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(57)【要約】
【課題】簡単な回路構成でもって、正負のコンタクター
の溶着を判定する。
【解決手段】車両用の電源装置は、走行用バッテリ１と
、走行用バッテリ１の正負の出力側に接続している第１
のコンタクター２Ａ及び第２のコンタクター２Ｂと、第
１のコンタクター２Ａと並列に接続しているプリチャー
ジ回路３と、第１のコンタクター２Ａの出力電圧を検出
する電圧検出回路４と、走行用バッテリ１の電流を検出
する電流検出回路５と、電圧検出回路４の検出電圧と電
流検出回路５の検出電流からコンタクター２の溶着を判
定する溶着判定回路６とを備える。溶着判定回路６は、
プリチャージリレー７とコンタクター２をオフに制御す
る状態における電圧検出回路４の検出電圧から第１のコ
ンタクター２Ａの溶着を判定し、プリチャージリレー７
をオン、コンタクター２をオフに制御する状態における
電流検出回路５の検出電流から第２のコンタクター２Ｂ
の溶着を検出する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両を走行させるモータ(23)に電力を供給する走行用バッテリ(1)と、この走行用バッ
テリ(1)の正負の出力側に接続している第１のコンタクター(2A)及び第２のコンタクター(
2B)と、第１のコンタクター(2A)と並列に接続しているプリチャージリレー(7)とプリチャ
ージ抵抗(8)の直列回路からなるプリチャージ回路(3)と、第１のコンタクター(2A)の出力
電圧を検出する電圧検出回路(4)と、走行用バッテリ(1)の電流を検出する電流検出回路(5
)と、前記プリチャージリレー(7)と前記コンタクター(2)をオンオフに制御して、電圧検
出回路(4)の検出電圧と電流検出回路(5)の検出電流からコンタクター(2)の溶着を判定す
る溶着判定回路(6)とを備えており、
　溶着判定回路(6)は、プリチャージリレー(7)とコンタクター(2)をオフに制御する状態
における電圧検出回路(4)の検出電圧から第１のコンタクター(2A)の溶着を判定し、プリ
チャージリレー(7)をオン、コンタクター(2)をオフに制御する状態における電流検出回路
(5)の検出電流から第２のコンタクター(2B)の溶着を検出するようにしてなる車両用の電
源装置。
【請求項２】
　前記溶着判定回路(6)が、第１のコンタクター(2A)の溶着を判定する設定電圧を記憶し
ており、検出電圧が設定電圧よりも高い状態で第１のコンタクター(2A)を溶着と判定する
請求項１に記載される車両用の電源装置。
【請求項３】
　前記溶着判定回路(6)が、第２のコンタクター(2B)の溶着を判定する設定電流を記憶し
ており、検出電流が設定電流よりも大きい状態で第２のコンタクター(2B)を溶着と判定す
る請求項１又は２に記載される車両用の電源装置。
【請求項４】
　前記溶着判定回路(6)が、車両側のイグニッションスイッチ(26)のオフ信号を検出して
カウントを開始し、かつカウントを開始して設定時間経過するとタイムアップ信号を出力
するタイマー(11)を備え、このタイマー(11)のタイムアップ信号を検出する状態で、電圧
検出回路(4)の検出電圧と、電流検出回路(5)の検出電流からコンタクター(2)の溶着を判
定する請求項１に記載される車両用の電源装置。
【請求項５】
　車両を走行させるモータ(23)に電力を供給する走行用バッテリ(1)と、この走行用バッ
テリ(1)の正負の出力側に接続している第１のコンタクター(2A)及び第２のコンタクター(
2B)と、第１のコンタクター(2A)と並列に接続しているプリチャージリレー(7)とプリチャ
ージ抵抗(8)の直列回路からなるプリチャージ回路(3)と、第１のコンタクター(2A)の出力
電圧を検出する電圧検出回路(4)と、走行用バッテリ(1)の電流を検出する電流検出回路(5
)と、前記プリチャージリレー(7)と前記コンタクター(2)をオンオフに制御して、電圧検
出回路(4)の検出電圧と電流検出回路(5)の検出電流からコンタクター(2)の溶着を判定す
る溶着判定回路(6)とを備えてなる車両用の電源装置のコンタクター溶着検出方法であっ
て、
　溶着判定回路(6)が、プリチャージリレー(7)とコンタクター(2)をオフに制御して、電
圧検出回路(4)でもって出力電圧を検出し、検出された出力電圧から第１のコンタクター(
