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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】出力側に接続される負荷のインピーダンスをよ
り正確に反映して、フィードバック制御に用いるゲイン
を設定し得る車載用電源装置を提供する。
【解決手段】車載用電源装置１において、ゲイン変更部
１５ｂは、目標値設定部１９が第１目標値に設定してい
るときの電圧検出部１２の検出値である第１電圧値及び
電流検出部１１の検出値である第１電流値と、目標値設
定部１９が第２目標値に設定しているときの電圧検出部
１２の検出値である第２電圧値及び電流検出部１１の検
出値である第２電流値と、に基づき、演算部１５で用い
るゲインを設定変更する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１導電路に印加された電圧を昇圧又は降圧して第２導電路に印加する電圧変換部と、
　前記第２導電路の電圧を検出する電圧検出部と、
　前記第２導電路の電流を検出する電流検出部と、
　前記電圧変換部から前記第２導電路に出力する出力電流の目標値を、少なくとも第１目
標値又は第２目標値に切り替えて設定する目標値設定部と、
　前記電流検出部が検出した電流値と前記目標値設定部によって設定された目標値との偏
差及び設定されたゲインに基づいて前記出力電流を目標値に近づけるための操作量を算出
する処理を、繰り返し行う演算部と、
　前記演算部が前記操作量を算出したときに前記操作量に応じた制御信号を前記電圧変換
部に出力する制御部と、
　前記目標値設定部が前記第１目標値に設定しているときの前記電圧検出部の検出値であ
る第１電圧値と、前記目標値設定部が前記第２目標値に設定しているときの前記電圧検出
部の検出値である第２電圧値と、前記第１目標値又は前記目標値設定部が前記第１目標値
に設定しているときの前記電流検出部の検出値のいずれかである第１電流値と、前記第２
目標値又は前記目標値設定部が前記第２目標値に設定しているときの前記電流検出部の検
出値のいずれかである第２電流値とに基づき、前記演算部で用いる前記ゲインを設定変更
するゲイン変更部と、
を備えることを特徴とする車載用電源装置。
【請求項２】
　前記第１電流値は、前記目標値設定部が前記第１目標値に設定しているときの前記電流
検出部の検出値であり、
　前記第２電流値は、前記目標値設定部が前記第２目標値に設定しているときの前記電流
検出部の検出値である請求項１に記載の車載用電源装置。
【請求項３】
　前記目標値設定部は、前記出力電流の目標値を前記第１目標値に設定している場合にお
いて所定の検査期間が到来したときに前記出力電流の目標値を前記第２目標値に切り替え
、前記検査期間の到来後に前記第１目標値に切り替えるように動作し、
　前記ゲイン変更部は、前記検査期間前に前記目標値設定部によって前記第１目標値に設
定されたときの前記電圧検出部の検出値と、前記検査期間後に前記目標値設定部によって
前記第１目標値に設定されたときの前記電圧検出部の検出値との差が所定値以上である場
合に前記ゲインの設定変更を行わないことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の車
載用電源装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車載用電源装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、定電圧出力する電源回路として、検出した出力電流の電流値と目標値との偏
差に基づき、予め設定されたゲインに従って操作量を算出し、この算出した操作量に基づ
いて出力電圧を目標値に近づけるフィードバック制御を行う構成が知られている。例えば
、特許文献１のスイッチング電源回路は、検出電流値と目標電流値との偏差をそれぞれ個
別に比例演算（ＰゲインＫｐ）、積分演算（ＩゲインＫｉ）、及び微分演算（ＤゲインＫ
ｄ）したものを加え合わせて操作量とするＰＩＤ演算が行われる。また、ＰＩＤ演算した
操作量は、ＰＷＭ信号に変換され、スイッチング回路は、その変換されたＰＷＭ信号に基
づき、入力された電力を電力変換して定電流出力する。
【０００３】
　この特許文献１のスイッチング電源回路は、ＰＩＤ演算部を備えたプロセッサの処理負
