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(57)【要約】
　【課題】充電器の出力電力が制限される充電システム
において、バッテリの種類を選ばない汎用性を確保しつ
つ、充電器の性能をより有効に活用する。
　【解決手段】車載バッテリ２０３の充電開始前、電気
自動車２００の制御部２０５は、車載バッテリ２０３の
充電電圧上限値Ｖｌｉｍを充電器１００に送信し、充電
器１００の制御部１０６は、充電器１００の出力可能電
力値Ｗｍａｘおよび車載バッテリ２０３の充電電圧上限
値Ｖｌｉｍから定まる電流値（Ｗｍａｘ／Ｖｌｉｍ）と
、充電器１００の本来の出力可能電流値Ｉｍａｘとのう
ちの最小値ｍｉｎ（Ｗｍａｘ／Ｖｌｉｍ,Ｉｍａｘ）を
、充電器１００の新たな出力可能電流値Ｉｍａｘとして
電気自動車２００に送信する。電気自動車２００の制御
部２０５は、新たな出力可能電流値Ｉｍａｘ以下の充電
電流指示値を充電器１００に与え、充電器１００の制御
部１０６は、この充電電流指示値に従って交直変換部１
０３を制御する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　充電電流指示値を出力する電動移動体と、前記充電電流指示値に応じて出力可能電力上
限値以下の充電電力を前記電動移動体のバッテリに供給する充電器と、を有する充電シス
テムであって、
　前記充電器は、
　前記電動移動体と通信する通信手段と、
　前記充電電力の供給開始前に、前記通信手段が前記バッテリの充電電圧上限値を前記電
動移動体から受信すると、当該充電電圧上限値および前記出力可能電力上限値から定まる
電流値と、当該充電器の出力可能電流上限値とのうち、小さいほうの電流値を、当該充電
器の新たな出力可能電流上限値として、前記通信手段から前記電動移動体に送信する制御
手段と、を有し、
　前記電動移動体は、
　前記充電器と通信する電動移動体側通信手段と、
　前記充電電力の受給開始前に、前記電動移動体側通信手段から前記充電器に前記バッテ
リの充電電圧上限値を送信し、前記電動移動体側通信手段が前記新たな出力可能電流上限
値を受信すると、当該新たな出力可能電流上限値以下の電流値を前記充電電流指示値とし
て決定し、当該充電電流指示値を前記電動移動体側通信手段から前記充電器に送信する電
動移動体側制御手段と、を有する
　ことを特徴とする充電システム。
【請求項２】
　充電電流指示値を出力する電動移動体と、前記充電電流指示値に応じて出力可能電力上
限値以下の充電電力を前記電動移動体のバッテリに供給する充電器と、を有する充電シス
テムであって、
　前記充電器は、
　前記電動移動体と通信する通信手段と、
　前記充電電力の供給開始前に、前記通信手段が前記バッテリの電池電圧値を前記電動移
動体から受信すると、当該電池電圧値および前記出力可能電力上限値から定まる電流値と
、当該充電器の出力可能電流上限値とのうち、小さいほうの電流値を、当該充電器の新た
な出力可能電流上限値として、前記通信手段から前記電動移動体に送信する制御手段と、
を有し、
　前記電動移動体は、
　前記充電器と通信する電動移動体側通信手段と、
　前記充電電力の受給開始前に、前記電動移動体側通信手段から前記充電器に前記バッテ
リの電池電圧値を送信し、前記電動移動体側通信手段が前記新たな出力可能電流上限値を
受信すると、当該新たな出力可能電流上限値以下の電流値を前記充電電流指示値として決
定し、当該充電電流指示値を前記電動移動体側通信手段から前記充電器に送信する電動移
動体側制御手段と、を有する
　ことを特徴とする充電システム。
【請求項３】
　請求項２記載の充電システムであって、
　前記制御手段は、
　前記充電電力の供給開始後に、前記通信手段が前記バッテリのカレント電池電圧値を受
信すると、当該カレント電池電圧値および前記出力可能電力上限値から定まる電流値と、
当該充電器の出力可能電流上限値とのうち、小さいほうの電流値を、当該充電器の新たな
出力可能電流上限値として、前記通信手段から前記電動移動体に送信し、
　前記電動移動体側制御手段は、
　前記充電電力の受給開始後、逐次、前記バッテリのカレント電池電圧値を前記電動移動
体側通信手段から前記充電器に送信するとともに、前記電動移動体側通信手段が前記充電
器から前記新たな出力可能電流上限値を受信すると、当該新たな出力可能電流値以下の電
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流値を前記充電電流指示値として決定し、当該充電電流指示値を前記電動移動体側通信手
段から前記充電器に送信する
　ことを特徴とする充電システム。
【請求項４】
　充電電流指示値を出力する電動移動体と、前記充電電流指示値に応じて出力可能電力上
限値以下の充電電力を前記電動移動体のバッテリに供給する充電器と、を有する充電シス
テムであって、
　前記充電器は、
　前記電動移動体と通信する通信手段と、
　前記充電電力の供給開始前に、前記出力可能電力上限値および当該充電器の出力可能電
流上限値を前記通信手段から前記電動移動体に送信する制御手段と、を有し、
　前記電動移動体は、
　前記充電器と通信する電動移動体側通信手段と、
　前記充電電力の受給開始前に、前記電動移動体側通信手段が前記出力可能電力上限値お
よび前記出力可能電流上限値を受信すると、前記バッテリの電池電圧値および前記出力可
能電力上限値から定まる電流値と、当該充電器の出力可能電流上限値とのうち、小さいほ
うの電流値以下の電流値を前記充電電流指示値として決定し、当該充電電流指示値を前記
電動移動体側通信手段から前記充電器に送信する電動移動体側制御手段と、を有する
　ことを特徴とする充電システム。
【請求項５】
　請求項４記載の充電システムであって、
　前記電動移動体側制御手段は、
　前記充電電力の受給開始後、逐次、前記バッテリのカレント電池電圧値および前記出力
可能電力上限値から定まる出力電流値と、当該充電器の出力可能電流上限値とのうち、小
さいほうの電流値以下の電流値を前記充電電流指示値として決定し、当該充電電流指示値
を前記電動移動体側通信手段から前記充電器に送信する
　ことを特徴とする充電システム。
【請求項６】
　請求項１ないし３のいずれか一項に記載の充電器。
【請求項７】
　請求項１ないし５のいずれか一項に記載の電動移動体。
【請求項８】
　電動移動体が充電電流指示値を出力し、充電器が当該充電電流指示値に応じて出力可能
電力上限値以下の充電電力を前記電動移動体のバッテリに供給する電動移動体用バッテリ
の充電方法であって、
　前記バッテリの充電開始に先立って、
　前記電動移動体が、前記充電器に前記バッテリの充電電圧上限値あるいは電池電圧値を
送信し、
　前記充電器が、前記出力可能電力上限値および前記電動移動体から受信した前記充電電
圧上限値あるいは前記電池電圧値から定まる電流値と、当該充電器の出力可能電流上限値
とのうち、小さいほうの電流値を、当該充電器の新たな出力可能電流上限値として前記電
動移動体に送信し、
　前記電動移動体が、前記充電器から受信した前記新たな出力可能電流上限値以下の電流
値を前記充電電流指示値として決定し、当該充電電流指示値を前記充電器に送信する
　ことを特徴とする電動移動体用バッテリの充電方法。
【請求項９】
　電動移動体が充電電流指示値を出力し、充電器が当該充電電流指示値に応じて出力可能
電力上限値以下の充電電力を前記電動移動体のバッテリに供給する電動移動体用バッテリ
の充電方法であって、
　前記バッテリの充電開始に先立って、



(4) JP 2012-175823 A 2012.9.10

10

20

30

40

50

　前記充電器が、前記電動移動体に前記出力可能電力上限値および当該充電器の出力可能
電流上限値を送信し、
　前記電動移動体が、前記バッテリの電池電圧値および前記充電器から受信した前記出力
可能電力上限値から定まる電流値と、前記充電器から受信した前記出力可能電流上限値と
のうち、小さいほうの電流値以下の電流値を前記充電電流指示値として決定し、当該充電
電流指示値を前記充電器に送信する
　ことを特徴とする電動移動体用バッテリの充電方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、バッテリの充電システムに関し、特に、電動車両等の電動移動体用のバッテ
リの充電制御技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電動車両の車載バッテリを充電する技術として、特許文献１に記載の充電システムがあ
る。
【０００３】
　この充電システムでは、充電に際し、充電器が備える充電ケーブルのコネクタ（以下、
充電器側コネクタ）が、電動車両に設けられたコネクタ（以下、車両側コネクタ）に接続
されることによって、充電器および電動車両が、充電用ラインおよび通信用ラインを介し
て互いに接続される。ここで、電動車両は、車載バッテリの種類に応じて予め定められた
充電パターンを記憶しており、充電中、この充電パターンに応じて定まる充電基準値（最
大電圧値、電流値等）を、逐次、通信用ラインを介して充電器に送信する。一方、充電器
は、通信用ラインを介して電動車両から逐次受け付ける充電基準値に従い、充電用ライン
を介して電動車両の車載バッテリに供給する充電電流を制御する。なお、充電器は、電動
車両からの充電基準値が充電器のスペックを超えるものであれば、自身のスペック情報（
最大電圧、最大電流）を電動車両に送信し、電動車両は、このスペック情報に基づき充電
基準値を再度算出して、この充電基準値を充電器に再送する。
【０００４】
　このため、この充電システムによれば、電動車両の車載バッテリの種類によらず、その
車載バッテリを、その車載バッテリの充電特性にしたがって充電器で充電することができ
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－３３６７７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１に記載の充電システムにおいて、車載バッテリの種類を選ばない汎用性を確
保するには、様々な種類の車載バッテリの要求電圧以上の電圧が充電器の定格電圧として
保証されている必要がある。
【０００７】
　ところが、例えば、電動車両の車載バッテリを急速に充電する急速充電器のような大容
量の充電器は、電力契約等によって入出力電力の制限を受けることがある。このような制
限のもとにおいて、充電器の定格電圧として電圧Ｖｍａｘを保証するためには、運用上、
充電器の定格電流を、定格電圧Ｖｍａｘおよび定格電力Ｗｍａｘから定まる電流値（Ｗｍ

