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(57)【要約】
【課題】２つのバッテリを効率よく充電でき、電気負荷
の作動状態が変動することを防止できる車両用電源シス
テム及び車両用電源システムの制御装置を提供すること
。
【解決手段】エンジンコントローラは、回生発電の開始
時にＭＯＳスイッチ及びＳＭＲスイッチを導通状態にす
る第１制御（ステップＳ４）と、回生発電の実施中に鉛
蓄電池の放電状態に基づいてＭＯＳスイッチ又はＳＭＲ
スイッチの一方を遮断状態にする第２制御（ステップＳ
９）と、を実施する。そして、エンジンコントローラは
、ブロアファンモータが作動中の場合、ステップＳ９に
おいてＳＭＲスイッチを遮断状態にする。エンジンコン
トローラは、ブロアファンモータの負荷量が所定負荷量
を上回ること（ステップＳ８でＹＥＳ）を条件としてス
テップＳ９を実施する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに並列に接続される発電機、第１バッテリ、第２バッテリ及び電気負荷と、
　前記発電機及び前記第１バッテリと、前記第２バッテリ及び電気負荷との間で、導通状
態又は遮断状態に切り替えられる第１スイッチと、
　前記発電機、前記第１バッテリ及び前記電気負荷と、前記第２バッテリとの間で、導通
状態又は遮断状態に切り替えられる第２スイッチと、
　前記第１バッテリの電圧と前記電気負荷の作動状態とに基づいて、前記電気負荷に対し
て一定状態で作動するようにフィードバック制御を行うフィードバック制御部と、
　前記発電機による回生発電の制御と、前記第１スイッチ及び前記第２スイッチの切り替
え制御とを実施する制御部と、を備える車両用電源システムであって、
　前記制御部は、
　前記回生発電の開始時に前記第１スイッチ及び前記第２スイッチを導通状態にする第１
制御と、前記回生発電の実施中に前記第１バッテリの放電状態に基づいて前記第１スイッ
チ又は前記第２スイッチの一方を遮断状態にする第２制御と、を実施し、
　前記電気負荷が作動中の場合、前記第２制御において前記第２スイッチを遮断状態にす
ることを特徴とする車両用電源システム。
【請求項２】
　前記制御部は、
　前記電気負荷の負荷量が所定負荷量を上回ることを条件として、前記第２制御を実施す
ることを特徴とする請求項１に記載の車両用電源システム。
【請求項３】
　前記制御部は、
　車速が所定車速を下回ることを条件として、前記第２制御を実施することを特徴とする
請求項１又は請求項２に記載の車両用電源システム。
【請求項４】
　前記制御部は、
　前記第１バッテリの放電量が所定放電量を上回ることを条件として、前記第２制御を実
施することを特徴とする請求項１から請求項３の何れか１項に記載の車両用電源システム
。
【請求項５】
　互いに並列に接続される発電機、第１バッテリ、第２バッテリ及び電気負荷と、
　前記発電機及び前記第１バッテリと、前記第２バッテリ及び電気負荷との間で、導通状
態又は遮断状態に切り替えられる第１スイッチと、
　前記発電機、前記第１バッテリ及び前記電気負荷と、前記第２バッテリとの間で、導通
状態又は遮断状態に切り替えられる第２スイッチと、
　前記第１バッテリの電圧と前記電気負荷の作動状態とに基づいて、前記電気負荷に対し
て一定状態で作動するようにフィードバック制御を行うフィードバック制御部と、を備え
る車両用電源システムにおいて、
　前記発電機による回生発電の制御と、前記第１スイッチ及び前記第２スイッチの切り替
えを制御する車両用電源システムの制御装置であって、
　前記回生発電の開始時に前記第１スイッチ及び前記第２スイッチを導通状態にする第１
制御と、前記回生発電の実施中に前記第１バッテリの放電状態に基づいて前記第１スイッ
チ又は前記第２スイッチの一方を遮断状態にする第２制御と、を実施し、
　前記電気負荷が作動中の場合、前記第２制御において前記第２スイッチを遮断状態にす
ることを特徴とする車両用電源システムの制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両用電源システム及び車両用電源システムの制御装置に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　従来、車両に搭載される車両用電源システムとして、特許文献１に記載されたものが知
られている。特許文献１に記載のものは、鉛蓄電池からなる第１蓄電池と、リチウムイオ
ン蓄電池からなる第２蓄電池を備え、これら各蓄電池を使い分けながら車載の各種電気負
荷に対して電力を供給している。
【０００３】
　従来の車両用電源システムは、第１蓄電池の端子電圧が、第２蓄電池の端子電圧よりも
