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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バッテリの容量維持率を予測する為のバッテリの状態予測方法であって、コンピュータ
が、
　バッテリの内部状態を表す基礎データを基に容量維持率を算出する観測モデルと、時間
的な１ステップ前の内部状態、劣化環境を現在の内部状態へ写像する遷移モデルとを用意
するステップであって、前記遷移モデルは前記劣化環境が与えられると一定方向に移動す
るようにするためのモデルであり、且つ、
　　各劣化環境(s,T)で放置したときの単位時間あたりの内部状態zの移動速度ae(s,T)、
但し、sはＳＯＣ、Tは温度であり、
　　各劣化環境(s,T)で通電したときの単位通電量あたりの内部状態zの移動速度ac(s,T)
、
　　一定期間で劣化環境(s,T)の状態に滞在した時間のヒストグラムhe(s,T)、及び
　　一定期間で劣化環境(s,T)の状態で通電した通電量のヒストグラムhc(s,T)
　の各データを持ち、且つ、時刻ｔの内部状態ｚｔから時刻ｔ＋１の内部状態ｚｔ＋１を
、前記時刻ｔの内部状態ｚｔと前記各データとに基づいて計算する為の定義を含む、前記
用意するステップと、
　前記バッテリの時間的なステップ毎の計測値に基づき、時刻ｔ＋１での内部状態と前記
遷移モデルzt+1=g(zt,wt)の関数から計算される前記時刻ｔ＋１での内部状態との差の自
乗値と、時刻ｔ＋１での容量維持率の入力値yt+1と前記観測モデルyt+1= f(zt+1)の関数
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から計算される時刻ｔ＋１での容量維持率の予測値f(zt+1)との差の自乗値との和から定
義されるコストが最小となる内部状態の遷移パスを見出すことにより、現在の時点の内部
状態を求めるステップであって、前記wtは前記he(s,T)の時刻ｔの値及び前記hc(s,T)の時
刻ｔの値から求められる過去の劣化環境を示す、前記求めるステップと
　を実行する、前記方法。
【請求項２】
　前記バッテリの内部状態を表す基礎データが、正負極交流インピーダンス曲線プロット
から抽出した特徴量である、請求項１に記載のバッテリの状態予測方法。
【請求項３】
　前記時刻ｔ＋１での内部状態と前記遷移モデルzt+1 = g(zt,wt)の関数から計算される
前記時刻ｔ＋１での内部状態との差の自乗値と、時刻ｔ＋１での容量維持率の入力値yt+1
と前記観測モデルyt+1= f(zt+1)の関数から計算される時刻ｔ＋１での容量維持率の予測
値f(zt+1)との差の自乗値との前記和が最小となる内部状態の遷移パスを見出すことが、
動的計画法により行われる、請求項１又は２に記載のバッテリの状態予測方法。
【請求項４】
　前記コンピュータが、
　未来のバッテリの劣化環境の時系列データを用意するステップと、
　求められた前記現在の時点の内部状態と、前記未来のバッテリの劣化環境の時系列デー
タに対して、前記観測モデルと前記遷移モデルを適用することにより順次、未来のバッテ
リの容量維持率を推定するステップと
　をさらに実行することを含む、請求項１～３のいずれか一項に記載のバッテリの状態予
測方法。
【請求項５】
　前記観測モデルが、非線形回帰モデルに基づき作成されている、請求項１～４のいずれ
か一項に記載のバッテリの状態予測方法。
【請求項６】
　前記劣化環境が、ＳＯＣと温度を含む、請求項１～５のいずれか一項に記載のバッテリ
の状態予測方法。
【請求項７】
　前記現在の内部状態を求めるステップが、
　　各時刻ｔの内部状態ｚｔをＮ個に離散化し、各時刻毎に前記コストを格納するテーブ
ルZt,0,Zt,1,...,Zt,N-1を作成するステップと、
　　時刻0の離散化された内部状態Z0,pを初期化するステップと、
　　時刻を0にセットするステップと、
　　時刻t+1のp番目の内部状態Zt+1,pと時刻tのq番目の内部状態Zt,qとの状態間を遷移す
るコストC(Zt,q,Zt+1,p)を計算するステップと、