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荷量を検出し、検出した処理負荷量に基づき、ゲイン変更部によってＰＩＤ演算に係るゲ
インを変更する構成となっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１６－１４６７３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、ＰＩＤ演算方式を用いてフィードバック演算を行い、電源装置の出力を目標
値に近づけるように制御を行う場合、出力側に接続された負荷のインピーダンスに合わせ
た適正なゲインを設定すれば、より適切な制御を行うことができるものと考えられる。こ
の方法を採用するためには、電源装置の動作時に負荷のインピーダンスがどの程度である
かを実測できることが望ましいといえる。
【０００６】
　しかし、電源装置の出力側にはバッテリなどが出力される場合もあるため、単純に電源
装置の出力電流と出力電圧とを測定してオームの法則によってインピーダンスを算出して
も、正確なインピーダンスを導出することは困難となる。
【０００７】
　本発明は、上記のような事情に基づいて完成されたものであって、出力側に接続される
負荷のインピーダンスをより正確に反映して、フィードバック制御に用いるゲインを設定
し得る車載用電源装置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】
　本発明の一例である車載用電源装置は、
　第１導電路に印加された電圧を昇圧又は降圧して第２導電路に印加する電圧変換部と、
　前記第２導電路の電圧を検出する電圧検出部と、
　前記第２導電路の電流を検出する電流検出部と、
　前記電圧変換部から前記第２導電路に出力する出力電流の目標値を、少なくとも第１目
標値又は第２目標値に切り替えて設定する目標値設定部と、
　前記電流検出部が検出した電流値と前記目標値設定部によって設定された目標値との偏
差及び設定されたゲインに基づいて前記出力電流を目標値に近づけるための操作量を算出
する処理を、繰り返し行う演算部と、
　前記演算部が前記操作量を算出したときに前記操作量に応じた制御信号を前記電圧変換
部に出力する制御部と、
　前記目標値設定部が前記第１目標値に設定しているときの前記電圧検出部の検出値であ
る第１電圧値と、前記目標値設定部が前記第２目標値に設定しているときの前記電圧検出
部の検出値である第２電圧値と、前記第１目標値又は前記目標値設定部が前記第１目標値
に設定しているときの前記電流検出部の検出値のいずれかである第１電流値と、前記第２
目標値又は前記目標値設定部が前記第２目標値に設定しているときの前記電流検出部の検
出値のいずれかである第２電流値とに基づき、前記演算部で用いる前記ゲインを設定変更
するゲイン変更部と、
を備える。
【発明の効果】
【０００９】
　上記車載用電源装置において、第１電流値と第２電流値の差と、それぞれの電流値に制
御しているときの各電圧値の差（第１電圧値と第２電圧値との差）とが得られれば、それ
らの値は、車載用電源装置が実際に動作している時の出力側の負荷（第２導電路又はこれ
に接続された負荷）のインピーダンスを高精度に推定し得る値となる。よって、これらの
値に基づいて演算部で用いるゲインを設定すれば、出力側の負荷のインピーダンスをより



(4) JP 2018-117434 A 2018.7.26

10

20

30

40

50

正確に反映してフィードバック制御に用いるゲインを設定することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、実施例１の車載用電源装置の使用形態を概略的に示すブロック図である
。
【図２】図２は、図１の車載用電源装置を概略的に示すブロック図である。
【図３】図３は、図２の演算部の内部構成例を概略的に示すブロック図である。
【図４】図４は、図１の車載用電源装置の動作例を示すフローチャートである。
【図５】図５は、図１の車載用電源装置におけるインピーダンス測定動作時のタイミング
チャートである。
【図６】図６は、図５のタイミングチャートの各測定タイミングにおける出力電流及び出
力電圧の測定結果の例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　ここで、発明の望ましい例を示す。