2A)の溶着を判定し、その後、プリチャージリレー(7)をオン、コンタクター(2)をオフに
制御して、電流検出回路(5)の検出電流から第２のコンタクター(2B)の溶着を検出する車
両用の電源装置のコンタクター溶着検出方法。　
【請求項６】
　前記溶着判定回路(6)が、第１のコンタクター(2A)の溶着を判定する設定電圧を記憶し
ており、検出電圧を設定電圧に比較して、設定電圧よりも高いと第１のコンタクター(2A)
を溶着と判定する請求項５に記載される車両用の電源装置のコンタクター溶着検出方法。
【請求項７】
　前記溶着判定回路(6)が、第２のコンタクター(2B)の溶着を判定する設定電流を記憶し
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ており、検出電流を設定電流に比較して、設定電流よりも大きいと第２のコンタクター(2
B)を溶着と判定する請求項５又は６に記載される車両用の電源装置のコンタクター溶着検
出方法。
【請求項８】
　前記溶着判定回路(6)が、車両側のイグニッションスイッチ(26)のオフ信号を検出して
カウントを開始し、かつカウントを開始して設定時間経過するとタイムアップ信号を出力
するタイマー(11)を備え、このタイマー(11)がタイムアップ信号を出力した後、電圧検出
回路(4)の検出電圧と、電流検出回路(5)の検出電流からコンタクター(2)の溶着を判定す
る請求項５に記載される車両用の電源装置のコンタクター溶着検出方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両を走行させるモータに電力を供給する走行用バッテリの出力側に接続し
ているコンタクターの溶着を検出する回路を備える車両用の電源装置とコンタクターの溶
着検出方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両用の電源装置は、出力電圧の高い走行用バッテリを備えている。この電源装置は、
出力側にコンタクターを接続している。コンタクターは、イグニッションスイッチをオフ
にして車両を停止させるときに、あるいは異常時に、オフに切り換えられて電流を遮断す
る。異常時には、コンタクターが電流を確実に遮断することがとくに大切である。車両が
クラッシュしたときやメンテナンスをするときに十分な安全性を確保するためである。と
ころが、コンタクターは、走行用バッテリの出力電流が流れるので、極めて大きい電流が
流れる。また、走行用バッテリの出力側の車両負荷には、大容量のコンデンサーを並列に
接続しているので、このコンデンサーを正常に充電できないときには、コンタクターに極
めて大きな電流が流れる。コンタクターに流れる大電流は、コンタクターの接点を溶着さ
せる原因となる。コンタクターの接点が溶着すると、出力を遮断できなくなるので、万一
、コンタクターの接点が溶着するとこのことを確実に検出することが大切である。
【０００３】
　このことを実現するために、コンタクターの溶着を検出する車両用の電源装置が開発さ
れている（特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００６－２５５０１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　この公報の電源装置は、コンタクターをオフに制御する状態で、電池側の電圧と、出力
側の電圧を検出して溶着を判定する。コンタクターが正常にオフ状態にあると、コンタク
ターの出力側の電圧は低下する。したがって、電池側の電圧に比較して出力側の電圧が低
いと、コンタクターが溶着していないと判定できる。この電源装置は、走行用バッテリの
正負に接続しているコンタクターの溶着を検出するために、各々のコンタクターの電池側
と出力側の電圧を検出する必要がある。したがって、コンタクターの出力側の電圧を検出
する電圧検出回路と、コンタクターの電池側の電圧を検出する電圧検出回路からなる２組
の電圧検出回路を必要とし、回路構成が複雑になる。また、出力側と電池側の電圧差から
コンタクターの溶着を検出するので、各々のコンタクターの溶着判定に２回の電圧測定を
必要とし、コンタクターの溶着検出に時間がかかる欠点がある。
【０００５】
　本発明は、さらにこの欠点を解決することを目的に開発されたものである。本発明の重
要な目的は、簡単な回路構成でもって正負のコンタクターの溶着を判定できる車両用の電
源装置とこの電源装置のコンタクター溶着検出方法を提供することにある。
