４７】
　制御装置１３は、速度判定器１３ａ、スイッチング回路１３ｂ、高速ＭＰＰＴ１３ｃ、
低速ＭＰＰＴ１３ｄを備えている。制御装置１３には、太陽電池パネル１０と出力先装置
２０が接続される。第３の実施の形態では、速度判定器１３ａ及びスイッチング回路１３
ｂが特許請求の範囲に記載する判定手段に相当し、スイッチング回路１３ｂが特許請求の
範囲に記載する切替手段に相当し、高速ＭＰＰＴ１３ｃ及び低速ＭＰＰＴ１３ｄが特許請
求の範囲に記載する制御周期が異なる複数のＭＰＰＴに相当する。なお、高速ＭＰＰＴ１
３ｃ、低速ＭＰＰＴ１３ｄは、第１の実施の形態に係る高速ＭＰＰＴ１１ｂ、低速ＭＰＰ
Ｔ１１ｃと同様のものなので、説明を省略する。
【００４８】
　速度判定器１３ａは、車両の速度に基づいて車両が走行中かあるいは駐車中もしくは停
車中かを判断するための電気回路である。速度判定器１３ａには、車速センサ(図示せず)
で検出された車両の速度を示す速度信号が入力され、スイッチング回路１３ｂが接続され
ている。速度判定器１３ａでは、速度信号に示される速度が１０ｋｍ／ｈ以上か否かを判
定する。この１０ｋｍ／ｈは、車両が走行中かあるいは駐車中もしくは停車中（赤信号等
での停車だけでなく、渋滞等で微低速走行中も含む）かを判定するための閾値である。速
度判定器１３ａでは、速度が１０ｋｍ／ｈ以上と判定した場合には走行中と判断し、速度
が１０ｋｍ／ｈ未満と判定した場合には駐車中もしくは停車中と判断する。そして、速度
判定器１３ａでは、スイッチング回路１３ｂに判断結果（走行中／駐車中・停車中）を示
す判断結果信号を出力する。
【００４９】
　なお、速度が１０ｋｍ／ｈ以上の場合、車両が走行中と判断でき、ＭＰＰＴ制御として
高速の追従制御が必要である。つまり、車両が１０ｋｍ／ｈ以上で走行している場合、車
両が１０ｋｍ／ｈ以上の速度で建物の影やトンネル等に入ったり出たりすることによって
日照条件がめまぐるしく変動することがあるので（車両の速度が高いほど変動が速くなる
）、その変動に対応するためにはＭＰＰＴ制御を高速で行う必要がある。一方、速度が１
０ｋｍ／ｈ未満の場合、車両が駐車中あるいは停車中（微低速走行中も含む）と判断でき
、ＭＰＰＴ制御として低速の追従制御でよい。つまり、車両が駐車あるいは停車している
場合、天候や太陽の位置等によって日照条件が変動するが、その変動は比較的緩やかであ
るので、その変動に対応するためにはＭＰＰＴ制御は低速でよい。車両が渋滞等で微低速
走行している場合、建物の影やトンネル等に入ったり出たりすることはあるが、出入りは
緩やかであり、日照条件がめまぐるしく変動することはない。
【００５０】
　スイッチング回路１３ｂは、速度判定器１３ａでの判断結果（走行中／駐車中・停車中
）に基づいて高速ＭＰＰＴ１３ｃと低速ＭＰＰＴ１３ｄとを切り替えるための電気回路で
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ある。スイッチング回路１３ｂには、速度判定器１３ａから出力される判断結果信号が入
力され、高速ＭＰＰＴ１３ｃと低速ＭＰＰＴ１３ｄが接続される。スイッチング回路１３
ｂでは、判断結果信号に基づいて走行中かあるいは駐車中もしくは停車中かを判定する。
そして、スイッチング回路１３ｂでは、走行中と判定した場合には高速ＭＰＰＴ１３ｃを
動作させ、駐車中もしくは停車中と判定した場合には低速ＭＰＰＴ１３ｄを動作させる。
【００５１】
　上記構成の太陽電池システム３の動作を図６のフローチャートに沿って説明する。図６
は、第３の実施の形態に係る制御フローチャートである。
【００５２】
　速度判定器１３ａでは、速度信号に示される速度が１０ｋｍ／ｈ以上か否かを判定する
（Ｓ３０）。Ｓ３０にて１０ｋｍ／ｈ以上と判定した場合、速度判定器１３ａでは、走行
中と判断し、走行中を示す判断結果信号をスイッチング回路１３ｂに出力する。スイッチ
ング回路１３ｂでは、その判断結果信号に示される走行中に基づいて、高速ＭＰＰＴ１３
ｃを使用するために高速ＭＰＰＴ１３ｃを動作させる（Ｓ３１）。高速ＭＰＰＴ１３ｃで
は、第１の実施の形態に係る高速ＭＰＰＴ１１ｂの動作と同様の動作を行う。一方、Ｓ３
０にて１０ｋｍ／ｈ未満と判定した場合、速度判定器１３ａでは、駐車中もしくは停車中
と判断し、駐車中もしくは停車中を示す判断結果信号をスイッチング回路１３ｂに出力す
る。スイッチング回路１３ｂでは、その判断結果信号に示される駐車中もしくは停車中に
基づいて、低速ＭＰＰＴ１３ｄを使用するために低速ＭＰＰＴ１３ｄを動作させる（Ｓ３
２）。低速ＭＰＰＴ１３ｄでは、第１の実施の形態に係る低速ＭＰＰＴ１１ｃの動作と同
様の動作を行う。この各制御周期毎にＭＰＰＴ制御された電力は、出力先装置２０に出力
される。Ｓ３１又はＳ３２でのＭＰＰＴ制御が終了すると、Ｓ３０の判定に戻る。
【００５３】
　この制御装置１３によれば、車両の速度に基づいて走行中／駐車中もしくは停車中を判
断し、走行中の場合には駐車中もしくは停車中の場合よりもＭＰＰＴ制御の制御周期を短
くすることにより、必要な場合にのみＭＰＰＴ制御の制御周期を短くできるので、消費電
力を抑えつつ車両における日照条件の変動に対応したＭＰＰＴ制御が可能である。特に、
制御装置１３では、車両の速度で判定を行っているので、日照条件の変動が緩やかな場合
として駐車中だけでなく停車中や微低速走行中も選択できる。その結果、制御装置１３で
は、低速のＭＰＰＴ制御を使用する時間を長くでき、消費電力をより低減できる。
【００５４】
　図７を参照して、第４の実施の形態に係る太陽電池システム４について説明する。図７
は、第４の実施の形態に係る太陽電池システムの構成図である。
【００５５】
　太陽電池システム４は、第３の実施の形態に係る太陽電池システム３と比較すると、Ｍ
ＰＰＴを１ユニットで構成した点が異なる。そのため、制御装置１４は、速度判定器１４
ａと制御周期可変型ＭＰＰＴ１４ｂからなる。制御装置１４には、太陽電池パネル１０と
