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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電機子コイルと界磁コイルとを有し、内燃機関に結合されて始動電動機および充電発電
機として機能する回転電機、前記界磁コイルの電流を制御する界磁電流制御手段、複数の
スイッチング素子をブリッジ接続され、前記回転電機の前記電機子コイルに交番電流を供
給するインバータ、前記インバータの各スイッチング素子をＰＷＭ信号により駆動する駆
動手段、前記回転電機が充電発電機として機能するとき、低速回転域では前記インバータ
から位相制御された交番電流を前記電機子コイルに通電することにより前記電機子コイル
の電圧を昇圧チョッパー制御するインバータ発電モードで発電するよう前記駆動手段を動
作させ、高速回転域では前記界磁コイルの電流制御によるオルタネータ発電モードで発電
するように制御する制御手段を備え、
前記制御手段は、前記インバータ発電モードから前記オルタネータ発電モードへの切替回
転速度と、前記オルタネータ発電モードから前記インバータ発電モードへの切替回転速度
とにヒステリシスを持たせると共に、前記インバータ発電モードから前記オルタネータ発
電モードへの切替回転速度と、前記オルタネータ発電モードから前記インバータ発電モー
ドへの切替回転速度とを、前記回転電機の電気負荷量に対応して制御することを特徴とす
る車両用回転電機の制御装置。
【請求項２】
　前記制御手段による前記オルタネータ発電モードから前記インバータ発電モードへの切
替回転速度が、少なくとも、前記オルタネータ発電モード時における発電出力が前記イン
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バータ発電モード時における発電出力を超える回転速度に設定されたことを特徴とする請
求項１に記載の車両用回転電機の制御装置。
【請求項３】
　前記制御手段が発電モードの切替時に、前記界磁コイルの電流を一時通電停止し、発電
モードの切替後に所定の時定数に基づき漸増して通電することを特徴とする請求項１また
は請求項２に記載の車両用回転電機の制御装置。
【請求項４】
　前記制御手段が発電モードの切替時に、前記界磁コイルの電流と前記インバータから前
記電機子コイルに通電する前記交番電流とを制御し、同一発電量における前記オルタネー
タ発電モード時の前記回転電機の駆動トルクと、前記インバータ発電モード時の前記回転
電機の駆動トルクとの差を低減するようにしたことを特徴とする請求項１または請求項２
に記載の車両用回転電機の制御装置。
【請求項５】
　車両用内燃機関に結合されて始動電動機および充電発電機として機能する回転電機を充
電発電機として機能させるとき、低速回転域においては前記回転電機の電機子コイルに交
番電流を供給するインバータのスイッチング素子をＰＷＭ信号により駆動し、前記電機子
コイルに位相制御された交番電流を通電することにより前記電機子コイルの電圧を昇圧チ
ョッパー制御するインバータ発電モードで発電し、高速回転域では前記回転電機の界磁コ
イルの電流を制御してオルタネータ発電モードで発電するものにおいて、
回転速度の上昇時には第一の所定回転速度で前記インバータ発電モードから前記オルタネ
ータ発電モードに切り替え、回転速度の下降時には前記第一の回転速度とは異なる第二の
所定回転速度で前記オルタネータ発電モードから前記インバータ発電モードに切り替える
と共に、前記第一の所定回転速度と前記第二の所定回転速度とを、前記回転電機の電気負
荷の量により設定したことを特徴とする車両用回転電機の制御法。
【請求項６】
　前記第一の所定回転速度に対し前記第二の所定回転速度が低速回転側に設定されたこと
を特徴とする請求項５に記載の車両用回転電機の制御法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　この発明は、内燃機関の始動時には始動電動機として動作すると共に、内燃機関の始動
後には発電機として動作する車両用回転電機の制御装置および制御法に関するものである
。
【０００２】
【従来の技術】
　二酸化炭素の排出量削減や燃費の向上から車両の停車時に内燃機関を停止するアイドル
ストップを採用する車両が増加しており、これらの車両においては内燃機関の始動回数が