ａｘ／Ｖｍａｘ）以下に制限する必要がある（図５（Ｂ）参照）。このため、電動車両は
、この範囲で充電基準値を決定するため、充電器の性能を活用しきれず、充電時間が長引
く可能性がある。
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【０００８】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、本発明の目的は、充電器の出力電力
が制限される充電システムにおいて、バッテリの種類を選ばない汎用性を確保しつつ、充
電器の性能をより有効に活用することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明では、バッテリを搭載した電動移動体と充電器との
間で、車載バッテリの充電開始前にネゴシエーションが実施され、電動移動体が、車載バ
ッテリの充電電圧上限値および電池電圧値のいずれか一方を示す電圧値Ｖと充電器の出力
可能電力値Ｗｍａｘとから定まる電流値Ｗｍａｘ／Ｖと、充電器の本来の出力可能電流値
Ｉｍａｘとのうちの最小値以下の範囲で充電電流指示値を決定する。
【００１０】
　例えば、本発明の第一の態様は、充電電流指示値を出力する電動移動体と、前記充電電
流指示値に応じて出力可能電力上限値以下の充電電力を前記電動移動体のバッテリに供給
する充電器と、を有する充電システムであって、
　前記充電器は、
　前記電動移動体と通信する通信手段と、
　前記充電電力の供給開始前に、前記通信手段が前記バッテリの充電電圧上限値を前記電
動移動体から受信すると、当該充電電圧上限値および前記出力可能電力上限値から定まる
電流値と、当該充電器の出力可能電流上限値とのうち、小さいほうの電流値を、当該充電
器の新たな出力可能電流上限値として、前記通信手段から前記電動移動体に送信する制御
手段と、を有し、
　前記電動移動体は、
　前記充電器と通信する電動移動体側通信手段と、
　前記充電電力の受給開始前に、前記電動移動体側通信手段から前記充電器に前記バッテ
リの充電電圧上限値を送信し、前記電動移動体側通信手段が前記新たな出力可能電流上限
値を受信すると、当該新たな出力可能電流上限値以下の電流値を前記充電電流指示値とし
て決定し、当該充電電流指示値を前記電動移動体側通信手段から前記充電器に送信する電
動移動体側制御手段と、を有する。
【００１１】
　また、本発明の第二の態様は、充電電流指示値を出力する電動移動体と、前記充電電流
指示値に応じて出力可能電力上限値以下の充電電力を前記電動移動体のバッテリに供給す
る充電器と、を有する充電システムであって、
　前記充電器は、
　前記電動移動体と通信する通信手段と、
　前記充電電力の供給開始前に、前記通信手段が前記バッテリの電池電圧値を前記電動移
動体から受信すると、当該電池電圧値および前記出力可能電力上限値から定まる電流値と
、当該充電器の出力可能電流上限値とのうち、小さいほうの電流値を、当該充電器の新た
な出力可能電流上限値として、前記通信手段から前記電動移動体に送信する制御手段と、
を有し、
　前記電動移動体は、
　前記充電器と通信する電動移動体側通信手段と、
　前記充電電力の受給開始前に、前記電動移動体側通信手段から前記充電器に前記バッテ
リの電池電圧値を送信し、前記電動移動体側通信手段が前記新たな出力可能電流上限値を
受信すると、当該新たな出力可能電流上限値以下の電流値を前記充電電流指示値として決
定し、当該充電電流指示値を前記電動移動体側通信手段から前記充電器に送信する電動移
動体側制御手段と、を有する。
【００１２】
　また、本発明の第三の態様は、充電電流指示値を出力する電動移動体と、前記充電電流
指示値に応じて出力可能電力上限値以下の充電電力を前記電動移動体のバッテリに供給す
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る充電器と、を有する充電システムであって、
　前記充電器は、
　前記電動移動体と通信する通信手段と、
　前記充電電力の供給開始前に、前記出力可能電力上限値および当該充電器の出力可能電
流上限値を前記通信手段から前記電動移動体に送信する制御手段と、を有し、
　前記電動移動体は、
　前記充電器と通信する電動移動体側通信手段と、
　前記充電電力の受給開始前に、前記電動移動体側通信手段が前記出力可能電力上限値お
よび前記出力可能電流上限値を受信すると、前記バッテリの電池電圧値および当該出力可
能電力上限値から定まる電流値と、当該出力可能電流上限値とのうち、小さいほうの電流
値以下の電流値を前記充電電流指示値として決定し、当該充電電流指示値を前記電動移動
体側通信手段から前記充電器に送信する電動移動体側制御手段と、を有する。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、充電開始前に、バッテリを搭載した電動移動体と充電器との間でネゴ
シエーションが実施されて、電動移動体が、充電器の性能上出力可能な電力の範囲で充電
電流指示値を決定することができるため、バッテリの種類を選ばない汎用性を最大限確保
しつつ、充電器の性能をより有効に活用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】図１は、本発明の実施の形態に係る充電システムの概略構成図である。
【図２】図２は、充電器１００の動作を説明するためのフロー図である。
【図３】図３は、電気自動車２００の動作を説明するためのフロー図である。
【図４】図４（Ａ）は、本発明の第一実施の形態に係る図２のネゴシエーション処理（Ｓ
１０２）のフロー図であり、図４（Ｂ）は、本発明の第一実施の形態に係る図３のネゴシ
エーション処理（Ｓ２０３）のフロー図である。
【図５】図５（Ａ）～（Ｄ）は、充電器１００の作動領域を比較するための図である。
【図６】図６（Ａ）は、本発明の第二実施の形態に係る図２のネゴシエーション処理（Ｓ
１０２）のフロー図であり、図６（Ｂ）は、本発明の第二実施の形態に係る図３のネゴシ
エーション処理（Ｓ２０３）のフロー図である。
【図７】図７（Ａ）は、本発明の第三実施の形態に係る図２のネゴシエーション処理（Ｓ
１０２）のフロー図であり、図７（Ｂ）は、本発明の第三実施の形態に係る図３のネゴシ
エーション処理（Ｓ２０３）のフロー図である。
【図８】図８（Ａ）は、本発明の第三実施の形態に係る、車載バッテリ２０３の充電開始
後に充電器１００側で実行されるネゴシエーション処理のフロー図であり、図８（Ｂ）は
、本発明の第三実施の形態に係る、車載バッテリ２０３の充電開始後に電気自動車２００
側で実行されるネゴシエーション処理を含む充電電流指示値決定処理のフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施の形態について説明する。
【００１６】
　図１は、本発明の実施の形態に係る充電システムの概略構成図である。
【００１７】
　図示するように、本実施の形態に係る充電システムは、電気自動車２００に搭載された
バッテリ（車載バッテリ２０３）を充電する充電器１００を有する。
【００１８】
　この充電器１００は、充電ケーブル１０１と、充電器側コネクタ１０２と、交直変換部
１０３と、ＥＬＢ（漏電遮断器）１０４と、通信部１０５と、制御部１０６と、制御系電
源１０７と、リレー１０８、１０９と、フォトカプラ１１０と、ユーザインタフェース（
不図示）と、を有する。
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【００１９】
　充電ケーブル１０１は、一対の充電用ライン１０１１、一対の通信用ライン１０１２、
および制御用ライン１０１３を収容する。ここで、充電用ライン１０１１は、電気自動車
２００に充電電力を供給するための電力線であり、通信用ライン１０１２は、電気自動車
２００と通信を行うための通信線である。そして、制御用ライン１０１３は、一対の駆動
電力供給用ライン１０１４、事前準備確認用ライン１０１５、コネクタ接続確認用ライン
１０１６、および接地電位に接続された接地電位ライン１０１７を有する。
【００２０】
　充電器側コネクタ１０２は、充電ケーブル１０１の先端に取り付けられており、充電ケ
ーブル１０１に収容された各ライン（充電用ライン１０１１、通信用ライン１０１２、制
御用ライン１０１３）の端子を備えている。充電器側コネクタ１０２が電気自動車２００
の後述の車両側コネクタ２０２に装着されると、これらの端子がそれぞれ車両側コネクタ
２０２の対応端子と当接する。これにより、充電用ライン１０１１、通信用ライン１０１
２、および制御用ライン１０１３が、それぞれ、電気自動車２００の後述の充電用ライン
２０１１、通信用ライン２０１２、および制御用ライン２０１３と電気的に接続される。
【００２１】
　交直変換部１０３は、ＥＬＢ１０４を介して交流電源３００から供給される交流電力を
直流電力に変換する。
【００２２】
　ＥＬＢ１０４は、交流電源３００と交直変換部１０３との間に配置され、交流電源３０
０と交直変換部１０３との接続・切断を行う。
【００２３】
　通信部１０５は、ＣＡＮ（Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）等の通
信プロトコルに従い、通信用ライン１０１２を介して電気自動車２００と通信を行う。
【００２４】
　制御部１０６は、充電器１００の各部を統括制御する。
【００２５】
　制御系電源１０７は、通信部１０５、制御部１０６、リレー１０８、１０９、フォトカ
プラ１１０等の通信・制御系の各部に駆動電力を供給するための電源である。この制御系
電源１０７は、バッテリでもよいし、あるいは交流電源３００から供給される交流を整流
することで生成された電源であってもよい。
【００２６】
　リレー１０８は、制御系電源１０７の正極（Ｖ１ＣＣ電位）側と一方の駆動電力供給用
ライン１０１４（正極側の駆動電力供給用ライン１０１４）との間に配置され、制御部１
０６の制御信号に応じて正極側の駆動電力供給用ライン１０１４とＶ１ＣＣ電位との接続
・切断を行う。
【００２７】
　リレー１０９は、制御系電源１０７の負極（接地電位）側と他方の駆動電力供給用ライ
ン１０１４（負極側の駆動電力供給用ライン１０１４）との間に配置され、制御部１０６
の制御信号に応じて負極側の駆動電力供給用ライン１０１４と接地電位との接続・切断を
行う。
【００２８】
　フォトカプラ１１０は、事前準備確認用ライン１０１５の導通可否に応じた事前準備確
認信号を制御部１０６に伝達する。具体的には、入力側の発光素子がＶ１ＣＣ電位と事前
準備確認用ライン１０１５との間に配置されており、事前準備確認用ライン１０１５が導
通して入力側の発光素子にオン電流が流れると、出力側の受光素子が事前準備確認信号を
制御部１０６に出力する。
【００２９】
　ユーザインターフェース（不図示）は、充電開始指示等の指示を操作者から受け付け、
この指示を制御部１０６に入力するとともに、操作者へのメッセージ等の情報を、制御部
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１０６からの指示に応じて出力する。ユーザインターフェースには、例えば、操作パネル
、表示パネル、スピーカー等が含まれる。
【００３０】
　図２は、充電器１００の動作を説明するためのフロー図である。
【００３１】
　ここでは、操作者により、すでに、充電器側コネクタ１０２が後述の車両側コネクタ２
０２に装着されていることとする。
【００３２】
　まず、制御部１０６は、ユーザインターフェースを介して、操作者からの充電開始指示
を受け付けると、リレー１０８を閉成し、正極側の駆動電力供給用ライン１０１４をＶ１

ＣＣ電位に接続する（Ｓ１０１）。
【００３３】
　それから、制御部１０６は、通信部１０５を制御し、通信用ライン１０１２を介して電
気自動車２００との間で、図４（Ａ）のネゴシエーション処理を実行し（Ｓ１０２）、充
電器１００および電気自動車２００の双方が許容可能な充電条件（充電電流上限値Ｉｌｉ