出力先装置２０が接続される。第４の実施の形態では、速度判定器１４ａ及び制御周期可
変型ＭＰＰＴ１４ｂでの処理が特許請求の範囲に記載する判定手段に相当し、制御周期可
変型ＭＰＰＴ１４ｂでの処理が特許請求の範囲に記載する切替手段に相当し、制御周期可
変型ＭＰＰＴ１４ｂでの電気回路が特許請求の範囲に記載する制御周期を変更可能なＭＰ
ＰＴに相当する。なお、速度判定器１４ａは、第３の実施の形態に係る速度判定器１３ａ
と同様のものなので、説明を省略する。
【００５６】
　制御周期可変型ＭＰＰＴ１４ｂは、速度判定器１４ａでの判断結果（走行中／駐車中・
停車中）に基づいてＭＰＰＴの制御周期を切り替える処理部と可変の制御周期でＭＰＰＴ
制御を行う電気回路からなる。処理部は、所定のプログラムが組み込まれたマイクロコン
ピュータ等からなる。処理部には、速度判定器１４ａから出力される判断結果信号が入力
され、ＭＰＰＴ制御を行う電気回路が接続される。処理部では、判断結果信号に基づいて
走行中かあるいは駐車中もしくは停車中かを判定する。そして、処理部では、走行中と判
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定した場合にはＭＰＰＴ制御回路の制御周期を高速の制御周期に切り替え、駐車中もしく
は停車中と判定した場合にはＭＰＰＴ制御回路の制御周期を低速の制御周期に切り替える
。ＭＰＰＴ制御回路は、第２の実施の形態に係る制御周期可変型ＭＰＰＴ１２ａのＭＰＰ
Ｔ制御回路と同様の回路である。
【００５７】
　上記構成の太陽電池システム４の動作を図８のフローチャートに沿って説明する。図８
は、第４の実施の形態に係る制御フローチャートである。
【００５８】
　速度判定器１４ａでは、速度信号に示される速度が１０ｋｍ／ｈ以上か否かを判定する
（Ｓ４０）。Ｓ４０にて１０ｋｍ／ｈ以上と判定した場合、速度判定器１４ａでは、走行
中と判断し、走行中を示す判断結果信号を制御周期可変型ＭＰＰＴ１４ｂに出力する。制
御周期可変型ＭＰＰＴ１４ｂでは、その判断結果信号に示される走行中に基づいて、ＭＰ
ＰＴ制御回路の制御周期を高速化するために短い制御周期にする（Ｓ４１）。制御周期可
変型ＭＰＰＴ１４ｂのＭＰＰＴ制御回路では、短い制御周期で、第２の実施の形態に係る
制御周期可変型ＭＰＰＴ１２ａのＭＰＰＴ制御回路の動作と同様の動作を行う。一方、Ｓ
４０にて１０ｋｍ／ｈ未満と判定した場合、速度判定器１４ａでは、駐車中もしくは停車
中と判断し、駐車中もしくは停車中を示す判断結果信号を制御周期可変型ＭＰＰＴ１４ｂ
に出力する。制御周期可変型ＭＰＰＴ１４ｂでは、その判断結果信号に示される駐車中も
しくは停車中に基づいて、ＭＰＰＴ制御回路の制御周期を低速化するために長い制御周期
にする（Ｓ４２）。制御周期可変型ＭＰＰＴ１４ｂのＭＰＰＴ制御回路では、長い制御周
期で、第２の実施の形態に係る制御周期可変型ＭＰＰＴ１２ａのＭＰＰＴ制御回路の動作
と同様の動作を行う。この各制御周期毎にＭＰＰＴ制御された電力は、出力先装置２０に
出力される。Ｓ４１又はＳ４２でのＭＰＰＴ制御が終了すると、Ｓ４０の判定に戻る。
【００５９】
　この制御装置１４は、第３の実施の形態に係る制御装置１３と同様の効果を有する上に
、以下の効果も有している。制御装置１４によれば、ＭＰＰＴを１ユニットの制御周期可
変型ＭＰＰＴ１４ｂで構成しているので、搭載スペースを縮小できる。
【００６０】
　図９を参照して、第５の実施の形態に係る太陽電池システム５について説明する。図９
は、第５の実施の形態に係る太陽電池システムの構成図である。
【００６１】
　太陽電池システム５は、太陽電池パネル１０を制御装置１５でＭＰＰＴ制御し、出力先
装置２０にＭＰＰＴ制御された電力を出力する。特に、制御装置１５では、ＩＧスイッチ
の状態と車両の速度に基づいて走行中かあるいは駐車中かあるいは停車中（微低速走行中
を含む）かを判断し、走行中の場合には高速でＭＰＰＴ制御を行い、駐車中もしくは停車
中の場合には低速でＭＰＰＴ制御を行う。
【００６２】
　制御装置１５は、速度判定器１５ａ、スイッチング回路１５ｂ、高速ＭＰＰＴ１５ｃ、
低速ＭＰＰＴ１５ｄを備えている。制御装置１５には、太陽電池パネル１０と出力先装置
２０が接続される。第５の実施の形態では、速度判定器１５ａ及びスイッチング回路１５
ｂが特許請求の範囲に記載する判定手段に相当し、スイッチング回路１５ｂが特許請求の
範囲に記載する切替手段に相当し、高速ＭＰＰＴ１５ｃ及び低速ＭＰＰＴ１５ｄが特許請
求の範囲に記載する制御周期が異なる複数のＭＰＰＴに相当する。なお、高速ＭＰＰＴ１
５ｃ、低速ＭＰＰＴ１５ｄは、第１の実施の形態に係る高速ＭＰＰＴ１１ｂ、低速ＭＰＰ
Ｔ１１ｃと同様のものなので、説明を省略する。
【００６３】
　速度判定器１５ａは、ＩＧスイッチがＯＮ状態の場合にのみ車両の速度に基づいて車両
が走行中あるいは停車中かを判断するための電気回路である。速度判定器１５ａには、速
度信号が入力され、スイッチング回路１５ｂが接続されている。ＩＧ状態信号がＯＮ状態
を示す場合、速度判定器１５ａでは、速度信号に示される速度が１０ｋｍ／以上か否かを
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判定し、速度が１０ｋｍ／ｈ以上と判定した場合には走行中と判断し、速度が１０ｋｍ／
ｈ未満と判定した場合には停車中（微低速走行中を含む）と判断し、スイッチング回路１
５ｂに判断結果（走行中／停車中）を示す判断結果信号を出力する。一方、ＩＧ状態信号
がＯＦＦ状態を示す場合、車両が駐車中であるので、速度に基づいて走行中か否かを判定
する必要がないので、速度判定器１５ａを動作させない（速度判定を禁止）。ＩＧ状態信
号がＯＮ状態かＯＦＦ状態かの判定については、速度判定器１５ａにＩＧ状態信号が入力
されて速度判定器１５ａ内で行ってもよいし、スイッチング回路１５ｂでのＩＧ状態信号
の判定結果が速度判定器１５ａに入力されてもよい。
【００６４】