　また、本発明の他の大切な目的は、正負のコンタクターの溶着を速やかに検出できる車
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両用の電源装置とコンタクター溶着検出方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の請求項１の車両用の電源装置は、車両を走行させるモータ２３に電力を供給す
る走行用バッテリ１と、この走行用バッテリ１の正負の出力側に接続している第１のコン
タクター２Ａ及び第２のコンタクター２Ｂと、第１のコンタクター２Ａと並列に接続して
いるプリチャージリレー７とプリチャージ抵抗８の直列回路からなるプリチャージ回路３
と、第１のコンタクター２Ａの出力電圧を検出する電圧検出回路４と、走行用バッテリ１
の電流を検出する電流検出回路５と、プリチャージリレー７とコンタクター２をオンオフ
に制御して、電圧検出回路４の検出電圧と電流検出回路５の検出電流からコンタクター２
の溶着を判定する溶着判定回路６とを備える。溶着判定回路６は、プリチャージリレー７
とコンタクター２をオフに制御する状態における電圧検出回路４の検出電圧から第１のコ
ンタクター２Ａの溶着を判定し、プリチャージリレー７をオン、コンタクター２をオフに
制御する状態における電流検出回路５の検出電流から第２のコンタクター２Ｂの溶着を検
出する。
【０００７】
　本発明の請求項２の車両用の電源装置は、溶着判定回路６が、第１のコンタクター２Ａ
の溶着を判定する設定電圧を記憶しており、検出電圧が設定電圧よりも高い状態で第１の
コンタクター２Ａを溶着と判定する。
【０００８】
　本発明の請求項３の車両用の電源装置は、溶着判定回路６が、第２のコンタクター２Ｂ
の溶着を判定する設定電流を記憶しており、検出電流が設定電流よりも大きい状態で第２
のコンタクター２Ｂを溶着と判定する。
【０００９】
　本発明の請求項４の車両用の電源装置は、溶着判定回路６が、車両側のイグニッション
スイッチ２６のオフ信号を検出してカウントを開始し、かつカウントを開始して設定時間
経過するとタイムアップ信号を出力するタイマー１１を備え、このタイマー１１のタイム
アップ信号を検出する状態で、電圧検出回路４の検出電圧と、電流検出回路５の検出電流
からコンタクター２の溶着を判定する。
【００１０】
　本発明の請求項５の車両用の電源装置のコンタクター溶着検出方法は、車両を走行させ
るモータ２３に電力を供給する走行用バッテリ１と、この走行用バッテリ１の正負の出力
側に接続している第１のコンタクター２Ａ及び第２のコンタクター２Ｂと、第１のコンタ
クター２Ａと並列に接続しているプリチャージリレー７とプリチャージ抵抗８の直列回路
からなるプリチャージ回路３と、第１のコンタクター２Ａの出力電圧を検出する電圧検出
回路４と、走行用バッテリ１の電流を検出する電流検出回路５と、プリチャージリレー７
とコンタクター２をオンオフに制御して、電圧検出回路４の検出電圧と電流検出回路５の
検出電流からコンタクター２の溶着を判定する溶着判定回路６とを備えてなる車両用の電
源装置のコンタクター２の溶着を検出する。溶着判定回路６は、プリチャージリレー７と
コンタクター２をオフに制御して、電圧検出回路４でもって出力電圧を検出し、検出され
た出力電圧から第１のコンタクター２Ａの溶着を判定する。その後、溶着判定回路６は、
プリチャージリレー７をオン、コンタクター２をオフに制御して、電流検出回路５の検出
電流から第２のコンタクター２Ｂの溶着を検出する。
【００１１】
　本発明の請求項６のコンタクター溶着検出方法は、溶着判定回路６が、第１のコンタク
ター２Ａの溶着を判定する設定電圧を記憶しており、検出電圧を設定電圧に比較して、検
出電圧が設定電圧よりも高いと第１のコンタクター２Ａを溶着と判定する。
【００１２】
　本発明の請求項７のコンタクター溶着検出方法は、溶着判定回路６が、第２のコンタク
ター２Ｂの溶着を判定する設定電流を記憶しており、検出電流を設定電流に比較して、検
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出電流が設定電流よりも大きいと第２のコンタクター２Ｂを溶着と判定する。
【００１３】
　本発明の請求項８のコンタクター溶着検出方法は、溶着判定回路６が、車両側のイグニ
ッションスイッチ２６のオフ信号を検出してカウントを開始し、かつカウントを開始して
