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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それぞれが所定の電力を蓄えることができる複数の蓄電体と、
　前記蓄電体に対して電力の入出力を行う電力変換装置と、
　前記電力変換装置の動作を制御する制御装置とを備えた電力蓄積システムであって、
　前記蓄電体の少なくとも一部が、電力を蓄えることができる蓄電素子と、前記蓄電素子
による電力の入出力特性を制御する入出力特性調整部とを備えた蓄電モジュールであり、
　前記入出力特性調整部が、前記蓄電モジュールの入出力特性を前記電力蓄積システムに
用いられる他の蓄電体の入出力特性に近似させることを特徴とする電力蓄積システム。
【請求項２】
　前記蓄電モジュールが、蓄電素子が組み合わされて形成された蓄電ユニットに置き換え
られて配置されたものであり、前記蓄電モジュールの前記入出力特性調整部は、置き換え
られた前記蓄電ユニットの実稼働状態における入出力特性に、前記蓄電モジュールの入出
力特性を近似させる請求項１に記載の電力蓄積システム。
【請求項３】
　前記蓄電体として、第１の蓄電素子により電力を蓄えることができる第１の蓄電モジュ
ールと、前記第１の蓄電素子とは異なる特性を有する第２の蓄電素子により電力を蓄える
ことができる第２の蓄電モジュールとを有し、前記第２の蓄電モジュールの前記入出力特
性調整部が、前記第２の蓄電モジュールの入出力特性を前記第１の蓄電モジュールの入出
力特性に近似させる請求項１に記載の電力蓄積システム。
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【請求項４】
　前記第２の蓄電モジュールが、前記第１の蓄電モジュールに置き換えられて配置された
ものである請求項３に記載の電力蓄積システム。
【請求項５】
　前記入出力特性調整部は、前記蓄電モジュールの外部からの操作により、前記蓄電モジ
ュールの入出力特性を変化させる請求項１～４のいずれかに記載の電力蓄積システム。
【請求項６】
　電力を蓄えることができる蓄電素子と前記蓄電素子による電力の入出力特性を制御する
入出力特性調整部とを備え、電力変換装置により電力の入出力が行われる複数の蓄電体を
備えた電力蓄積システムにおいて前記蓄電体として用いられる蓄電モジュールの制御方法
であって、
　前記入出力特性調整部が、前記蓄電モジュールの入出力特性を前記電力蓄積システムに
用いられる他の蓄電体の入出力特性に近似させることを特徴とする蓄電モジュールの制御
方法。
【請求項７】
　前記蓄電モジュールが、他の蓄電体に置き換えられて前記電力蓄積システム内に配置さ
れたものである場合に、前記蓄電モジュールの入出力特性を置き換えられた前記他の蓄電
体の入出力特性に近似させる請求項６に記載の蓄電モジュールの制御方法。
【請求項８】
　前記蓄電モジュールにより置き換えられた前記他の蓄電体が、蓄電素子が組み合わされ
て形成された蓄電ユニットである請求項７に記載の蓄電モジュールの制御方法。
【請求項９】
　前記蓄電モジュールにより置き換えられた前記他の蓄電体が、前記蓄電モジュールに使
用された前記蓄電素子とは異なる入出力特性を有する他の蓄電素子と、その入出力特性を
制御する入出力特性調整部とを備えた、前記蓄電モジュールとは異なる蓄電モジュールで
ある請求項７に記載の蓄電モジュールの制御方法。
【請求項１０】
　前記蓄電モジュールの端子電圧を、置き換えられた前記異なる蓄電モジュールにおける
端子電圧と残容量との間の関係に基づいて近似させる請求項９に記載の蓄電モジュールの
制御方法。
【請求項１１】
　前記蓄電モジュールの端子電圧を、置き換えられた前記異なる蓄電モジュールが所定の
残容量を有する場合の端子電圧値を基準として、上下に所定の幅を持たせて近似させる請
求項１０に記載の蓄電モジュールの制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電力を蓄える複数の蓄電体を備えた電力蓄積システム、および、電力蓄積シ
ステムに使用される蓄電体としての蓄電モジュールの制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電力蓄積システムは大きな電力を蓄積できる機能を有し、電力供給システムあるいは電
力負荷システムと連携して、電力供給に余裕がある場合に電力を蓄え、電力供給の要求を
受けると蓄電していた電力を供給する。
【０００３】
　電力蓄積システムは、いろいろな使用方法で使用することが可能であり、使用目的によ
り電力蓄積システムの規模も様々である。例えば、住宅設備やサーバセンタの負荷変動抑
制として用いられるものや、停電対策、電気鉄道の回生電力吸収システムとして用いられ
るもの、さらには、風力発電所など再生可能エネルギー発電システムや、原子力発電所な
どの大規模系統安定のために用いられるものなどがある。
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【０００４】
　ここで、電力蓄積システムの具体的な使用例について説明する。
【０００５】
　電力蓄積システムが電力系統に接続され、電力蓄積システムは蓄電を行い、また電力系
統から電力の供給の要求があると、蓄電された電力を電力系統に供給する。電力系統に接
続されている発電システムが原子力発電のように安定した電力を供給する発電システムで
はなく、例えば風力発電や太陽光発電のように、頻繁に変化する自然状態に基づき発電電
力が変動する発電設備の場合がある。また、負荷が必要とする負荷電力が変動する場合が
あり、安定した電力を供給するシステムに対して負荷電力の変動がそぐわない場合がある
。このような場合に、電力蓄積システムを使用して、負荷に供給される負荷電力に対して
電力系に電力を供給する発電電力に余裕がある状態で蓄電を行い、逆に、負荷に供給する
負荷電力に対して発電電力に余裕が無い状態で、蓄電していた電力を供給するように制御
することで、電力系統が安定して電力を供給できるようになり、あるいは電力系統の効率
を向上することが可能となる。
【０００６】
　電力蓄積システムが接続された電力系統に関する技術が、特許文献１に記載されている
。また、風力発電などの発電能力が変動する場合の電力蓄積システムの制御技術について
、特許文献２に開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平０９－０６５５８８号公報
【特許文献２】特開２００７－１２４７８０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　電力蓄積システムとして、個々が充電池として機能する複数個の蓄電体としての蓄電ユ
ニットを備え、それぞれの蓄電ユニットに電力を入出力して使用するものが知られている
。このような電力蓄積システムの使用時に、蓄電ユニットの一部が故障等すると、そのユ
ニットを新しいものに交換して電力蓄積システムを全体の使用を確保することが行われる
。このような場合、交換した新たな蓄電ユニットと、交換せずに以前より使用し続けてい
る他の蓄電ユニットとの間で、蓄電ユニットの充放電に関する電気的特性が大きく異なっ
てしまうことがある。
【０００９】
　例えば、廃棄物の環境汚染対策として従来の蓄電ユニットの製造が制限される場合や、
性能向上等のために蓄電ユニットが改良されて新しい仕様の蓄電ユニットに置き換わって
しまった場合などでは、従前から使用している蓄電ユニットの入手が困難、または、不可
能となることがある。電力蓄積システムとして、複数個の蓄電ユニットを一括制御してシ
ステム全体の電力の入出力をコントロールするにあたって、個々の蓄電ユニットの充放電
に関する電気的特性が異なることは、電力蓄積ユニット全体を正しく制御する上での問題
となる。
【００１０】