　スイッチング回路１５ｂは、ＩＧスイッチの状態及び速度判定器１５ａでの判断結果（
走行中／停車中）に基づいて高速ＭＰＰＴ１５ｃと低速ＭＰＰＴ１５ｄとを切り替えるた
めの電気回路である。スイッチング回路１５ｂには、ＩＧ状態信号及び速度判定器１５ａ
から出力される判断結果信号が入力され、高速ＭＰＰＴ１５ｃと低速ＭＰＰＴ１５ｄが接
続される。スイッチング回路１５ｂでは、ＩＧ状態信号に基づいてＯＮ状態かあるいはＯ
ＦＦ状態かを判定する。ＩＧ状態信号がＯＦＦ状態と判定した場合（駐車中と判断した場
合）、スイッチング回路１５ｂでは、低速ＭＰＰＴ１５ｄを動作させる。一方、ＩＧ状態
信号がＯＮ状態と判定した場合、スイッチング回路１５ｂでは、判断結果信号に基づいて
走行中かあるいは停車中かを判定する。そして、スイッチング回路１５ｂでは、走行中と
判定した場合には高速ＭＰＰＴ１５ｃを動作させ、停車中と判定した場合には低速ＭＰＰ
Ｔ１５ｄを動作させる。
【００６５】
　上記構成の太陽電池システム５の動作を図１０のフローチャートに沿って説明する。図
１０は、第５の実施の形態に係る制御フローチャートである。
【００６６】
　スイッチング回路１５ｂでは、ＩＧ状態信号がＯＮ状態か否かを判定する（Ｓ５０）。
Ｓ５０にてＯＮ状態と判定した場合、速度判定器１５ａでは、速度信号が１０ｋｍ／ｈ以
上か否かを判定する（Ｓ５１）。Ｓ５１にて１０ｋｍ／ｈ以上と判定した場合、速度判定
器１５ａでは、走行中と判断し、走行中を示す判断結果信号をスイッチング回路１５ｂに
出力する。スイッチング回路１５ｂでは、その判断結果信号に示される走行中に基づいて
、高速ＭＰＰＴ１５ｃを使用するために高速ＭＰＰＴ１５ｃを動作させる（Ｓ５２）。高
速ＭＰＰＴ１５ｃでは、第１の実施の形態に係る高速ＭＰＰＴ１１ｂの動作と同様の動作
を行う。一方、Ｓ５１にて１０ｋｍ／ｈ未満と判定した場合、速度判定器１５ａでは、停
止中と判断し、停止中を示す判断結果信号をスイッチング回路１５ｂに出力する。Ｓ５０
にてＯＦＦ状態と判定した場合（車両が駐車中と判断した場合）あるいは判断結果信号が
停止中の場合、スイッチング回路１５ｂでは、低速ＭＰＰＴ１５ｄを使用するために低速
ＭＰＰＴ１５ｄを動作させる（Ｓ５３）。低速ＭＰＰＴ１５ｄでは、第１の実施の形態に
係る低速ＭＰＰＴ１１ｃの動作と同様の動作を行う。この各制御周期毎にＭＰＰＴ制御さ
れた電力は、出力先装置２０に出力される。Ｓ５２又はＳ５３のＭＰＰＴ制御が終了する
と、Ｓ５０の判定に戻る。
【００６７】
　この制御装置１５によれば、ＩＧスイッチの状態及び車両の速度に基づいて走行中／駐
車中／停車中を判断し、走行中の場合には駐車中や停車中の場合よりもＭＰＰＴ制御の制
御周期を短くすることにより、必要な場合にのみＭＰＰＴ制御の制御周期を短くできるの
で、消費電力を抑えつつ車両における日照条件の変動に対応したＭＰＰＴ制御が可能であ
る。特に、制御装置１５では、ＩＧスイッチの状態と車両の速度で判定を行っているので
、駐車中と停車中とを切り分けて判定することができる。その結果、制御装置１５では、
駐車中の場合には速度判定（速度監視）を禁止でき、消費電力をより低減できる。
【００６８】
　図１１を参照して、第６の実施の形態に係る太陽電池システム６について説明する。図
１１は、第６の実施の形態に係る太陽電池システムの構成図である。
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【００６９】
　太陽電池システム６は、第５の実施の形態に係る太陽電池システム５と比較すると、Ｍ
ＰＰＴを１ユニットで構成した点が異なる。そのため、制御装置１６は、速度判定器１６
ａと制御周期可変型ＭＰＰＴ１６ｂからなる。制御装置１６には、太陽電池パネル１０と
出力先装置２０が接続される。第６の実施の形態では、速度判定器１６ａ及び制御周期可
変型ＭＰＰＴ１６ｂでの処理が特許請求の範囲に記載する判定手段に相当し、制御周期可
変型ＭＰＰＴ１６ｂでの処理が特許請求の範囲に記載する切替手段に相当し、制御周期可
変型ＭＰＰＴ１６ｂでの電気回路が特許請求の範囲に記載する制御周期を変更可能なＭＰ
ＰＴに相当する。なお、速度判定器１６ａは、第５の実施の形態に係る速度判定器１５ａ
と同様のものなので、説明を省略する。
【００７０】
　制御周期可変型ＭＰＰＴ１６ｂは、ＩＧスイッチの状態及び速度判定器１６ａでの判断
結果（走行中／停車中）に基づいてＭＰＰＴの制御周期を切り替える処理部と可変の制御
周期でＭＰＰＴ制御を行う電気回路からなる。処理部は、所定のプログラムが組み込まれ
たマイクロコンピュータ等からなる。処理部には、ＩＧ状態信号及び速度判定器１６ａか
ら出力される判断結果信号が入力され、ＭＰＰＴ制御を行う電気回路が接続される。処理
部では、ＩＧ状態信号がＯＮ状態かあるいはＯＦＦ状態かを判定する。ＩＧ状態信号がＯ
ＦＦ状態と判定した場合（駐車中と判定した場合）、処理部では、ＭＰＰＴ制御回路の制
御周期を低速の制御周期に切り替える。ＩＧ状態信号がＯＮ状態と判定した場合、処理部
では、判断結果信号に基づいて走行中かあるいは停車中かを判定する。そして、処理部で
は、走行中と判定した場合にはＭＰＰＴ制御回路の制御周期を高速の制御周期に切り替え
、停車中と判定した場合にはＭＰＰＴ制御回路の制御周期を低速の制御周期に切り替える
。ＭＰＰＴ制御回路は、第２の実施の形態に係る制御周期可変型ＭＰＰＴ１２ａのＭＰＰ
Ｔ制御回路と同様の回路である。
【００７１】
　上記構成の太陽電池システム６の動作を図１２のフローチャートに沿って説明する。図
１２は、第６の実施の形態に係る制御フローチャートである。
【００７２】
　制御周期可変型ＭＰＰＴ１６ｂでは、ＩＧ状態信号がＯＮ状態か否かを判定する（Ｓ６
０）。Ｓ６０にてＯＮ状態と判定した場合、速度判定器１６ａでは、速度信号が１０ｋｍ
／ｈ以上か否かを判定する（Ｓ６１）。Ｓ６１にて１０ｋｍ／ｈ以上と判定した場合、速
度判定器１６ａでは、走行中と判断し、走行中を示す判断結果信号を制御周期可変型ＭＰ
