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(57)【要約】
【課題】過放電防止のためにサブバッテリーを電源ライ
ンから切り離した場合でも、電源ラインの電圧が低下し
て車載機器の機能が停止してしまうことを回避すること
が可能な車両用電源システムを提供する。
【解決手段】車両用電源システムは、第１及び第２の電
源ラインの導通及び遮断が可能な第１のリレー装置と、
第２のバッテリーの第２の電源ラインへの導通及び遮断
が可能な第２のリレー装置と、第１及び第２のリレー装
置を制御する制御部とを備え、制御部は、第２のリレー
装置を導通させ、かつ、第１のリレー装置を遮断させた
状態において、第２のバッテリーの蓄電量が所定値未満
となり、かつ、第２のＤＣＤＣコンバーターの出力電圧
が、所定時間、所定電圧未満を維持し続けた場合に、第
２のＤＣＤＣコンバーターの出力電圧が所定電圧以上に
回復するまで、第２のリレー装置を遮断させ、かつ、第
１のリレー装置を導通させる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のＤＣＤＣコンバーターの出力電力を第１の電源ラインを介して第１のバッテリー
及び第１の車載機器に供給し、第２のＤＣＤＣコンバーターの出力電力を第２の電源ライ
ンを介して第２のバッテリー及び第２の車載機器に供給する、冗長電源構成を採用した車
両用電源システムであって、
　前記第１の電源ラインと前記第２の電源ラインとの間に挿入され、両電源ラインの導通
及び遮断が可能な第１のリレー装置と、
　前記第２のバッテリーと前記第２の電源ラインとの間に挿入され、前記第２のバッテリ
ーの前記第２の電源ラインへの導通及び遮断が可能な第２のリレー装置と、
　前記第１のリレー装置及び前記第２のリレー装置を制御する制御部と、を備え、
　前記制御部は、前記第２のリレー装置を導通させ、かつ、前記第１のリレー装置を遮断
させた状態において、前記第２のバッテリーの蓄電量が所定値未満となり、かつ、前記第
２のＤＣＤＣコンバーターの出力電圧が、所定時間、所定電圧未満を維持し続けた場合に
、前記第２のＤＣＤＣコンバーターの出力電圧が前記所定電圧以上に回復するまで、前記
第２のリレー装置を遮断させ、かつ、前記第１のリレー装置を導通させる、車両用電源シ
ステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両用電源システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１及び２には、２つのバッテリーを備え、一方のバッテリーが失陥した場合で
あっても、他方のバッテリーにより車載機器に対し電力供給を可能とする冗長電源構成を
採用した車両用電源システムが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１６－０３２９７７号公報
【特許文献２】特開２０１６－０４７７０７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　自動運転制御に関わる車載機器を冗長的に２つ備え、第１の車載機器に第１の電源ライ
ンを介してメインバッテリーから電力を供給し、第２の車載機器に第２の電源ラインを介
してサブバッテリーから電力を供給する冗長電源構成を採用した電源システムでは、サブ
バッテリーをメインバッテリー失陥時のバックアップ電源として機能させるために、サブ
バッテリーの蓄電量（ＳＯＣ）を、例えば車両を安全に退避行動させるために必要とされ
る所定値以上に維持することを行っている。
【０００５】
　何らかの原因でサブバッテリーのＳＯＣが低下する傾向にある場合、ＳＯＣの低下が進
行してサブバッテリーが過放電にならないように、サブバッテリーを第２の電源ラインか
ら切り離すことが考えられる。しかしながら、サブバッテリーを第２の電源ラインから切