【００１２】
　第１電流値は、目標値設定部が第１目標値に設定しているときの電流検出部の検出値で
あってもよい。第２電流値は、目標値設定部が第２目標値に設定しているときの電流検出
部の検出値であってもよい。
【００１３】
　この車載用電源装置は、第１電流値及び第２電流値として、電流検出部による検出値、
即ち、車載用電源装置の動作時に実際に測定された出力側の各電流値を用いることができ
る。例えば、第１電流値は、第１電圧値が得られるときの実際の電流値を高精度に示す値
であり、第２電流値は、第２電圧値が得られるときの実際の電流値を高精度に示す値であ
る。よって、これらの値を用いれば、車載用電源装置が実際に動作しているときのインピ
ーダンスをより正確に反映し得る方法で、フィードバック制御に用いるゲインを設定する
ことができる。
【００１４】
　目標値設定部は、出力電流の目標値を第１目標値に設定している場合において所定の検
査期間が到来したときに出力電流の目標値を第２目標値に切り替え、検査期間の到来後に
第１目標値に切り替えるように動作し、ゲイン変更部は、検査期間前に目標値設定部によ
って第１目標値に設定されたときの電圧検出部の検出値と、検査期間後に目標値設定部に
よって第１目標値に設定されたときの電圧検出部の検出値との差が所定値以上である場合
にゲインの設定変更を行わない構成であってもよい。
【００１５】
　この車載用電源装置において、検査期間前に目標値設定部によって第１目標値に設定さ
れたときの電圧検出部の検出値と、検査期間後に目標値設定部によって第１目標値に設定
されたときの電圧検出部の検出値との差が所定値以上となる場合、検査期間前と後で第２
導電路又はこれに接続された負荷のインピーダンスに変動が生じている可能性が高い。こ
のような場合、第１電流値、第２電流値、第１電圧値、第２電圧値によってインピーダン
スが推定できない可能性が高くなる。つまり、第１電流値、第２電流値、第１電圧値、第
２電圧値がインピーダンスを反映した関係になっていない可能性がある。よって、このよ
うな場合にゲインの設定変更を行わないようにすれば、負荷のインピーダンスに基づかな
い設定変更を防ぐことができる。
【００１６】
　＜実施例１＞
　以下、本発明を具体化した実施例１について説明する。
　図１で示す車載用電源装置１は、車両に搭載されており、図示しないエンジンに連動し
てオルタネータ（交流発電機）４が発電し整流した電力を与えられ、与えられた電力を目
標電圧（例えば１３Ｖ）又は目標電流に電力変換して定電圧出力又は定電流出力する。車
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載用電源装置１が出力した電力は、負荷７に与えられると共に、蓄電装置８に充電される
。
【００１７】
　オルタネータ４が発電し整流した電力は、車載用電源装置１に与えられる一方、負荷５
にも与えられ、また、バッテリ６に充電される。
　車載用電源装置１は、マイクロコンピュータ２と、電圧変換部３と、を備えている。こ
の電圧変換部３は、車載用電源装置１の上流側の第１導電路に印加された電圧を昇圧又は
降圧して下流側の第２導電路に印加する。具体的には、マイクロコンピュータ２に制御さ
れた電圧変換部３が、入力された電力をスイッチング素子を用いて電力変換し、平滑して
定電流出力又は定電圧出力する。
【００１８】
　図２は、図１の車載用電源装置１を概略的に示すブロック図である。
　この車載用電源装置１は、電圧変換部３、電流検出部１１、電圧検出部１２、電流制御
・電圧制御マルチプレクサ１３、電流制御・電圧制御調停部１４、演算部１５、インピー
ダンス算出部１５ａ、ゲイン変更部１５ｂ、スイッチング周波数出力部１６、制御部１６
ｂ、演算周波数出力部１７、処理負荷検出部１７ｂ、加え合わせ点１８及び目標値設定部
１９を備えている。これらの内、電圧変換部３、電流検出部１１及び電圧検出部１２以外
は、マイクロコンピュータ（プロセッサ）２内の機能ブロックで表現されている。
【００１９】
　電流検出部１１は、電圧変換部３がスイッチングして電力変換し平滑して定電流出力又
は定電圧出力した電力の電流値を検出し、電流制御・電圧制御マルチプレクサ１３、電流
制御・電圧制御調停部１４及びスイッチング周波数出力部１６にそれぞれ与える。
　電圧検出部１２は、電圧変換部３がスイッチングして電力変換し平滑して定電流出力又