必然的に増加するため、ピニオンとリングギヤとの噛み合いによる従来の始動電動機より
は低騒音の、内燃機関と回転電機とが常時結合される始動電動機兼充電発電機を採用する
のが好ましい。例えば、特開平６－２６１４１９号公報には、内燃機関で発電機を駆動し
、この電力でモータを駆動して走行するハイブリッド車ではあるが、この発電機に始動電
動機としての機能を持たせた技術が開示されている。
【０００３】
　この公報に開示された技術は、発電機に始動電動機としての機能を持たせることにより
、始動電動機を搭載するスペースを不要とするものであり、車載バッテリから始動電動機
に給電するとき、車両駆動用モータに給電するインバータから給電を行うことから車両駆
動用モータに対する給電を一時停止する必要があり、この給電の停止と再給電とによる走
行時のショックを防止するために、始動電動機による内燃機関の始動を車両駆動用モータ
の負荷変動が小さいときにのみ限定して行うようにしたものである。
【０００４】
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【発明が解決しようとする課題】
　上記した技術はハイブリッド車特有のものであり、ハイブリッド車以外ではこのような
技術は必要ないが、上記した騒音低下や省スペースのために始動電動機兼充電発電機（以
下、回転電機と称す）を使用する場合、回転電機は内燃機関を始動させるためのトルクと
回転速度を必要とし、限定されたスペース内でこの電動機特性を得るためには発電機特性
が犠牲となって低速回転時における車載バッテリに対する充電電圧が得られなくなる。そ
のために、回転電機を充電発電機として使用する場合には、インバータにより位相制御さ
れた交番電流を電機子コイルに通電することにより電機子コイルの電圧を昇圧チョッパー
制御するインバータ発電モードと、界磁電流の通電により所定の目標電圧を得るオルタネ
ータ発電モードとを切り替えて使用する必要がある。
【０００５】
　このインバータ発電モードとオルタネータ発電モードとの切り替えには、図５と図６と
の動作特性に示すような手法が用いられる。図５はインバータ発電モードからオルタネー
タ発電モードに切り替わる場合を示し、図６はオルタネータ発電モードからインバータ発
電モードに切り替わる場合を示している。図５において、インバータ発電モードからオル
タネータ発電モードに遷移するときは、回転電機の回転速度が所定値になると、まず、時
間軸のｔ１１において界磁電流を０にする指令が出され、界磁電流は図に示すように、界
磁コイルの時定数による変化で０となり、続いてｔ１２においてトルク指令値が０となっ
て交番電流を通電するインバータ駆動信号がＯＦＦになる。さらに、ｔ１３から界磁電流
を漸増させ、ｔ１４にてオルタネータ発電モードへの移行を完了する。
【０００６】
　また、逆にオルタネータ発電モードからインバータ発電モードに遷移するときは、図６
において、回転電機の回転速度が所定値になると、まず、時間軸のｔ２１において界磁電
流を０にするように指令が出され、界磁電流が界磁コイルの時定数による変化で０となる
。次にｔ２２において界磁電流が０の状態で電機子コイルに交番電流を通電するインバー
タ駆動信号がＯＮになって交番電流の通電が始まり、ｔ２３において再び界磁がＯＮされ
、ｔ２４においてはトルク指令が出され、このトルク指令によりインバータが交番電流を
制御してｔ２５にてインバータ発電モードへの移行が完了する。
【０００７】
　このように発電モードを切り替えるとき、界磁電流を遮断し、切り替え後に復帰させる
ことにより、異常電圧による回路素子の破損や、回転電機の発電電圧による交番電流の通
電不能などのトラブルが防止できるものであるが、このいずれもの発電モードの切り替え
が定められた所定の回転速度にて行われる場合、内燃機関の回転が特定の回転速度で保持
されるような運転状態になると、発電モードの遷移が頻繁に行われることになり、その都
度界磁電流が遮断されて発電が遮断されることになる。このことは、車載バッテリの充放
電バランスを崩して電源電圧の低下に繋がることになり、また、同一電気負荷の状態でも
発電モードにより回転電機の必要駆動トルクが異なるため、発電モードの遷移と共に内燃
機関の回転が変動してショックが発生する。
【０００８】
