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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電力移送機会中に車両用エネルギー貯蔵装置へのおよび／またはそこからの電力移送速
度を制御する方法であって、
　所定の電力移送機会の期間に基づいて、前記電力移送の期間を前記機会の期間に適合さ
せ、指定の充電状態を実現するように、前記車両用エネルギー貯蔵装置の前記電力移送速
度を調節するステップと、
　前記エネルギー貯蔵装置の温度および経年数に応じて所望の充電状態に関する電力移送
速度の高閾値および低閾値を調節するステップと、
を含み、
　前記電力移送速度を調節するステップが、前記電力移送機会の期間が長くなるにつれて
、前記所定の電力移送機会の期間を実質的に満たすように、前記電力移送の期間を延ばし
ながら、前記電力移送速度を低下させるステップを含み、
　高閾値および低閾値を調節するステップが、装置の温度または経年数が上昇するにつれ
て、前記指定の充電状態に関する前記高閾値を低下させ、前記低閾値を上昇させるステッ
プを含む、
方法。
【請求項２】
　エネルギー貯蔵装置と制御システムとを備える車両用システムであって、
　前記エネルギー貯蔵装置が第１の経年数および第１の温度であって、前記電力移送機会
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が第１の電力移送期間のときには、前記制御システムが、第１の電力移送速度で前記エネ
ルギー貯蔵装置へのおよび／またはそこからの電力を移送するように構成され、前記第１
の電力移送速度が、前記第１の電力移送期間全体を満たすように所望の充電状態に対する
電力移送速度の高閾値および低閾値を有し、
　前記エネルギー貯蔵装置が前記第１の経年数および前記第１の温度であって、前記電力
移送機会が前記第１の電力移送期間より長い第２の電力移送期間のときには、前記制御シ
ステムが、第２の電力移送速度で前記エネルギー貯蔵装置へのおよび／またはそこからの
電力を伝達するように構成され、前記第２の電力移送速度が、前記第２の電力移送期間全
体を満たし且つ前記第１の電力移送速度より小さく、前記第２の電力移送の期間が前記第
１の電力移送の期間より長く、
　前記エネルギー貯蔵装置が前記第１の経年数より大きな第２の経年数および前記第１の
温度より高い第２の温度であって、前記電力移送機会が前記第１の電力移送期間のときに
は、前記制御システムが、第３の電力移送速度で前記エネルギー貯蔵装置へのおよび／ま
たはそこからの電力を伝達するように構成され、前記第３の電力移送速度が、前記第１の
電力移送期間全体を満たし、前記第３の電力移送速度が前記第１の電力移送速度より小さ
く、
　前記制御システムが、前記第３の電力移送機会中に、前記第３の電力移送速度の第２の
高閾値および第２の低閾値を調整し、該調整は、前記第２の高閾値を前記第１の高閾値よ
りも小さく設定し、前記第２の低閾値を前記第１の低閾値よりも大きく設定する、
車両用システム。
                                                                      

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書で開示される主題は、車両用エネルギー貯蔵装置の電力移送プロファイルを改
善し、それにより貯蔵装置の動作寿命を延ばす方法およびシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　機関車などの電気車両およびハイブリッド式電気車両は、車載型の充電可能な電気エネ
ルギー貯蔵装置で動作する。エネルギー貯蔵装置は、１つまたは複数のタイプのバッテリ
、スーパーキャパシタ、およびフライホイールシステムを含むことができる。
【０００３】
　動作中に、エネルギー貯蔵装置は周期的な充電および放電の頻繁なサイクルを経る。さ
らに、こうした装置の動作寿命および性能特性は、充電／放電の速度および深度、ならび
に／または電力移送が起きる電流レベルの影響を受けることがある。装置の充電状態およ
び温度における関連の変化もまた、装置の寿命および性能特性に影響を及ぼすおそれがあ
る。例えば、バルク充電／放電中に、使用する電力移送速度がより速くより深く、電流（
および／または電圧）レベルがより高いと、エネルギー貯蔵装置の動作寿命および貯蔵容
量が悪影響を受けるおそれがある。装置の経年数、使用頻度、エネルギー貯蔵状態、およ
び貯蔵温度は、装置の性能に影響を及ぼすいくつかの追加のパラメータである。さらに、
電気エネルギー貯蔵装置の性能が低下すると、それらが使用される車両システムの燃料効
率に影響を与えることがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】英国特許第２２７３６１４号
【発明の概要】
【０００５】
　電力移送機会中に車両用エネルギー貯蔵装置へのおよび／またはそこからの電力移送速
度を制御する方法およびシステムを提供する。一実施形態では、その方法は、所定の電力
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移送機会の期間に基づいて、ある電力移送機会の期間を適合させ指定の充電状態を実現す