　本発明はこのような従来技術の課題を解決するものであり、複数の蓄電体を備えた電力
蓄積システムにおいて、蓄電体の交換を行った場合でも電力蓄積システム全体の制御を容
易に行うことができる電力蓄積システムを得ることを目的とする。さらに、電力蓄積シス
テムにおいて蓄電体として用いられることで、電力蓄積システムの制御を容易なものにす
ることができる蓄電モジュールの制御方法を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するために、本発明の電力蓄積システムは、それぞれが所定の電力を蓄
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えることができる複数の蓄電体と、前記蓄電体に対して電力の入出力を行う電力変換装置
と、前記電力変換装置の動作を制御する制御装置とを備えた電力蓄積システムであって、
前記蓄電体の少なくとも一部が、電力を蓄えることができる蓄電素子と、前記蓄電素子に
よる電力の入出力特性を制御する入出力特性調整部とを備えた蓄電モジュールであり、前
記入出力特性調整部が、前記蓄電モジュールの入出力特性を前記電力蓄積システムに用い
られる他の蓄電体の入出力特性に近似させることを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明の蓄電モジュールの制御方法は、電力を蓄えることができる蓄電素子と前
記蓄電素子による電力の入出力特性を制御する入出力特性調整部とを備え、電力変換装置
により電力の入出力が行われる複数の蓄電体を備えた電力蓄積システムにおいて前記蓄電
体として用いられる蓄電モジュールの制御方法であって、前記入出力特性調整部が、前記
蓄電モジュールの入出力特性を前記電力蓄積システムに用いられる他の蓄電体の入出力特
性に近似させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の電力蓄積システムは、所定の電力を蓄える蓄電体の少なくとも一部が蓄電モジ
ュールであるため、蓄電体の入出力特性を揃えることができ、電力蓄積システムにおいて
複数の蓄電体を一括して容易に制御することができる。
【００１４】
　また、本発明の蓄電モジュールの制御方法は、蓄電素子による電力の入出力特性を制御
する入出力特性調整部が、蓄電モジュールの入出力特性を電力蓄積システムに用いられる
他の蓄電体の入出力特性に近似させることができ、電力蓄積システムにおいて蓄電モジュ
ールを他の蓄電体と同様に取り扱うことを可能とする。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】電力蓄積システムが配置された電力系統の構成を説明するための図である。
【図２】本発明の第１の実施形態にかかる電力蓄積システムの、全体的な構成を示すシス
テム概略構成図である。
【図３】第１の実施形態にかかる電力蓄積システムに用いられる蓄電モジュールの概略構
成を示す図である。
【図４】第１の実施形態にかかる電力蓄積システムに用いられる蓄電モジュールの、入出
力特性調整部の概略構成を示すブロック図である。
【図５】第１の実施形態にかかる電力蓄積システムに用いられる蓄電モジュールの、構成
を示す概略ブロック図である。
【図６】第１の実施形態にかかる電力蓄積システムの概略を示すブロック図である。
【図７】第１の実施形態にかかる電力蓄積システムに用いられる蓄電モジュールの、入出
力特性調整部における制御動作を示すフローチャートである。
【図８】本発明の第２の実施形態にかかる電力蓄積システムに用いられる、蓄電モジュー
ルの概略構成を示す図である。図８（ａ）が、第１の蓄電モジュールの概略構成を示し、
図８（ｂ）が第２の蓄電モジュールの概略構成を示す。
【図９】異なる蓄電モジュール間での、端子間電圧の値と残容量との特性を整合させる方
法を説明するための特性図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明の電力蓄積システムは、それぞれが所定の電力を蓄えることができる複数の蓄電
体と、前記蓄電体に対して電力の入出力を行う電力変換装置と、前記電力変換装置の動作
を制御する制御装置とを備えた電力蓄積システムであって、前記蓄電体の少なくとも一部
が、電力を蓄えることができる蓄電素子と、前記蓄電素子による電力の入出力特性を制御
する入出力特性調整部とを備えた蓄電モジュールである。
【００１７】
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　このようにすることで、蓄電モジュールの入出力特性を他の蓄電体の入出力特性に近似
させることができる。この結果、電力蓄積システムに用いられている蓄電体の入出力特性
を均一化することができるので、電力蓄積システムにおける蓄電体に対して電力の入出力
を行う電力変換装置の制御を、一括で、かつ、簡易に行うことができる。
【００１８】
　本発明の電力蓄積システムにおいて、前記蓄電モジュールが、蓄電素子が組み合わされ
て形成された蓄電ユニットに置き換えられて配置されたものであり、前記蓄電モジュール
の前記入出力特性調整部は、置き換えられた前記蓄電ユニットの実稼働状態における入出
力特性に、前記蓄電モジュールの入出力特性を近似させることが好ましい。このようにす
ることで、蓄電体を置き換える必要性が生じた場合でも、電力蓄積システムにおける蓄電
体に対して電力の入出力を行う電力変換装置の制御を、置き換えの前後で変わりなく、一
括して、かつ、簡易に行うことができる。
【００１９】
　また、前記蓄電体として、第１の蓄電素子により電力を蓄えることができる第１の蓄電
モジュールと、前記第１の蓄電素子とは異なる特性を有する第２の蓄電素子により電力を
蓄えることができる第２の蓄電モジュールとを有し、前記第２の蓄電モジュールの前記入
出力特性調整部が、前記第２の蓄電モジュールの入出力特性を前記第１の蓄電モジュール
の入出力特性に近似させることが好ましい。このようにすることで、異なる種類の蓄電素
子を用いた蓄電モジュールが混在する場合であっても、電力蓄積システムにおける蓄電体
に対して電力の入出力を行う電力変換装置の制御を、一括して、かつ、簡易に行うことが
できる。請求項１に記載の電力蓄積システム。
【００２０】
　さらに、前記第２の蓄電モジュールが、前記第１の蓄電モジュールに置き換えられて配
置されたものであることが好ましい。このようにすることで、蓄電モジュールの置き換え
の前後において、電力変換装置の制御を同様のものとすることができる。
【００２１】
　また、前記入出力特性調整部は、前記蓄電モジュールの外部からの操作により、前記蓄
電モジュールの入出力特性を変化させることが好ましい。このようにすることで、当初の
設定状態から蓄電体の特性がずれた場合でも、高い精度での入出力特性の近似を実現する
ことができる。
【００２２】
　本発明の蓄電モジュールの制御方法は、電力を蓄えることができる蓄電素子と、前記蓄
電素子による電力の入出力特性を制御する入出力特性調整部とを備え、電力蓄積システム
において、電力変換装置により電力の入出力が行われる蓄電体として用いられる蓄電モジ
ュールの制御方法であって、前記入出力特性調整部が、前記蓄電モジュールの入出力特性
を前記電力蓄積システムに用いられる他の蓄電体の入出力特性に近似させる。
【００２３】
　このようにすることで、蓄電モジュールと他の蓄電体の入出力特性が近似したものとな
るため、電力蓄積システムに用いた場合に、蓄電体に対して電力の入出力を行う電力変換
装置の制御を一括で、かつ、簡易なものとすることができる蓄電モジュールを実現するこ
とができる。
【００２４】
　本発明の蓄電モジュールの制御方法において、前記蓄電モジュールが、他の蓄電体に置
き換えられて前記電力蓄積システム内に配置されたものである場合に、前記蓄電モジュー
ルの入出力特性を置き換えられた前記他の蓄電体の入出力特性に近似させることが好まし
