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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の走行モータに電力を供給する走行用バッテリであって、前記走行用バッテリが直
列に接続される複数の電池を含んでおり、かつ、前記走行用バッテリの一方の出力側に出
力スイッチが設けられると共に、前記走行用バッテリの他方の出力側と車両のシャーシに
接地される車両側のアースラインとが前記出力スイッチを介さずに接続されている、該走
行用バッテリと、
　前記複数の電池の各々の電圧を検出する電圧検出回路を備えるバッテリコントロールユ
ニットであって、前記走行用バッテリと共通のアースラインに接続されるように、前記電
圧検出回路が車両側のアースラインに接続されている、該バッテリコントロールユニット
と、を備え、
　前記バッテリコントロールユニットは、さらに、前記走行用バッテリの電池状態を検出
する電池状態検出回路と、この電池状態検出回路で検出される電池状態に基づいて検出さ
れる電池情報を車両側に伝送するインターフェース回路を備え、
　前記電池状態検出回路は、前記電圧検出回路を含み、
　前記インターフェース回路は、アースラインを車両側のアースラインに接続され、かつ
、該インターフェース回路と車両側とのアースラインを絶縁する絶縁部を備えることなく
、電池情報を車両側に伝送するように構成されていることを特徴とする車両用の電源装置
。
【請求項２】
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　前記走行用バッテリの定格電圧が６０Ｖ以下である請求項１に記載される車両用の電源
装置。
【請求項３】
　前記電池状態検出回路が、前記電圧検出回路と、前記走行用バッテリの電池温度を検出
する温度検出回路と、残容量を検出する残容量検出回路を備える請求項１又は２に記載さ
れる車両用の電源装置。
【請求項４】
　前記走行用バッテリが車両の電装機器に電力を供給する請求項１から３のいずれかに記
載される車両用の電源装置。
【請求項５】
　前記バッテリコントロールユニットが、走行用バッテリを構成する各電池の電圧を均等
化する均等化回路を備え、
　この均等化回路のアースラインが、車両のアースラインに接続されて請求項１から４の
いずれかに記載される車両用の電源装置。
【請求項６】
　前記バッテリコントロールユニットが、前記出力スイッチを介さずに前記走行用バッテ
リに接続される電源回路であって、前記走行用バッテリの出力電圧を変換して、前記電圧
検出回路の電源ラインに電力を供給する電源回路を備え、
　この電源回路のアースラインが車両のアースラインに接続されてなる請求項１から５の
いずれかに記載される車両用の電源装置。
【請求項７】
　前記バッテリコントロールユニットが、前記電圧検出回路で検出される電池電圧で走行
用バッテリの充放電を制御するバッテリコントロール回路を備え、
　このバッテリコントロール回路のアースラインが車両側のアースラインに接続されてな
る請求項１から６のいずれかに記載される車両用の電源装置。
【請求項８】
　前記走行用バッテリの出力側に接続してなる出力スイッチと、この出力スイッチと並列
に接続してなる、プリチャージスイッチとプリチャージ抵抗との直列回路からなるプリチ
ャージ回路とを備え、
　前記出力スイッチと前記プリチャージ回路との並列回路は、前記走行用バッテリの正負
の何れかの出力側に接続され、
　前記プリチャージ回路で車両側負荷のコンデンサーをプリチャージする状態で、前記出
力スイッチをオンに切り換えるようにしてなる請求項１から７のいずれかに記載される車
両用の電源装置。
【請求項９】
　車両を走行させる走行モータと、この走行モータに電力を供給する走行用バッテリを備
える電源装置と、この電源装置の走行用バッテリを充電する発電機と、この発電機を駆動
するエンジンと、前記エンジンを制御するエンジンコントロールユニットと、を備える電
動車両であって、
　前記電源装置が、
　　車両の走行モータに電力を供給する走行用バッテリであって、前記走行用バッテリが
直列に接続される複数の電池を含んでおり、かつ、前記走行用バッテリの一方の出力側に
出力スイッチが設けられると共に、前記走行用バッテリの他方の出力側と車両のシャーシ
に接地される車両側のアースラインとが前記出力スイッチを介さずに接続されている、該
走行用バッテリと、
　　前記複数の電池の各々の電圧を検出する電圧検出回路を備えるバッテリコントロール
ユニットであって、前記走行用バッテリと共通のアースラインに接続されるように、前記
電圧検出回路が車両側のアースラインに接続されている、該バッテリコントロールユニッ
トと、を備えており、
　前記バッテリコントロールユニットは、さらに、前記走行用バッテリの電池状態を検出
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する電池状態検出回路と、この電池状態検出回路で検出される電池状態に基づいて検出さ
れる電池情報を前記エンジンコントロールユニットに伝送するインターフェース回路を備
え、
　前記電池状態検出回路は、前記電圧検出回路を含み、
　前記インターフェース回路は、アースラインを車両側のアースラインに接続され、かつ
、該インターフェース回路と車両側とのアースラインを絶縁する絶縁部を備えることなく
、電池情報を前記エンジンコントロールユニットに伝送するように構成されていることを
特徴とする電動車両。
【請求項１０】
　前記走行用バッテリの定格電圧６０Ｖ以下である請求項９に記載される電動車両。
【請求項１１】
　前記電池状態検出回路が、前記電圧検出回路と、前記走行用バッテリの電池温度を検出
する温度検出回路を備える請求項９又は１０に記載される電動車両。
【請求項１２】
　前記走行用バッテリが車両の電装機器に電力を供給する請求項９から１１のいずれかに
記載される電動車両。
【請求項１３】
　前記バッテリコントロールユニットが、前記走行用バッテリを構成する各電池の電圧を
均等化する均等化回路を備え、
　均等化回路のアースラインを、車両のアースラインに接続してなる請求項９から１２の
いずれかに記載される電動車両。
【請求項１４】
　前記バッテリコントロールユニットが、前記出力スイッチを介さずに前記走行用バッテ
リに接続される電源回路であって、前記走行用バッテリの出力電圧を変換して、前記電圧
検出回路の電源ラインに電力を供給する電源回路を備え、
　この電源回路のアースラインが車両のアースラインに接続されてなる請求項９から１３
のいずれかに記載される電動車両。
【請求項１５】
　前記バッテリコントロールユニットが、前記電圧検出回路で検出される電池電圧で走行
