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(57)【要約】
【課題】電気機器に対する電力不足を招くことなく、電
力供給を行う電源機器を切り替える。
【解決手段】第１端子を備える第１電源機器と、第２端
子を備える第２電源機器と、第１端子と第２端子とを互
いに接続する通電経路と、通電経路に接続される蓄電体
と、通電経路に接続される電気機器と、第１電源機器と
第２電源機器との目標電圧を制御する電源制御部と、を
有し、電源制御部は、第２電源機器の目標電圧を下方電
圧よりも低く制御し（符号ｄ２）、かつ第１電源機器の
目標電圧を下方電圧とこれよりも高い上方電圧との間に
制御した状態のもとで（符号ｃ２）、蓄電体の放電状況
が正常であるか否かを判定し、蓄電体の放電状況が正常
であると判定した後に、第１電源機器の目標電圧を下方
電圧よりも下げ（符号ｃ３）、第２電源機器の目標電圧
を上方電圧よりも上げる（符号ｄ３）。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両に搭載される車両用電源装置であって、
　第１端子を備える第１電源機器と、
　第２端子を備える第２電源機器と、
　前記第１端子と前記第２端子とを互いに接続する通電経路と、
　前記通電経路に接続される蓄電体と、
　前記通電経路に接続される電気機器と、
　前記第１電源機器と前記第２電源機器との目標電圧を制御し、前記第１電源機器または
前記第２電源機器からの電力を前記電気機器に供給する電源制御部と、
を有し、
　前記電源制御部は、
　前記第１電源機器からの電力を前記電気機器に供給する状況から、前記第２電源機器か
らの電力を前記電気機器に供給する状況に切り替える場合に、
　前記第２電源機器の目標電圧を下方電圧よりも低く制御し、かつ前記第１電源機器の目
標電圧を前記下方電圧とこれよりも高い上方電圧との間に制御した状態のもとで、前記蓄
電体の放電状況が正常であるか否かを判定し、
　前記蓄電体の放電状況が正常であると判定した後に、前記第１電源機器の目標電圧を前
記下方電圧よりも下げ、前記第２電源機器の目標電圧を前記上方電圧よりも上げる、
車両用電源装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の車両用電源装置において、
　前記電源制御部は、
　前記第１電源機器からの電力を前記電気機器に供給する場合に、前記第１電源機器の目
標電圧を前記上方電圧よりも上げ、かつ前記第２電源機器の目標電圧を前記下方電圧より
も下げる一方、
　前記第２電源機器からの電力を前記電気機器に供給する場合に、前記第１電源機器の目
標電圧を前記下方電圧よりも下げ、かつ前記第２電源機器の目標電圧を前記上方電圧より
も上げる、
車両用電源装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の車両用電源装置において、
　前記上方電圧は、前記蓄電体の開放電圧である、
車両用電源装置。
【請求項４】
　請求項１～３の何れか１項に記載の車両用電源装置において、
　前記下方電圧は、前記電気機器を動作させる下限電圧である、
車両用電源装置。
【請求項５】
　請求項１～４の何れか１項に記載の車両用電源装置において、
　前記電源制御部は、前記第２電源機器の目標電圧を前記下方電圧よりも低く制御し、か
つ前記第１電源機器の目標電圧を前記下方電圧と前記上方電圧との間に制御した状態のも
とで、前記通電経路の印加電圧が前記第１電源機器の目標電圧よりも高い場合に、前記蓄
電体の放電状況が正常であると判定する、
車両用電源装置。
【請求項６】
　請求項１～５の何れか１項に記載の車両用電源装置において、
　前記電源制御部は、前記第２電源機器の目標電圧を前記下方電圧よりも低く制御し、か
つ前記第１電源機器の目標電圧を前記下方電圧と前記上方電圧との間に制御した状態のも
とで、前記第１端子からの放電電流が閾値を下回る場合に、前記蓄電体の放電状況が正常
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であると判定する、
車両用電源装置。
【請求項７】
　請求項１～６の何れか１項に記載の車両用電源装置において、
　前記第１電源機器は、エンジンに連結される発電機であり、
　前記第２電源機器は、前記蓄電体よりも高電圧である他の蓄電体からの電力を降圧して
出力するコンバータである、
車両用電源装置。
【請求項８】
　請求項１～７の何れか１項に記載の車両用電源装置において、
　前記電源制御部は、前記第１電源機器の端子電圧を目標電圧に基づいてフィードバック
制御し、前記第２電源機器の端子電圧を目標電圧に基づいてフィードバック制御する、
車両用電源装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両に搭載される車両用電源装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両に搭載される車両用電源装置として、複数の電源機器を備えた車両用電源装置が提
案されている（特許文献１および２参照）。車両用電源装置に設けられる電源機器として
、例えば、エンジンに駆動されるオルタネータがあり、高電圧バッテリからの電力を降圧
して出力するコンバータがある。また、車両用電源装置には、コントローラやアクチュエ
ータ等の電気機器が設けられており、鉛バッテリやリチウムイオンバッテリ等の蓄電体が
設けられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－１８０２０７号公報
【特許文献２】特開２０１６－１５３２６０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、車両用電源装置に設けられる複数の電源機器を同時に作動させると、各電源
機器の電圧制御が互いに干渉して出力電圧を振動させてしまう虞がある。そこで、複数の
電源機器を備えた車両用電源装置においては、車両状況等に基づき電源機器の何れか１つ