設定時間経過するとタイムアップ信号を出力するタイマー１１を備え、このタイマー１１
がタイムアップ信号を出力した後、電圧検出回路４の検出電圧と、電流検出回路５の検出
電流からコンタクター２の溶着を判定する。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明は、簡単な回路構成でもって正負のコンタクターの溶着を判定できる特徴がある
。それは、本発明が、第１のコンタクターの出力電圧を検出して第１のコンタクターの溶
着を判定し、また、走行用バッテリの電流を検出して第２のコンタクターの溶着を検出す
るからである。車両用の電源装置は、走行用バッテリに流れる電流を検出する電流検出回
路を備えている。この電流検出回路を利用して、第２のコンタクターの溶着を検出する。
また、車両用の電源装置は、車両側の負荷に接続されるコンデンサーを充電するためのプ
リチャージ回路を備えている。このプリチャージ回路のプリチャージリレーを利用して、
第２のコンタクターの溶着を検出する。このように、本発明は、車両用の電源装置にすで
に装備される電流検出回路とプリチャージ回路を利用して、第２のコンタクターの溶着を
検出し、また第１のコンタクターの出力電圧から第１のコンタクターの溶着を検出するの
で、簡単な回路構成で両方のコンタクターの溶着を検出できる。
【００１５】
　また、本発明は、第１のコンタクターの出力電圧からこのコンタクターの溶着を検出し
、プリチャージリレーをオンに制御して、走行用バッテリの電流を検出して第２のコンタ
クターの溶着を検出するので、正負のコンタクターの溶着を速やかに検出できる。従来の
ように、コンタクターの電池側と出力側の両方の電圧を検出してコンタクターの溶着を検
出するのではなく、出力電圧のみで第１のコンタクターの溶着を、走行用バッテリの電流
のみで第２のコンタクターの溶着を検出するからである。
【００１６】
　さらに、本発明の請求項２の車両用の電源装置と請求項６のコンタクター溶着検出方法
は、溶着判定回路に、第１のコンタクターの溶着を判定する設定電圧を記憶して、電圧検
出回路が検出する検出電圧が設定電圧よりも高い状態で第１のコンタクターを溶着と判定
する。この回路構成や方法は、第１のコンタクターの出力電圧を設定電圧に比較して溶着
を検出するので、第１のコンタクターの溶着を確実に検出できる。
【００１７】
　また、本発明の請求項３の車両用の電源装置と請求項７のコンタクター溶着検出方法は
、溶着判定回路に、第２のコンタクターの溶着を判定する設定電流を記憶して、電流検出
回路が検出する検出電流が設定電流よりも大きいと、第２のコンタクターを溶着と判定す
る。この回路構成や方法も、第２のコンタクターの溶着を確実に検出できる。
【００１８】
　さらにまた、本発明の請求項４の車両用の電源装置と請求項８のコンタクター溶着検出
方法は、溶着判定回路に、車両側のイグニッションスイッチのオフ信号を検出してカウン
トを開始し、かつカウントを開始して設定時間経過するとタイムアップ信号を出力するタ
イマーを設け、このタイマーのタイムアップ信号を検出する状態で、電圧検出回路の検出
電圧と、電流検出回路の検出電流からコンタクターの溶着を判定する。この回路構成や方
法は、コンデンサーの充電電圧による検出誤差を解消して、コンタクターの溶着を正確に
検出できる。それは、車両側の負荷に接続しているコンデンサーを放電した後に、コンタ
クターの溶着を判定するからである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明する。ただし、以下に示す実施例は、本発
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明の技術思想を具体化するための車両用の電源装置とこの電源装置のコンタクター溶着検
出方法を例示するものであって、本発明は電源装置とコンタクター溶着検出方法を以下の
ものに特定しない。
【００２０】
　さらに、この明細書は、特許請求の範囲を理解しやすいように、実施例に示される部材
に対応する番号を、「特許請求の範囲」および「課題を解決するための手段の欄」に示さ
れる部材に付記している。ただ、特許請求の範囲に示される部材を、実施例の部材に特定
するものでは決してない。
【００２１】
　図１に示す車両用の電源装置は、車両に搭載されて車両を走行させるモータ２３に電力
を供給する走行用バッテリ１と、この走行用バッテリ１の正負の出力側に接続している第