高い電圧とされており、発電機による回生発電時に、接続スイッチを導通状態に制御して
第１蓄電池及び第２蓄電池の両方に対する充電を行わせている。
【０００４】
　また、従来の車両用電源システムは、回生発電中における第１蓄電池の放電状態を監視
し、回生発電中に、第１蓄電池の放電状態に基づいて接続スイッチを遮断状態とするよう
になっている。
【０００５】
　これにより、従来の車両用電源システムは、第１蓄電池の蓄電量が意図せず減ってしま
うといった不都合を抑制でき、各蓄電池の充電を効率良く実施することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１４－３６５５７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ここで、電気負荷の中には、空調や換気のために送風を行うブロアファンのように、供
給電圧の変化により回転数（作動状態）が変化する電気負荷がある。このような電気負荷
は、供給電圧の変動により作動状態が変化するとドライバに不快感を与える場合がある。
【０００８】
　そのため、車両用電源システムにおいては、電気負荷への供給電圧と電気負荷の作動状
態とを監視し、作動状態が一定となるようにフィードバック制御を行うことが好ましい。
【０００９】
　しかしながら、特許文献１に記載の車両用電源システムにおいて電気負荷へのフィード
バック制御を実施する場合、２つの蓄電池間で切り替えを行う際にフィードバック制御の
影響により電気負荷の作動状態が変動してしまうおそれがあった。
【００１０】
　本発明は、上記のような問題に着目してなされたものであり、２つのバッテリを効率よ
く充電でき、電気負荷の作動状態が変動することを防止できる車両用電源システム及び車
両用電源システムの制御装置を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、互いに並列に接続される発電機、第１バッテリ、第２バッテリ及び電気負荷
と、前記発電機及び前記第１バッテリと、前記第２バッテリ及び電気負荷との間で、導通
状態又は遮断状態に切り替えられる第１スイッチと、前記発電機、前記第１バッテリ及び
前記電気負荷と、前記第２バッテリとの間で、導通状態又は遮断状態に切り替えられる第
２スイッチと、前記第１バッテリの電圧と前記電気負荷の作動状態とに基づいて、前記電
気負荷に対して一定状態で作動するようにフィードバック制御を行うフィードバック制御
部と、前記発電機による回生発電の制御と、前記第１スイッチ及び前記第２スイッチの切
り替え制御とを実施する制御部と、を備える車両用電源システムであって、前記制御部は
、前記回生発電の開始時に前記第１スイッチ及び前記第２スイッチを導通状態にする第１
制御と、前記回生発電の実施中に前記第１バッテリの放電状態に基づいて前記第１スイッ
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チ又は前記第２スイッチの一方を遮断状態にする第２制御と、を実施し、前記電気負荷が
作動中の場合、前記第２制御において前記第２スイッチを遮断状態にすることを特徴とす
る。
【発明の効果】
【００１２】
　このように上記の本発明によれば、２つのバッテリを効率よく充電でき、電気負荷の作
動状態が変動することを防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、本発明の一実施例に係る車両用電源システムの構成図である。
【図２】図２は、本発明の一実施例に係る車両用電源システムの動作を説明するフローチ
ャートである。
【図３】図３は、本発明の一実施例に係る車両用電源システムの動作による車両状態の推
移を説明するタイミングチャートである。
【図４】図４は、比較例の車両用電源システムの動作による車両状態の推移を説明するタ
イミングチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明の一実施の形態に係る車両用電源システムは、互いに並列に接続される発電機、
第１バッテリ、第２バッテリ及び電気負荷と、発電機及び第１バッテリと、第２バッテリ
及び電気負荷との間で、導通状態又は遮断状態に切り替えられる第１スイッチと、発電機
、第１バッテリ及び電気負荷と、第２バッテリとの間で、導通状態又は遮断状態に切り替
えられる第２スイッチと、第１バッテリの電圧と電気負荷の作動状態とに基づいて、電気
負荷に対して一定状態で作動するようにフィードバック制御を行うフィードバック制御部
と、発電機による回生発電の制御と、第１スイッチ及び第２スイッチの切り替え制御とを