い。このようにすることで、電力蓄積システムにおいて蓄電体の置き換えが生じた場合で
も、電力蓄積システムにおける蓄電体に対して電力の入出力を行う電力変換装置の制御を
、置き換えの前後で変わりなく、一括して、かつ、簡易に行うことができる。
【００２５】
　また、前記蓄電モジュールにより置き換えられた前記他の蓄電体が、蓄電素子が組み合
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わされて形成された蓄電ユニットであることが好ましい。このようにすることで、蓄電ユ
ニットの交換が必要となった場合でも、電力蓄積システムにおいて蓄電体の一括した制御
を可能とすることができる。
【００２６】
　さらに、前記蓄電モジュールにより置き換えられた前記他の蓄電体が、前記蓄電モジュ
ールに使用された前記蓄電素子とは異なる入出力特性を有する他の蓄電素子と、その入出
力特性を制御する入出力特性調整部とを備えた、前記蓄電モジュールとは異なる蓄電モジ
ュールであることが好ましい。このようにすることで、異なる特性を有する複数の蓄電モ
ジュールを用いて、電力蓄積システムにおいて蓄電体の一括した制御を可能とすることが
できる。
【００２７】
　また、前記蓄電モジュールの端子電圧を、置き換えられた前記異なる蓄電モジュールに
おける端子電圧と残容量との間の関係に基づいて近似させることが好ましい。このように
することで、蓄電容量の異なる蓄電モジュールの入出力特性に良好に近似させることがで
きる。
【００２８】
　この場合において、前記蓄電モジュールの端子電圧を、置き換えられた前記異なる蓄電
モジュールが所定の残容量を有する場合の端子電圧値を基準として、上下に所定の幅を持
たせて近似させることが好ましい。このようにすることで、簡易に、かつ、確実に、蓄電
容量の異なる蓄電モジュールの入出力特性に良好に近似させることができる。
【００２９】
　以下、図面を参照しながら、本発明の電力蓄積システム、および、蓄電モジュールの制
御方法について説明する。
【００３０】
　なお、以下の各図において、同じ部材には同じ符号を付し適宜説明を省略する場合があ
る。また、ブロック構成を説明するブロック図においては、それぞれの機能を有するひと
かたまりの構成をブロックとして示すものであり、ブロックの区分は、例えばそのブロッ
ク機能を有する回路基板等の部材の区分を示すものではない。すなわち、複数のブロック
の機能が一つの部材により実現される場合があり、一つのブロック機能を実現するために
複数の部材が必要となる場合がある。
【００３１】
　［発電システムの説明］
　図１は、本発明にかかる電力蓄積システムが配置された電力系統としての発電システム
の構成を示す概略ブロック図である。
【００３２】
　図１に示す発電システムでは、発電装置１０１で発電された電力が送電系１０２へと送
られ、送電系１０２を介してその先に接続される図示しない電力負荷へと送電される。
【００３３】
　発電装置１０１の具体例としては、風力に基づいて発電する風力発電装置、水力に基づ
いて発電する水力発電装置、太陽光に基づいて発電する太陽光発電装置などがあり、本発
明にかかる電力蓄積システムは、発電システムの発電形態が特定されなければならないと
いう必要性は無い。また、発電システムの構成が明確になっていない場合であっても、蓄
電される電力の供給を受けることが可能であれば、本発明の電力蓄積システムを適用する
ことが可能である。
【００３４】
　発電装置の形態として、自然環境にやさしく自然環境への負荷が少ない発電装置が近年
注目されている。これらの代表例として、上述の風力発電装置、水力発電装置、さらに、
太陽光発電装置などがある。これら自然界のエネルギーに基づいて発電する発電装置は、
自然環境への負荷が少ない反面、発電能力が自然界の状態に左右され、必要とされる電力
負荷に対して発電能力が安定して対応することが困難であるという問題がある。そこで、
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図１に示す発電システムのように、発電装置１０１が発電した電力を一旦電力蓄積システ
ム１０４に蓄え、送電系１０２の先に接続されている電力負荷の要求に合わせて蓄えてい
た電力を、送電系１０２を介して供給することが行われる。
【００３５】
　電力蓄積システム１０４は、直流電力を蓄電する蓄電ユニット１０５を複数有していて
、この蓄電ユニット１０５によって電力を蓄えるものであるため、発電装置１０１で発電
され電力は、交流直流変換装置１０３により直流電力に変換され、変換された直流電力が
電力蓄積システム１０４により蓄電される。電力負荷から要求される電力は、交流の送電
系１０２を介して送電されるため、電力蓄積システム１０４に蓄えられていた直流電力は
、直流交流変換装置１０６により交流電力に変換され、送電系１０２を介して負荷に供給
される。
【００３６】
　（第１の実施の形態）
　［電力蓄積システムの説明］
　図２は、本発明にかかる電力蓄積システムの第１の実施形態としての構成例について、
そのシステム全体の構成を概略的に示す図である。
【００３７】
　図２に示すように、第１の実施形態にかかる電力蓄積システムは、一例として電力蓄積
システム建屋２０１内に設置された、制御装置２０２、電力変換装置２０３、所定の電力
を蓄えることができる蓄電体としての蓄電ユニット２０６、同じく蓄電体としての蓄電モ
ジュール２０７を有している。なお、特高遮断器などの電力関係設備において一般的に必
要となる設備については、図示ならびに説明を省略する。
【００３８】
　本実施形態の電力蓄積システムでは、蓄電ユニット２０６は、例えば多数の蓄電素子で
ある鉛蓄電池を木枠で緊縛したものとして構成されていて、それぞれの蓄電ユニット２０
６が、一例として７２Ｖ１５０Ａｈの定格特性を有している。図２においては、電池棚２
０５の各段に８台ずつの蓄電ユニット２０６が４段にわたって収納されているように図示
したが、電力蓄積システムで蓄電する電力量によっては、蓄電ユニット２０６を数千台備
える電力蓄積システムも存在する。
【００３９】
　図２に示すように、本実施形態の電力蓄積システムでは、蓄電ユニット２０６の一つが
蓄電モジュール２０７に置き換えられている。なお、本明細書において、電力を蓄えるこ
とができる蓄電素子の集合体であり、端子電圧を介しての電力の入出力時に、蓄電素子の
電気特性がそのまま蓄電体の入出力特性となるものを蓄電ユニットと称する。また、蓄電
素子の集合体により電力を蓄えることができる点では蓄電ユニットと共通するが、蓄電素
子による電力の入出力特性を制御する機能を有する入出力特性調整部を備え、蓄電体とし
ての電力の入出力特性を変更できるものを蓄電モジュールと称することとする。
【００４０】
　電池棚２０５の各段に格納された蓄電ユニット２０６または蓄電モジュール２０７は、
図示しない接続線で直列に接続されており、蓄電ユニット２０６または蓄電モジュール２
０７の直列接続体は、電池電力線２０８を介して電力変換装置２０３に接続されている。
図２に示す状態、すなわち、各段に８個ずつ接続されている場合は、棚板一段当たりの定
格が５７６Ｖ１５０Ａｈとなる。
【００４１】
　電池電力線２０８の４つの群は、それぞれ電力変換装置２０３に配置した図示しない直
流遮断器を経由して並列接続され、電力変換装置２０３内部の図示しない蓄電池群充放電
回路に接続される。電力変換装置２０３が備える、図示しない双方向直流－交流変換回路
は、電力引込線２１０、変成器２１１、電力系統引込線２１２を経由して電力系統線２１
３に接続される。また電力変換装置２０３は、制御信号線ハーネス２０４を経由して制御
装置２０２によって制御される。制御装置２０２は、例えば通信回線２０９によって、系
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統電力管理者の集中制御コンピュータ等の外部からの指令を受け取るとともに、通信回線
