
JP 6132314 B2 2017.5.24

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　充放電される電池と、前記電池の充放電電流を検出する電流検出部と、前記電池の電圧
を検出する電圧検出部と、前記電流検出部で検出される電流と前記電圧検出部で検出され
る電池の電圧から残容量を算出する残容量演算部とを備える電源装置であって、
　前記電圧検出部が、充放電される電池の電圧を検出して前記残容量演算部に出力し、
　前記電流検出部が、充放電される電池の電流を検出して前記残容量演算部に出力し、
　前記残容量演算部が、前記電圧検出部と前記電流検出部から入力される複数の電流値及
び電圧値から第１の開放端子電圧Ｖｏｃ１を演算して、第１の開放端子電圧Ｖｏｃ１から
第１の残容量を検出する第１の演算部と、
　前記電圧検出部と前記電流検出部から入力される電圧値と電流値と、電池のオーミック
抵抗値Ｒｏによる電圧降下Ｖｏと、分極抵抗値Ｒｐによる電圧降下Ｖｐから第２の開放端
子電圧Ｖｏｃ２を演算し、演算される第２の開放端子電圧Ｖｏｃ２から第２の残容量を検
出する第２の演算部と、
　前記電流検出部から入力される電池の電流値を積算して積算値から第３の残容量を算出
する第３の演算部とを備え、
　前記第１の演算部で演算される第１の残容量と前記第３の演算部で算出される第３の残
容量のいずれかまたは両方と、前記第２の演算部で演算される第２の残容量とから充放電
される電池の実質残容量を検出する主演算部とを備えることを特徴とする電源装置。
【請求項２】
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　前記主演算部が、第１の残容量［ＳＯＣｖ１（％）］と第３の残容量［ＳＯＣｉ（％）
］のいずれかまたは両方と、第２の残容量［ＳＯＣｖ２（％）］とを加重平均して、以下
の式１で、充放電される電池の実質残容量［ＳＯＣ（％）］を演算する請求項１に記載さ
れる電源装置。
［式１］
　実質残容量［ＳＯＣ（％）］
　　＝α×ＳＯＣｉ（％）＋β×ＳＯＣｖ１（％）＋γ×ＳＯＣｖ２（％）
　ただし、以上の式において、αとβとγは、α≧０かつβ≧０かつγ＞０の定数であっ
て、αとβうちの少なくとも一方は０より大きい値であり、α＋β＋γ＝１である。
【請求項３】
　前記残容量演算部が、α、β、γの値を記憶するメモリを備え、前記メモリに記憶され
るαの値を、電池の実質残容量が高くなる領域と低くなる領域において小さくして、第３
の残容量の重み付けを小さくする請求項２に記載される電源装置。
【請求項４】
　前記残容量演算部が、α、β、γの値を記憶するメモリを備え、前記メモリに記憶され
るβの値を、電池の電流の変化幅が大きくなる領域において大きくして、第１の残容量の
重み付けを大きくする請求項２または３に記載される電源装置。
【請求項５】
　前記第２の演算部が、充放電される電池の電流値及び電圧値から、以下の式２で電池の
オーミック抵抗値Ｒｏによる電圧降下Ｖｏと、分極抵抗値Ｒｐによる電圧降下Ｖｐの両方
を演算して開放端子電圧Ｖｏｃ２を検出する請求項１ないし４のいずれかに記載される電
源装置。
　［式２］
　開放端子電圧Ｖｏｃ２
　　＝Ｖ＿ｎ－Ｖｐ－Ｖｏ－Ｖｈ
　ただし、Ｖｐ＝Ｒｐ［Ω］×Ｉ＿ｎ［Ａ］×ｔａｕ×ａ
　　　　　Ｖｏ＝Ｒｏ［Ω］×Ｉ＿ｎ［Ａ］×ｂ×ｃ
　以上の式において、
　Ｖ＿ｎはある時間における電池の電圧、
　Ｉ＿ｎは電圧を検出するタイミングにおける電池の電流であって、放電電流を－、充電
電流を＋とする、
　ｔａｕ、ａ、ｂ、ｃは温度によって特定される定数、
　Ｖｈは電池の充放電におけるヒステリシス特性によって特定される変数である。
【請求項６】
　前記第１の演算部が、充放電される電池の電流及び電圧を検出して、電流及び電圧の検
出値のみを使用して第１の開放端子電圧Ｖｏｃ１を演算する請求項１ないし５のいずれか
に記載される電源装置。
【請求項７】
　前記第２の演算部が、前記オーミック抵抗値Ｒｏと前記分極抵抗値Ｒｐとを電池の劣化
度から特定する請求項１ないし６のいずれかに記載される電源装置。
【請求項８】
　請求項１ないし７のいずれか一に記載の電源装置を備え、該電源装置から供給される電
力で駆動される走行用のモータ、または、該電源装置を充電する発電機を搭載してなる車
両。
【請求項９】
　請求項１ないし７のいずれか一に記載の電源装置を備え、該電源装置が、外部接続され
る負荷に電力を供給し、または、外部接続される充電用電源から供給される電力で充電さ
れる蓄電装置。
【請求項１０】
　電池の開放端子電圧Ｖｏｃから検出される残容量と、電流の積算値から演算される残容
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量から電池の実質残容量を検出する残容量の検出方法であって、
　充放電される電池の電流及び電圧を複数回検出して、検出する電流及び電圧から第１の
開放端子電圧Ｖｏｃ１を演算し、演算される第１の開放端子電圧Ｖｏｃ１から第１の残容
量を算出し、
　さらに、充放電される電池の電流及び電圧を検出して、検出する電流及び電圧と、電池
のオーミック抵抗値Ｒｏによる電圧降下Ｖｏと、分極抵抗値Ｒｐによる電圧降下Ｖｐから
第２の開放端子電圧Ｖｏｃ２を演算し、演算される第２の開放端子電圧Ｖｏｃ２から第２
の残容量を算出し、
　さらにまた、電池の充放電電流の積算値から第３の残容量を算出し、
　第１の残容量と第３の残容量のいずれかまたは両方と、第２の残容量とから充放電され
る電池の実質残容量を検出する電池の残容量の検出方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、充放電される電池の残容量を検出する装置と方法に関し、とくに、複数の電
池を備える電源として使用されて、電池の残容量を検出するのに適した電源装置とこの電
源装置を備える車両並びに蓄電装置、及び電池の残容量の検出方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両に搭載されて走行モータに電力を供給する電源装置は、電池を放電してモータで車
両を加速し、車両を減速する回生制動で、あるいはエンジンで発電機を駆動して充電され
る。また、据置型の蓄電装置として使用される電源装置は、商用電源の深夜電力や太陽電
池等の充電用電源で電池を充電し、充電された電池を放電して負荷に電力を供給する。こ
のような状態で使用される電池は、劣化を防止し、また安全な状態で使用することが大切
である。電池は、過放電や過充電が生じると劣化が甚だしくなって寿命が低下する。この