　この発明は、このような課題を解決するためになされたもので、特定の回転速度での運
転中に発電モードが頻繁に切り替わることがなく、また、発電モードの切り替えに際して
ショックを低減したり緩和することが可能な車両用回転電機の制御装置および制御法を得
ることを目的とするものである。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　この発明に係わる車両用回転電機の制御装置は、電機子コイルと界磁コイルとを有し、
内燃機関に結合されて始動電動機および充電発電機として機能する回転電機、前記界磁コ
イルの電流を制御する界磁電流制御手段、複数のスイッチング素子をブリッジ接続され、
前記回転電機の前記電機子コイルに交番電流を供給するインバータ、前記インバータの各
スイッチング素子をＰＷＭ信号により駆動する駆動手段、前記回転電機が充電発電機とし
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て機能するとき、低速回転域では前記インバータから位相制御された交番電流を前記電機
子コイルに通電することにより前記電機子コイルの電圧を昇圧チョッパー制御するインバ
ータ発電モードで発電するよう前記駆動手段を動作させ、高速回転域では前記界磁コイル
の電流制御によるオルタネータ発電モードで発電するように制御する制御手段を備え、前
記制御手段は、前記インバータ発電モードから前記オルタネータ発電モードへの切替回転
速度と、前記オルタネータ発電モードから前記インバータ発電モードへの切替回転速度と
にヒステリシスを持たせると共に、前記インバータ発電モードから前記オルタネータ発電
モードへの切替回転速度と、前記オルタネータ発電モードから前記インバータ発電モード
への切替回転速度とを、前記回転電機の電気負荷量に対応して制御するようにしたもので
ある。
【００１０】
　さらに、制御手段によるオルタネータ発電モードからインバータ発電モードへの切替回
転速度が、少なくとも、オルタネータ発電モード時における発電出力がインバータ発電モ
ード時における発電出力を超える回転速度に設定されるようにしたものである。
【００１１】
　さらにまた、制御手段が発電モードの切替時に、界磁コイルの電流を一時通電停止し、
発電モードの切替後に所定の時定数に基づき漸増して通電するようにしたものである。
　また、制御手段が発電モードの切替時に、界磁コイルの電流とインバータから電機子コ
イルに通電する交番電流とを制御し、同一発電量におけるオルタネータ発電モード時の回
転電機の駆動トルクと、インバータ発電モード時の回転電機の駆動トルクとの差を低減す
るようにしたものである。
【００１２】
　さらに、この発明に係わる車両用回転電機の制御法は、車両用内燃機関に結合されて始
動電動機および充電発電機として機能する回転電機を充電発電機として機能させるとき、
低速回転域においては前記回転電機の電機子コイルに交番電流を供給するインバータのス
イッチング素子をＰＷＭ信号により駆動し、前記電機子コイルに位相制御された交番電流
を通電することにより前記電機子コイルの電圧を昇圧チョッパー制御するインバータ発電
モードで発電し、高速回転域では前記回転電機の界磁コイルの電流を制御してオルタネー
タ発電モードで発電するものにおいて、回転速度の上昇時には第一の所定回転速度で前記
インバータ発電モードから前記オルタネータ発電モードに切り替え、回転速度の下降時に
は前記第一の回転速度とは異なる第二の所定回転速度で前記オルタネータ発電モードから
前記インバータ発電モードに切り替えると共に、前記第一の所定回転速度と前記第二の所
定回転速度とを、前記回転電機の電気負荷の量により設定したものである。
【００１３】
　さらにまた、第一の所定回転速度に対し第二の所定回転速度が低速回転側に設定される
ようにしたものである。
【００１４】
【発明の実施の形態】
実施の形態１．
　図１および図２は、この発明の実施の形態１による車両用回転電機の制御装置と制御法
とを説明するものであり、図１は車両用回転電機とその制御装置の概略接続図、図２は動
作を説明する特性図である。図１において、１は車両用内燃機関に結合され、図示しない
内燃機関を始動する始動電動機および車載バッテリ２を充電する充電発電機として機能す
る回転電機であり、例えば、三相の電機子コイル３を有する固定子と、界磁コイル４を有