用バッテリの充放電を制御するバッテリコントロール回路を備え、
　このバッテリコントロール回路のアースラインが車両のアースラインに接続されてなる
請求項９から１４のいずれかに記載される電動車両。
【請求項１６】
　さらに、前記出力スイッチと並列に接続してなる、プリチャージスイッチとプリチャー
ジ抵抗との直列回路からなるプリチャージ回路と、前記出力スイッチと前記プリチャージ
スイッチとを制御する切換回路とを備え、
　前記出力スイッチと前記プリチャージ回路との並列回路が、前記走行用バッテリの正負
の何れかの出力側に接続され、
　前記切換回路のアースラインが車両のアースラインに接続され、
　前記切換回路が前記プリチャージ回路で車両側負荷のコンデンサーをプリチャージする
状態で、前記出力スイッチをオンに切り換えるようにしてなる請求項９から１５のいずれ
かに記載される電動車両。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ハイブリッドカーや電気自動車などの電動車両に搭載される電源装置と、こ
の電源装置を備える電動車両に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ハイブリッドカーや電気自動車等の電動車両に搭載される電源装置は、車両を走行させ
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るモータへの出力電力を大きくするために、複数の電池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を備える。走行用バッテリは、モータに電力を供給して、モータ
で車両を走行し、また加速する。
【０００３】
　ハイブリッドカーは、電源装置の走行用バッテリで駆動されるモータとエンジンの両方
で走行し、電気自動車は、電源装置の走行用バッテリで駆動されるモータのみで走行する
。また、ハイブリッドカーは、エンジンで発電機を駆動して走行用バッテリを充電し、ハ
イブリッドカーや電気自動車は、車両の回生制動によっても走行用バッテリを充電する。
【０００４】
　この電源装置は、各電池の過充電と過放電を防止するように充放電をコントロールして
、電池の劣化を少なく、また寿命を長くできる。このことを実現するために、電源装置は
、走行用バッテリの電池状態を検出して、充放電をコントロールするバッテリコントロー
ルユニットを備えている。バッテリコントロールユニットは電圧検出回路や残容量検出回
路等を備えている。電圧検出回路は、走行用バッテリを構成する各々の電池の電圧を検出
して、各電池の過充電や過放電、あるいは過充電や過放電に近い状態を判定し、残容量検
出回路は走行用バッテリの残容量を検出する。このバッテリコントロールユニットは、電
圧検出回路で電池の電圧を検出し、残容量検出回路で走行用バッテリの残容量を検出して
、走行用バッテリの充放電をコントロールする。たとえば、バッテリコントロールユニッ
トは、走行用バッテリが放電されて、何れかの電池の電圧が最低電圧まで低下して、過放
電や過放電に近い状態になると、放電を停止し、また、何れかの電池の電圧が最高電圧ま
で上昇して過充電やこれに近い状態になると、充電を停止又は充電電流を小さくして、電
池の過放電と過充電を防止する。
【０００５】
　バッテリコントロールユニットは、走行用バッテリに接続されるが、出力電圧の高い走
行用バッテリは、漏電や感電などの弊害を防止して安全性を向上させるために、アースラ
インを車両側のアースラインには接続せずに、車両側のアースラインから絶縁している。
車両側のアースラインから絶縁されるバッテリコントロールユニットは、装備する電圧検
出回路や残容量検出回路等、全てのアースラインが車両側のアースラインには接続されな
い。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００９－２８６２９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　電動車両は、バッテリコントロールユニットから伝送される走行用バッテリの電池情報
で走行用バッテリの放電電流をコントロールしながら走行する。したがって、車両用の電
源装置は、走行用バッテリを構成している各々の電池の電圧を検出して、この検出電圧か
ら走行用バッテリの充放電の電流をコントロールして車両を走行させている。電動車両を
この状態で走行させるために、車両用の電源装置は、バッテリコントロールユニットに設
けている電圧検出回路で検出される各電池電圧等を直接に車両側に伝送し、あるいは、電
池電圧や温度などの電池情報をインターフェース回路を介して車両側に伝送している。電
圧検出回路やインターフェース回路は、走行用バッテリに接続されるので、走行用バッテ
リを車両側のアースラインから絶縁するバッテリコントロールユニットは、これを実装す
る回路基板を車両側のアースラインから絶縁して配置する必要があり、また、電池電圧等
の電池情報を、アースラインが接続されない絶縁回路を介して車両側に伝送する必要があ
って、部品コストが高くなる欠点がある。
【０００８】
　本発明は、さらに以上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
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重要な目的は、走行用バッテリを好ましい状態で充放電しながら、全体の回路構成を簡単
にできる車両用の電源装置とこれを搭載する電動車両を提供することにある。
【課題を解決するための手段及び発明の効果】
【０００９】
　本発明の車両用の電源装置は、複数の電池１０を直列に接続しており、車両の走行モー
タ３４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を構成してなる各電
池１０の電圧を検出する電圧検出回路６を備えるバッテリコントロールユニット２とを備
えている。電源装置は、バッテリコントロールユニット２のアースライン９が車両側のア
ースライン４１に接続されて、バッテリコントロールユニット２が車両側のアースライン
４１から絶縁される絶縁部を装備しない。
【００１０】
　以上の電源装置は、走行用バッテリ１の充放電を好ましい状態としながら、全体の回路
構成を簡単にできる特徴がある。それは、以上の電源装置が、走行用バッテリ１に接続し
ているバッテリコントロールユニット２のアースライン９を、車両のアースライン４１に
接続しているので、電源装置と車両側との間に、アースラインを接続しない絶縁回路を設
けることなく、電源装置で走行用バッテリの各電池電圧を検出し、車両側では各電池の検
