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(57)【要約】
【課題】バッテリの過放電を抑制する。
【解決手段】燃料電池２用のＤＣ／ＤＣコンバータ３と
、バッテリ４用のＤＣ／ＤＣコンバータ５とを有する燃
料電池システム１において、制御部８は、ＦＣ用コンバ
ータ３が動作不良であると判定した場合に、トラクショ
ンインバータ６から供給されるトラクションモータ７へ
の出力電力の上限を、ＦＣ用コンバータ３の出力電力以
下に制限するよう、トラクションインバータ６を制御す
る。
【選択図】図１



(2) JP 2010-135258 A 2010.6.17

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　燃料ガスおよび酸化ガスの供給を受けて当該燃料ガスおよび酸化ガスの電気化学反応に
より発電する燃料電池と、
　前記燃料電池の発電電力を充電可能な畜電部と、
　前記燃料電池および前記畜電部からの電力を消費する電力消費装置と、
　前記燃料電池と前記電力消費装置との間に配置される第一の電圧変換部と、
　前記畜電部と前記電力消費装置との間に配置される第二の電圧変換部と、
　前記第一の電圧変換部が動作不良であると判定した場合に、前記電力消費装置に対する
出力電力を制限する制御手段と、
　を備えることを特徴とする燃料電池システム。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記第一の電圧変換部が動作不良であると判定した場合に、前記電力
消費装置に対する出力電力の上限を、前記第一の電圧変換部の出力電力以下に制限するこ
とを特徴とする請求項１記載の燃料電池システム。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記第一の電圧変換部が動作不良であると判定した場合に、前記電力
消費装置に対する出力電力の上限を、前記第一の電圧変換部の出力電力と、前記第二の電
圧変換部において許可される所定の出力電力との合算値以下に制限することを特徴とする
請求項１記載の燃料電池システム。
【請求項４】
　燃料ガスおよび酸化ガスの供給を受けて当該燃料ガスおよび酸化ガスの電気化学反応に
より発電する燃料電池と、
　前記燃料電池の発電電力を充電可能な畜電部と、
　前記燃料電池および前記畜電部からの電力を消費する電力消費装置と、
　前記燃料電池と前記電力消費装置との間に配置される第一の電圧変換部と、
　前記畜電部と前記電力消費装置との間に配置される第二の電圧変換部と、
　前記第一の電圧変換部が動作不良であると判定した場合に、前記第二の電圧変換部の出
力電力を制限する制御手段と、
　を備えることを特徴とする燃料電池システム。
【請求項５】
　前記制御手段は、前記第一の電圧変換部が動作不良であると判定した場合に、前記第二
の電圧変換部の出力電力の上限を、前記第二の電圧変換部において許可される所定の出力
電力以下に制限することを特徴とする請求項４記載の燃料電池システム。
【請求項６】
　前記燃料電池の出力電圧を測定する第一の電圧センサと、
　前記第一の電圧変換部の出力電圧を測定する第二の電圧センサと、をさらに備え、
　前記制御手段は、前記第一の電圧変換部に含まれる昇圧用のスイッチ部を駆動させるた
めのデューティ比と、前記第二の電圧センサによって測定された電圧とを用いて前記燃料
電池の出力電圧の推測値を算出し、当該推測値と、前記第一の電圧センサによって測定さ
れた電圧との差が予め定められた閾値以上である場合に、前記第一の電圧変換部が動作不
良であると判定することを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の燃料電池シス
テム。
【請求項７】
　前記制御手段は、前記第一の電圧変換部に含まれる昇圧用のスイッチ部が異常であるこ
とを示す信号を受信した場合に、前記第一の電圧変換部が動作不良であると判定すること
を特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の燃料電池システム。
【請求項８】
