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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バッテリと、第１および第２の電源入力端子を有する車両制御部とを備える電気車両に
電力を供給するための電気車両用充電装置であって、
　前記車両制御部の前記第１の電源入力端子に接続可能な第１のコネクタ端子と、前記車
両制御部の前記第２の電源入力端子に接続可能な第２のコネクタ端子とを有するコネクタ
と、
　前記コネクタが前記電気車両に接続されたコネクタ接続状態において、一端が前記バッ
テリの一方の電極に接続される第１の遮断手段と、
　第１の出力端子が前記第１の遮断手段の他端に接続され、第２の出力端子が前記コネク
タ接続状態において前記バッテリの他方の電極に接続され、前記バッテリを充電するため
の直流電力を前記第１および第２の出力端子から出力する第１の直流電力供給部と、
　一端が前記第１のコネクタ端子に接続された第２の遮断手段と、
　第３の出力端子が前記第２の遮断手段の他端に接続され、第４の出力端子が前記第２の
コネクタ端子に接続され、前記車両制御部を動作させるための直流電力を前記第３および
第４の出力端子から出力する第２の直流電力供給部と、
　前記第２の遮断手段に並列接続されており、前記コネクタ接続状態において前記車両制
御部の前記第１および第２の電源入力端子間の電圧降下が前記車両制御部の動作電圧より
小さくなるように前記第２の直流電力供給部から出力された電流を所定の電流値に制限し
て前記第１のコネクタ端子に出力する電流制限部と、
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　一端が前記第１のコネクタ端子に接続され、他端が前記第２のコネクタ端子に接続され
、前記第１のコネクタ端子および前記第２のコネクタ端子間の電圧を検出するコネクタ接
続検出部と、
　前記第１および第２の遮断手段を、導通状態または遮断状態に制御する充電装置制御部
と、
　を備え、
　前記コネクタ接続検出部により検出された前記第１のコネクタ端子および前記第２のコ
ネクタ端子間の電圧が所定の範囲内にある場合、前記充電装置制御部は、前記第２の遮断
手段を導通状態にして前記車両制御部が動作可能な電力を前記第１および第２のコネクタ
端子から出力させ、その後、前記第１の遮断手段を導通状態にして前記第１の直流電力供
給部による前記バッテリの充電を開始することを特徴とする電気車両用充電装置。
【請求項２】
　前記車両制御部が前記電気車両と前記コネクタとの間の接続確認を完了した場合に出力
する接続確認信号を受信する接続確認信号通信部をさらに備え、
　前記充電装置制御部は、前記第２の遮断手段を導通状態にした後、前記第１の遮断手段
を導通状態にする前に前記接続確認信号通信部が前記接続確認信号を受信しているか否か
を確認し、前記接続確認信号を受信している場合に、前記第１の遮断手段を導通状態にす
る、
　ことを特徴とする請求項１に記載の電気車両用充電装置。
【請求項３】
　前記車両制御部が前記バッテリの充電を許可する場合に出力する充電許可信号を受信す
る充電許可信号通信部をさらに備え、
　前記充電装置制御部は、前記第２の遮断手段を導通状態にした後、前記第１の遮断手段
を導通状態にする前に前記充電許可信号通信部が前記充電許可信号を受信しているか否か
を確認し、前記充電許可信号を受信している場合に、前記第１の遮断手段を導通状態にす
る、
　ことを特徴とする請求項２に記載の電気車両用充電装置。
【請求項４】
　前記第１の直流電力供給部は、交流電力を直流電力に変換するＡＣ／ＤＣコンバータを
有し、
　前記充電装置制御部は、前記車両制御部から前記充電許可信号を受信するまで前記ＡＣ
／ＤＣコンバータを停止しておき、前記充電許可信号を受信すると、前記第１の遮断手段
を導通状態にしてから前記ＡＣ／ＤＣコンバータを動作させる、
　ことを特徴とする請求項３に記載の電気車両用充電装置。
【請求項５】
　前記第１の直流電力供給部は、交流電力を直流電力に変換するＡＣ／ＤＣコンバータを
有し、
　前記充電装置制御部は、前記車両制御部から前記充電許可信号を受信するまで前記ＡＣ
／ＤＣコンバータを停止しておき、前記充電許可信号を受信すると、前記ＡＣ／ＤＣコン
バータを動作させてから前記第１の遮断手段を導通状態にする、
　ことを特徴とする請求項３に記載の電気車両用充電装置。
【請求項６】
　前記所定の範囲は、前記車両制御部が停止している状態における前記第１および第２の
電源入力端子間の抵抗値がとり得る値に基づいて決められていることを特徴とする請求項
１～５のいずれかに記載の電気車両用充電装置。
【請求項７】
　前記電流制限部は、一端が前記第２の遮断手段の一端に接続され、他端が前記第２の遮
断手段の他端に接続された定電流ダイオードからなることを特徴とする請求項１～６のい
ずれかに記載の電気車両用充電装置。
【請求項８】
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　バッテリと、第１および第２の電源入力端子を有する車両制御部とを備える電気車両を