出電圧に基づいて走行用バッテリの充放電をコントロールできるからである。
【００１１】
　本発明の車両用の電源装置は、走行用バッテリ１の定格電圧を６０Ｖ以下とすることが
できる。
　以上の車両用の電源装置は、走行用バッテリの定格電圧が低いので、電源装置のアース
ラインを車両のアースラインに接続しながら、漏電や感電の被害を少なくできる特徴があ
る。
【００１２】
　本発明の車両用の電源装置は、バッテリコントロールユニット２が、走行用バッテリ１
の電池状態を検出する電池状態検出回路３と、この電池状態検出回路３で検出される電池
状態に基づいて検出される電池情報を車両側に伝送するインターフェース回路５を備えて
、電池状態検出回路３は電圧検出回路６を含み、インターフェース回路５はアースライン
９を車両側のアースライン４１に接続して、インターフェース回路５と車両側とのアース
ラインを絶縁する絶縁部を設けることなく電池情報を車両側に伝送することができる。
　以上の車両用の電源装置は、電源装置と車両側との間に絶縁回路を設けることなく、イ
ンターフェース回路でもって走行用バッテリの電池情報を車両側に伝送できる。したがっ
て、車両側では、走行用バッテリの電池情報に基づいて、走行用バッテリを理想的な状態
で充放電して、電池の劣化を防止し、電池の寿命を長くできる。
【００１３】
　本発明の車両用の電源装置は、電池状態検出回路３が、電圧検出回路６と、走行用バッ
テリ１の電池温度を検出する温度検出回路７と、残容量を検出する残容量検出回路８を備
えることができる。
　以上の電源装置は、車両側に各電池の電圧のみでなく、電池の温度と残容量からも、走
行用バッテリの充放電をコントロールして、より理想的な状態で走行用バッテリを充放電
できる。このため、走行用バッテリの劣化をより少なくして、電池寿命をより長くできる
。
【００１４】
　本発明の車両用の電源装置は、走行用バッテリ１が車両の電装機器３８に電力を供給す
ることができる。
　以上の電源装置は、走行用バッテリから車両側の電装機器に電力を供給するので、車両
側では電装用バッテリを搭載することなく、走行用バッテリで電装機器を動作できる。
【００１５】
　本発明の車両用の電源装置は、バッテリコントロールユニット２が、走行用バッテリ１
を構成する各電池１０の電圧を均等化する均等化回路１７を備えて、この均等化回路１７
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のアースライン９を、車両のアースライン４１に接続することができる。
　以上の電源装置は、走行用バッテリを構成する各電池を均等化しながら充放電するので
、特定の電池が過充電や過放電されるのを防止しながら、走行用バッテリを充放電できる
。このため、特定の電池が劣化する弊害を防止して、走行用バッテリの寿命を長くできる
。また、均等化回路のアースラインを車両のアースラインに接続するので、均等化回路の
回路構成、とくに均等化回路の電源回路を簡単にできる特徴がある。電源回路に、車両の
アースラインから絶縁された絶縁型の電源回路を使用する必要がないからである。
【００１６】
　本発明の車両用の電源装置は、バッテリコントロールユニット２が、走行用バッテリ１
の出力電圧を変換して、電圧検出回路６の電源ラインに電力を供給する電源回路１６を備
えて、この電源回路１６のアースライン９を車両のアースライン４１に接続することがで
きる。
　以上の電源装置は、走行用バッテリから電圧検出回路に動作電力を供給するので、電圧
検出回路に、電装用バッテリなどから動作電力を供給する必要がなく、電源回路を簡単に
できる。
【００１７】
　本発明の車両用の電源装置は、バッテリコントロールユニット２が、電圧検出回路６で
検出される電池電圧で走行用バッテリ１の充放電を制御するバッテリコントロール回路４
を備えて、このバッテリコントロール回路４のアースライン９を車両のアースライン４１
に接続することができる。
　以上の電源装置は、バッテリコントロール回路でもって、各電池電圧から走行用バッテ
リの充放電電流を最適値にコントロールできる。この回路構成の電源装置は、電圧検出回
路で各電池電圧を検出し、バッテリコントロール回路でもって、電圧検出回路で検出する
電池電圧から走行用バッテリを充放電する電流を演算して、演算される電流で走行用バッ
テリをコントロールして、走行用バッテリの劣化を防止して寿命を長くできる。
【００１８】
　本発明の車両用の電源装置は、走行用バッテリ１の出力側に接続してなる出力スイッチ
１１と、この出力スイッチ１１と並列に接続してなる、プリチャージスイッチ１３とプリ
チャージ抵抗１４との直列回路からなるプリチャージ回路１２と、出力スイッチ１１とプ
リチャージスイッチ１３とを制御する切換回路１５とを備えて、出力スイッチ１１とプリ
チャージ回路１２との並列回路を、走行用バッテリ１の正負の何れかの出力側に接続し、
さらに、切換回路１５のアースライン９を車両側のアースライン４１に接続することがで
きる。この電源装置は、切換回路１５がプリチャージ回路１２で車両側負荷３０のコンデ
ンサー３１をプリチャージする状態で、出力スイッチ１１をオンに切り換えることができ
る。
　以上の電源装置は、出力スイッチとプリチャージ回路とを、走行用バッテリの正負の片
側の出力側に接続するので、出力スイッチとこれを接続する切換回路の回路構成を簡単に
できる。
【００１９】
　本発明の電動車両は、車両を走行させる走行モータ３４と、この走行モータ３４に電力
を供給する走行用バッテリ１を備える電源装置１００と、この電源装置１００の走行用バ
ッテリ１を充電する発電機３５と、この発電機３５を駆動するエンジン３６とを備える。
電源装置は、複数の電池１０を直列に接続して、車両の走行モータ３４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を構成してなる各電池１０の電圧を検出する
電圧検出回路６を備えるバッテリコントロールユニット２とを備えて、走行用バッテリ１
のアースライン９と、電圧検出回路６のアースライン９を車両のアースライン４１に接続
している。
【００２０】
　以上の電動車両は、走行用バッテリの充放電を好ましい状態にコントロールしながら、
全体の回路構成を簡単にできる特徴がある。それは、以上の電動車両が、走行用バッテリ
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のアースラインと、電圧検出回路のアースラインの両方を、車両のアースラインに接続し
ているので、電源装置と車両側との間に、アースラインを接続しない絶縁回路を設けるこ
となく、電源装置で走行用バッテリの各電池電圧を検出し、車両側では各電池の検出電圧
に基づいて走行用バッテリの充放電をコントロールできるからである。