２０９を用いて電力蓄積システムの状況を送信することができ、外部からの指示を受け、
蓄電ユニット２０６群の状態に合わせてそれぞれの蓄電ユニットでの充放電を実行する。
【００４２】
　［蓄電モジュールの説明］
　図３は、本実施形態にかかる電力蓄積システムに用いられる、蓄電体としての蓄電モジ
ュール２０７の構成例を示した図である。
【００４３】
　図３に示すように、本実施形態の電力蓄積システムに用いられる蓄電モジュール２０７
は、蓄電モジュール２０７の外郭を構成する筐体２２１内に、蓄電素子である電池群２２
２、入出力特性調整部２２３が収容されている。
【００４４】
　電池群２２２は、一例として、直径１８ミリメートル、長さ６５ミリメートルで、公称
定格３．６Ｖ１．５Ａｈのリチウムイオン電池セル２０４８本から構成され、６４本を直
列に接続して定格２３０．４Ｖ１．５Ａｈとしたもの３２群を、図示しない電流ヒューズ
を介して並列に接続し、入出力特性調整部２２３と接続されている。
【００４５】
　入出力特性調整部２２３は、蓄電ユニット２０６とは異なる蓄電素子で構成された蓄電
モジュール２０７の入出力特性を、他の蓄電体である蓄電ユニット２０６の入出力特性に
近似させる。このように、入出力特性部２２３が、蓄電モジュールの入出力特性を蓄電ユ
ニット２０６の入出力特性と近似させることで、蓄電ユニット２０６と蓄電モジュール２
０７とが混在して形成された直列接続体に対して、一括して電力の入出力操作を行うこと
ができる。ここで、本願発明における近似とは、蓄電体からの電力の入出力特性について
、同じ蓄電体のものとして一括管理できる程度に近い特性となっていることを意味する。
すなわち、本実施形態の場合では、蓄電ユニット２０６としての鉛蓄電池の集合体が有す
る入出力特性と、リチウムイオン電池を蓄電素子とする蓄電モジュールの電力の入出力特
性が、蓄電素子の相違にかかわらず同じような電圧特性、電流特性を備えることを言う。
おなじ蓄電素子を用いて、同じ仕様で複数間蓄電ユニットを製造した場合にも、蓄電素子
ごとの誤差や製造誤差により、各蓄電ユニットの電力の入出力特性が厳密に一致すること
はない。本願発明に言う近似も、同様にこのような蓄電素子の特性誤差や製造誤差等によ
り微妙に異なる電力の入出力特性の相違を、または、このような特性誤差や製造誤差と同
等の誤差範囲での相違を許容するものであり、入出力特性の厳密な一致までを求めるもの
ではない。
【００４６】
　本実施形態の電力蓄積システムでは、入出力特性調整部２２３が、実際に蓄電を行う蓄
電素子の種類にかかわらず、外部との接続端子である電力配線端子２２４から見た場合に
、蓄電モジュール２０７と蓄電ユニット２０６とが同じ電気的挙動をする蓄電体となるよ
うに、蓄電モジュール２０７での電力の入出力特性を調整することで、蓄電ユニット２０
６が蓄電モジュール２０７に置き換えられた場合でも、電力変換装置２０３が蓄電ユニッ
ト２０６の直列接続体と同様にコントロールすることができる。このため、例えば故障や
経年劣化、その他の理由によって蓄電ユニット２０６の交換が必要となった場合でも、本
実施形態に開示する蓄電モジュールに置き換えることで、蓄電ユニットの交換の前後にお
いて、電力蓄積システムの電力変換装置２０３が一括した同じ制御を行うことができる。
なお、蓄電モジュール２０７の入出力特性調整部２２３の構成については、後に詳述する
。
【００４７】
　蓄電モジュール２０７の筐体２２１から突出するように、入出力特性調整部３０３から
の電力配線端子２２４が設けられており、図２に示した電池棚２０５に格納された状態で
、この電力配線端子２２４を介して他の蓄電ユニット２０６、または他の蓄電モジュール
２０７、あるいは電池電力線２０８との間で電力配線が緊締される。
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【００４８】
　なお上記説明では、電池群２２２としてリチウムイオン電池を用いる例を示したが、電
池群２２２を形成する電池はリチウムイオン電池に限られず、他の各種蓄電素子を用いる
ことができる。
【００４９】
　図４は、本実施形態の電力蓄積システムに用いられる蓄電モジュール２０７の、入出力
特性調整部２２３の構成を示すブロック図である。
【００５０】
　図４に示すように、入出力特性調整部２２３は、電力配線端子２２４を経由した電池電
力線２０８における充放電電力を出し受けする電力入出力部２３２と、内包する電池群２
２２を、電池配線２３５を経由して適切に充放電する電池充放電部２３３とを備えた、入
出力機能部２３１と、電力入出力部２３２と電池充放電部２３３とを制御する制御部２３
４とを備えている。
【００５１】
　なお、入出力機能部２３１は、例えば一般的なスイッチングコンバータを用いた双方向
直流－直流変換回路で構成することができる。また、電力入出力部２３２と電池充放電部
２３３とは、それぞれ独立した２つのスイッチングコンバータで形成することができ、ま
た、単一のスイッチングコンバータとして実現することもできる。なお、コンバータは、
絶縁コンバータ、非絶縁コンバータのいずれでも用いることができる。
【００５２】
　入出力特性調整部２２３は、制御部２３４によって電池群２２２の充放電の制御と、電
力配線端子２２４における電力の入出力の制御とを自立的に行う。制御部２３４は、電池
充放電部２３３の状態を検出線２４０により検出し、制御線２４１により制御する。また
同様に、電力入出力部２３２の状態を検出線２４２により検出し、制御線２４３で制御す
る。
【００５３】
　例えば、本実施形態のように、蓄電モジュール２０７での電池群２２２としてリチウム
イオン電池を用いる場合では、電池群２２２における電力の充電状態を把握するために、
各電池セルの端子電圧を計測する。計測された各リチウムイオン電池の端子電圧は、第１
の計測線２３６により制御部２３４で把握される。また、電池群２２２の状態を把握する
ために、例えば少なくともひとつの電池セル温度を測定する第２の計測線２３７が配置さ
れる。
【００５４】
　制御部２３４は、一般にマイクロプロセッサやディジタルシグナルプロセッサなどの演
算回路に、プログラムを実装したものとして構成することができる。高度なプログラミン
グを構成することで、初期状態をセットした以降は、蓄電モジュール２０７を他の蓄電ユ
ニット２０６と同様に振る舞わせることができる。しかし、長期間電力蓄積システムを動
作させ続けることで、他の蓄電ユニット２０６や組み入れられた他の蓄電モジュール２０
７との動作に、偏差が生じる懸念もある。また、他の蓄電ユニット２０６の環境温度に変
化が生じている場合などでは、当初のプログラムでは蓄電モジュール２０７の入出力特性
を、十分に蓄電ユニット２０６の入出力特性に追従させられない場合が生じうる。
【００５５】
　このため、本実施形態の入出力特性調整部２２３では、同じ直列接続体を形成して電力
変換装置２０３に接続される他の蓄電ユニット２０６の状態を検出し、制御部２３４に検
出された情報を伝達している。より具体的には、蓄電ユニット２０６の電圧情報を取り込
む第３の検出線２３８や、蓄電ユニット２０６の温度の情報を取り込む第４の検出線２３
９を設けて、これらの第３の検出線２３８、第４の検出線２３９から得られた情報を基に
して、制御部２３４のプログラム内部の情報を補正することにより、さらに精度を向上さ
せている。
【００５６】
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　なお、入出力特性調整部２２３に関連する検出線や制御線で得られる各種情報は、アナ
ログ値であってよく、また、デジタル値であってもよい。さらに、検出線や制御線は、パ
ラレル回線であってよく、シリアル回線であってもよい。また、制御部２３４に、蓄電モ
ジュール２０７の外部との信号の送受信ができるように、外部通信線２４５を設けること