り離した状態で、例えば短期的な大電力消費が第２の車載機器で生じてしまうと、第２の
電源ラインの電圧が低下して第２の車載機器の機能が停止する可能性がある。
【０００６】
　本発明は、冗長電源構成を採用した電源システムにおいて、過放電防止のためにサブバ
ッテリーを第２の電源ラインから切り離した場合でも、第２の電源ラインの電圧が低下し
て第２の車載機器の機能が停止してしまうことを回避することが可能な車両用電源システ
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ム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】
【０００７】
　車両用電源システムは、第１のＤＣＤＣコンバーターの出力電力を第１の電源ラインを
介して第１のバッテリー及び第１の車載機器に供給し、第２のＤＣＤＣコンバーターの出
力電力を第２の電源ラインを介して第２のバッテリー及び第２の車載機器に供給する、冗
長電源構成を採用し、第１の電源ラインと第２の電源ラインとの間に挿入され、両電源ラ
インの導通及び遮断が可能な第１のリレー装置と、第２のバッテリーと第２の電源ライン
との間に挿入され、第２のバッテリーの第２の電源ラインへの導通及び遮断が可能な第２
のリレー装置と、第１のリレー装置及び第２のリレー装置を制御する制御部と、を備え、
制御部は、第２のリレー装置を導通させ、かつ、第１のリレー装置を遮断させた状態にお
いて、第２のバッテリーの蓄電量が所定値未満となり、かつ、第２のＤＣＤＣコンバータ
ーの出力電圧が、所定時間、所定電圧未満を維持し続けた場合に、第２のＤＣＤＣコンバ
ーターの出力電圧が所定電圧以上に回復するまで、第２のリレー装置を遮断させ、かつ、
第１のリレー装置を導通させる。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、冗長電源構成を採用した電源システムにおいて、過放電防止のために
サブバッテリーを第２の電源ラインから切り離した場合でも、第２の電源ラインの電圧が
低下して第２の車載機器の機能が停止してしまうことを回避することが可能な車両用電源
システムを実現できる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の一実施形態に係る車両用電源システムの概略構成を示す図
【図２】接続制御ＥＣＵによる第１及び第２のリレー装置の接続及び遮断の制御を説明す
るフローチャート
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　（実施形態）
　本発明の一実施形態に係る車両用電源システムは、互いに独立したメインバッテリーの
電源系統及びサブバッテリーの電源系統による冗長電源構成を採用している。この車両用
電源システムでは、サブバッテリーが過放電になりそうなＳＯＣまで低下するとサブバッ
テリーを電源系統から切り離す。これにより、サブバッテリーの過放電を防止する。さら
に、サブバッテリーの電源系統をメインバッテリーの電源系統に接続する。これにより、
サブバッテリーが切り離された電源系統の車載機器で大電力消費が生じても車載機器の機
能が停止してしまうことを回避することができる。
【００１１】
　以下、本発明の一実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。
【００１２】
　＜構成＞
　図１は、本実施形態に係る車両用電源システム１の概略構成を示す図である。図１に例
示した電源システム１は、第１のＤＣＤＣコンバーター（ＤＤＣ）１１、第１のバッテリ
ー１２、及び第１の車載機器（電気負荷）１３を含む第１の電源系統と、第２のＤＣＤＣ
コンバーター（ＤＤＣ）２１、第２のバッテリー２２、及び第２の車載機器（電気負荷）