は定電圧出力した電力の電圧値を検出し、電流制御・電圧制御マルチプレクサ１３及び電
流制御・電圧制御調停部１４にそれぞれ与える。
【００２０】
　電流制御・電圧制御調停部１４は、電流検出部１１及び電圧検出部１２からそれぞれ与
えられた電流値及び電圧値と、目標値設定部１９から与えられた目標電流値及び目標電圧
値との高低関係に基づき、電流制御又は電圧制御を選択する。次いで、その選択結果を示
す選択信号を電流制御・電圧制御マルチプレクサ１３、演算部１５及び目標値設定部１９
に与える。
　電流制御・電圧制御調停部１４は、車載用電源装置１が出力電流値及び出力電圧値が目
標電流値及び目標電圧値を超えないように制御しており、例えば、出力電圧値が目標電圧
値より十分低いときは、電流制御を主として選択する。
【００２１】
　電流制御・電圧制御マルチプレクサ１３は、電流検出部１１及び電圧検出部１２からそ
れぞれ与えられた電流値及び電圧値の内、選択信号が電流制御を選択しているときは電流
値を、選択信号が電圧制御を選択しているときは電圧値を選択し加え合わせ点１８に与え
る。
　目標値設定部１９は、外部から設定された目標電流値及び目標電圧値を記憶しており、
記憶している目標電流値及び目標電圧値を電流制御・電圧制御調停部１４に与える。
【００２２】
　目標値設定部１９は、また、電流制御・電圧制御調停部１４から与えられた選択信号が
、電流制御を示すときは目標電流値を、電圧制御を示すときは目標電圧値を、加え合わせ
点１８に与える。
　加え合わせ点１８は、目標値設定部１９から与えられた目標電流値又は目標電圧値と、
電流制御・電圧制御マルチプレクサ１３から与えられた電流値又は電圧値との偏差を演算
し、演算部１５に与える。
【００２３】
　スイッチング周波数出力部１６は、電流検出部１１から与えられる電流値に対応するス
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イッチング周波数を記憶したテーブル１６ａを有しており、与えられた電流値に対応した
スイッチング周波数をテーブル１６ａから読出して、ゲイン変更部１５ｂ及び制御部１６
ｂに与える。
　スイッチング周波数は、電流値の高低に応じて高低に定められている。
【００２４】
　演算周波数出力部１７は、処理負荷検出部１７ｂから与えられる処理負荷量に対応する
演算周波数を記憶したテーブル１７ａを有しており、与えられた処理負荷量に対応した演
算周波数をテーブル１７ａから読出して、ゲイン変更部１５ｂへ与える。
　演算周波数は、処理負荷量の高低に応じて低高に定められている。
　処理負荷検出部１７ｂは、演算部１５、加え合わせ点１８及び処理負荷検出部１７ｂ自
身等を含むマイクロコンピュータ（プロセッサ）２の処理負荷量を検出し、演算周波数出
力部１７に与える。
【００２５】
　インピーダンス算出部１５ａは、出力側の負荷（第２導電路又はこれに接続された負荷
であり、例えば、第２導電路の負荷、負荷７、蓄電装置８の負荷等）のインピーダンス（
以下、単にインピーダンスともいう）を、意図的に出力電流の電流値を変更したときの電
圧変化量と電流変化量とに基づいて算出する。インピーダンス算出部１５ａは、目標値設
定部１９が出力電流の目標値を第１目標値に設定しているときの電圧検出部１２の検出値
である第１電圧値と、目標値設定部１９が第２目標値に設定しているときの電圧検出部１
２の検出値である第２電圧値と、目標値設定部１９が第１目標値に設定しているときの電
流検出部１１の検出値である第１電流値と、目標値設定部１９が第２目標値に設定してい
るときの電流検出部１１の検出値である第２電流値と、に基づき、出力側のインピーダン
スを算出する。インピーダンス算出部１５ａによる具体的なインピーダンスの算出方法は
、後述する。また、インピーダンス算出部１５ａは、算出した出力側のインピーダンスを
ゲイン変更部１５ｂに与える。なお、図２において、インピーダンス算出部１５ａに対す
る、電流検出部１１、電圧検出部１２等からの信号ラインは省力している。
【００２６】
　ゲイン変更部１５ｂは、与えられた演算周波数、スイッチング周波数、及びインピーダ
ンスに基づいて、演算部１５によるＰＩＤ演算に用いるゲインを設定変更する。また、ゲ
イン変更部１５ｂは、設定変更したゲインを演算部１５へ与える。
【００２７】