実施する制御部と、を備える車両用電源システムであって、制御部は、回生発電の開始時
に第１スイッチ及び第２スイッチを導通状態にする第１制御と、回生発電の実施中に第１
バッテリの放電状態に基づいて第１スイッチ又は第２スイッチの一方を遮断状態にする第
２制御と、を実施し、電気負荷が作動中の場合、第２制御において第２スイッチを遮断状
態にすることを特徴とする。これにより、本発明の一実施の形態に係る車両用電源システ
ムは、２つのバッテリを効率よく充電でき、電気負荷の作動状態が変動することを防止で
きる。
【実施例】
【００１５】
　以下、本発明の一実施例に係る車両用電源システムについて図面を用いて説明する。図
１から図３は、本発明の一実施例に係る車両用電源システムを説明する図である。
【００１６】
　図１において、本実施例に係る車両用電源システム１０は、図示しないエンジン（内燃
機関）を備える車両に搭載されている。鉛蓄電池及びリチウムイオン蓄電池からなる２つ
の蓄電池と、これらを充電する発電機と、電気負荷等と、を備えている。
【００１７】
　図１において、車両用電源システム１０は、発電機としてのオルタネータ１と、第１バ
ッテリとしての鉛蓄電池２と、電池ユニット４と、を備えている。電池ユニット４は、第
２バッテリとしてのリチウムイオン蓄電池３を有する。鉛蓄電池２及びリチウムイオン蓄
電池３は、オルタネータ１に対して並列に接続されている。
【００１８】
　また、車両用電源システム１０は、電気負荷５ｂ、スタータ５ａ、電気負荷９、エンジ
ンコントローラ２０及びＢＣＭ（Body Control Module）２１を備えている。エンジンコ
ントローラ２０及びＢＣＭ２１は、ＣＰＵや各種メモリを有するマイクロコンピュータか
らなる電子制御装置である。
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【００１９】
　電気負荷５ｂ、スタータ５ａ、電気負荷９及びＢＣＭ２１は、オルタネータ１に対して
並列に接続されている。したがって、オルタネータ１、鉛蓄電池２、リチウムイオン蓄電
池３及び電気負荷９は、互いに並列に接続されている。
【００２０】
　車両用電源システム１０は、図示しないエンジン（内燃機関）を備える車両に搭載され
ている。オルタネータ１は、エンジンのクランク軸（出力軸）に連結されており、そのク
ランク軸の回転エネルギにより発電する。
【００２１】
　つまり、オルタネータ１のロータがクランク軸により回転すると、ロータコイルに流れ
る励磁電流に応じてステータコイルに交流電流が誘起され、整流器により直流電流に変換
される。そして、ロータコイルに流れる励磁電流がレギュレータにより調整されることで
、発電された直流電流の電圧が設定電圧Ｖｒｅｇとなるよう調整される。オルタネータ１
のレギュレータに対する制御はエンジンコントローラ２０により実施される。
【００２２】
　鉛蓄電池２は周知の汎用蓄電池である。鉛蓄電池２には、電気負荷としてスタータ５ａ
が接続されている。鉛蓄電池２からの電力供給によりスタータ５ａが駆動されることで、
エンジンが始動される。また、鉛蓄電池２には、ヘッドライトやパワーウィンドウモータ
等の各種の電気負荷５ｂが接続されている。
【００２３】
　また、電池ユニット４において、リチウムイオン蓄電池３は、鉛蓄電池２に比べて出力
密度、及びエネルギ密度の高い高密度蓄電池である。リチウムイオン蓄電池３は、複数の
単電池を直列に接続してなる組電池により構成されている。鉛蓄電池２の蓄電可能容量は
、リチウムイオン蓄電池３の蓄電可能容量よりも大きくされている。
【００２４】
　電池ユニット４には入力側端子６と出力側端子７とが設けられており、それら両端子を
接続するようにして給電線８が設けられている。入力側端子６にはオルタネータ１と鉛蓄
電池２とが接続されている。
【００２５】
　また、出力側端子７には、リチウムイオン蓄電池３からの電力供給先である各種の電気
負荷９が接続されている。電気負荷９には、ナビゲーション装置やオーディオ装置など一
定電流で駆動される定電流負荷が含まれる。
【００２６】
　また、電気負荷９には、空調や換気のために送風を行うブロアファンモータ９Ａが含ま
れている。ブロアファンモータ９Ａは、図示しない送風用のブロアファンに連結されてお
り、鉛蓄電池２又はリチウムイオン蓄電池３の少なくとも一方から供給された電力により
作動する。
【００２７】
　ブロアファンモータ９Ａの回転数又は出力は段数によって設定される。例えば、ブロア
ファンモータ９Ａは、最小風量に対応する１段から最大風量に対応する４段までの何れか
の段数に設定される。ブロアファンモータ９Ａは本発明における電気負荷を構成する。
【００２８】