２３を含む第２の電源系統と、電源供給部３０と、第１のリレー装置４０と、第２のリレ
ー装置５０と、接続制御ＥＣＵ６０と、を備えて構成されている。第１のバッテリー１２
及び第１の車載機器１３は、それぞれ、第１の電源ライン１４を介して第１のＤＣＤＣコ
ンバーター１１の出力端に接続されている。第２のバッテリー２２及び第２の車載機器２
３は、それぞれ、第２の電源ライン２４を介して第２のＤＣＤＣコンバーター２１の出力
端に接続されている。
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【００１３】
　電源システム１は、例えば車載機器による自動運転が可能な車両に搭載される。
【００１４】
　電源供給部３０は、第１の電源系統が有する第１のＤＣＤＣコンバーター１１及び第２
の電源系統が有する第２のＤＣＤＣコンバーター２１へ、並列に電力を供給することがで
きる。電源供給部３０は、例えば、リチウムイオン電池などの充放電可能に構成された高
圧電池とすることができる。
【００１５】
　第１のＤＣＤＣコンバーター１１は、電源供給部３０から供給される高電圧電力を低電
圧電力へ降圧して第１の電源ライン１４に出力し、第１の電源ライン１４を介して第１の
バッテリー１２及び第１の車載機器１３に電力を供給することができる。
【００１６】
　第１のバッテリー１２は、例えば、鉛電池などの充放電可能に構成された電力貯蔵要素
である。第１のバッテリー１２は、第１のＤＣＤＣコンバーター１１から出力される電力
を蓄えること（充電）ができ、また第１の車載機器１３に電力を供給できるように構成さ
れている。また、詳細は後述するが、第１のバッテリー１２は、第１の電源ライン１４と
第２の電源ライン２４とが第１のリレー装置４０により接続された状態において、第２の
車載機器２３に電力を供給できるように構成されている。
【００１７】
　第１の車載機器１３及び第２の車載機器２３は、相補的あるいは冗長的に構成され、例
えば、車両の自動運転制御のためのＥＣＵと電動ブレーキ装置や電動パワーステアリング
装置等のアクチュエータとを含む。
【００１８】
　第２のＤＣＤＣコンバーター２１は、電源供給部３０から供給される高電圧電力を低電
圧電力へ降圧して第２の電源ライン２４に出力し、第２の電源ライン２４を介して第２の
バッテリー２２及び第２の車載機器２３に電力を供給することができる。
【００１９】
　第２のバッテリー２２は、リチウムイオン電池などの充放電可能に構成された電力貯蔵
要素である。第２のバッテリー２２は、第２のリレー装置５０を介して、第２のＤＣＤＣ
コンバーター２１及び第２の車載機器２３と接続されている。第２のバッテリー２２は、
第２のリレー装置５０を介して、第２のＤＣＤＣコンバーター２１から出力される電力を
蓄えること（充電）ができ、また第２の車載機器２３に電力を供給できるように構成され
ている。第２のバッテリー２２は、車両の自動運転中に第１のバッテリー１２が失陥した
ときのサブバッテリーとしての役割を有する。
【００２０】
　第１のリレー装置４０は、第１の電源ライン１４と第２の電源ライン２４との間に挿入
される。後述する接続制御ＥＣＵ６０の制御により、第１のリレー装置４０を導通させる
ことで、第１の電源ライン１４と第２の電源ライン２４とを接続させたり、あるいは、第
１のリレー装置４０を遮断させることで、第１の電源ライン１４と第２の電源ライン２４
とを切り離したりすることができるように構成されている。この第１のリレー装置４０は
、原則遮断状態となっており、後述する第２のバッテリー２２が所定の状態になった場合
にだけ導通状態となる。
【００２１】
　第２のリレー装置５０は、第２のバッテリー２２と第２の電源ライン２４との間に挿入
される。後述する接続制御ＥＣＵ６０の制御により、第２のリレー装置５０を導通させる
ことで、第２のバッテリー２２を第２の電源ライン２４に接続させたり、あるいは、第２