、電気車両用充電装置により充電する方法であって、
　前記電気車両用充電装置は、前記車両制御部の前記第１の電源入力端子に接続可能な第
１のコネクタ端子、および前記車両制御部の前記第２の電源入力端子に接続可能な第２の
コネクタ端子を有するコネクタと、前記コネクタが前記電気車両に接続されたコネクタ接
続状態において、一端が前記バッテリの一方の電極に接続される第１の遮断手段と、第１
の出力端子が前記第１の遮断手段の他端に接続され、第２の出力端子が前記コネクタ接続
状態において前記バッテリの他方の電極に接続され、前記バッテリを充電するための直流
電力を前記第１および第２の出力端子から出力する第１の直流電力供給部と、一端が前記
第１のコネクタ端子に接続された第２の遮断手段と、第３の出力端子が前記第２の遮断手
段の他端に接続され、第４の出力端子が前記第２のコネクタ端子に接続され、前記車両制
御部を動作させるための直流電力を前記第３および第４の出力端子から出力する第２の直
流電力供給部と、前記第２の遮断手段に並列接続された電流制限部と、一端が前記第１の
コネクタ端子に接続され、他端が前記第２のコネクタ端子に接続され、前記第１のコネク
タ端子および前記第２のコネクタ端子間の電圧を検出するコネクタ接続検出部と、前記第
１および第２の遮断手段を、導通状態または遮断状態に制御する充電装置制御部と、を備
え、
　前記電流制限部により、前記コネクタ接続状態において前記車両制御部の前記第１およ
び第２の電源入力端子間の電圧降下が前記車両制御部の動作電圧より小さくなるように前
記第２の直流電力供給部から出力された電流を所定の電流値に制限して前記第１のコネク
タ端子に出力する工程と、
　前記充電装置制御部により、前記コネクタ接続検出部で検出された前記第１のコネクタ
端子および前記第２のコネクタ端子間の電圧が所定の範囲内にあるか否かを確認する第１
の工程と、
　前記電圧が前記所定の範囲内にある場合は、前記充電装置制御部により前記第２の遮断
手段を導通状態にすることにより、前記車両制御部が動作可能な電力を前記第２の直流電
力供給部から前記車両制御部に供給する第２の工程と、
　前記充電装置制御部により前記第１の遮断手段を導通状態にすることにより、前記第１
の直流電力供給部による前記バッテリの充電を開始する第３の工程と、
　を備えることを特徴とする電気車両の充電方法。
【請求項９】
　前記第３の工程を行う前に、前記充電装置制御部により、前記車両制御部が前記バッテ
リの充電を許可する場合に出力する充電許可信号を前記電気車両から受信したか否かを確
認する第４の工程をさらに備え、
　前記電気車両から前記充電許可信号を受信した場合に、前記第３の工程を行うことを特
徴とする請求項８に記載の電気車両の充電方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気車両用充電装置、および電気車両の充電方法に関し、より詳しくは、電
動二輪車（二輪ＥＶ）等の電気車両を充電するための電気車両用充電装置、および該電気
車両の充電方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電動二輪車等の電気車両の中には、安全電圧を超えるバッテリを有するものがある。こ
のような電気車両を充電する際、ユーザは、安全を確保するために、電気車両と、電気車
両用充電装置（以下、単に「充電装置」ともいう。）とをコネクタで接続し、その後、充
電開始用のスイッチを押すという手順をとっていた。
【０００３】
　しかし、ユーザの手間を削減するため、充電装置を電気車両に接続するだけでバッテリ
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の充電を開始できることが求められていた。
【０００４】
　特許文献１には、電源検出信号およびバッテリ電圧信号等に基づいて充電開始時刻を算
出し、該充電開始時刻にバッテリの充電を開始する充電装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平９－１９０６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１の場合、バッテリ残量に応じて値が大きく変化するバッテリ
電圧等に基づいて充電制御を行うため、充電装置が所定の電気車両、即ちその充電装置に
適合した電気車両に接続されていることを確実に確認するのが実際上困難であるという課
題があった。
【０００７】
　そこで、本発明は、電気車両用充電装置が所定の電気車両に接続されていることを確実
に確認した後、電気車両の充電を自動的に開始することが可能な電気車両用充電装置、お
よび電気車両の充電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】
【０００８】
　本発明の一態様に係る電気車両用充電装置は、
　バッテリと、第１および第２の電源入力端子を有する車両制御部とを備える電気車両に
電力を供給するための電気車両用充電装置であって、
　前記車両制御部の前記第１の電源入力端子に接続可能な第１のコネクタ端子と、前記車