弊害に対しては、充放電によって変化する電池の残容量（state-of-charge［ＳＯＣ］）
を正確に検出し、これに応じて電池の放電時や充電時において使用可能な電力量を制限す
ることで解消できる。電池の残容量は、充放電の電流積算値から演算できる。この方法は
、放電電流の積算値を減算して、充電電流の積算値を加算して残容量［ＳＯＣｉ（％）］
を演算する。積算された残容量ＳＯＣｉは、例えば、満充電された容量（Ａｈ）を１００
％として、満充電容量に対する残容量（Ａｈ）との比率（％）で表される。充放電電流の
積算値から演算される残容量ＳＯＣｉは、常に電池の正しい残容量である実質残容量ＳＯ
Ｃと一致するとは限らない。電流の検出誤差や電池の温度等によって、演算される残容量
に誤差が発生するからである。
【０００３】
　この弊害を防止するために、電流を積算して演算される残容量［ＳＯＣｉ（％）］と、
電圧から検出される残容量［ＳＯＣｖ（％）］の両方から実質残容量［ＳＯＣ（％）］を
演算する方法が開発されている。（特許文献１参照）
【０００４】
　この公報に記載する残容量の検出方法は、電池の充放電電流を検出し、検出された電流
を積算して残容量ＳＯＣｉを演算し、さらに、電池の開放端子電圧Ｖｏｃを検出して残容
量ＳＯＣｖを検出し、残容量ＳＯＣｉと残容量ＳＯＣｖの両方から残容量ＳＯＣを演算す
る。残容量ＳＯＣｖは、以下のようにして検出される。
（１）電池の電流及び電圧を検出し、検出された電池の電流及び電圧から開放端子電圧Ｖ
ｏｃを演算する。電池の電圧と電流から開放端子電圧Ｖｏｃを検出するために、電流－電
圧特性を検出し、電流－電圧特性の傾きから電池の内部抵抗Ｒを演算して、電池の内部抵
抗Ｒから開放端子電圧Ｖｏｃを以下の式で演算する。
　開放端子電圧Ｖｏｃ＝検出電圧（Ｖ）＋電池の放電電流（Ｉ）×内部抵抗（Ｒ）
（２）演算された開放端子電圧Ｖｏｃと記憶される電圧・残容量特性値から残容量ＳＯＣ
ｖを検出する。開放端子電圧Ｖｏｃから残容量を検出するために、開放端子電圧Ｖｏｃに
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対する残容量を、電圧・残容量特性値として記憶している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－１１２７８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　以上の方法は、残容量ＳＯＣｉのみから実質残容量ＳＯＣを検出する方法よりも正確に
実質残容量ＳＯＣを検出できる。しかしながら、電池の電流及び電圧を検出して内部抵抗
Ｒを検出し、内部抵抗Ｒと電流及び電圧から開放端子電圧Ｖｏｃを演算する上記方法では
、正確に内部抵抗Ｒを検出できず、内部抵抗Ｒから開放端子電圧Ｖｏｃを少ない誤差で検
出できない欠点がある。
【０００７】
　本発明は、以上の欠点を解決するためになされたものである。本発明の主な目的は、電
池の残容量をより正確に検出可能な電源装置、電源装置を備える車両並びに蓄電装置、及
び電池の残容量の検出方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段及び発明の効果】
【０００８】
　本発明の電源装置は、充放電される電池と、電池の充放電電流を検出する電流検出部と
、電池の電圧を検出する電圧検出部と、電流検出部で検出される電流と電圧検出部で検出
される電池の電圧から残容量を算出する残容量演算部とを備えている。電圧検出部は、充
放電される電池の電圧を検出して残容量演算部に出力する。電流検出部は、充放電される
電池の電流を検出して残容量演算部に出力する。残容量演算部は、電圧検出部と電流検出
部から入力される複数の電流値及び電圧値から第１の開放端子電圧を演算して、第１の開
放端子電圧から第１の残容量を検出する第１の演算部と、電圧検出部と電流検出部から入
力される電圧値と電流値と、電池のオーミック抵抗値Ｒｏによる電圧降下と、分極抵抗値
Ｒｐによる電圧降下Ｖｐから第２の開放端子電圧を演算し、演算される第２の開放端子電
圧から第２の残容量を検出する第２の演算部と、電流検出部から入力される電池の電流値
を積算して積算値から第３の残容量を算出する第３の演算部とを備え、第１の演算部で演
算される第１の残容量と第３の演算部で算出される第３の残容量のいずれかまたは両方と
、第２の演算部で演算される第２の残容量とから充放電される電池の実質残容量を検出す
る主演算部とを備えている。
【０００９】
　以上の電源装置は、充放電される電池の実質残容量を正確に検出できる特徴がある。そ
れは、以上の電源装置が、充放電の電流を積算して検出される第３の残容量と、開放端子
電圧Ｖｏｃから検出される残容量として、電流及び電圧の検出値から演算する第１の開放
端子電圧による第１の残容量と、電流及び電圧の検出値に加えて、オーミック抵抗値Ｒｏ
と分極抵抗値Ｒｐとを考慮して第２の開放端子電圧を演算して、第２の開放端子電圧から
第２の残容量を演算し、第１の残容量と第３の残容量のいずれかまたは両方と、第２の残
容量とから実質残容量を演算するからである。
【００１０】
　本発明の電池の残容量の検出方法は、電池の開放端子電圧から検出される残容量と、電
流の積算値から演算される残容量から電池の実質残容量を検出する残容量の検出方法であ
って、充放電される電池の電流及び電圧を複数回検出して、検出する電流及び電圧から第
１の開放端子電圧を演算し、演算する第１の開放端子電圧から第１の残容量を算出し、さ
らに、充放電される電池の電流及び電圧を検出して、検出する電流及び電圧と、電池のオ
ーミック抵抗値による電圧降下と、分極抵抗値による電圧降下から第２の開放端子電圧を
演算し、演算される第２の開放端子電圧から第２の残容量を算出し、さらにまた、電池の
充放電電流の積算値から第３の残容量を算出し、第１の残容量と第２の残容量と第３の残
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容量から充放電される電池の実質残容量を検出する。
【００１１】
　以上の検出方法は、充放電される電池の実質残容量を極めて高い精度で正確に検出でき
る特徴がある。それは、以上の検出方法が、充放電の電流を積算して検出される残容量と
、電池の開放端子電圧から検出される残容量の両方から実質残容量を演算することに加え
て、残容量を、電流及び電圧の検出値から演算する第１の開放端子電圧による第１の残容
量と、電流及び電圧の検出値に加えて、オーミック抵抗値と分極抵抗値とを考慮して第２