ができる。この外部通信線２４５も必須のものではないが、外部通信線２４５を備えるこ
とで、他の蓄電モジュール２０７や電力蓄積システムの制御装置２０２、電力変換装置２
０３、さらには、電力蓄積システムの外部にある系統電力管理者の集中制御コンピュータ
等との通信を行うことができる。例えば、他の蓄電モジュール２０７と通信することで相
互の協調運転が可能となり、また、制御装置２０２、電力変換装置２０３、系統電力管理
者の集中制御コンピュータ等と通信する場合には、これら上位装置からの制御を受けるこ
とが可能になり、電力蓄積システムに求められる動作をより確実に実行することができる
ようになる。
【００５７】
　なお、入出力特性調整部２２３には、管理者が直接蓄電モジュール２０７の動作を制御
するための各種のスイッチを備えることができる。また、蓄電モジュール２０７自体の電
圧、温度、残存容量などの各種の状態や、制御部２３４が検出した他の蓄電ユニット２０
６の電圧、温度、その他の状態を表示する、ランプやメータ、ＬＥＤ（液晶）パネルなど
の表示デバイスにより構成された、表示部を備えることができる。
【００５８】
　図５は、図３および図４を用いて説明した内容を踏まえて、蓄電モジュール２０７の構
成をより具体的に示した回路ブロック図である。
【００５９】
　図５に示すように、多数のリチウムイオン電池からなる電池群２２２を構成する電池の
直列接続体部分を除いて、入出力特性調整部２２３の各構成要素が配置されている。制御
部２３４には、電池群２２２の温度を検出する第２の検出線２３７と、電池群２２２の出
力電圧を検出する第１の検出線２３６が接続されている。また、蓄電ユニット２０６の温
度や電圧を検出する第３の検出線２３８、第４の検出線２３９、さらに、外部通信線２４
５が接続されている。外部通信線２４５は、図５では蓄電ユニット２０６のみに接続され
ているように示しているが、蓄電ユニット２０６を介して、または、蓄電ユニット２０６
を迂回して、他の蓄電ユニット２０６や電力蓄積システムの制御装置２０２や電力変換装
置２０３、さらには、電力蓄積システムの外部へと接続することができる。なお、２５１
は、蓄電モジュール２０７からの出力電流を検出する電流センサであり、制御部２３４に
おいて、蓄電モジュール２０７の出力電流量を監視することができるようにしたものであ
る。
【００６０】
　上記したように、制御部２３４は、一般にマイクロプロセッサやディジタルシグナルプ
ロセッサなどから構成され、図示しないプログラムに従って所定の手順で入出力特性調整
部２２３を制御する。このプログラムは、蓄電モジュール２０７の入出力特性を蓄電ユニ
ット２０６の入出力特性に近似させて、電力配線端子２２４を定電圧に保つことによって
蓄電ユニット２０６の充放電を模した電力の入出力を行うが、その電圧は他の蓄電ユニッ
ト２０６の端子電圧を模擬して、同じように変化するようにセットされる。出力電圧を模
擬する手段としては種々の方法が考えられるが、使用されている蓄電ユニット２０６の種
類に応じた入出力電圧・電流特性をプログラムとして予め取り込み、電力入出力部２３２
における出力電流や、蓄電モジュール２０７内外の温度を検出して、その検出された温度
に基づいて、その時々の蓄電ユニット２０６の実効的な容量を算出して、端子電圧を推定
する方法などが好適に用いることができる。
【００６１】
　図６は、図２として示した、本実施形態の電力蓄積システム全体の構成を詳細に示した
回路ブロック図である。
【００６２】
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　図６では、全体の構成はもちろんであるが、蓄電ユニット２０６に代替した蓄電モジュ
ール２０７が、周囲の蓄電ユニット２０６の状態を検出する手段について、より詳細に示
している。
【００６３】
　具体的には、図６に示すように、代替した蓄電モジュール２０７は隣接する３つの蓄電
ユニット２０６（２０６ａ、２０６ｂ、２０６ｃ）の出力電圧を検出する３組の第３の検
出線２３８（２３８ａ、２３８ｂ、２３８ｃ）と、温度検出素子によって蓄電ユニット２
０６（２０６ａ、２０６ｂ、２０６ｃ）の温度を検出する第４の検出線２３９（２３９ａ
、２３９ｂ、２３９ｃ）とを備え、これらの検出線により把握された周囲の蓄電ユニット
２０６の挙動、すなわち、入出力電圧・電流の変化を模して、入出力特性調整部２２３が
蓄電モジュール２０７の出力電圧・電流を調整している。
【００６４】
　上記したように、図６に示すような、周囲の蓄電ユニット２０６の実際の動作状態をリ
アルタイムで検出することは、本発明の電力蓄積システムにおいて必須の構成ではないが
、蓄電モジュール２０７が、より誤差を少なくして蓄電ユニット２０６を模擬することが
できる。
【００６５】
　［蓄電モジュールの制御方法の説明］
　ここで、本実施形態として説明した電力蓄積システムに用いられる蓄電モジュールの制
御方法について説明する。
【００６６】
　本発明の蓄電モジュールの制御方法は、電力を蓄えることができる蓄電素子と、蓄電素
子による電力の入出力特性を制御する入出力特性調整部とを備え、電力蓄積システムにお
いて、電力変換装置により電力の入出力が行われる蓄電体として用いられる蓄電モジュー
ルに関するものである。そして、蓄電モジュールの入出力特性調整部が、蓄電モジュール
の入出力特性を電力蓄積システムに用いられる他の蓄電体の入出力特性に近似させるもの
である。
【００６７】
　図７は、図６に示した、近接して配置された３つの蓄電ユニット２０６ａ、２０６ｂ、
２０６ｃの電圧と温度を検出して自己の振舞いに補正をかけるようにした、制御部２３４
のプログラムの一例を示すフローチャートである。
【００６８】
　なお、図７において、近接する第１の蓄電ユニット２０６ａの電圧をＶ１、温度をＴ１
、第２の蓄電ユニット２０６ｂの電圧をＶ２、温度をＴ２、第３の蓄電ユニット２０６ｃ
の電圧をＶ３、温度をＴ３としている。さらに、蓄電モジュール２０７の出力電流をＩ０
、出力電圧をＶ０とする。
【００６９】
　図７に示すように、プログラムは、初期化を終え動作を開始すると、まずステップＳ７
０１において、蓄電ユニット２０６ａ、２０６ｂ、２０６ｃの出力電圧Ｖ１、Ｖ２、Ｖ３
、温度Ｔ１、Ｔ２、Ｔ３、さらに、蓄電モジュール２０７の出力２５１（図５参照）を流
れる出力電流Ｉ０を測定する。なお、測定におけるノイズを除去するためには、複数回の
測定や異常値の排除がなされることが望ましい。
【００７０】
　次に、ステップＳ７０２において、検出された各蓄電ユニット２０６の出力電圧データ
Ｖ１、Ｖ２、Ｖ３から、異常な蓄電ユニット２０６がないか判断する。例えば、測定した
蓄電ユニット２０６の端子電圧の最大最小値が、規定した範囲を逸脱していない場合、例
えば、５％を超える偏差が見受けられない場合などの場合は、出力電圧値が正常と見做し
て（Ｙ）次のステップＳ７０３に進む。
【００７１】
　一方、検出された各蓄電ユニット２０６の出力電圧データＶ１、Ｖ２、Ｖ３に、異常が
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見受けられた場合（Ｎ）は、ステップＳ７０４にて最も数値が乖離したデータを除外して
、次のステップＳ７０３に進む。このとき、検出された蓄電ユニット２０６の異常の発生
について、所定の信号を送信したり表示部に異常表示を行ったりして、外部へ発報するこ
とが望ましい。
【００７２】
　ステップＳ７０３では、ステップＳ７０１において取得された隣接する蓄電ユニット２
０６の情報や、電力蓄積システムの運転中における蓄積データをもとに、制御部２３４が
、蓄電モジュール２０７が模して振舞うべき見掛けの電池特性、例えば見掛けの残容量Ｓ
ＯＣ０、見掛けの残寿命ＳＯＨ０、見掛けの内部抵抗値などを算出する。
【００７３】
　ステップＳ７０５からステップＳ７０８にかけて制御部２３４は、ステップＳ７０３で
算出された数値群をもとに、蓄電モジュール２０７を流れる電流の瞬時値Ｉ０の値から、