ｍ、充電停止電圧値ＶＬＴ、充電停止時間ＴＬＴ等）を決定する。なお、このネゴシエー
ション処理については、電気自動車２００側のネゴシエーション処理とともに後述する。
【００３４】
　ここで、充電条件のネゴシエーションが不成立であると判断した場合（Ｓ１０３でＮＯ
）、制御部１０６は、リレー１０８を開放して、正極側の駆動電力供給用ライン１０１４
をＶ１ＣＣ電位から切断する（Ｓ１１７）。これにより、制御部１０６は、充電を開始せ
ずに、このフローを終了する。このとき、制御部１０６は、ユーザインターフェースに、
充電器１００が電気自動車２００に対応していない旨のメッセージを出力するようにして
もよい。
【００３５】
　一方、充電条件のネゴシエーションが不成立でないと判断した場合（Ｓ１０３でＹＥＳ
）、フォトカプラ１１０からの事前準備確認信号がオンになるのを待つ（Ｓ１０４）。
【００３６】
　ここで、フォトカプラ１１０からの事前準備確認信号がオンになることなく、所定時間
の経過によりタイムアウトした場合（Ｓ１０４でＮＯ）、制御部１０６は、電気自動車２
００に何らかの異常が生じたものと判断し、リレー１０８を開放して、正極側の駆動電力
供給用ライン１０１４をＶ１ＣＣ電位から切断する（Ｓ１１７）。これにより、制御部１
０６は、充電を開始せずに、このフローを終了する。このとき、制御部１０６は、ユーザ
インターフェースに、電気自動車２００側の問題により充電を開始できない旨のメッセー
ジを出力するようにしてもよい。
【００３７】
　一方、フォトカプラ１１０からの事前準備確認信号がタイムアウト前にオンになると（
Ｓ１０４でＹＥＳ）、制御部１０６は、リレー１０９を閉成して負極側の駆動電力供給用
ライン１０１４を接地電位に接続する（Ｓ１０５）。
【００３８】
　それから、制御部１０６は、充電開始からの経過時間の計測を開始する（Ｓ１０６）。
また、通信用ライン１０１２および通信部１０５を介して電気自動車２００から所定のイ
ンターバルで逐次送られてくる充電電流指示値を受信し、充電用ライン１０１１を流れる
充電電流の大きさがこの充電電流指示値となるように交直変換部１０３を制御する（Ｓ１
０７）。これにより、電気自動車２００の充電が行われる。
【００３９】
　さて、電気自動車２００の充電中、制御部１０６は、充電終了条件の成立（電気自動車
２００における充電終了条件の成立を含む）、充電停止ボタンの押下といった通常終了の
項目の発生の他、充電器１００側の異常発生（充電器１００の故障、緊急停止ボタンの押
下）、電気自動車２００側の異常発生に伴う異常フラグの受信等の異常発生を検知した否
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か等も監視している（Ｓ１０８、Ｓ１１３、Ｓ１１８）。ここで、制御部１０６は、一対
の充電用ライン１０１１間にかかる電圧および充電開始からの経過時間等を監視し、車載
バッテリ２０３の充電完了に伴う充電停止指令を受信した場合、あるいは充電開始からの
経過時間が、充電条件で規定された充電停止時間ＴＬＴに到達した場合に、充電終了条件
が成立したと判断する。また、フォトカプラ１１０からの事前準備確認信号がオフになっ
た場合に、電気自動車２００において充電終了条件が成立したと判断する。
【００４０】
　充電終了条件が成立した場合または充電停止ボタンが押下された場合（Ｓ１０８でＹＥ
Ｓ）、制御部１０６は、交直変換部１０３の出力を徐々に低下させる。これにより、充電
器１００からの充電電力供給を停止し、電気自動車２００の充電を終了する（Ｓ１０９）
。その後、制御部１０６は、所定の時間が経過するのを待ってリレー１０８を開放し、正
極側の駆動電力供給用ライン１０１４をＶ１ＣＣ電位から切断する（Ｓ１１１）。これに
より、電気自動車２００に充電の正常終了を通知する。なお、制御部１０６は、リレー１
０８の開放とともにリレー１０９も開放する（Ｓ１１２）。そして、制御部１０６は、所
定の処理を実行してから、このフローを終了する。このとき、制御部１０６は、ユーザイ
ンターフェースに、充電が正常終了した旨のメッセージを出力するようにしてもよい。
【００４１】
　充電器１００側の異常発生を検知した場合（Ｓ１１３でＹＥＳ）、制御部１０６は、交
直変換部１０３の出力を即時に低下させる。これにより、充電器１００からの充電電力供
給を即時に停止して、電気自動車２００の充電を終了する（Ｓ１１５）。その後、制御部
１０６は、所定の時間が経過するのを待って、２つのリレー１０８、１０９のうち、まず
リレー１０９だけを開放して、負極側の駆動電力供給用ライン１０１４を接地電位から切
断する（Ｓ１１６）。これにより、電気自動車２００に充電の異常終了を通知する。それ
から、制御部１０６は、リレー１０８も開放して、正極側の駆動電力供給用ライン１０１
４もＶ１ＣＣ電位から切断する（Ｓ１１７）。そして、制御部１０６は、異常終了時の所
定の処理を実行してから、このフローを終了する。このとき、制御部１０６は、ユーザイ
ンターフェースに、充電器１００側における異常発生の検知により充電が異常終了した旨
のメッセージを出力（充電器１００側で異常発生を検知した場合）するようにしてもよい
。
【００４２】
　フォトカプラ１１０からの事前準備確認信号がオフになり、かつ、通信ライン１０１２
を介して異常フラグを受信した場合（Ｓ１１８でＹＥＳ）、制御部１０６は、交直変換部
１０３の出力を即時に低下させる。これにより、充電器１００からの充電電力供給を即時
に停止して、電気自動車２００の充電を終了する（Ｓ１１９）。その後、制御部１０６は
、所定の時間が経過するのを待ってリレー１０８を開放し、正極側の駆動電力供給用ライ
ン１０１４をＶ１ＣＣ電位から切断する（Ｓ１１１）。また、リレー１０８の開放ととも
にリレー１０９も開放する（Ｓ１１２）。そして、制御部１０６は、所定の処理を実行し
てから、このフローを終了する。このとき、制御部１０６は、ユーザインターフェースに
、電気自動車２００側の問題により充電が異常終了した旨のメッセージを出力するように
してもよい。
【００４３】
　図１に戻り、電気自動車２００について説明する。
【００４４】
　電気自動車２００は、車両側コネクタ２０２と、車載バッテリ２０３と、通信部２０４
と、制御部２０５と、制御系電源２０６と、リレー２０７、２０８と、フォトカプラ２０
９、２１０、２１２と、スイッチ２１１と、を有する。
【００４５】
　車両側コネクタ２０２は、一対の充電用ライン２０１１、一対の通信用ライン２０１２
、および制御用ライン２０１３の端子を備える。ここで、充電用ライン２０１１は、充電
器１００から充電電力の供給を受けるための電力線であり、通信用ライン２０１２は、充
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電器１００と通信を行うための通信線である。そして、制御用ライン２０１３は、一対の
駆動電力供給用ライン２０１４、事前準備確認用ライン２０１５、コネクタ接続確認用ラ
イン２０１６、および接地電位に接続された接地電位ライン２０１７を有する。
【００４６】
　充電器１００の充電器側コネクタ１０２が車両側コネクタ２０２に装着されると、車両
側コネクタ２０２のこれらの端子がそれぞれ充電器側コネクタ１０２の対応端子と当接す
る。これにより、上述したように、充電用ライン２０１１、通信用ライン２０１２、およ
び制御用ライン２０１３が、それぞれ、充電器１００の充電用ライン１０１１、通信用ラ
イン１０１２、および制御用ライン１０１３と電気的に接続される。
【００４７】
　車載バッテリ２０３は、駆動用モータ、インバータ等の駆動系に駆動電力を供給するた
めのバッテリである。
【００４８】
　通信部２０４は、ＣＡＮ等の通信プロトコルに従い、通信用ライン２０１２を介して充
電器１００と通信を行う。
【００４９】
　制御部２０５は、電気自動車２００の各部を統括制御する。
【００５０】
　制御系電源２０６は、通信部２０４、制御部２０５、リレー２０８、フォトカプラ２０
９、２１０、２１２と、スイッチ２１１等の、リレー２０７を除く通信・制御系の各部に
駆動電力を供給するための電源である。
【００５１】
　リレー２０７は、一対の充電用ライン２０１１と車載バッテリ２０３の両極側との間に
配置され、車載バッテリ２０３と充電用ライン２０１１との接続・切断を行う。ここで、
リレー２０７は、通常は開放しているＡ接点である。リレー２０８が閉成した状態で一対
の駆動電力供給用ライン２０１４を介して充電器１００から駆動電力が供給されると、こ
れを駆動電力としてリレー２０７が閉成し、充電用ライン２０１１が車載バッテリ２０３
に接続する。なお、ここで用いたリレー２０７は、車載バッテリ２０３の正極側および負
極側にそれぞれスイッチを有するものであるが、車載バッテリ２０３の正極および負極の
いずれか一方の側にだけスイッチを有するものであってもよいし、１つのリレーで正極お
よび負極の両方を同時にスイッチするものであってもよい。
【００５２】
　リレー２０８は、一方の駆動電力供給用ライン２０１４（負極側の駆動電力供給用ライ
ン２０１４）とリレー２０７との間に配置され、制御部２０５の制御信号に応じて駆動電
力供給用ライン２０１４とリレー２０７との接続・切断を行う。これにより、充電器１０
０からリレー２０７への駆動電力の供給を制御する。
【００５３】
　フォトカプラ２０９は、コネクタ接続中の充電器１００のリレー１０８の開閉状態に応
じた事前準備合図信号を制御部２０５に伝達する。具体的には、入力側の発光素子が他方
の駆動電力供給用ライン２０１４（正極側の駆動電力供給用ライン２０１４）と接地電位
との間に配置されており、コネクタ接続中の充電器１００のリレー１０８の閉成によって
、正極側の駆動電力供給用ライン２０１４および接地電位ライン２０１７、１０１７を介
した閉ループが形成されて入力側の発光素子にオン電流が流れると、出力側の受光素子が
事前準備合図信号を制御部２０５に出力する。
【００５４】
　フォトカプラ２１０は、コネクタ接続中の充電器１００の２つのリレー１０８、１０９
の開閉状態に応じた充電開始合図信号を制御部２０５に伝達する。具体的には、入力側の
発光素子が正極側および負極側の駆動電力供給用ライン２０１４の間に配置されており、
コネクタ接続中の充電器１００の両リレー１０８、１０９の閉成によって正極側および負
極側の駆動電力供給用ライン２０１４が各々導通して入力側の発光素子にオン電流が流れ
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ると、出力側の受光素子が充電開始合図信号を制御部２０５に出力する。
【００５５】
　スイッチ２１１は、制御部２０５からのオン電流の供給によりコネクタ接続中の充電器
１００の事前準備確認用ライン１０１５を導通させる。具体的には、スイッチ２１１が事
前準備確認用ライン２０１５と接地電位との間に配置されており、制御部２０５からのオ
ン電流がスイッチ２１１のベース電極に流れると、事前準備確認用ライン２０１５を接地
電位に接続する。
【００５６】
　フォトカプラ２１２は、充電器側コネクタ１０２と車両側コネクタ２０２との接続状態
に応じたコネクタ接続確認信号を制御部２０５に伝達する。具体的には、入力側の発光素
子が制御系電源２０６の正極（Ｖ２ＣＣ電位）側とコネクタ接続確認用ライン２０１６と
の間に配置されており、充電器側コネクタ１０２と車両側コネクタ２０２との接続によっ
てコネクタ接続確認用ライン２０１６が導通して入力側の発光素子にオン電流が流れると
、制御部２０５にコネクタ接続確認信号を出力する。なお、ここでは、充電器側コネクタ
１０２と車両側コネクタ２０２との接続によってコネクタ接続確認用ライン２０１６が直
ちに導通して、入力側の発光素子に常に制御系電源２０６の電圧（Ｖ２ＣＣ電位）が印加
されているが、例えば、充電開始時、電気自動車２００のイグニッションがＯＮになった
ときに、入力側の発光素子に制御系電源２０６の電圧（Ｖ２ＣＣ電位）が印加されるよう
にしてもよい。
【００５７】
　図３は、電気自動車２００の動作を説明するためのフロー図である。
【００５８】
　このフローは、操作者により、車両側コネクタ２０２に充電器側コネクタ１０２が装着
されることにより開始される。
【００５９】
　制御部２０５は、フォトカプラ２０９からの事前準備合図信号がオンになると（Ｓ２０
１）、フォトカプラ２１２からのコネクタ接続確認信号がオンになっているか否かを判断
する（Ｓ２０２）。フォトカプラ２１２からのコネクタ接続確認信号がオフの場合（Ｓ２
０２でＮＯ）、すなわち、充電器側コネクタ１０２と車両側コネクタ２０２とが適切に接
続されていない場合、制御部２０５は、充電器側コネクタ１０２が車両側コネクタ２０２
に正しく接続されていない旨のメッセージを、通信用ライン２０１２を介して充電器１０
０の制御部１０６に通知するなどの所定の異常終了通知を行う（Ｓ２２０）。そして、こ
のフローを終了する。
【００６０】
　一方、フォトカプラ２１２からのコネクタ接続確認信号もオンの場合（Ｓ２０２でＹＥ
Ｓ）、すなわち、充電器側コネクタ１０２と車両側コネクタ２０２とが適切に接続されて
いる場合、制御部２０５は、通信部２０４を制御して、通信用ライン２０１２を介して充
電器１００との間で、図４（Ｂ）のネゴシエーション処理を実行し（Ｓ２０３）、充電器
１００および電気自動車２００の双方が許容可能な充電条件（充電電流上限値Ｉｌｉｍ、
充電停止電圧値ＶＬＴ、充電停止時間ＴＬＴ等）を決定する。なお、このネゴシエーショ
ン処理については後述する。
【００６１】
　ここで、充電条件のネゴシエーションが不成立であった場合（Ｓ２０４でＮＯ）、制御
部２０５は、所定の異常終了通知を行った後（Ｓ２２０）、このフローを終了する。
【００６２】
　一方、充電条件のネゴシエーションが成立した場合（Ｓ２０４でＹＥＳ）、制御部２０
５は、スイッチ２１１の入力側にオン電流を流して、事前準備確認用ライン２０１５を接
地電位に接続する（Ｓ２０５）。これにより、充電器１００では、事前準備確認用ライン
１０１５が導通し、フォトカプラ１１０から制御部１０６に入力される事前準備確認信号
がオンになる。



