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 1 はじめに

これからの車両には，CO2 低減または経済性向上の
ため，更なる燃費改善が求められる。そのような中，車
両電源系では，電力を『使う』ためにオルタネータで

『作る』がメインであったが，より繊細なエネルギーマ
ネージメントが必要となり，『貯める』も含めた効率的
な電力マネージメントが重要となる （図 1）。また，合
わせて，『働くくるま』である商用車では，安定的な電力
供給も求められる。

本稿では，車両エネルギーの中で電力が占めるエネ
ルギー割合及び，電源系改善による燃費向上の可能性
について述べるとともに，電力マネージメントを支える
キー技術となるオルタネータ発電制御及びバッテリマ
ネージメントについて紹介する。

2 車両エネルギーの中の電力エネルギー

走行する車両のエネルギー（エンジン出力）は，エン
ジンに投入された燃料によるものである。車両の各種

コントローラまたは電装品，灯火器など，車両が消費
する電力はオルタネータが発電した電力であるが，これ
も燃料から作られる。この章では，車両エネルギーの中
の電力エネルギーについて述べる。

2.1 エネルギーフロー
図 2 に示した車両のエネルギーフローイメージのと

おり，車両で使われる電力はオルタネータにより発電
されるが，そのオルタネータを動かすのは車両が持って
いる運動エネルギーか位置エネルギー（車軸からの入
力），またはエンジン動力となる。エンジン動力から発電
する場合，燃料が使用されるため消費電力が増加する
と燃料消費量も増え，走行燃費は悪化する。

2.2 電気負荷割合
図 3 に，オルタネータ負荷（発電分），走行エネル

ギー，他損失に分離したエンジン出力エネルギーを，乗
用車と重量車で比較した例を示す。

重量車は，乗用車に比べ走行に必要なエネルギーが
大きくなるが，電力消費は点火装置または電動補機を
多く車載するガソリン乗用車に比べて小さくなる。

乗用車では，カタログ燃費モードである JC08 に
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図 1　電力マネージメント

図 2　車両のエネルギーフローイメージ
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て，3～5% の燃料削減がうたわれており (1)(2)，実走行
では 5～10% の燃費効果も見込まれている (3)。重量車
ではこの値が，重量車燃費基準の都市内モードである
JE05 で 1～2%，実走行で 2～3% が見込まれる。

2.3 消費電力のエンジン出力への影響
消費電力（オルタネータの発電量）により燃料消費

量が変化することは前述したが，走行に必要なエンジン
出力は，走行条件（走行パターン）により大きく異なる
ため，消費電力によりエンジン出力に占めるオルタネー
タ負荷（発電量）の割合は，消費電力と走行条件によ
り変化する。

乗員及び積載を含めた車両重量が 3411kg の小型
トラック（重量車燃費の T2 カテゴリ車）にて，消費電
力，走行パターンを変化させた際のエンジン出力増加
率（発電以外のエンジン出力に対する発電量の割合）
は，図 4 のようになる。消費電力は，車両を動かすた
めに最小限必要なベース電力 100W，空調用のブロア
ファン（送風）を作動させた 200W，更にヘッドランプ
を点灯させた 400W の 3 種類（表 1），走行パターン
は重量車燃費基準の走行モードである高速道（都市
間），JE05（都市内），市街地の 3 種類と，乗用車の
JC08 と合わせて 4 種類である。JE05 及び JC08 は，
市街地または渋滞路，専用道を想定したモードを複合
した総合モードとなっている。

市街地，JE05，JC08，高速道の順に平均エンジン
出力が小さいため，消費電力に対するエンジン出力増
加率は大きくなることが分かる。市街地モードでは，消
費電力 400W にてエンジン出力が約 10% 増加するこ
とになる。

負荷種類 消費電力
①　ベース（制御コントローラ，ほか） 100W
②　①＋ブロアファン（送風・中） 200W
③　②＋ヘッドランプ（テールランプ等含む） 400W