両制御部の前記第２の電源入力端子に接続可能な第２のコネクタ端子とを有するコネクタ
と、
　前記コネクタが前記電気車両に接続されたコネクタ接続状態において、一端が前記バッ
テリの一方の電極に接続される第１の遮断手段と、
　第１の出力端子が前記第１の遮断手段の他端に接続され、第２の出力端子が前記コネク
タ接続状態において前記バッテリの他方の電極に接続され、前記バッテリを充電するため
の直流電力を前記第１および第２の出力端子から出力する第１の直流電力供給部と、
　一端が前記第１のコネクタ端子に接続された第２の遮断手段と、
　第３の出力端子が前記第２の遮断手段の他端に接続され、第４の出力端子が前記第２の
コネクタ端子に接続され、前記車両制御部を動作させるための直流電力を前記第３および
第４の出力端子から出力する第２の直流電力供給部と、
　前記第２の遮断手段に並列接続されており、前記コネクタ接続状態において前記車両制
御部の前記第１および第２の電源入力端子間の電圧降下が前記車両制御部の動作電圧より
小さくなるように前記第２の直流電力供給部から出力された電流を所定の電流値に制限し
て前記第１のコネクタ端子に出力する電流制限部と、
　一端が前記第１のコネクタ端子に接続され、他端が前記第２のコネクタ端子に接続され
、前記第１のコネクタ端子および前記第２のコネクタ端子間の電圧を検出するコネクタ接
続検出部と、
　前記第１および第２の遮断手段を、導通状態または遮断状態に制御する充電装置制御部
と、
　を備え、
　前記コネクタ接続検出部により検出された前記第１のコネクタ端子および前記第２のコ
ネクタ端子間の電圧が所定の範囲内にある場合、前記充電装置制御部は、前記第２の遮断
手段を導通状態にして前記車両制御部が動作可能な電力を前記第１および第２のコネクタ
端子から出力させ、その後、前記第１の遮断手段を導通状態にして前記第１の直流電力供
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給部による前記バッテリの充電を開始することを特徴とする。
【０００９】
　また、前記電気車両用充電装置において、
　前記車両制御部が前記電気車両と前記コネクタとの間の接続確認を完了した場合に出力
する接続確認信号を受信する接続確認信号通信部をさらに備え、
　前記充電装置制御部は、前記第２の遮断手段を導通状態にした後、前記第１の遮断手段
を導通状態にする前に前記接続確認信号通信部が前記接続確認信号を受信しているか否か
を確認し、前記接続確認信号を受信している場合に、前記第１の遮断手段を導通状態にす
るようにしてもよい。
【００１０】
　また、前記電気車両用充電装置において、
　前記車両制御部が前記バッテリの充電を許可する場合に出力する充電許可信号を受信す
る充電許可信号通信部をさらに備え、
　前記充電装置制御部は、前記第２の遮断手段を導通状態にした後、前記第１の遮断手段
を導通状態にする前に前記充電許可信号通信部が前記充電許可信号を受信しているか否か
を確認し、前記充電許可信号を受信している場合に、前記第１の遮断手段を導通状態にす
るようにしてもよい。
【００１１】
　また、前記電気車両用充電装置において、
　前記第１の直流電力供給部は、交流電力を直流電力に変換するＡＣ／ＤＣコンバータを
有し、
　前記充電装置制御部は、前記車両制御部から前記充電許可信号を受信するまで前記ＡＣ
／ＤＣコンバータを停止しておき、前記充電許可信号を受信すると、前記第１の遮断手段
を導通状態にしてから前記ＡＣ／ＤＣコンバータを動作させるようにしてもよい。
【００１２】
　また、前記電気車両用充電装置において、
　前記第１の直流電力供給部は、交流電力を直流電力に変換するＡＣ／ＤＣコンバータを
有し、
　前記充電装置制御部は、前記車両制御部から前記充電許可信号を受信するまで前記ＡＣ
／ＤＣコンバータを停止しておき、前記充電許可信号を受信すると、前記ＡＣ／ＤＣコン
バータを動作させてから前記第１の遮断手段を導通状態にするようにしてもよい。
【００１３】
　また、前記電気車両用充電装置において、
　前記所定の範囲は、前記車両制御部が停止している状態における前記第１および第２の
電源入力端子間の抵抗値がとり得る値に基づいて決められているようにしてもよい。
【００１４】
　また、前記電気車両用充電装置において、
　前記電流制限部は、一端が前記第２の遮断手段の一端に接続され、他端が前記第２の遮
断手段の他端に接続された定電流ダイオードからなるようにしてもよい。
【００１５】
　本発明の一態様に係る電気車両の充電方法は、
　バッテリと、第１および第２の電源入力端子を有する車両制御部とを備える電気車両を
、電気車両用充電装置により充電する方法であって、
　前記電気車両用充電装置は、前記車両制御部の前記第１の電源入力端子に接続可能な第
１のコネクタ端子、および前記車両制御部の前記第２の電源入力端子に接続可能な第２の
コネクタ端子を有するコネクタと、前記コネクタが前記電気車両に接続されたコネクタ接
続状態において、一端が前記バッテリの一方の電極に接続される第１の遮断手段と、第１
の出力端子が前記第１の遮断手段の他端に接続され、第２の出力端子が前記コネクタ接続