　演算部１５は、与えられたゲインにより、加え合わせ点１８から与えられた偏差に基づ
くＰＩＤ演算（以下の（１）式）を行い、その演算結果を操作量として制御部１６ｂに与
える。
【００２８】
【数１】

【００２９】
　制御部１６ｂは、演算部１５から与えられた操作量をＰＷＭ制御のデューティに変換し
、変換したデューティ、及び与えられたスイッチング周波数に基づき、スイッチングパル
ス（ＰＷＭ信号）を作成し、電圧変換部３に与える。
　電圧変換部３は、与えられたスイッチングパルスに基づきスイッチング素子をスイッチ
ングすることにより、入力された電力を電力変換し平滑して定電流出力又は定電圧出力す
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る。
【００３０】
　図３は、図２のゲイン変更部１５ｂ及び演算部１５の内部構成例を概略的に示すブロッ
ク図である。
　ゲイン変更部１５ｂは、切替部２０、電流制御用のＰゲインテーブル２１、Ｉゲインテ
ーブル２２、Ｄゲインテーブル２３、電圧制御用のＰゲインテーブル２４、Ｉゲインテー
ブル２５、及びＤゲインテーブル２６を備えている。演算部１５は、アンプ２７，２８，
２９、比例要素３１、積分要素３２、微分要素３３及び加え合わせ点３０を備えている。
【００３１】
　切替部２０は、電流制御・電圧制御調停部１４から与えられた選択信号が電流制御を示
すときは、演算周波数出力部１７から与えられた演算周波数、スイッチング周波数出力部
１６から与えられたスイッチング周波数、及びインピーダンス算出部１５ａで算出した出
力側のインピーダンスを、Ｐゲインテーブル２１、Ｉゲインテーブル２２及びＤゲインテ
ーブル２３側へ切替え出力する。また、選択信号が電圧制御を示すときは、演算周波数出
力部１７から与えられた演算周波数、スイッチング周波数出力部１６から与えられたスイ
ッチング周波数、及びインピーダンス算出部１５ａで算出したインピーダンスを、Ｐゲイ
ンテーブル２４、Ｉゲインテーブル２５及びＤゲインテーブル２６側へ切替え出力する。
【００３２】
　Ｐゲインテーブル２１は、スイッチング周波数、演算周波数、及びインピーダンスに対
応してＰゲインＫｐが設定されており、Ｋｐ＝ａｘ＋ｂｙ＋ｃｚ＋ｄ（ａ，ｂ，ｃ，ｄ；
定数、ｘ；スイッチング周波数、ｙ；演算周波数、ｚ；インピーダンス）で表現される。
ＰゲインＫｐは、数値シミュレーション又は実際の試行錯誤により求められ、例えば、ス
イッチング周波数、演算周波数、及びインピーダンスの高低に関係なく略一定になるよう
に設定されている。
【００３３】
　Ｉゲインテーブル２２は、スイッチング周波数、演算周波数、及びインピーダンスに対
応してＩゲインＫｉが設定されており、Ｋｉ＝ｅｘ＋ｆｙ＋ｇｚ＋ｈ（ｅ，ｆ，ｇ，ｈ；
定数、ｘ；スイッチング周波数、ｙ；演算周波数、ｚ：インピーダンス）で表現される。
ＩゲインＫｉは、数値シミュレーション又は実際の試行錯誤により求められ、例えば、ス
イッチング周波数、演算周波数、及びインピーダンスの高低に対応して高低となるように
設定されている。
【００３４】
　Ｄゲインテーブル２３は、スイッチング周波数、演算周波数、及びインピーダンスに対
応してＤゲインＫｄが設定されており、Ｋｄ＝ｉｘ＋ｊｙ＋ｋｚ＋ｍ（ｉ，ｊ，ｋ，ｍ；
定数、ｘ；スイッチング周波数、ｙ；演算周波数、ｚ：インピーダンス）で表現される。
ＤゲインＫｄは、数値シミュレーション又は実際の試行錯誤により求められ、例えば、ス
イッチング周波数、演算周波数、及びインピーダンスの高低に対応して低高となるように
設定されている。
【００３５】
　電圧制御用のＰゲインテーブル２４、Ｉゲインテーブル２５、Ｄゲインテーブル２６に
ついても、スイッチング周波数、演算周波数、及びインピーダンスに対応して、それぞれ
のイメージで設定されている。
【００３６】
　電流制御用のＰゲインテーブル２１、Ｉゲインテーブル２２、Ｄゲインテーブル２３は
、スイッチング周波数、演算周波数、及びインピーダンスが与えられると、与えられたス
イッチング周波数、演算周波数、及びインピーダンスに対応するゲインＫｐ，Ｋｉ，Ｋｄ
をそれぞれ読出し、読出したゲインＫｐ，Ｋｉ，Ｋｄにより、アンプ２７，２８，２９の
各ゲインをそれぞれ設定変更する。
【００３７】
　電圧制御用のＰゲインテーブル２４、Ｉゲインテーブル２５、Ｄゲインテーブル２６は