　前記燃料電池の出力電圧を測定する第一の電圧センサをさらに備え、
　前記制御手段は、前記第一の電圧センサによって測定される電圧の偏差が予め定められ
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た閾値以上である場合に、前記第一の電圧変換部が動作不良であると判定することを特徴
とする請求項１～５のいずれか１項に記載の燃料電池システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、燃料電池システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　下記特許文献１には、燃料電池とバッテリ（蓄電部）で負荷を駆動させる燃料電池シス
テムであって、燃料電池用とバッテリ用の二つのコンバータを備えたものが開示されてい
る。この燃料電池システムでは、負荷に安定して電力を供給するために、燃料電池用のコ
ンバータと、バッテリ用のコンバータとを協調して動作させている。
【特許文献１】特開２００７－３１８９３８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、燃料電池用のコンバータに動作不良が発生して燃料電池側からの出力が減少
すると、その減少分を補うためにバッテリ側からの出力が増大することになる。しかしな
がら、バッテリ側からの出力が増大し、バッテリの放電量が許容量を超えてしまうと、過
放電による発火やバッテリの特性劣化等を招きかねない。
【０００４】
　本発明は、上述した従来技術による問題点を解消するためになされたものであり、蓄電
部の過放電を抑制することができる燃料電池システ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】
【０００５】
　上述した課題を解決するため、本発明に係る燃料電池システムは、燃料ガスおよび酸化
ガスの供給を受けて当該燃料ガスおよび酸化ガスの電気化学反応により発電する燃料電池
と、前記燃料電池の発電電力を充電可能な畜電部と、前記燃料電池および前記畜電部から
の電力を消費する電力消費装置と、前記燃料電池と前記電力消費装置との間に配置される
第一の電圧変換部と、前記畜電部と前記電力消費装置との間に配置される第二の電圧変換
部と、前記第一の電圧変換部が動作不良であると判定した場合に、前記電力消費装置に対
する出力電力を制限する制御手段と、を備えることを特徴とする。
【０００６】
　この発明によれば、第一の電圧変換部が動作不良である場合に、電力消費装置に対する
出力電力を制限することができるため、例えば、第二の電圧変換部からの出力電力を、畜
電部が過放電に至らない範囲にまで低減させることが可能となる。
【０００７】
　上記燃料電池システムにおいて、上記制御手段は、前記第一の電圧変換部が動作不良で
あると判定した場合に、前記電力消費装置に対する出力電力の上限を、前記第一の電圧変
換部の出力電力以下に制限することとしてもよい。
【０００８】
　このようにすることで、第一の電圧変換部が動作不良である場合に、電力消費装置に対
する出力電力を、第一の電圧変換部の出力電力以下に制限することができるため、第二の
電圧変換部からの出力電力を低減させることができ、畜電部の過放電を抑制することがで
きる。
【０００９】
　上記燃料電池システムにおいて、上記制御手段は、前記第一の電圧変換部が動作不良で
あると判定した場合に、前記電力消費装置に対する出力電力の上限を、前記第一の電圧変
換部の出力電力と、前記第二の電圧変換部において許可される所定の出力電力との合算値
以下に制限することとしてもよい。
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【００１０】
　このようにすることで、第一の電圧変換部が動作不良である場合に、電力消費装置に対
する出力電力を、第一の電圧変換部の出力電力と、第二の電圧変換部において許可される
所定の出力電力との合算値以下に制限することができるため、第二の電圧変換部からの出
力電力を、許可されている出力電力以下に低減させることができ、畜電部の過放電を抑制
することができる。