１のコンタクター２Ａ及び第２のコンタクター２Ｂと、第１のコンタクター２Ａと並列に
接続しているプリチャージ回路３と、第１のコンタクター２Ａの出力電圧を検出する電圧
検出回路４と、走行用バッテリ１の電流を検出する電流検出回路５と、プリチャージ回路
３のプリチャージリレー７とコンタクター２をオンオフに制御して、電圧検出回路４の検
出電圧と電流検出回路５の検出電流からコンタクター２の溶着を判定する溶着判定回路６
とを備えている。
【００２２】
　電源装置から電力が供給される車両側の負荷２０は、コンタクター２を介して走行用バ
ッテリ１が接続されるインバータ２１と、このインバータ２１と並列に接続しているコン
デンサー２２と、インバータ２１を制御して、これに接続しているモータ２３と発電機２
４をコントロールする車両側制御回路２５とを備えている。コンデンサー２２は、たとえ
ば静電容量を１０００μＦないし５０００μＦとする大容量のコンデンサーで、走行用バ
ッテリ１と並列に接続されて、走行用バッテリ１の出力電圧の変動を少なくする。車両側
制御回路２５はイグニッションスイッチ２６を備えている。イグニッションスイッチ２６
は、車両を走行させるときに、ドライバーがオンに切り換えるスイッチである。すなわち
、ドライバーは、車両を走行さるときにイグニッションスイッチ２６をオンに切り換えて
、車両を停止するときにイグニッションスイッチ２６をオフに切り換える。イグニッショ
ンスイッチ２６がオンに切り換えられると、車両側制御回路２５はインバータ２１を制御
して、モータ２３や発電機２４をコントロールして、車両を走行させる。
【００２３】
　走行用バッテリ１は、複数の電池１０を直列に接続して出力電圧を高くしている。走行
用バッテリ１は、直列に接続する電池１０の個数で出力電圧をコントロールできる。走行
用バッテリ１の電池１０は、リチウムイオン二次電池やニッケル水素電池などの充電でき
る電池である。たとえば、２５０個のニッケル水素電池を直列に接続する走行用バッテリ
１は、出力電圧が３００Ｖとなる。リチウムイオン二次電池は、出力電圧が高いので、直
列に接続する個数を少なくしても、出力電圧を高くできる。走行用バッテリ１の出力電圧
は、たとえば１００Ｖないし３００Ｖである。電圧の上昇回路を備えるインバータ２１を
介してモータ２３を駆動する車両側の負荷２０に接続される走行用バッテリ１は、出力電
圧を低くできる。したがって、本発明は、走行用バッテリの出力電圧を前述の範囲に特定
しない。
【００２４】
　コンタクター２は、走行用バッテリ１のプラス側とマイナス側に出力に接続される。コ
ンタクター２は、オフに制御されて出力電圧を０Ｖとする。コンタクター２をオンに制御
して、走行用バッテリ１から車両側の負荷２０に電力が供給される。したがって、コンタ
クター２は、制御回路（図示せず）にオンオフに制御されて、イグニッションスイッチ２
６がオンに切り換えられる状態で、オン状態に制御されて、走行用バッテリ１から車両側
の負荷２０に電力を供給する。制御回路は、イグニッションスイッチ２６をオフに切り換
える状態で、コンタクター２をオフ状態に制御する。また、インターロックスイッチ９が
オフに切り換えられる状態で、あるいはまた、電源装置のメンテナンス状態において、コ
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ンタクター２をオフに切り換えて出力を遮断する。
【００２５】
　コンタクター２は、コイルの通電状態と非通電状態で接点をオンオフに切り換えるリレ
ーである。コンタクター２は、コイルに通電されて接点をオン、コイルに通電しない状態
で接点をオフに切り換える。ただ、接点が溶着すると、制御回路がコイルの通電を停止す
る状態で、接点をオフに切り換えできなくなる。制御回路がコンタクター２をオフに制御
する状態で、接点が溶着してオン状態に保持されると、制御回路でコンタクター２を制御
できなくなる。
【００２６】
　コンタクター２は、走行用バッテリ１の正負の出力側に接続される第１のコンタクター
２Ａと第２のコンタクター２Ｂからなる。図において、走行用バッテリ１のプラス側に接
続されるコンタクターを第１のコンタクター２Ａとして、この第１のコンタクター２Ａに
プリチャージ回路３を接続している。また、マイナス側に接続されるコンタクターを第２
のコンタクター２Ｂとして、この第２のコンタクター２Ｂにはプリチャージ回路を接続し