(12) JP 2012-175823 A 2012.9.10

10

20

30

40

50

【００６３】
　なお、制御部２０５は、接地電位への事前準備確認用ライン２０１５の接続に先立ち、
車載バッテリ２０３、充電用ライン２０１１等の充電系に対する短絡試験等のセルフテス
トを行い、このセルフテストを合格しなければ、事前準備確認用ライン２０１５を接地電
位に接続せずに、このフローを終了してもよい。このとき、制御部２０５は、電気自動車
２００側の問題により充電を開始できない旨の異常終了通知を行うようにしてもよい。そ
の後、フォトカプラ２１０からの充電開始合図信号がオンになるのを待つ（Ｓ２０６）。
【００６４】
　ここで、フォトカプラ２１０からの充電開始合図信号がオンになることなく、所定時間
の経過によりタイムアウトした場合（Ｓ２０６でＮＯ）、制御部２０５は、充電器１００
に何らかの異常が生じたものと判断し、スイッチ２１１の入力側へのオン電流供給を停止
する（Ｓ２１９）。これにより、充電器１００では、フォトカプラ１１０からの事前準備
確認信号がオフになる。また、制御部２０５は、充電器１００側の問題により充電を開始
できない旨などの所定の異常終了通知を行った後（Ｓ２２０）、このフローを終了する。
【００６５】
　一方、コネクタ接続中の充電器１００の２つのリレー１０８、１０９の閉成によって、
フォトカプラ２１０からの充電開始合図信号がタイムアウト前にオンになると（Ｓ２０６
でＹＥＳ）、制御部２０５は、リレー２０８を閉成し、駆動電力供給用ライン２０１４を
介して充電器１００からリレー２０７に駆動電力を供給する。これにより、リレー２０７
が閉成し、充電用ライン２０１１を介して充電器１００から車載バッテリ２０３に充電電
力が供給される（Ｓ２０７）。
【００６６】
　その後、制御部２０５は、車載バッテリ２０３の状態（電池電圧、温度、残容量等）を
監視しながら、所定のインターバルで、通信部２０４および通信用ライン２０１２を介し
て充電器１００に充電電流指示値を送信する（Ｓ２０８）。具体的には、まず、制御部２
０５は、ネゴシエーション処理で決定した充電条件に含まれる充電電流上限値Ｉｌｉｍを
上限として充電電流指示値を充電器１００に送信し、その後、逐次、車載バッテリ２０３
のスペック、状態（電池電圧、温度、残容量等）および使用履歴と、予め定められた充電
パターン等とに基づき、車載バッテリ２０３に印加可能な最大電流値を新たな充電電流上
限値Ｉｌｉｍとして算出し、この新たな充電電流上限値Ｉｌｉｍと、ネゴシエーション処
理で決定した後述の出力可能電流値Ｉｍａｘとのうちの最小値ｍｉｎ（Ｉｌｉｍ，Ｉｍａ

ｘ）を充電電流指示値として充電器１００に送信する。これにより、車載バッテリ２０３
の充電が行われる。
【００６７】
　さて、車載バッテリ２０３の充電中、制御部２０５は、車載バッテリ２０３の故障、加
熱、過電圧等、電気自動車２００側で異常が発生したか否かを監視するとともに（Ｓ２０
９）、車載バッテリ２０３の充電容量を計測し、充電容量が目標容量（例えば、満充電、
８０％充電等）に到達したか否かを監視している（Ｓ２１４）。
【００６８】
　電気自動車２００側で異常発生を検知した場合（Ｓ２０９でＹＥＳ）、制御部２０５は
、電気自動車２００側における異常発生の検知により充電が異常終了した旨を示す異常フ
ラグを充電器１００の制御部１０６に出力するなどの所定の異常終了通知を行う（Ｓ２１
０）。そして、制御部２０５は、スイッチ２１１をオフして事前準備確認用ライン２０１
５を接地電位から切断する（Ｓ２１１）。これにより、充電器１００では、フォトカプラ
１１０から制御部１０６に入力される事前準備確認信号がオフになる。また、制御部２０
５は、リレー２０８を開放する（Ｓ２１２）。これにより、リレー２０７への駆動電力供
給が停止してリレー２０７が開放され、充電用ライン２０１１から車載バッテリ２０３が
切断される。その後、制御部２０５は、フォトカプラ２１０からの充電開始合図信号およ
びフォトカプラ２０９からの事前準備合図信号が同時にオフになったことを確認して（Ｓ
２１３）、このフローを終了する。
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【００６９】
　車載バッテリ２０３の充電容量が目標容量に到達した場合（Ｓ２１４でＹＥＳ）、制御
部２０５は、充電が終了したと判断して、通信部２０４および通信用ライン２０１２を介
して充電器１００に、車載バッテリ２０３の充電完了に伴う充電停止指令を送信するとと
もに、スイッチ２１１の入力側へのオン電流の供給を停止して事前準備確認用ライン２０
１５を接地電位から切断する（Ｓ２１５）。これにより、充電器１００では、フォトカプ
ラ１１０から制御部１０６に入力される事前準備確認信号がオフになる。また、リレー２
０８を開放する（Ｓ２１６）。これにより、リレー２０７への駆動電力供給が停止してリ
レー２０７が開放され、充電用ライン２０１１から車載バッテリ２０３が切断される。
【００７０】
　その後、制御部２０５は、フォトカプラ２１０からの充電開始合図信号およびフォトカ
プラ２０９からの事前準備合図信号が同時にオフになるのを待って（Ｓ２１７）、車載バ
ッテリ２０３の充電が正常終了したと判断し、通信部２０４から、車載バッテリ２０３の
充電が正常終了した旨のメッセージを出力するなどの所定の正常終了通知を行う（Ｓ２１
８）。その後、このフローを終了する。
【００７１】
　また、フォトカプラ２１０からの充電開始合図信号が単独でオフになった場合（Ｓ２２
１でＹＥＳ）、制御部２０５は、充電器１００側の問題により充電が異常終了した旨など
の所定の異常終了通知を行った後（Ｓ２１０）、スイッチ２１１をオフ（充電器１００に
おいて事前準備確認信号をオフ）にし（Ｓ２１１）、リレー２０８を開放（充電用ライン
２０１１から車載バッテリ２０３を切断）する（Ｓ２１２）。その後、フォトカプラ２１
０からの充電開始合図信号およびフォトカプラ２０９からの事前準備合図信号が同時にオ
フになったことを確認して（Ｓ２１３）、このフローを終了する。
【００７２】
　つぎに、充電器１００と電気自動車２００との間で実行されるネゴシエーション処理に
ついて説明する。
【００７３】
　図４（Ａ）は、充電器１００側で実行される、本発明の第一実施の形態に係るネゴシエ
ーション処理（図２のＳ１０２）のフロー図である。
【００７４】
　制御部１０６は、図２のＳ１０１においてリレー１０８を閉成すると、電気自動車２０
０から、通信用ライン１０１２および通信部１０５を介して、車載バッテリの性能を表す
バッテリ情報を受信するとともに（Ｓ１０２１）、通信部１０５および通信用ライン１０
１２を介して電気自動車２００に、充電器１００の性能を表す充電器情報を送信する（Ｓ
１０２２）。ここで、バッテリ情報には、例えば、車載バッテリ２０３に充電可能な最大
時間（充電時間上限値Ｔｌｉｍ）と、車載バッテリ２０３に印加可能な最大電圧値（充電
電圧上限値Ｖｌｉｍ）とが含まれ、充電器情報には、例えば、充電器１００が出力可能な
最大電圧値（出力可能電圧値Ｖｍａｘ）と、充電器１００が出力可能な最大電流値（出力
可能電流値Ｉｍａｘ）とが含まれる。
【００７５】
　制御部１０６は、バッテリ情報に含まれる充電電圧上限値Ｖｌｉｍと、充電器１００の
出力可能電圧値Ｖｍａｘとを比較する（Ｓ１０２３）。
【００７６】
　その結果、充電器１００の出力可能電圧値Ｖｍａｘがバッテリ情報の充電電圧上限値Ｖ

ｌｉｍ未満であれば（Ｓ１０２３でＮＯ）、制御部１０６は、充電器１００が電気自動車
２００の車載バッテリ２０３に適合しないと判断し（Ｓ１０２４）、ネゴシエーション不
成立としてネゴシエーション処理を終了する。なお、制御部１０６は、その後、図２のＳ
１１７を実行する。
【００７７】
　一方、充電器１００の出力可能電圧値Ｖｍａｘがバッテリ情報の充電電圧上限値Ｖｌｉ
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ｍ以上であれば（Ｓ１０２３でＹＥＳ）、制御部１０６は、充電器１００が車載バッテリ
２０３に適合すると判断し（Ｓ１０２５）、バッテリ情報の充電電圧上限値Ｖｌｉｍを、
充電条件の充電停止電圧ＶＬＴとして設定する（Ｓ１０２６）。
【００７８】
　このようにして充電器１００側の充電条件が決定すると、制御部１０６は、充電器１０
０の出力可能電力値Ｗｍａｘとバッテリ情報の充電電圧上限値Ｖｌｉｍとから定まる電流
値（Ｗｍａｘ／Ｖｌｉｍ）と、充電器１００の出力可能電流値Ｉｍａｘとのうちの最小値
ｍｉｎ（Ｗｍａｘ／Ｖｌｉｍ，Ｉｍａｘ）により充電器１００の出力可能電流値Ｉｍａｘ