のリレー装置５０を遮断させることで、第２のバッテリー２２を第２の電源ライン２４か
ら切り離したりすることができるように構成されている。この第２のリレー装置５０は、
原則導通状態となっており、後述する第２のバッテリー２２が所定の状態になった場合に
だけ遮断状態となる。
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【００２２】
　接続制御ＥＣＵ６０は、車両用電源システム１において、第１のリレー装置４０及び第
２のリレー装置５０の導通及び遮断を制御するものである。接続制御ＥＣＵ６０は、第２
のバッテリー２２のＳＯＣをモニタリングして、第２のバッテリー２２のＳＯＣが低下傾
向にあるか否かを判断する。第２のバッテリー２２のＳＯＣは、例えば第２のバッテリー
２２のＳＯＣ－ＯＣＶ（開放端電圧）曲線から検出するなど、公知の手法を用いることが
できる。また、接続制御ＥＣＵ６０は、第２のＤＣＤＣコンバーター２１に対する電圧指
示値を制御し、第２のＤＣＤＣコンバーター２１の出力電圧の変化に基づいて、第２のバ
ッテリー２２のＳＯＣが低下傾向にあるか否かを判断する。また、接続制御ＥＣＵ６０は
、第２の車載機器２３の消費電力を低減させるように制御し、第２のＤＣＤＣコンバータ
ー２１の出力電圧の変化に基づいて、第２のバッテリー２２のＳＯＣが低下傾向にあるか
否かを判断する。たりする。そして、接続制御ＥＣＵ６０は、第２のバッテリー２２のＳ
ＯＣが低下傾向にある場合に、後述する第１のリレー装置４０及び第２のリレー装置５０
による導通及び遮断の制御を行う。
【００２３】
　尚、接続制御ＥＣＵ６０は、典型的には中央演算処理装置（ＣＰＵ）、メモリ、及び入
出力インターフェースを含んで構成され、メモリに格納されたプログラムをＣＰＵが読み
出して実行することによって、所定の機能が実現される。
【００２４】
　＜接続制御ＥＣＵによる第１及び第２のリレー装置の接続及び遮断の制御＞
　接続制御ＥＣＵ６０は、第２のリレー装置５０を導通させ、かつ、第１のリレー装置４
０を遮断させた状態において、第２のバッテリー２２のＳＯＣが所定値未満となり、かつ
、第２のＤＣＤＣコンバーター２１の出力電圧が、所定時間、所定電圧未満を維持し続け
た場合に、第２のＤＣＤＣコンバーター２１の出力電圧が所定電圧以上に回復するまで、
第２のバッテリー２２の過放電を防止するために、第２のリレー装置５０を遮断させる。
これに加えて、第２の車載機器２３において短期的な大電力消費が発生した場合に、第２
の電源ライン２４の電圧が低下したことによる第２の車載機器２３の機能が停止するよう
な事態を回避するために、第１のリレー装置４０を導通させる。本実施形態に係る接続制
御ＥＣＵ６０が行う第１のリレー装置４０及び第２のリレー装置５０の接続及び遮断の制
御について、図２を参照して説明する。図２は、接続制御ＥＣＵ６０による第１のリレー
装置４０及び第２のリレー装置５０の導通及び遮断の制御を説明するフローチャートであ
る。図２に示す接続制御ＥＣＵ６０の制御は、車両の電源がＯＮになったときに開始され
、車両の電源がＯＦＦになるまで繰り返し実行される。
【００２５】
　ステップＳ１において、接続制御ＥＣＵ６０は、第２のリレー装置５０を導通させて第
２のバッテリー２２を第２の電源ライン２４と接続させ、かつ、第１のリレー装置４０を
遮断させて第１の電源ライン１４と第２の電源ライン２４とを切り離した状態にする。そ
の後、処理はステップＳ２に進む。
【００２６】
　ステップＳ２において、接続制御ＥＣＵ６０は、第２のバッテリー２２のＳＯＣをモニ
タリングし、第２のバッテリー２２のＳＯＣがＳＯＣ低下傾向にあると判断できる所定値
Ｔ１未満となっているか否かを判定する。第２のバッテリー２２のＳＯＣの所定値Ｔ１は
、第１のバッテリー１２が失陥したときにサブバッテリーとして機能することができるＳ