【００２１】
　本発明の電動車両は、走行用バッテリ１の定格電圧を６０Ｖ以下とすることができる。
　以上の電動車両は、走行用バッテリの定格電圧を低くしているので、電源装置のアース
ラインを車両のアースラインに接続しながら、漏電や感電の被害を少なくできる特徴があ
る。
【００２２】
　本発明の電動車両は、エンジン３６で車両を走行させることができる。
　以上の電動車両は、モータとエンジンの両方で車両を走行できる。
【００２３】
　本発明の電動車両は、エンジン３６を制御するエンジンコントロールユニット３２を備
えて、バッテリコントロールユニット２が、走行用バッテリ１の電池状態を検出する電池
状態検出回路３と、電池状態検出回路３で検出される走行用バッテリ１の電池情報をエン
ジンコントロールユニット３２に伝送するインターフェース回路５を備えて、電池状態検
出回路３は前記電圧検出回路６を含み、インターフェース回路５はアースライン９を車両
側のアースライン４１に接続すると共に、アースラインを絶縁してなる絶縁回路を介する
ことなく、電池情報をエンジンコントロールユニット３２に伝送することができる。
　以上の電動車両は、電源装置と車両側との間に絶縁回路を設けることなく、インターフ
ェース回路でもって走行用バッテリの電池情報を車両側に伝送できる。したがって、車両
側では、走行用バッテリの電池情報に基づいて、走行用バッテリを理想的な状態で充放電
して、電池の劣化を防止して、電池の寿命を長くできる。
【００２４】
　本発明の電動車両は、電池状態検出回路３が、電圧検出回路６と、走行用バッテリ１の
電池温度を検出する温度検出回路７を備えることができる。
　以上の電動車両は、電源装置から車両側に各電池の電圧のみでなく、電池の温度も電池
情報として伝送するので、車両側では電池の電圧と温度の両方から理想的な状態で走行用
バッテリを充放電できる。このため、走行用バッテリの劣化をより少なくして、電池寿命
をより長くできる。
【００２５】
　本発明の電動車両は、走行モータ３４を発電機３５に兼用することができる。
　以上の電動車両は、走行モータを発電機に兼用するので、専用の発電機を設けることな
く、走行用バッテリを充電できる。
【００２６】
　本発明の電動車両は、車両の電装機器３８に電力を供給する、定格電圧を１２Ｖとする
電装用バッテリ４０を備えることができる。
　以上の電動車両は、電源電圧を１２Ｖとする従来の電装機器を使用しながら、走行用バ
ッテリから車両を走行させるモータに電力を供給できる。
【００２７】
　本発明の電動車両は、走行用バッテリ１が車両の電装機器３８に電力を供給することが
できる。
　以上の電動車両は、走行用バッテリから車両側の電装機器に電力を供給するので、電装
用バッテリを搭載することなく、走行用バッテリで電装機器に動作電力を供給できる。
【００２８】
　本発明の電動車両は、バッテリコントロールユニット２が、走行用バッテリ１を構成す
る各電池１０の電圧を均等化する均等化回路１７を備えて、均等化回路１７のアースライ
ン９を、車両のアースライン４１に接続することができる。
　以上の電動車両は、走行用バッテリを構成する各電池を均等化しながら充放電するので
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、特定の電池が過充電や過放電になるのを防止しながら、走行用バッテリを充放電できる
。このため、特定の電池が劣化する弊害を防止して、走行用バッテリの寿命を長くできる
。また、均等化回路のアースラインを車両のアースラインに接続するので、均等化回路の
回路構成、とくに均等化回路の電源回路を簡単にできる特徴がある。電源回路に、車両の
アースラインから絶縁された絶縁型の電源回路を使用する必要がないからである。
【００２９】
　本発明の電動車両は、バッテリコントロールユニット２が、走行用バッテリ１の出力電
圧を変換して、電圧検出回路６の電源ラインに電力を供給する電源回路１６を備えて、こ
の電源回路１６のアースライン９を車両のアースライン４１に接続することができる。
　以上の電動車両は、走行用バッテリから電圧検出回路に動作電力を供給するので、電圧
検出回路に、電装用バッテリなどから動作電力を供給する必要がなく、電源回路を簡単に
できる。
【００３０】
　本発明の電動車両は、バッテリコントロールユニット２が、電圧検出回路６で検出され
る電池電圧で走行用バッテリ１の充放電を制御するバッテリコントロール回路４を備えて
、このバッテリコントロール回路４のアースライン９を車両のアースライン４１に接続す
ることができる。
　以上の電動車両は、バッテリコントロール回路でもって、各電池電圧から走行用バッテ
リの充放電電流を最適値にコントロールできる。この回路構成の電源装置は、電圧検出回
路で各電池電圧を検出し、バッテリコントロール回路でもって、電圧検出回路で検出する
電池電圧から走行用バッテリを充放電する電流を演算して、演算される電流で走行用バッ
テリをコントロールして、走行用バッテリの劣化を防止して電池寿命を長くできる。
【００３１】
　本発明の電動車両は、走行用バッテリ１の出力側に接続してなる出力スイッチ１１と、
この出力スイッチ１１と並列に接続してなる、プリチャージスイッチ１３とプリチャージ
抵抗１４との直列回路からなるプリチャージ回路１２と、出力スイッチ１１とプリチャー
ジスイッチ１３とを制御する切換回路１５とを備えて、出力スイッチ１１とプリチャージ
回路１２との並列回路を、走行用バッテリ１の正負の何れかの出力側に接続し、切換回路
１５のアースライン９を車両のアースライン４１に接続することができる。この電動車両
は、切換回路１５がプリチャージ回路１２で車両側負荷３０のコンデンサー３１をプリチ
ャージする状態で、出力スイッチ１１をオンに切り換えることができる。
　以上の電動車両は、出力スイッチとプリチャージ回路とを、走行用バッテリの正負の片
側に出力側に接続するので、出力スイッチとこれを接続する切換回路の回路構成を簡単に
できる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明の一実施の形態にかかる電源装置を備える電動車両のブロック図である。
【図２】本発明の他の実施の形態にかかる電源装置を備える電動車両のブロック図である
。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。ただし、以下に示す実施の形態
は、本発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れを搭載する電動車両を
例示するものであって、本発明は電源装置と電動車両を以下のものに特定しない。さらに