3 電源系改良による燃費向上

消費電力がエンジン出力・走行燃費に影響することは
前章で述べた。電源系の改良による燃料削減（燃費向
上）をねらった技術開発が活発に行われており，この
章ではそれらの技術について述べる。

3.1 消費電力低減
電装品の消費電力を低減することにより，電源とな

るオルタネータの発電量が減り，エンジン出力を下げ
燃料を削減できるため，各電装品の消費電力低減また
は高効率化は燃費向上に有効な手段となる。ここでは，
ヘッドランプの消費電力低減の例を示す。

図 5 は，先の市街地走行にて，ヘッドランプをハロ
ゲンからエネルギー効率の良い HID （High Intensity 
Discharge）ランプに変更することで，消費電力を低減
した際のエンジン出力低減効果を示している。

ランプの変更により低減できる消費電力は 70W 程

図 3　負荷別エネルギー
図 5　消費電力低減によるエンジン出力変化

表 1　電装負荷別消費電力例

図 4　消費電力とエンジン出力増加率の関係（計算値）
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度であり，それによりエンジン軸出力は約 1.5% 減少す
る。

3.2 オルタネータの高効率化
先にも述べたが，車両の電力はオルタネータの発電

電力により賄われている。この電力の多くは，燃料を
消費したエンジン動力によりオルタネータを動かすこと
で発電されている。この際，エンジンクランク軸上の機
械的動力を，プーリベルトを介しオルタネータに伝え，
発電した電力により発生させる磁界を回転させること
で，ステータ（固定子）内のコイルに電流が発生する。
この一連の動きの中で，機械的動力の伝達時の損失，
オルタネータ内での電流損失（銅損），磁界が変化する
際に発生するヒステリシス損失・渦電流損失（鉄損）な
ど，各種のエネルギー損失が発生する。

乗用車用のオルタネータでは，磁気回路または電気
回路の改良，機械的損失の低減など，効率向上のため
の技術開発が行われており，現状の最大効率は 70%
程度と，商用車用 24V 系オルタネータの最大効率
60% に比べ高効率となっている。

図 6 は，市街地走行にて，現状の商用車用オルタネー
タを乗用車並に高効率化した際のエンジン出力低減効
果を示している。消費電力 400W で約 2%，200W で
約 1% エンジン軸出力を低減できる。

3.3 アイドリングストップ
乗用車だけでなく商用車でも，アイドリングストップ

（エンジン停止）による，停車中の燃料削減をねらった
システムの導入が進んでいる。

アイドリングストップ時エンジンは停止しているが，
車両システムを維持するために電気は必要となる。エ
ンジン停止中はオルタネータによる発電ができず，車両
の電力消費はバッテリが賄う必要があり，バッテリの
充放電管理が必要となるため，アイドリングストップシ
ステムでは，電力マネージメントは重要な技術となる。

3.4 制動エネルギーの利用（回生）
制動時に損失される運動エネルギー・位置エネル

ギーを利用しオルタネータの発電量を増加させバッテ
リに充電し，アイドリング時及び走行時の発電を抑制
し燃料を削減する。アイドリングストップ同様，オルタ
ネータの発電停止またはバッテリの充放電管理が必要
となる。

図 7 は燃料を使ったオルタネータの発電をすべて停
止した場合のエネルギーフローを示している。発電に
使われたエンジン出力を削減することにより，熱損失も
低減できるため，大幅な燃料削減が期待できる。

4 電力マネージメント技術

3 章にて紹介したアイドリングストップまたは制動エ
ネルギーを利用した回生において，電力マネージメント
が重要な技術となることを述べた。この章では，電力マ
ネージメントを行うために必要となる，オルタネータの
発電制御とバッテリマネージメントについて述べる。