ＰＴ１６ｂに出力する。制御周期可変型ＭＰＰＴ１６ｂでは、その判断結果信号に示され
る走行中に基づいて、ＭＰＰＴ制御回路の制御周期を高速化するために短い制御周期にす
る（Ｓ６２）。制御周期可変型ＭＰＰＴ１６ｂのＭＰＰＴ制御回路では、短い制御周期で
、第２の実施の形態に係る制御周期可変型ＭＰＰＴ１２ａのＭＰＰＴ制御回路の動作と同
様の動作を行う。一方、Ｓ６１にて１０ｋｍ／ｈ未満と判定した場合、速度判定器１６ａ
では、停止中と判断し、停止中を示す判断結果信号を制御周期可変型ＭＰＰＴ１６ｂに出
力する。Ｓ６０にてＯＦＦ状態と判定した場合（車両が駐車中と判断した場合）あるいは
判断結果信号が停止中の場合、制御周期可変型ＭＰＰＴ１６ｂでは、ＭＰＰＴ制御回路の
制御周期を低速化するために長い制御周期にする（Ｓ６３）。制御周期可変型ＭＰＰＴ１
６ｂのＭＰＰＴ制御回路では、長い制御周期で、第２の実施の形態に係る制御周期可変型
ＭＰＰＴ１２ａのＭＰＰＴ制御回路の動作と同様の動作を行う。この各制御周期毎にＭＰ
ＰＴ制御された電力は、出力先装置２０に出力される。Ｓ６２又はＳ６３のＭＰＰＴ制御
が終了すると、Ｓ６０の判定に戻る。
【００７３】
　この制御装置１６は、第５の実施の形態に係る制御装置１５と同様の効果を有する上に
、以下の効果も有している。制御装置１６によれば、ＭＰＰＴを１ユニットの制御周期可
変型ＭＰＰＴ１６ｂで構成しているので、搭載スペースを縮小できる。
【００７４】
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　図１３を参照して、第７の実施の形態に係る太陽電池システム７について説明する。図
１３は、第７の実施の形態に係る太陽電池システムの構成図である。
【００７５】
　太陽電池システム７は、太陽電池パネル１０を制御装置１７でＭＰＰＴ制御し、出力先
装置２０にＭＰＰＴ制御された電力を出力する。特に、制御装置１７では、走行中の場合
、車両の速度が所定速度以上のときには低速でＭＰＰＴ制御を行い、所定速度未満のとき
には高速でＭＰＰＴ制御を行う。
【００７６】
　制御装置１７は、速度判定器１７ａ、制御周期可変型ＭＰＰＴ１７ｂを備えている。制
御装置１７には、太陽電池パネル１０と出力先装置２０が接続される。第７の実施の形態
では、速度判定器１７ａと制御周期可変型ＭＰＰＴ１７ｂでの処理が特許請求の範囲に記
載する判定手段に相当し、制御周期可変型ＭＰＰＴ１７ｂの処理が特許請求の範囲に記載
する切替手段に相当し、制御周期可変型ＭＰＰＴ１７ｂでの電気回路が特許請求の範囲に
記載する制御周期を変更可能なＭＰＰＴに相当する。
【００７７】
　速度判定器１７ａは、車両の速度に基づいて車両の速度が所定速度以上か否かを判定す
るための電気回路である。速度判定器１７ａには、車速センサ(図示せず)で検出された車
両の速度を示す速度信号が入力され、制御周期可変型ＭＰＰＴ１７ｂが接続されている。
速度判定器１７ａでは、速度信号に示される速度がＶ１ｋｍ／以上か否かを判定する。こ
のＶ１ｋｍ／ｈは、車両の速度が高いために高速でのＭＰＰＴ制御が無駄になる可能性の
ある速度になったか否かを判定するための閾値である。Ｖ１ｋｍ／ｈの値は、太陽電池パ
ネル１０の太陽電池の応答性、制御周期可変型ＭＰＰＴ１７ｂの処理部での処理能力（処
理速度）、制御周期可変型ＭＰＰＴ１７ｂの電気回路の各定数等を考慮して、実験等によ
って予め設定される。速度判定器１７ａでは、速度がＶ１ｋｍ／ｈ以上か否かの判定結果
を示す判定結果信号を制御周期可変型ＭＰＰＴ１７ｂに出力する。
【００７８】
　なお、車両が走行中の場合、上記したように日照条件がめまぐるしく変動することがあ
るので、その変動に対応するためにはＭＰＰＴ制御を高速で行う必要がある。しかし、車
両の速度が高すぎると、走行中に太陽電池パネル１０を通過する短い影（例えば、電柱に
よる短い影）にも反応してしまい、その短い影を通過してからＭＰＰＴ制御において最適
動作点に移動し始めるといった制御の無駄が発生する可能性がある。例えば、電柱による
短い影を通過する場合、太陽電池パネル１０を通過する時間が数１０ｍｓ程度であるが、
太陽電池の応答速度が数ｍｓオーダを持っているので、短い影による出力低下にＭＰＰＴ
制御が反応して最適動作点を見つけて、ＤＣ／ＤＣコンバータをデューティ制御してその
最適動作点を捉えたころには既にその短い影に太陽電池パネル１０がかかっていない。し
たがって、車両の速度がある程度以上高くなると、ＭＰＰＴ制御を低速（例えば、定置設
置型の太陽電池のＭＰＰＴ制御の制御速度程度でよい）にして制御を抑制し、そのような
短い影に反応（追従）しないようすればよい。
【００７９】
　制御周期可変型ＭＰＰＴ１７ｂは、速度判定器１７ａでの判定結果（速度がＶ１ｋｍ／
ｈ以上か否か）に基づいてＭＰＰＴの制御周期を切り替える処理部と可変の制御周期でＭ
ＰＰＴ制御を行う電気回路からなる。処理部は、所定のプログラムが組み込まれたマイク
ロコンピュータ等からなる。処理部には、速度判定器１７ａから出力される判定結果信号
が入力され、ＭＰＰＴ制御を行う電気回路が接続される。処理部では、車両が走行中、判
定結果信号に基づいて、速度がＶ１ｋｍ／ｈ以上の場合にはＭＰＰＴ制御回路の制御周期
を低速の制御周期に切り替え、速度がＶ１ｋｍ／ｈ未満の場合にはＭＰＰＴ制御回路の制
御周期を高速の制御周期に切り替える。低速の制御周期は、上記の各実施の形態での駐車
中もしくは停車中での低速のＭＰＰＴ制御の制御周期でもよいし、あるいは、それ以外の
長い制御周期でもよい。また、高速の制御周期は、上記の各実施の形態での走行中での高
速のＭＰＰＴ制御の制御周期である。ＭＰＰＴ制御回路は、第２の実施の形態に係る制御
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周期可変型ＭＰＰＴ１２ａのＭＰＰＴ制御回路と同様の回路である。
【００８０】
　なお、車両が駐車中もしくは停車中の場合、制御周期可変型ＭＰＰＴ１７ｂでは、ＭＰ