の開放端子電圧を演算し、第２の開放端子電圧から第２の残容量を演算して、第１の残容
量と、第２の残容量と、充放電の電流を積算して検出される第３の残容量とから実質残容
量を演算するからである。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の一実施の形態にかかる電源装置のブロック図である。
【図２】図１に示す電源装置が残容量を検出する状態を示すブロック図である。
【図３】電池の電流及び電流の複数の検出データから電流－電圧特性を検出する一例を示
すグラフである。
【図４】電池の残容量に対するα、β、γの関係を示すグラフである。
【図５】電池の電流に対するβとγの関係を示すグラフである。
【図６】エンジンとモータで走行するハイブリッドカーに電源装置を搭載する例を示すブ
ロック図である。
【図７】モータのみで走行する電気自動車に電源装置を搭載する例を示すブロック図であ
る。
【図８】蓄電装置に電源装置を使用する例を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。ただし、以下に示す実施の形態
は、本発明の技術思想を具体化するための電源装置、電源装置を備える車両並びに蓄電装
置、及び電池の残容量の検出方法を例示するものであって、本発明は電源装置、電源装置
を備える車両並びに蓄電装置、及び電池の残容量の検出方法を以下の装置や方法には特定
しない。また、特許請求の範囲に示される部材を、実施の形態の部材に特定するものでは
決してない。なお、各図面が示す部材の大きさや位置関係等は、説明を明確にするため誇
張していることがある。さらに以下の説明において、同一の名称、符号については同一も
しくは同質の部材を示しており、詳細説明を適宜省略する。さらに、本発明を構成する各
要素は、複数の要素を同一の部材で構成して一の部材で複数の要素を兼用する態様として
もよいし、逆に一の部材の機能を複数の部材で分担して実現することもできる。
【００１４】
　本発明の実施の形態に係る電源装置は、主演算部４０が、第１の残容量［ＳＯＣｖ１（
％）］と第３の残容量［ＳＯＣｉ（％）］のいずれかまたは両方と、第２の残容量［ＳＯ
Ｃｖ２（％）］とを加重平均して、以下の式１で、充放電される電池の実質残容量［ＳＯ
Ｃ（％）］を演算してもよい。
　［式１］
　実質残容量［ＳＯＣ（％）］
　　＝α×ＳＯＣｉ（％）＋β×ＳＯＣｖ１（％）＋γ×ＳＯＣｖ２（％）
　ただし、以上の式において、αとβとγは、α≧０かつβ≧０かつγ＞０の定数であっ
て、α＋β＋γ＝１である。
【００１５】
　以上の電源装置は、第１の残容量ＳＯＣｖ１と第３の残容量ＳＯＣｉのいずれかまたは
両方と、第２の残容量ＳＯＣｖ２とを加重平均して電池の実質残容量ＳＯＣを演算するの
で、定数α、β、γを電池の電圧や電流から最適値に設定することで、より高い精度で残
容量を検出できる。
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【００１６】
　さらに、本発明の実施の形態に係る電源装置は、残容量演算部１８が、α、β、γの値
を記憶するメモリ４５を備え、メモリ４５に記憶されるαの値を、電池２２の実質残容量
が高くなる領域と低くなる領域において小さくして、第３の残容量の重み付けを小さくし
てもよい。
【００１７】
　以上の電源装置は、電池の残容量が高くなる領域、すなわち、電池の電圧が最高電圧に
接近する状態や、残容量が少なくなって最低電圧に近くなる状態で、第３の残容量ＳＯＣ
ｉの重み付けを小さくして、すなわち、この領域で第１の残容量ＳＯＣｖ１と第２の残容
量ＳＯＣｖ２の重み付けを大きくして、より正確に残容量を演算できる。電池は、最高電
圧や最低電圧に近くなる状態において、電圧に対する残容量をより正確に特定できるから
である。
【００１８】
　さらに、本発明の実施の形態に係る電源装置は、残容量演算部１８が、α、β、γの値
を記憶するメモリ４５を備え、メモリ４５に記憶されるβの値を、電池２２の電流の変化
幅が大きくなる領域において大きくして、第１の残容量ＳＯＣｖ１の重み付けを大きくし
てもよい。
【００１９】
　以上の電源装置は、電池の電流の変化幅が大きい領域でより正確に残容量を検出できる
。それは、電流の変化幅の大きい状態で、重み付けを大きくする第１の残容量ＳＯＣｖ１
の演算精度が高くなるからである。
【００２０】
　さらにまた、本発明の実施の形態に係る電源装置は、第２の演算部４２が、充放電され
る電池２２の電流値及び電圧値から、以下の式２で電池のオーミック抵抗値Ｒｏによる電
圧降下Ｖｏと、分極抵抗値Ｒｐによる電圧降下Ｖｐの両方を演算して開放端子電圧Ｖｏｃ
２を検出してもよい。
　［式２］
　開放端子電圧Ｖｏｃ２＝Ｖ＿ｎ－Ｖｐ－Ｖｏ－Ｖｈ
　ただし、Ｖｐ＝Ｒｐ［Ω］×Ｉ＿ｎ［Ａ］×ｔａｕ×ａ
　　　　　Ｖｏ＝Ｒｏ［Ω］×Ｉ＿ｎ［Ａ］×ｂ×ｃ
　以上の式において、
　Ｖ＿ｎはある時間における電池の電圧、
　Ｉ＿ｎは電圧を検出するタイミングにおける電池の電流であって、放電電流を－、充電
電流を＋とする、
　ｔａｕ、ａ、ｂ、ｃは温度によって特定される定数、
　Ｖｈは電池の充放電におけるヒステリシス特性によって特定される変数である。
【００２１】
　以上の電源装置は、オーミック抵抗値Ｒｏと分極抵抗値Ｒｐを、劣化度や温度で変化す
る定数、さらにヒステリシスを考慮して最適値に補正するので、電池の実質残容量ＳＯＣ
をより高い精度で演算できる。
【００２２】
　さらにまた、本発明の実施の形態に係る電源装置は、第２の演算部４１が、充放電され
る電池２２の電流及び電圧を検出して、電流及び電圧の検出値のみを使用して第１の開放
端子電圧Ｖｏｃ１を演算してもよい。
　以上の検出方法は、検出する電流及び電圧から簡単に第１の開放端子電圧Ｖｏｃ１を演
算して、第１の残容量ＳＯＣｖ１を検出できる。
【００２３】
　さらにまた、本発明の実施の形態に係る電源装置は、オーミック抵抗値Ｒｏと分極抵抗
値Ｒｐとを電池２２の劣化度から特定してもよい。
【００２４】
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　以上の電源装置は、オーミック抵抗値Ｒｏと分極抵抗値Ｒｐとを電池２２の劣化度から
特定して、電池の劣化度で変化するパラメーターを考慮しながら第２の残容量ＳＯＣｖ２
を精度よく検出できる。それは、劣化度の影響を受けるパラメーターを使用して算出する
ことにより、より現実に近い値を得ることができるからである。
【００２５】
　さらにまた、本発明の実施の形態に係る電源装置を備える車両は、上記いずれかの電源
装置を備え、該電源装置から供給される電力で駆動される走行用のモータ３２、または、