出力するべき端子電圧Ｖ０を算出し、入出力機能部２３１へ制御値として渡す。
【００７４】
　ステップＳ７０５で設定されたタイマがカウントする一定時間の間、ステップＳ７０６
とステップＳ７０７とを繰返したのち、ステップＳ７０８でタイマが満了したと判断され
た場合（Ｙ）で、ステップＳ７０１に戻り、再び外部の蓄電ユニット２０６の各種状態を
検出する。
【００７５】
　このように、図７に示したプログラムにしたがって、制御部２３４が入出力機能部２３
１を制御することで、入出力特性調整部２２３が蓄電モジュール２０７を制御する。その
結果、高速な追従が必要な蓄電モジュール２０７の内部電流Ｉ０変化への対応を、蓄電モ
ジュール２０７の内部処理のみで可能となり、ノイズが多いと懸念される蓄電モジュール
２０７の筐体２２１外の測定を高速に行う必要がなくなる。
【００７６】
　このようにして、制御部２３４は、蓄電モジュール２０７の内部にある電池群２２２の
内部残容量ＳＯＣや内部残寿命ＳＯＨ、許容電流などを、一般的に知られる手段によって
容易かつ適切に算出することができ、電池充放電機能部２３３を介して電池群２２２を管
理する。この場合に、図７のフローチャートにおいてステップＳ７０３で求めた見掛けの
ＳＯＣ０、ＳＯＨ０は、制御部２３４が内部に存する電池群２２２に関してこれらの運用
計画を導出する指針となるものである。
【００７７】
　以上、本実施形態にかかる電力蓄積システムにおいて、蓄電ユニットの代替として用い
られる蓄電モジュールが、代替された蓄電ユニットの入出力特性を模して動作することに
ついて説明した。また、本実施形態にかかる電力蓄積システムに用いられる蓄電モジュー
ルの制御方法について説明した。
【００７８】
　本実施形態の電力蓄積システムでは、蓄電体である蓄電ユニットの交換が余儀なくされ
た場合に、代替した蓄電モジュールの電気的特性が代替される蓄電ユニットの電気的特性
と異なる場合でも、蓄電モジュールの入出力特性調整部が蓄電ユニットと同様の動作を模
すことができるので、電力蓄積システム全体を制御する制御手段での制御内容を変更する
ことなく、一括して蓄電ユニットと蓄電モジュールとの直列接続体を制御することができ
る。このため、本実施形態にかかる電力蓄積システムでは、複数の蓄電ユニットを備えた
電力蓄積システムにおいて、蓄電ユニットの交換を行った場合でも電力蓄積システム全体
の制御を容易に行うことができる。特に、法規制や、製品の改良などにより、従来と同じ
蓄電ユニットを代替として使用できない場合、さらには、電力蓄積システムの動作時間が
経過することにより、蓄電ユニットの入出力電圧特性が変化してしまっている場合でも、
電池素子として幅広い選択肢の中から蓄電モジュールを用いることができ、電力蓄積シス
テムの実用上、極めて有意義である。
【００７９】
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　ここで、本実施形態にかかる蓄電モジュールの入出力特性調整部における動作制御につ
いて、いくつかの具体的なケースを例示して説明を加える。
【００８０】
　まず、蓄電モジュール２０７に予めセットされた残容量を超過して充電電流を受けた場
合には、制御部２３４は、これを均等充電がおこなわれているものと見做して電池群２２
２をそれ以上充電せずに充電電流をバイパスする。充電電流をバイパスする手段は、例え
ば、電力入出力部２３２を構成するコンバータにおいて、半導体スイッチの開閉デューテ
ィを調整して熱損失化するなどの方法を採ることができる。
【００８１】
　また、蓄電モジュール２０７の制御部２３４に対し、予め定めた充放電深度における蓄
電容量を蓄電ユニット２０６の蓄電容量を上回るように設定した状態で、かつ、初期の充
電量を蓄電ユニット２０６と揃えて電力蓄積システム内に蓄電モジュールを装着すること
で、正常な運転中に残容量が予め定めた値より過小となることを効果的に防止することが
できる。また、もし残容量が過小となった場合でも、放電電流が流れる場合には、制御部
２３４が電力入出力部２３２に対して、電圧を減じたり放電の停止を命じたりすることが
できる。
【００８２】
　なお、一般に、鉛蓄電池やニッケル水素蓄電池などは、リチウムイオン蓄電池と比べ充
放電効率が低く、また自己放電も大きい。したがって、制御部２３４は、この蓄電池の種
類による特性の差を調整する制御を行うことが望ましい。たとえば、電力入出力部２３２
に熱損失を発生する動作を指示することで、蓄電モジュール２０７の動作を、蓄電ユニッ
ト２０６における充放電効率を模したものとすることができる。また、この様な制御を行
った場合に生じる損失電力を、例えば、電池２２２群や周辺回路の冷却用に設けた送風機
の動力源として活用することができる。
【００８３】
　（第２の実施の形態）
　次に、本発明にかかる電力蓄積システムの第２の実施形態として、電力蓄積システムに
おける蓄電体が、異なる種類の蓄電素子を備えた複数種類の蓄電モジュールである場合に
ついて説明する。また、異なる種類の蓄電素子を備えた蓄電モジュール間における、蓄電
素子である電池群の端子電圧と残容量との変動形態を補正する制御方法について説明する
。
【００８４】
　［電力蓄積システムの説明］
　第２の実施形態で説明する電力蓄積システムは、所定の電力を蓄えることができる蓄電
体として、異なる２種類の蓄電モジュールを備えたものである点が、蓄電体として蓄電ユ
ニットと蓄電モジュールとを備えた第１の実施形態として説明した電力蓄積システムと異
なる。
【００８５】
　このため、第２の実施形態で説明する電力蓄積システムは、蓄電体の構成は異なるもの
の、第１の実施形態として説明した電力蓄積システムの構成と同じである。したがって、
図２で説明した電力蓄積システムの全体的な構成、すなわち、電力蓄積システム建屋２０
１、制御装置２０２、電力変換装置２０３、電池棚２０５、電池電力線２０８等の構成例
は、そのまま本実施形態の電力蓄積システムの構成例となる。また、図２に示した、電力
引込線２１０、変成器２１１、電力系統引込線２１２、電力系統線２１３等の構成や接続
も、そのまま第２の実施形態の電力蓄積システムの構成例となる。
【００８６】
　［蓄電モジュールの説明］
　上記のように、本実施形態の電力蓄積システムでは、蓄電体として、蓄電素子が異なる
２種類の蓄電モジュールが用いられている点が第１の実施形態の電力蓄積システムと異な
る。以下、本実施形態の電力蓄積システムに用いられる蓄電モジュールについて、図面を
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参照して説明する。
【００８７】
　図８は、本実施形態において、電力蓄積システムの電池棚２０５（図２参照）に格納さ
れた第１の蓄電ユニット３０１と、同じく電池棚２０５に格納された第２の蓄電モジュー
ル３１１との構成例を示している。ここでは、図２における蓄電ユニット２０６が第１の
蓄電モジュール３０１に置き換わり、図２における蓄電モジュール２０７が、第２の蓄電
モジュール３１１に置き換わったものとして説明を進める。
【００８８】
　なお、図８（ａ）が第１の蓄電モジュール３０１の構成を示し、図８（ｂ）が第２の蓄
電モジュール３１１の構成を示している。
【００８９】
　蓄電モジュール３０１は、蓄電素子としての多数の蓄電池を内蔵したもので１００Ｖ１
００Ａｈの定格特性を有する。この第１の蓄電モジュール３０１は、実際には数千台規模
で電池棚２０５に格納される。
【００９０】
　図８（ａ）に示すように、第１の蓄電モジュール３０１は、外殻を構成する筐体３０２
、蓄電素子である電池群３０３、入出力特性調整部３０４を備えている。第１の蓄電モジ
ュール３０１の電池群３０３は、一例として、直径１８ミリメートル、長さ６５ミリメー
トルで公称定格３．６Ｖ１．４Ａｈのリチウムイオン電池セル２０４８本から構成されて