状態において前記バッテリの他方の電極に接続され、前記バッテリを充電するための直流
電力を前記第１および第２の出力端子から出力する第１の直流電力供給部と、一端が前記
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第１のコネクタ端子に接続された第２の遮断手段と、第３の出力端子が前記第２の遮断手
段の他端に接続され、第４の出力端子が前記第２のコネクタ端子に接続され、前記車両制
御部を動作させるための直流電力を前記第３および第４の出力端子から出力する第２の直
流電力供給部と、前記第２の遮断手段に並列接続された電流制限部と、一端が前記第１の
コネクタ端子に接続され、他端が前記第２のコネクタ端子に接続され、前記第１のコネク
タ端子および前記第２のコネクタ端子間の電圧を検出するコネクタ接続検出部と、前記第
１および第２の遮断手段を、導通状態または遮断状態に制御する充電装置制御部と、を備
え、
　前記電流制限部により、前記コネクタ接続状態において前記車両制御部の前記第１およ
び第２の電源入力端子間の電圧降下が前記車両制御部の動作電圧より小さくなるように前
記第２の直流電力供給部から出力された電流を所定の電流値に制限して前記第１のコネク
タ端子に出力する工程と、
　前記充電装置制御部により、前記コネクタ接続検出部で検出された前記第１のコネクタ
端子および前記第２のコネクタ端子間の電圧が所定の範囲内にあるか否かを確認する第１
の工程と、
　前記電圧が前記所定の範囲内にある場合は、前記充電装置制御部により前記第２の遮断
手段を導通状態にすることにより、前記車両制御部が動作可能な電力を前記第２の直流電
力供給部から前記車両制御部に供給する第２の工程と、
　前記充電装置制御部により前記第１の遮断手段を導通状態にすることにより、前記第１
の直流電力供給部による前記バッテリの充電を開始する第３の工程と、
　を備えることを特徴とする。
【００１６】
　また、前記電気車両の充電方法において、
　前記第３の工程を行う前に、前記充電装置制御部により、前記車両制御部が前記バッテ
リの充電を許可する場合に出力する充電許可信号を前記電気車両から受信したか否かを確
認する第４の工程をさらに備え、
　前記電気車両から前記充電許可信号を受信した場合に、前記第３の工程を行うようにし
てもよい。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の一態様に係る電気車両用充電装置では、電流制限部がコネクタ接続状態におい
て車両制御部の第１および第２の電源入力端子間の電圧降下が車両制御部の動作電圧より
小さくなるように第２の直流電力供給部から出力された電流を所定の電流値に制限して前
記第１のコネクタ端子に出力し、充電装置制御部は、コネクタ接続検出部により検出され
た第１および第２のコネクタ端子間の電圧が所定の範囲内にある場合、第２の遮断手段を
導通状態にして車両制御部が動作可能な電力を第１および第２のコネクタ端子から出力さ
せ、その後、第１の遮断手段を導通状態にして第１の直流電力供給部によるバッテリの充
電を開始する。
【００１８】
　このように、車両制御部を起動させることなく、車両制御部の電源入力端子間の電圧を
測定することで、電気車両用充電装置に接続された電気車両の負荷を正確に把握し、車両
用充電装置が所定の電気車両に接続されていることを確実に確認することができる。そし
て、車両制御部の電源入力端子間の電圧が所定の範囲内にある場合には、電気車両用充電
装置が所定の電気車両に接続されていると判断し、第１の遮断手段を導通状態にして第１
の直流電力供給部によるバッテリの充電を開始する。
【００１９】
　よって、本発明によれば、電気車両用充電装置が所定の電気車両に接続されていること
を確実に確認した後、電気車両の充電を自動的に開始することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
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【図１】本発明の第１の実施形態による車両用充電装置および電気車両の概略的な構成を
示すブロック図である。
【図２】本発明の第１の実施形態による電気車両の充電方法を示すフローチャートである
。
【図３】本発明の第２の実施形態による電気車両の充電方法を示すフローチャートである
。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、図面を参照しつつ本発明に係る２つの実施形態について説明する。
【００２２】
（第１の実施形態）
　図１は、本発明の第１の実施形態による電気車両用充電装置１および電気車両３０の概
略的な構成を示すブロック図を示している。電気車両用充電装置１は、電気車両３０に充
電用の電力を供給するための充電装置である。電気車両３０は、電動二輪車（二輪ＥＶ）
あるいは電気自動車（ＥＶ）等である。
【００２３】
　まず、電気車両３０の構成について説明する。
【００２４】
　電気車両３０は、図１に示すように、バッテリ３１と、車両制御部３２と、インレット
３３とを備えている。