ＰＴ制御回路の制御周期を低速の制御周期に切り替えてＭＰＰＴ制御を行う。
【００８１】
　上記構成の太陽電池システム７の動作を図１４のフローチャートに沿って説明する。図
１４は、第７の実施の形態に係る制御フローチャートである。
【００８２】
　速度判定器１７ａでは、速度信号に示される速度がＶ１ｋｍ／ｈ以上か否かを判定する
（Ｓ７０）。Ｓ７０にてＶ１ｋｍ／ｈ以上と判定した場合、速度判定器１７ａでは、速度
がＶ１ｋｍ／ｈ以上を示す判定結果信号を制御周期可変型ＭＰＰＴ１７ｂに出力する。制
御周期可変型ＭＰＰＴ１７ｂでは、その判定結果信号に示される速度がＶ１ｋｍ／ｈ以上
に基づいて、ＭＰＰＴ制御回路の制御周期を低速化するために長い制御周期にする（Ｓ７
１）。制御周期可変型ＭＰＰＴ１７ｂのＭＰＰＴ制御回路では、長い制御周期で、第２の
実施の形態に係る制御周期可変型ＭＰＰＴ１２ａのＭＰＰＴ制御回路の動作と同様の動作
を行う。一方、Ｓ７０にてＶ１ｋｍ／ｈ未満と判定した場合、速度判定器１７ａでは、速
度がＶ１ｋｍ／ｈ未満を示す判定結果信号を制御周期可変型ＭＰＰＴ１７ｂに出力する。
制御周期可変型ＭＰＰＴ１７ｂでは、その判定結果信号に示される速度がＶ１ｋｍ／ｈ未
満に基づいて、ＭＰＰＴ制御回路の制御周期を高速化するために短い制御周期にする（Ｓ
７２）。制御周期可変型ＭＰＰＴ１７ｂのＭＰＰＴ制御回路では、短い制御周期で、第２
の実施の形態に係る制御周期可変型ＭＰＰＴ１２ａのＭＰＰＴ制御回路の動作と同様の動
作を行う。この各制御周期毎にＭＰＰＴ制御された電力は、出力先装置２０に出力される
。Ｓ７１又はＳ７２でのＭＰＰＴ制御が終了すると、Ｓ７０の判定に戻る。
【００８３】
　この制御装置１７によれば、車両の速度がＶ１ｋｍ／ｈ以上か否か判定し、Ｖ１ｋｍ／
ｈ以上の場合にはＶ１ｋｍ／ｈ未満の場合よりもＭＰＰＴ制御の制御周期を長くすること
により、高速のＭＰＰＴ制御が無駄になる可能性がある高い速度のときにはＭＰＰＴ制御
の制御周期を長くできるので、消費電力を抑えつつ車両における日照条件の変動に対応し
たＭＰＰＴ制御が可能である。これによって、車両の速度が高いときに高速のＭＰＰＴ制
御によって短い影に追従してしまうのを抑制でき、無駄な高速のＭＰＰＴ制御を抑制でき
る。また、低速のＭＰＰＴ制御を使用する時間を長くでき、消費電力をより低減できる。
【００８４】
　図１５を参照して、第８の実施の形態に係る太陽電池システム８について説明する。図
１５は、第８の実施の形態に係る太陽電池システムの構成図である。
【００８５】
　太陽電池システム８は、太陽電池パネル１０を制御装置１８でＭＰＰＴ制御又は固定電
圧制御し、出力先装置２０にＭＰＰＴ制御又は固定電圧制御された電力を出力する。特に
、制御装置１８では、走行中の場合、車両の速度が所定速度以上のときには固定電圧制御
を行い、所定速度未満のときには高速でＭＰＰＴ制御を行う。なお、車両の速度がある程
度以上高くなると、第７の実施の形態ではＭＰＰＴ制御を低速にして、無駄な高速でのＭ
ＰＰＴ制御を行わないようにした。第８の実施の形態では、この低速でのＭＰＰＴ制御の
代わりに、固定電圧制御を行って制御を抑制する。
【００８６】
　制御装置１８は、速度判定器１８ａ、制御周期可変型ＭＰＰＴ１８ｂ、固定電圧制御１
８ｃを備えている。制御装置１８には、太陽電池パネル１０と出力先装置２０が接続され
る。第８の実施の形態では、速度判定器１８ａと制御周期可変型ＭＰＰＴ１８ｂ及び固定
電圧制御１８ｃでの処理が特許請求の範囲に記載する判定手段に相当し、制御周期可変型
ＭＰＰＴ１８ｂでの処理が特許請求の範囲に記載する切替手段に相当し、制御周期可変型
ＭＰＰＴ１８ｂでの電気回路が特許請求の範囲に記載する制御周期を変更可能なＭＰＰＴ
に相当する。
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【００８７】
　速度判定器１８ａは、第７の実施の形態に係る速度判定器１７ａと同様の速度判定器で
ある。特に、速度判定器１８ａには、制御周期可変型ＭＰＰＴ１８ｂ及び固定電圧制御１
８ｃの処理部が接続されている。速度判定器１８ａでは、速度信号に示される速度がＶ１

ｋｍ／以上か否かを判定し、そのＶ１ｋｍ／ｈ以上か否かの判定結果を示す判定結果信号
を処理部に出力する。
【００８８】
　制御周期可変型ＭＰＰＴ１８ｂは、速度判定器１８ａでの判定結果（速度がＶ１ｋｍ／
ｈ以上か否か）に基づいてＭＰＰＴの制御周期を切り替えるとともにＭＰＰＴ制御を実施
／停止する処理部と可変の制御周期でＭＰＰＴ制御を行う電気回路からなる。処理部は、
固定電圧制御１８ｃの処理部と一体で構成される。処理部については、後で説明する。Ｍ
ＰＰＴ制御回路は、第２の実施の形態に係る制御周期可変型ＭＰＰＴ１２ａのＭＰＰＴ制
御回路と同様の回路である。
【００８９】
　固定電圧制御１８ｃは、速度判定器１８ａでの判定結果（速度がＶ１ｋｍ／ｈ以上か否
か）に基づいて固定電圧制御を実施／停止する処理部と固定電圧制御を行う電気回路から
なる。処理部は、制御周期可変型ＭＰＰＴ１８ｂの処理部と一体で構成される。処理部に
ついては、後で説明する。固定電圧制御回路では、制御周期毎に、太陽電池パネル１０の
太陽電池の電流－電圧特性上の最大出力電圧を目標値としてフィードバック制御を行う。
この制御によって、制御周期毎に、太陽電池パネル１０から出力される電圧が最大出力電
圧となり、太陽電池パネル１０の太陽電池の最大出力電力が出力される。最大出力電圧は
、太陽電池パネル１０の太陽電池の電流－電圧特性に基づいて予め設定される。制御周期
は、上記の各実施の形態での駐車中もしくは停車中での低速のＭＰＰＴ制御の制御周期で
もよいし、あるいは、それ以外の長い制御周期でもよい。
【００９０】
　処理部は、所定のプログラムが組み込まれたマイクロコンピュータ等からなる。処理部
には、速度判定器１８ａから出力される判定結果信号が入力され、制御周期可変型ＭＰＰ