いる。このリチウムイオン電池セルからなる電池群３０３は、それぞれ６４本を直列に接
続して、定格２３０．４Ｖ１．４Ａｈとしたもの３２群を、図８（ａ）では図示しない電
流ヒューズを介して、並列に接続して入出力特性調整部３０４と接続されている。
【００９１】
　筐体３０２から突出するように、入出力特性調整部３０４からの電力配線端子３０５が
設けられており、図２に示した電池棚２０５に格納された状態で、この電力配線端子３０
５を介して隣接する他の第１の蓄電モジュール３０１、後述する第２の蓄電モジュール３
１１、あるいは電池電力線２０８との間で電力配線が緊締される。
【００９２】
　第２の蓄電モジュール３１１は、第１の蓄電モジュール３０１に代替して配置されたも
ので、１００Ｖ１５０Ａｈ定格を備えている。
【００９３】
　図８（ｂ）に示すように、第２の蓄電モジュール３１１は、一例として、角形で公称定
格３．８Ｖ８４Ａｈのリチウムイオン電池が電池群３１３を構成している。リチウムイオ
ン電池セル４８個から構成され電池群３１３は、全てを直列に接続して定格１８２．４Ｖ
８４Ａｈとしたものを、図８（ｂ）では図示しない電流ヒューズを介して、入出力特性調
整部３１４と接続されている。
【００９４】
　また、外殻を構成する筐体３１２には入出力特性調整部３１４からの電力配線端子３１
５が突出するように設けられており、図２に示した電池棚２０５に格納された状態で、こ
の電力配線端子３１５を介して、他の第１の蓄電モジュールユニット３０１、または、他
の第２の蓄電モジュール３１１、あるいは電池電力線２０８との間で電力配線が緊締され
る。
【００９５】
　なお、本実施形態において、第１の蓄電モジュール３０１と、第２の蓄電モジュール３
１１は、いずれも蓄電素子としての電池群としてリチウムイオン電池を用いたものを例示
したが、本実施形態の電力蓄積システムにおける第１の蓄電モジュールおよび第２の蓄電
モジュールに組み込まれる電池群の電池としては、リチウムイオン電池以外の他種の蓄電
素子を用いることができる。
【００９６】
　本実施形態では、第１の実施形態で用いられた蓄電ユニット２０６は用いずに、いずれ
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も内部に制御部を備えた入出力特性調整部が配置され、蓄電素子からの電力の入出力特性
を調整可能な２つの蓄電モジュールが用いられている。このため、第１の蓄電モジュール
の入出力特性調整部と、第２の蓄電モジュールの入出力特性調整部とにおいて、２種類の
蓄電モジュールが同じ入出力特性となるような制御を行うことで、電力蓄積システム全体
として、２種の蓄電モジュールを直列接続体に使用しながら、一括した入出力電圧の制御
を行うことができる。
【００９７】
　なお、第１の蓄電モジュール３０１と、第２の蓄電モジュール３１１とにおいて、入出
力特性調整部の構成は、第１の実施形態において図４を用いて説明した蓄電モジュール２
０７の入出力特性調整部２２３と同じ構成を備えることができる。第２の実施形態の電力
蓄積システムに用いられる第１の蓄電モジュール３０１および第２の蓄電モジュール３１
１は、図４に示した第１の実施形態に用いられた蓄電モジュール２０７と、入出力特性調
整部、特に、入出力機能部を制御する制御部での制御内容のみが異なる。
【００９８】
　［蓄電モジュールの制御方法］
　以下、本実施形態における、２つの蓄電モジュールでの、入出力特性の制御について説
明する。
【００９９】
　第１の実施形態で説明したように、蓄電モジュールの入出力特性調整部には、一般にマ
イクロプロセッサやディジタルシグナルプロセッサなどから構成され、所定のプログラム
に従って所定の手順で入出力特性調整部を制御する制御部が備えられている。この制御部
のプログラムは、電力配線端子３０５、３１５を定電圧に保つことによって電力の入出力
を行うが、その電圧は内蔵する蓄電池の状態に応じて変化するようにセットされている。
なお、端子電圧を変化させる場合に用いられる要件としては、種々のものが考えられるが
、例えば、実動作中における実質的な残容量予測値などを好適に用いることができる。
【０１００】
　すなわち、入出力特性調整部３０４、３１４を制御する制御部は、蓄電モジュール３０
１、３１１の内部にある電池群３０３、３１３の残容量や残寿命、許容電流などを周知の
方法を含めた各種の手法により取得・算出し、入出力特性調整部３０４、３１４内に備え
られた電池充放電部を介して、電池群３０３、３１３を管理する。このとき、例えば、電
池の劣化度合い、温度、出力電流、内部抵抗などを勘案して算出した残容量予想値を、公
称定格容量で規格化した数値に関連する端子電圧とする。
【０１０１】
　図９は、本実施形態において蓄電モジュールにおける出力電圧値である端子電圧（Ｖ）
と、残容量として推定される数値（Ａｈ）である、公称容量下残容量換算値の関係を示し
たものである。
【０１０２】
　図９中、実線３２１で示したものが、第一の電力モジュール３０１における、電力配線
端子３０５の端子電圧制御の一例である。
【０１０３】
　図９に示すように、第１の蓄電モジュールの電池群３０３の実残容量百分率ＳＯＣ５０
％を、公称容量値１００Ａｈに照らし公称容量下残容量換算値５０Ａｈにあるものとして
、このときの端子電圧を１００Ｖに定義している。また、公称容量下残容量換算値が０Ａ
ｈから１００Ａｈの区間を、公称容量下残容量換算値５Ａｈあたり１Ｖの勾配と定義して
電圧を変動させ、さらに、公称容量下残容量換算値が０Ａｈから－５Ａｈの区間、ならび
に、１００Ａｈから１０５Ａｈの区間では、１Ａｈあたり１Ｖの勾配で電圧を変動させる
。
【０１０４】
　なお、安全のため、公称容量下残容量換算値－５Ａｈ未満、ならびに、１０５Ａｈ超過
の部分では、入出力を遮断している。
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【０１０５】
　一方、図９において、破線３２２として示したものが、第二の蓄電モジュール３１１に
おける、電力配線端子３１５の端子電圧制御の一例である。
【０１０６】
　図９に示すように、第１の蓄電モジュール３０１と同様に、電池群３１３の実際の実残
容量百分率ＳＯＣ５０％を、公称容量値１５０Ａｈに照らし公称容量下残容量換算値７５
Ａｈにあるものとして、このときの端子電圧を１００Ｖに定義している。また、公称容量
下残容量換算値０Ａｈから１５０Ａｈの区間を、公称容量下残容量換算値５Ａｈあたり１
Ｖの勾配と定義して電圧を変動させ、さらに、公称容量下残容量換算値０Ａｈから－５Ａ
ｈの区間、ならびに、１５０Ａｈから１５５Ａｈの区間では、１Ａｈあたり１Ｖの勾配で
電圧を変動させる。
【０１０７】
　第２の蓄電モジュール３１１では、安全のため、公称容量下残容量換算値－５Ａｈ未満
、ならびに、１５５Ａｈ超過では、入出力を遮断している。
【０１０８】
　充放電の実運用では、一般に、放電深度百分率ＤＯＤ１００％で用いられることは無く
、長寿命高信頼を期待して、例えば、放電深度百分率ＤＯＤ５０％程度で用いることが多
いと考えられる。第一の蓄電モジュール３０１において、放電深度百分率ＤＯＤ５０％の
区間を、実残容量百分率ＳＯＣ５０％を中心に上下それぞれ２５％とすれば、プロット線
３２１上に示した、黒丸Ａから黒丸Ｃの間の区間となる。つまり、通常の使用状態では、
公称容量下残容量換算値が、２５Ａｈから７５Ａｈである幅５０Ａｈの領域で運転される
。
【０１０９】
　ここで、本実施形態の電力蓄積システムにおいて、第１の蓄電モジュール３０１の少な
くとも一部を第２の蓄電モジュール３１１で置き換えた場合、第二の蓄電モジュール３１
１においては、実残容量百分率ＳＯＣ５０％相当である公称容量下残容量換算値７５Ａｈ
を中心に、上下２５Ａｈの区間、つまり、公称容量下残容量換算値が、５０Ａｈから１０
０Ａｈである５０Ａｈの幅の領域で運転することとなる。この範囲は、プロット線３２２
上の白丸ａから白丸ｃの間の区間となる。