るように電力移送速度を調節するステップを含む。
【０００６】
　例えば、充電機会がより長い期間であると予め決められているときは、充電機会がより
短い期間であると予め決められているときよりも、遅い速度で（例えば、小さい充電電流
で）エネルギー貯蔵装置を充電することができる。同様に、エネルギー貯蔵装置の放電速
度を、来たるべき放電機会の既知の期間に応じて適切に調節することができる。このよう
にして、充電／放電機会についての事前の情報（例えば、その充電／放電機会の前に、知
られ、推測され、かつ／または推定された情報）を利用して、遅い充電／放電速度によっ
てより長い充電／放電期間をより良く利用することが可能である。充電／放電時間が長い
と、全体的な損失が減少するなど付随的な利点によって、バッテリの寿命および性能をさ
らに向上させることができる。一例では、抵抗による熱損失（すなわち、Ｉ2Ｒ電力損失
によるエネルギー損失）を直接低減することにより、全体的な損失を減少させることがで
きる。別の例では、全体的な損失（抵抗またはその他）が減ると、必要な冷却力の量、お
よび他の熱管理要件を減らすことができる。全体的な損失の減少のこうした相乗効果の利
点は、充電／放電機会の時間の延長に関する問題より重要なことがある。総合すれば、そ
れにより、こうした動作はより効率的な電力移送をもたらし、充電／放電機会の終わりに
所望の充電状態を実現しながらも、車両のエネルギー貯蔵装置の劣化を低減する。
【０００７】
　上記の発明の概要は、詳細な説明でさらに説明するいくつかの概念を、単純化した形態
で取り入れるために述べられていることを理解されたい。特許請求する主題の重要点また
は本質的な特徴を特定するものではなく、その範囲は、詳細な説明に続く特許請求の範囲
によって一意的に定義される。さらに、特許請求する主題は上記でまたはこの開示の任意
の部分で言及した欠点を解決する実装形態に限定されない。
【０００８】
　本発明は添付の図面を参照しながら非限定的な実施形態の以下の説明を読むことによっ
てより良く理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本開示によるエネルギー管理システムを備えたディーゼル電気機関車の例示的な
実施形態を示す図である。
【図２】所与の所望の充電状態に関する代替の充電／放電プロファイルの例示的なマップ
を示す図である。
【図３】本開示によるエネルギー貯蔵装置の電力移送プロファイルを制御するための高い
レベルのフローチャートを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　充電可能な電気エネルギー貯蔵装置で動作する機関車などの車両は、エネルギー貯蔵装
置へのおよび／またはそこからの電力移送速度を制御する総合エネルギー管理システムを
備えることができる。エネルギー貯蔵装置の動作条件に基づくだけでなく、任務中に利用
可能な充電／放電に応じて電力移送速度を制御することができる。図１を参照しながら、
エネルギー管理システムが、機関車の車載型電気エネルギー貯蔵装置の動作条件をモニタ
リングし、電力移送機会の期間に基づいて、効率的な電力移送を可能にするように充電／
放電プロファイルを調節する一例を示す。そのようにする際は、故障率を低下させながら
エネルギー貯蔵装置の動作寿命を延ばすことができる。エネルギー貯蔵バンクが複数ある
場合には、特定の各貯蔵バンクの経年数、容量、性能、貯蔵状態、温度、および他の動作
特性に応じて、電力移送プロファイルをカスタマイズすることができる。図２に示すよう
に、システムは、最後の充電状態を同じにするように様々な充電／放電プロファイルから
選択することができる。選択したプロファイルは、電力移送で電力移送機会の期間につい
ての事前の情報を利用できるように、例えば図３に示すような電力移送プロファイルルー
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チンを実行することによって判定することができる。装置の動作条件および充電／放電機
会の来たるべき期間についての所定の情報に応じてエネルギー貯蔵装置の動作をカスタマ
イズすることによって、装置の動作寿命を改善し故障率を低下させながら、エネルギー貯
蔵装置中／外への電力移送の効率を向上させることができる。
【００１１】
　図１は、軌道１０４上を走るように構成された、本明細書で機関車１００として示す、
例示的なハイブリッド車両システムのブロック図である。本明細書に示すように、一例で
は、機関車は、主エンジンハウジング１０２内に配置されたディーゼルエンジン１０６を
動作させるディーゼル電気車両である。しかし、機関車１００の代替の実施形態では、例
えばガソリンエンジン、またはバイオディーゼルエンジンもしくは天然ガスエンジンなど
、代替のエンジン構成を採用することができる。図示の例では車両が機関車であるが、そ
うではなく大型掘削機、掘削ダンプトラックなどのオフハイウェイ車両（ＯＨＶ、ｏｆｆ
－ｈｉｇｈｗａｙ　ｖｅｈｉｃｌｅ）でよいことが理解されよう。さらに、この車両シス
テムは、海洋および定置の用途で使用できるようなハイブリッド電気推進システムでよい
。
【００１２】
　機関車の運転乗務員、およびエネルギー管理システム１１６などの機関車システムの制
御および管理に関係する電子構成部品は、機関車の運転室１０３内に収容することができ
る。エネルギー管理システム１１６は、複数のマイクロプロセッサおよび／またはコンピ