　　全てのｑについての前記コストC(Zt,q,Zt+1,p)を計算し、C(Zt,q,Zt+1,p) +Zt,qが最
小になる変数cminを求めるステップと、
　　前記最小になる変数cminを前記時刻t+1のp番目の内部状態Zt+1,pに格納するステップ
と、
　上記計算するステップ、上記求めるステップ及び上記格納するステップを全てのｐに対
して繰り返し、次に、時刻ｔをインクリメントして、上記計算するステップ、上記求める
ステップ及び上記格納するステップを繰り返すステップであって、前記時刻ｔが現在時刻
になったら、前記繰り返しを終了する、前記繰り返すステップと、
　　前記時刻ｔのコストZt,0,Zt,1,...,Zt,Nのうちの最小であるコストを選択し、現在の
時点の内部状態を求めるステップと
　を含む、請求項１～６のいずれか一項に記載のバッテリの状態予測方法。
【請求項８】
　バッテリの容量維持率を予測する為のバッテリの状態予測システムであって、
　記憶手段と、
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　前記記憶手段に保存された、バッテリの内部状態を表す基礎データを基に容量維持率を
算出する観測モデルに関連するデータと、
　前記記憶手段に保存された、時間的な１ステップ前の内部状態、劣化環境を現在の内部
状態へ写像する遷移モデルに関連するデータであって、前記遷移モデルは前記劣化環境が
与えられると一定方向に移動するようにするためのモデルであり、且つ、
　　各劣化環境(s,T)で放置したときの単位時間あたりの内部状態zの移動速度ae(s,T)、
但し、sはＳＯＣ、Tは温度であり、
　　各劣化環境(s,T)で通電したときの単位通電量あたりの内部状態zの移動速度ac(s,T)
、
　　一定期間で劣化環境(s,T)の状態に滞在した時間のヒストグラムhe(s,T)、及び
　　一定期間で劣化環境(s,T)の状態で通電した通電量のヒストグラムhc(s,T)
　の各データを持ち、且つ、時刻ｔの内部状態ｚｔから時刻ｔ＋１の内部状態ｚｔ＋１を
、前記時刻ｔの内部状態ｚｔと前記各データとに基づいて計算する為の定義を含む、前記
遷移モデルに関連するデータと、
　前記バッテリの時間的なステップ毎の計測値に基づき、時刻ｔ＋１での内部状態と前記
遷移モデルzt+1=g(zt,wt)の関数から計算される前記時刻ｔ＋１での内部状態との差の自
乗値と、時刻ｔ＋１での容量維持率の入力値yt+1と前記観測モデルyt+1= f(zt+1)の関数
から計算される時刻ｔ＋１での容量維持率の予測値f(zt+1)との差の自乗値との和から定
義されるコストが最小となる内部状態の遷移パスを見出すことにより、現在の時点の内部
状態を求める手段であって、前記wtは前記he(s,T)の時刻ｔの値及び前記hc(s,T)の時刻ｔ
の値から求められる過去の劣化環境を示す、前記求める手段と
　を有する、前記状態予測システム。
【請求項９】
　前記バッテリの内部状態を表す基礎データが、正負極交流インピーダンス曲線プロット
から抽出した特徴量である、請求項８に記載の状態予測システム。
【請求項１０】
　前記時刻ｔ＋１での内部状態と前記遷移モデルzt+1 = g(zt,wt)の関数から計算される
前記時刻ｔ＋１での内部状態との差の自乗値と、時刻ｔ＋１での容量維持率の入力値yt+1
と前記観測モデルyt+1= f(zt+1)の関数から計算される時刻ｔ＋１での容量維持率の予測
値f(zt+1)との差の自乗値との前記和が最小となる内部状態の遷移パスを見出すことが、
動的計画法により行われる、請求項８又は９に記載の状態予測システム。
【請求項１１】
　前記記憶手段に保存された、未来のバッテリの劣化環境の時系列データと、
　求められた前記現在の時点の内部状態と、前記未来のバッテリの劣化環境の時系列デー
タに対して、前記観測モデルと前記遷移モデルを適用することにより順次、未来のバッテ
リの容量維持率を推定する手段と
　を有する、請求項８～１０のいずれか一項に記載の状態予測システム。
【請求項１２】
　前記観測モデルが、非線形回帰モデルに基づき作成されている、請求項８～１１のいず