を更新する（Ｓ１０２７）。これにより、充電器１００の本来の出力可能電流値Ｉｍａｘ

を超えない範囲で、充電器１００の出力可能電力値Ｗｍａｘおよびバッテリ情報の充電電
圧上限値Ｖｌｉｍから定まる電流値（Ｗｍａｘ／Ｖｌｉｍ）、すなわち車載バッテリ２０
３の充電電圧上限値Ｖｌｉｍに対して出力可能な充電器１００の最大電流値が、充電器１
００の出力可能電流値Ｉｍａｘとして新たに設定される（図５（Ｃ）参照）。
【００７９】
　そして、この更新後の出力可能電流値Ｉｍａｘを、通信用ライン１０１２を介して電気
自動車２００に送信する（Ｓ１０２８）。このとき、更新後の出力可能電流値Ｉｍａｘと
ともに、充電器１００側の充電条件（充電停止電圧ＶＬＴ等）を電気自動車２００に送信
してもよい。なお、制御部１０６は、その後、図２のＳ１０４以降の処理を実行する。
【００８０】
　また、制御部１０６は、バッテリ情報に含まれる充電時間上限値Ｔｌｉｍと、充電器１
００が充電可能な最大充電時間Ｔｍａｘとのうちの最小値ｍｉｎ（Ｔｌｉｍ，Ｔｍａｘ）
を、充電条件の充電停止時間ＴＬＴとして設定して（Ｓ１０２９）、ネゴシエーション処
理を終了する。
【００８１】
　図４（Ｂ）は、電気自動車２００側で実行される、本発明の第一実施の形態に係るネゴ
シエーション処理（図３のＳ２０３）のフロー図である。
【００８２】
　制御部２０５は、通信部２０４および通信用ライン２０１２を介して充電器１００に、
車載バッテリ２０３の充電時間上限値Ｔｌｉｍと充電電圧上限値Ｖｌｉｍとを含むバッテ
リ情報を送信するとともに（Ｓ２０３０）、充電器１００から、通信用ライン２０１２お
よび通信部２０４を介して、充電器１００の出力可能電圧値Ｖｍａｘと出力可能電流値Ｉ

ｍａｘとを含む充電器情報を受信する（Ｓ２０３１）。
【００８３】
　その後、所定の時間内に、フォトカプラ２０９からの事前準備開始合図信号がオフにな
ると（Ｓ２０３２でＮＯ）、制御部２０５は、車載バッテリ２０３が充電器１００に適合
しないと判断し（Ｓ２０３３）、ネゴシエーション不成立としてネゴシエーション処理を
終了する。なお、制御部２０５は、その後、図３のＳ２１２以降の処理を実行する。
【００８４】
　一方、制御部２０５が、フォトカプラ２０９からの事前準備開始合図信号がオンのまま
（Ｓ２０３２でＹＥＳ）、充電器１００から、通信部２０４および通信用ライン２０１２
を介して、新たな出力可能電流値Ｉｍａｘを受信すると（Ｓ２０３４）、この新たな出力
可能電流値Ｉｍａｘと充電器情報の出力可能電流値Ｉｍａｘとを比較し（Ｓ２０３５）、
両者が異なっていれば（Ｓ２０３５でＮＯ）、新たな出力可能電流値Ｉｍａｘで充電器情
報の出力可能電流値Ｉｍａｘを更新する（Ｓ２０３６）。
【００８５】
　新たな出力可能電流値Ｉｍａｘと充電器情報の出力可能電流値Ｉｍａｘとが一致してい
た場合（Ｓ２０３５でＹＥＳ）、または、Ｓ２０３６で充電器情報の出力可能電流値Ｉｍ

ａｘを更新した場合、制御部２０５は、車載バッテリ２０３のスペック、状態（電池電圧
、温度、残容量等）および使用履歴と、予め定められた充電パターン等とに基づき、充電
電流上限値Ｉｌｉｍを算出する（Ｓ２０３８）。さらに、この充電電流上限値Ｉｌｉｍと
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充電器情報の出力可能電流値Ｉｍａｘとのうちの最小値ｍｉｎ（Ｉｌｉｍ，Ｉｍａｘ）を
算出し、この最小値ｍｉｎ（Ｉｌｉｍ，Ｉｍａｘ）を充電条件の充電電流上限値Ｉｌｉｍ

として設定する（Ｓ２０３９）。これにより、Ｓ１０２８で充電器１００が新たに定めた
出力可能電力値Ｉｍａｘを超えない充電電流上限値Ｉｌｉｍが設定される。
【００８６】
　これにより充電電流上限値Ｉｌｉｍに変更が生じた場合は（Ｓ２０４０でＹＥＳ）、新
たな充電電流上限値Ｉｌｉｍに基づき充電時間上限値Ｔｌｉｍを再計算する。充電時間上
限値Ｔｌｉｍが変わった場合、新たな充電時間上限値Ｔｌｉｍを充電器１００に再送し、
充電停止時間ＴＬＴの更新を促す（Ｓ２０４１）。
【００８７】
　このようにして電気自動車２００側の充電条件が決定すると、制御部２０５は、ネゴシ
エーション成立としてネゴシエーション処理を終了する。なお、制御部２０５は、その後
、図３のＳ２０５以降の処理を実行する。
【００８８】
　このようなネゴシエーション処理（図２のＳ１０２、図３のＳ２０３）が充電器１００
と電気自動車２００との間で充電開始前に実行されることにより、以下に示すように、充
電器１００の作動領域を、より有効に活用することができる。
【００８９】
　図５（Ａ）は、出力可能電圧値Ｖｍａｘおよび出力可能電流値Ｉｍａｘだけでなく、出
力可能電力値Ｗｍａｘによっても出力範囲の制限を受ける充電器１００の作動領域を示す
グラフ、図５（Ｂ）は、出力可能電圧値Ｖｍａｘの出力が保証された充電器１００の作動
領域を示すグラフ、図５（Ｃ）は、上述のネゴシエーション処理により定まる充電器１０
０の作動領域を示すグラフである。
【００９０】
　例えば、図５（Ａ）に示すように、充電器１００の出力可能電圧値Ｖｍａｘおよび出力
可能電流値Ｉｍａｘの範囲内であっても、充電器１００の出力可能電力値Ｗｍａｘによっ
て充電器１００の出力が制限される場合（斜線領域８００に含まれる電流および電圧が出
力不可能となる場合）に、電気自動車２００に対して充電器１００の出力可能電圧値Ｖｍ

ａｘの出力を保証するには、図５（Ｂ）に示すように、充電器１００の性能上の出力可能
電力値Ｗｍａｘおよび出力可能電圧値Ｖｍａｘにより定まる電流値（Ｗｍａｘ／Ｖｍａｘ

）を充電器１００の運用上の出力可能電流値Ｉｍａｘとして設定する必要がある。これに
より、充電器１００の性能上出力可能な電流（斜線領域８０１に含まれる電流）が使用不
可能になるため、電気自動車２００は、制約された範囲８０２において充電電流指示値８
０３を決定しなければならず、充電器１００の性能を活用しきれない。
【００９１】
　これに対して、本実施の形態に係るネゴシエーション処理によれば、図５（Ｃ）に示す
ように、充電器１００の本来の出力可能電流値Ｉｍａｘを越えない範囲で、充電器１００
の出力可能電力値Ｗｍａｘと車載バッテリ２０３の充電電圧上限値Ｖｌｉｍとから定まる
電流値（Ｗｍａｘ／Ｖｌｉｍ）、すなわち、図５（Ｂ）の場合における運用上の出力可能
電流値（Ｗｍａｘ／Ｖｍａｘ）よりも大きな電流値を、車載バッテリ２０３に対する充電
器１００の運用上の出力可能電流値Ｉｍａｘとして設定することができる。すなわち、車
載バッテリ２０３の充電電圧上限値ＶｌｉｍがＶ１以上である場合には、充電器１００の
出力可能電力値Ｗｍａｘと車載バッテリ２０３の充電電圧上限値Ｖｌｉｍとから定まる電
流値Ｉｍａｘ（＝Ｗｍａｘ／Ｖｌｉｍ）までの出力が保証され、車載バッテリ２０３の充
電電圧上限値ＶｌｉｍがＶ１未満である場合には、充電器１００の本来の出力可能電流値
Ｉｍａｘまでの出力が保証される。したがって、電気自動車２００は、充電器１００の性
能上出力可能な範囲で充電電流指示値８０４を決定することができ、図５（Ｂ）の場合よ
りも大きな範囲（斜線格子縞領域＋斜破線領域）の電力を充電器１００に出力させること
できる。すなわち、車載バッテリ２０３の種類を選ばない汎用性を確保しつつ、充電器１
００の性能をより有効に活用することによって充電時間の短縮を図ることができる。
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【００９２】
　なお、図５（Ｃ）には、車載バッテリ２０３の電圧が所定値に達したら充電電流指示値
を徐々に小さくする充電方法に適用した場合を一例として示しているが、本発明は、例え
ば所定電圧に達していなくても充電電流指示値を絞る充電方法等の他の充電方法にも適用
可能である（後述の図５（Ｄ）においても同様）。
【００９３】
　以上、本発明の一実施の形態を説明した。
【００９４】
　以上説明したように、本実施形態によれば、車載バッテリ２０３の充電前に、電気自動
車２００と充電器１００との間で情報交換（ネゴシエーション処理）が行われ、充電器１
００および車載バッテリ２０３の双方のスペックを満たす充電条件が決定されるため、こ
の充電条件にしたがって、充電器１００および車載バッテリ２０３の双方のスペックに適
合する充電をよりスムーズに開始することができる。
【００９５】
　そして、このネゴシエーション処理において、充電器１００の本来の出力可能電流値Ｉ