ＯＣ値以上の値を適宜設定することができる。具体的な判定手法としては、設定された第
２のバッテリー２２のＳＯＣの所定値Ｔ１からＳＯＣ－ＯＣＶ曲線により求められる電圧
値を設定して、第２のバッテリー２２のＳＯＣを判定することができる。例えば、第２の
バッテリー２２が、１セル当りの定格電圧が３．７Ｖのリチウムイオン電池のセルを４つ
直列に接続した定格電圧が１４．８Ｖのリチウムイオン電池である場合、第２のＤＣＤＣ
コンバーター２１の出力電圧を過放電になるおそれがあるＳＯＣの低下傾向を判断できる
１１Ｖを第２のバッテリー２２のＳＯＣを判定する電圧値に設定することができる。ステ
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ップＳ２の判定がＹｅｓの場合、処理はステップＳ３に進み、それ以外の場合（ステップ
Ｓ２でＮｏ）は、ステップＳ２に戻る。
【００２７】
　ステップＳ３において、接続制御ＥＣＵ６０は、ＳＯＣ低下傾向にある第２のバッテリ
ー２２が過放電となることを防ぐため、第２のＤＣＤＣコンバーター２１に対する電圧指
示値を制御する。接続制御ＥＣＵ６０は、放電を継続しても第２のバッテリー２２が過放
電とならない最小電圧値を下回らない電圧値の範囲で、第２のＤＣＤＣコンバーター２１
に対する電圧指示値を制御する。例えば、第２のバッテリー２２が上述した定格電圧が１
４．８Ｖのリチウムイオン電池である場合、第２のＤＣＤＣコンバーター２１に対する電
圧指示値を過放電を回避できる１２．５Ｖに制御することができる。その後、処理はステ
ップＳ４に進む。
【００２８】
　ステップＳ４において、接続制御ＥＣＵ６０は、第２のＤＣＤＣコンバーター２１の出
力電圧が所定値Ｔ２未満を維持し続けているか否かを判定する。ここで、ステップＳ４に
おける「出力電圧が所定値Ｔ２未満を維持し続けている」とは、第１の所定時間が経過し
ても第２のＤＣＤＣコンバーター２１の出力電圧が所定値Ｔ２以上に回復しないことを言
う。これにより、第２のバッテリー２２のＳＯＣがまだ低下傾向にあることが分かる。ス
テップＳ４の判定がＹｅｓの場合、処理はステップＳ５に進み、それ以外の場合（ステッ
プＳ４でＮｏ）は、ステップＳ２に戻る。
【００２９】
　ステップＳ５において、接続制御ＥＣＵ６０は、第２の車載機器２３の電力消費を低減
させるべく、第２の車載機器２３の機能を制限して負荷を軽減させるように制御する。接
続制御ＥＣＵ６０は、例えば、第２の車載機器２３に含まれるディープラーニング（深層
学習）の判断材料となる情報を取得するための車載レーダ、車載センサによる検出範囲や
車載カメラの撮像範囲を狭くすることで、演算負荷処理を軽減することができる。これに
より、第２の車載機器２３の電力消費を低減させることができる。その後、処理はステッ
プＳ６に進む。
【００３０】
　ステップＳ６において、接続制御ＥＣＵ６０は、第２のＤＣＤＣコンバーター２１の出
力電圧が所定値Ｔ３未満を維持し続けているか否かを判定する。ここで、ステップＳ６に
おける「出力電圧が所定値Ｔ３未満を維持し続けている」とは、第２の所定時間が経過し
ても第２のＤＣＤＣコンバーター２１の出力電圧が所定値Ｔ３以上に回復しないことを言
う。これにより、第２のバッテリー２２のＳＯＣがいまだ低下傾向であることが分かる。
第２の所定時間は、第１の所定時間と同じであっても異なっていてもよい。所定値Ｔ３も
所定値Ｔ２と同じであっても異なっていてもよい。ステップＳ６の判定がＹｅｓの場合、
処理はステップＳ７に進み、それ以外の場合（ステップＳ６でＮｏ）は、ステップＳ２に
戻る。
【００３１】
　ステップＳ７において、接続制御ＥＣＵ６０は、導通状態の第２のリレー装置５０を遮
断させて、第２のバッテリー２２を第２の電源ライン２４から切り離す。これにより、第
２のバッテリー２２の過放電を防止することができる。また、接続制御ＥＣＵ６０は、遮