　電池ユニット４は、上記のリチウムイオン蓄電池３以外に、第１スイッチとしてのＭＯ
Ｓスイッチ１１と、第２スイッチとしてのＳＭＲスイッチ１２と、これらの各スイッチの
オン／オフ（導通／遮断）の切り替えを制御する電池コントローラ１３とを備えている。
【００２９】
　電池コントローラ１３は、ＣＰＵや各種メモリを有するマイクロコンピュータからなる
電子制御装置である。本実施例では、電池コントローラ１３はエンジンコントローラ２０
に対して下位のコントローラであり、エンジンコントローラ２０からの指令に基づいて、
ＭＯＳスイッチ１１およびＳＭＲスイッチ１２の切り替え制御を実施する。
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【００３０】
　エンジンコントローラ２０は、本発明における制御部及び制御装置を構成している。エ
ンジンコントローラ２０の動作には、オルタネータ１による回生発電の制御と、ＭＯＳス
イッチ１１及びＳＭＲスイッチ１２の切り替え制御とが含まれている。
【００３１】
　ここで、ブロアファンモータ９Ａは、基本的に、設定された段数に応じた回転数で作動
するが、温度依存性等により回転数が変動する場合がある。また、ブロアファンモータ９
Ａが作動する際の回転数は供給電圧に依存しているため、ブロアファンモータ９Ａは、供
給電圧が高いときは低いときよりも回転数が大きくなる。温度依存性や電圧依存性により
ブロアファンモータ９Ａの回転数が変動すると、ユーザに不快感を与えることがある。
【００３２】
　そこで、ＢＣＭ２１は、鉛蓄電池２の電圧とブロアファンモータ９Ａの作動状態とに基
づいて、ブロアファンモータ９Ａに対して一定状態で作動するようにフィードバック制御
を行う。詳しくは、ＢＣＭ２１は、ブロアファンモータ９Ａの回転数を検出し、ブロアフ
ァンモータ９Ａが設定段数に対応する回転数で作動するように、ブロアファンモータ９Ａ
に対してフィードバック制御を行う。なお、ＢＣＭ２１は、デューティ比を変更すること
でブロアファンモータ９Ａの回転数を制御する。
【００３３】
　また、ＢＣＭ２１は、ＢＣＭ２１自身への供給電圧を監視し、供給電圧が変動した場合
は、その電圧変動に起因してブロアファンモータ９Ａの回転数が変動しないように、ブロ
アファンモータ９Ａに対してフィードバック制御を行う。
【００３４】
　すなわち、ＢＣＭ２１は、ＢＣＭ２１自身への供給電圧がブロアファンモータ９Ａへの
供給電圧と等しいとみなして、ブロアファンモータ９Ａへのフィードバック制御を行って
いる。ＢＣＭ２１は本発明におけるフィードバック制御部を構成している。
【００３５】
　ＭＯＳスイッチ１１は、ＭＯＳＦＥＴからなる半導体スイッチであり、入力側端子６と
出力側端子７との間に設けられている。ＭＯＳスイッチ１１は、オルタネータ１及び鉛蓄
電池２と、リチウムイオン蓄電池３及びブロアファンモータ９Ａとの間で、導通状態又は
遮断状態に切り替えられる。ＭＯＳスイッチ１１は、オルタネータ１及び鉛蓄電池２に対
するリチウムイオン蓄電池３の導通（オン）と遮断（オフ）とを切り替えるスイッチとし
て機能する。
【００３６】
　また、ＳＭＲスイッチ１２は、ＭＯＳスイッチ１１と同様に、ＭＯＳＦＥＴからなる半
導体スイッチにより構成されており、ＭＯＳスイッチ１１及び出力側端子７の接続点（図
のＡ１）とリチウムイオン蓄電池３との間に設けられている。
【００３７】
　ＳＭＲスイッチ１２は、オルタネータ１、鉛蓄電池２及びブロアファンモータ９Ａと、
リチウムイオン蓄電池３との間で、導通状態又は遮断状態に切り替えられる。ＳＭＲスイ
ッチ１２は、入力側端子６と出力側端子７とを接続する電力経路に対するリチウムイオン
蓄電池３の導通（オン）と遮断（オフ）とを切り替えるスイッチとして機能する。
【００３８】
　ＳＭＲスイッチ１２は非常時用の開閉手段でもあり、非常時でない通常時には、電池コ
ントローラ１３からのオン信号によりオン状態に保持される。そして、以下に例示する非
常時に、オン信号の出力が停止されてＳＭＲスイッチ１２がオフ作動される。
【００３９】
　このＳＭＲスイッチ１２のオフ作動により、リチウムイオン蓄電池３の過充電及び過放
電の回避が図られている。例えば、オルタネータ１に設けられたレギュレータが故障して
設定電圧Ｖｒｅｇが異常に高くなる場合には、リチウムイオン蓄電池３が過充電の状態に
なることが懸念される。
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【００４０】
　このような場合、ＳＭＲスイッチ１２がオフ作動される。また、オルタネータ１の故障
やＭＯＳスイッチ１１の故障によりリチウムイオン蓄電池３への充電ができなくなる場合