ュータを備えることができる。エネルギー管理システム１１６は、車両制御システム１２
８と連絡することができる。車両制御システム１２８は、やはり機関車の運転室１０３に
配置された車載型制御システムでよい。あるいは、車両制御システムを、離れた位置に配
置することができる。車両制御システム１２８および／またはエネルギー管理システム１
１６はさらに、全地球測位システム（ＧＰＳ）などの位置特定システム、および任務計画
を含むことができ、それにより、エネルギー管理システムが現在の任務プロファイルを認
識できるようになる。
【００１３】
　ディーゼルエンジン１０６は、駆動軸（図示せず）に沿って交流発電機１０８に送るト
ルクを生成する。生成したトルクは、交流発電機１０８で使用して電気を生成し、その後
車両を伝播する。動作上の需要に基づいて機関車のエンジン１０６を動作させることがで
きる。このようにして生成された電力は、原動機電力と呼ばれることがある。機関車１０
０の代替の実施形態では、任意選択で、空調、加熱などの補助構成要素のための少量の電
力（補助電力）を生成する補助交流発電機を備えることができる。電気バス１１０に沿っ
て下流の様々な電気構成部品に電力を送ることができる。生成した電気出力の性質に基づ
いて、電気バスは（図示のような）直流（ＤＣ）バスでも交流（ＡＣ）バスでもよい。
【００１４】
　交流発電機１０８を１つまたは複数の整流器（図示せず）に直列で接続することができ
、その整流器は、交流発電機の電気出力をＤＣ電力に変換し、その後ＤＣバス１１０に沿
って送る。ＤＣバス１１０からの電力を受け取る下流の電気構成部品の構成に基づいて、
インバータ１１２を使用してＤＣ電力をＡＣ電力に変換することができる。機関車１００
の一実施形態では、単一のインバータ１１２は、ＤＣバス１１０から複数の構成要素にＡ
Ｃ電力を供給することができる。代替の実施形態では、別々の複数のインバータがそれぞ
れ、別々の構成要素に電力を供給することができる。さらに他の実施形態では、機関車が
、スイッチに接続された１つまたは複数のインバータを含むことができ、そのインバータ
が、スイッチに接続された異なる構成要素に電力を選択的に供給するように制御できるこ
とが理解されよう。
【００１５】
　主電動機１２０が、主エンジンハウジング１０２の下方のトラック１２２に取り付けら
れており、これは、けん引力を供給して機関車を前進させるために、交流発電機１０８か
らＤＣバス１１０を介して電力を受け取ることができる。本明細書で説明するように、主



(5) JP 5675858 B2 2015.2.25

10

20

30

40

50

電動機１２０はＡＣモータでよい。したがって、主電動機と対になったインバータは、主
電動機によって引き続き使用するために、ＤＣ入力を三相ＡＣ入力などの適切なＡＣ入力
に変換することができる。代替の実施形態では、主電動機１２０は、ＤＣバスに沿った、
または適切なＤＣ／ＤＣコンバータを通した、整流および伝達の後で交流発電機の出力を
直接用いるＤＣモータでよい。一例の機関車の構成は、１つの車軸１２４につき１対のイ
ンバータ／主電動機を含む。本明細書に示すように、機関車の６対の車軸／車輪それぞれ
に対する６対のインバータ／主電動機を示す。代替の実施形態では、機関車１００を、例
えば４対のインバータ／主電動機で構成することができる。その代わりに単一のインバー
タを複数の主電動機と対にできることが理解されよう。
【００１６】
　発電制動して機関車１００を制動するために発電機として働くように主電動機１２０を
構成することもできる。具体的には、発電制動中に主電動機は、回転方向の反対の方向の
トルクを供給し、それにより電気を生成することができる。生成した電力の少なくとも一
部を、本明細書ではバッテリ１１４として示す電気エネルギー貯蔵装置に送ることができ
る。エネルギー貯蔵装置が全ての発電制動エネルギーを受け取りかつ／または貯蔵するこ
とができないときは、過剰なエネルギーを抵抗器のグリッド１２６に送り、熱として放散
させることができる。一例では、そのグリッドは、電気バスに直列に直接接続された階層
状の抵抗要素を含む。それらの階層状の抵抗要素を、グリッドからの空気の冷却および熱
の放散を促進するために主エンジンハウジング１０２の天井近くに配置することができる
。さらに、主電動機１２０を駆動するのに必要な量より多くのエネルギーを供給するよう
にエンジン１０６が動作する期間中には、（過剰な原動機電力とも呼ばれる）過剰な量を
任意選択でバッテリ１１４に貯蔵することができる。したがって、主電動機が発電制動モ
ードで動作しているとき以外のときに、エネルギー貯蔵装置を充電することができる。圧
縮空気を使用するエアブレーキ（図示せず）を車両制動システムの一部として機関車１０
０によって使用することもできる。
【００１７】
　多数のモータ駆動式の通風装置が、機関車の構成要素を温度制御するために動作するこ
とができる。例えば、重労働期間中に主電動機１２０を冷却する主電動機ブロワ、交流発
電機１０８を冷却する交流発電機ブロワ、および抵抗器のグリッド１２６を冷却する格子
ブロワがある。ブロワはそれぞれ、ＡＣモータまたはＤＣモータによって駆動することが
でき、したがって、それぞれのインバータによってＤＣバス１１０から電力を受け取るよ
うに構成することができる。
【００１８】
　エンジンの温度の一部はラジエータ１１８によって維持される。エンジン１０６の周り