れか一項に記載の状態予測システム。
【請求項１３】
　前記劣化環境が、ＳＯＣと温度を含む、請求項８～１２のいずれか一項に記載の状態予
測システム。
【請求項１４】
　前記現在の時点の内部状態を求める手段が、
　　各時刻ｔの内部状態ｚｔをＮ個に離散化し、各時刻毎に前記コストを格納するテーブ
ルZt,0,Zt,1,...,Zt,N-1を作成すること、
　　時刻0の離散化された内部状態Z0,pを初期化すること、
　　時刻を0にセットすること、
　　時刻t+1のp番目の内部状態Zt+1,pと時刻tのq番目の内部状態Zt,qとの状態間を遷移す
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るコストC(Zt,q,Zt+1,p)を計算すること、
　　全てのｑについての前記コストC(Zt,q,Zt+1,p)を計算し、C(Zt,q,Zt+1,p) +Zt,qが最
小になる変数cminを求めること、
　　前記最小になる変数cminを前記時刻t+1のp番目の内部状態Zt+1,pに格納すること、
　　上記計算するステップ、上記求めるステップ及び上記格納するステップを全てのｐに
対して繰り返し、次に、時刻ｔをインクリメントして、上記計算すること、上記求めるこ
と及び上記格納することを繰り返すことであって、前記時刻ｔが現在時刻になったら、前
記繰り返しを終了する、前記繰り返すこと、
　　前記時刻ｔのコストZt,0,Zt,1,...,Zt,Nのうちの最小であるコストを選択し、現在の
時点の内部状態を求めること
　を含む、請求項８～１３のいずれか一項に記載の状態予測システム。
【請求項１５】
　バッテリの容量維持率を予測する為のバッテリの状態予測コンピュータ・プログラムで
あって、コンピュータに、請求項１～７のいずれか一項に記載の方法の各ステップを実行
させる、前記コンピュータ・プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、様々な電子機器・電動機器などに利用される二次電池の状態を推定するた
めのシステム、方法及びプログラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、地球温暖化や石油資源枯渇の懸念から、低炭素社会への移行が望まれている。そ
の活動の一環として、電力グリッドにおける二次電池を用いた電力取引、工場内での二次
電池を用いたピークシフト、石油エネルギーを用いる内燃機関から電力エネルギーを用い
る電気モーターへの動力システムの変化など、各産業エリアにおいて二次電池の重要性が
増しつつある。
【０００３】
　しかし、二次電池は、充放電を繰り返すと、次第に充電率が低下していく、という問題
がある。二次電池の性能低下は、二次電池を駆動源として使用する自動車において、航続
距離の低下やその他の走行機能につながり、安全上の問題になる。このため、従来技術に
おいて、二次電池の状態を推定するさまざまな技術が提案されている。
【０００４】
　特開平９－２１５２０７号公報は、放電／充電サイクルを有するバッテリを監視するシ
ステムにおいて、ニューラルネットワークを用いて、予め設定されたバッテリ放電電圧の
しきい値に到達する瞬時に関する予測情報を提供する技術を開示する。
【０００５】
　特開平１１－３２４４２号公報は、モータなどの負荷と蓄電池の充放電電圧と電流をデ
ジタル処理可能とするために、電圧と電流をＡ／Ｄ変換器５とＡ／Ｄ変換器６でデジタル
信号に変換し、さらに、電圧の周波数変換器と電流の周波数変換器で電流と電圧を複素ス
ペクトルに変換し、求めた蓄電池使用時の電圧Ｖと電流Ｉの複素スペクトルから、インピ
ーダンスをインピーダンス計算部で計算し、動作中の蓄電池からインピーダンスの特徴量
である半径ｒｊを求め、この半径ｒjと、予め求めて電池残容量計算部に記憶しておいた
半径ｒiとを比較し、相互の関係から蓄電池残容量を推定する技術を開示する。
【０００６】
　特開２００２－３１９４３８号公報は、バッテリーパックを組み込んだ車両のハイブリ
ッド伝導機構等を首尾良く作動させるために、バッテリー充電状態を正確且つ再現性良く