、この明細書は、特許請求の範囲に示される部材を、実施の形態の部材に特定するもので
は決してない。
【００３４】
（電動車両）
　図１は、電動車両であるハイブリッドカーのブロック図である。この電動車両は、電源
装置を車両側の負荷３０に接続している。電源装置は、走行用バッテリ１と、走行用バッ
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テリ１の充放電を制御するバッテリコントロールユニット２とを備える。車両側の負荷３
０は、電源装置の出力側に接続しているコンデンサー３１と、バッテリコントロールユニ
ット２から伝送される電池情報で走行用バッテリ１の電流をコントロールするエンジンコ
ントロールユニット（ＥＣＵ）３２と、走行用バッテリ１の出力をモータ３４に供給する
ＤＣ／ＡＣインバータ３３と、ＤＣ／ＡＣインバータ３３に接続しているモータ３４とを
備える。この図の電動車両は、モータ３４を発電機３５に兼用している。モータ３４は車
両の車輪３７を回転して車両を走行し、モータ３４に兼用される発電機３５は、走行用バ
ッテリ１を充電する。モータ３４に兼用される発電機３５は、エンジン３６に回転されて
走行用バッテリ１を充電し、また回生制動で車輪３７に回転されて走行用バッテリ１を充
電する。
【００３５】
　図１の電動車両は、モータ３４を発電機３５に兼用するが、図２に示すように、モータ
３４と発電機３５を別に設けることもできる。この電動車両は、走行用バッテリ１でモー
タ３４を駆動し、発電機３５をエンジン３６と車輪３７の回生制動で駆動して、走行用バ
ッテリ１を充電する。
【００３６】
　図１の電動車両は、電装機器３８の電源に電源装置の走行用バッテリ１を使用する。し
たがって、走行用バッテリ１が電装機器３８に動作電力を供給する。電装機器３８は、走
行用バッテリ１の出力電圧で動作する。さらに、図１の電動車両は、ＥＣＵ３２にも走行
用バッテリ１から動作電力を供給する。この電動車両は、定格電圧を１２Ｖとする電装用
バッテリを搭載することなく、走行用バッテリ１から電装機器３８とＥＣＵ３２に動作電
力を供給する。
【００３７】
　ただ、電動車両は、図２のブロック図に示すように、電装用バッテリ４０を搭載して、
この電装用バッテリ４０から電装機器３８とＥＣＵ３２に動作電力を供給することもでき
る。この図の電動車両は、電装用バッテリ４０のマイナス側、すなわち車両側のアースラ
イン４１を車両側のシャーシーアース４２に接続して、電装機器３８とＥＣＵ３２のアー
スライン４１を車両のシャーシーアース４２に接続している。電装用バッテリ４０には定
格電圧を１２Ｖとする鉛バッテリを使用する。
【００３８】
（車両側の負荷３０）
　車両側の負荷３０は、電源装置の出力側に大容量のコンデンサー３１を並列に接続して
いる。このコンデンサー３１は、走行用バッテリ１の放電状態において、負荷３０に瞬間
的に大電力を供給する。したがって、走行用バッテリ１と並列にコンデンサー３１を接続
して、車両側の負荷３０に供給できる瞬間電力を大きくできる。コンデンサー３１から負
荷３０に瞬間的に供給できる電力は、静電容量を大きくして大きくできるので、このコン
デンサー３１には、たとえば１０００～６０００μＦと極めて大きい静電容量のものが使
用される。
【００３９】
　ＥＣＵ３２は、アースライン４１を車両のシャーシーアースに接続している。図１のＥ
ＣＵ３２は、走行用バッテリ１から動作電力を供給している。したがって、このＥＣＵ３
２は、走行用バッテリ１の電圧を変換すると共に、電圧を安定化して出力する電源回路（
図示せず）を備える。
【００４０】
　ＥＣＵ３２は、モータ３４とエンジン３６の出力をコントロールして車両を所定の速度
で走行させる。ＥＣＵ３２は、電源装置から伝送される走行用バッテリ１の電池情報と、
ドライバーのアクセル操作量に基づいて、モータ３４とエンジン３６の出力をコントロー
ルして、車両を所定の速度で走行させる。電源装置は、走行用バッテリ１を構成している
各電池１０の電圧、残容量、温度等を電池情報としてＥＣＵ３２に伝送する。この電池情
報を検出するＥＣＵ３２は、各電池１０の過充電や過放電を防止し、かつ電池１０の劣化
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が少なくなる電流で走行用バッテリ１からモータ３４に電力を供給し、また、走行用バッ
テリ１を充電する。電源装置は、走行用バッテリ１を充放電する最大電流を電池情報とし
てＥＣＵ３２に伝送することもできる。この電源装置は、走行用バッテリ１の電池１０の
電圧、温度、残容量から最大電流を演算してＥＣＵ３２に伝送する。
【００４１】
　ＤＣ／ＡＣインバータ３３は、走行用バッテリ１の直流を交流に変換して、モータ３４
に供給する。ＤＣ／ＡＣインバータ３３は、走行用バッテリ１の電圧を昇圧してモータ３
４に供給することもできる。モータ３４は、主として三相交流モータが使用されるので、
ＤＣ／ＡＣインバータ３３は、直流を三相交流に変換してモータ３４に供給する。ＤＣ／
ＡＣインバータ３３は、ＥＣＵ３２にコントロールされて、モータ３４の供給電力をコン
トロールする。ＤＣ／ＡＣインバータ３３は、走行用バッテリ１の電圧を昇圧してモータ
３４に供給する。この電動車両は、走行用バッテリ１の電圧を低くして、モータ３４の供
給電圧を高くして、モータ３４の出力を大きくできる。ただ、ＤＣ／ＡＣインバータは、
走行用バッテリの電圧を昇圧することなくモータに供給することもできる。
【００４２】
　さらに、ＤＣ／ＡＣインバータ３３は、走行用バッテリ１を充電する状態にあっては、
モータ３４に兼用される発電機３５の交流出力を直流に変換して、走行用バッテリ１を充
電する。ＥＣＵ３２は、走行用バッテリ１の残容量が設定範囲、たとえば、５０％±２０
％となるように、ＤＣ／ＡＣインバータ３３をコントロールして、走行用バッテリ１の放
電と充電をコントロールする。走行用バッテリ１の残容量が少なくなると、エンジン３６
でモータ３４の発電機３５を駆動して、走行用バッテリ１を充電する。走行用バッテリ１
の残容量が設定範囲になると、走行用バッテリ１の充電を停止する。ＥＣＵ３２は、走行
用バッテリ１の残容量が設定範囲よりも小さくなると、走行用バッテリ１の放電を停止さ
せる。走行用バッテリ１の残容量は、電源装置のバッテリコントロールユニット２から電
池情報として、ＥＣＵ３２に伝送される。
【００４３】
　モータ３４は、ＤＣ／ＡＣインバータ３３を介して走行用バッテリ１から電力を供給し
て車輪３７を駆動して車両を走行させる。エンジン３６は、ＥＣＵ３２に制御されて車輪
３７を駆動し、またモータ３４の発電機３５を回転して走行用バッテリ１を充電する。モ
ータ３４とエンジン３６は、ＥＣＵ３２にコントロールされて、走行用バッテリ１の残容