【０１１０】
　図９において、プロット線３２１から３２２に向けて矢印を記したように、第一の蓄電
モジュール３０１における、黒丸Ａで示した公称容量下残容量換算値２５Ａｈでの電圧と
、第二の蓄電モジュール３１１における、白丸ａで示した公称容量下残容量換算値５０Ａ
ｈでの電圧とが同じとなる。同様に、第一の蓄電モジュール３０１における公称容量下残
容量換算値５０Ａｈでの電圧（黒丸Ｂ）と、第二の蓄電モジュール３１１における公称容
量下残容量換算値７５Ａｈでの電圧（白丸ｂ）、さらに、第一の蓄電モジュール３０１に
おける公称容量下残容量換算値７５Ａｈでの電圧（黒丸Ｃ）と、第二の蓄電モジュール３
１１における公称容量下残容量換算値１００Ａｈでの電圧（白丸ｃ）とが、それぞれ等し
くなっている。
【０１１１】
　以上説明したように、本実施形態の電力蓄積システムでは、第１の蓄電モジュール３０
１と、第２の蓄電モジュール３１１との間で、端子電圧と残容量の関係に基づいて近似さ
せることにより制御を行っている。このように、第一の蓄電モジュール３０１と、第二の
蓄電モジュール３１１との両方に対して、実残容量百分率ＳＯＣを基準として、各蓄電モ
ジュール群の蓄電量を揃える制御を行うことで、蓄電モジュールを構成する電池群の種類
によらず、異なる種類の電池群を備えた蓄電モジュールを容易に組み合わせて、電力蓄積
システムに使用することができる。特に、電力蓄積システム全体を制御する制御手段での
制御内容を変更することなく、一括して異なる種類の蓄電モジュールを同一視してその直
列接続体を制御することができるため、複数の蓄電ユニットを備えた電力蓄積システムに
おいて、蓄電ユニットとして、異なる充電特性を備えた蓄電モジュールを用いて電力蓄積
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システム全体の制御を容易に行うことができる。
【０１１２】
　このため、例えば法規制や、製品の改良などにより、一部の蓄電モジュールを異なる仕
様のものと交換せざるを得ない場合をはじめとして、当初から、全ての蓄電モジュールと
して同じ仕様のものを利用できない場合にも高い実用性を発揮する。また、蓄電モジュー
ルを変更する場合や、異なる仕様の蓄電モジュールを混在させる場合に限られず、同じ種
類の蓄電モジュールを使用していた場合においても、例えば、電力蓄積システムの動作時
間が経過することにより、それぞれの蓄電モジュールの入出力特性が変化してしまってい
る場合には、電力蓄積システム全体の制御を一括して行うことができるという実用性を備
えるものである。
【０１１３】
　なお、本実施形態では、蓄電モジュールとして２種類のものを混在して用いる例につい
て説明したが、本実施形態の電力蓄積システムはこれに限られず、３種以上の蓄電モジュ
ールを同時に使用する場合にも、良好に適用することができる。
【０１１４】
　以上説明したように、本発明にかかる電力蓄積システムでは、簡易に複数の蓄電体全体
を一括制御することができるという、格別の作用効果を奏するものである。特に、電力蓄
積システムの蓄電体の少なくとも一部を交換しなくてはならない場合、異なる種類の蓄電
体を同時に使用しなければならない場合に、その効果を発揮することができる。すなわち
、本発明の電力蓄積システムにおいては、蓄電体を当初のものから一部交換しなくてはな
らない場合に、交換する蓄電モジュールの電力の入出力特性を、蓄電ユニットや他の蓄電
モジュールの入出力特性に近似できるため、この蓄電モジュールが備える蓄電素子の特性
の如何にかかわらず、電力蓄積システムが備える電力変換装置の制御に変更を加えること
なく蓄電体の交換することが可能である。
【０１１５】
　また、本発明の電力蓄積システムによれば、電流のバイパス機能や熱損失機能を備える
ことができ、均等充電の差異の蓄電素子の保護や、充放電効率の向上の観点からも好まし
いものとすることができる。
【０１１６】
　さらに本発明の蓄電モジュールの制御方法によれば、蓄電ユニットや別の蓄電素子を備
えた異なる蓄電モジュールとの間において、電力の入出力特性を良好に近似させることが
できる。
【０１１７】
　なお、上記第１の実施形態において、電力蓄積システムに用いられる蓄電ユニットとし
て、複数個の鉛蓄電池を木枠で緊縛したものを例示して説明した。本発明にかかる電力蓄
積システムに用いられる蓄電ユニットに使用される蓄電素子としては、鉛蓄電池に限らず
、ニッケルカドミウム蓄電池、ニッケル水素蓄電池、リチウムイオン蓄電池、電気二重層
蓄電器、リチウムイオン電気二重層蓄電器、勢車蓄電装置などの各種の蓄電素子を用いる
ことができる。
【０１１８】
　また、電力蓄積システムとして図２を用いて、全体がシステム建屋内に配置され、複数
段の電池棚に蓄電体が配置されたものを例示説明した。しかし、本発明にかかる電力蓄積
システムは、このような比較的大きな規模のものに限られず、例えば、バッテリボックス
内に複数の蓄電体が収容され、この蓄電体からの電力の入出力を制御する、制御装置と電
力変換装置を備えた家庭用の電力蓄積システムや、特定の電気機器に付随して配置される
比較的小規模の電力蓄積システムに適用することができる。
【０１１９】
　さらに、蓄電モジュールにおいて、電池群を構成する蓄電素子としては、例示したリチ
ウムイオン電池の他に、ニッケル水素蓄電池、電気二重層蓄電器、リチウムイオン電気二
重層蓄電器、勢車蓄電装置などの各種二次電池を用いることができる。
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【０１２０】
　また、本願発明の電力蓄積システムでは、電力蓄積システムに用いられる蓄電体に関す
るさまざまな問題点、すなわち、製造者の相違による入出力特性の差、採用材料や想定用
途などの設計要因、製造時期などによる特性の相違、実稼動状態における様々な特性変化
の結果生じた入出力特性の相違、特に、端子電圧の蓄電量や電流、温度、使用や保存によ
る劣化などによる変化を、蓄電モジュールを用いることで効果的に解消することかできる
可能性を有している。
【０１２１】
　また、化学電池で生じる、分極による影響で数ミリ秒から数日間の時定数を持った電圧
変化が発生するといった問題点についても、これらの特性を踏まえて入出力特性調整部で
蓄電モジュールの入出力特性を調整することで、解決に導くことができる。
【０１２２】
　なお、たとえば鉛蓄電池やニッケルカドミウム蓄電池、ニッケル水素蓄電池などでの運
用を前提とした電力蓄積システムの場合には、電力変換装置が過充電の一種である均等充
電制御を行うような構成を有することが多い。このような電力蓄積システムに、リチウム
イオン蓄電池のように均等充電に対応しない蓄電素子を備えた蓄電モジュールを対応させ
る場合には、蓄電モジュールの電力変換機能が均等充電電流をバイパスしてあたかも均等
充電を受けているように振舞う機能を備えることができる。
【産業上の利用可能性】
【０１２３】
　本願は、電力の充放電が可能な電力蓄電システム、また、この電力充電システムに用い
られる蓄電体としての蓄電モジュールの制御方法として、各種の発電設備や電力設備とと
もに有効に使用することができる。
【要約】
　本発明の電力蓄積システムは、それぞれが所定の電力を蓄えることができる複数の蓄電
体（２０６、２０７）と、蓄電体に対して電力の入出力を行う電力変換装置（２０３）と
、電力変換装置の動作を制御する制御装置（２０２）とを備えた電力蓄積システムであっ
て、蓄電体の少なくとも一部が、電力を蓄えることができる蓄電素子と、蓄電素子による
電力の入出力特性を制御する入出力特性調整部とを備えた蓄電モジュールである。本発明
の電力蓄積システムでは、蓄電体の交換を行った場合でも電力蓄積システム全体の制御を
容易に行うことができる。
【選択図】図６
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