する回転子とを有している。界磁コイル４には界磁電流制御手段５を介してバッテリ２か
ら界磁電流が供給され、発電時には界磁電流制御手段５は界磁電流を制御して電機子コイ
ル３の出力電圧を目標電圧に制御する。
【００１５】
　また、回転電機１は制御ユニット７により制御され、制御ユニット７は、例えば、ＩＧ
ＢＴなどのスイッチング素子８ないし１３が三相ブリッジ接続されたインバータ回路と、
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各スイッチング素子８ないし１３に逆並列に接続され、整流回路を形成するダイオード１
４ないし１９と、各相の電流検出手段２０ないし２２と、インバータ回路の各スイッチン
グ素子８ないし１３をＰＷＭ信号により駆動する駆動手段２３と、各相の電流検出手段２
０ないし２２からの電流値や、回転位置センサ２６による回転電機の回転位置などを入力
し、回転電機１の始動電動機としての機能や充電発電機としての機能を制御する制御手段
２４とから構成されている。
【００１６】
　インバータ回路と整流回路とは、スイッチング素子８とダイオード１４とがＵ相の上ア
ームを、スイッチング素子９とダイオード１５とがＵ相の下アームを、スイッチング素子
１０とダイオード１６とがＶ相の上アームを、スイッチング素子１１とダイオード１７と
がＶ相の下アームを、スイッチング素子１２とダイオード１８とがＷ相の上アームを、ス
イッチング素子１３とダイオード１９とがＷ相の下アームを形成し、各相の上アームと下
アームの接続点は回転電機１の各相の電機子コイル３に接続されている。なお、コンデン
サ２５はインバータ回路の電流を平滑するものであり、回転位置センサ２６は上記したよ
うに回転電機１の回転子の回転位置を計測するものである。
【００１７】
　このように構成されたこの発明の実施の形態１による車両用回転電機の制御装置におい
て、内燃機関の始動時においては、制御手段２４が駆動手段２３を動作せしめ、回転位置
センサ２６が検出する回転電機１の回転位置に対応するＰＷＭ信号をスイッチング素子８
ないし１３に与え、回転電機１を同期電動機として駆動する。内燃機関の始動後は回転電
機１は同期発電機として動作するが、後述するように、所定の回転速度以下では制御手段
２４はスイッチング素子８ないし１３を動作せしめ、電機子コイル３に位相制御された交
番電流を供給する。この回転域においてはインバータは位相制御された交番電流を回転電
機の電機子コイルに通電することにより前記電機子コイルの電圧を昇圧チョッパー制御し
、回転電機１の出力を制御するもので、この状態での発電をインバータ発電モードと称す
ることにする。
【００１８】
　回転電機１の回転速度が所定値を超え、充分な発電電圧が得られる回転速度になると制
御手段２４はこれを検知し、スイッチング素子８ないし１３の動作、すなわち、インバー
タの動作を停止すると共に、回転電機１が界磁電流制御手段５の動作により目標電圧に制
御されながらバッテリ２を充電するように制御する。この状態における発電をオルタネー
タ発電モードと称することにする。インバータ発電モードのときも、オルタネータ発電モ
ードのときも回転電機１の出力はダイオード１４ないし１９により構成される全波整流回
路を経由してバッテリ２を充電する。
【００１９】
　制御手段２４は回転電機１の回転速度に応じて、インバータ発電モードとオルタネータ
発電モードとの切り替えを行うが、この実施の形態における制御手段２４の動作を図２の
特性図に基づき説明する。図２は、横軸に回転電機１の回転速度、縦軸に発電出力を表し
たもので、図の曲線Ａはインバータ発電モードにおける出力特性を、曲線Ｂはオルタネー
タ発電モードにおける出力特性を示したものである。オルタネータ発電モードでは界磁コ
イル４に流れる界磁電流により発電するが、インバータ発電モードではインバータの昇圧
チョッパー制御により低速回転域での出力が増強され、オルタネータ発電モードの出力特
性とインバータ発電モードの出力特性とはＣ点において交わる。
【００２０】
　従って、低速回転域ではインバータ発電モードの方が高出力であるため、インバータ発
電モードにて発電するが、回転電機１の回転速度が上昇したとき、制御手段２４は図２の
Ｙ１点にてオルタネータ発電モードに切り替え、高速回転域ではオルタネータ発電モード