を電力供給源として作動させることが多い。また、複数の電源機器の同時作動を回避する
観点から、電力供給源として作動させる電源機器を切り替える際には、一方の電源機器を
停止させた後に他方の電源機器を作動させている。しかしながら、車両用電源装置に設け
られる蓄電体にＳＯＣ低下等の異常が生じていた場合には、電源機器の切替過程において
全ての電源機器が一時的に停止したときに、コントローラやアクチュエータ等の電気機器
に対する電力不足を招いてしまう虞がある。
【０００５】
　本発明の目的は、電気機器に対する電力不足を招くことなく、電力供給を行う電源機器
を切り替えることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の車両用電源装置は、車両に搭載される車両用電源装置であって、第１端子を備
える第１電源機器と、第２端子を備える第２電源機器と、前記第１端子と前記第２端子と
を互いに接続する通電経路と、前記通電経路に接続される蓄電体と、前記通電経路に接続
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される電気機器と、前記第１電源機器と前記第２電源機器との目標電圧を制御し、前記第
１電源機器または前記第２電源機器からの電力を前記電気機器に供給する電源制御部と、
を有し、前記電源制御部は、前記第１電源機器からの電力を前記電気機器に供給する状況
から、前記第２電源機器からの電力を前記電気機器に供給する状況に切り替える場合に、
前記第２電源機器の目標電圧を下方電圧よりも低く制御し、かつ前記第１電源機器の目標
電圧を前記下方電圧とこれよりも高い上方電圧との間に制御した状態のもとで、前記蓄電
体の放電状況が正常であるか否かを判定し、前記蓄電体の放電状況が正常であると判定し
た後に、前記第１電源機器の目標電圧を前記下方電圧よりも下げ、前記第２電源機器の目
標電圧を前記上方電圧よりも上げる。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、電源制御部は、第１電源機器からの電力を電気機器に供給する状況か
ら、第２電源機器からの電力を電気機器に供給する状況に切り替える場合に、第２電源機
器の目標電圧を下方電圧よりも低く制御し、かつ第１電源機器の目標電圧を下方電圧とこ
れよりも高い上方電圧との間に制御した状態のもとで、蓄電体の放電状況が正常であるか
否かを判定する。そして、蓄電体の放電状況が正常であると判定した後に、第１電源機器
の目標電圧を下方電圧よりも下げ、第２電源機器の目標電圧を上方電圧よりも上げる。こ
れにより、電気機器に対する電力不足を招くことなく、電力供給を行う電源機器を第１電
源機器から第２電源機器に切り替えることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の一実施の形態である車両用電源装置が搭載された車両の構造を示す概略
図である。
【図２】電源回路および制御系を簡単に示した図である。
【図３】ＩＳＧ発電モードによる電力供給状況を示す回路図である。
【図４】コンバータ放電モードによる電力供給状況を示す回路図である。
【図５】再始動モードによる電力供給状況を示す回路図である。
【図６】切替制御におけるスタータジェネレータ等の作動状況を示すタイミングチャート
である。
【図７】切替制御におけるスタータジェネレータ等の作動状況を示すタイミングチャート
である。
【図８】ＩＳＧ発電モードからコンバータ放電モードへの切替手順の一例を示すフローチ
ャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。
【００１０】
　［車両構造］
　図１は本発明の一実施の形態である車両用電源装置１０が搭載された車両１１の構造を
示す概略図である。図１に示すように、車両１１に搭載されるパワートレイン１２には、
動力源としてエンジン１３およびモータジェネレータ１４が設けられている。また、パワ
ートレイン１２には、プライマリプーリ１５およびセカンダリプーリ１６からなる無段変
速機１７が設けられている。プライマリプーリ１５の一方側には、前後進切替機構１８お
よびトルクコンバータ１９を介してエンジン１３が連結されており、プライマリプーリ１
５の他方側には、モータジェネレータ１４のロータ２０が連結されている。また、セカン
ダリプーリ１６には、車輪出力軸２１やデファレンシャル機構２２等を介して車輪２３が
連結されている。なお、前後進切替機構１８は、前進クラッチ２４、後退ブレーキおよび
遊星歯車列等によって構成される。
【００１１】
　図示する車両１１は、走行モードとして、エンジン１３を駆動するエンジン走行モード
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と、エンジン１３を停止させるモータ走行モードと、を有している。エンジン走行モード
を実行する際には、前後進切替機構１８の前進クラッチ２４が締結され、車輪２３に対し
てエンジン１３が連結される。これにより、エンジン動力によって車輪２３を駆動するこ
とができる。一方、モータ走行モードを実行する際には、前後進切替機構１８の前進クラ
ッチ２４が解放され、車輪２３からエンジン１３が切り離される。これにより、エンジン
１３を停止させた状態のもとで、モータジェネレータ１４を駆動することができ、モータ
動力によって車輪２３を駆動することができる。これらの走行モードは、車両走行時の要
求駆動力や後述する高電圧バッテリ５０のＳＯＣに基づき決定される。例えば、高電圧バ
ッテリ５０のＳＯＣが所定値を上回り、かつアクセルペダルの踏み込み量が少なく要求駆
動力が小さい場合には、走行モードとしてモータ走行モードが選択される。一方、高電圧
バッテリ５０のＳＯＣが所定値を下回る場合や、アクセルペダルの踏み込み量が多く要求
駆動力が大きい場合には、走行モードとしてエンジン走行モードが選択される。
【００１２】
　［電源回路］
　車両用電源装置１０が備える電源回路３０について説明する。図２は電源回路３０およ