【００１１】
　また、本発明に係る燃料電池システムは、燃料ガスおよび酸化ガスの供給を受けて当該
燃料ガスおよび酸化ガスの電気化学反応により発電する燃料電池と、前記燃料電池の発電
電力を充電可能な畜電部と、前記燃料電池および前記畜電部からの電力を消費する電力消
費装置と、前記燃料電池と前記電力消費装置との間に配置される第一の電圧変換部と、前
記畜電部と前記電力消費装置との間に配置される第二の電圧変換部と、前記第一の電圧変
換部が動作不良であると判定した場合に、前記第二の電圧変換部の出力電力を制限する制
御手段と、を備えることを特徴とする。
【００１２】
　この発明によれば、第一の電圧変換部が動作不良である場合に、第二の電圧変換部の出
力電力を制限することができるため、例えば、畜電部が過放電に至らないように抑制する
ことが可能となる。
【００１３】
　上記燃料電池システムにおいて、上記制御手段は、前記第一の電圧変換部が動作不良で
あると判定した場合に、前記第二の電圧変換部の出力電力の上限を、前記第二の電圧変換
部において許可される所定の出力電力以下に制限することとしてもよい。
【００１４】
　このようにすることで、第一の電圧変換部が動作不良である場合に、第二の電圧変換部
の出力電力を、第二の電圧変換部において許可される所定の出力電力以下に制限すること
ができるため、畜電部の過放電を抑制することができる。
【００１５】
　上記各燃料電池システムにおいて、上記燃料電池の出力電圧を測定する第一の電圧セン
サと、前記第一の電圧変換部の出力電圧を測定する第二の電圧センサと、をさらに備え、
前記制御手段は、前記第一の電圧変換部に含まれる昇圧用のスイッチ部を駆動させるため
のデューティ比と、前記第二の電圧センサによって測定された電圧とを用いて前記燃料電
池の出力電圧の推測値を算出し、当該推測値と、前記第一の電圧センサによって測定され
た電圧との差が予め定められた閾値以上である場合に、前記第一の電圧変換部が動作不良
であると判定することとしてもよい。
【００１６】
　このようにすることで、燃料電池の出力電圧の推測値と測定電圧との差が閾値以上にか
け離れている場合に、第一の電圧変換部が動作不良であると判定することができる。
【００１７】
　上記各燃料電池システムにおいて、上記制御手段は、前記第一の電圧変換部に含まれる
昇圧用のスイッチ部が異常であることを示す信号を受信した場合に、前記第一の電圧変換
部が動作不良であると判定することとしてもよい。
【００１８】
　このようにすることで、第一の電圧変換部に含まれる昇圧用のスイッチ部が異常である
場合に、第一の電圧変換部が動作不良であると判定することができる。
【００１９】
　上記各燃料電池システムにおいて、上記燃料電池の出力電圧を測定する第一の電圧セン
サをさらに備え、前記制御手段は、前記第一の電圧センサによって測定される電圧の偏差
が予め定められた閾値以上である場合に、前記第一の電圧変換部が動作不良であると判定
することとしてもよい。
【００２０】
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　このようにすることで、燃料電池の出力電圧の測定電圧の偏差が閾値以上に開いている
場合に、第一の電圧変換部が動作不良であると判定することができる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、バッテリの過放電を抑制することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、添付図面を参照して、本発明に係る燃料電池システムの好適な各実施形態につい
て説明する。各実施形態では、本発明に係る燃料電池システムを燃料電池車両（ＦＣＨＶ
；Fuel Cell Hybrid Vehicle）の車載発電システムとして用いた場合について説明する。
【００２３】
　[第１実施形態]
　まず、図１を参照して、第１実施形態における燃料電池システムの構成について説明す
る。図１は、第１実施形態における燃料電池システムを模式的に示した図である。
【００２４】
　同図に示すように、燃料電池システム１は、反応ガスである酸化ガスと燃料ガスの電気