にて発電を行う。反対に回転電機１の回転速度が降下したとき、制御手段２４は図のＺ１
点にてインバータ発電モードの発電に切り替える。この切り替えは制御手段２４が回転電
機１の回転速度または出力電圧を検出して行うものであるが、回転速度の上昇時と降下時
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とにおいて発電モードの切り替え回転速度には差が設けられ、ヒステリシスが設定される
。
【００２１】
　発電モードの切り替え時には、上記の課題において説明したように、異常電圧による回
路素子の破損や、回転電機１の発電電圧による交番電流の通電不能などのトラブルを避け
るために一定時間界磁電流が遮断され、このために車載バッテリ２に対する充電不足が生
じたり、発電モードの切替に伴うショックが生じたりするが、以上に説明したようにこの
実施の形態においては、回転電機１の回転速度上昇時と降下時との回転速度にヒステリシ
スを持たせて発電モードの切り替えを行うようにしたので、特定の回転速度（例えば、図
のＣ点など）で運転が継続された場合においても、回転速度の僅かな変動により発電モー
ドが頻繁に切り替わることがなく、頻繁な発電モードの切り替えに伴う内燃機関の回転変
動によるショック、あるいは、充電不足などを回避することができるものである。
【００２２】
実施の形態２．
　図３は、この発明の実施の形態２による車両用回転電機の制御装置と制御法の動作を説
明する特性図で、この実施の形態による車両用回転電機の制御装置と制御法は、実施の形
態１の場合と、制御手段２４による発電モードの切り替え条件を変えたものである。また
、図３において、線Ｄと線Ｅとは回転電機１に対する電気負荷の量を示すものである。
【００２３】
　今、回転電機１に対する電気負荷の量が部分負荷であり、線Ｄである場合、制御手段２
４は電流検出手段２０ないし２２により負荷量を検出し、回転電機１の回転速度が上昇し
たときには図のＹ２点にて発電モードをインバータ発電モードからオルタネータ発電モー
ドに切り替え、回転電機１の回転速度が降下したときには図のＺ２点にてオルタネータ発
電モードからインバータ発電モードに切り替える。また、電気負荷の量が線Ｄより少ない
線Ｅである場合、回転電機１の回転速度が上昇時における発電モードの切り替えは図のＹ
３点にて行われ、回転電機１の回転速度が降下時には発電モードの切り替えは図のＺ３点
にて行われる。
【００２４】
　オルタネータ発電モードとインバータ発電モードとでは、インバータ発電モードの方が
発電効率が低下する。つまり、同一発電量ではインバータ発電モードの方が消費エネルギ
ーが大であり、回転電機１の駆動トルクが大である。しかし、上記のように電気負荷の量
に応じて発電モードの切替回転速度を制御することにより、負荷の量に応じた最適な発電
モード切替回転速度が選定でき、実施の形態１の場合と同様に発電モードの切り替え頻度
を抑制して内燃機関の回転変動によるショックが回避できると共に、低速回転域における
エネルギー変換効率の悪いインバータ発電モードへの切り替えを抑制して、内燃機関の回
転の安定化と燃費の向上とが図れるものである。
【００２５】
実施の形態３．
　図４は、この発明の実施の形態３による車両用回転電機の制御装置の動作を説明する特
性図で、この実施の形態による車両用回転電機の制御装置は、実施の形態１、または、実
施の形態２の場合と、制御手段２４による発電モードの切り替え条件を変えたものである
。図４において、線Ｆは回転電機１に対する電気負荷の量を示すものであり、また、点Ｇ
は、電気負荷量Ｆとオルタネータ発電モードにおける回転電機１の出力特性との交点を示
すものである。
【００２６】
　この実施の形態においては、回転電機１に対する電気負荷が部分負荷であり、図４の線
Ｆの状態であるとき、制御手段２４は、電流検出手段２０ないし２２により負荷量を検出
して回転電機１の回転速度が上昇時には図のＹ４点にて発電モードをインバータ発電モー
ドからオルタネータ発電モードに切り替え、回転電機１の回転速度の降下時には図のＺ４
点にてオルタネータ発電モードからインバータ発電モードに切り替えるように制御を行う
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。そして、オルタネータ発電モードからインバータ発電モードに切り替わるＺ４点は、オ