該電源装置を充電する発電機３４を搭載することができる。
【００２６】
　さらにまた、本発明の実施の形態に係る電源装置を備える蓄電装置は、上記いずれかの
電源装置を備え、該電源装置から、外部接続される負荷５０に電力を供給し、または、外
部接続される充電用電源５１から供給される電力で該電源装置を充電することができる。
【００２７】
　以下、本発明の一実施の形態として、車両に搭載されて、車両に装備される負荷に電力
を供給する電源として使用する電源装置について詳述する。ただ、本発明の電源装置は、
車両に搭載される電源装置に限定せず、載置型の蓄電装置に使用することもできる。
【００２８】
（電源装置１００）
　図１に、本発明の一実施の形態に係る電源装置のブロック図を示す。この図に示す電源
装置１００は、充放電される電池２２を含む電池ユニット２０と、残容量検出装置１０と
を備える。残容量検出装置１０は、電圧検出部１２と、温度検出部１４と、電流検出部１
６と、残容量演算部１８と、通信処理部１９とを備えている。電圧検出部１２は、電池２
２の電圧を検出する。温度検出部１４は、電池２２の温度を検出する。電流検出部１６は
、電池２２の充放電電流を検出する。残容量演算部１８は、電圧検出部１２と温度検出部
１４と電流検出部１６から入力される信号を演算して電池２２の残容量を検出する。通信
処理部１９は、演算された残容量を接続機器に伝送する。この通信処理部１９は、接続機
器通信端子２８に接続している。通信処理部１９は、接続機器通信端子２８を介して接続
機器に接続されて、残容量を示す信号を接続機器に伝送する。この例では、接続機器とし
て自動車等の車両２００を用い、電源装置１００を車両２００に搭載している。通信処理
部１９は車両２００に設けられた車両側制御部３６と接続されて通信を行う。
【００２９】
　電源装置１００が接続される車両２００側は、電池ユニット２０から供給される電力を
モータ３２に供給し、また発電機３４の電力を電池ユニット２０に供給する双方向電力変
換装置３０を備える。双方向電力変換装置３０は、電池ユニット２０の直流電力を三相の
交流電力に変換してモータ３２に供給し、発電機３４から出力される交流を直流に変換し
て電池ユニット２０に供給する。この双方向電力変換装置３０は、車両側制御部３６で制
御されて、電池ユニット２０からモータ３２への供給電力と、発電機３４から電池ユニッ
ト２０への充電電力をコントロールする。以下、電源装置１００側について説明する。
【００３０】
　電池ユニット２０に内蔵される二次電池２２は、本実施形態ではニッケル水素電池又は
リチウムイオン電池である。ただし、電池はリチウムポリマー電池やニッケルカドミウム
電池等の充電できるすべての電池とすることもできる。また、電池は、一つ又は複数を直
列、または並列あるいは直列と並列を組み合わせて接続している。電池は複数の電池を連
結したモジュールで構成され、複数の電池モジュールを連結して電池ユニット２０を構成
している。
【００３１】
　電圧検出部１２は、電池ユニット２０に内蔵される二次電池２２の電圧を検出する。図
の電池ユニット２０は、複数の二次電池２２を直列に接続しているので、電圧検出部１２
は直列に接続している電池のトータル電圧を検出している。ただ、電池ユニット２０を構
成する電池モジュール毎に電圧を検出することもできる。電圧検出部１２は、充放電され
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る電池２２の電圧を所定の周期で検出して残容量演算部１８に出力する。電圧検出部１２
は、検出した電圧をＡ／Ｄコンバータでアナログ信号に変換して残容量演算部１８に出力
している。電圧検出部１２は、一定のサンプリング周期で電池電圧を検出して、検出した
電圧をデジタル信号として残容量演算部１８に出力する。サンプリング周期は、好ましく
は１ｍｓｅｃ～１０ｍｓｅｃに設定される。ただし、サンプリング周期は１００μｓｅｃ
～１００ｍｓｅｃに設定することもできる。サンプリング周期を短くして、変化する電圧
をより正確に検出できる。ただ、サンプリング周期が短くなると、高速処理する高価なＡ
／Ｄコンバータを使用する必要がある。したがって、サンプリング周期は、部品コストと
要求される制度で最適値に設定される。
【００３２】
　温度検出部１４は、電池ユニット２０に内蔵される電池の温度を検出する温度センサ１
７を備える。温度センサ１７は、電池の表面に接触し、あるいは熱伝導材を介して電池に
接触し、あるいはまた電池の表面に接近して電池に熱結合されて電池温度を検出する。温
度センサ１７は、本実施形態ではサーミスタである。ただし、温度センサ１７には、ＰＴ
Ｃやバリスタ等、温度を電気抵抗に変換できる全ての素子を使用できる。また、温度セン
サ１７には、電池から放射される赤外線を検出して電池に非接触な状態で温度を検出でき
る素子も使用できる。温度検出部１４も、検出した電池温度をＡ／Ｄコンバータでアナロ
グ信号からデジタル信号に変換して残容量演算部１８に出力し、あるいは、アナログ信号
で残容量演算部１８に出力する。温度検出部１４は、一定のサンプリング周期で、あるい
は連続的に電池温度を検出して、検出した電池温度を残容量演算部１８に出力する。
【００３３】
　電流検出部１６は、例えば、電池と直列に抵抗素子を接続し、この抵抗素子の両端に誘
導される電圧を検出して、電池に流れる放電電流を検出する。抵抗素子は低抵抗な抵抗器
である。ただ、抵抗素子には、トランジスタやＦＥＴ等の半導体も使用できる。電池の充
電電流と放電電流は電流が流れる方向が逆であるから、抵抗素子に誘導される正負の極性
が反転する。したがって、抵抗素子の極性で放電電流と判定して、抵抗素子に誘導される
電圧で電流を検出できる。電流が抵抗素子に誘導される電圧に比例するからである。この
電流検出部１６は電池の放電電流を正確に検出できる。ただし、電流検出部１６には、リ
ード線に流れる電流で外部に漏れる磁束を検出して電流を検出するホール素子等を使用す
る構造とすることもできる。
【００３４】
　電流検出部１６は、充放電される電池２２の電流を所定の周期で検出して残容量演算部
１８に出力している。電流検出部１６も、検出した放電電流をＡ／Ｄコンバータでアナロ
グ信号からデジタル信号に変換して残容量演算部１８に出力する。この電流検出部１６は
、一定のサンプリング周期で電池の充放電電流を検出して、検出した放電電流をデジタル
信号として残容量演算部１８に出力する。サンプリング周期は、電圧検出部１２と同じよ
うに、好ましくは１ｍｓｅｃ～１０ｍｓｅｃに設定される。ただし、このサンプリング周