び制御系を簡単に示した図である。図１および図２に示すように、電源回路３０は、低電
圧バッテリ（蓄電体）４０を備えた低電圧系４１と、低電圧バッテリ４０よりも高電圧の
高電圧バッテリ（他の蓄電体）５０を備えた高電圧系５１と、を有している。低電圧系４
１は、低電圧バッテリ４０、スタータジェネレータ４２、半導体リレー４３および電気機
器群４４等によって構成されている。一方、高電圧系５１は、高電圧バッテリ５０、イン
バータ５２およびモータジェネレータ１４等によって構成されている。また、低電圧系４
１と高電圧系５１との間には、高電圧系５１から低電圧系４１に電力を供給するコンバー
タ６０が設けられている。このコンバータ６０には、低電圧系４１に接続される正極端子
６１ａおよび負極端子６１ｂが設けられており、高電圧系５１に接続される正極端子６２
ａおよび負極端子６２ｂが設けられている。
【００１３】
　低電圧系４１の接続構造について説明する。スタータジェネレータ（第１電源機器，発
電機）４２の正極端子（第１端子）４２ａと、コンバータ（第２電源機器）６０の正極端
子（第２端子）６１ａとは、正極ライン４５、半導体リレー４３および正極ライン４６か
らなる通電経路４７を介して互いに接続されている。また、スタータジェネレータ４２と
半導体リレー４３とを接続する正極ライン４５には、正極ライン４８を介して低電圧バッ
テリ４０の正極端子４０ａが接続されている。さらに、半導体リレー４３とコンバータ６
０とを接続する正極ライン４６には、正極ライン４９を介して複数の電気機器４４ａから
なる電気機器群４４が接続されている。このように、スタータジェネレータ４２とコンバ
ータ６０とは通電経路４７を介して互いに接続されており、この通電経路４７には低電圧
バッテリ４０および電気機器４４ａが接続されている。なお、電気機器４４ａとして、各
種コントローラや各種アクチュエータが設けられている。例えば、電気機器４４ａとして
、横滑り防止装置、電動パワーステアリング装置およびオーディオ装置等が設けられる。
【００１４】
　続いて、高電圧系５１の接続構造について説明する。高電圧バッテリ５０の正極端子５
０ａには正極ライン５３が接続されており、インバータ５２の正極端子５２ａには正極ラ
イン５４が接続されており、コンバータ６０の正極端子６２ａには正極ライン５５が接続
されている。これらの正極ライン５３～５５は、互いに接続されている。また、高電圧バ
ッテリ５０の負極端子５０ｂには負極ライン５６が接続されており、インバータ５２の負
極端子５２ｂには負極ライン５７が接続されており、コンバータ６０の負極端子６２ｂに
は負極ライン５８が接続されている。これらの負極ライン５６～５８は、互いに接続され
ている。
【００１５】
　［低電圧系］
　低電圧系４１を構成する各部品について説明する。低電圧系４１に設けられるスタータ
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ジェネレータ４２は、ベルト機構７０を介してエンジン１３のクランク軸７１に連結され
ている。このスタータジェネレータ４２は、発電機および電動機として機能する所謂ＩＳ
Ｇ（Integrated Starter Generator）である。スタータジェネレータ４２は、エンジン動
力を用いて発電する発電機として機能するだけでなく、クランク軸７１を始動回転させる
電動機として機能する。また、スタータジェネレータ４２は、ステータコイルを備えたス
テータ７２と、フィールドコイルを備えたロータ７３と、を有している。さらに、スター
タジェネレータ４２には、ステータコイルやフィールドコイルの通電状態を制御するため
、インバータ、レギュレータ、マイコンおよび各種センサ等からなるＩＳＧコントローラ
７４が設けられている。
【００１６】
　ＩＳＧコントローラ７４によってフィールドコイルやステータコイルの通電状態を制御
することにより、スタータジェネレータ４２の発電電圧、発電トルク、力行トルク等を制
御することができる。つまり、スタータジェネレータ４２は、エンジン回転によって発電
を行う発電状態と、エンジン回転による発電を停止する停止状態と、エンジン１３を始動
回転つまりクランキングさせる力行状態と、に作動することが可能である。また、ＩＳＧ
コントローラ７４は、スタータジェネレータ４２の発電電圧Ｖｉｓｇおよび発電電流Ｉｉ
ｓｇを検出する機能を有している。なお、スタータジェネレータ４２の発電電流Ｉｉｓｇ
は、ステータコイルやフィールドコイルの励磁電流等から推定しても良く、電流センサを
用いて検出しても良い。
【００１７】
　このように、エンジン１３のクランク軸７１には、電動機としても機能するスタータジ
ェネレータ４２が連結されている。前述したモータ走行モードからエンジン走行モードへ
の切り替えに伴ってエンジン１３を再始動させる場合や、後述するアイドリングストップ
制御に伴ってエンジン１３を再始動させる場合には、スタータジェネレータ４２を用いて
エンジン１３のクランキングが実行される。なお、車両１１には、マイコン等からなる電
子制御ユニットであるエンジンコントローラ７５が設けられている。また、スタータジェ
ネレータ４２によってエンジン１３を始動する際には、エンジンコントローラ７５によっ
てインジェクタやイグニッション等の補機類７６が制御される。
【００１８】
　また、スタータジェネレータ４２とコンバータ６０との間には、開閉部４３ｃおよびダ
イオード部４３ｄを備えた半導体リレー４３が設けられている。この半導体リレー４３を
ＯＮ状態に制御することにより、ＭＯＳＦＥＴ等からなる開閉部４３ｃは導通状態に制御
され、端子４３ａ，４３ｂ間における双方向の通電が許容される。つまり、半導体リレー
４３をＯＮ状態に制御することにより、スタータジェネレータ４２側からコンバータ６０
側に向かう電流と、コンバータ６０側からスタータジェネレータ４２側に向かう電流との
双方が許容される。また、半導体リレー４３には、端子４３ａから端子４３ｂへの通電を
許容するダイオード部４３ｄが設けられている。このため、半導体リレー４３をＯＦＦ状