【００２５】
　バッテリ３１は、電気車両３０のモータ（図示せず）等を動作させるための直流電源で
ある。
【００２６】
　車両制御部３２は、電気車両用充電装置１から動作電力を入力する電源入力端子３２ａ
，３２ｂと、接続確認信号を出力する信号端子３２ｃと、充電許可信号を出力する信号端
子３２ｄとを有する。この車両制御部３２は、電気車両３０の全体の処理を制御するとと
もに、バッテリ３１の充電状態のモニタ等も行う。
【００２７】
　ここで、接続確認信号とは、車両制御部３２が電気車両３０と、電気車両用充電装置１
のコネクタ２（後述）との間の接続確認を完了した場合に出力する信号である。また、充
電許可信号とは、車両制御部３２が電気車両用充電装置１にバッテリ３１の充電を許可す
る場合に出力する信号である。例えばバッテリ３１が満充電の場合には、車両制御部３２
は充電許可信号を出力しない。
【００２８】
　車両制御部３２が停止している状態における電源入力端子３２ａおよび３２ｂ間の抵抗
値（以下、「停止状態抵抗値」ともいう。）は、電気車両３０に応じて決まる値である。
また、停止状態抵抗値（Ｒ）は、電気車両の仕様（例えば温度に対する仕様）により、あ
る程度の幅を持っており、Ｒ０±ΔＲの値をとり得る。
【００２９】
　インレット３３は、電気車両用充電装置１のコネクタ２の差し込み口であり、６個のイ
ンレット端子３３ａ～３３ｅを有する。インレット端子３３ａは電源入力端子３２ａに接
続された端子であり、インレット端子３３ｂは電源入力端子３２ｂに接続された端子であ
る。インレット端子３３ｃは信号端子３２ｃに接続された端子であり、インレット端子３
３ｄは信号端子３２ｄに接続された端子である。インレット端子３３ｅはバッテリ３１の
一方の電極（例えば正極）に接続された端子であり、インレット端子３３ｆはバッテリ３
１の他方の電極（例えば負極）に接続された端子である。
【００３０】
　図１からわかるように、コネクタ２が電気車両３０に接続された状態（以下、単に「コ
ネクタ接続状態」ともいう。）において、コネクタ端子２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄ，２ｅお
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よび２ｆは、インレット端子３３ａ，３３ｂ，３３ｃ，３３ｄ，３３ｅおよび３３ｆにそ
れぞれ接続される。
【００３１】
　次に、本実施形態に係る電気車両用充電装置１の構成について説明する。
【００３２】
　電気車両用充電装置１は、図１に示すように、コネクタ２と、第１の遮断手段３と、第
１の直流電力供給部４と、第２の遮断手段５と、第２の直流電力供給部６と、電流制限部
７と、コネクタ接続検出部８と、充電装置制御部９と、接続確認信号通信部１０と、充電
許可信号通信部１１とを備えている。
【００３３】
　以下、電気車両用充電装置１の各構成要素について詳しく説明する。
【００３４】
　コネクタ２は、電気車両３０を充電する際に、インレット３３に接続される。このコネ
クタ２は、６個のコネクタ端子２ａ～２ｆを有する。コネクタ端子２ａは、車両制御部３
２の電源入力端子３２ａに接続可能な端子であり、コネクタ端子２ｂは、車両制御部３２
の電源入力端子３２ｂに接続可能な端子である。コネクタ端子２ｃは、車両制御部３２の
信号端子３２ｃに接続可能な端子であり、コネクタ端子２ｄは、車両制御部３２の信号端
子３２ｄに接続可能な端子である。コネクタ端子２ｅ，２ｆは、バッテリ３１に充電用の
電力を出力する端子である。ここで、「接続可能」とは、コネクタ接続状態において電気
的に接続されるという意味である。
【００３５】
　第１の遮断手段３は、図１に示すように、第１の直流電力供給部４の出力端子４ａとコ
ネクタ端子２ｅとの間に設けられている。即ち、第１の遮断手段３は、コネクタ接続状態
において、一端（右端）がバッテリ３１の一方の電極に接続され、他端（左端）が出力端
子４ａに接続されている。
【００３６】
　第１の直流電力供給部４は、商用の交流電力を所定の直流電力に変換するＡＣ／ＤＣコ
ンバータを有し、バッテリ３１を充電するための直流電力を出力端子４ａ，４ｂから出力
する。図１に示すように、出力端子４ａは、第１の遮断手段３の他端（左端）に接続され
ている。また、出力端子４ｂは、コネクタ端子２ｆに接続されており、コネクタ接続状態
においてバッテリ３１の他方の電極に接続される。なお、第１の直流電力供給部４は、電
気車両用充電装置１が電気車両３０に接続される前から動作し、直流電力を出力している
。
【００３７】
　第２の遮断手段５は、図１に示すように、第２の直流電力供給部６の出力端子６ａとコ
ネクタ端子２ａとの間に設けられている。即ち、第２の遮断手段５の一端（右端）はコネ
クタ端子２ａに接続され、他端（左端）は出力端子６ａに接続されている。
【００３８】
　なお、第１の遮断手段３および第２の遮断手段５は、一端および他端の間が導通状態ま
たは遮断状態に制御され得るものであれば、特に限定されるものではなく、例えば、パワ
ーＭＯＳＦＥＴ等の半導体スイッチ、リレー、コンタクタにより構成される。
【００３９】