期も１００μｓｅｃ～１００ｍｓｅｃに設定することもできる。サンプリング周期を短く
して、変化する電流をより正確に検出できる。
【００３５】
　電圧検出部１２と温度検出部１４と電流検出部１６から、一定のサンプリング周期でデ
ジタル値の信号を残容量演算部１８に出力する装置は、各々の検出部から残容量演算部１
８にデジタル信号を出力するタイミングをずらせて順番に、すなわち時分割にデジタル信
号を残容量演算部１８に出力する。
【００３６】
　残容量演算部１８は、図２のモデル化した図に示すように、電圧検出部１２と温度検出
部１４と電流検出部１６から入力される信号を演算して電池２２の残容量を検出する。図
の残容量演算部１８は、第１の演算部４１と、第２の演算部４２と、第３の演算部４３と
、主演算部４０とを備えている。第１の演算部４１は、電圧検出部１２と電流検出部１６
から入力される複数の電流値及び電圧値から第１の開放端子電圧Ｖｏｃ１を演算して、第
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１の開放端子電圧Ｖｏｃ１から第１の残容量［ＳＯＣｖ１（％）］を検出する。第２の演
算部４２は、電圧検出部１２と電流検出部１６から入力される電圧値と電流値と、電池２
２のオーミック抵抗値Ｒｏによる電圧降下Ｖｏと、分極抵抗値Ｒｐによる電圧降下Ｖｐか
ら第２の開放端子電圧Ｖｏｃ２を演算し、演算される第２の開放端子電圧Ｖｏｃ２から第
２の残容量［ＳＯＣｖ２（％）］を検出する。第３の演算部４３は、電流検出部１６から
入力される電池２２の電流値を積算して、積算値から第３の残容量［ＳＯＣｉ（％）］を
算出する。主演算部４０は、第１の演算部４１で演算される第１の残容量ＳＯＣｖ１と、
第２の演算部４２で演算される第２の残容量ＳＯＣｖ２と、第３の演算部４３で算出され
る第３の残容量ＳＯＣｉから、充放電される電池２２の実質残容量［ＳＯＣ（％）］を算
出する。
【００３７】
（第１の演算部４１）
　第１の演算部４１は、電流検出部１６で検出する電流と、電圧検出部１２で検出する電
圧から第１の開放端子電圧Ｖｏｃ１を演算する。第１の演算部４１は、電流検出部１６と
電圧検出部１２から入力される複数回の検出データを平均して、電流及び電圧の平均値を
演算する。第１の演算部４１は、好ましくは２ｓｅｃ間の電流と電圧の平均値を演算する
。電流及び電圧の平均値は、必ずしも２ｓｅｃ間の平均値として検出する必要はなく、た
とえば平均する時間幅を、０．５ｓｅｃ～５ｓｅｃとして演算することもできる。平均値
を演算する時間幅は、一定のサンプリング周期で入力されるデジタル信号を数で調整する
。たとえば、１０ｍｓｅｃのサンプリング周期で電流や電圧を示すデジタル信号が入力さ
れるとき、２００回のデジタル信号を平均して、２秒間の平均値を演算できる。
【００３８】
　第１の演算部４１は、第１の開放端子電圧Ｖｏｃ１を検出するために、電池の電流及び
電圧を平均値として検出するが、平均値を検出する時間幅は、第２の開放端子電圧Ｖｏｃ
２を検出する第２の演算部４２が電流及び電圧を検出する時間幅よりも長くする。比較的
大きな電流が流れる状態で、平均値を検出する時間幅を長くすることで、電流及び電圧を
より正確に検出して、第１の開放端子電圧Ｖｏｃ１を正確に検出できるからである。
【００３９】
　第１の演算部４１は、電池の電流を検出する同じタイミングで電圧を検出する。すなわ
ち、電流と電圧は、同一のタイミングで検出される。ただし、必ずしも電流と電圧とを完
全に一致するタイミングで検出する必要はなく、ほぼ同時に、たとえば、サンプリングさ
れる１～数周期ずれたタイミングで電流と電圧を検出することもできる。
【００４０】
　平均値として検出される電流及び電圧は、図３に示すように分布する。この図は、電流
を検出するタイミングにおける電圧をプロットしている。時間をずらして電流及び電圧を
少なくとも２回検出して電流－電圧特性を示す一次関数を演算し、電流を０とする第１の
開放端子電圧Ｖｏｃ１を演算する。図３に示す電流－電圧特性を示す一次関数は、電流及
び電圧の測定回数を多くし、より多数の点から演算することで、より正確に検出できる。
電流－電圧特性を示す一次関数は、多数の電流及び電圧の測定点から最小自乗法等で演算
して、より正確に検出できる。
【００４１】
　第１の演算部４１は、演算される第１の開放端子電圧Ｖｏｃ１から電池の第１の残容量
ＳＯＣｖ１を検出する。残容量演算部１８は、開放端子電圧Ｖｏｃから残容量を特定する
電圧・残容量特性値をあらかじめ測定して、データとしてメモリ４５に記憶している。メ
モリ４５は、ルックアップテーブルとして、あるいは関数として電圧・残容量特性値を記
憶している。電圧・残容量特性値は、残容量を検出する電池２２と同じタイプの電池の電
圧と残容量とを正確に測定して特定される。電圧・残容量特性値は、電圧が最低電圧に低
下するまで、すなわち完全に放電して残容量を０％とするまで標準電池を放電した後、充
電容量を検出しながら最高電圧となって残容量を１００％とするまで満充電して検出でき
る。電圧が最低電圧となるまで完全に放電された標準電池の残容量は正確に０％として検
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出でき、また、電圧が最高電圧になるまで完全に出力された標準電池の残容量は１００％
として正確に検出でき、また完全に放電された標準電池の充電電流を積算しながら残容量
を演算することで、電池の残容量は正確に検出できるので、残容量を検出しながら、その
ときの電圧を検出することで、電圧・残容量特性値は正確に検出できる。
【００４２】
（第２の演算部４２）
　第２の演算部４２は、電池の電流及び電圧に加えて、劣化状態で変化するパラメーター
であるオーミック抵抗値Ｒｏと分極抵抗値Ｒｐから第２の開放端子電圧Ｖｏｃ２を演算し
て、第２の開放端子電圧Ｖｏｃ２と電圧・残容量特性値から第２の残容量ＳＯＣｖ２を検
出する。第２の演算部４２は、充放電される電池の電流及び電圧を検出して、検出する電
流及び電圧と、電池のオーミック抵抗値Ｒｏによる電圧降下Ｖｏと、分極抵抗値Ｒｐによ
る電圧降下Ｖｐの両方を演算して、以下の式２でもって、開放端子電圧Ｖｏｃ２を演算す
る。
　［式２］
　開放端子電圧Ｖｏｃ２＝Ｖ＿ｎ－Ｖｐ－Ｖｏ－Ｖｈ
　ただし、Ｖｐ＝Ｒｐ［Ω］×Ｉ＿ｎ［Ａ］×ｔａｕ×ａ
　　　　　Ｖｏ＝Ｒｏ［Ω］×Ｉ＿ｎ［Ａ］×ｂ×ｃ
　以上の式２において、
　Ｖ＿ｎはある時間における電池の電圧、
　Ｉ＿ｎは電圧を検出するタイミングにおける電池の電流であって、放電電流を－、充電