ｍａｘを超えない範囲で、充電器１００の出力可能電力値Ｗｍａｘおよびバッテリ情報の
充電電圧上限値Ｖｌｉｍから定まる電流値（Ｗｍａｘ／Ｖｌｉｍ）が車載バッテリ２０３
に対する充電器１００の運用上の出力可能電流値Ｉｍａｘとして新たに設定されるため（
図５（Ｃ）参照）、電気自動車２００は、充電器１００の性能上出力可能な範囲で充電電
流指示値８０４を決定することができる。
【００９６】
　したがって、本実施の形態によれば、充電器１００の出力が出力可能電力値Ｗｍａｘに
よっても制限を受ける充電システムにおいて、車載バッテリ２０３の種類を選ばない汎用
性を最大限に確保しつつ、充電器１００の性能をより有効に活用することによって充電時
間の短縮を図ることができる。
【００９７】
　また、充電器１００の出力可能電圧値Ｖｍａｘよりも充電電圧上限値Ｖｌｉｍが大きな
車載バッテリ２０３については、充電器１００と車載バッテリ２０３とが適合しない旨が
操作者に通知されるとともに充電対象から外されるため、車載バッテリ２０３に適合しな
い充電器１００で操作者が充電を行ってしまうことをより確実に回避することができる。
【００９８】
　また、本実施形態において、充電を開始する場合、充電器１００は、２つのリレー１０
８、１０９を閉成し、駆動電力供給用ライン１０１４を制御系電源１０７に接続する。こ
れにより、電気自動車２００では、フォトカプラ２１０の入力側へオン電流が供給される
ので、充電開始の合図として充電開始合図信号がオンになる。この合図を契機として、電
気自動車２００は、リレー２０８を閉成してリレー２０７を駆動電力の供給開始により閉
成させ、これにより、充電器１００から車載バッテリ２０３への充電電力の供給が開始す
る。一方、充電を終了する場合、充電器１００は、２つのリレー１０８、１０９のうち、
少なくとも１つを開放して、制御系電源１０７から駆動電力供給用ライン１０１４を切断
する。これにより、電気自動車２００では、フォトカプラ２１０の入力側へのオン電流の
供給が停止して、充電終了の合図として少なくとも充電開始合図信号がオフになるととも
に、充電器１００からの駆動電力の供給停止によりリレー２０７が開放されて車載バッテ
リ２０３から充電用ライン２０１１が切断される。
【００９９】
　したがって、本実施の形態によれば、通信用ライン１０１２、２０１２とは別に設けら
れた駆動電力供給用ライン１０１４、２０１４の導通をシーケンス回路で制御することに
より、充電器１００と電気自動車２００との間で充電開始および充電終了の合図が交換さ
れるので、ノイズによる通信エラー等により、充電器１００と電気自動車２００との間で
、通信用ライン１０１２、２０１２を用いた通信が良好に行えない場合でも、通信エラー
の回復を待たずに、充電制御シーケンスをスムーズかつ確実に開始・終了できる。また、
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充電器１００が、コネクタロックおよびセルフテスト等を実施してから、電気自動車２０
０に充電開始の合図を送るようにすれば、充電器１００側で充電開始前に必要な処理が確
実に完了した後に、充電を開始することができる。
【０１００】
　また、車両側コネクタ２０２への充電器側コネクタ１０２の装着により接続される駆動
電力供給用ライン１０１４、２０１４を介して、充電器１００からリレー２０７に駆動電
力が供給されるので、充電器側コネクタ１０２と車両側コネクタ２０２とが切り離された
状態ではリレー２０７が確実に開放される。このため、充電制御シーケンスが終了してい
ない段階で、ユーザが、誤って電動車両を移動させるなどして、車両側コネクタから充電
器側コネクタを強制的に切り離してしまっても、自動的にリレー２０７が確実に開放され
る。
【０１０１】
　また、本実施の形態において、充電を開始する場合、充電器１００は、２つのリレー１
０８、１０９を連続的に閉成する。具体的には、充電の事前準備を開始する場合に、一方
のリレー１０８を閉成して正極側の駆動電力供給用ライン１０１４をＶ１ＣＣ電位に接続
する。これにより、電気自動車２００では、フォトカプラ２０９の入力側にオン電流が流
れて、事前準備の合図として事前準備合図信号がオンになる。その後、充電を開始する場
合に、他方のリレー１０９を閉成して、負極側の駆動電力供給用ライン１０１４を接地電
位に接続する。これにより、電気自動車２００では、フォトカプラ２１０の入力側にオン
電流が流れて、充電開始の合図として充電開始合図信号がオンになる。
【０１０２】
　このため、本実施の形態によれば、充電器１００は、正極側および負極側の駆動電力供
給用ライン１０１４の導通を別個に制御することにより、充電開始の合図に先立ち事前準
備の合図を電気自動車２００に送ることができる。電気自動車２００は、充電開始の合図
に先立って通知された事前準備の合図を契機として、通信用ライン１０１２および通信部
１０５を用いた通信の準備を行い、充電器１００との間の情報交換（ネゴシエーション処
理）を行うことができる。
【０１０３】
　また、本実施の形態において、電気自動車２００は、事前準備合図信号がオンになると
、通信用ライン２０１２を介して充電器１００との間の情報交換（ネゴシエーション処理
）を行い、充電条件を決定した後、スイッチ２１１をオンして事前準備確認用ライン２０
１５を接地電位に接続する。これにより、充電器１００では、フォトカプラ１１０の入力
側にオン電流が流れて、事前準備確認の合図として事前準備確認信号がオンになる。一方
、充電器１００では、事前準備確認信号がオンになると、リレー１０９を閉成する。これ
により、電気自動車２００では、充電開始の合図として充電開始合図信号がオンになり、
これを契機としてリレー２０８が閉成され、充電用ライン２０１１が車載バッテリ２０３
に接続される。
【０１０４】
　したがって、本実施の形態によれば、電気自動車２００は、充電条件を決定した後に事
前準備確認の合図を充電器１００に送り、充電器１００は、この事前準備確認の合図を受
けてから充電開始の合図を電気自動車２００に送るため、充電条件の決定前に充電開始の
合図が充電器１００から電気自動車２００に送られるのを防止することができる。このた
め、充電条件が決定するまで、電気自動車２００において、充電用ライン２０１１から車
載バッテリ２０３を切断されたままとすることができ、充電条件の決定前に車載バッテリ
２０３が誤って充電されてしまう事態が発生する可能性をなくすことができる。また、電
気自動車２００が、充電開始前に必要なセルフテスト等の処理を、充電条件の決定後、事
前準備確認の合図を充電器１００に送る前に実施し、充電器１００が、充電開始前に必要
なコネクタロックおよびセルフテスト等の処理を、事前準備確認の合図を契機として実施
するようにすれば、車載バッテリ２０３と充電器１００とが適合しない場合にまで、それ
らの処理が実施されるのを防止することができる。
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【０１０５】
　また、本実施の形態において、充電器側コネクタ１０２が車両側コネクタ２０２に正し
く接続されると、コネクタ接続確認用ライン２０１６が導通して、フォトカプラ２１２の
入力側にオン電流が流れてコネクタ接続確認信号がオンになる。電気自動車２００では、
事前準備合図信号およびコネクタ接続確認信号の双方がオンの場合、すなわち、車両側コ
ネクタ２０２上の異なる位置に配置された２つの端子が対応端子と確実に接続されている
場合にのみ、スイッチ２１１の入力側にオン電流が流れて事前準備確認用ライン２０１５
が接地電位に接続する。一方、充電器１００では、電気自動車２００における事前準備確
認用ライン２０１５の接地によって、フォトカプラ１１０の入力側にオン電流が流れて事
前準備確認信号がオンになった場合にのみ、充電制御シーケンスが続行され、その他の場
合には充電制御シーケンスが中止される。
【０１０６】
　したがって、本実施の形態によれば、充電器側コネクタ１０２が車両側コネクタ２０２
に正しく接続されている場合にのみ、充電制御シーケンスを続行させ、片あたり等により
正しく接続されていない場合には充電制御シーケンスを中止させることができる。
【０１０７】
　また、充電が正常終了した場合、充電器１００は、２つのリレー１０８、１０９のうち
、一方のリレー１０８を、他方のリレー１０９とともに開放して正極側の駆動電力供給用
ライン１０１４をＶ１ＣＣ電位から切断する。これにより、電気自動車２００では、フォ
トカプラ２０９、２１０各々の入力側へのオン電流の供給が停止し、事前準備合図信号お
よび充電開始合図信号が同時にオフになる。一方、充電が異常終了した場合、充電器１０
０は、一方のリレー１０８よりも先に他方のリレー１０９を開放して負極側の駆動電力供
給用ライン１０１４を接地電位から切断する。これにより、電気自動車２００では、フォ
トカプラ２１０の入力側へのオン電流の供給のみが停止して、事前準備合図信号はオンの
まま、充電開始合図信号のみがオフになる。
【０１０８】
　したがって、本実施の形態によれば、ノイズによる通信エラー等により、充電器１００
と電気自動車２００との間で、通信用ライン１０１２、２０１２を用いた通信が良好に行
えない場合でも、充電器１００は、充電の終了形態（正常終了、異常終了）に応じて２つ
のリレー１０８、１０９のオフタイミングを変更することによって、正極側および負極側
の駆動電力供給用ライン１０１４の導通状態の相違を利用して、充電が正常終了したか、
それとも異常終了したかを電気自動車２００に通知することができる。このため、通信エ
ラーの回復を待たずに、スムーズに充電制御シーケンスを終了させることができる。
【０１０９】
　また、本実施の形態において、接地電位ライン１０１７，２０１７は、充電器１００の
通信用ライン１０１３および電気自動車２００の通信用ライン２０１３を介した通信を行
うための閉回路を形成する重要なラインとして用いられているが、充電器１００側から電
気自動車２００の車体と充電用ライン２０１１の間の絶縁状態を監視するためにも用いら
れることから、その健全性の確認が重要となる。そこで、電気自動車２００の制御部２０
５および充電器１００の制御部１０６が、フォトカプラからの信号入力状態に基づき接地
電位ライン１０１７，２０１７の状態を監視し、接地電位ライン１０１７，２０１７の断
線時に適切に充電制御シーケンスを終了するようにしてもよい。
【０１１０】
　例えば、充電開始前に接地電位ライン１０１７，２０１７の少なくとも一方が断線して
いる場合、電気自動車２００側では、フォトカプラ２０９からの事前準備合図信号が制御
部２０５に伝わらない。このため、異常状態のまま充電作業が開始されることが防がれる
。また、操作者から充電開始指示を受け付けてからリレー１０９が閉成されるまでに接地
電位ライン１０１７，２０１７の少なくとも一方が断線した場合、電気自動車２００側で
は、フォトカプラ２０９から制御部２０５への事前準備合図信号が途絶し、充電器１００
側では、状況によっては、フォトカプラ１１０から制御部１０６への事前準備確認信号が
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途絶する。このため、電気自動車２００の制御部２０５または充電器１００の制御部１０
６は、このような状況を検知した場合に充電終了処理に移行すればよい。さらに、リレー
１０９の閉成後に接地電位ライン１０１７，２０１７の少なくとも一方が断線した場合、
電気自動車２００側では、フォトカプラ２１０から制御部２０５に充電開始合図信号が送
られる一方、フォトカプラ２０９からの事前準備合図信号が途絶する。このため、電気自
動車２００の制御部２０５は、このような状況を検知した場合に充電終了処理に移行すれ
ばよい。このとき、充電器１００側では、フォトカプラ１１０から制御部１０６への事前
準備確認信号が途絶し、通常の充電終了処理に移行することから、いずれにおいても充電
終了処理に移行する。
【０１１１】
　ところで、上記第一実施の形態では、充電器１００が、本来の出力可能電流値Ｉｍａｘ

を越えない範囲において、出力可能電力値Ｗｍａｘとバッテリ情報の充電電圧上限値Ｖｌ

ｉｍとから定まる電流値（Ｗｍａｘ／Ｖｌｉｍ）を、車載バッテリ２０３に対する充電器
１００の運用上の出力可能電流値Ｉｍａｘとして新たに設定し、電気自動車２００が、こ
の運用上の出力可能電流値Ｉｍａｘを越えない範囲で充電電流指示値を決定している。し
かし、必ずしも、このようにする必要はない。
【０１１２】
　例えば、図１の充電システムにおいて、電気自動車２００が、充電器１００に要求可能
な最大電流値（要求可能電流値Ｉ’ｍａｘ）を車載バッテリ２０３の初期電池電圧測定値
Ｖｏと充電器１００の出力可能電力値Ｗｍａｘとから算出し、この要求可能電流値Ｉ’ｍ

ａｘおよび充電器１００の本来の出力可能電流値Ｉｍａｘの双方を超えない範囲で充電電
流指示値を決定するようにしてもよい。または、図１の充電システムにおいて、充電器１
００が、本来の出力可能電流値Ｉｍａｘを越えない範囲において、出力可能電力値Ｗｍａ