には、リチウムイオン蓄電池３が過放電になることが懸念される。このような場合にもＳ
ＭＲスイッチ１２がオフ作動される。
【００４１】
　ＭＯＳスイッチ１１及びＳＭＲスイッチ１２のオン状態・オフ状態は、電池コントロー
ラ１３にて常時監視され、その監視結果は電池コントローラ１３からエンジンコントロー
ラ２０等に対して所定時間周期で送信される。
【００４２】
　オルタネータ１での発電により生じた電力は、電気負荷５ｂ、９に供給されるとともに
、鉛蓄電池２及びリチウムイオン蓄電池３に供給される。エンジンの駆動が停止してオル
タネータ１で発電が実施されていない場合には、鉛蓄電池２及びリチウムイオン蓄電池３
から車載電気負荷に電力が供給される。
【００４３】
　鉛蓄電池２及びリチウムイオン蓄電池３から車載電気負荷への放電量、及びオルタネー
タ１から鉛蓄電池２及びリチウムイオン蓄電池３への充電量は、鉛蓄電池２及びリチウム
イオン蓄電池３のＳＯＣ（State of charge：満充電時の充電量に対する実際の充電量の
割合）が過充放電とならない範囲（適正範囲）となるよう制御される。
【００４４】
　つまり、上記のとおり過剰な充放電とならないように、エンジンコントローラ２０によ
り設定電圧Ｖｒｅｇが調整されるとともに、電池コントローラ１３によりＭＯＳスイッチ
１１の作動が制御される。本実施例では、鉛蓄電池２から外部への放電量が発生している
ことを以下、放電状態ともいう。
【００４５】
　車両減速に伴うオルタネータ１の回生発電中は、原則として、エンジンコントローラ２
０によりＭＯＳスイッチ１１とＳＭＲスイッチ１２とがともにオンにされることで、鉛蓄
電池２とリチウムイオン蓄電池３との両方に対して充電が行われる。
【００４６】
　本実施例では、鉛蓄電池２の端子電圧がリチウムイオン蓄電池３の端子電圧よりも高く
なるようにしてこれら両端子電圧が定められている。そのため、ＭＯＳスイッチ１１及び
ＳＭＲスイッチ１２がともにオンにされて鉛蓄電池２及びリチウムイオン蓄電池３が互い
に接続された状態では、オルタネータ１からリチウムイオン蓄電池３への充電に加え、鉛
蓄電池２からリチウムイオン蓄電池３への充電も実施される。
【００４７】
　エンジンコントローラ２０は、車両走行中において所定の自動停止条件を満たした場合
にエンジンを自動停止させ、エンジンの自動停止が実施された状態で所定の再始動条件を
満たした場合にエンジンを自動で再始動させる、アイドルストップ機能を有する。
【００４８】
　自動停止条件としては、例えば車速が所定以下であること、アクセル操作量がゼロであ
ること（又はブレーキオンであること）等が含まれる。また、エンジン再始動条件として
は、例えばアクセル操作が行われたこと、ブレーキ操作が解除されたこと等が含まれる。
【００４９】
　また、エンジンの再始動時には、鉛蓄電池２とリチウムイオン蓄電池３とを電気的に切
り離した状態で、鉛蓄電池２の電力供給によりスタータ５ａを駆動させるべく、電池コン
トローラ１３によりＭＯＳスイッチ１１がオンからオフに操作される。
【００５０】
　ところで、車両減速に伴う回生発電中は、ＭＯＳスイッチ１１がオン状態に制御され、
鉛蓄電池２とリチウムイオン蓄電池３とが両方共に充電される。この場合、車速が次第に
低下してオルタネータ１の回生発電量が減少した際に、鉛蓄電池２が充電状態から放電状
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態に移行することが考えられる。
【００５１】
　鉛蓄電池２が充電状態から放電状態に移行した場合、鉛蓄電池２の蓄電量（ＰｂＳＯＣ
）が意図せず減ってしまい、回生発電時以外においてオルタネータ１による鉛蓄電池２へ
の充電が強いられるおそれが生じる。これにより、燃費悪化が懸念される。
【００５２】
　このような、オルタネータ１の回生発電中において鉛蓄電池２が放電状態に移行してし
まう問題は、鉛蓄電池２の放電状態（放電量）を監視し、その放電状態に基づいてＭＯＳ
スイッチ１１をオフ（遮断）することで防止できる。
【００５３】
　一方、車両減速に伴う回生発電時にＭＯＳスイッチ１１をオフにした場合、すなわち、
ＳＭＲスイッチ１２をオンに維持したままＭＯＳスイッチ１１をオンからオフに切り替え
る場合、鉛蓄電池２の電圧がリチウムイオン蓄電池３の電圧よりも高いため、ＢＣＭ２１
が監視するＢＣＭ２１自身への供給電圧と、ブロアファンモータ９Ａへの実際の供給電圧
とが一致しなくなる。
【００５４】
　この場合、ＢＣＭ２１によるフィードバック制御が実施されたことで、ブロアファンモ
ータ９Ａの作動状態（回転数）が一時的に低下し、ユーザに不快感を与えてしまう可能性
がある。
【００５５】