Ｔ１８ｂのＭＰＰＴ制御回路及び固定電圧制御１８ｃの固定電圧制御回路が接続される。
処理部では、車両が走行中、判定結果信号に基づいて、速度がＶ１ｋｍ／ｈ以上の場合に
はＭＰＰＴ制御回路でのＭＰＰＴ制御を停止するとともに固定電圧制御回路での固定電圧
制御を実施し、速度がＶ１ｋｍ／ｈ未満の場合にはＭＰＰＴ制御回路の制御周期を高速の
制御周期に切り替えてＭＰＰＴ制御回路でのＭＰＰＴ制御を実施するとともに固定電圧制
御回路での固定電圧制御を停止する。高速の制御周期は、上記の各実施の形態での走行中
での高速のＭＰＰＴ制御の制御周期である。
【００９１】
　なお、車両が駐車中もしくは停車中の場合、制御周期可変型ＭＰＰＴ１８ｂでＭＰＰＴ
制御回路の制御周期を低速の制御周期に切り替えてＭＰＰＴ制御を行ってもよいし、固定
電圧制御１８ｃで固定電圧制御を行ってもよい。
【００９２】
　上記構成の太陽電池システム８の動作を図１６のフローチャートに沿って説明する。図
１６は、第８の実施の形態に係る制御フローチャートである。
【００９３】
　速度判定器１８ａでは、速度信号に示される速度がＶ１ｋｍ／ｈ以上か否かを判定する
（Ｓ８０）。Ｓ８０にてＶ１ｋｍ／ｈ以上と判定した場合、速度判定器１８ａでは、速度
がＶ１ｋｍ／ｈ以上を示す判定結果信号を処理部に出力する。処理部では、その判定結果
信号に示される速度がＶ１ｋｍ／ｈ以上に基づいて、ＭＰＰＴ制御回路でのＭＰＰＴ制御
を停止する。また、処理部では、固定電圧制御回路での固定電圧制御を実施する（Ｓ８１
）。固定電圧制御回路では、所定の制御周期で、最大出力電圧になるように太陽電池パネ
ル１０に対してフィードバック制御を行う。一方、Ｓ８０にてＶ１ｋｍ／ｈ未満と判定し
た場合、速度判定器１８ａでは、速度がＶ１ｋｍ／ｈ未満を示す判定結果信号を処理部に
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出力する。処理部では、その判定結果信号に示される速度がＶ１ｋｍ／ｈ未満に基づいて
、固定電圧制御回路での固定電圧制御を停止する。また、処理部では、その判定結果信号
に示される速度がＶ１ｋｍ／ｈ未満に基づいて、ＭＰＰＴ制御回路の制御周期を高速化す
るために短い制御周期にする（Ｓ８２）。制御周期可変型ＭＰＰＴ１８ｂのＭＰＰＴ制御
回路では、短い制御周期で、第２の実施の形態に係る制御周期可変型ＭＰＰＴ１２ａのＭ
ＰＰＴ制御回路の動作と同様の動作を行う。この各制御周期毎に固定電圧制御又はＭＰＰ
Ｔ制御された電力は、出力先装置２０に出力される。Ｓ８１での固定電圧制御又はＳ８２
でのＭＰＰＴ制御が終了すると、Ｓ８０の判定に戻る。
【００９４】
　この制御装置１８によれば、車両の速度がＶ１ｋｍ／ｈ以上か否か判定し、Ｖ１ｋｍ／
ｈ以上の場合には固定電圧制御を行うことにより、高速のＭＰＰＴ制御が無駄になる可能
性がある高い速度のときには固定電圧制御となるので、消費電力を抑えつつ車両における
日照条件の変動に対応したＭＰＰＴ制御が可能である。これによって、車両の速度が高い
ときに高速のＭＰＰＴ制御によって短い影に追従してしまうのを抑制でき、無駄な高速の
ＭＰＰＴ制御を抑制できる。また、固定電圧制御によって、消費電力をより低減できる。
【００９５】
　図１７を参照して、第９の実施の形態に係る太陽電池システム９について説明する。図
１７は、第９の実施の形態に係る太陽電池システムの構成図である。
【００９６】
　太陽電池システム９は、太陽電池パネル１０を制御装置１９でＭＰＰＴ制御又は固定電
圧制御し、出力先装置２０にＭＰＰＴ制御又は固定電圧制御された電力を出力する。特に
、制御装置１９では、車両の速度が所定速度以上のときには固定電圧制御を行い、所定速
度未満のときには各速度範囲に適した制御周期でＭＰＰＴ制御を行う。
【００９７】
　制御装置１９は、速度判定器１９ａ、制御周期可変型ＭＰＰＴ１９ｂ、固定電圧制御１
９ｃを備えている。制御装置１９には、太陽電池パネル１０と出力先装置２０が接続され
る。第９の実施の形態では、速度判定器１９ａと制御周期可変型ＭＰＰＴ１９ｂ及び固定
電圧制御１９ｃでの処理が特許請求の範囲に記載する判定手段に相当し、制御周期可変型
ＭＰＰＴ１９ｂでの処理が特許請求の範囲に記載する切替手段に相当し、制御周期可変型
ＭＰＰＴ１９ｂでの電気回路が特許請求の範囲に記載する制御周期を変更可能なＭＰＰＴ
に相当する。
【００９８】
　速度判定器１９ａは、車両の速度がいずれの速度範囲に入るかを判定するための電気回
路である。速度判定器１９ａには、車速センサ(図示せず)で検出された車両の速度を示す
速度信号が入力され、制御周期可変型ＭＰＰＴ１９ｂ及び固定電圧制御１９ｃの処理部が
接続されている。速度判定器１９ａでは、速度信号に示される速度がＶ１ｋｍ／ｈ以上、
Ｖ２ｋｍ／ｈ以上かつＶ１ｋｍ／ｈ未満、Ｖ３ｋｍ／ｈ以上かつＶ２ｋｍ／ｈ未満、・・
・、Ｖｎｋｍ／ｈ未満のいずれの速度範囲に入るかを判定する。このＶ１、Ｖ２、Ｖ３、
・・・、Ｖｎｋｍ／ｈは、各速度範囲の境界を示す速度であり、Ｖ１＞Ｖ２＞Ｖ３＞・・
・＞Ｖｎである。速度範囲の数（速度範囲の境界を示す速度の数ｎ）は、任意であり、適
宜設定してよい。Ｖ１、Ｖ２、Ｖ３、・・・、Ｖｎの各速度は、任意であり、適宜設定し
てよい。例えば、Ｖ１については第７の実施の形態のＶ１と同じ速度とし、Ｖｎについて
は第３の実施の形態の車両が走行中かあるいは駐車中もしくは停車中を判定するための閾
値速度（例えば、１０ｋｍ／ｈ）とし、他のＶ２、Ｖ３、・・・、Ｖｎ－１についてはそ
の間を均等に分けた速度とする。速度判定器１８ａでは、車両の速度がいずれの速度範囲
かを示す判定結果信号を制御周期可変型ＭＰＰＴ１９ｂ及び固定電圧制御１９ｃの処理部
に出力する。
【００９９】
　なお、上記したように、車両の速度がある程度以上高くなると、高速のＭＰＰＴ制御が
無駄になるのを抑制するために、低速のＭＰＰＴ制御あるいは固定電圧制御とした。また
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、駐車中あるいは停車中の場合、日照条件が変動が比較的緩やかなので、低速のＭＰＰＴ