4.1 オルタネータ発電制御
従来のオルタネータでは，レギュレータにより基準

電圧にて常時発電を行っていたが，近年，発電電圧を
任意に変更できる発電制御機能付のオルタネータが開
発され，発電の停止及び発電量を制御することが可能
となった。図 8 は走行状態によりオルタネータの発電
状態を変化させるオルタネータ発電制御の例を示す。

エンジン停止時は当然ながらオルタネータも停止し
ているため発電はできずバッテリより電力供給される
が，発進及び加速時にも，エンジン負荷を低減し加速
性能を確保するため，オルタネータの発電を停止させ
る。巡航時には，従来どおりオルタネータを発電させ，
電装系への電力供給を行うが，バッテリの充電状態に
よっては発電を停止させることもある。また，燃料カッ
トが行われる減速時には，車両の運動エネルギーにて
オルタネータを発電させ電装系へ電力供給するととも
に，バッテリへの充電も行い，アイドリングストップ時
などオルタネータ停止中の電力供給に活用する。

図 6　オルタネータ高効率化によるエンジン出力変化

図 7　制動エネルギー利用による燃料削減効果
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なお，このようなオルタネータ発電制御は，2014 年
より D-MAX，MU-X に搭載されている。

4.2 バッテリマネージメント
自動車用バッテリ（始動用鉛蓄電池）は大電流での

放電は得意であるが，車両電源で使われる電圧帯での
大電流での急速充電は難しい。アイドリングストップ
などで長時間バッテリが放電し，充電量が大幅に低下
した場合，長時間の充電時間が必要となるため，アイ
ドリングストップを禁止しオルタネータの発電を行う
必要があり，アイドリングストップによる燃料削減の機
会を失うこととなる。また，バッテリ充電量の大幅な
低下または，大電流での電力の出し入れは，バッテリ
の劣化を早めることになる。その結果，短命化による交
換コストの増加または，エンジン始動への不安などが
発生する。

これらを解決するためには， 充放電サイクルに強い
バッテリまたは，充電受入性の高いバッテリの利用が
必要となり，近年，高耐久で充電受入性の高いアイド
リングストップ用バッテリの開発または採用は活発化
している。

図 9 に同等容量である従来の鉛バッテリとアイ
ドリングストップ用鉛バッテリの SOC（Stete of 
Charge：充電状態）90% の際の充電受入性比較を示
す。

従来の自動車用鉛バッテリは，充電開始直後は大
電流で充電されるが，すぐに充電できる電流が小さく
なるのに対し，アイドリングストップ用バッテリでは，

充電電流の落込みが少なく，従来の鉛バッテリの 2 倍
近い充電受入性となり，放電した電力の早期回復が期
待できる。

一般的に鉛バッテリは，SOC の低下が劣化を早め
るため，バッテリ利用後は直ちに SOC100% 付近ま
で充電されるが，SOC が低くなるほど充電受入性が
良くなるため，オルタネータ発電制御では，SOC90%
程度で運用されることが多い。したがって，高耐久な
アイドリングストップ用バッテリとは言え，バッテリの
状態（充電状態，劣化状態）を判定し，適切な充放電
制御を行うことが必要となる。そのためには，バッテリ
状態検知技術及び，前節 4.1 で説明した，バッテリ状
態に応じたオルタネータ発電制御の緻密化は必要と
なる。

図 8　オルタネータ発電制御例

図 9　鉛バッテリの充電受入性比較
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5 おわりに

本稿では，車両電源系がエンジン負荷に及ぼす影響
及び，電源系改良による燃費効果，それを支える技術
について述べた。

重量車では乗用車に比べ，エネルギーフローの中
の電力割合は小さいが，走行距離が長いため，エネル
ギー量としては乗用車同等以上となる場合も多い。ま
た，商用車は，単なる移動手段としての利用だけでなく，

『働くくるま』として多種多様な利用方法があり，電力
利用形態もさまざまとなるため，乗用車以上に電力を

『作る』『貯める』『使う』を最適にバランスさせ，安定的・
効率的に電力を供給するための電力マネージメントが
重要となる。
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