　そこで、エンジンコントローラ２０は、車両減速に伴う回生発電中にブロアファンモー
タ９Ａが作動していない場合は、鉛蓄電池２が放電状態に移行することを防止するため、
鉛蓄電池２の放電状態（放電量）に基づいてＭＯＳスイッチ１１をオフ（遮断）にするよ
うになっている。
【００５６】
　一方、エンジンコントローラ２０は、車両減速に伴う回生発電中にブロアファンモータ
９Ａが作動している場合は、ＢＣＭ２１及びブロアファンモータ９Ａへの供給電圧を一致
させ、フィードバック制御の影響によりブロアファンモータ９Ａの作動状態が変動するこ
とを防止するため、鉛蓄電池２の放電状態に関わらず、ＭＯＳスイッチ１１はオンに維持
し、ＳＭＲスイッチ１２の方をオフにするようにしている。
【００５７】
　詳しくは、エンジンコントローラ２０は、車両減速に伴ってオルタネータ１を回生発電
させる際に、第１制御および第２制御を実施する。第１制御は、回生発電の開始時にＭＯ
Ｓスイッチ１１及びＳＭＲスイッチ１２を導通状態にする制御である。第２制御は、回生
発電の実施中に鉛蓄電池２の放電状態に基づいてＭＯＳスイッチ１１又はＳＭＲスイッチ
１２の一方を遮断状態にする制御である。
【００５８】
　そして、エンジンコントローラ２０は、ブロアファンモータ９Ａが作動中の場合、第２
制御においてＳＭＲスイッチ１２を遮断状態にする。
【００５９】
　エンジンコントローラ２０は、ブロアファンモータ９Ａの負荷量が所定負荷量を上回る
ことを第２制御の実施条件としている。本実施例では、エンジンコントローラ２０は、ブ
ロアファンモータ９Ａの段数が所定段数以上である場合に、ブロアファンモータ９Ａの負
荷量が所定負荷量を上回ると判定し、第２制御を実施する。なお、ブロアファンモータ９
Ａの負荷量とは、例えば、ブロアファンモータ９Ａが消費する電力の量、またはブロアフ
ァンモータ９Ａの設定段数である。
【００６０】
　また、エンジンコントローラ２０は、車速が所定車速を下回ることを第２制御の実施条
件としている。また、エンジンコントローラ２０は、鉛蓄電池２の放電量が所定放電量を
上回ることを第２制御の実施条件としてもよい。鉛蓄電池２の放電量とは、鉛蓄電池２か
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ら車載電気負荷等へ放電される電力の量である。
【００６１】
　次に、図２を参照し、エンジンコントローラ２０により所定周期で繰り返し実行される
回生発電時スイッチ切り替え動作について説明する。この回生発電時スイッチ切り替え動
作は、回生発電中にブロアファンモータ９Ａが作動している場合の動作であり、前述の第
１制御および第２制御を含んでいる。図２において、ＭＯＳスイッチ１１のオン及びオフ
をそれぞれＭＯＳ－ＯＮ、ＭＯＳ－ＯＦＦと記し、ＳＭＲスイッチ１２のオン及びオフを
ＳＭＲ－ＯＮ、ＳＭＲ－ＯＦＦと記す。
【００６２】
　図２に示すように、まず、エンジンコントローラ２０は、ＭＯＳスイッチ１１をオフ、
かつ、ＳＭＲスイッチ１２をオンに制御し（ステップＳ１）、エンジンへの燃料カットを
実施する（ステップＳ２）。
【００６３】
　次いで、エンジンコントローラ２０は、車速が所定のＬｉ回生許可車速以上であるか否
かを判別する（ステップＳ３）。ここで、Ｌｉ回生許可車速とは、リチウムイオン蓄電池
３に対してオルタネータ１の回生発電により発生した電力を供給（充電）することを許可
する車速の閾値である。
【００６４】
　ステップＳ３で車速がＬｉ回生許可車速以上の場合、エンジンコントローラ２０は、Ｍ
ＯＳスイッチ１１をオン、ＳＭＲスイッチ１２をオンにする（ステップＳ４）。このステ
ップＳ４は前述の第１制御に相当する。
【００６５】
　次いで、エンジンコントローラ２０は、オルタネータ１の回生発電を実施する（ステッ
プＳ５）。これにより、オルタネータ１で発電した電力が鉛蓄電池２及びリチウムイオン
蓄電池３に充電される。
【００６６】
　次いで、エンジンコントローラ２０は、車速が所定のＬｉ回生禁止車速未満であるか否
かを判別する（ステップＳ６）。ここで、Ｌｉ回生禁止車速とは、リチウムイオン蓄電池
３に対してオルタネータ１の回生発電により発生した電力を供給（充電）することを禁止
する車速の閾値である。
【００６７】
　ステップＳ６で車速がＬｉ回生禁止車速以上の場合、エンジンコントローラ２０は、ス
テップＳ５に処理を戻す。
【００６８】
　ステップＳ６で車速がＬｉ回生禁止車速以上の場合、エンジンコントローラ２０は、後
のスイッチ切り替えのため、事前にオルタネータ１の発電を停止する（ステップＳ７）。
【００６９】
　次いで、エンジンコントローラ２０は、ブロアファンモータ９Ａの段数（図中、ブロア