化学反応により電力を発生する燃料電池２、燃料電池用のＤＣ／ＤＣコンバータ３（第一
の電圧変換部、以下「ＦＣ用コンバータ」という。）、二次電池としてのバッテリ４（蓄
電部）、バッテリ用のＤＣ／ＤＣコンバータ５（第二の電圧変換部、以下「Ｂａｔ用コン
バータ」という。）、負荷としてのトラクションインバータ６およびトラクションモータ
７（電力消費装置）、システム全体を統括制御する制御部８（制御手段）とを有する。燃
料電池２およびＦＣ用コンバータ３の組と、バッテリ４およびＢａｔ用コンバータ５の組
は、トラクションインバータ６およびトラクションモータ７に対して並列に接続されてい
る。
【００２５】
　燃料電池２は、例えば、高分子電解質型燃料電池であり、多数の単セルを積層したスタ
ック構造となっている。単セルは、イオン交換膜からなる電解質の一方の面に空気極を有
し、他方の面に燃料極を有し、さらに空気極および燃料極を両側から挟み込むように一対
のセパレータを有する構造となっている。この場合、一方のセパレータの水素ガス通路に
水素ガスが供給され、他方のセパレータの酸化ガス通路に酸化ガスが供給され、これらの
反応ガスが化学反応することで電力が発生する。
【００２６】
　ＦＣ用コンバータ３は、直流の電圧変換器であり、燃料電池２から入力された直流電圧
を昇圧して電力消費装置側であるトラクションインバータ６に出力する機能を有する。こ
のＦＣ用コンバータ３によって燃料電池２の出力電圧が制御される。ＦＣ用コンバータ３
の入力側には、燃料電池２の出力電圧を検出する電圧センサＶ１が設けられ、ＦＣ用コン
バータ３の出力側には、ＦＣ用コンバータ３の出力電圧を検出する電圧センサＶ２が設け
られている。
【００２７】
　ＦＣ用コンバータ３は、例えば、燃料電池２から入力された直流電圧を平滑化するコン
デンサＣ１と、直流電圧を昇圧するためのコイルＬ１およびメインスイッチＳ１（スイッ
チ部）と、共振回路を構成するコンデンサＣ２およびコイルＬ２と、共振回路をＯＮ／Ｏ
ＦＦするための共振スイッチＳ２と、ＦＣ用コンバータ３の出力電圧を平滑化するコンデ
ンサＣ３とを含んで構成される。
【００２８】
　バッテリ４は、バッテリセルが積層されて一定の高電圧を端子電圧とし、図示しないバ
ッテリコンピュータの制御によって燃料電池２の余剰電力を充電したり補助的に電力を供
給したりすることが可能になっている。
【００２９】
　Ｂａｔ用コンバータ５は、直流の電圧変換器であり、バッテリ４から入力された直流電
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圧を調整（昇圧）して電力消費装置側であるトラクションインバータ６に出力する機能と
、燃料電池２またはトラクションモータ７から入力された直流電圧を調整（降圧）してバ
ッテリ４に出力する機能と、を有する。このようなＢａｔ用コンバータ５の機能により、
バッテリ４の充放電が実現される。
【００３０】
　トラクションインバータ６は、直流電流を三相交流に変換し、トラクションモータ７に
供給する。トラクションモータ７は、例えば三相交流モータであり、燃料電池システム１
が搭載される燃料電池車両の主動力源を構成する。
【００３１】
　制御部８は、燃料電池車両に設けられた加速操作部材（例えば、アクセル）の操作量を
検出し、加速要求値（例えば、トラクションモータ７等の電力消費装置からの要求発電量
）等の制御情報を受けて、システム内の各種機器の動作を制御する。なお、電力消費装置
には、トラクションモータ７の他に、例えば、燃料電池２を作動させるために必要な補機
装置、車両の走行に関与する各種装置（変速機、車輪制御装置、操舵装置、懸架装置等）
で使用されるアクチュエータ、乗員空間の空調装置（エアコン）、照明、オーディオ等が
含まれる。
【００３２】
　制御部８は、ＦＣ用コンバータ３が動作不良であるか否かを判定する。制御部８は、Ｆ
Ｃ用コンバータ３が動作不良である場合に、トラクションインバータ６から供給されるト
ラクションモータ７への出力電力（トラクションモータ７で消費可能な電力）の上限を、
ＦＣ用コンバータ３の出力電力以下に制限するよう、トラクションインバータ６に指示を