量を設定範囲としながら、車両を所定の速度で走行させる。
【００４４】
　電装機器３８は、オーディオ機器、エアコン、照明などで、車両に搭載されて電気で駆
動される全ての機器である。従来の電動車両は、定格電圧を１２Ｖとする鉛バッテリの電
装用バッテリで電装機器に電力を供給している。図１の電動車両は、電源装置に内蔵する
走行用バッテリ１からこれ等の電装機器３８に動作電圧を供給する。この電動車両は、電
源装置又は車両側に、走行用バッテリ１の出力電圧を直流１２Ｖに変換するＤＣ／ＤＣコ
ンバータ（図示せず）を設けて、１２Ｖで動作する電装機器３８に電力を供給できる。た
だ、走行用バッテリの電圧で動作する電装機器を使用して、ＤＣ／ＤＣコンバータを介す
ることなく、走行用バッテリから電装機器に電力を供給できる。
【００４５】
（電源装置）
　電源装置は、モータ３４に電力を供給する走行用バッテリ１と、走行用バッテリ１の充
放電をコントロールするバッテリコントロールユニット２と、走行用バッテリ１の出力側
に接続している出力スイッチ１１と、この出力スイッチ１１と並列に接続しているプリチ
ャージ回路１２とを備える。バッテリコントロールユニット２は回路基板に電子部品を実
装して実現される。この回路基板に実装される全ての電子回路は、アースライン９を車両
側のアースライン４１に接続している。図１と図２の走行用バッテリ１は、マイナス側を
アースライン９として、車両のアースライン４１に接続している。ただ、走行用バッテリ
は、必ずしもマイナス側をアースラインとして車両のアースラインに接続する必要はなく
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、たとえば、直列に接続している電池の接続点を車両のアースラインに接続し、あるいは
プラス側を車両のアースラインに接続することもできる。
【００４６】
　図１と図２の電源装置は、走行用バッテリ１のプラス側にのみ出力スイッチ１１を接続
している。出力スイッチは、走行用バッテリのマイナス側にのみ接続することもできる。
出力スイッチをマイナス側に接続する電源装置は、走行用バッテリのプラス側を車両のア
ースラインに接続する。出力スイッチ１１は、励磁コイルの通電を制御して接点をオンオ
フに切り換えるコンタクタである。ただ、出力スイッチ１１には、ＩＧＢＴ等の大電流を
オンオフに制御できる半導体スイッチング素子も使用できる。出力スイッチ１１は、切換
回路１５でオンオフに制御される。
【００４７】
　プリチャージ回路１２は、プリチャージスイッチ１３とプリチャージ抵抗１４の直列回
路を出力スイッチ１１と並列に接続している。プリチャージスイッチ１３は、出力スイッ
チ１１と同じように、励磁コイルの通電を制御して接点をオンオフに切り換えるコンタク
タである。ただ、プリチャージスイッチ１３も、ＩＧＢＴ、パワーＭＯＳＦＥＴ、パワー
トランジスタなどの大電流を制御できる半導体スイッチング素子を使用できる。プリチャ
ージ回路１２は、出力スイッチ１１をオンに切り換える前に、車両側のコンデンサー３１
をプリチャージする。プリチャージ回路１２は、プリチャージ抵抗１４でもって、コンデ
ンサー３１の突入電流を制限してコンデンサー３１をプリチャージする。切換回路１５は
、プリチャージ回路１２でコンデンサー３１をプリチャージした後、出力スイッチ１１を
オンに切り換えて、突入電流による出力スイッチ１１の損傷を防止する。
【００４８】
　走行用バッテリ１は、出力電圧を３０Ｖ以上で６０Ｖ以下、好ましくは４０Ｖ以上であ
って６０Ｖ以下としている。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。また、複数の電池を並列に接続して容量を大きくすることもできる
。走行用バッテリ１の電池１０は、リチウムイオン電池やリチウムポリマー電池などの非
水系電解液電池である。電池１０を非水系電解液電池とする走行用バッテリ１は、容積と
重量に対する充電容量を大きくできる。走行用バッテリ１は、１３個のリチウムイオン電
池又はリチウムポリマー電池を直列に接続して、定格電圧を約４８Ｖにできる。ただ、走
行用バッテリは、電池をニッケル水素電池などの充電できる全ての電池とすることもでき
る。
【００４９】
（バッテリコントロールユニット２）
　図１と図２のバッテリコントロールユニット２は、走行用バッテリ１の電池状態を検出
する電池状態検出回路３と、電池状態検出回路３で検出する電池状態を演算して、走行用
バッテリ１の充放電をコントロールするのに必要な電池情報を検出するバッテリコントロ
ール回路４と、バッテリコントロール回路４で演算される電池情報を車両側のＥＣＵ３２
に伝送するインターフェース回路５と、出力スイッチ１１及びプリチャージ回路１２を制
御する切換回路１５と、走行用バッテリ１の電圧をバッテリコントロールユニット２の、
電圧検出回路６などの電源ラインに動作電圧に変換して供給する電源回路１６を備え、こ
れ等の全ての電子回路は回路基板に電子部品を実装して実現している。さらに、図１のバ
ッテリコントロールユニット２は、走行用バッテリ１を構成する電池１０の電圧を均等化
する均等化回路１７も同じ回路基板に実装しており、この均等化回路１７もアースライン
９を車両のアースライン４１に接続している。
【００５０】
　均等化回路１７は、各電池１０と並列に接続している複数の放電回路１８を備える。放
電回路１８は、放電スイッチ２０と放電抵抗２１との直列回路からなり、放電スイッチ２
０は均等化制御回路１９でオンオフに制御される。均等化制御回路１９は、電圧検出回路
６で検出される各電池１０の電圧を比較し、電圧の最も高い電池１０に接続している放電
回路１８の放電スイッチ２０をオンに切り換えて放電して、電圧を低下して均等化する。
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【００５１】
（電池状態検出回路３）
　電池状態検出回路３は、走行用バッテリ１を構成する各電池１０の電圧を検出する電圧
検出回路６と、走行用バッテリ１の電池温度を検出する温度検出回路７と、走行用バッテ
リ１の残容量を検出する残容量検出回路８とを備えている。電圧検出回路６と、温度検出
回路７と、残容量検出回路８は、アースライン９を車両のアースライン４１に接続してい
る。バッテリコントロールユニット２に含まれる全ての電子回路は、アースライン９を車
両のアースライン４１に接続している。
【００５２】
　電圧検出回路６は、各電池１０の電圧を検出して、バッテリコントロール回路４に出力
し、温度検出回路７は、電池１０の温度を検出してバッテリコントロール回路４に出力し
、さらに、残容量検出回路８は、電池１０の残容量を検出して残容量をバッテリコントロ