段数と記す）が所定段数以上であるか否かを判別する（ステップＳ８）。ここでは、ブロ
ア段数が最小風量に対応する１段から最大風量に対応する４段まであるものとし、所定段
数は３段であるものとする。従って、このステップＳ８でブロア段数が３段又は４段であ
る場合、エンジンコントローラ２０はブロア段数が所定段数以上であると判別する。
【００７０】
　ステップＳ８でブロア段数が所定段数以上である場合、エンジンコントローラ２０は、
ＭＯＳスイッチ１１をオン、ＳＭＲスイッチ１２をオフにし（ステップＳ９）、オルタネ
ータ１の回生発電を実施する（ステップＳ１０）。これにより、オルタネータ１で発電し
た電力が鉛蓄電池２に充電される。ステップＳ９は前述の第２制御に相当する。
【００７１】
　ステップＳ８でブロア段数が所定段数未満である場合、エンジンコントローラ２０は、
ＭＯＳスイッチ１１をオフ、ＳＭＲスイッチ１２をオンにし（ステップＳ１８）、オルタ
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ネータ１の回生発電を実施する（ステップＳ１０）。この場合、オルタネータ１で発電し
た電力がリチウムイオン蓄電池３に充電される。
【００７２】
　ステップＳ１０に次いで、エンジンコントローラ２０は、車速が所定の回生終了車速未
満であるか否かを判別する（ステップＳ１１）。ここで、回生終了車速とは、オルタネー
タ１の回生発電を終了する車速の閾値である。
【００７３】
　ステップＳ１１で車速が回生終了車速未満の場合、エンジンコントローラ２０は、ＭＯ
Ｓスイッチ１１をオフ、ＳＭＲスイッチ１２をオンにし（ステップＳ１３）、今回の動作
を終了する。
【００７４】
　一方、ステップＳ３で車速がＬｉ回生許可車速未満の場合、エンジンコントローラ２０
は、ブロアファンモータ９Ａの段数が所定段数以上であるか否かを判別する（ステップＳ
１４）。
【００７５】
　ステップＳ１４でブロア段数が所定段数以上である場合、エンジンコントローラ２０は
、ＭＯＳスイッチ１１をオン、ＳＭＲスイッチ１２をオフにし（ステップＳ１５）、オル
タネータ１の回生発電を実施し（ステップＳ１７）、ステップＳ１０に進む。
【００７６】
　ステップＳ１４でブロア段数が所定段数未満である場合、エンジンコントローラ２０は
、ＭＯＳスイッチ１１をオフ、ＳＭＲスイッチ１２をオンにし（ステップＳ１６）、オル
タネータ１の回生発電を実施し（ステップＳ１７）、ステップＳ１０に進む。
【００７７】
　次に、図３のタイミングチャートを参照し、図２のステップＳ３、Ｓ６、Ｓ８、Ｓ１１
の判定がＹＥＳとなった場合の車両状態の推移の一例について説明する。
【００７８】
　図３において、縦軸は、車速、鉛蓄電池２の電圧（図中、Ｐｂ電圧と記す）、リチウム
イオン蓄電池３の電圧（図中、Ｌｉ電圧を記す）、ブロアファンモータ９Ａの段数（図中
、ブロア段数と記す）、オルタネータ１の回生状態、ＭＯＳスイッチ１１のオン状態、Ｓ
ＭＲスイッチ１２のオン状態、及びブロアファンモータ９Ａの回転数（図中、出力と記す
）を示し、横軸は時間を示す。
【００７９】
　図３において、初期状態の時刻ｔ０では、車速が一定であり、鉛蓄電池２の電圧が１４
Ｖであり、リチウムイオン蓄電池３の電圧が１２Ｖであり、ブロアファンモータ９Ａが４
段で作動している。また、この時刻ｔ０では、オルタネータ１は回生状態ではなく、ＭＯ
Ｓスイッチ１１はオフであり、ＳＭＲスイッチ１２はオンであり、ブロアファンモータ９
Ａの回転数は一定となっている。
【００８０】
　その後、時刻ｔ１で車速が低下し始め、図２のステップＳ３の判定がＹＥＳとなったこ
とで、ＭＯＳスイッチ１１がオン、ＳＭＲスイッチ１２がオンにされ、オルタネータ１が
回生状態となる。これにより、オルタネータ１が発電した電力が鉛蓄電池２及びリチウム
イオン蓄電池３に充電される。このとき、リチウムイオン蓄電池３の電圧は、オルタネー
タ１の発電電圧が印加されることで、１２Ｖよりも高い電圧となる。
【００８１】
　その後、時刻ｔ２において、図２のステップＳ６、Ｓ８の判定がＹＥＳとなったことで
、ＭＯＳスイッチ１１がオン、ＳＭＲスイッチ１２がオフにされる。
【００８２】
　その後、時刻ｔ３において、図２のステップＳ１１の判定がＹＥＳとなったことで、オ
ルタネータ１の回生発電が終了し、ＭＯＳスイッチ１１がオフ、ＳＭＲスイッチ１２がオ
ンにされる。
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【００８３】
　このように、図３のタイミングチャートによれば、時刻ｔ２においてＳＭＲスイッチ１
２のみがオフにされ、ＭＯＳスイッチ１１はオンに維持される。このため、ＢＣＭ２１が