制御とした。その間の速度では、日照条件がめまぐるしく変動するので、ＭＰＰＴ制御を
高速で行う必要がある。しかし、車両の速度によって、そのＭＰＰＴ制御の制御速度（制
御周期）に最適な値がある。そこで、その間でも複数の速度範囲に分け、各速度範囲に適
した制御周期を設定し、各制御周期でＭＰＰＴ制御を行う。この各速度範囲と各速度範囲
に適した制御周期については、実車実験等によって予め設定される。例えば、Ｖｎｋｍ／
ｈからＶ１ｋｍ／ｈまでの間において、Ｖｎｋｍ／ｈから任意の速度までに含まれる各速
度範囲については段階的に短くなる制御周期を設定し、その任意の速度からＶ１ｋｍ／ｈ
までに含まれる各速度範囲について段階的に長くなる制御周期を設定する。したがって、
Ｖｎｋｍ／ｈより速度が高くなると段階的にＭＭＰＴ制御の制御周期が短くなり、その任
意の速度よりも高くなると段階的にＭＰＰＴ制御の制御周期が長くなる。
【０１００】
　制御周期可変型ＭＰＰＴ１９ｂは、速度判定器１９ａでの判定結果（速度がいずれの速
度範囲か）に基づいてＭＰＰＴの制御周期を切り替えるとともにＭＰＰＴ制御を実施／停
止する処理部と可変の制御周期でＭＰＰＴ制御を行う電気回路からなる。処理部は、固定
電圧制御１９ｃの処理部と一体で構成される。処理部については、後で説明する。ＭＰＰ
Ｔ制御回路は、第２の実施の形態に係る制御周期可変型ＭＰＰＴ１２ａのＭＰＰＴ制御回
路と同様の回路である。
【０１０１】
　固定電圧制御１９ｃは、速度判定器１９ａでの判定結果（速度がいずれの速度範囲か）
に基づいて固定電圧制御を実施／停止する処理部と固定電圧制御を行う電気回路からなる
。処理部は、制御周期可変型ＭＰＰＴ１９ｂの処理部と一体で構成される。処理部につい
ては、後で説明する。固定電圧制御回路は、第８の実施の形態に係る固定電圧制御１８ｃ
の固定電圧制御回路と同様の回路である。
【０１０２】
　処理部は、所定のプログラムが組み込まれたマイクロコンピュータ等からなる。処理部
には、速度判定器１９ａから出力される判定結果信号が入力され、制御周期可変型ＭＰＰ
Ｔ１９ｂのＭＰＰＴ制御回路及び固定電圧制御１９ｃの固定電圧制御回路が接続される。
処理部では、判定結果信号に基づいて、Ｖ１ｋｍ／ｈ以上の速度範囲の場合にはＭＰＰＴ
制御回路でのＭＰＰＴ制御を停止するとともに固定電圧制御回路での固定電圧制御を実施
し、Ｖ１ｋｍ／ｈ未満の速度範囲の場合にはその速度範囲に応じて設定されているＭＰＰ
Ｔ制御回路の制御周期に切り替えてＭＰＰＴ制御回路でのＭＰＰＴ制御を実施するととも
に固定電圧制御回路での固定電圧制御を停止する。
【０１０３】
　上記構成の太陽電池システム９の動作を図１８のフローチャートに沿って説明する。図
１８は、第９の実施の形態に係る制御フローチャートである。
【０１０４】
　速度判定器１９ａでは、速度信号に示される速度Ｖがいずれの速度範囲に入るかを判定
する（Ｓ９０）。Ｓ９０にてＶ１ｋｍ／ｈ以上の速度範囲と判定した場合、速度判定器１
９ａでは、速度がＶ１ｋｍ／ｈ以上の速度範囲を示す判定結果信号を処理部に出力する。
処理部では、その判定結果信号に示されるＶ１ｋｍ／ｈ以上の速度範囲に基づいて、ＭＰ
ＰＴ制御回路でのＭＰＰＴ制御を停止する。また、処理部では、その判定結果信号に示さ
れるＶ１ｋｍ／ｈ以上の速度範囲に基づいて、固定電圧制御回路での固定電圧制御を実施
する（Ｓ９１）。固定電圧制御回路では、第８の実施の形態に係る固定電圧制御１８ｃの
固定電圧制御回路の動作と同様の動作を行う。Ｓ９０にてＶ２ｋｍ／ｈ以上かつＶ１ｋｍ
／ｈ未満の速度範囲と判定した場合、速度判定器１９ａでは、Ｖ２ｋｍ／ｈ以上かつＶ１

ｋｍ／ｈ未満の速度範囲を示す判定結果信号を処理部に出力する。処理部では、その判定
結果信号に示されるＶ２ｋｍ／ｈ以上かつＶ１ｋｍ／ｈ未満の速度範囲に基づいて、固定
電圧制御回路での固定電圧制御を停止する。また、処理部では、その判定結果信号に示さ
れるＶ２ｋｍ／ｈ以上かつＶ１ｋｍ／ｈ未満の速度範囲に基づいて、ＭＰＰＴ制御回路の
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制御周期をＶ２ｋｍ／ｈ以上かつＶ１ｋｍ／ｈ未満の速度範囲に対して設定されている制
御周期Ｔ１にする（Ｓ９２）。ＭＰＰＴ制御回路では、制御周期Ｔ１で、第２の実施の形
態に係る制御周期可変型ＭＰＰＴ１２ａのＭＰＰＴ制御回路の動作と同様の動作を行う。
Ｓ９０にてＶ３ｋｍ／ｈ以上かつＶ２ｋｍ／ｈ未満の速度範囲と判定した場合、速度判定
器１９ａでは、Ｖ３ｋｍ／ｈ以上かつＶ２ｋｍ／ｈ未満の速度範囲を示す判定結果信号を
処理部に出力する。処理部では、その判定結果信号に示されるＶ３ｋｍ／ｈ以上かつＶ２

ｋｍ／ｈ未満の速度範囲に基づいて、固定電圧制御回路での固定電圧制御を停止する。ま
た、処理部では、その判定結果信号に示されるＶ３ｋｍ／ｈ以上かつＶ２ｋｍ／ｈ未満の
速度範囲に基づいて、ＭＰＰＴ制御回路の制御周期をＶ３ｋｍ／ｈ以上かつＶ２ｋｍ／ｈ
未満の速度範囲に対して設定されている制御周期Ｔ２にする（Ｓ９３）。ＭＰＰＴ制御回
路では、制御周期Ｔ２で、第２の実施の形態に係る制御周期可変型ＭＰＰＴ１２ａのＭＰ
ＰＴ制御回路の動作と同様の動作を行う。Ｓ９０で他の速度範囲と判定された場合も、各
速度範囲に対応して上記と同様の動作を行う。Ｓ９０にてＶｎｋｍ／ｈ未満の速度範囲と
判定した場合、速度判定器１９ａでは、Ｖｎｋｍ／ｈ未満の速度範囲を示す判定結果信号
を処理部に出力する。処理部では、その判定結果信号に示されるＶｎｋｍ／ｈ未満の速度
範囲に基づいて、固定電圧制御回路での固定電圧制御を停止する。また、処理部では、そ
の判定結果信号に示されるＶｎｋｍ／ｈ未満の速度範囲に基づいて、ＭＰＰＴ制御回路の
制御周期をＶｎ未満の速度範囲に対して設定されている制御周期Ｔｎにする（Ｓ９４）。
ＭＰＰＴ制御回路では、制御周期Ｔｎで、第２の実施の形態に係る制御周期可変型ＭＰＰ