送出する。ＦＣ用コンバータ３が動作不良であるか否かは、例えば、以下の三つの方法に
より判定することができる。
【００３３】
　第一の方法として、制御部８は、ＦＣ用コンバータ３に含まれるメインスイッチＳ１を
駆動させるためのデューティ比と、電圧センサＶ２によって測定された電圧を用いて、燃
料電池２の出力電圧の推測値を算出し、この推測値と、電圧センサＶ１によって測定され
た測定電圧との差が予め定められた閾値以上である場合に、ＦＣ用コンバータ３が動作不
良であると判定する。上記推測値は、例えば、デューティ比と測定電圧を、以下の式１に
代入して算出することができる。
【００３４】
　デューティ比＝１－（推測値／測定電圧）　…　式１
【００３５】
　上記閾値は予め実験等により求められ、例えば、推測値と実測値との差がＦＣ用コンバ
ータ３の性能保証範囲外に達する際の値を、上記閾値として設定することができる。
【００３６】
　第二の方法として、制御部８は、ＦＣ用コンバータ３に含まれるメインスイッチＳ１が
異常であることを示す信号を受信した場合に、ＦＣ用コンバータ３が動作不良であると判
定する。この信号は、例えば、メインスイッチＳ１の動作を制御するスイッチング制御部
から送信される信号であって、メインスイッチＳ１に異常が発生してメインスイッチＳ１
を停止させる場合に送信される信号である。
【００３７】
　第三の方法として、制御部８は、電圧センサＶ１によって測定された測定電圧の偏差を
監視し、測定電圧の偏差が予め定められた閾値以上に達した場合に、ＦＣ用コンバータ３
が動作不良であると判定する。この閾値は、例えば、燃料電池の運転状態に応じた出力電
圧を予め実験等により求めておき、この出力電力と測定電圧との偏差が正常範囲外に達す
る際の値を閾値として設定することができる。
【００３８】
　ここで、制御部８は、物理的には、例えば、ＣＰＵと、メモリと、入出力インターフェ
ースとを有する。メモリは、ＣＰＵで処理される制御プログラムや制御データを記憶する
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ＲＯＭと、主として制御処理のための各種作業領域として使用されるＲＡＭとを有する。
これらの要素は、互いにバスを介して接続されている。入出力インターフェースには、電
圧センサ等の各種センサが接続されているとともに、トラクションモータ７等を駆動させ
るための各種ドライバが接続されている。
【００３９】
　ＣＰＵは、ＲＯＭに記憶された制御プログラムに従って、入出力インターフェースを介
して各種センサでの検出結果を受信し、ＲＡＭ内の各種データ等を用いて処理することで
、燃料電池システム１における各種制御処理を実行する。また、ＣＰＵは、入出力インタ
ーフェースを介して各種ドライバに制御信号を出力することにより、燃料電池システム１
全体を制御する。
【００４０】
　次に、図２に示すフローチャートを用いて、第１実施形態における出力電力制限処理に
ついて説明する。この出力電力制限処理は、例えば、イグニッションキーがＯＮされたと
きに開始され、運転が終了するまで繰り返し実行される。
【００４１】
　最初に、制御部８は、ＦＣ用コンバータ３が動作不良であるか否かを判定する（ステッ
プＳ１０１）。この判定がＮＯである場合（ステップＳ１０１；ＮＯ）には、出力電力制
限処理を終了させる。
【００４２】
　一方、ステップＳ１０１の判定でＦＣ用コンバータ３が動作不良であると判定された場
合（ステップＳ１０１；ＹＥＳ）に、制御部８は、トラクションインバータ６から供給さ
れるトラクションモータ７への出力電力を、ＦＣ用コンバータ３の出力電力以下に制限さ
せる（ステップＳ１０２）。
【００４３】
　上述してきたように、第１実施形態における燃料電池システム１によれば、ＦＣ用コン
バータ３が動作不良である場合に、トラクションモータ７に対する出力電力を、ＦＣ用コ
ンバータ３の出力電力以下に制限することができるため、Ｂａｔ用コンバータ５からの出
力を低減させることができ、バッテリ４の過放電を抑制することができる。
【００４４】
　[第２実施形態]
　本発明の第２実施形態について説明する。上述した第１実施形態における燃料電池シス