監視するＢＣＭ２１自身への供給電圧と、ブロアファンモータ９Ａへの実際の供給電圧と
が一致するので、ＢＣＭ２１によるフィードバック制御の影響によってブロアファンモー
タ９Ａの回転数が一時的に低下してしまうことが防止される。
【００８４】
　次に、図４の比較例のタイミングチャートを参照し、比較例における車両状態の推移の
一例について説明する。なお、図４において、縦軸の項目は図３と同様である。また、図
４において、時刻ｔ１０から時刻ｔ１３の各状態は、図３の時刻ｔ０から時刻ｔ３に対応
する。
【００８５】
　図４において、初期状態の時刻ｔ１０、ｔ１１では、図３の時刻ｔ０、ｔ１と同様の車
両状態となっている。
【００８６】
　その後、時刻ｔ１２において、ＭＯＳスイッチ１１がオフに切り替えられ、ＳＭＲスイ
ッチ１２がオンに維持される。その後、時刻ｔ１３において、オルタネータ１の回生発電
が終了する。
【００８７】
　この比較例では、回生発電中の時刻ｔ１２において、ブロアファンモータ９Ａが４段で
作動している状況でＭＯＳスイッチ１１がオフにされている。このため、ＢＣＭ２１への
供給電圧とブロアファンモータ９Ａへの供給電圧とが一致しなくなり、ＢＣＭ２１による
フィードバック制御の影響によりブロアファンモータ９Ａの回転数が一時的に低下してし
まっている。
【００８８】
　以上のように、本実施例に係る車両用電源システム１０において、エンジンコントロー
ラ２０は、回生発電の開始時にＭＯＳスイッチ１１及びＳＭＲスイッチ１２を導通状態に
する第１制御と、回生発電の実施中に鉛蓄電池２の放電状態に基づいてＭＯＳスイッチ１
１又はＳＭＲスイッチ１２の一方を遮断状態にする第２制御と、を実施する。そして、エ
ンジンコントローラ２０は、ブロアファンモータ９Ａが作動中の場合、第２制御において
ＳＭＲスイッチ１２を遮断状態にする。
【００８９】
　これにより、回生発電の開始時にＭＯＳスイッチ１１及びＳＭＲスイッチ１２を導通状
態にしているため、鉛蓄電池２とリチウムイオン蓄電池３の両方に充電をすることができ
、２つのバッテリを効率よく充電できる。また、回生発電の実施中の第２制御において、
ブロアファンモータ９Ａが作動中の場合はＳＭＲスイッチ１２を遮断状態にしているため
、ブロアファンモータ９Ａの作動状態が変動することを防止できる。この結果、２つのバ
ッテリを効率よく充電でき、電気負荷の作動状態が変動することを防止できる。
【００９０】
　また、本実施例に係る車両用電源システム１０において、エンジンコントローラ２０は
、ブロアファンモータ９Ａの負荷量が所定負荷量を上回ることを条件として、第２制御を
実施する。
【００９１】
　これにより、ブロアファンモータ９Ａの負荷量が所定負荷量を上回ることを条件として
第２制御が実施されるので、第２制御においてＳＭＲスイッチ１２を遮断状態にでき、ブ
ロアファンモータ９Ａの作動状態が変動することを防止できる。
【００９２】
　また、本実施例に係る車両用電源システム１０において、エンジンコントローラ２０は
、車速が所定車速を下回ることを条件として、第２制御を実施する。
【００９３】
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　これにより、車速が所定車速を下回ることを条件として第２制御が実施されるので、第
２制御においてＳＭＲスイッチ１２を遮断状態にでき、ブロアファンモータ９Ａの作動状
態が変動することを防止できる。
【００９４】
　また、本実施例に係る車両用電源システム１０において、エンジンコントローラ２０は
、鉛蓄電池２の放電量が所定放電量を上回ることを条件として、第２制御を実施してもよ
い。
【００９５】
　これにより、鉛蓄電池２の放電量が所定放電量を上回ることを条件として第２制御が実
施されるので、第２制御においてＳＭＲスイッチ１２を遮断状態にでき、ブロアファンモ
ータ９Ａの作動状態が変動することを防止できる。
【００９６】
　本発明の実施例を開示したが、当業者によっては本発明の範囲を逸脱することなく変更
が加えられうることは明白である。すべてのこのような修正及び等価物が次の請求項に含
まれることが意図されている。
【符号の説明】
【００９７】
１ オルタネータ（発電機）
２ 鉛蓄電池（第１バッテリ）
３ リチウムイオン蓄電池（第２バッテリ）
９Ａ ブロアファンモータ９Ａ（電気負荷）
１０ 車両用電源システム
１１ ＭＯＳスイッチ（第１スイッチ）
１２ ＳＭＲスイッチ（第２スイッチ）
２０ エンジンコントローラ（制御部、制御装置）
２１ ＢＣＭ（フィードバック制御部）
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