態に制御することにより、端子４３ａ，４３ｂ間における一方向のみの通電が許容される
。つまり、半導体リレー４３をＯＦＦ状態に制御することにより、開閉部４３ｃが遮断状
態に制御されるため、コンバータ６０側からスタータジェネレータ４２側に向かう電流が
遮断される一方、スタータジェネレータ４２側からコンバータ６０側に向かう電流が許容
される。
【００１９】
　また、低電圧バッテリ４０の負極端子４０ｂに接続される負極ライン８０には、低電圧
バッテリ４０の端子電圧等を検出するバッテリセンサ８１が設けられている。このバッテ
リセンサ８１を用いることにより、低電圧バッテリ４０の端子電圧（以下、バッテリ電圧
ＶＰｂと記載する。）を検出することが可能である。このバッテリ電圧ＶＰｂは、スター
タジェネレータ４２とコンバータ６０とを接続する通電経路４７の印加電圧を示している
。また、バッテリセンサ８１は、低電圧バッテリ４０の端子電圧を検出するだけでなく、
低電圧バッテリ４０の充放電電流を検出する機能や、低電圧バッテリ４０の充電状態であ
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るＳＯＣ（State Of Charge）を検出する機能を有している。なお、低電圧バッテリ４０
のＳＯＣとは、低電圧バッテリ４０の電気残量を示す比率であり、低電圧バッテリ４０の
満充電容量に対する蓄電量の比率である。例えば、低電圧バッテリ４０が上限容量まで充
電された場合には、ＳＯＣが１００％として算出され、低電圧バッテリ４０が下限容量ま
で放電した場合には、ＳＯＣが０％として算出される。また、バッテリセンサ８１は、図
示しない通電ラインを介して低電圧バッテリ４０の正極端子４０ａにも接続されている。
【００２０】
　［高電圧系］
　高電圧系５１を構成する各部品について説明する。高電圧系５１にはインバータ５２が
設けられており、インバータ５２にはモータジェネレータ１４のステータ８２が接続され
ている。インバータ５２は、スイッチング素子やコンデンサ等によって構成されており、
直流電力と交流電力とを相互に変換する機能を有している。モータジェネレータ１４を力
行状態に制御する際には、インバータ５２を介して直流電力が交流電力に変換され、高電
圧バッテリ５０からモータジェネレータ１４に電力が供給される。一方、モータジェネレ
ータ１４を回生状態に制御する際には、インバータ５２を介して交流電力が直流電力に変
換され、モータジェネレータ１４から高電圧バッテリ５０に電力が供給される。
【００２１】
　また、高電圧バッテリ５０には、マイコン等からなる電子制御ユニットであるバッテリ
コントローラ８３が設けられている。さらに、高電圧バッテリ５０には、充放電電流、端
子電圧および温度等を検出するバッテリセンサ８４が設けられている。高電圧バッテリ５
０に設けられるバッテリコントローラ８３は、バッテリセンサ８４から送信される充放電
電流等に基づいて、高電圧バッテリ５０の充電状態であるＳＯＣ（State Of Charge）を
算出する機能を有している。なお、高電圧バッテリ５０のＳＯＣとは、高電圧バッテリ５
０の電気残量を示す比率であり、高電圧バッテリ５０の満充電容量に対する蓄電量の比率
である。例えば、高電圧バッテリ５０が上限容量まで充電された場合には、ＳＯＣが１０
０％として算出され、高電圧バッテリ５０が下限容量まで放電した場合には、ＳＯＣが０
％として算出される。また、高電圧バッテリ５０には、バッテリセルを電源回路３０から
切り離すためのメインリレー８５が設けられている。
【００２２】
　［コンバータ］
　前述したように、低電圧系４１と高電圧系５１との間には、コンバータ６０が設けられ
ている。コンバータ６０は、スイッチング素子やコンデンサ等によって構成されており、
高電圧バッテリ５０の直流電力を降圧して電気機器群４４等に出力する機能を有している
。このコンバータ６０は、電気機器群４４等に向けて放電する放電状態と、電気機器群４
４等に対する放電を停止する停止状態と、に作動することが可能である。また、コンバー
タ６０には、正極端子６１ａの放電電圧Ｖｃｏｎを検出する電圧センサ８６が設けられて
おり、正極端子６１ａからの放電電流を検出する電流センサ８７が設けられている。なお
、コンバータ６０は、ＤＣＤＣコンバータとも呼ばれている。
【００２３】
　［制御系］
　図２に示すように、車両用電源装置１０は、パワートレイン１２や電源回路３０等を互
いに協調させて制御するため、マイコン等からなる電子制御ユニットであるメインコント
ローラ９０を有している。メインコントローラ９０は、エンジン１３を制御するエンジン
制御部９１、スタータジェネレータ４２を制御するＩＳＧ制御部９２、半導体リレー４３
を制御するリレー制御部９３、コンバータ６０を制御するコンバータ制御部９４、および
インバータ５２を制御するインバータ制御部９５を有している。また、メインコントロー
ラ９０は、走行モードの切り替えを制御する走行モード制御部９６、アイドリングストッ
プ制御を実行するアイドリングストップ制御部９７、および低電圧バッテリ４０の放電状
況を判定するバッテリ判定部９８を有している。なお、メインコントローラ９０を構成す
るＩＳＧ制御部９２、コンバータ制御部９４およびバッテリ判定部９８は、後述するよう
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に、電源モードを切り替える電源制御部として機能している。
【００２４】
　メインコントローラ９０や前述した各コントローラ７４，７５，８３は、ＣＡＮやＬＩ
Ｎ等の車載ネットワークを介して互いに通信自在に接続されている。また、メインコント
ローラ９０には、車速を検出する車速センサ１００、アクセルペダルの操作状況を検出す
るアクセルセンサ１０１、ブレーキペダルの操作状況を検出するブレーキセンサ１０２等
が接続されている。なお、メインコントローラ９０は、ＩＳＧコントローラ７４を介して
スタータジェネレータ４２を制御し、エンジンコントローラ７５を介してエンジン１３を
制御する。
【００２５】