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、スイッチング周波数、演算周波数、及びインピーダンスが与えられると、与えられたス
イッチング周波数、演算周波数、及びインピーダンスに対応するゲインＫｐ，Ｋｉ，Ｋｄ
をそれぞれ読出し、読出したゲインＫｐ，Ｋｉ，Ｋｄにより、アンプ２７，２８，２９の
各ゲインをそれぞれ設定変更する。
　尚、電流制御用のＰゲインテーブル２１、Ｉゲインテーブル２２、Ｄゲインテーブル２
３、電圧制御用のＰゲインテーブル２４、Ｉゲインテーブル２５、Ｄゲインテーブル２６
の代わりに、与えられたスイッチング周波数、演算周波数、及びインピーダンスにより、
Ｋｐ＝ａｘ＋ｂｙ＋ｃｚ＋ｄ，Ｋｉ＝ｅｘ＋ｆｙ＋ｇｚ＋ｈ，Ｋｄ＝ｉｘ＋ｊｙ＋ｋｚ＋
ｍ等の演算を行う演算子を設けても良い。
【００３８】
　アンプ２７，２８，２９は、加え合わせ点１８から与えられた偏差を、設定変更された
各ゲインＫｐ，Ｋｉ，Ｋｄにより増幅して、それぞれ比例要素３１、積分要素３２、微分
要素３３に与える。
　比例要素３１は、ゲインＫｐにより増幅され与えられた偏差を比例演算し、加え合わせ
点３０に与える。
【００３９】
　積分要素３２は、ゲインＫｉにより増幅され与えられた偏差を積分演算し、加え合わせ
点３０に与える。
　微分要素３３は、ゲインＫｄにより増幅され与えられた偏差を微分演算し、加え合わせ
点３０に与える。
　加え合わせ点３０は、与えられた比例演算された偏差、積分演算された偏差及び微分演
算された偏差を加え合わせて、操作量として電圧変換部３（図２）に与える。
【００４０】
　以下に、このような構成の車載用電源装置１の動作の例を、それを示す図４のフローチ
ャートを参照しながら説明する。
　先ず、電流制御・電圧制御調停部１４が、電流検出部１１及び電圧検出部１２がそれぞ
れ検出した電流値及び電圧値を取得し、スイッチング周波数出力部１６が、電流検出部１
１が検出した電流値を取得する（Ｓ１）。
【００４１】
　次に、スイッチング周波数出力部１６が、電流検出部１１から与えられた電流値に対応
したスイッチング周波数をテーブル１６ａから読出して、制御部１６ｂへ与えることによ
り、スイッチング周波数を変更する（Ｓ３）。また、スイッチング周波数出力部１６は、
読出したスイッチング周波数をゲイン変更部１５ｂへも与える。
【００４２】
　電流制御・電圧制御調停部１４は、次に、取得した電流値及び電圧値と、目標値設定部
１９から与えられた目標電流値及び目標電圧値との高低関係に基づき、電流制御又は電圧
制御を選択する。次いで、その選択結果を示す選択信号を電流制御・電圧制御マルチプレ
クサ１３、演算部１５、ゲイン変更部１５ｂ、及び目標値設定部１９に与える。そして、
電流制御・電圧制御マルチプレクサ１３は、電流検出部１１及び電圧検出部１２からそれ
ぞれ与えられた電流値及び電圧値の内、選択信号に応じて電流値又は電圧値を選択し、加
え合わせ点１８に与える（Ｓ６）。
【００４３】
　次に、インピーダンス算出部１５ａは、出力側のインピーダンスを算出する（Ｓ７）。
ここで、図５、図６を用いて、出力側のインピーダンスの算出方法について詳述する。図
５は、図１の車載用電源装置１におけるインピーダンス測定動作時のタイミングチャート
である。図６は、図５のタイミングチャートの各測定タイミングにおける出力電流及び出
力電圧の測定結果の例を示す説明図である。出力側のインピーダンスの算出は、目標値設
定部１９から与えられる目標電流値を変化させた際に検出される出力電流値及び出力電圧
値を用いることで行われる。目標値設定部１９は、出力電流の目標値を第１目標値（大き
さがＩ１の目標電流値）に設定している通常出力状態において、所定の検査期間が到来し
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たときに出力電流の目標値を第２目標値（大きさがＩ２の目標電流値）に切り替えるよう
になっている。図５に示すように、通常出力状態において、所定の時間ｔ１（検査期間の
到来前の時間）で検出される出力電流Ｉоｕｔの大きさはＩ１（第１電流値）であり、出
力電圧Ｖоｕｔの大きさはＶ１（第１電圧値）である。また、所定の検査期間が到来した
後の所定の時間ｔ２（検査期間の到来後の時間）で検出される出力電流Ｉоｕｔの大きさ
はＩ２（第２電流値）であり、出力電圧Ｖоｕｔの大きさはＶ２（第２電圧値）である。
【００４４】