推定するために、バッテリーの状態を記述する状態ベクトルを生成し、状態ベクトルの応
答を予測し、バッテリーの応答を測定し、バッテリーの状態を決定するため、予測された
応答及び測定された応答の間の差異に基づいて状態ベクトルを修正する技術を開示する。
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【０００７】
　特開２０１１－３８８５７号公報は、バッテリの完全な充放電を行うことなく短時間で
精度よく容量維持率の判定を行うことが可能な容量維持率判定装置に関し、容量維持率判
定装置が、インピーダンス測定部および容量推定部を含み、信号発生部からバッテリに交
流信号が与えられ、交流信号に対するバッテリからの応答信号に基づいてインピーダンス
測定部により交流インピーダンスの周波数特性が算出される。算出された周波数特性から
特徴周波数が決定される。容量推定部はメモリおよび判定部を備える。メモリにはバッテ
リの温度と特徴周波数と容量維持率との関係が記憶されている。判定部は、温度検出部に
より検出されるバッテリの温度、決定された特徴周波数、メモリに記憶された関係に基づ
いてバッテリ１０の容量維持率を判定する技術を開示する。
【０００８】
　上記従来技術は、動作中のバッテリのインピーダンスの特徴量、バッテリからの応答信
号に基づいて測定された交流インピーダンスの周波数特性、バッテリの温度などに基づい
てバッテリの性能を推定する技術は開示するが、電池内部状態を考慮したバッテリの性能
推定技術でなく、バッテリの利用履歴も考慮したものでないため、バッテリの劣化予測と
しては、正確性に欠けるという問題があった。
【０００９】
　電池内部状態として知られている状態量に、交流インピーダンス曲線プロットがある。
これは、元の抵抗値と容量値と周波数を含む、インピーダンスの２つの成分を表す値をプ
ロットしたもので、様々な周波数でインピーダンスの抵抗的成分と容量的成分を測定し、
それぞれを横軸、縦軸にとってプロットすると半円になり、この円の直径が元の抵抗にな
る。このような計測値を用いれば、より正確にバッテリの劣化予測を行うことができるが
、交流インピーダンス曲線プロットを測定するための測定器が、数百万円から数千万円と
、極めて高価である、という問題がある。すると、二次電池運用時に手軽に電池内部状態
を測定することは困難であり、電池内部状態は、メンテナンス時、あるいは電池再利用時
のような極めて限られたタイミングでしか測定できず、結局、バッテリの劣化予測には使
えなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開平９－２１５２０７号公報
【特許文献２】特開平１１－３２４４２号公報
【特許文献３】特開２００２－３１９４３８号公報
【特許文献４】特開２０１１－３８８５７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　この発明は、比較的容易に測定可能なバッテリ（電池）の計測値を使って、所定の統計
的モデルに基づき、統計的計算により、バッテリの容量維持率を予測する技法を提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　この発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、この発明に従うシステム
は、バッテリの内部状態を表す基礎データ（正負極交流インピーダンス曲線プロットから
抽出した特徴量など）を基に容量維持率を算出する観測モデルと、１ステップ前の内部状
態、劣化環境（ＳＯＣすなわち実際に使うことができる電池容量、温度など）を現在の内
部状態へ写像する遷移モデルとが予め用意される。そして、これらのモデルを用いて、尤
度が最大、すなわち、これらのモデルから計算された予測値と実際の値との差異の自乗和
が最小となる内部状態の遷移パスを、好適には動的計画法である最適化手法により求め、
容量維持率を予測する。
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【００１３】