電流を＋とする、
　ｔａｕ、ａ、ｂ、ｃは温度によって特定される定数、
　Ｖｈは電池の充放電におけるヒステリシス特性によって特定される変数である。
【００４３】
　このように、第２の残容量ＳＯＣｖ２を検出するにあたり、電池の劣化度等で変化する
パラメーターであるオーミック抵抗値Ｒｏと分極抵抗値Ｒｐを考慮して第２の開放端子電
圧Ｖｏｃ２を演算するのは、電流及び電圧の実測値から演算される第１の開放端子電圧Ｖ
ｏｃ１から特定される第１の残容量ＳＯＣｖ１だけではフォローできない部分、例えば、
連続放電・充電時、小さい充放電電流が続くときにおいても、定数を含んだ数式から演算
される第２の開放端子電圧Ｖｏｃ２から特定される第２の残容量ＳＯＣｖ２を用いること
で、残容量を高精度に検出するためである。たとえば、実測値として電流及び電圧を２回
検出して、検出する電流値が大きく異なる状態においては、比較的正確に開放端子電圧Ｖ
ｏｃを演算できるが、複数回電流を検出して、電流の変化幅が小さい領域においては、正
確に内部抵抗Ｒを検出できず、内部抵抗Ｒから開放端子電圧Ｖｏｃを少ない誤差で検出で
きない問題点がある。それは、電池の電流の変化幅が小さい状態では、図３において、電
流－電圧特性の電流の変化幅（Ｉｗ）が小さく、電流－電圧特性を示す一次関数が短くな
って、傾きを正確に検出して、内部抵抗Ｒを演算できないからである。このため、従来の
残容量ＳＯＣｉと残容量ＳＯＣｖから実質残容量ＳＯＣを演算する方法は、電池の充放電
される電流が大きい状態では残容量ＳＯＣｖを高精度に演算できても、電流の小さい状態
においては、残容量ＳＯＣｖを高い精度で演算できず、充放電される電池の実質残容量Ｓ
ＯＣを正確に演算できない欠点があった。これに対して、本発明では、電池の電流及び電
圧のみでなく、電池の劣化度等で変化するパラメーターであるオーミック抵抗値Ｒｏや分
極抵抗値Ｒｐをも考慮して第２の開放端子電圧Ｖｏｃ２を演算し、第２の開放端子電圧Ｖ
ｏｃ２から第２の第２の残容量ＳＯＣｖ２を検出して、この第２の残容量ＳＯＣｖ２を考
慮して実質残容量ＳＯＣを演算することで、連続放電・充電時、あるいは小さい充放電電
流が続くときにおいても残容量を高精度に検出できる。
【００４４】
　第２の開放端子電圧Ｖｏｃ２を演算するために検出する電流及び電圧の時間幅は、第１
の開放端子電圧Ｖｏｃ１を検出する電流及び電圧を検出して平均値を演算する時間幅より
も短くする。たとえば、第２の開放端子電圧Ｖｏｃ２を演算するための瞬間電流及び瞬間
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電圧は、電圧検出部と電圧検出部から入力される１回のデジタル信号から検出され、ある
いは、２ないし１０回の検出データの平均値から検出される。瞬間電流と瞬間電圧を検出
する時間幅を短くするのは、変動する電流及び電圧を正確に検出するためである。
【００４５】
　第２の演算部４２は、第２の開放端子電圧Ｖｏｃ２を検出するために、オーミック抵抗
値Ｒｏと分極抵抗値Ｒｐとを使用するが、これ等の値は電池の劣化度から特定される数値
としてメモリ４５に記憶されている。すなわち、電池の劣化度に対する電池のオーミック
抵抗値Ｒｏと分極抵抗値Ｒｐは、標準の電池を使用してあらかじめ測定されて、測定され
た数値をオーミック抵抗値Ｒｏと分極抵抗値Ｒｐとして、ルックアップテーブルや関数と
してメモリ４５に記憶している。電池の劣化度は、内部抵抗Ｒから特定されるので、メモ
リ４５は、さらに内部抵抗Ｒに対する劣化度を特定するデータもルックアップテーブルや
関数として記憶している。第２の演算部４２は、電池の劣化度を検出して、劣化度とメモ
リ４５に記憶されるデータからオーミック抵抗値Ｒｏと分極抵抗値Ｒｐを特定する。
【００４６】
　さらに、以上の式２は、定数としてｔａｕ、ａ、ｂ、ｃを使用するが、この定数は温度
によって特定される定数である。これ等の定数は、標準電池を特定の温度環境としてｔａ
ｕ、ａ、ｂ、ｃを検出し、温度に対するｔａｕ、ａ、ｂ、ｃを定数としてメモリ４５に記
憶している。
【００４７】
　さらに、以上の式２は、ヒステリシス特性を補正する変数をＶｈとして使用する。電池
のヒステリシス特性を補正するＶｈも、標準電池を充放電することで検出されて、検出さ
れるデータをルックアップテーブルや関数としてメモリ４５に記憶している。
【００４８】
　第２の演算部４２は、電圧検出部１２で検出される電圧と、電流検出部１６で検出され
る電流と、電池の内部抵抗Ｒから検出される劣化度とメモリ４５の記録データから特定さ
れるオーミック抵抗値Ｒｏ及び分極抵抗値Ｒｐと、温度検出部１４の検出温度とメモリ４
５の記録データから定数のｔａｕ、ａ、ｂ、ｃと、メモリ４５の記録データから特定され
るヒステリシス特性を補正するＶｈを特定して、以上の式２から第２の開放端子電圧Ｖｏ
ｃ２を演算する。
【００４９】
　さらに、第２の演算部４２は、演算される第２の開放端子電圧Ｖｏｃ２から電池の第２
の残容量ＳＯＣｖ２を検出する。残容量演算部１８は、第２の開放端子電圧Ｖｏｃ２から
第２の残容量ＳＯＣｖ２を特定する電圧・残容量特性値をあらかじめ測定してメモリ４５
に記憶している。第２の開放端子電圧Ｖｏｃ２から第２の残容量ＳＯＣｖ２を検出する電
圧・残容量特性値には、第１の開放端子電圧Ｖｏｃ１から第１の残容量ＳＯＣｖ１を検出
するためにメモリ４５に記憶している電圧・残容量特性値を使用することもでき、また、
第２の開放端子電圧Ｖｏｃ２から第２の残容量ＳＯＣｖ２を特定するために専用の電圧・
残容量特性値をメモリ４５に記憶して、この記録データから第２の残容量ＳＯＣｖ２を検
出することもできる。
【００５０】
　第２の開放端子電圧Ｖｏｃ２から第２の残容量ＳＯＣｖ２を特定する電圧・残容量特性
値も標準電池を使用して測定され、測定結果を、ルックアップテーブルとして、あるいは
関数としてメモリ４５に記憶される。
【００５１】
（第３の演算部４３）
　第３の演算部４３は、充電電流と放電電流を検出して、電流検出部１６で検出する電池
の電流を積算して第３の残容量ＳＯＣｉを演算する。第３の残容量ＳＯＣｉは、充電電流
の積算値から放電電流の積算値を減算して残容量（Ａｈ）を演算し、演算される残容量（
Ａｈ）と満充電容量（Ａｈ）から演算される。充電容量は充電電流を積算して演算される
。放電容量は放電電流を積算して演算される。



(12) JP 6132314 B2 2017.5.24

10

20

30

40

50

【００５２】
　第３の演算部４３は、電池が満充電された状態から放電電流の積算値を減算して残容量