　また、インピーダンスは、出力電流の目標値を第１目標値に設定しているときの第１電
流値Ｉ１及び第１電圧値Ｖ１と、出力電流の目標値を第２目標値に設定しているときの第
２電流値Ｉ２及び第２電圧値Ｖ２と、に基づいて、（Ｖ２－Ｖ１）／（Ｉ２－Ｉ１）の式
で推定することができる。例えば、図６に示す具体的な測定電流値及び測定電圧値を用い
てインピーダンスの値を求めると、（１２．４－１２．０）／（２２０－２００）＝０．
０２となる。
【００４５】
　ゲイン変更部１５ｂは、上記のように算出したインピーダンス、演算周波数出力部１７
から与えられた演算周波数、スイッチング周波数出力部１６から与えられたスイッチング
周波数に対応するＰゲイン、Ｉゲイン、Ｄゲインを、選択信号に応じてＰゲインテーブル
２１、Ｉゲインテーブル２２、Ｄゲインテーブル２３、又はＰゲインテーブル２４、Ｉゲ
インテーブル２５、Ｄゲインテーブル２６を参照して読出して演算部１５に送信し、演算
部１５は、ＰＩＤ演算の各アンプ２７，２８，２９に設定変更する（Ｓ９）。
【００４６】
　また、目標値設定部１９は、検査期間の到来後、さらに第１目標値に切り替えるように
動作する。そして、検査期間前に目標値設定部１９によって第１目標値に設定されたとき
の電圧検出部１２の検出値と、検査期間後に目標値設定部１９によって第１目標値に設定
されたときの電圧検出部１２の検出値との差が所定値以上である場合にゲインの設定変更
を行わない構成となっている。例えば、時間ｔ１における出力電圧と時間ｔ３における出
力電圧との差が０．１Ｖ以上である場合に、ゲインの設定変更を行わない構成とすること
ができる。この場合、図６に示すような測定値であれば、時間ｔ１における出力電圧と時
間ｔ３における出力電圧との差が０．１Ｖ以下であるため、演算部１５によってインピー
ダンスが変更されることになる。
【００４７】
　加え合わせ点１８は、目標電流値又は目標電圧値と、電流制御・電圧制御マルチプレク
サ１３から与えられた電流値又は電圧値との偏差を演算し、演算部１５に与える（Ｓ１１
）。
　演算部１５は、加え合わせ点１８から与えられた偏差に基づくＰＩＤ演算を、与えられ
た演算周波数により、アンプ２７，２８，２９、比例要素３１、積分要素３２及び微分要
素３３において行い、その演算結果を操作量として制御部１６ｂに与える（Ｓ１３）。
【００４８】
　制御部１６ｂは、演算部１５から与えられた操作量をデューティに変換し、変換したデ
ューティとスイッチング周波数出力部１６から与えられたスイッチング周波数とに基づき
、スイッチングパルス（ＰＷＭ信号）を作成して、電圧変換部３に与える（Ｓ１５）。電
圧変換部３は、入力された電力をスイッチング素子を用いて電流制御又は電圧制御して出
力する（Ｓ１７）。次いで、再び電流制御・電圧制御調停部１４が、電流検出部１１及び
電圧検出部１２がそれぞれ検出した電流値及び電圧値を取得し、スイッチング周波数出力
部１６が、電流検出部１１が検出した電流値を取得する（Ｓ１）。
【００４９】
　次に、本構成の効果を例示する。
　車載用電源装置１において、第１電流値と第２電流値の差と、それぞれの電流値に制御
しているときの各電圧値の差（第１電圧値と第２電圧値との差）とが得られれば、それら
の値は、車載用電源装置１が実際に動作している時の出力側の負荷（第２導電路又はこれ
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に接続された負荷）のインピーダンスを高精度に推定し得る値となる。よって、これらの
値に基づいて演算部１５で用いるゲインを設定すれば、出力側のインピーダンスをより正
確に反映してフィードバック制御に用いるゲインを設定することができる。
【００５０】
　また、インピーダンスの算出において、意図的に出力電流の電流値を変更したときの電
圧変化量と電流変化量とを用いる構成であるため、蓄電装置８が失陥して、出力側の負荷
のインピーダンスが大きく変動するような場合でも、出力側のインピーダンスを高精度に
推定することができる。また、蓄電装置が接続されていない車載用電源装置において、蓄
電装置を後付けした場合であっても、当該蓄電装置が接続された状態におけるインピーダ
ンスを高精度に推定することができる。
【００５１】
　車載用電源装置１は、目標値設定部１９が第１目標値に設定しているときの電流検出部
１１の検出値を、第１電流値とし、目標値設定部１９が第２目標値に設定しているときの