ｘと車載バッテリ２０３の初期電池電圧測定値Ｖｏとから定まる電流値（Ｗｍａｘ／Ｖｏ

）を、車載バッテリ２０３に対する充電器１００の運用上の出力可能電流値Ｉｍａｘとし
て設定し、電気自動車２００が、この運用上の出力可能電流値Ｉｍａｘを越えない範囲で
充電電流指示値を決定するようにしてもよい。
【０１１３】
　以下、このようにする場合を本発明の第二実施の形態および第三実施の形態として、そ
れぞれ説明する。ここでは、第一実施の形態と同様な構成および処理には上記第一実施の
形態と同様な符号を付し、それらについての説明を省略または簡略化する。
【０１１４】
　図６（Ａ）は、図２のＳ１０２において図１の充電器１００が実行する、本発明の第二
実施の形態に係るネゴシエーション処理のフロー図であり、図６（Ｂ）は、図３のＳ２０
３において図１の電気自動車２００が実行する、本発明の第二実施の形態に係るネゴシエ
ーション処理のフロー図である。
【０１１５】
　この場合、充電器１００から送信され、電気自動車２００が受信する充電器情報には、
充電器１００の出力可能電圧値Ｖｍａｘおよび出力可能電流値Ｉｍａｘの他、さらに充電
器１００の出力可能電力値Ｗｍａｘが含まれている（Ｓ１０２２Ａ、Ｓ２０３１Ａ）。
【０１１６】
　充電器１００において、制御部１０６は、電気自動車２００との間で充電器情報および
バッテリ情報を送受信した後（Ｓ１０２１、Ｓ１０２２Ａ）、第一実施の形態と同様な出
力電圧適合確認処理により、電気自動車２００の車載バッテリ２０３と充電器１００の出
力電圧との適否を確認する（Ｓ１０２３～１０２５）。そして、電気自動車２００の車載
バッテリ２０３が充電器１００の出力電圧に適合した場合に、充電停止電圧値ＶＬＴおよ
び充電停止時間ＴＬＴを決定し（Ｓ１０２６、Ｓ１０２７）、ネゴシエーション処理を終
了する。
【０１１７】
　一方、電気自動車２００において、制御部２０５は、充電器１００との間でバッテリ情
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報および充電器情報を送受信した後（Ｓ２０３０、Ｓ２０３１Ａ）、所定の時間、フォト
カプラ２０９からの事前準備開始合図信号がオンのままであれば（Ｓ２０３２でＹＥＳ）
、充電器情報の出力可能電力値Ｗｍａｘおよび車載バッテリ２０３の初期電池電圧測定値
Ｖｏから、充電器１００に対する要求可能電流値Ｉ’ｍａｘ（＝Ｗｍａｘ／Ｖｏ）を算出
するとともに（Ｓ２０３７）、予め定められた充電パターンに基づき、車載バッテリ２０
３の状態等に応じた充電電流上限値Ｉｌｉｍを算出する（Ｓ２０３８）。さらに、制御部
２０５は、充電電流上限値Ｉｌｉｍ、要求可能電流値Ｉ’ｍａｘおよび充電器情報の出力
可能電流値Ｉｍａｘのうちの最小値ｍｉｎ（ｍｉｎ（Ｉｌｉｍ，Ｉ’ｍａｘ)，Ｉｍａｘ

）を算出し、この値を充電条件の充電電流上限値Ｉｌｉｍとして設定する（Ｓ２０３９Ａ
）。
【０１１８】
　これにより充電電流上限値Ｉｌｉｍに変更が生じた場合は（Ｓ２０４０でＹＥＳ）、新
たな充電電流上限値Ｉｌｉｍに基づき充電時間上限値Ｔｌｉｍを再計算する。充電時間上
限値Ｔｌｉｍが変わった場合、新たな充電時間上限値Ｔｌｉｍを充電器１００に再送し、
充電停止時間ＴＬＴの更新を促す（Ｓ２０４１）。
【０１１９】
　このようにして電気自動車２００側の充電条件が決定すると、制御部２０５は、ネゴシ
エーション成立としてネゴシエーション処理を終了する。
【０１２０】
　このようなネゴシエーション処理を行った場合、図３のＳ２０８において、電気自動車
２００の制御部２０５は、第一実施の形態と同様、まず、充電条件の充電電流上限値Ｉｌ

ｉｍを上限として充電電流指示値を充電器１００に送信するが、その後は、逐次、車載バ
ッテリ２０３のスペック、状態（電圧、温度、残容量等）および使用履歴と、予め定めら
れた充電パターン等とに基づき新たな充電電流上限値Ｉｌｉｍを算出するとともに、充電
器情報の出力可能電力値Ｗｍａｘと車載バッテリ２０３のカレント電池電圧測定値Ｖｃｕ

ｒｒとから要求可能電流値Ｉ’ｍａｘ（＝Ｗｍａｘ／Ｖｃｕｒｒ）を算出して、新たな充
電電流上限値Ｉｌｉｍと要求可能電流値Ｉ’ｍａｘとのうちの最小値ｍｉｎ(Ｉｌｉｍ，
Ｉ’ｍａｘ)を充電電流指示値として充電器１００に送信する。
【０１２１】
　このように、本実施形態に係るネゴシエーション処理によれば、図５（Ｄ）に示すよう
に、電気自動車２００は、充電器１００の出力可能電力値Ｗｍａｘおよび車載バッテリ２
０３の初期電池電圧測定値Ｖｏから定まる要求可能電流値（Ｗｍａｘ／Ｖｏ）と、充電器
１００の本来の出力可能電流値Ｉｍａｘとのうちの最小値（図５（Ｄ）ではＩｍａｘ）、
すなわち、図５（Ｃ）の場合における運用上の（車載バッテリ２０３の充電電圧上限値Ｖ

ｌｉｍに対する充電器１００の）出力可能電流値（Ｗｍａｘ／Ｖｌｉｍ）よりもさらに大
きな電流値を、充電電流指示値８０５の初期値として充電器１００に与えることができる
。これにより、車載バッテリ２０３の初期電池電圧測定値Ｖｏが所定値Ｖ１以上である場
合には、充電器１００の出力可能電力値Ｗｍａｘと車載バッテリ２０３の初期電池電圧測
定値Ｖｏとから定まる電流値（Ｗｍａｘ／Ｖｏ）までの範囲で充電電流指示値８０５の初
期値を定めることができ、車載バッテリ２０３の初期電池電圧測定値Ｖｏが所定値Ｖ１未
満である場合には、充電器１００の本来の出力可能電流値Ｉｍａｘまでの範囲で充電電流
指示値８０５の初期値を定めることができる。
【０１２２】
　そして、図５（Ｄ）に示すように、充電電流指示値８０５の初期値が示す電流値がＷｍ

ａｘ／Ｖｍａｘより大きい場合において、車載バッテリ２０３のカレント電池電圧測定値
Ｖｃｕｒｒが、充電電流指示値８０５の初期値が示す電流値に対して保証される電圧値（
図５（Ｄ）においてはＶ１）に達すると、その後、電気自動車２００は、充電器１００の
出力可能電力値Ｗｍａｘと車載バッテリ２０３のカレント電池電圧測定値Ｖｃｕｒｒとか
ら定まる要求可能電流値Ｉ’ｍａｘ（＝Ｗｍａｘ／Ｖｃｕｒｒ）を充電電流指示値８０５
として充電器１００に逐次与えることができるため、図５（Ｃ）の場合よりもさらに大き
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な範囲（斜線格子縞領域＋斜破線領域＋斜破線格子縞領域）の電力を充電器１００に出力
させることできる。すなわち、充電器とバッテリとが一体化されている場合にのみ実施可
能であった定電力制御方式の充電を、充電器１００と車載バッテリ２０３とが分離されて
いる場合においても実施可能とすることによって、充電器１００の性能をさらにより有効
に活用し、充電時間をさらに短縮化することができる。
【０１２３】
　図７（Ａ）は、図２のＳ１０２において図１の充電器１００が実行する、本発明の第三
実施の形態に係るネゴシエーション処理のフロー図であり、図７（Ｂ）は、図３のＳ２０
３において図１の電気自動車２００が実行する、本発明の第三実施の形態に係るネゴシエ
ーション処理のフロー図である。
【０１２４】
　この場合、電気自動車２００から送信され、充電器１００が受信するバッテリ情報には
、車載バッテリ２０３の充電時間上限値Ｔｌｉｍおよび充電電圧上限値Ｖｌｉｍの他に、
車載バッテリ２０３の初期電池電圧測定値Ｖｏが含まれている（Ｓ１０２１Ａ、Ｓ２０３
０Ａ）。
【０１２５】
　充電器１００において、制御部１０６は、電気自動車２００との間で充電器情報および
バッテリ情報を送受信した後（Ｓ１０２１Ａ、Ｓ１０２２）、第一実施の形態と同様な電
圧適合確認処理により、電気自動車２００の車載バッテリ２０３と充電器１００の出力電
圧との適否を確認する（Ｓ１０２３～Ｓ１０２５）。そして、電気自動車２００の車載バ
ッテリ２０３が充電器１００の出力電圧に適合した場合に、充電停止電圧値ＶＬＴを決定
する（Ｓ１０２６）。
【０１２６】
　このようにして充電器１００側の充電条件が決定すると、制御部１０６は、充電器１０
０の出力可能電力値Ｗｍａｘとバッテリ情報の初期電池電圧測定値Ｖｏとから定まる電流
値（Ｗｍａｘ／Ｖｏ）と、充電器１００の出力可能電流値Ｉｍａｘとのうちの最小値ｍｉ
ｎ（Ｗｍａｘ／Ｖｏ，Ｉｍａｘ）によって充電器１００の出力可能電流値Ｉｍａｘを更新
して（Ｓ１０２７Ａ）、更新後の出力可能電流値Ｉｍａｘを電気自動車２００に送信する
（Ｓ１０２８）。
【０１２７】
　最後に、制御部１０６は、充電停止時間ＴＬＴを決定し、ネゴシエーション処理を終了
する（Ｓ１０２９）。
【０１２８】
　一方、電気自動車２００において、制御部２０５は、充電器１００との間でバッテリ情
報および充電器情報を送受信した後（Ｓ２０３０Ａ、Ｓ２０３１）、第一実施の形態と同
様な処理（Ｓ２０３２～Ｓ２０３９）により、必要に応じて、充電器情報の出力可能電流
値Ｉｍａｘを、充電器１００から受信した新たな出力可能電流値Ｉｍａｘで更新し、車載
バッテリ２０３の状態等に応じた充電電流上限値Ｉｌｉｍと充電器情報の出力可能電流値
Ｉｍａｘとのうちの最小値ｍｉｎ（Ｉｌｉｍ，Ｉｍａｘ)を充電条件の充電電流上限値Ｉ

ｌｉｍとして設定する。これにより充電電流上限値Ｉｌｉｍに変更が生じた場合は（Ｓ２
０４０でＹＥＳ）、新たな充電電流上限値Ｉｌｉｍに基づき充電時間上限値Ｔｌｉｍを再
計算する。充電時間上限値Ｔｌｉｍが変わった場合、新たな充電時間上限値Ｔｌｉｍを充
電器１００に再送し、充電停止時間ＴＬＴの更新を促す（Ｓ２０４１）。
【０１２９】
　なお、ここでは、車載バッテリ２０３の充電電圧上限値Ｖｌｉｍが電気自動車２００か
ら充電器１００に送信されるが、車載バッテリ２０３の充電電圧上限値Ｖｌｉｍは充電器
１００に送信されなくてもよい。この場合、電気自動車２００の制御部２０５が、出力電
圧適合確認処理を行って、その結果を充電器１００に通知すればよい。また、車載バッテ
リ２０３と充電器１００とが適合する場合にだけ、電気自動車２００の制御部２０５は、
充電停止電圧値ＶＬＴを決定して充電器１００に通知すればよい。
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【０１３０】
　このようなネゴシエーション処理を行った場合、図３のＳ２０８において、電気自動車
２００の制御部２０５は、第一実施の形態と同様、まず、充電条件の充電電流上限値Ｉｌ