　第２の直流電力供給部６は、商用の交流電力を所定の直流電力に変換するＡＣ／ＤＣコ
ンバータを有し、車両制御部３２を動作させるための直流電力を出力端子６ａ，６ｂから
出力する。出力端子６ａは第２の遮断手段５の他端（左端）に接続され、出力端子６ｂは
コネクタ端子２ｂに接続されている。なお、第２の直流電力供給部６は、電気車両用充電
装置１が電気車両３０にコネクタ接続される前から動作し、直流電力を出力している。
【００４０】
　電流制限部７は、図１に示すように、第２の遮断手段５に並列接続されている。即ち、
電流制限部７の一端（左端）は出力端子６ａに接続され、他端（右端）はコネクタ端子２
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ａに接続されている。
【００４１】
　電流制限部７は、第２の直流電力供給部６から出力された電流を所定の電流値（Ｉ）に
制限してコネクタ端子２ａに出力する。より詳しくは、電流制限部７は、コネクタ接続状
態において電源入力端子３２ａおよび３２ｂ間の電圧降下が車両制御部３２の動作電圧（
Ｖ）より小さくなるように、第２の直流電力供給部６から出力された電流を所定の電流値
（Ｉ）に制限する。具体的には、この電流値Ｉは、動作電圧Ｖを前述の停止状態抵抗値Ｒ
で割って求めた電流値よりも小さい。これにより、車両制御部３２を起動することなく、
電源入力端子３２ａおよび３２ｂ間の抵抗値（負荷）を把握することができる。
【００４２】
　なお、電流制限部７は、電流を所定の値に制限可能であれば特に限定されないが、好ま
しくは、定電流ダイオード（Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｒｅｇｕｌａｔｉｖｅ　Ｄｉｏｄｅ：ＣＲ
Ｄ）を用いる。この場合、電流制限部７は、一端が第２の遮断手段５の一端に接続され、
他端が第２の遮断手段５の他端に接続された定電流ダイオードからなる。これにより、電
流制限部７を簡易な構成で実現することができ、電気車両用充電装置１を小型化すること
ができる。
【００４３】
　コネクタ接続検出部８は、図１に示すように、一端がコネクタ端子２ａに接続され、他
端がコネクタ端子２ｂに接続されており、コネクタ端子２ａおよびコネクタ端子２ｂ間の
電圧を検出する。コネクタ接続状態において検出された電圧は、車両制御部３２の電源入
力端子３２ａおよび３２ｂ間の抵抗値を反映した値となる。
【００４４】
　充電装置制御部９は、電気車両用充電装置１の全体の処理を制御するものである。充電
装置制御部９は、第１の遮断手段３および第２の遮断手段５を、導通状態または遮断状態
に制御する。また、充電装置制御部９は、第１の直流電力供給部４および第２の直流電力
供給部６のスイッチング動作を制御する。充電装置制御部９は、接続確認信号通信部１０
が接続確認信号を受信しているか否かの確認、および充電許可信号通信部１１が充電許可
信号を受信しているか否かの確認を行う。
【００４５】
　接続確認信号通信部１０は、コネクタ端子２ｃに接続されており、コネクタ２ｃを介し
て前述の接続確認信号を受信する。接続確認信号を受信すると、接続確認信号通信部１０
は充電装置制御部９にその旨を通知する。なお、車両用充電装置１がコネクタ接続状態に
あることを確認した後、接続確認信号通信部１０から電気車両３０に接続確認信号を送信
するようにしてもよい。
【００４６】
　充電許可信号通信部１１は、コネクタ端子２ｄに接続されており、コネクタ２ｄを介し
て前述の充電許可信号を受信する。充電許可信号を受信すると、充電許可信号通信部１１
は充電装置制御部９にその旨を通知する。
【００４７】
　なお、充電装置制御部９は、接続確認信号通信部１０（充電許可信号通信部１１）にア
クセスすることによって、電気車両３０から接続確認信号（充電許可信号）を受信してい
るか否かを確認してもよい。
【００４８】
　充電装置制御部９は、コネクタ接続検出部８により検出されたコネクタ端子２ａおよび
２ｂ間の電圧が所定の範囲内にある場合、第２の遮断手段５を導通状態にして車両制御部
３２が動作可能な電力をコネクタ端子２ａおよび２ｂから出力させ、その後、第１の遮断
手段３を導通状態にして第１の直流電力供給部４によるバッテリ３１の充電を開始する。
【００４９】
　上記の所定の範囲は、例えば、前述の停止状態抵抗値がとり得る値に基づいて決められ
る。より詳しくは、停止状態抵抗値がＲ０±ΔＲの値をとり得るとした場合、所定の範囲
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は、Ｉ・（Ｒ０－ΔＲ）以上、Ｉ・（Ｒ０＋ΔＲ）以下とする。ここで、Ｉは、前述のよ
うに、電流制限部７により制限された電流値である。
【００５０】
　また、詳しくはフローチャートを用いて後述するが、第２の遮断手段５を導通状態にし
た後、好ましくは、接続確認信号および充電許可信号を受信してから第１の遮断手段３を
導通状態にする。充電許可信号の受信を確認してからバッテリ３１の充電を開始すること
で、バッテリ３１が満充電の場合やバッテリ３１が故障している場合には充電を行わない
ようになるため、より安全で確実な充電を行うことができる。