で水を循環させて、過剰な熱を吸収し、効率的なエンジン動作のための所望の範囲内に温
度を抑えることができる。次いで、加熱された水はラジエータ１１８を通ることができ、
そのラジエータ１１８では、ラジエータのファンを通して吹かれた空気がその加熱された
水を冷却することができる。エンジン１０６をさらに冷却するために、水ベースの冷媒を
備える冷却システムをラジエータ１１８と共に任意選択で使用することができる。エネル
ギー貯蔵装置を冷却するために通風装置および／または冷却システムを使用することもで
きる。
【００１９】
　この例ではバッテリ１１４として示すシステム電気エネルギー貯蔵装置も、ＤＣバス１
１０に接続することができる。ＤＣ－ＤＣコンバータ（図示せず）をＤＣバス１１０とバ
ッテリ１１４との間に構築することができ、そのためＤＣバスの（例えば１０００Ｖの範
囲の）高い電圧を（例えば１２Ｖ～７５Ｖの範囲に）適切に低下させて、バッテリで使用
することが可能である。ハイブリッド機関車の場合は、車載型電気エネルギー貯蔵装置は
、中間のＤＣ－ＤＣコンバータを省略できるように、高電圧のバッテリの形態でよい。
【００２０】
　バッテリ１１４は、エンジン１０６を走らせることによって充電することができる。あ
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るいは、バッテリ１１４は回生制動中に充電することができる。バッテリに貯蔵された電
気エネルギーをエンジンの待機動作モード中に使用して、ライト、車載型モニタリングシ
ステム、マイクロプロセッサ、プロセッサのディスプレイ、環境制御など、様々な電子構
成部品を動作させることができる。ハイブリッド機関車または他のハイブリッド電気推進
システムでは、バッテリに貯蔵された電気エネルギーを使用して車両を動かすこともでき
る。さらに、バッテリ１１４を使用して、エンジン１０６を停止状況から始動させるため
に初充電することができる。
【００２１】
　図示の例では、エネルギー貯蔵装置がバッテリを含むが、代替の実施形態では、電気エ
ネルギー貯蔵装置が複数のエネルギー貯蔵バンクを備えるエネルギー貯蔵システムでよい
。それらの貯蔵バンクは、例えば、スーパーキャパシタもしくはウルトラキャパシタ、フ
ライホイール、バッテリ、またはそれらの組み合わせを含むことができる。貯蔵バンクは
、別々に使用しても、任意の組み合わせで使用してもよい。組み合わせの場合は、単一の
エネルギー貯蔵装置の使用では実現されない相乗的な利益を様々な貯蔵バンクで提供する
ことができる。例えば、フライホイールシステムは、電気エネルギーを比較的迅速に貯蔵
することができるが、そのエネルギー貯蔵の全容量は比較的限定されていることがある。
一方、バッテリシステムは、比較的ゆっくりとエネルギーを貯蔵するが、全貯蔵容量が大
きくなるように構成することができる。したがって、組み合わせたときは、フライホイー
ルは、バッテリによって適時に確保できない発電制動エネルギーを確保することができ、
フライホイールに貯蔵されたエネルギーは、その後、バッテリを充電するために使用する
ことができる。このようにして、エネルギー貯蔵システムの全体の貯蔵能力および確保能
力は、フライホイール単独またはバッテリ動作単独での限界を超えて拡大される。代替の
実施形態では、エネルギー貯蔵装置を、大電力および／またはエネルギーの要件を満たす
ように、同じタイプまたは異なるタイプの複数のエネルギー貯蔵バンクと組み合わせるこ
とができる。一例では、エネルギー貯蔵装置は、例えば複数のリチウムイオンバッテリな
ど、複数のバッテリを含む。
【００２２】
　同じ機関車または代替の機関車に複数のエネルギー貯蔵バンクを配置できることが理解
されよう。さらに、バッテリ１１４などの車載型エネルギー貯蔵装置にエネルギーを伝達
するために代替のエネルギー源１１７を使用することができる。代替のエネルギー源１１
７および／またはエネルギー貯蔵バンクは、エンジンによって充電し、エネルギー管理シ
ステム１１６によって管理することもできる。
【００２３】
　アンペア時またはキロワット時で示される、バッテリのエネルギー量は、利用可能なエ
ネルギーではなく、典型的には、バッテリに貯蔵された全エネルギーを反映することがで
きる。したがって、代替として放電深度（ＤＯＤ、ｄｅｐｔｈ　ｏｆ　ｄｉｓｃｈａｒｇ
ｅ）として表される、バッテリの充電状態（ＳＯＣ、ｓｔａｔｅ　ｏｆ　ｃｈａｒｇｅ）
の下限は、実際に利用可能なエネルギーを反映することができる。一例では、ＤＯＤは８
０％でよく、これはエネルギー量全体のうち８０％しか使用できないことを示す。充電／
放電速度ならびに／あるいはバッテリ１１４へのおよび／またはそこからの電力移送速度
を、エネルギー管理システム１１６によって制御することができる。
【００２４】
　さらに、エネルギー管理システム１１６は、パワーエレクトロニクス、ＤＣ／ＤＣコン
バータまたは双方向ブーストコンバータ、電気接続装置、接触器、およびダイオードを含
むことができる。エネルギー管理システム１１６に含むことができる双方向ブーストコン
バータ（図示せず）は、代替のエネルギー貯蔵システム、例えば、複数のエネルギー貯蔵
装置から構成されたエネルギー貯蔵システム中のウルトラキャパシタまたは第２のバッテ
リの電圧をバッテリ１１４の電圧から減結合する。
【００２５】
　エネルギー管理システム１１６は、バッテリの状況に関係するデータを受け取るように