　このとき、観測モデル及び遷移モデルで用いられるデータは、容量維持率（１次元）、
内部状態（正負極で２次元）、劣化環境（ＳＯＣ、温度など多次元）の時系列データであ
る。そして、この発明に従うシステムは、カーネル回帰等の非線形回帰を用いて、観測モ
デル（内部因子→容量維持率の回帰モデル）及びノイズの分散と、遷移モデル（時刻tの
内部因子→時刻t+1の内部因子)及びノイズの分散を学習する。
【００１４】
　次に、この発明に従うシステムは、上記学習データを用いて、テストデータの初期値か
ら現在までの正負極の劣化経路を推定し、未来の容量維持率を予測する。
【００１５】
　この発明に従うシステムは、好適には、二次電池を駆動源として使用するハイブリッド
電気自動車（ＨＥＶ）や、電気自動車（ＥＶ）における車載電子制御システムの一部とし
て実装される。
【発明の効果】
【００１６】
　この発明によれば、交流インピーダンス曲線プロットが計測できないような環境（例え
ば、車載システムの環境）でも、交流インピーダンス曲線プロットを計測したのに近い精
度で、バッテリの容量維持率を予測することが可能となり、電子機器・電動機器などにお
いてバッテリの性能劣化を的確に知ることができるという効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】バッテリ用ＥＣＵと、バッテリを含む構成を示すブロック図である。
【図２】本発明を実施するための機能論理ブロック図である。
【図３】本発明に従い、バッテリの内部状態を推定するための処理のフローチャートを示
す図である。
【図４】内部状態の値に基づき、バッテリの容量維持率を予測する処理のフローチャート
を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、図面を参照して、本発明の実施例を説明する。特に断わらない限り、同一の参照
番号は、図面を通して、同一の対象を指すものとする。また、以下で説明するのは、本発
明の一実施形態であり、この発明を、この実施例で説明する内容に限定する意図はないこ
とに留意されたい。
【００１９】
　図１は、本発明を実施するためのハードウェア構成のブロック図である。本発明は、こ
れには限定されないが、この実施例は、車載システムの一部として本発明を実装するもの
である。特に図１は、車載システムにおいて、本発明に関連がある箇所のみを図示してい
ることに留意されたい。
【００２０】
　図１に示されているのは、バッテリ用ＥＣＵ１１０と、バッテリ１３０と、ＣＡＮ(con
trol area network)などの車載ネットワーク１５０である。
【００２１】
　バッテリ用ＥＣＵ１１０は、ＣＰＵをもつ演算部１１２と、ＲＡＭ、ＲＯＭ及びフラッ
シュ・メモリなどの不揮発性メモリをもつメモリ１１４と、車載ネットワーク１５０との
間でデータフレームなどの情報をやりとりする通信部１１６と、バッテリ１３０の状態を
センシングするセンサ機能部１１８を有する。
【００２２】
　バッテリ１３０は、好適には、電気自動車やハイブリッドカーに使用可能な充電池であ
る。
【００２３】
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　センサ機能部１１８は、バッテリ１３０の電圧、電流、温度、絶縁抵抗などをそれぞれ
測定するための素子をもつ。演算部１１２は、センサ機能部１１８の測定データに基づき
、ＳＯＣ（充電状態）などを計算して求める機能をもつ。ＳＯＣを求める計算は、特開２
００１－３３０６５４号公報、特表２００３－５０８８８１号公報、あるいは特開２００
５－１９０１９号公報等に記載の方法を用いることができる。
【００２４】
　メモリ１１４は、ＥＣＵ１１０全体の動作を制御する、オペレーティング・システムに
相当するプログラムを含む。
【００２５】
　メモリ１１４にはさらに、本発明に従い、観測モデルのためのデータ、遷移モデルのた
めのデータ、及び観測モデル及び遷移モデルに基づき、センサ機能部１１８の測定データ
に従い、バッテリの容量維持率を予測する機能を実行するためのモジュールが含まれてい
る。
【００２６】