（Ａｈ）を精度よく演算でき、あるいは、完全放電された状態から充電電流の積算値を加
算して残容量（Ａｈ）を精度よく演算できる。ただ、電池は必ずしも満充電状態や完全放
電された状態にはない。したがって、第３の演算部４３は、後述する主演算部４０で演算
される実質残容量ＳＯＣ（％）と満充電容量（Ａｈ）から最新の残容量（Ａｈ）を算出し
、この最新の残容量（Ａｈ）に、充電電流を積算した充電容量（Ａｈ）を加算し、放電電
流を積算した放電容量（Ａｈ）を減算して変動する容量（Ａｈ）を算出し、算出される容
量（Ａｈ）と満充電容量（Ａｈ）との比率から第３の残容量ＳＯＣｉ（％）を演算する。
これにより、充電電流と放電電流の積算値から演算される第３の残容量ＳＯＣｉを精度よ
く演算できる。
【００５３】
（主演算部４０）
　主演算部４０は、第１の演算部４１で演算される第１の残容量ＳＯＣｖ１と、第２の演
算部４２で演算される第２の残容量ＳＯＣｖ２と、第３の演算部４３で算出される第３の
残容量ＳＯＣｉを加重平均して、以下の式１で、充放電されて変化する電池の実質残容量
ＳＯＣを演算する。
［式１］
　実質残容量［ＳＯＣ（％）］
　　＝α×ＳＯＣｉ（％）＋β×ＳＯＣｖ１（％）＋γ×ＳＯＣｖ２（％）
　ただし、以上の式において、αとβとγは、α≧０かつβ≧０かつγ＞０の定数であっ
て、α＋β＋γ＝１である。
【００５４】
　主演算部４０は、電池の第１の残容量ＳＯＣｖ１、第２の残容量ＳＯＣｖ２と、第３の
残容量ＳＯＣｉから、より正確に残容量ＳＯＣを演算できるように定数のα、β、γを特
定する。
【００５５】
　定数α、β、γは、図４と図５に示すように、残容量ＳＯＣや電池の電流値により最適
値に設定される。開放端子電圧Ｖｏｃから検出される第１のＳＯＣｖ１と第２の残容量Ｓ
ＯＣｖ２は、開放端子電圧Ｖｏｃが電池の最低電圧や最高電圧の近傍で精度が高くなる。
開放端子電圧Ｖｏｃが最低電圧となり、あるいは最高電圧となる領域は、残容量が最小又
は最大となる。したがって、図４に示すように、第１の残容量ＳＯＣｖ１を重み付けする
βと、第２の残容量ＳＯＣｖ２を重み付けするγとの和β＋γは、残容量ＳＯＣが最低と
なりあるいは最高となる領域で大きく、第３の残容量ＳＯＣｉを重み付けするαは、この
領域で小さく設定される。また、電流及び電圧のみから特定される第１の残容量ＳＯＣｖ
１は、電池の電流が大きい領域で第２の残容量ＳＯＣｖ２よりも高精度となるので、図５
に示すように、第１の残容量ＳＯＣｖ１を重み付けするβは、電池の電流の変化幅が大き
くなるにしたがって大きく、第２の残容量ＳＯＣｖ２を重み付けするγは電流の変化幅が
小さくなるにしたがって大きく設定される。
【００５６】
　主演算部４０は、以上のようにして第１の残容量ＳＯＣｖ１と、第２の残容量ＳＯＣｖ
２と、第３の残容量ＳＯＣｉとを検出した後、これ等を加重平均して充放電される電池の
実質残容量ＳＯＣを演算する。主演算部４０は、加重平均に使用するα、β、γを、電池
の残容量ＳＯＣ、電圧、電流から最適値に設定して、実質残容量ＳＯＣを演算する。たと
えば、電池の残容量が５０％の近傍にあると、β＋γを０～０．４と小さくし、αを０．
６～１と大きく設定して、実質残容量ＳＯＣを検出する。電池の残容量が０～２０％ある
いは８０％～１００％の領域においては、αを０～０．２と小さくし、β＋γを０．８～
１とすることができる。ここで、電池の残容量が０％または１００％に近い状態において
は、α＝０として、第１の残容量ＳＯＣｖ１と第２の残容量ＳＯＣｖ２から実質残容量Ｓ
ＯＣを演算することもできる。電池の残容量が０％または１００％に近い状態では、開放
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端子電圧Ｖｏｃから電池の残容量を高精度に検出できるからである。
【００５７】
　また、第１の残容量ＳＯＣｖ１を重み付けするβと第２の残容量ＳＯＣｖ２を重み付け
するγの値は、電流の変化幅が０．５Ｃ以上の領域においては、βをγよりも大きくし、
電流の変化幅が０．５Ｃ以下の領域においては、βをγより小さくする。ここで、電流の
変化幅が０に近い領域においては、β＝０として、第２の残容量ＳＯＣｖ２と第３の残容
量ＳＯＣｉから実質残容量ＳＯＣを演算することもできる。
【００５８】
　主演算部４０は、以上のようにして第１の残容量ＳＯＣｖ１と、第２の残容量ＳＯＣｖ
２と第３の残容量ＳＯＣｉとを検出した後、これ等を加重平均して充放電される電池の実
質残容量ＳＯＣを演算する。主演算部４０は、加重平均に使用するα、β、γを、電池の
残容量ＳＯＣ、電圧、電流から最適値に設定して、実質残容量ＳＯＣを演算する。たとえ
ば、電池の残容量が５０％の近傍にあると、β＋γを例えば０～０．４と小さくし、αを
０．６～１と大きく設定して、実質残容量ＳＯＣを検出する。電池の残容量が０～２０％
あるいは８０％～１００％の領域であって、電流の変化幅が０．５Ｃ以上の領域において
は、αを０～０．２と小さくし、βをγよりも大きくしてβ＋γを０．８～１とし、また
、電流の変化幅が０．５Ｃ以下の領域においては、βをγより小さくしてβ＋γを０．８
～１として、実質残容量ＳＯＣを演算する。ただ、主演算部４０は、βの値を０として使
用することも可能である。
【００５９】
　主演算部４０で演算された実質残容量ＳＯＣは、通信処理部１９を介して接続機器通信
端子２８から車両側制御部３６に送信される。さらに、主演算部４０で演算された実質残
容量ＳＯＣは、第３の演算部４３にも入力される。第３の演算部４３は、主演算部４０か
ら入力された実質残容量ＳＯＣ（％）と満充電容量（Ａｈ）から最新の残容量（Ａｈ）を
算出し、この最新の残容量（Ａｈ）に、電流検出部１６で検出される電池の充放電の電流
を積算して得られる充電容量（Ａｈ）を加算し、放電容量（Ａｈ）を減算して算出される
容量（Ａｈ）と満充電容量（Ａｈ）とから第３の残容量ＳＯＣｉ（％）を演算する。
【００６０】
　以上のようにして電池の残容量を正確に検出することで、充放電中の各時点において利
用可能な電力量が正確に予測でき、車両は、的確に電力量を制御して電池を安全にかつ効
率的に利用することができる。
【００６１】
　以上の電源装置は、車載用の電源として利用できる。電源装置を搭載する車両としては
、エンジンとモータの両方で走行するハイブリッド車やプラグインハイブリッド車、ある
いはモータのみで走行する電気自動車などの電動車両が利用でき、これらの車両の電源と
して使用される。
【００６２】
（ハイブリッド車用電源装置）
　図６に、エンジンとモータの両方で走行するハイブリッド車に電源装置を搭載する例を