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構成することができ、そのデータは、バッテリの充電状態（ＳＯＣ）、バッテリの温度お
よび温度勾配、使用頻度、経過した充電／放電サイクルの数、電力移送の電流および電圧
、充電／放電モードの動作時間の和、完了した車両の任務数、車両の移動距離、動作経過
時間など含むが、これらに限定されない。さらに、ＧＰＳなど、関連の位置特定システム
、またはＴｒｉｐ　Ｏｐｔｉｍｉｚｅｒ（登録商標）ソフトウェア（２００７年９月２７
日出願の米国特許出願公開第２００７０２１９６８０Ａ１号参照）からの入力は、勾配、
制限速度、曲率、および高度を含むがそれらに限定されない、現在の任務ルートのエネル
ギー管理システムに詳細なプロファイルを提供することができる。あるいは、こうしたデ
ータを、車両のトン数、速度、積載量、または他の統計的入力などの動作パラメータから
判定することができる。さらに、こうしたデータを、動作時間、例えば、昼の動作対夜の
動作および／または交通量の多い時間の動作対少ない時間の動作に基づいて判定すること
ができる。エネルギー管理システム１１６は、受け取ったデータから、現在の充電／放電
機会の詳細なプロファイルを計算することができる。車両用エネルギー貯蔵装置へのおよ
び／またはそこからの電力移送速度は、電力移送機会の所定の期間に基づいて、その電力
移送機会の期間に電力移送のある期間を適合させ、やはり指定の充電状態を実現するよう
に、電力移送機会中にエネルギー管理システムによって調節することができる。電力移送
速度はさらに、エネルギー貯蔵装置の動作条件に応じて調節することができる。一例では
、動作条件は装置の経年数である。別の例では、動作条件は装置の温度である。複数のエ
ネルギー貯蔵バンクで動作するときは、異なる経年数、構成、寿命と速度の伝達関数（例
えば、非線形でよい、バッテリ寿命短縮と充電速度の関係）、および関連の特性、バンク
の中および／または外および／または中間への電力移送速度をそれぞれ、関連する各バン
クの上記の特性に応じて調節することができることが理解されよう。したがって、個々の
バッテリまたはバッテリバンクの充電速度を、こうした特性ならびに充電機会の推定期間
に基づいて調節することができる。したがって、バッテリの経年数、使用頻度、効率、お
よび他の動作パラメータに応じて、最大および最小の充電／放電速度を割り当てることが
できる。任意選択で、またはさらに、同じパラメータを使用して、所望の充電状態に関す
る最大および最小の閾値を割り当てることができる。任務および／またはバッテリ動作パ
ラメータが変化するときは、充電／放電プロファイルを変更および更新することができる
。
【００２６】
　図２に、所与の所望の充電状態に関する代替の充電プロファイルを示す例示的なマップ
２００を示す。図示のように、マップ２００は、所与のバッテリに対する３つの充電プロ
ファイル２０２、２０４および２０６を有する。バッテリは、充電の速度に関する予め設
定した高閾値および低閾値（それぞれＲＯＣmaxおよびＲＯＣmin）を有することができる
。バッテリがＲＯＣmaxを超えて充電される場合は、バッテリ構成要素の過熱およびそれ
に続く劣化が生じることがあり、バッテリ性能の低下につながる。バッテリの充電がＲＯ
Ｃmin未満の場合は、加速された充電消費が起きることがあり、これはバッテリ容量に悪
影響を及ぼす。所与の所望の充電状態に関する代替の放電プロファイルについて同様のマ
ップを計算することができることが理解されよう。異なる充電プロファイル（２０２、２
０４、２０６）の充電速度、および充電期間はほとんど異なる。しかし、これらの３つの
プロファイルが全て、各曲線の下の領域で計算できるような同じ最終の充電状態をもたら
すことが理解されよう。充電プロファイル２０２は、（最大の大きさで表される）最高の
充電速度を有するが、最も短期間で充電される。一例として、エネルギー貯蔵装置を、２
５０ｋＷｈの充電を行うのに１０００ｋＷ１５分で充電することができる。したがって、
充電プロファイル２０２はデフォルト（未調節）の最大電力移送速度プロファイルでよい
。例えば、現在の電力移送機会がより短い期間のものであり、かつ／またはバッテリがあ
まり経年変化していないときは、充電プロファイル２０２を選択することができる。ある
いは、充電速度の変化が、故障率の大幅な低下、寿命の延長、冷却力の低減、または関連
の構成要素に対する電圧／電流のストレスの低減などの重大な利益をもたらさないときに
充電プロファイル２０２を選択することができる。プロファイル２０４を介してプロファ
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イル２０６に向かうときは、充電速度は低下し、充電期間は長くなる。一例として、エネ
ルギー貯蔵装置を、（プロファイル２０４の例として）６００ｋＷ２５分、または（プロ
ファイル２０６の例として）２５０ｋＷ６０分で充電することができる。例えば、現在の
電力移送機会がより長い期間のものであり、かつ／またはバッテリが経年変化し、したが
って、より速い速度の充電がバッテリの寿命にとって好ましくない、高い内部抵抗が生じ
るときに、調節した充電プロファイル２０４または２０６を選択することができる。ある
いは、速度を低下させることで、装置の故障率を低減し、装置の劣化速度を低下させ、か