【００５１】
　上記のように、電気車両用充電装置１では、車両制御部３２が起動しないように電流制
限部７により制限された定電流を電源入力端子３２ａおよび３２ｂ間に流し、その状態に
おける電源入力端子３２ａおよび３２ｂ間の電圧を検出する。これにより、電気車両用充
電装置１に接続された電気車両３０の負荷を正確に把握することができ、検出された電圧
に基づいてコネクタ接続状態にあるか否かを判定することができる。このように、電気車
両３０に応じて決まる停止状態抵抗値を利用して電気車両用充電装置１が電気車両３０に
接続されているか否かを判定するため、電気車両用充電装置１が所定の電気車両３０に接
続されていることを確実に確認することができる。
【００５２】
　そして、コネクタ接続状態にある場合には、第１および第２の遮断手段３，５を導通状
態にして、車両制御部３２を起動するとともにバッテリ３１の充電を開始する。このため
、ユーザは電気車両３０を充電する際、コネクタ２を電気車両３０のインレット３３に接
続するだけでよく、ユーザの手間を削減することができる。
【００５３】
　よって、第１の実施形態によれば、電気車両用充電装置が所定の電気車両に接続されて
いることを確実に確認した後、電気車両の充電を自動的に開始することができる。
【００５４】
　次に、上記構成を備える電気車両用充電装置１による電気車両の充電方法について、図
２を参照して説明する。図２は、第１の実施形態による電気車両の充電方法を示すフロー
チャートを示している。
【００５５】
　電流制限部７により、コネクタ接続状態において車両制御部３２の電源入力端子３２ａ
（第１の電源入力端子）および電源入力端子３２ｂ（第２の電源入力端子）間の電圧降下
が車両制御部３２の動作電圧より小さくなるように、第２の直流電力供給部６から出力さ
れた電流を所定の電流値に制限してコネクタ端子２ａ（第１のコネクタ端子）に出力する
（ステップＳ１）。
【００５６】
　次に、充電装置制御部９により、コネクタ接続検出部８で検出されたコネクタ端子２ａ
およびコネクタ端子２ｂ（第２のコネクタ端子）間の電圧が所定の範囲内にあるか否かを
確認する（ステップＳ２）。電圧が所定の範囲内にある場合は（Ｓ２：Ｙｅｓ）、ステッ
プＳ３に進む。
【００５７】
　次に、充電装置制御部９により第２の遮断手段５を導通状態にすることにより、車両制
御部３２が動作可能な電力を第２の直流電力供給部６から車両制御部３２に供給する（ス
テップＳ３）。即ち、充電装置制御部９は、第２の遮断手段５を導通状態にして車両制御
部３２が動作可能な電力をコネクタ端子２ａおよび２ｂから出力させる。
【００５８】
　第２の遮断手段５を導通状態にすることにより、車両制御部３２は起動し、電気車両３
０とコネクタ２との間の接続確認を行い、接続確認処理が完了すると接続確認信号を信号
端子３２ｃから出力する。その後、車両制御部３２は、バッテリ３１の充電状態の確認を
行い、充電可能な場合には充電許可信号を信号端子３２ｄから出力する。
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【００５９】
　次に、充電装置制御部９により、電気車両３０（車両制御部３２）から充電許可信号を
受信したか否かを確認する（ステップＳ４）。充電許可信号を受信した場合は（Ｓ４：Ｙ
ｅｓ）、ステップＳ５に進む。
【００６０】
　次に、充電装置制御部９により第１の遮断手段３を導通状態にすることにより、第１の
直流電力供給部４によるバッテリ３１の充電を開始する（ステップＳ５）。
【００６１】
　上記のように、コネクタ端子２ａから制限された電流を出力し、コネクタ端子２ａおよ
び２ｂ間の電圧を検出することで、電気車両３０の車両制御部３２を動作させることなく
、コネクタ接続状態であるか否かの確認を行う。そして、コネクタ接続状態である場合に
は、第２の遮断手段５を導通状態にして車両制御部３２が動作可能な電力をコネクタ端子
２ａ，２ｂから出力させ、車両制御部３２を動作させる。その後、第１の遮断手段３を導
通状態にして第１の直流電力供給部４から電気車両３０に充電用の電力を供給し、バッテ
リ３１の充電を開始する。これにより、電気車両用充電装置１が所定の電気車両３０に接
続されていることを確実に確認した後、電気車両３０の充電を自動的に開始することがで
きる。
【００６２】
　なお、上記実施形態の説明では、充電装置制御部９は、接続確認信号および充電許可信
号の受信を確認したが、これらの信号の受信する前に、第１の遮断手段３を導通状態にす
るようにしてもよい。あるいは、接続確認信号および充電許可信号のいずれか一方の受信
を確認した後、第１の遮断手段３を導通状態にするようにしてもよい。
【００６３】
　例えば、充電装置制御部９は、第２の遮断手段５を導通状態にした後、第１の遮断手段
３を導通状態にする前に接続確認信号通信部１０が接続確認信号を受信しているか否かを
確認し、接続確認信号を受信している場合に、第１の遮断手段３を導通状態にするように
してもよい。あるいは、充電装置制御部９は、第２の遮断手段５を導通状態にした後、第
１の遮断手段３を導通状態にする前に充電許可信号通信部１１が充電許可信号を受信して