ていない。ただし、本発明の電源装置は、マイナス側に接続されるコンタクターを第１の
コンタクターとしてこれにプリチャージ回路を接続し、また、プラス側に接続されるコン
タクターを第２のコンタクターとして、これにはプリチャージ回路を接続しない回路構成
とすることもできる。
【００２７】
　コンタクター２は、プリチャージ回路３でコンデンサー２２を充電した後、両方のコン
タクター２をオンに切り換えて、走行用バッテリ１を車両側の負荷２０に接続する。プリ
チャージ回路３は、車両側の負荷２０に接続しているコンデンサー２２をプリチャージす
る回路で、プリチャージリレー７とプリチャージ抵抗８の直列回路である。図１の電源装
置は、第１のコンタクター２Ａをオフに保持し、プリチャージリレー７と第２のコンタク
ター２Ｂをオンに切り換えてコンデンサー２２をプリチャージする。コンデンサー２２が
プリチャージされた後、第１のコンタクター２Ａをオンに切り換えて、走行用バッテリ１
を、車両側の負荷２０に接続する。
【００２８】
　プリチャージリレー７は、コンデンサー２２をプリチャージするときにオン、プリチャ
ージが終了してオフに切り換えられる。プリチャージ抵抗８は、コンデンサー２２をプリ
チャージする電流を制限する。したがって、プリチャージ抵抗８は、コンデンサー２２を
速やかにプリチャージしながら、プリチャージリレー７の接点を溶着させない電気抵抗に
設定される。
【００２９】
　電圧検出回路４は、第１のコンタクター２Ａの出力側の電圧、すなわち出力電圧を検出
する。図１の電源装置は、走行用バッテリ１のマイナス側に対する第１のコンタクター２
Ａの出力電圧を検出している。ただし、電圧検出回路４は、図の鎖線で示すように、走行
用バッテリ１の中間点１２に対する第１のコンタクター２Ａの出力電圧を検出することも
できる。車両用の電源装置は、電池１０の電圧を検出する電圧検出回路を備えるので、こ
の電圧検出回路でもって、第１のコンタクター２Ａの出力電圧を検出することもできる。
【００３０】
　電流検出回路５は、走行用バッテリ１に流れる電流を検出する。車両用の電源装置は、
この電流検出回路５を装備している。走行用バッテリ１の充放電の電流を検出して残容量
を演算し、また走行用バッテリ１の充放電の電流をコントロールするためである。本発明
の電源装置は、すでに装備している電流検出回路を利用して、コンタクター２の溶着を検
出するときに走行用バッテリ１の電流を検出する。
【００３１】
　溶着判定回路６は、第１のコンタクター２Ａと第２のコンタクター２Ｂの溶着を検出す
る。この溶着判定回路６は、プリチャージリレー７とコンタクター２を制御して、第１の
コンタクター２Ａと第２のコンタクター２Ｂの溶着を検出する。溶着判定回路６は、プリ
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チャージリレー７とコンタクター２をオフに制御する状態で、電圧検出回路４で検出する
第１のコンタクター２Ａの出力電圧から第１のコンタクター２Ａの溶着を検出する。第１
のコンタクター２Ａが溶着されない状態で、プリチャージリレー７とコンタクター２をオ
フに制御すると、第１のコンタクター２Ａの出力側に走行用バッテリ１の電圧が出力され
ない。したがって、この状態で第１のコンタクター２Ａの出力電圧が設定電圧よりも低い
と、第１のコンタクター２Ａは溶着していないと判定できる。ところが、第１のコンタク
ター２Ａが溶着していると、プリチャージリレー７とコンタクター２をオフに制御する状
態にあっても、第１のコンタクター２Ａが走行用バッテリ１を出力側に出力する。したが
って、この状態で、第１のコンタクター２Ａの出力電圧が設定電圧よりも高いと、第１の
コンタクター２Ａが溶着していると判定できる。溶着判定回路６は、第１のコンタクター
２Ａの溶着を判定する設定電圧を記憶している。
【００３２】
　さらに、溶着判定回路６は、コンタクター２をオフに保持する状態で、プリチャージリ
レー７をオンに制御して、電流検出回路５で検出する検出電流で第２のコンタクター２Ｂ
の溶着を検出する。この状態で、第２のコンタクター２Ｂが溶着していないと、走行用バ
ッテリ１には電流が流れない。ところが、第２のコンタクター２Ｂが溶着していると、プ
リチャージリレー７と第２のコンタクター２Ｂを介して車両側の負荷２０を介して電流が
流れる。したがって、この状態で電流検出回路５で検出する電流が設定電流よりも大きい
と、溶着判定回路６は第２のコンタクター２Ｂが溶着していると判定し、また、検出電流