つ／または装置の寿命を改善するときに、こうした電力移送プロファイルを選択すること
ができる。図示の例は異なる充電プロファイルに関する充電速度（ＲＯＣ）に対する共通
の上限および下限を示すが、代替の実施形態では、充電プロファイルそれぞれが、充電速
度に関して独立に割り当てられた上限および下限を有してよいことが理解されよう。所望
の充電状態に関する高閾値および低閾値は、例えば、エネルギー貯蔵装置の温度、ＳＯＣ
、および経年数に応じて調節することができる。あるいは、装置の動作条件に応じてそれ
らの限度を割り当てることができる。一例では、温度または装置の経年数が上昇するにつ
れて、指定の充電状態に関して、高閾値を低下させることができ、低閾値を上昇させるこ
とができ、それにより、装置に過剰な熱が生じることが防止される。あるいは、所望の最
大ＳＯＣを低くすることができる。エネルギー貯蔵装置がエネルギー貯蔵バンクを複数含
むときは、個々のバンクそれぞれに関するＲＯＣおよび／またはＳＯＣの最大閾値を、経
年数、温度、使用頻度、およびバンクの特性に影響する他の性能に応じて独立に調節する
ことができる。一例では、１つのバンクに関するＲＯＣおよび／またはＳＯＣを上昇させ
ることができるが、正味の明確な利益を生み出すために別のバンクについてのＲＯＣおよ
び／またはＳＯＣを低下させることができる。例えば、エネルギー貯蔵バンクに基づいて
、経年数が異なる複数のバッテリを有するエネルギー貯蔵装置を動作させるときは、より
新しいバッテリの電力の使用を増やすことができ、より古いバッテリの使用を減らすこと
ができる。さらに、複数のエネルギー貯蔵バンクの間、および／またはそれらのうちの少
なくとも１つの中および外への電力移送速度を、エネルギー貯蔵バンクの動作条件に応じ
て調節することができる。一例では、これは、電力移送期間に装置の温度が上昇するとき
に装置の電力移送速度を低下させることによって実現することができる。同様にして、温
度条件が異なる複数のエネルギー貯蔵バンクで動作するときは、各バンクの温度に応じて
バンクの電力移送プロファイルを調節することができる。例えば、より低温のバンクの電
力移送の使用を増加させながらより高温の電力の使用／伝達を減少させることができる。
【００２７】
　このようにして、現在の電力移送機会の全期間に電力移送を最大にするようにエネルギ
ー貯蔵装置の電力移送プロファイルを調節することができる。ＲＯＣの最大閾値での電力
移送の頻度を低下させ、（可能なときは事前の情報に基づいて）エネルギーエクスカーシ
ョンを延長することによって、故障率を低減し貯蔵装置の動作寿命を改善しながら効率的
な電力移送を実現することができる。
【００２８】
　図３に、充電／放電プロファイルルーチン３００を示す。その充電／放電プロファイル
ルーチン３００は、バッテリの電力移送プロファイルを判定するようにエネルギー管理シ
ステム１１６または機関車制御システムのマイクロプロセッサによって実行することがで
きる。そのルーチンにより、電力移送機会の開始時に電力移送速度および／または電力レ
ベルを調節することによって、現在の電力移送機会の終わりに所望のＳＯＣを実現するこ
とができる。一例では、現在の電力移送機会は長期間の充電機会である。本明細書では、
充電機会の全期間にわたって最大電流レベル（ＲＯＣmax）で充電すると、充電の終了が
早くなる。言い換えると、最大電流レベル（ＲＯＣmax）で充電するときは、充電機会の
推定期間の一部の中で所望の充電状態を実現することができる。したがって、充電機会の
推定期間を満たすように、充電速度を低下させることができ、充電期間を長くすることが
できる。したがって、調節した低い速度で充電するときに、充電機会の実際の終了時に近
いときに所望の充電状態を実現することができる。
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【００２９】
　別の例では、現在の電力移送機会は短い期間の充電機会であり、その期間中の最大電流
レベルでの充電がバッテリの過充電になることはない。本明細書では、電力移送プロファ
イルは、短い期間の最後であるが早くない時期に所望の充電状態を実現できるように、未
調節のままにすることができ、（デフォルトの）最大閾値レベルで維持することができる
。このようにして、いずれかの充電機会中に確保したエネルギー量を、効率的なエネルギ
ー伝達を可能にしながら最大にすることができる。こうした方法は、バッテリの寿命を改
善することもできる。図示の例は充電機会が終わるまでの所望のＳＯＣの実現を示すが、
代替の実施形態では、こうした動作が追加の利益をもたらす場合に現在の電力移送機会が
終わる前に所望のＳＯＣを実現できることが理解されよう。一例では、ダイオードなどの
インターフェース機器に一定の電力消費が存在するので追加の利益を実現することができ
る。
【００３０】
　電力移送機会は、２種類、すなわち、充電機会または放電機会でよい。エネルギー管理
システム１１６を、アクティブ動作中に放電エネルギーを向けるべき位置を特定するよう
に構成することができる。一例では、車両をモニタリングするために放電エネルギーを印
加することが望ましい場合がある。別の例では、複数のエネルギー貯蔵バンクで動作する
ときは、代替のバンクのうちの１つのバンクから放電されたエネルギーを貯蔵することが
より望ましい場合がある。別の例では、代替の選択肢が利用できない場合に、放電エネル