　なお、メインコントローラ９０のアイドリングストップ制御部９７は、自動的にエンジ
ン１３を停止させて再始動するアイドリングストップ制御を実行する。アイドリングスト
ップ制御部９７は、エンジン運転中に所定の停止条件が成立した場合に、燃料カット等を
実施してエンジン１３を停止させる一方、エンジン停止中に所定の始動条件が成立した場
合に、スタータジェネレータ４２を回転させてエンジン１３を再始動させる。エンジン１
３の停止条件としては、例えば、車速が所定値を下回り、かつブレーキペダルが踏み込ま
れることが挙げられる。また、エンジン１３の始動条件としては、例えば、ブレーキペダ
ルの踏み込みが解除されることや、アクセルペダルの踏み込みが開始されることが挙げら
れる。
【００２６】
　［電源モード］
　続いて、メインコントローラ９０による電源回路３０の制御モード（以下、電源モード
として記載する。）について説明する。電源モードとして、スタータジェネレータ４２か
ら電気機器群４４等に電力を供給するＩＳＧ発電モード、コンバータ６０から電気機器群
４４等に電力を供給するコンバータ放電モード、およびエンジン再始動時に実行される再
始動モードがある。ここで、図３はＩＳＧ発電モードによる電力供給状況を示す回路図で
あり、図４はコンバータ放電モードによる電力供給状況を示す回路図であり、図５は再始
動モードによる電力供給状況を示す回路図である。なお、図３～図５には、矢印を用いて
電力供給状況が示されている。
【００２７】
　コンバータ放電モードおよびＩＳＧ発電モードは、高電圧バッテリ５０のＳＯＣ等に基
づき実行される。例えば、コンバータ放電モードの実行中に、高電圧バッテリ５０のＳＯ
Ｃが低下して所定値を下回る場合には、電源モードがコンバータ放電モードからＩＳＧ発
電モードに切り替えられる。一方、ＩＳＧ発電モードの実行中に、高電圧バッテリ５０の
ＳＯＣが上昇して所定値を上回る場合には、電源モードがＩＳＧ発電モードからコンバー
タ放電モードに切り替えられる。これにより、エンジン１３を積極的に停止させることが
でき、車両１１の燃費性能を向上させることができる。
【００２８】
　図３に示すように、ＩＳＧ発電モードにおいては、半導体リレー４３がＯＮ状態に制御
され、コンバータ６０が停止状態に制御され、スタータジェネレータ４２が発電状態に制
御される。これにより、矢印ａ１で示すように、スタータジェネレータ４２の正極端子４
２ａから通電経路４７に電力が供給され、この電力は通電経路４７から電気機器群４４に
供給される。また、通電経路４７には低電圧バッテリ４０が接続されることから、矢印ａ
２で示すように、スタータジェネレータ４２の発電状況や電気機器群４４の作動状況等に
応じて低電圧バッテリ４０が充放電される。
【００２９】
　このＩＳＧ発電モードにおいては、メインコントローラ９０によって、電気機器群４４
の消費電力に基づきスタータジェネレータ４２の目標電圧Ｔｖｉが設定される。そして、
メインコントローラ９０は、スタータジェネレータ４２の発電電圧Ｖｉｓｇを目標電圧Ｔ
ｖｉに収束させるように、発電電圧Ｖｉｓｇと目標電圧Ｔｖｉとの差に基づきスタータジ
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ェネレータ４２をフィードバック制御する。つまり、メインコントローラ９０は、目標電
圧Ｔｖｉに基づいて、スタータジェネレータ４２の発電電圧（端子電圧）Ｖｉｓｇをフィ
ードバック制御している。なお、ＩＳＧ発電モードにおいては、エンジン動力を用いてス
タータジェネレータ４２が発電することから、エンジン停止を伴うモータ走行モードやア
イドリングストップの実行が禁止される。
【００３０】
　図４に示すように、コンバータ放電モードにおいては、半導体リレー４３がＯＮ状態に
制御され、コンバータ６０が放電状態に制御され、スタータジェネレータ４２が停止状態
に制御される。これにより、矢印ｂ１で示すように、コンバータ６０の正極端子６１ａか
ら通電経路４７に電力が供給され、この電力は通電経路４７から電気機器群４４に供給さ
れる。また、通電経路４７には低電圧バッテリ４０が接続されることから、矢印ｂ２で示
すように、コンバータ６０の放電状況や電気機器群４４の作動状況等に応じて低電圧バッ
テリ４０が充放電される。
【００３１】
　このコンバータ放電モードにおいては、メインコントローラ９０によって、電気機器群
４４の消費電力に基づきコンバータ６０の目標電圧Ｔｖｃが設定される。そして、メイン
コントローラ９０は、コンバータ６０の放電電圧Ｖｃｏｎを目標電圧Ｔｖｃに収束させる
ように、放電電圧Ｖｃｏｎと目標電圧Ｔｖｃとの差に基づきコンバータ６０をフィードバ
ック制御する。つまり、メインコントローラ９０は、目標電圧Ｔｖｃに基づいて、コンバ
ータ６０の放電電圧（端子電圧）Ｖｃｏｎをフィードバック制御している。なお、コンバ
ータ放電モードにおいては、モータ走行モードやアイドリングストップの実行が許可され
る。
【００３２】
　また、エンジン再始動要求が為された場合、つまりモータ走行モードからパラレル走行
モードへの切り替えが決定された場合や、アイドリングストップ制御によるエンジン停止
中に所定の始動条件が成立した場合には、電源モードが再始動モードに切り替えられる。
図５に示すように、再始動モードにおいては、半導体リレー４３がＯＦＦ状態に制御され
、コンバータ６０が放電状態に制御され、スタータジェネレータ４２が力行状態に制御さ
れる。これにより、矢印ｃ１で示すように、低電圧バッテリ４０からスタータジェネレー
タ４２に電力が供給される。また、矢印ｃ２で示すように、コンバータ６０から電気機器
群４４に電力が供給される。
【００３３】
　スタータジェネレータ４２の消費電力が急増する再始動モードにおいては、半導体リレ
ー４３がＯＦＦ状態に制御されるため、コンバータ６０側からスタータジェネレータ４２
側に向かう電流が遮断される。これにより、低電圧バッテリ４０からスタータジェネレー
タ４２に大電流が供給される場合であっても、電気機器群４４に対する瞬間的な電圧低下