が設定電流よりも小さいと、第２のコンタクター２Ｂは溶着していないと判定する。
【００３３】
　設定電流は、第２のコンタクター２Ｂがオフ状態にあって、流れる電流よりも小さく、
かつ電流検出回路５が検出する誤差電流よりも小さく設定される。
【００３４】
　図の溶着判定回路６は、コンデンサー２２に蓄えられる電荷による誤判定を防止するた
めにタイマー１１を備える。タイマー１１は、車両側のイグニッションスイッチ２６がオ
フに切り換えられた後、コンタクター２とプリチャージリレー７がオフに切り換えられる
とカウントを開始し、設定時間経過するとタイムアップ信号を出力する。タイマー１１の
設定時間は、コンタクター２とプリチャージリレー７をオフに切り換えて、コンデンサー
２２が十分に放電される時間に設定している。この溶着判定回路６は、タイマー１１のタ
イムアップ信号を検出した後、すなわち、コンタクター２とプリチャージリレー７をオフ
にしてコンデンサー２２を放電した後、コンタクター２の溶着を判定するので、コンデン
サー２２に蓄えられる電荷による誤検出を防止して、コンタクター２の溶着を判定できる
。
【００３５】
　さらに、溶着判定回路６は、車両側のイグニッションスイッチ２６がオンに切り換えら
れた後に、溶着判定を行うこともできる。この場合、前回イグニッションスイッチ２６が
オフに切り換えられた後に、設定時間が経過してコンデンサー２２が放電されたかどうか
を検出する。イグニッションスイッチ２６がオフに切り換えられた後、設定時間が経過す
る前に、イグニッションスイッチ２６がオンに切り換えられると、コンデンサー２２が十
分に放電されていない場合があるからである。ここで、コンデンサー２２が放電されたか
どうかの判定は、前回イグニッションスイッチ２６がオフに切り換えられた後に、タイマ
ー１１のタイムアップ信号を検出したかどうかで判定できる。すなわち、前回のタイムア
ップ信号が検出されると、溶着判定回路６は、コンデンサー２２は放電されていると判定
してコンタクター２の溶着を判定する。前回のタイムアップ信号が検出されない場合は、
タイマー１１のカウントを開始し、設定時間を経過させて、タイマー１１のタイムアップ
信号を検出した後、すなわち、コンデンサー２２を放電した後、コンタクター２の溶着を
判定する。
【００３６】
　以上の電源装置は、図２と図３に示す以下のフローチャートで第１のコンタクター２Ａ
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と第２のコンタクター２Ｂの溶着を判定する。図２は、イグニションスイッチ６をオフに
切り換えた後の溶着判定フローチャートであり、図３は、イグニションスイッチ６をオン
に切り換えた後の溶着判定フローチャートである。
【００３７】
　図２のフローチャートに基づき、イグニションスイッチ６をオフに切り換えた後の溶着
判定方法を説明する。
［ｎ＝１のステップ］
　車両側のイグニッションスイッチ２６がオフに切り換えられる。
［ｎ＝２のステップ］
　溶着判定回路６は、コンタクター２とプリチャージリレー７をオフに制御する。
［ｎ＝３のステップ］
　コンタクター２とプリチャージリレー７をオフに制御した後、設定時間を経過させる。
溶着判定回路６は、タイマー１１のカウントを開始して、タイマー１１がタイムアップす
るまで時間を経過させる。タイマーのタイムアップ信号を検出すると次のステップに進む
。
［ｎ＝４のステップ］
　プリチャージリレー７とコンタクター２をオフに制御する状態で、第１のコンタクター
２Ａの出力電圧を電圧検出回路４で検出する。
［ｎ＝５～７のステップ］
　溶着判定回路６は、電圧検出回路４の検出電圧が設定電圧よりも高いかどうかを判別す
る。溶着判定回路６は、電圧検出回路４の検出電圧が設定電圧よりも高いと、第１のコン
タクター２Ａが溶着していると判定し、検出電圧が設定電圧よりも低いと、第１のコンタ
クター２Ａは溶着していないと判定して次のステップに進む。
［ｎ＝８のステップ］
　溶着判定回路６は、コンタクター２をオフに制御する状態で、プリチャージリレー７を
オンに制御する。
［ｎ＝９のステップ］
　プリチャージリレー７をオン、コンタクター２をオフに制御する状態で、走行用バッテ
リ１に流れる電流を電流検出回路５で検出する。
［ｎ＝１０～１２のステップ］
　溶着判定回路６は、電流検出回路５の検出電流が設定電流よりも大きいかどうかを判別