いるか否かを確認し、充電許可信号を受信している場合に、第１の遮断手段３を導通状態
にするようにしてもよい。
【００６４】
（第２の実施形態）
　次に、本発明の第２の実施形態について第１の実施形態との相違点を中心に説明する。
【００６５】
　電気車両用充電装置１の構成については第１の実施形態とほぼ同様であるが、次の点で
異なる。即ち、電気車両用充電装置１が電気車両３０に接続される前の状態において、第
２の直流電力供給部６はスイッチング動作を行って直流電力を出力しているのに対し、第
１の直流電力供給部４はスイッチング動作を行っていない。
【００６６】
　図３は、第２の実施形態による電気車両の充電方法を示すフローチャートを示している
。図３に示すように、ステップＳ１～ステップＳ４については、第１の実施形態と同様で
あるので、詳しい説明は省略する。
【００６７】
　電気車両３０から充電許可信号を受信した場合（ステップＳ４：Ｙｅｓ）、充電装置制
御部９により第１の遮断手段３を導通状態にしてから第１の直流電力供給部４のＡＣ／Ｄ
Ｃコンバータを動作させることにより、第１の直流電力供給部４によるバッテリ３１の充
電を開始する（ステップＳ５Ａ）。
【００６８】
　なお、第１の直流電力供給部４のＡＣ／ＤＣコンバータを動作させてから第１の遮断手
段３を導通状態にしてもよい。即ち、充電装置制御部９は、車両制御部３２から充電許可
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、ＡＣ／ＤＣコンバータを動作させてから第１の遮断手段３を導通状態にするようにして
もよい。
【００６９】
　このように、第２の実施形態では、充電装置制御部９は、車両制御部３２から充電許可
信号を受信するまで、第１の直流電力供給部４のＡＣ／ＤＣコンバータを停止しておく。
そして、充電許可信号を受信した後に、充電装置制御部９は第１の直流電力供給部４のＡ
Ｃ／ＤＣコンバータを動作させる。
【００７０】
　これにより、第２の実施形態によれば、バッテリ３１の充電に寄与しない無駄なスイッ
チング動作を回避し、車両用充電装置１の消費電力を削減することができる。
【００７１】
　また、第１の実施形態と同様、第２の実施形態によれば、電気車両用充電装置が所定の
電気車両に接続されていることを確実に確認した後、電気車両の充電を自動的に開始する
ことができる。
【００７２】
　上記の記載に基づいて、当業者であれば、本発明の追加の効果や種々の変形を想到でき
るかもしれないが、本発明の態様は、上述した個々の実施形態に限定されるものではない
。異なる実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。特許請求の範囲に規定さ
れた内容及びその均等物から導き出される本発明の概念的な思想と趣旨を逸脱しない範囲
で種々の追加、変更及び部分的削除が可能である。
【符号の説明】
【００７３】
１　電気車両用充電装置
２　コネクタ
２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄ，２ｅ，２ｆ　コネクタ端子
３　第１の遮断手段
４　第１の直流電力供給部
４ａ，４ｂ　出力端子
５　第２の遮断手段
６　第２の直流電力供給部
６ａ，６ｂ　出力端子
７　電流制限部
８　コネクタ接続検出部
９　充電装置制御部
１０　接続確認信号通信部
１１　充電許可信号通信部
３０　電気車両
３１　バッテリ
３２　車両制御部
３２ａ，３２ｂ　電源入力端子
３２ｃ，３２ｄ　信号端子
３３　インレット
３３ａ，３３ｂ，３３ｃ，３３ｄ，３３ｅ，３３ｆ　インレット端子



(13) JP 5960075 B2 2016.8.2

【図１】 【図２】

【図３】



(14) JP 5960075 B2 2016.8.2

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２０１１－２５４６４２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－２８３９３４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０８－２３３９１９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１１－１１４９６１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平８－２５１７１６（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ６０Ｌ１／００－３／１２
              　　　　７／００－１３／００
              　　　　１５／００－１５／４２
              Ｈ０１Ｍ１０／４２－１０／４８
              Ｈ０２Ｊ７／００－７／１２
              　　　　７／３４－７／３６


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