を防止することができ、電気機器群４４を正常に機能させることができる。なお、再始動
モードによるエンジン始動後には、高電圧バッテリ５０のＳＯＣに基づき、コンバータ放
電モードまたはＩＳＧ発電モードが実行される。
【００３４】
　［ＩＳＧ発電モードからコンバータ放電モード］
　続いて、メインコントローラ９０によるＩＳＧ発電モードからコンバータ放電モードへ
の切替制御について説明する。前述したように、ＩＳＧ発電モードの実行中に、高電圧バ
ッテリ５０のＳＯＣが上昇して所定値を上回る場合には、電源モードがＩＳＧ発電モード
からコンバータ放電モードに切り替えられる。また、ＩＳＧ発電モードにおいては、発電
電圧Ｖｉｓｇを目標電圧Ｔｖｉに収束させるように、スタータジェネレータ４２がフィー
ドバック制御される。さらに、コンバータ放電モードにおいては、放電電圧Ｖｃｏｎを目
標電圧Ｔｖｃに収束させるように、コンバータ６０がフィードバック制御される。ここで
、ＩＳＧ発電モードとコンバータ放電モードとの双方が同時に実行されると、スタータジ
ェネレータ４２とコンバータ６０との双方が同時にフィードバック制御されるため、フィ
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ードバック制御が互いに干渉して発電電圧Ｖｉｓｇや放電電圧Ｖｃｏｎを振動させる虞が
ある。
【００３５】
　このため、メインコントローラ９０は、ＩＳＧ発電モードとコンバータ放電モードとの
同時実行を回避する観点から、ＩＳＧ発電モードを停止させた後にコンバータ放電モード
を実行している。しかしながら、電源モードの切替過程においてＩＳＧ発電モードとコン
バータ放電モードとの双方が停止したときに、低電圧バッテリ４０にＳＯＣ低下や端子外
れ等の異常が生じていた場合には、低電圧バッテリ４０から電気機器群４４に対する電力
供給が不足するため、電気機器群４４を正常に動作させながら電源モードを切り替えるこ
とが困難である。そこで、メインコントローラ９０は、低電圧バッテリ４０から電気機器
群４４に対する電力供給が不足しないように、低電圧バッテリ４０の放電状況を判定しな
がら電源モードを切り替えている。
【００３６】
　［タイミングチャート］
　以下、タイミングチャートを用いて、ＩＳＧ発電モードからコンバータ放電モードへの
切替制御について説明する。図６および図７は、切替制御におけるスタータジェネレータ
４２等の作動状況を示すタイミングチャートである。図６には低電圧バッテリ４０の放電
状況が正常であるときの作動状況が示されており、図７には低電圧バッテリ４０の放電状
況が異常であるときの作動状況が示されている。なお、図７において、図６に示す状況と
同一の状況については、同一の符号を付してその説明を省略する。また、図６および図７
において、スタータジェネレータ４２の目標電圧Ｔｖｉ、コンバータ６０の目標電圧Ｔｖ
ｃ、およびバッテリ電圧ＶＰｂについては、電圧推移を明確にする観点から、互いに重な
る場合であっても若干ずらして記載している。また、図６および図７に記載されるＩＳＧ
は、スタータジェネレータ４２である。
【００３７】
　図６に時刻ｔ１で示すように、ＩＳＧ発電モードにおいては、スタータジェネレータ４
２が発電状態に制御され（符号ａ１）、コンバータ６０が停止状態に制御される（符号ｂ
１）。このとき、スタータジェネレータ４２の目標電圧Ｔｖｉは所定電圧Ｖ１に制御され
（符号ｃ１）、コンバータ６０の目標電圧Ｔｖｃは０Ｖに制御される（符号ｄ１）。この
ように、スタータジェネレータ４２を発電させるＩＳＧ発電モードにおいては、スタータ
ジェネレータ４２の目標電圧Ｔｖｉが上方電圧ＶＨよりも上げられており、コンバータ６
０の目標電圧Ｔｖｃが下方電圧ＶＬよりも下げられている。ここで、下方電圧ＶＬは、電
気機器４４ａを正常に動作させるための下限電圧である。また、下方電圧ＶＬよりも高い
上方電圧ＶＨは、満充電時における低電圧バッテリ４０の開放電圧である。
【００３８】
　続いて、ＩＳＧ発電モードからコンバータ放電モードへの切り替えが決定されると、時
刻ｔ２に示すように、スタータジェネレータ４２の目標電圧Ｔｖｉが、上方電圧ＶＨを下
回りかつ下方電圧ＶＬを上回るように、上方電圧ＶＨと下方電圧ＶＬとの間の電圧範囲α
に下げられる（符号ｃ２）。つまり、コンバータ放電モードへの切り替えが決定されると
、スタータジェネレータ４２の目標電圧Ｔｖｉが上方電圧ＶＨと下方電圧ＶＬとの間に制
御される（符号ｃ２）。これにより、スタータジェネレータ４２の目標電圧Ｔｖｉがバッ
テリ電圧ＶＰｂを下回るため、低電圧バッテリ４０から電気機器群４４に電力が供給され
る。つまり、電気機器群４４に対する電力供給源が、スタータジェネレータ４２から低電
圧バッテリ４０に切り替えられる（符号ｅ１）。
【００３９】
　また、スタータジェネレータ４２の目標電圧Ｔｖｉが電圧範囲αに引き下げられると（
符号ｃ２）、所定の判定時間Ｔａに渡って、バッテリ電圧ＶＰｂが閾値Ｘ１を上回るか否
かが判定される。このように、バッテリ電圧ＶＰｂが閾値Ｘ１を上回るか否かを判定する
際には、コンバータ６０の目標電圧Ｔｖｃは０Ｖに制御される（符号ｄ２）。つまり、バ
ッテリ電圧ＶＰｂが閾値Ｘ１を上回るか否かを判定する際には、コンバータ６０の目標電
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圧Ｔｖｃが下方電圧ＶＬよりも低く制御されている（符号ｄ２）。なお、バッテリ電圧Ｖ
Ｐｂと比較される閾値Ｘ１は、スタータジェネレータ４２の目標電圧Ｔｖｉよりも高くか
つ上方電圧ＶＨよりも低い値に設定される。
【００４０】
　図６に示すように、スタータジェネレータ４２の目標電圧Ｔｖｉを電圧範囲αに下げて
から（符号ｃ２）、判定時間Ｔａに渡ってバッテリ電圧ＶＰｂが閾値Ｘ１を上回る状況と
は（符号ｆ１）、低下させたスタータジェネレータ４２の目標電圧Ｔｖｉにバッテリ電圧
ＶＰｂが追従していない状況であり、低電圧バッテリ４０にＳＯＣ低下や出力低下等が生
じていない状況である。このため、判定時間Ｔａに渡ってバッテリ電圧ＶＰｂが閾値Ｘ１