する。溶着判定回路６は、電流検出回路５の検出電流が設定電流よりも大きいと、第２の
コンタクター２Ｂが溶着していると判定し、検出電流が設定電流よりも小さいと、第２の
コンタクター２Ｂは溶着していないと判定する。
【００３８】
　図３のフローチャートに基づき、イグニションスイッチ６をオンに切り換えた後の溶着
判定方法を説明する。
［ｎ＝１のステップ］
　車両側のイグニッションスイッチ２６がオンに切り換えられる。
［ｎ＝２のステップ］
　溶着判定回路６は、コンタクター２とプリチャージリレー７をオフに制御する。
［ｎ＝３のステップ］
　前回イグニッションスイッチ２６がオフに切り換えられた後に、タイマー１１のタイム
アップ信号を検出したかどうかを判定する。前回のタイムアップ信号が検出されると、溶
着判定回路６は、コンデンサー２２が放電されていると判定して、ｎ＝５のステップに進
む。前回のタイムアップ信号が検出されないと、ｎ＝４のステップに進んで設定時間を経
過させる。
［ｎ＝４のステップ］
　溶着判定回路６は、タイマー１１のカウントを開始して、タイマー１１がタイムアップ
するまで時間を経過させる。タイマーのタイムアップ信号を検出すると、ｎ＝５のステッ
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プに進む。
［ｎ＝５のステップ］
　プリチャージリレー７とコンタクター２をオフに制御する状態で、第１のコンタクター
２Ａの出力電圧を電圧検出回路４で検出する。
［ｎ＝６～８のステップ］
　溶着判定回路６は、電圧検出回路４の検出電圧が設定電圧よりも高いかどうかを判別す
る。溶着判定回路６は、電圧検出回路４の検出電圧が設定電圧よりも高いと、第１のコン
タクター２Ａが溶着していると判定し、検出電圧が設定電圧よりも低いと、第１のコンタ
クター２Ａは溶着していないと判定して次のステップに進む。
［ｎ＝９のステップ］
　溶着判定回路６は、コンタクター２をオフに制御する状態で、プリチャージリレー７を
オンに制御する。
［ｎ＝１０のステップ］
　プリチャージリレー７をオン、コンタクター２をオフに制御する状態で、走行用バッテ
リ１に流れる電流を電流検出回路５で検出する。
［ｎ＝１１～１３のステップ］
　溶着判定回路６は、電流検出回路５の検出電流が設定電流よりも大きいかどうかを判別
する。溶着判定回路６は、電流検出回路５の検出電流が設定電流よりも大きいと、第２の
コンタクター２Ｂが溶着していると判定し、検出電流が設定電流よりも小さいと、第２の
コンタクター２Ｂは溶着していないと判定する。
［ｎ＝１４、１５のステップ］
　溶着判定回路６は、コンタクター２の溶着が検出されたかどうかを判定する。コンタク
ター２の溶着が検出されないと、コンタクター２が正常であると判定して、ｎ＝１５のス
テップに進み、プリチャージ動作を実行する。コンタクター２の溶着が検出されると、コ
ンタクター２が異常であると判定して、プリチャージ動作を実行することなく終了する。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明の一実施例にかかる車両用の電源装置の概略構成図である。
【図２】図１に示す車両用の電源装置がイグニションスイッチをオフに切り換えた後にコ
ンタクターの溶着を判定するフローチャートである。
【図３】図１に示す車両用の電源装置がイグニションスイッチをオンに切り換えた後にコ
ンタクターの溶着を判定するフローチャートである。
【符号の説明】
【００４０】
　　１…走行用バッテリ
　　２…コンタクター　　　　　　２Ａ…第１のコンタクター
　　　　　　　　　　　　　　　　２Ｂ…第２のコンタクター
　　３…プリチャージ回路
　　４…電圧検出回路
　　５…電流検出回路
　　６…溶着判定回路
　　７…プリチャージリレー
　　８…プリチャージ抵抗
　　９…インターロックスイッチ
　１０…電池
　１１…タイマー
　１２…中間点
　２０…車両側の負荷
　２１…インバータ
　２２…コンデンサー
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　２３…モータ
　２４…発電機
　２５…車両側制御回路
　２６…イグニッションスイッチ

【図１】 【図２】
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【図３】
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