テムでは、トラクションインバータから供給されるトラクションモータへの出力電力を制
限する際に、ＦＣ用コンバータの出力電力以下に制限しているが、第２実施形態における
燃料電池システムでは、トラクションモータへの出力電力を制限する際に、ＦＣ用コンバ
ータの出力電力と、Ｂａｔ用コンバータにおいて許可される所定の出力電力との合算値以
下に制限する点で異なる。
【００４５】
　第２実施形態における燃料電池システムの構成の構成は、図１に示す第１実施形態にお
ける燃料電池システムの各構成と同様である。したがって、各構成要素には同一の符合を
付しその説明は省略するとともに、以下においては、主に第１実施形態との相違点につい
て説明する。
【００４６】
　制御部８は、ＦＣ用コンバータ３が動作不良である場合に、トラクションインバータ６
から供給されるトラクションモータ７への出力電力の上限を、ＦＣ用コンバータ３の出力
電力と、Ｂａｔ用コンバータ５において許可される所定の出力電力との合算値以下に制限
するよう、トラクションインバータ６に指示を送出する。
【００４７】
　所定の出力電力は、例えばバッテリ４の温度や残存容量等に応じてバッテリの性能が低
下しない範囲で設定される。この所定の出力電力は、複数設けることとしてもよい。例え
ば、通常時用の出力電力と、この通常時用の出力電力よりも高い緊急時用の出力電力とを
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設けることとしてもよい。この場合には、例えば、ＦＣ用コンバータ３の故障が確定的で
緊急停止させるとき等に、緊急時用の出力電力を選択して設定することで、バッテリ４か
らの出力だけでもトラビリを極力悪化させることなく運転を継続させることが可能となる
。
【００４８】
　次に、図３に示すフローチャートを用いて、第２実施形態における出力電力制限処理に
ついて説明する。この出力電力制限処理は、例えば、イグニッションキーがＯＮされたと
きに開始され、運転が終了するまで繰り返し実行される。
【００４９】
　最初に、制御部８は、ＦＣ用コンバータ３が動作不良であるか否かを判定する（ステッ
プＳ２０１）。この判定がＮＯである場合（ステップＳ２０１；ＮＯ）には、出力電力制
限処理を終了させる。
【００５０】
　一方、ステップＳ２０１の判定でＦＣ用コンバータ３が動作不良であると判定された場
合（ステップＳ２０１；ＹＥＳ）に、制御部８は、トラクションインバータ６から供給さ
れるトラクションモータ７への出力電力を、ＦＣ用コンバータ３の出力電力と、Ｂａｔ用
コンバータ５において許可される所定の出力電力との合算値以下に制限させる（ステップ
Ｓ２０２）。
【００５１】
　上述してきたように、第２実施形態における燃料電池システム１によれば、ＦＣ用コン
バータ３が動作不良である場合に、トラクションモータ７に対する出力電力を、ＦＣ用コ
ンバータ３の出力電力と、Ｂａｔ用コンバータ５において許可される所定の出力電力との
合算値以下に制限することができるため、Ｂａｔ用コンバータ５からの出力を許可されて
いる電力以下に低減させることができ、バッテリ４の過放電を抑制することができる。
【００５２】
　また、上述した第１実施形態における燃料電池システムでは、トラクションモータへの
出力電力の最大値がＦＣ用コンバータの出力電力となるのに対し、本第２実施形態におけ
る燃料電池システムでは、トラクションモータへの出力電力の最大値が、ＦＣ用コンバー
タの出力電力とＢａｔ用コンバータの出力電力との合算値となるため、トラクションモー
タへの許可パワーは、第１実施形態の燃料電池システムよりも第２実施形態の燃料電池シ
ステムの方が大きくなる。したがって、第２実施形態の燃料電池システムを選択すること
で、ＦＣ用コンバータの動作不良時における最大出力パワーを、第１実施形態の燃料電池
システムよりも大きくすることができる。
【００５３】
　[第３実施形態]
　本発明の第３実施形態について説明する。上述した第１実施形態における燃料電池シス
テムでは、ＦＣ用コンバータ３が動作不良である場合に、トラクションインバータから供
給されるトラクションモータへの出力電力を制限しているが、第３実施形態における燃料