ｉｍを上限として充電電流指示値を充電器１００に送信するが、その後は、以下に示す充
電中のネゴシエーション処理により決定した充電電流指示値を充電器１００に送信する。
【０１３１】
　図８（Ａ）は、本発明の第三実施の形態に係る、車載バッテリ２０３の充電中に充電器
１００側で実行されるネゴシエーション処理のフロー図であり、図８（Ｂ）は、本発明の
第三実施の形態に係る、車載バッテリ２０３の充電中に電気自動車２００側で実行される
ネゴシエーション処理を含む充電電流指示値決定処理のフロー図である。
【０１３２】
　車載バッテリ２０３の充電中、電気自動車２００の制御部２０５は、通信部２０４およ
び通信用ライン２０１２を介して充電器１００に、車載バッテリ２０３のカレント電池電
圧測定値Ｖｃｕｒｒを送信し（Ｓ２０８０）、充電器１００の制御部１０６は、電気自動
車２００から電池電圧測定値Ｖｃｕｒｒを新たに受信すると（Ｓ１０７０）、充電器１０
０の出力可能電力値Ｗｍａｘおよびカレント電池電圧測定値Ｖｃｕｒｒから定まる電流値
（Ｗｍａｘ／Ｖｃｕｒｒ）と、充電器１００の出力可能電流値Ｉｍａｘとのうちの最小値
ｍｉｎ（Ｗｍａｘ／Ｖｃｕｒｒ，Ｉｍａｘ）によって充電器１００の出力可能電流値Ｉｍ

ａｘを更新して、この更新後の出力可能電流値Ｉｍａｘを、通信部１０５および通信用ラ
イン１０１２を介して電気自動車２００に送信する（Ｓ１０７２）。
【０１３３】
　電気自動車２００の制御部２０５は、新たな出力可能電流値Ｉｍａｘを受信すると（Ｓ
２０８１）、新たな出力可能電流値Ｉｍａｘと充電器情報の出力可能電流値Ｉｍａｘとを
比較し、両者が異なっていれば（Ｓ２０８２でＮＯ）、新たな出力可能電流値Ｉｍａｘで
充電器情報の出力可能電流値Ｉｍａｘを更新する（Ｓ２０８３）。
【０１３４】
　新たな出力可能電流値Ｉｍａｘと充電器情報の出力可能電流値Ｉｍａｘとが一致してい
た場合（Ｓ２０８２でＹＥＳ）、または、Ｓ２０８３で充電器情報の出力可能電流値Ｉｍ

ａｘを更新した場合、電気自動車２００の制御部２０５は、車載バッテリ２０３のスペッ
ク、状態（電圧、温度、残容量等）および使用履歴と、予め定められた充電パターン等と
に基づき、充電電流上限値Ｉｌｉｍを算出し（Ｓ２０８４）、この充電電流上限値Ｉｌｉ

ｍと充電器情報の出力可能電流値Ｉｍａｘとのうちの最小値ｍｉｎ（Ｉｌｉｍ，Ｉｍａｘ

）で充電条件の充電電流上限値Ｉｌｉｍを更新する（Ｓ２０８５）。そして、通信部２０
４および通信用ライン２０１２を介して充電器１００に、更新後の充電電流上限値Ｉｌｉ

ｍを新たな充電電流指示値として送信する（Ｓ２０８６）。
【０１３５】
　充電器１００の制御部１０６は、新たな充電電流指示値を受け付けると（Ｓ１０７３）
、この充電電流指示値にしたがって出力電流を制御する（Ｓ１０７４）。
【０１３６】
　充電器１００の制御部１０６および電気自動車２００の制御部２０５は、このような処
理を、充電が終了するまで繰り返し実行する。
【０１３７】
　このように、本実施の形態に係るネゴシエーション処理によれば、図５（Ｄ）に示すよ
うに、充電器１００の出力可能電力値Ｗｍａｘおよび車載バッテリ２０３の初期電池電圧
測定値Ｖｏから定まる電流値（Ｗｍａｘ／Ｖｏ）と、充電器１００の本来の出力可能電流
値Ｉｍａｘとのうちの最小値（図５（Ｄ）ではＩｍａｘ）、すなわち、図５（Ｃ）の場合
における運用上の（車載バッテリ２０３の充電電圧上限値Ｖｌｉｍに対する充電器１００
の）出力可能電流値（Ｗｍａｘ／Ｖｌｉｍ）よりもさらに大きな電流値を、充電器１００
の運用上の出力可能電流値Ｉｍａｘとして設定することができる。これにより、車載バッ
テリ２０３の初期電池電圧測定値Ｖｏが所定値Ｖ１以上である場合には、充電器１００の
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出力可能電力値Ｗｍａｘと車載バッテリ２０３の初期電池電圧測定値Ｖｏとから定まる電
流値（Ｗｍａｘ／Ｖｏ）までの出力が保証され、車載バッテリ２０３の初期電池電圧測定
値Ｖｏが所定値Ｖ１未満である場合には、充電器１００の本来の出力可能電流値Ｉｍａｘ

までの出力が保証される。このため、電気自動車２００は、図５（Ｃ）の場合における運
用上の出力可能電流値（Ｗｍａｘ／Ｖｌｉｍ）よりもさらに大きな電流値を、充電電流指
示値８０５の初期値として充電器１００に与えることができる。
【０１３８】
　そして、図５（Ｄ）に示すように、充電電流指示値８０５の初期値が示す電流値がＷｍ

ａｘ／Ｖｍａｘよりも大きい場合に、車載バッテリ２０３のカレント電池電圧測定値Ｖｃ

ｕｒｒが、充電電流指示値８０５の初期値が示す電流値に対して保証される電圧値（図５
（Ｄ）においてはＶ１）に達すると、その後、充電器１００の出力可能電力値Ｗｍａｘと
車載バッテリ２０３のカレント電池電圧測定値Ｖｃｕｒｒとから定まる電流値（Ｗｍａｘ

／Ｖｃｕｒｒ）によって運用上の出力可能電流値Ｉｍａｘが更新されるため、電気自動車
２００は、この運用上の出力可能電流値Ｉｍａｘに相当する充電電流指示値８０５を充電
器１００に与えることができ、図５（Ｃ）の場合よりもさらに大きな範囲（斜線格子縞領
域＋斜破線領域＋斜破線格子縞領域）の電力を充電器１００に出力させることできる。す
なわち、充電器とバッテリとが一体化されている場合にのみ実施可能であった定電力制御
方式の充電を、充電器１００と車載バッテリ２０３とが分離されている場合においても実
施可能とすることによって、充電器１００の性能をさらにより有効に活用し、充電時間を
さらに短縮化することができる。
【０１３９】
　なお、本発明は上記の各実施の形態に限定されるものではなく、その要旨の範囲内で数
々の変形が可能である。
【０１４０】
　例えば、上記の各実施の形態においては、充電器１００の出力可能電力値Ｗｍａｘが固
定値であるが、本発明は、充電器１００の出力可能電力値Ｗｍａｘが可変する場合にも適
用可能であり、電力設備側または電力系統と充電器１００との間の通信が確立しており、
電力設備側または電力系統から充電器１００に出力制限要請がなされる場合（スマートグ
リッド）等においても上述の効果を達成することができる。
【０１４１】
　また、上記の各実施の形態において、充電器１００は、充電を正常終了させる場合には
、２つのリレー１０８、１０９をともに開放して事前準備合図信号および充電開始合図信
号を同時にオフにし、充電器１００側の問題により充電を異常終了させる場合には、一方
のリレー１０８よりも先に他方のリレー１０９を開放して充電開始合図信号のみをオフに
する。しかし、これとは逆に、充電を正常終了させる場合には、一方のリレー１０８より
も先に他方のリレー１０９を開放して充電開始合図信号のみをオフにし、充電を異常終了
させる場合には、２つのリレー１０８、１０９をともに開放して事前準備合図信号および
充電開始合図信号を同時にオフにするようにしてもよい。この場合、電気自動車２００は
、事前準備合図信号がオンのまま充電開始合図信号のみがオフになった場合に、充電が正
常終了したものと判断し、事前準備合図信号および充電開始合図信号が同時にオフになっ
た場合に、充電器１００側の問題により充電が異常終了したものと判断することができる
。また、事前準備合図信号および充電開始合図信号を同時にオフにする場合、一方のリレ
ー１０８を、他方のリレー１０９よりも先に開放するようにしてもよい。
【０１４２】
　また、上記の各実施の形態において、電気自動車２００は、正極側の駆動電力供給用ラ
イン２０１４と接地電位との間、正極側の駆動電力供給用ライン２０１４と負極側との間
、およびＶ２ＣＣ電位とコネクタ接続確認用ライン２０１６との間の導通状態を、それぞ
れ、フォトカプラ２０９、フォトカプラ２１０、およびフォトカプラ２１２を用いて検知
している。しかし、これらのフォトカプラ２０９、２１０、２１２に代えて、充電器１０
０と電気自動車２００の通信ラインの絶縁を保ちつつラインの導通状態を検知できる他の
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【０１４３】
　また、上記の各実施の形態においては、フォトカプラ２０９、２１０、２１２としてエ
ミッタ負荷のフォトカプラを用いているが、コレクタ負荷のフォトカプラをフォトカプラ
２０９、２１０、２１２として用いてもよい。ただし、この場合、フォトカプラ２０９、
２１０、２１２からの出力信号の極性が上記実施の形態とは逆となる。
【０１４４】
　また、上記の各実施の形態では、電気自動車２００の車載バッテリ２０３を充電器１０
０により充電する充電システムを説明したが、本発明は、電気自動車２００のみならず、
搭載されたバッテリを外部電源から充電する機能を有する電動車両等の電動移動体にも広
く適用できる。
【符号の説明】
【０１４５】
　１００：充電器、１０１：充電ケーブル、１０２：充電器側コネクタ、１０３：交直変
換部、１０４：ＥＬＢ、１０５：通信部、１０６：制御部、１０７：制御系電源、１０８
：リレー、１０９：リレー、１１０：フォトカプラ、２００：電気自動車、２０２：車両
側コネクタ、２０３：車載バッテリ、２０４：通信部、２０５：制御部、２０６：制御系
電源、２０７：リレー、２０８：リレー、２０９：フォトカプラ、２１０：フォトカプラ
、２１１：スイッチ、２１２：フォトカプラ、３００：交流電源、１０１１：充電用ライ
ン、１０１２：通信用ライン、１０１３：制御用ライン、１０１４：駆動電力供給用ライ
ン、１０１５：事前準備確認用ライン、１０１６：コネクタ接続確認用ライン、１０１７
：接地電位ライン、２０１１：充電用ライン、２０１２：通信用ライン、２０１３：制御
用ライン、２０１４：駆動電力供給用ライン、２０１５：事前準備確認用ライン、２０１
６：コネクタ接続確認用ライン、２０１７：接地電位ライン

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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