示す。この図に示す電源装置を搭載した車両ＨＶは、車両ＨＶを走行させるエンジン３５
及び走行用のモータ３２と、モータ３２に電力を供給する電源装置１００と、電源装置１
００の電池を充電する発電機３４とを備えている。電源装置１００は、双方向電力変換装
置３０であるＤＣ／ＡＣインバータ３１を介してモータ３２と発電機３４に接続している
。車両ＨＶは、電源装置１００の電池を充放電しながらモータ３２とエンジン３５の両方
で走行する。モータ３２は、エンジン効率の悪い領域、例えば加速時や低速走行時に駆動
されて車両を走行させる。モータ３２は、電源装置１００から電力が供給されて駆動する
。発電機３４は、エンジン３５で駆動され、あるいは車両にブレーキをかけるときの回生
制動で駆動されて、電源装置１００の電池を充電する。
【００６３】
（電気自動車用電源装置）
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　また、図７に、モータのみで走行する電気自動車に電源装置を搭載する例を示す。この
図に示す電源装置を搭載した車両ＥＶは、車両ＥＶを走行させる走行用のモータ３２と、
このモータ３２に電力を供給する電源装置１００と、この電源装置１００の電池を充電す
る発電機３４とを備えている。電源装置１００は、双方向電力変換装置３０であるＤＣ／
ＡＣインバータ３１を介してモータ３２と発電機３４に接続している。モータ３２は、電
源装置１００から電力が供給されて駆動する。発電機３４は、車両ＥＶを回生制動する時
のエネルギーで駆動されて、電源装置１００の電池を充電する。
【００６４】
　なお、上記の車両においては、モータ３２と発電機３４の両方を搭載する例を示したが
、車両は、モータと発電機のいずれか一方を搭載することもできる。また、車両は、モー
タと発電機を同一機として搭載してもよい。このような車両として、例えば、発電機に兼
用されるモータを搭載することができる。この車両は、電源装置の電力でモータを駆動し
て走行し、また、このモータを回生制動させて電源装置の電池を充電できる。
【００６５】
（蓄電用電源装置）
　さらに、この電源装置は、移動体用の動力源としてのみならず、載置型の蓄電用設備と
しても利用できる。例えば家庭用、工場用の電源として、太陽光や深夜電力などで充電し
、必要時に放電する電源システム、あるいは日中の太陽光を充電して夜間に放電する街路
灯用の電源や、停電時に駆動する信号機用のバックアップ電源などにも利用できる。この
ような例を図８に示す。この図に示す電源装置１００は、商用電源の深夜電力や太陽電池
等の充電用電源５１から供給される電力をＤＣ／ＤＣコンバータ５６で所定の電圧に調整
して電源ユニット２０の電池２２を充電し、電源ユニット２０から双方向電力変換装置３
０であるＤＣ／ＡＣインバータ３１を介して負荷５０に電力を供給する。このため電源装
置１００は、充電モードと放電モードを備える。ＤＣ／ＡＣインバータ３１と充電用電源
５１は、それぞれ、放電スイッチ５２及び充電スイッチ５３を介して電源装置１００と接
続されている。放電スイッチ５２及び充電スイッチ５３のＯＮ／ＯＦＦは、電源装置１０
０の制御回路４６によって切り替えられる。充電モードにおいては、制御回路４６は充電
スイッチ５３をＯＮに、放電スイッチ５２をＯＦＦに切り替えて、充電用電源５１から電
源装置１００への充電を許可する。また、充電が完了して満充電になると、あるいは所定
値以上の容量が充電された状態で負荷側からの要求に応じて、制御回路４６は充電スイッ
チ５３をＯＦＦに、放電スイッチ５２をＯＮにして放電モードに切り替え、電源装置１０
０からＤＣ／ＡＣインバータ３１への放電を許可する。また、必要に応じて、充電スイッ
チ５３をＯＮに、放電スイッチ５２をＯＮにして、ＤＣ／ＡＣインバータ３１への電力供
給と、電源装置１００への充電を同時に行うこともできる。
【００６６】
　電源装置１００から電力が供給されるＤＣ／ＡＣインバータ３１は、放電スイッチ５２
を介して電源装置１００と接続されている。電源装置１００の放電モードにおいては、制
御回路４６が放電スイッチ５２をＯＮに切り替えて、ＤＣ／ＡＣインバータ３１に接続し
、ＤＣ／ＡＣインバータ３１を介して電源装置１００からの電力を負荷５０である電気機
器５４に供給する。放電スイッチ５２のＯＮ／ＯＦＦは、電源装置１００の制御回路４６
によって制御される。また、制御回路４６は、外部機器と通信するための通信インターフ
ェース（図示せず）を備えている。制御回路４６は、図示しないが、ＵＡＲＴやＲＳ－２
３２Ｃ等の既存の通信プロトコルに従い、ホスト機器と接続することができる。また、必
要に応じて、電源装置に対してユーザが操作を行うためのユーザインターフェースを設け
ることもできる。
【００６７】
　なお、上記の蓄電装置においては、これに使用される電源装置として、外部接続される
充電用電源から供給される電力で充電され、かつ、外部接続される負荷に電力を供給する
例を示したが、蓄電装置に使用される電源装置は、外部接続される負荷に電力を供給する
電源装置とし、あるいは、外部接続される充電用電源から供給される電力で充電される電
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【産業上の利用可能性】
【００６８】
　本発明に係る電源装置及び電池の残容量の検出方法は、ＥＶ走行モードとＨＥＶ走行モ
ードとを切り替え可能なプラグイン式ハイブリッド電気自動車やハイブリッド式電気自動
車、電気自動車などの電源装置として好適に利用できる。また、コンピュータサーバのラ
ックに搭載可能なバックアップ電源装置、携帯電話等の無線基地局用のバックアップ電源
装置、家庭内用、工場用の蓄電用電源、街路灯の電源等の蓄電装置、信号機などのバック
アップ電源用などの用途にも適宜利用できる。
【符号の説明】
【００６９】
１００…電源装置
２００…車両
１０…残容量検出装置
１２…電圧検出部
１４…温度検出部
１６…電流検出部
１７…温度センサ
１８…残容量演算部
１９…通信処理部
２０…電池ユニット
２２…電池
２８…接続機器通信端子
３０…双方向電力変換装置
３１…ＤＣ／ＡＣインバータ
３２…モータ
３４…発電機
３５…エンジン
３６…車両側制御部
４０…主演算部
４１…第１の演算部
４２…第２の演算部
４３…第３の演算部
４５…メモリ
４６…制御回路
５０…負荷
５１…充電用電源
５２…放電スイッチ
５３…充電スイッチ
５４…電気機器
５６…ＤＣ／ＤＣコンバータ
ＥＶ…車両
ＨＶ…車両
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