　バッテリの容量維持率を予測する機能については、後でより詳細に説明する。
【００２７】
　次に、図２のブロック図を参照して、本発明の処理機能について説明する。図２におい
て、バッテリ計測ブロック２０２は、センサ機能部１１８の機能をあらわすブロックであ
り、バッテリ１３０の電圧、電流、温度、絶縁抵抗などの測定値を与える。
【００２８】
　観測モデル２０４は、内部状態のベクトルziと、それに対応する容量維持率yiを事前に
劣化試験により計測した結果を、{yi},{zi} i=1,2,...,Nとして、N個ずつ保存する。この
ように保存された{yi},{zi} i=1,2,...,Nを用いて、与えられたパラメータzに対して、容
量維持率yを計算するための下記の式の定義も観測モデル２０４に含まれている。但し、
この式を用いて容量維持率yを計算するのは、予測ブロック２０８の役割である。パラメ
ータzは、好適には２次元であり、交流インピーダンス曲線から一部の値を取ってきた値
を加工した特徴量が２つで2次元とすることができる。例えば、特徴点1＝周波数2000Hzの
虚軸ー周波数100Hzの虚軸、特徴点２＝周波数1600Hzの実軸ー周波数100Hzの実軸などであ
る。
【数１】

　ここで、σkは、{zi}が正規分布に従うと想定した場合の分散である。
【００２９】
　尚、上記観測モデル２０４をあらわす式は、これには限定されず、内部状態Zから容量
維持率ｙへの回帰であれば、任意の式を用いることができる。例えば、下記のような式も
使うことができる。
【数２】

　ここでGは、zのN個の最近傍の集合である。
【００３０】
　なお、ここでの回帰モデルは、動的計画法との適合性から、非線形回帰モデルを使うこ
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【００３１】
　遷移モデル２０６は、劣化環境が与えられると一定方向に移動するようにするためのモ
デルであって、ae(s,T)、ac(s,T)、he(s,T)、hc(s,T)の４つのデータをもつ。
　ae(s,T)は、各劣化環境(ＳＯＣ s,温度T)で放置したときの単位時間あたりの内部状態z
の移動速度であり、予めバッテリを使った測定により求められる。例えば、縦軸が、0％
～100%を10ずつ10等分したＳＯＣの目盛りであり、横軸が、マイナス30℃未満から始まっ
て、マイナス30℃～マイナス25℃、マイナス25℃～マイナス20℃、・・・0℃～5℃、5℃
～10℃、・・・10℃～15℃、・・・55℃～60℃、60℃以上の、5ずつの刻みにした升目毎
のデータをテーブル形式でもっている。
【００３２】
　ac(s,T)は、各劣化環境(ＳＯＣ s,温度T)で通電したときの単位通電量あたりの内部状
態zの移動速度であり、予めバッテリを使った測定により求められる。例えば、縦軸が、0
％～100%を10ずつ10等分したＳＯＣの目盛りであり、横軸が、マイナス30℃未満から始ま
って、マイナス30℃～マイナス25℃、マイナス25℃～マイナス20℃、・・・0℃～5℃、5
℃～10℃、・・・10℃～15℃、・・・55℃～60℃、60℃以上の、5ずつの刻みにした升目
毎のデータをテーブル形式でもっている。
【００３３】
　he(s,T)は、一定期間で劣化環境(ＳＯＣ s,温度T)の状態に滞在した時間のヒストグラ
ムである。予めバッテリを使った測定により求められる。
【００３４】
　hc(s,T)は、一定期間で劣化環境(ＳＯＣ s,温度T)の状態で通電した通電量のヒストグ
ラムである。予めバッテリを使った測定により求められる。
【００３５】
　遷移モデル２０６は、下記の式の定義も含む。予測ブロック２０８は、下記の式により
、ある時刻tでの内部状態ztから、次の時刻t+1での内部状態zt+1を計算する。
【数３】

【００３６】
　予測ブロック２０８はさらに、将来のバッテリの容量維持率を予測するために、ブロッ
ク２１０から、将来の劣化環境の時系列wt+1,wt+2,wt+3,..を読み込む。将来の劣化環境
の時系列のブロック２１０のデータは、将来の運転計画や運転習慣などから、予め決定さ