ギーを抵抗器のグリッドによって放散することができる。エネルギー管理システムは、充
電エネルギーがどこから得られるかを指定することもできる。一例では、回生制動エネル
ギーから（一気に）充電エネルギーを得ることができるが、代替の例では、エンジンから
、またはより制御された形で別の利用可能なエネルギー貯蔵バンクから、充電エネルギー
を得ることができる。
【００３１】
　３０２では、バッテリの現在のＳＯＣ（Ｑ）が判定される。それらに限定されないが、
（例えば鉛蓄電池の）バッテリ電解質の比重測定値、電圧および／または電流の測定値、
セルのインピーダンス測定値、あるいはそれらの組み合わせに基づいて、これを推定する
ことができる。あるいは、ＳＯＣの判定を、バッテリの動作時間、車両の移動距離、また
は他の適切なパラメータの推定値から推測することができる。３０４では、現在の電力移
送機会の期間（本明細書ではエネルギーエクスカーション「ｔ」とも呼ばれる）が判定さ
れる。３０６では、現在のエネルギーエクスカーションのＳＯＣ（ΔＱ）の最大の変化を
判定することができる。エネルギー管理システムは、最大の大きさのＳＯＣの変化を計算
することを目指すことができる。したがって、車両システムが現在のエネルギーエクスカ
ーションに供給できる最大電流または電力プロファイルをバッテリが受け入れた場合、Δ
Ｑは、バッテリの状態をそれによって変更できる充電量を表す。さらに、現在の電力移送
機会が充電の場合は、ΔＱに正の値を割り当てることができる。現在の電力移送機会が放
電の場合は、ΔＱに負の値を割り当てることができる。
【００３２】
　一例では、現在のエネルギーエクスカーションおよびＳＯＣの最大の変化は、以前に同
じ任務を経たときの同じ車両の履歴および／または統計的分析に基づいて判定することが
できる。あるいは、以前に同様の任務を経たときの同じ車両の履歴に基づくことができる
。代替の実施形態では、同じ任務を経た他の車両の履歴に基づいて、または同様の任務を
経た他の車両の統計的平均値に基づいてＳＯＣの最大の変化を計算できることが理解され
よう。ルートプロファイルのデータベースまたはスケジュールは、勾配、制限速度、高度
、および曲率に関係する詳細を含むことができる。履歴データおよび関連の統計的データ
を、予め計算することができ、任務の途中でエネルギー管理システムによって簡単にアク
セス可能なデータベース、またはルックアップテーブルで利用することができる。現在の
機関車の位置をデータベースまたはルックアップテーブルと比較することによって、現在
の電力移送機会の期間を判定することができる。その期間は、履歴データおよび統計的デ
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ータの代わりに、予測した電力使用に基づいてよいことが理解されよう。
【００３３】
　同様のデータに基づいてＳＯＣの最大の変化を計算することができる。ΔＱを計算しな
がら検討できる追加のデータは、車両の積載量、空重、平均燃料消費量、任務の分野、位
置、制限速度、所望の速度プロファイル、交通渋滞パラメータ、またはそれらの任意の組
み合わせを含むことができる。現在のエクスカーションとデータベースの間の変動を考慮
するために、計算した充電／放電機会の期間からバッファ時間を引くことができる。
【００３４】
　３０８では、現在の電力移送機会の期間（「ｔ」）全体の、最大電流レベル（ＲＯＣma

x）での、すなわちデフォルトの電力移送プロファイルでの充電（または放電）がバッテ
リの過充電（または過放電）になるかどうかが判定される。一例では、これは、現在のＳ
ＯＣとＳＯＣ（すなわち、Ｑ＋ΔＱ）の最大の変化の和を、所望の充電状態（ＳＯＣdes

）の閾値（ＳＯＣmax≧ＳＯＣdes≧ＳＯＣminになるような、充電の場合のＳＯＣmax、放
電の場合のＳＯＣmin）と比較することによって判定することができる。過充電も過放電
も予期されない場合は、３１０で未調節（最大）の電力移送プロファイルを用いることが
できる。
【００３５】
　３０８で過充電（または過放電）が起きることが判定された場合は、３１２では目標Ｓ
ＯＣを超えることを避けるように最初に調節した電力移送プロファイルを計算することが
できる。前に図２で詳細に述べたように、エネルギーエクスカーションの期間および所望
の最終ＳＯＣに基づいて電力移送速度を選択することができる。具体的には、電力移送速
度を調節するステップが、電力移送機会の期間が長くなるときは、電力移送機会の所定の
期間を実質的に満たすように電力移送機会の期間を延ばしながら電力移送速度を遅くする
ステップを含み、さらに、電力移送機会の期間が短くなるときは、電力移送機会の所定の
期間を実質的に満たすように電力移送期間を短縮しながら電力移送速度を速くするステッ
プを含む。
【００３６】
　一例では、図２に示すように目標ＳＯＣに達するまで、充電プロファイルをより低いレ
ベルに正確に計算および調節することができる。別の例では、目標ＳＯＣを確実に満たす
ために電流プロファイルの低減を正確に計算することはできないが、その代わりに、最大
電流プロファイルを所定の量などの適切な量によって、または所定の要因によって低減す
ることができる。その所定の量または要因は、車両および／または任務の履歴データベー
スの詳細に基づいて割り当てることができる。
【００３７】