ルタネータ発電モード時における回転電機１の出力特性と電気負荷量Ｆとの交点Ｇより高
い回転速度か、あるいは、少なくとも同一回転速度に選定される。
【００２７】
　制御手段２４が発電モードの切り替え点をこのように設定することにより、実施の形態
１の場合と同様に発電モードの切り替え頻度を抑制して内燃機関の回転変動によるショッ
クなどが回避できると共に、内燃機関の回転速度の降下時において、オルタネータ発電モ
ードにおける回転電機１の出力が電気負荷の量を下回る前に発電モードがインバータ発電
モードに切り替わることになり、発電量が電気負荷に対して不足する事態が回避でき、充
電不足による電源電圧の低下を未然に防止することができるものである。
【００２８】
実施の形態４．
　この発明の実施の形態４による車両用回転電機の制御装置は、上記の実施の形態１ない
し３において、内燃機関の回転速度の上昇時と降下時とにおける発電モード切替時に、界
磁コイル４に通電する界磁電流を一時的に遮断し、発電モード切替後において、制御手段
２４が界磁電流を所定の勾配において徐々に増加するようにしたものである。このように
制御することにより、発電モードの切り替え時における回転電機１の駆動トルクは徐々に
増加することになり、発電モードの切り替えに伴う回転変動ショックを緩和することがで
きるものである。
【００２９】
実施の形態５．
　この発明の実施の形態５による車両用回転電機の制御装置は、上記の実施の形態１ない
し３において、内燃機関の回転速度の上昇時と降下時とにおける発電モードの切り替えを
行うとき、切り替え回転速度の近傍において、界磁コイル４に通電する界磁電流と電機子
コイル３に通電する交番電流とを制御し、発電出力が同一であるときの、オルタネータ発
電モード時の回転電機１の駆動トルクと、インバータ発電モード時の回転電機１の駆動ト
ルクとが、ほぼ同一になるように、または、両者の差が減少するように制御した上で、発
電モードの切り替えを行うようにしたものである。このように制御することにより発電モ
ード切り替え時における回転変動によるショックは大幅に緩和されるものである。
【００３０】
【発明の効果】
　以上に説明したように、この発明の車両用回転電機の制御装置において、請求項１に記
載の発明によれば、電機子コイルと界磁コイルとを有し、内燃機関に結合されて始動電動
機および充電発電機として機能する回転電機、前記界磁コイルの電流を制御する界磁電流
制御手段、複数のスイッチング素子をブリッジ接続され、前記回転電機の前記電機子コイ
ルに交番電流を供給するインバータ、前記インバータの各スイッチング素子をＰＷＭ信号
により駆動する駆動手段、前記回転電機が充電発電機として機能するとき、低速回転域で
は前記インバータから位相制御された交番電流を前記電機子コイルに通電することにより
前記電機子コイルの電圧を昇圧チョッパー制御するインバータ発電モードで発電するよう
前記駆動手段を動作させ、高速回転域では前記界磁コイルの電流制御によるオルタネータ
発電モードで発電するように制御する制御手段を備え、前記制御手段は、前記インバータ
発電モードから前記オルタネータ発電モードへの切替回転速度と、前記オルタネータ発電
モードから前記インバータ発電モードへの切替回転速度とにヒステリシスを持たせると共
に、前記インバータ発電モードから前記オルタネータ発電モードへの切替回転速度と、前
記オルタネータ発電モードから前記インバータ発電モードへの切替回転速度とを、前記回
転電機の電気負荷量に対応して制御するようにしたので、車両の運転条件により特定の回
転速度で内燃機関が運転されても発電モードが頻繁に切り替わることが回避され、発電モ
ードの切り替えに伴って発生する充電不足や内燃機関の回転速度変動によるショックの発
生頻度を低下させることが可能になると共に、負荷の量に応じた最適な発電モード切替回
転速度が選定でき、発電モードの切り替え頻度を抑制して内燃機関の回転変動によるショ
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ックが回避できると共に、低速回転域におけるエネルギー変換効率の悪いインバータ発電
モードへの切り替えを抑制して、内燃機関の回転の安定化と燃費の向上とが図れるもので
ある。
【００３１】
　さらに、請求項２に記載の発明によれば、制御手段によるオルタネータ発電モードから