れる。例えば、通勤に自動車を使うなら、月曜日から金曜日までの通勤距離や、土日の使
用プランなどに基づき、将来の劣化環境の時系列を決定することができる。
【００３７】
　次に、予測ブロック２０８の処理をより詳細に説明する。予測ブロック２０８の処理は
、過去の劣化環境{wt}、容量維持率{yt}の時系列データから、時刻tの内部状態ztを求め
る。
【００３８】
　ここで、wt = {he,t, hc,t}
　he,tは、数２の式でのhe(s,T)の時刻tでの値、hc,tは、数２の式でのhc(s,T)の時刻tで
の値である。
【００３９】
　そこで、時刻tからt+1で、内部状態がztからzt+1に遷移するコストを次のように定義す
る。
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【数４】

　ここで、σobsは、観測モデルのノイズの分散、σtraは、遷移モデルのノイズの分散で
ある。
【００４０】
　さらに、本発明に従い、次のような処理が行われる。
－　各時刻tの内部状態{zt}をN個に離散化し、各時刻毎にコストを格納するテーブルを作
成する。このテーブルを、Zt,0,Zt,1,...,Zt,N-1とする。
－　時刻0の離散化された内部状態Z0,pを初期化する。内部状態の初期値z0= 0なので、そ
こだけ0、それ以外は、∞、すなわち現実にはありえない大きい数をセットする。
－　次に、時刻を0にセットする。
　・時刻t+1のp番目の内部状態Zt+1,pに着目する。
　　- 時刻tのq番目の内部状態Zt,qに着目し、この２つの状態間を遷移するコストC(Zt,q
,Zt+1,p)を計算する。
　　- すべてのqについてC(Zt,q,Zt+1,p)を計算し、C(Zt,q,Zt+1,p)+Zt,qが最小になるcm
inを求める。
　　- cminをZt+1,pに格納する。
　・上記処理をすべてのpに対して行う。
－　tをインクリメントし、上記の処理を繰り返す。時刻tが現在時刻になったら終了。
－　時刻tのコストZt,0,Zt,1,...,Zt,Nのうちの最小のものを選択し、対応する内部状態
を現在の内部状態utとして採用する。
【００４１】
　次に、図３のフローチャートを参照して、以上の処理を改めて説明する。図３において
、ステップ３０２で、予測ブロック２０８は、遷移モデルzt+1 = g(zt,wt)の関数と、観
測モデルyt = f(zt)の関数を入力として受け取る。
【００４２】
　次のステップ３０４では、予測ブロック２０８は、劣化環境{wt}、容量維持率{yt} t =
 0,1,...,Tを入力として受け取る。これらは、バッテリ計測ブロック２０２からの測定結
果に対して、必要に応じて予測ブロック２０８で演算処理を行うことで求めてもよい。
【００４３】
　次のステップ３０６では、予測ブロック２０８は、全時刻T=0,1,...,Tに対して、内部
状態をN個に離散化したテーブルZ[T+1][N]を用意する。このテーブルは、好適には、メモ
リ部１１４のＲＡＭ領域に確保される。
【００４４】
　次のステップ３０８では、予測ブロック２０８は、Z[0][0],Z[0][1],...,Z[0][N-1]に
∞をセットする。そして、Z[0][0](初期状態)に0をセットする。
【００４５】
　次のステップ３１０では、予測ブロック２０８は、時刻変数tに0をセットする。
【００４６】
　次のステップ３１２では、予測ブロック２０８は、変数pに0をセットする。
【００４７】
　次のステップ３１４では、予測ブロック２０８は、変数cminに∞をセットし、変数qに0
をセットする。
【００４８】
　次のステップ３１６では、予測ブロック２０８は、内部状態pからqに遷移したときのコ
ストC(Z[t][p],Z[t+1])を計算し、それをcにセットする。そして、c < cminなら、cmin =
 cとする。このコストの計算のとき、ステップ３０２で入力した関数が使用される。
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【００４９】
　予測ブロック２０８は、ステップ３１８でqを1だけ増分し、ステップ３２０では、qがN