　３１４では、バッテリのパラメータに影響する追加の性能を、エネルギー貯蔵装置の動
作条件に応じて電力移送速度をさらに調節できるように判定することができる。これらは
、装置の経年数、装置の動作温度、使用頻度、経過した充電／放電サイクルの数、バッテ
リの全動作時間、およびそれらの組み合わせを含むが、それらに限定されない。一例では
、バッテリは古いバッテリでよい。経年劣化したバッテリの性能の損失は、多くの場合、
各動作サイクル中に受けたダメージが蓄積することが原因である。バッテリが経年変化す
るときは、内部抵抗が増大し、したがって、同じ充電状態および同じ電流レベルに関して
は、経年変化したバッテリがより多く熱を発生させる傾向がある。したがって、より低い
ＲＯＣmaxおよびより高いＲＯＣminを割り当て、したがって、バッテリの電力移送速度を
さらに低下させることが望ましい場合がある。パラメータに影響する個々の性能それぞれ
について補償係数を計算することができる。あるいは、エネルギー管理システムに構成し
たルックアップテーブルから予め計算した補償係数を読み取ることができる。したがって
、３１６では、パラメータに影響する性能の補償係数を考慮しながら、性能を調節した電
力移送プロファイルを電力移送機会の期間中に計算および使用することができる。
【００３８】
　このようにして、調節済みのあまり強くない電力移送プロファイルを提供することによ
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って、いくつかの利益を実現することができる。具体的には、効率的なエネルギー伝達、
バッテリの寿命の延長、バッテリ構成要素に加熱の低減、および他の車両システム構成要
素へのストレスの低減を、最大未満の電流プロファイルを使用して実現することができる
。
【００３９】
　さらに、電力移送機会中にエネルギー貯蔵装置の電力移送プロファイルを調節すること
によって、充電機会の期間の事前の知識に基づいて、効率的な電力移送を実現することが
できる。装置の経年数、温度、容量、および他の動作特性などのパラメータに影響する性
能を補償しながら電力移送プロファイルを調節することによって、バッテリの動作寿命を
延ばし、性能を向上させることができる。
【００４０】
　本明細書では、機関車および他の車両に関して本発明の例示的な実施形態を説明してい
るが、一般に定置型発電システムを含む動力システムに適用可能であることも理解される
。そのためには、指定の任務について検討するときに、これは動力システムで実行するタ
スクまたは要件を含む。定置の用途、例えば、１つまたは複数の発電機を含む定置型発電
ステーション、または発電ステーションのネットワークの場合には、指定の任務は、（１
つまたは複数の）発電ステーションによって単独でまたは協働して満たされるワット数ま
たは他のパラメータもしくは要件、および／または電力網、電気バスなどからの過剰な電
力を貯蔵するように、推定されたまたは既知の機会を参照することができる。ディーゼル
燃料の発電システム（例えば、電気エネルギー貯蔵システムにエネルギーを供給するディ
ーゼル発電機システム）の場合は、動作条件は、発電機速度、負荷、燃料供給値、タイミ
ングなどのうちの１つまたは複数を含むことができる。
【００４１】
　この書面による明細書は、最良の形態を含む本発明を開示し、任意の装置またはシステ
ムを作製および使用し、組み合わせた任意の方法を実行することを含めて、当業者が本発
明を実施できるようにするいくつかの例を用いる。特許性のある本発明の範囲は、請求項
によって定義され、当業者が思いつく他のいくつかの例を含むことができる。請求項の文
字通りの言葉と相違ない構造上の要素を有する場合、または請求項の文字通りの言葉との
相違が実質的でない等価の構造上の要素を含む場合は、このようないくつかの他の例は特
許請求の範囲内に包含されるものである。
【符号の説明】
【００４２】
　１００　機関車
　１０２　主エンジンハウジング
　１０３　運転室
　１０４　軌道
　１０６　ディーゼルエンジン
　１０８　交流発電機
　１１０　電気バス、ＤＣバス
　１１２　インバータ
　１１４　バッテリ
　１１６　エネルギー管理システム
　１１７　代替のエネルギー源
　１１８　ラジエータ
　１２０　主電動機
　１２２　トラック
　１２４　車軸
　１２６　抵抗器のグリッド
　１２８　車両制御システム
　２００　マップ
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　２０２　充電特性
　２０４　充電特性
　２０６　充電特性
　３００　充電／放電特性ルーチン
　３０２　現在のＳＯＣ（Ｑ）を判定
　３０４　現在のエネルギーエクスカーション（ｔ）の判定
　３０６　現在のエネルギーエクスカーション（ΔＱ）のＳＯＣの最大変化を判定
　３０８　現在の電力移送期間（「ｔ」）全体の、最大電流レベル（ＲＯＣmax）での、
すなわちデフォルトの電力移送特性での充電（または放電）がバッテリの過充電（または
過放電）になるかどうかを判定
　３１０　未調節の電力移送特性を使用
　３１２　初期の調節済みの電力移送特性を計算
　３１４　パラメータ（例えば、経年数、使用頻度、経過した充電／放電サイクルの数、
動作時間の和など）に影響する性能を判定
　３１６　性能を調節した電力移送特性を使用

【図１】
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