ール回路４に出力する。残容量検出回路８は、走行用バッテリ１の充放電電流を積算して
残容量を演算する。残容量検出回路８は、充電電流の積算値を加算し、放電電流の積算値
を減算して残容量を演算する。残容量検出回路８は、電池１０の電圧が最高電圧に上昇し
、また最低電圧に低下する状態で、残容量を補正してより正確に残容量を演算する。
【００５３】
（バッテリコントロール回路４）
　バッテリコントロール回路４は、アースライン９を車両のアースライン４１に接続して
いる。さらに、バッテリコントロール回路４は、電源回路１６から動作電力を供給して動
作する。すなわち、バッテリコントロール回路４は、電源回路１６を介して走行用バッテ
リ１から動作電力が供給されている。バッテリコントロール回路４は、電圧検出回路６、
温度検出回路７、残容量検出回路８で検出される電池１０の電圧や温度や残容量で走行用
バッテリ１の充放電を制御する。このバッテリコントロール回路４は、電圧検出回路６と
温度検出回路７と残容量検出回路８から入力される信号から、走行用バッテリ１を放電で
きる最大電流や充電できる最大電流等を電池情報として検出する。検出する電池情報は、
電池情報としてインターフェース回路５を介して車両側のＥＣＵ３２に伝送され、ＥＣＵ
３２とバッテリコントロール回路４とで走行用バッテリ１の充放電電流をコントロールす
る。
【００５４】
（インターフェース回路５）
　インターフェース回路５も、アースライン９を車両のアースライン４１に接続している
。また、インターフェース回路５も、電源回路１６から動作電力を供給して動作する。す
なわち、インターフェース回路５も、電源回路１６を介して走行用バッテリ１から動作電
力が供給されている。インターフェース回路５は、バッテリコントロール回路４から入力
される電池情報を、車両側のＥＣＵ３２に伝送し、また、ＥＣＵ３２から入力される信号
をバッテリコントロール回路４に伝送する。ＥＣＵ３２からの信号をバッテリコントロー
ル回路４に伝送する電源装置は、バッテリコントロール回路４でもって、電池情報とＥＣ
Ｕ３２から入力される信号の両方で走行用バッテリ１の充放電電流を特定して、走行用バ
ッテリ１を充放電させる。
【００５５】
(切換回路１５)
　切換回路１５も、アースライン９を車両のアースライン４１に接続している。また、切
換回路１５も、電源回路１６から動作電力を供給して動作する。すなわち、切換回路１５
も、電源回路１６を介して走行用バッテリ１から動作電力が供給されている。切換回路１
５は、車両のメインスイッチ３９であるイグニッションスイッチのオン信号を検出して、
車両側のコンデンサー３１をプリチャージ回路１２でプリチャージした後、出力スイッチ
１１をオンに切り換えて走行用バッテリ１を車両側の負荷３０に接続する。切換回路１５
は、車両のメインスイッチ３９のオン信号を検出すると、出力スイッチ１１をオフ状態に
保持して、プリチャージスイッチ１３をオンに切り換えて、コンデンサー３１をプリチャ
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ージする。コンデンサー３１がプリチャージされた後、出力スイッチ１１をオンに切り換
えて、走行用バッテリ１を車両側の負荷３０に接続する。メインスイッチ３９のオフ状態
になると、出力スイッチ１１をオフに切り換えて、走行用バッテリ１を車両側の負荷３０
から切り離す。
【００５６】
(電源回路１６)
　電源回路１６も、アースライン９を車両のアースライン４１に接続している。電源回路
１６は、走行用バッテリ１の出力電圧を変換して、バッテリコントロールユニット２が装
備する電池状態検出回路３、バッテリコントロール回路４、インターフェース回路５、切
換回路１５など、全ての電子回路に動作電力を供給する。電池状態検出回路３は、電圧検
出回路６、温度検出回路７、残容量検出回路８などの電子回路を備えるので、電源回路１
６は、これ等の全ての電子回路に動作電力を供給する。電源回路１６は、走行用バッテリ
１の電圧を、電池状態検出回路３の電圧検出回路６などの電源電圧に変換し、かつ出力電
圧を安定化して出力するＤＣ／ＤＣコンバータである。走行用バッテリ１の電圧を４８Ｖ
とする電源装置は、電源回路１６でもって出力電圧を１２Ｖ又は５Ｖに変換して、バッテ
リコントロールユニット２の電子回路の電源ラインに供給する。以上の電源回路１６は、
走行用バッテリ１の電圧を全ての電源回路１６の動作電圧に変換して出力する。この電源
装置は、バッテリコントロールユニット２の各々の電子回路に、走行用バッテリ１の電圧
を動作電圧に変換する電源回路１６を設ける必要がなく、電源回路１６を簡単にできる。
ただ、図示しないが、バッテリコントロールユニットの各々の電子回路である電圧検出回
路、温度検出回路、残容量検出回路、バッテリコントロール回路、インターフェース回路
、切換回路などの各々に、走行用バッテリの電圧を動作電圧に変換するＤＣ／ＤＣコンバ
ータなどの電源回路を設けることもできる。
【００５７】
　以上のように、電源装置の全ての電子回路に走行用バッテリ１から動作電力を供給する
回路構成は、走行用バッテリ１の出力側とインターフェース回路５のみを車両側に接続し
て、車両側から動作電力を供給することなく、電源装置の全ての電子回路を動作状態にで
きる。したがって、車両側から電源装置に動作電力を供給する配線を接続する必要がなく
、電源装置と車両側との接続を簡単にできる。
【００５８】
　ただ、電源装置は、電圧検出回路を含む電池状態検出回路や均等化回路のように、車両
のメインスイッチであるイグニッションスイッチのオフ状態においても、動作状態とする
必要のある電子回路には、走行用バッテリから動作電力を供給し、他の電子回路であって
、車両の停止状態、すなわち車両のメインスイッチであるイグニッションスイッチのオフ
状態において、動作状態としない、バッテリコントロール回路、インターフェース回路、
切換回路等の電子回路には、車両側の電装用バッテリから動作電力を供給する回路構成と
することもできる。また、電動車両は、電源装置の全ての電子回路の動作電力を車両側の
電装用バッテリから供給する回路構成とすることもできる。とくに、以上の電動車両は、
電源装置側のアースラインを車両側の車両のアースラインに接続しているので、アースラ
インを共通としない絶縁タイプの電源回路を使用することなく、簡単な回路構成として、
車両側から電源装置側に動作電力を供給することもできる。
【００５９】
　図１と図２は、電動車両をハイブリッドカーとするので、車両を走行させるエンジン３
６を備える。エンジン３６は、発電機３５を駆動して走行用バッテリ１を充電する。ハイ
ブリッドカーは、モータ３４とエンジン３６の両方で走行する。ハイブリッドカーは、エ