に等しいかどうかを判断する。qがまだNに達していないなら、処理はステップ３１６に戻
る。
【００５０】
　一方、もしqがNに等しいと判断されたなら、処理はステップ３２２に進み、そこで予測
ブロック２０８は、Z[t+1][p]にcminをセットして、ステップ３２４でpを1つ増分し、ス
テップ３２６で、pがNに等しいかどうかを判断する。pがまだNに達していないなら、処理
はステップ３１４に戻る。
【００５１】
　予測ブロック２０８は、pがNに達したと判断すると、ステップ３２８でtを1だけ増分し
、ステップ３３０で、時刻tが現在時刻かどうか判断する。そうでなければ処理は、ステ
ップ３１２に戻る。
【００５２】
　ステップ３３０で、tが現在時刻に達したと判断すると、予測ブロック２０８は、ステ
ップ３３２で、Z[T][0],Z[T][1],...,Z[T][N]のうちの最小のものを選択し、対応する内
部状態を現在の推定値とする。
【００５３】
　次に、このようにして求まった内部状態utから、将来の容量維持率の時系列yt+1, yt+2
, ...を予測する方法を、図４のフローチャートを参照して説明する。
【００５４】
　予測ブロック２０８は、ステップ４０２で、時刻tに現在時刻をセットする。
【００５５】
　予測ブロック２０８は次に、ステップ４０４で、図３のフローチャートで示す処理で求
められた内部状態を、内部状態utとしてセットする。
【００５６】
　予測ブロック２０８は次に、ステップ４０６で、将来の劣化環境の時系列時系列wt+1,w

t+2,wt+3,..をブロック２１０から、読み込む。好適には、将来の劣化環境の時系列時系
列は、当該の自動車の将来の運転プランから決定される。もし将来の運転プランが、過去
とあまり変化しないことが期待されるなら、過去の劣化環境の時系列時系列を、そのまま
将来に使うこともできる。
【００５７】
　予測ブロック２０８は次に、ステップ４０８で、ut+1 = g(ut,wt+1)により、次の時刻
の内部状態ut+1を計算する。
【００５８】
　予測ブロック２０８は次に、ステップ４１０で、ステップ４０８で計算されたut+1を用
いて、yt+1 = f(ut+1)によりyt+1を計算する。
【００５９】
　予測ブロック２０８は次に、ステップ４１２で、計算の結果得られたyt+1を、例えば、
メモリ部１１４のフラッシュ・メモリに書き込むなどの方法により、出力する。
【００６０】
　予測ブロック２０８は次に、ステップ４１４で、時刻tを1だけ進めて、ステップ４１６
で所望の時刻まで進んだかどうか判断する。そうでないならステップ４０８に戻り、一方
、ステップ４１６で所望の時刻まで進んだ場合、そこで処理が終わる。
【００６１】
　本発明の予測技法が特に効果を奏するのは、容量維持率が同じで、正負極の劣化バラン
スが異なるような場合である。正負極の劣化バランスのずれは、実際の容量維持率の劣化
速度に大きく効いてくるが、従来の、容量維持率の変化で容量維持率の劣化速度を予測す
る技法では、正負極の劣化バランスのずれを考慮できないので、予測の精度が低くなって
しまう。
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【００６２】
　本発明の予測技法は、正負極の劣化バランスのずれもきちんと考慮に入れて計算するの
で、より正確に容量維持率の劣化速度を予測することが可能となる。
【００６３】
　以上、車載システムの実施例に従い、本発明を説明してきたが、本発明が、充電器を用
いる任意の製品の充電器の容量維持率の劣化速度予測に適用可能であることを、この分野
の当業者なら理解するであろう。
【符号の説明】
【００６４】
１１０　バッテリ用ＥＣＵ
１１２　演算部
１１４　メモリ部
１１６　通信部
１１８　センサ機能部
１３０　バッテリ
２０２　バッテリ計測ブロック
２０４　観測モデル・ブロック
２０６　遷移モデル・ブロック
２０８　予測モデル・ブロック
２１０　将来の劣化環境の時系列ブロック

【図１】 【図２】
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