インバータ発電モードへの切替回転速度が、少なくとも、オルタネータ発電モード時にお
ける発電出力がインバータ発電モード時における発電出力を超える回転速度に設定される
ようにしたので、内燃機関の回転速度の降下時において、オルタネータ発電モードにおけ
る回転電機の出力が電気負荷の量を下回る前に発電モードがインバータ発電モードに切り
替わることになり、発電量が電気負荷に対して不足する事態を回避でき、充電不足による
電源電圧の低下を防止することができるものである。
【００３２】
　さらにまた、請求項３に記載の発明によれば、制御手段が発電モードの切替時に、界磁
コイルの電流を一時通電停止し、発電モードの切替後に所定の時定数に基づき漸増して通
電するようにしたので、発電モードの切り替え時におけるショックを緩和することができ
、また、請求項４に記載の発明によれば、制御手段が発電モードの切替時に、界磁コイル
の電流とインバータから電機子コイルに通電する交番電流とを制御し、同一発電量におけ
るオルタネータ発電モード時と、インバータ発電モード時とにおける回転電機の駆動トル
クの差を低減するようにしたので、発電モード切り替え時におけるショックは大幅に緩和
することができるものである。
【００３３】
　さらに、この発明の車両用回転電機の制御法において、請求項５に記載の発明によれば
、車両用内燃機関に結合されて始動電動機および充電発電機として機能する回転電機を充
電発電機として機能させるとき、低速回転域においては前記回転電機の電機子コイルに交
番電流を供給するインバータのスイッチング素子をＰＷＭ信号により駆動し、前記電機子
コイルに位相制御された交番電流を通電することにより前記電機子コイルの電圧を昇圧チ
ョッパー制御するインバータ発電モードで発電し、高速回転域では前記回転電機の界磁コ
イルの電流を制御してオルタネータ発電モードで発電するものにおいて、回転速度の上昇
時には第一の所定回転速度で前記インバータ発電モードから前記オルタネータ発電モード
に切り替え、回転速度の下降時には前記第一の回転速度とは異なる第二の所定回転速度で
前記オルタネータ発電モードから前記インバータ発電モードに切り替えると共に、前記第
一の所定回転速度と前記第二の所定回転速度とを、前記回転電機の電気負荷の量により設
定したので、特定の回転速度で内燃機関が運転された場合においても発電モードが頻繁に
切り替わることなく、発電モードの切り替えに伴って発生する充電不足や内燃機関の回転
速度変動によるショックの発生頻度を低下させることが可能になるものである。
【００３４】
　さらにまた、請求項６に記載の発明によれば、請求項５の発明において、第一の所定回
転速度に対し第二の所定回転速度が低速回転側に設定されるようにしたので、エネルギー
変換効率の悪いインバータ発電モードへの切り替え頻度を抑制して、内燃機関の回転の安
定化と燃費の向上とが図れるものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】　この発明の実施の形態１による車両用回転電機の制御装置を説明する概略回路
図である。
【図２】　この発明の実施の形態１による車両用回転電機の制御装置を説明する特性図で
ある。
【図３】　この発明の実施の形態２による車両用回転電機の制御装置を説明する特性図で
ある。
【図４】　この発明の実施の形態３による車両用回転電機の制御装置を説明する特性図で
ある。
【図５】　車両用回転電機の制御を説明するタイムチャートである。
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【図６】　車両用回転電機の制御を説明するタイムチャートである。
【符号の説明】
　１　回転電機、２　バッテリ、３　電機子コイル、４　界磁コイル、
　５　界磁電流制御手段、７　制御ユニット、
　８～１３　スイッチング素子、１４～１９　ダイオード、
　２０～２２　電流検出手段、２３　駆動手段、２４　制御手段、
　２５コンデンサ、２６　回転位置センサ。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】



(10) JP 4236870 B2 2009.3.11

【図５】
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