Ｔ１２ａのＭＰＰＴ制御回路の動作と同様の動作を行う。この各制御周期毎に固定電圧制
御又はＭＰＰＴ制御された電力は、出力先装置２０に出力される。Ｓ９１の固定電圧制御
又はＳ９２～Ｓ９４でのＭＰＰＴ制御が終了すると、Ｓ９０の判定に戻る。
【０１０５】
　この制御装置１９によれば、車両の速度がいずれの速度範囲に入るかを判定し、Ｖ１ｋ
ｍ／ｈ以上の速度範囲の場合には固定電圧制御を行うことにより、第８の実施の形態と同
様の効果が得られる。さらに、制御装置１９によれば、車両の速度がいずれの速度範囲に
入るかを判定し、Ｖ１ｋｍ／ｈ未満の何れかの速度範囲の場合には各速度範囲に適した制
御周期でＭＰＰＴ制御を行うことにより、消費電力を抑えつつ車両における日照条件の変
動に対応した最適なＭＰＰＴ制御が可能である。これによって、そのときの車両の速度に
応じて最も効率的に電気エネルギを取り出せるとともに、消費電力も極力低減できる。制
御周期を任意に変更できる制御周期可変型ＭＰＰＴ１９ｂを用いているので、３種類以上
で制御周期を変えてＭＰＰＴ制御を行っても、搭載スペースが増加しない。
【０１０６】
　以上、本発明に係る実施の形態について説明したが、本発明は上記実施の形態に限定さ
れることなく様々な形態で実施される。
【０１０７】
　例えば、本実施の形態では高速又は低速のＭＰＰＴ制御で最適動作点を１回検出する毎
にＩＧスイッチ状態判定や速度判定を行ったが、高速又は低速のＭＰＰＴ制御で最適動作
点を２回以上の任意の回数検出する毎にＩＧスイッチ状態判定や速度判定を行ってもよい
。特に、ＩＧスイッチ状態判定の場合、ＩＧスイッチのＯＮ状態とＯＦＦ状態との切り替
わりタイミングのみで判定してもよい。つまり、ＯＮ状態に切り替わったときには次のＯ
ＦＦ状態まで高速のＭＰＰＴ制御（短い制御周期）に固定し（途中の判定を行わない）、
ＯＦＦ状態に切り替わったときには次のＯＮ状態まで高速のＭＰＰＴ制御（長い制御周期
）に固定する。但し、第５及び第６の実施の形態の場合、ＯＮ状態のときには速度判定は
行う。
【０１０８】
　また、本実施の形態では走行中かあるいは駐車中もしくは停車中かを判定するための判
定閾値を１０ｋｍ／ｈとしたが、他の速度を判定閾値として用いてもよい。
【０１０９】
　また、本実施の形態では車両が走行中かあるいは駐車中もしくは停車中かをＩＧスイッ
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チの状態や車両の速度で判定したが、他のパラメータで判定を行ってもよい。また、本実
施の形態ではＩＧスイッチがＯＦＦ状態の場合（駐車中の場合）もＭＰＰＴ制御を行って
電力を取り出す構成としているが、ＩＧスイッチがＯＦＦ状態の場合にはＭＰＰＴ制御も
ＯＦＦとし、ＩＧスイッチがＮＯ状態の場合（走行中あるいは停車中（微低速走行中を含
む））にのみ判定を行い、判定に応じた各ＭＰＰＴ制御を行って電力を取り出す構成とし
てもよい。
【０１１０】
　また、本実施の形態ではＭＰＰＴの処理速度を変えるためにＭＰＰＴの制御周期を変え
る構成としたが、ＥＣＵ（マイクロコンピュータ）のクロックを変える（落とす）構成と
してもよい。特に、第９の実施の形態の場合、各速度範囲に応じてクロックを段階的に変
えることによって対応する。このように構成することによって、ＥＣＵの消費電力を低減
できる。
【０１１１】
　また、第７～第９の実施の形態では制御周期可変型ＭＰＰＴを用いて制御周期の異なる
ＭＰＰＴを切り替える構成としたが、第１、第３、第５の実施の形態のように制御周期の
異なる複数のＭＰＰＴとその複数のＭＰＰＴを切り替えるスイッチング回路を用いて制御
周期の異なるＭＰＰＴを切り替える構成としてもよい。特に、第８、第９の実施の形態の
ように固定電圧制御も行う場合、スイッチング回路によってＭＰＰＴ制御と固定電圧制御
とを切り替える。
【０１１２】
　また、第２，第４、第６の実施の形態のうちのいずれかの実施の形態と第７～第９の実
施の形態のうちのいずれかの実施の形態とを組み合わせた構成としてもよい。例えば、第
４の実施の形態と第７の実施の形態とを組み合わせた場合、車両の速度が１０ｋｍ／ｈ以
上か否かで走行中かあるいは駐車中／停車中かを判定し、駐車中／停車中の場合にはＭＰ
ＰＴ制御の制御周期を低速化し、走行中の場合には車両の速度がＶ１以上か否かを判定し
、Ｖ１未満の場合にはＭＰＰＴ制御の制御周期を高速化し、Ｖ１以上の場合にはＭＰＰＴ
制御の制御周期を低速化する。また、第４の実施の形態と第８の実施の形態とを組み合わ
せた場合、車両の速度が１０ｋｍ／ｈ以上か否かで走行中かあるいは駐車中／停車中かを
判定し、駐車中／停車中かの場合にはＭＰＰＴ制御の制御周期を低速化し、走行中の場合
には車両の速度がＶ１以上か否かを判定し、Ｖ１未満の場合にはＭＰＰＴ制御の制御周期
を高速化し、Ｖ１以上の場合には固定電圧制御とする。
【０１１３】
　また、第９の実施の形態では車両の速度がＶ１ｋｍ／ｈ以上の場合に固定電圧制御を行
い、Ｖ１ｋｍ／ｈ未満の場合には各速度範囲に適した制御周期でＭＰＰＴ制御を行う構成
としたが、固定電圧制御は無しで、Ｖ１ｋｍ／ｈ以上の場合も長い制御周期でＭＰＰＴ制
御を行い、全ての速度範囲において各速度範囲に適した制御周期でＭＰＰＴ制御を行う構
成としてもよい。
【符号の説明】
【０１１４】
　１，２，３，４，５，６，７，８，９…太陽電池システム、１０…太陽電池パネル、１
１，１２，１３，１４，１５，１６，１７，１８，１９…制御装置、１１ａ，１３ｂ，１
５ｂ…スイッチング回路、１１ｂ，１３ｃ，１５ｃ…高速ＭＰＰＴ、１１ｃ，１３ｄ，１
５ｄ…低速ＭＰＰＴ、１２ａ，１４ｂ，１６ｂ，１７ｂ，１８ｂ，１９ｂ…制御周期可変
型ＭＰＰＴ、１３ａ，１４ａ，１５ａ，１６ａ，１７ａ，１８ａ，１９ａ…速度判定器、
１８ｃ，１９ｃ…固定電圧制御、２０…出力先装置。
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