を上回る場合には（符号ｆ１）、低電圧バッテリ４０の放電状況が正常であると判定され
る。
【００４１】
　このように、低電圧バッテリ４０が正常であると判定されると、時刻ｔ３に示すように
、スタータジェネレータ４２の目標電圧Ｔｖｉが０Ｖに下げられ（符号ｃ３）、時刻ｔ４
に示すように、コンバータ６０の目標電圧Ｔｖｃが所定電圧Ｖ１に上げられる（符号ｄ３
）。これにより、コンバータ６０の目標電圧Ｔｖｃがバッテリ電圧ＶＰｂを上回るため、
電気機器群４４に対する電力供給源が、低電圧バッテリ４０からコンバータ６０に切り替
えられる（符号ｅ２）。つまり、低電圧バッテリ４０が正常であることを確認した上で、
電源モードがＩＳＧ発電モードからコンバータ放電モードに切り替えられている。なお、
コンバータ６０を放電させるコンバータ放電モードにおいては、コンバータ６０の目標電
圧Ｔｖｃが上方電圧ＶＨよりも上げられており、スタータジェネレータ４２の目標電圧Ｔ
ｖｉが下方電圧ＶＬよりも下げられている。
【００４２】
　一方、図７に示すように、スタータジェネレータ４２の目標電圧Ｔｖｉを電圧範囲αに
下げてから（符号ｃ２）、判定時間Ｔａ内にバッテリ電圧ＶＰｂが閾値Ｘ１を下回る状況
とは（符号ｆ１０）、低下させたスタータジェネレータ４２の目標電圧Ｔｖｉにバッテリ
電圧ＶＰｂが追従する状況であり、低電圧バッテリ４０にＳＯＣ低下や出力低下等が生じ
ている状況である。このため、判定時間Ｔａ内にバッテリ電圧ＶＰｂが閾値Ｘ１を下回る
場合には（符号ｆ１０）、低電圧バッテリ４０の放電状況が異常であると判定される。
【００４３】
　このように、低電圧バッテリ４０の放電状況が異常であると判定された場合には、時刻
ｔ３に示すように、再びスタータジェネレータ４２の目標電圧Ｔｖｉが所定電圧Ｖ１に上
げられる（符号ｄ１０）。これにより、電源モードとしてＩＳＧ発電モードが継続される
ため、スタータジェネレータ４２から電気機器群４４に対する電力供給が継続される。ま
た、判定時間Ｔａに渡って低電圧バッテリ４０の放電状況を判定する際には、スタータジ
ェネレータ４２の目標電圧Ｔｖｉが下方電圧ＶＬを上回るように保持されている。これに
より、低電圧バッテリ４０の放電状況に異常が生じていたとしても、スタータジェネレー
タ４２から電気機器群４４に対する電力供給を維持することができ、電気機器群４４を適
切に動作させることができる。
【００４４】
　これまで説明したように、電源モードをＩＳＧ発電モードからコンバータ放電モードに
切り替える場合には、コンバータ６０の目標電圧Ｔｖｃが下方電圧ＶＬよりも低く制御さ
れ（符号ｄ２）、かつスタータジェネレータ４２の目標電圧Ｔｖｉが上方電圧ＶＨと下方
電圧ＶＬとの間に制御された状態のもとで（符号ｃ２）、低電圧バッテリ４０の放電状況
が正常であるか否かが判定される。そして、低電圧バッテリ４０の放電状況が正常である
と判定された後に、スタータジェネレータ４２の目標電圧Ｔｖｉが下方電圧ＶＬよりも下
げられ（符号ｃ３）、コンバータ６０の目標電圧Ｔｖｃが上方電圧ＶＨよりも上げられて
いる（符号ｄ３）。
【００４５】
　このように、電源モードをＩＳＧ発電モードからコンバータ放電モードに切り替える際
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に、低電圧バッテリ４０の放電状況が正常であるか否かを判定したので、電源モードの切
替過程において電気機器４４ａに対する電力供給を中断することなく、電源モードをＩＳ
Ｇ発電モードからコンバータ放電モードに切り替えることができる。つまり、電源モード
の切替過程において、フィードバック制御の干渉による電圧振動を回避するため、スター
タジェネレータ４２とコンバータ６０との双方を一時的に停止させる場合であっても、低
電圧バッテリ４０から電気機器４４ａに対する電力供給を継続することができる。
【００４６】
　前述の説明では、スタータジェネレータ４２の目標電圧Ｔｖｉが電圧範囲αに制御され
た後に、バッテリ電圧ＶＰｂが閾値Ｘ１を上回るか否かに基づいて、低電圧バッテリ４０
が正常であるか否かを判定しているが、これに限られることはなく、バッテリ電圧ＶＰｂ
や閾値Ｘ１以外の値を用いて低電圧バッテリ４０を判定しても良い。例えば、電圧センサ
等を用いて通電経路４７の印加電圧を検出することが可能であれば、バッテリ電圧ＶＰｂ
に代えて通電経路４７の印加電圧を用いることにより、低電圧バッテリ４０の放電状況を
判定しても良い。また、スタータジェネレータ４２の目標電圧Ｔｖｉよりも高く設定され
た閾値Ｘ１を用いているが、この閾値Ｘ１に代えて目標電圧Ｔｖｉを用いることにより、
低電圧バッテリ４０の放電状況を判定しても良い。すなわち、低電圧バッテリ４０が正常
であるか否かを判定する際には、通電経路４７の印加電圧がスタータジェネレータ４２の
目標電圧Ｔｖｉを上回るか否かを判定すれば良く、バッテリ電圧ＶＰｂや閾値Ｘ１以外の
値を用いて低電圧バッテリ４０を判定することが可能である。この場合には、スタータジ
ェネレータ４２の目標電圧Ｔｖｉが電圧範囲αに制御されてから、判定時間Ｔａに渡って
通電経路４７の印加電圧がスタータジェネレータ４２の目標電圧Ｔｖｉよりも高い場合に
、低電圧バッテリ４０の放電状況が正常であると判定される。
【００４７】
　また、前述の説明では、スタータジェネレータ４２の目標電圧Ｔｖｉを電圧範囲αに下
げた後に、バッテリ電圧ＶＰｂつまり通電経路４７に対する印加電圧の推移に基づいて、
低電圧バッテリ４０が正常であるか否かを判定しているが、これに限られることはない。
つまり、図６および図７に示すように、スタータジェネレータ４２の目標電圧Ｔｖｉが電
圧範囲αに下げられてから（符号ｃ２）、判定時間Ｔａ内に発電電流（放電電流）Ｉｉｓ
ｇが所定の閾値Ｘ２を下回るか否かを判定しても良い。図６に符号ｇ１で示すように、ス
タータジェネレータ４２の発電電流Ｉｉｓｇが閾値Ｘ２を下回る状況とは、電力供給源が
スタータジェネレータ４２から低電圧バッテリ４０に切り替えられた状況であるため、低
電圧バッテリ４０の放電状況が正常であると判定される。一方、図７に符号ｇ１０で示す