断状態の第１のリレー装置４０を導通させて、第１の電源ライン１４と第２の電源ライン
２４とを接続させる。これにより、第１のバッテリー１２から第２の車載機器２３に電力
を供給することができるため、万が一第２の車載機器２３において短期的な大電力消費が
発生した場合でも、第２の電源ライン２４の電圧が低下して第２の車載機器２３の機能が
停止するような事態を回避することができる。尚、接続制御ＥＣＵ６０は、第２のリレー
装置５０を遮断させ、第１のリレー装置４０を導通させた場合、車両の自動運転制御のた
めのＥＣＵに、第１の電源系統において失陥が発生したとしても第２のバッテリー２２は
サブバッテリーとして機能し得ない旨通知してもよい。その後、処理はステップＳ８に進
む。
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　ステップＳ８において、接続制御ＥＣＵ６０は、第２のＤＣＤＣコンバーター２１の出
力電圧が所定値Ｔ３（又はＴ２）以上であるか否か、すなわち第２のＤＣＤＣコンバータ
ー２１の出力電圧が所定値Ｔ３（又はＴ２）以上に回復したか否かを判定する。ステップ
Ｓ８の判定がＹｅｓの場合、処理はステップＳ１に戻り、それ以外の場合（ステップＳ８
でＮｏ）は、ステップＳ８に戻る。尚、第２の車載機器２３の短期的な大電力消費が解消
されることで、第２のＤＣＤＣコンバーター２１の出力電圧は所定電圧以上に回復する。
そのため、第２のＤＣＤＣコンバーター２１の出力電圧が所定値Ｔ３（又はＴ２）以上に
回復した時点で処理はステップＳ１に戻る。一方、一定時間が経過しても処理がステップ
Ｓ８に戻り続ける場合には、接続制御ＥＣＵ６０は、第２の電源系統に失陥が発生した可
能性があると判断してもよい。この場合、接続制御ＥＣＵ６０は、ドライバーに所定の退
避動作を行うように通知し、車両の安全を確保した後にドライバーが車両の電源をＯＦＦ
にすることで本処理を終了させることができる。
【００３３】
　＜効果等＞
　本発明の一実施形態に係る車両用電源システム１によれば、第２のリレー装置５０を導
通させ、第１のリレー装置４０を遮断させた状態において、第２のバッテリー２２のＳＯ
Ｃが低下傾向にあると判断した後、第２のＤＣＤＣコンバーター２１の出力電圧が回復し
ない場合に、接続制御ＥＣＵ６０は、第２のＤＣＤＣコンバーター２１の出力電圧が回復
するまで、第２のリレー装置５０を遮断させる。これにより、第２のバッテリー２２を第
２の電源ライン２４から切り離すことができるため、第２のバッテリー２２の過放電を防
止することができる。
【００３４】
　また、接続制御ＥＣＵ６０は、第２のＤＣＤＣコンバーター２１の出力電圧が回復する
までは第２のリレー装置５０を遮断させるとともに、第１のリレー装置４０を導通させる
。これにより、第１の電源ライン１４と第２の電源ライン２４とを接続させることができ
るため、第１のバッテリー１２から第２の電源系統の第２の車載機器２３に電力を供給す
ることができる。その結果、万が一第２の車載機器２３において短期的な大電力消費が発
生した場合でも、第２の電源ライン２４の電圧が低下して第２の車載機器２３の機能が停
止してしまうことを回避することができる。
【産業上の利用可能性】
【００３５】
　本発明に係る車両用電源システムは、例えば冗長電源構成を採用した電源システムを備
えた車両に好適に利用できる。
【符号の説明】
【００３６】
　１　車両用電源システム
　１１　第１のＤＣＤＣコンバーター
　１２　第１のバッテリー
　１３　第１の車載機器
　１４　第１の電源ライン
　２１　第２のＤＣＤＣコンバーター
　２２　第２のバッテリー
　２３　第２の車載機器
　２４　第２の電源ライン
　３０　電源供給部
　４０　第１のリレー装置
　５０　第２のリレー装置
　６０　接続制御ＥＣＵ
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