電流検出部１１の検出値を第２電流値とする。
【００５２】
　このように、車載用電源装置１は、第１電流値及び第２電流値として、電流検出部によ
る検出値、即ち、車載用電源装置の動作時に実際に測定された出力側の各電流値を用いる
ことができる。例えば、第１電流値は、第１電圧値が得られるときの実際の電流値を高精
度に示す値であり、第２電流値は、第２電圧値が得られるときの実際の電流値を高精度に
示す値である。よって、これらの値を用いれば、車載用電源装置１が実際に動作している
ときのインピーダンスをより正確に反映し得る方法で、フィードバック制御に用いるゲイ
ンを設定することができる。
【００５３】
　また、目標値設定部１９は、出力電流の目標値を第１目標値に設定している場合におい
て所定の検査期間が到来したときに出力電流の目標値を第２目標値に切り替え、検査期間
の到来後に第１目標値に切り替えるように動作し、演算部１５は、検査期間前に目標値設
定部によって第１目標値に設定されたときの電圧検出部１２の検出値と、検査期間後に目
標値設定部１９によって第１目標値に設定されたときの電圧検出部１２の検出値との差が
所定値以上である場合にゲインの設定変更を行わない構成である。
【００５４】
　この車載用電源装置１において、検査期間前に目標値設定部１９によって第１目標値に
設定されたときの電圧検出部１２の検出値と、検査期間後に目標値設定部１９によって第
１目標値に設定されたときの電圧検出部１２の検出値との差が所定値以上となる場合、検
査期間前と後で第２導電路又はこれに接続された負荷のインピーダンスに変動が生じてい
る可能性が高い。このような場合、第１電流値、第２電流値、第１電圧値、第２電圧値の
関係だけでは、インピーダンスが推定できない可能性が高くなる。つまり、第１電流値、
第２電流値、第１電圧値、第２電圧値が実際のインピーダンスを反映した関係になってい
ない可能性があるため、このような場合にゲインの設定変更を行わないようにすれば、負
荷のインピーダンスに基づかない設定変更を防ぐことができる。
【００５５】
　＜他の実施例＞
　本発明は上記記述及び図面によって説明した実施例に限定されるものではなく、例えば
次のような実施例も本発明の技術的範囲に含まれる。また、上述した実施例や後述する実
施例は矛盾しない範囲で組み合わせることが可能である。
【００５６】
　実施例１では、出力側のインピーダンスの算出方法において、第１電流値として、目標
値設定部１９が出力電流の目標値を第１目標値に設定しているときの電流検出部１１の検
出値を用い、第２電流値として、目標値設定部１９が出力電流の目標値を第２目標値に設
定しているときの電流検出部１１の検出値を用いた。しかしながら、第１電流値として、
第１目標値を用いる構成や、第２電流値として、第２目標値を用いる構成であってもよい
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【００５７】
　実施例１では、インピーダンス、演算周波数、スイッチング周波数の３つの要素に基づ
いてＰゲイン、Ｉゲイン、Ｄゲインを定めるようにＰゲインテーブル２１、Ｉゲインテー
ブル２２、Ｄゲインテーブル２３が構成されていたが、インピーダンス算出部１５ａによ
って算出されたインピーダンスのみに基づいてＰゲイン、Ｉゲイン、Ｄゲインを定めるよ
うにＰゲインテーブル２１、Ｉゲインテーブル２２、Ｄゲインテーブル２３が構成されて
いてもよい。例えば、Ｐゲインテーブル２１については、インピーダンスの高低に関係な
くＰゲインＫｐが略一定になるように構成し、Ｉゲインテーブル２２については、インピ
ーダンスが高くなるほどＩゲインＫｉが高くなるように定めるテーブル構成とし、Ｄゲイ
ンテーブル２３は、インピーダンスが高くなるほどＤゲインＫｄが低くなるように定める
テーブル構成としてもよい。
【００５８】
　実施例１において、特開２０１６－１４６７３２号公報の第２実施形態における操作量
の算出方法を適用する構成としてもよい。
【符号の説明】
【００５９】
　１…車載用電源装置
　３…電圧変換部
　１１…電圧検出部
　１２…電流検出部
　１５…演算部
　１５ｂ…ゲイン変更部
　１６ｂ…制御部
　１９…目標値設定部
【図１】 【図２】
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