ンジン３６で走行することなく、エンジン３６で走行用バッテリ１を充電して、モータ３
４のみで走行させることもできる。ハイブリッドカーはエンジン３６を備えるので、この
エンジン３６を走行用バッテリ１で始動する。走行用バッテリ１は、電装用バッテリ４０
よりも定格電圧が高いので、エンジン３６を速やかに始動できる。このハイブリッドカー
は、走行用のモータ３４でエンジン３６を始動することができる。このハイブリッドカー
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は、車両を走行させることなくモータ３４でエンジン３６を回転できる動力伝達機構（図
示せず）を備える。このハイブリッドカーは、モータ３４が車両を走行させることなく、
エンジン３６を回転して始動する。ただ、走行用バッテリで回転されるスターターモータ
を設け、このスターターモータを走行用バッテリで回転して、エンジンを始動することも
できる。
【００６０】
　本発明は、電動車両をハイブリッドカーには特定しない。電動車両は電気自動車とする
こともできる。電気自動車は車両をモータのみで走行させるので、走行用バッテリからモ
ータに供給する電力をコントロールして車両を走行させる。電気自動車は、エンジンを搭
載しない以外は、前述したハイブリッドカーと同じようにして、走行用バッテリからモー
タに電力を供給して車両を走行させる。ハイブリッドカーは、エンジン３６で発電機３５
を回転して走行用バッテリ１を充電するが、電気自動車は、外部から供給される電力で走
行用バッテリを充電する。また、電気自動車は、ハイブリッドカーと同じように、車両を
制動するときの回生制動で走行用バッテリを充電する。さらに、電気自動車は、走行用バ
ッテリを充電するために、充電専用のエンジンと発電機を搭載して、走行用バッテリを充
電しながらモータで走行することもできる。
【産業上の利用可能性】
【００６１】
　本発明は、走行用バッテリ１でモータ３４を駆動して車両を走行させる電源装置と、こ
の電源装置を搭載するハイブリッドカーや電気自動車に有効に使用され、走行用バッテリ
１の劣化を防止し、寿命を長くしながら電気自動車を走行させる。
【符号の説明】
【００６２】
　　１…走行用バッテリ
　　２…バッテリコントロールユニット
　　３…電池状態検出回路
　　４…バッテリコントロール回路
　　５…インターフェース回路
　　６…電圧検出回路
　　７…温度検出回路
　　８…残容量検出回路
　　９…アースライン（電源装置側）
　１０…電池
　１１…出力スイッチ
　１２…プリチャージ回路
　１３…プリチャージスイッチ
　１４…プリチャージ抵抗
　１５…切換回路
　１６…電源回路
　１７…均等化回路
　１８…放電回路
　１９…均等化制御回路
　２０…放電スイッチ
　２１…放電抵抗
　３０…負荷
　３１…コンデンサー
　３２…エンジンコントロールユニット
　３３…ＤＣ／ＡＣインバータ
　３４…モータ
　３５…発電機
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　３６…エンジン
　３７…車輪
　３８…電装機器
　３９…メインスイッチ
　４０…電装用バッテリ
　４１…アースライン（車両側）
　４２…シャーシーアース（車両）

【図１】 【図２】



(16) JP 6116838 B2 2017.4.19

10

20

30

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｈ０１Ｍ   2/10     (2006.01)           Ｈ０１Ｍ    2/10     　　　Ｓ        　　　　　
   Ｈ０１Ｍ  10/48     (2006.01)           Ｈ０１Ｍ   10/48     　　　Ｐ        　　　　　
   Ｈ０１Ｍ  10/44     (2006.01)           Ｈ０１Ｍ   10/48     ３０１　        　　　　　
   　　　　                                Ｈ０１Ｍ   10/44     　　　Ｐ        　　　　　

(56)参考文献  特開２００７－１８７６２９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－０５３１２０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－１７８１８３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１２－１３８２１３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－１１５９０８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－１１５９０９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１２－０５５０９９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－２６８２１１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０９－２８９７９７（ＪＰ，Ａ）　　　
              LEAF ZE0型車　新型車解説書，日本，日産自動車株式会社，２０１０年１２月，ＥＶＢ－１２頁

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ６０Ｋ　６／２０－６／５４７
              Ｂ６０Ｌ　１／００－３／１２
              　　　　　７／００－１３／００
              　　　　１５／００－１５／４２
              Ｂ６０Ｗ１０／００
              　　　　１０／０２
              　　　　１０／０６
              　　　　１０／０８
              　　　　１０／１０
              　　　　１０／１８
              　　　　１０／２６
              　　　　１０／２８
              　　　　１０／３０－２０／５０
              Ｈ０１Ｍ　２／１０
              　　　　１０／４２－１０／４８
              Ｈ０２Ｊ　７／００－７／１２
              　　　　　７／３４－７／３６


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