電池システムでは、ＦＣ用コンバータ３が動作不良である場合に、Ｂａｔ用コンバータの
出力電力を制限する点で異なる。
【００５４】
　第３実施形態における燃料電池システムの構成を、図４に示す。第２実施形態における
燃料電池システムは、出力電力制限処理時における制御部８の制御対象がＢａｔ用コンバ
ータ５である点で、出力電力制限処理時における制御部８の制御対象がトラクションイン
バータ６である第１実施形態における燃料電池システムの構成と異なるが、それ以外の構
成については、第１実施形態における燃料電池システムの各構成と同様である。したがっ
て、各構成要素には同一の符合を付しその説明は省略するとともに、以下においては、主
に第１実施形態との相違点について説明する。
【００５５】
　制御部８は、ＦＣ用コンバータ３が動作不良である場合に、Ｂａｔ用コンバータ５の出
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るよう、Ｂａｔ用コンバータ５に指示を送出する。所定の出力電力については、上述した
第２実施形態における所定の出力電力と同様であるため、その説明を省略する。
【００５６】
　次に、図５に示すフローチャートを用いて、第３実施形態における出力電力制限処理に
ついて説明する。この出力電力制限処理は、例えば、イグニッションキーがＯＮされたと
きに開始され、運転が終了するまで繰り返し実行される。
【００５７】
　最初に、制御部８は、ＦＣ用コンバータ３が動作不良であるか否かを判定する（ステッ
プＳ３０１）。この判定がＮＯである場合（ステップＳ３０１；ＮＯ）には、出力電力制
限処理を終了させる。
【００５８】
　一方、ステップＳ３０１の判定でＦＣ用コンバータ３が動作不良であると判定された場
合（ステップＳ３０１；ＹＥＳ）に、制御部８は、Ｂａｔ用コンバータ５の出力電力を、
Ｂａｔ用コンバータ５において許可される所定の出力電力以下に制限させる（ステップＳ
３０２）。
【００５９】
　上述してきたように、第３実施形態における燃料電池システム１によれば、ＦＣ用コン
バータ３が動作不良である場合に、Ｂａｔ用コンバータ５の出力電力を、Ｂａｔ用コンバ
ータ５において許可される所定の出力電力以下に制限することができるため、Ｂａｔ用コ
ンバータ５からの出力を許可されている電力以下に低減させることができ、バッテリ４の
過放電を抑制することができる。
【００６０】
　なお、上述した各実施形態の構成を適宜組み合わせることとしてもよい。例えば、第２
実施形態においてトラクションモータ７に対する出力電力を制限する際に、第３実施形態
におけるＢａｔ用コンバータ５の出力電力を制限する際の処理をさらに行うこととしても
よい。
【００６１】
　また、上述した各実施形態においては、本発明に係る燃料電池システムを燃料電池車両
に搭載した場合について説明しているが、燃料電池車両以外の各種移動体（ロボット、船
舶、航空機等）にも本発明に係る燃料電池システムを適用することができる。また、本発
明に係る燃料電池システムを、建物（住宅、ビル等）用の発電設備として用いられる定置
用発電システムに適用することもできる。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】第１実施形態における燃料電池システムの構成を模式的に示す図である。
【図２】第１実施形態における出力電力制限処理の流れを説明するためのフローチャート
である。
【図３】第２実施形態における出力電力制限処理の流れを説明するためのフローチャート
である。
【図４】第３実施形態における燃料電池システムの構成を模式的に示す図である。
【図５】第３実施形態における出力電力制限処理の流れを説明するためのフローチャート
である。
【符号の説明】
【００６３】
　１…燃料電池システム、２…燃料電池、３…ＦＣ用コンバータ、４…バッテリ、５…Ｂ
ａｔ用コンバータ、６…トラクションインバータ、７…トラクションモータ、８…制御部
、Ｓ１…メインスイッチ、Ｖ１，Ｖ２…電圧センサ。
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