ように、判定時間Ｔａに渡ってスタータジェネレータ４２の発電電流Ｉｉｓｇが閾値Ｘ２
を上回る状況とは、電力供給源がスタータジェネレータ４２から低電圧バッテリ４０に切
り替えられていない状況であるため、低電圧バッテリ４０の放電状況が異常であると判定
される。なお、閾値Ｘ２として「０Ａ」近傍の所定値を設定しても良く、閾値Ｘ２として
「０Ａ」を設定しても良い。
【００４８】
　［フローチャート］
　前述したＩＳＧ発電モードからコンバータ放電モードへの切替制御をフローチャートに
沿って説明する。図８はＩＳＧ発電モードからコンバータ放電モードへの切替手順の一例
を示すフローチャートである。なお、図８に記載されるＩＳＧは、スタータジェネレータ
４２である。
【００４９】
　図８に示すように、ステップＳ１０では、電源モードとしてＩＳＧ発電モードが実行さ
れ、スタータジェネレータ４２の目標電圧Ｔｖｉが所定電圧Ｖ１に制御される。続くステ
ップＳ１１では、高電圧バッテリ５０のＳＯＣ等に基づき、電源モードをコンバータ放電
モードに切り替えるか否かが判定される。ステップＳ１１において、電源モードをコンバ
ータ放電モードに切り替えると判定された場合には、ステップＳ１２に進み、スタータジ
ェネレータ４２の目標電圧Ｔｖｉが電圧範囲αに制御される。続くステップＳ１３では、
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バッテリ電圧ＶＰｂや発電電流Ｉｉｓｇ等に基づき、低電圧バッテリ４０の放電状況が正
常であるか否かが判定される。
【００５０】
　ステップＳ１３において、低電圧バッテリ４０の放電状況が正常であると判定された場
合には、ステップＳ１４に進み、スタータジェネレータ４２の目標電圧Ｔｖｉが下げられ
、スタータジェネレータ４２が停止状態に制御される。続くステップＳ１５では、コンバ
ータ６０の目標電圧Ｔｖｃが所定電圧Ｖ１に制御され、電源モードがコンバータ放電モー
ドに切り替えられる。一方、ステップＳ１３において、低電圧バッテリ４０の放電状況が
異常であると判定された場合には、ステップＳ１６に進み、低電圧バッテリ４０の異常が
乗員に通知される。続くステップＳ１７では、再びスタータジェネレータ４２の目標電圧
Ｔｖｉが所定電圧Ｖ１に制御され、電源モードとしてＩＳＧ発電モードが継続される。
【００５１】
　本発明は前記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々
変更可能であることはいうまでもない。前述の説明では、第１電源機器としてスタータジ
ェネレータ４２を用い、第２電源機器としてコンバータ６０を用いているが、これに限ら
れることはない。例えば、第１電源機器としてコンバータ６０を用い、第２電源機器とし
てスタータジェネレータ４２を用いても良い。つまり、電源モードをコンバータ放電モー
ドからＩＳＧ発電モードに切り替える際に、コンバータ６０の目標電圧Ｔｖｃを電圧範囲
αに制御した上で、バッテリ電圧ＶＰｂつまり通電経路４７に対する印加電圧等に基づき
、低電圧バッテリ４０の放電状況が正常であるか否かを判定しても良い。
【００５２】
　また、前述の説明では、第１電源機器として、発電電動機であるスタータジェネレータ
４２を用いているが、これに限られることはなく、第１電源機器として、発電機であるオ
ルタネータを用いても良い。また、前述の説明では、電圧範囲αを規定する上方電圧ＶＨ
として、満充電時における低電圧バッテリ４０の開放電圧を挙げているが、上方電圧ＶＨ
としては満充電時の開放電圧に限られることはない。例えば、低電圧バッテリ４０が正常
に機能することを示す開放電圧であれば、上方電圧ＶＨとして、ＳＯＣが１００％以外（
例えば８０％や７０％）であるときの開放電圧を用いても良い。
【００５３】
　図示する例では、低電圧系４１に半導体リレー４３等のスイッチを設けているが、これ
に限られることはない。例えば、エンジン再始動時における電気機器群４４の電圧低下を
回避することが可能であれば、低電圧系４１から半導体リレー４３等のスイッチを削減し
ても良い。また、図示する例では、スイッチとして、開閉部４３ｃおよびダイオード部４
３ｄからなる半導体リレー４３を用いているが、これに限られることはなく、接点を機械
的に開閉させるリレー等を用いても良い。
【００５４】
　また、低電圧バッテリ４０として、例えば、開放電圧が約１２Ｖの鉛バッテリを用いる
ことが可能であり、高電圧バッテリ５０として、例えば、開放電圧が約１１８Ｖのリチウ
ムイオンバッテリを用いることが可能であるが、低電圧バッテリ４０や高電圧バッテリ５
０として、他の形式のバッテリやキャパシタを用いても良く、他の開放電圧のバッテリや
キャパシタを用いても良い。また、車両１１に搭載されるパワートレインとしては、図１
に例示したパワートレイン１２に限られることはなく、他の形式のパワートレインであっ
ても良い。
【符号の説明】
【００５５】
１０　　車両用電源装置
１１　　車両
１３　　エンジン
４０　　低電圧バッテリ（蓄電体）
４２　　スタータジェネレータ（第１電源機器，発電機）
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４２ａ　正極端子（第１端子）
４４ａ　電気機器
４７　　通電経路
５０　　高電圧バッテリ（他の蓄電体）
６０　　コンバータ（第２電源機器）
６１ａ　正極端子（第２端子）
９２　　ＩＳＧ制御部（電源制御部）
９４　　コンバータ制御部（電源制御部）
９８　　バッテリ判定部（電源制御部）
Ｔｖｉ　　目標電圧
Ｔｖｃ　　目標電圧
Ｖｉｓｇ　　発電電圧（端子電圧）
Ｖｃｏｎ　　放電電圧（端子電圧）
ＶＰｂ　　バッテリ電圧（印加電圧）
ＶＨ　　上方電圧
ＶＬ　　下方電圧
Ｉｉｓｇ　　発電電流（放電電流）
Ｘ２　　閾値

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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