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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
正極と負極と復帰型の安全弁装置と水系電解液とを備えるニッケル水素蓄電池について、
前記負極の放電容量を増加させる電池の容量回復方法であって、
　前記ニッケル水素蓄電池を充電して、前記正極で前記水系電解液から酸素ガスを発生さ
せると共に、前記安全弁装置を開弁状態とし、発生した酸素ガスの少なくとも一部を前記
安全弁装置を通じて電池外部に排出する酸素発生排出ステップを備え、
　前記酸素発生排出ステップの開始時の電池温度Ｔａが－３０～１０℃の範囲内で前記開
始時のＳＯＣが（３０－Ｔａ）～１００％の範囲内、または、前記開始時の電池温度Ｔａ
が１０～５０℃の範囲内で前記開始時のＳＯＣが２０～１００％の範囲内である
電池の容量回復方法。
【請求項２】
正極と負極と復帰型の安全弁装置と水系電解液とを備えるニッケル水素蓄電池について、
前記負極の放電容量を増加させる電池の容量回復方法であって、
　前記ニッケル水素蓄電池を充電して、前記正極で前記水系電解液から酸素ガスを発生さ
せると共に、前記安全弁装置を開弁状態とし、発生した酸素ガスの少なくとも一部を前記
安全弁装置を通じて電池外部に排出する酸素発生排出ステップを備え、
　前記酸素発生排出ステップの開始時の電池温度Ｔａが－３０～１０℃の範囲内で前記開
始時のＳＯＣが（４０－Ｔａ）～１００％の範囲内、または、前記開始時の電池温度Ｔａ
が１０～５０℃の範囲内で前記開始時のＳＯＣが３０～１００％の範囲内である
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電池の容量回復方法。
【請求項３】
複数の前記ニッケル水素蓄電池を備える組電池の各々の前記ニッケル水素蓄電池について
、請求項１または請求項２に記載の電池の容量回復方法を行う組電池の容量回復方法であ
って、
　前記組電池をなす複数の前記ニッケル水素蓄電池のうち、これらの中央部に配置された
一又は複数のニッケル水素蓄電池を冷却する、及び、
　前記組電池をなす複数の前記ニッケル水素蓄電池のうち、これらの外側部に配置された
一又は複数のニッケル水素蓄電池を加熱する、の少なくともいずれかを行いつつ、前記酸
素発生排出ステップを行う
組電池の容量回復方法。
【請求項４】
正極と負極と復帰型の安全弁装置と水系電解液とを備えるニッケル水素蓄電池について、
前記負極の放電容量を増加させる電池の容量回復装置であって、
　前記ニッケル水素蓄電池を充電して、前記正極で前記水系電解液から酸素ガスを発生さ
せる充電部と、
　前記ニッケル水素蓄電池の前記安全弁装置を開弁させる開弁部と、
　前記ニッケル水素蓄電池の電池温度Ｔａを検知する温度検知部と、
　前記ニッケル水素蓄電池のＳＯＣを測定するＳＯＣ測定部と、
　前記ニッケル水素蓄電池の電池温度及びＳＯＣに基づいて、前記充電部による充電及び
前記開弁部による開弁を制御する制御部と、を備え、
　前記制御部は、
　　前記温度検知部で検知した電池温度Ｔａが－３０～１０℃の範囲内で、かつ、前記Ｓ
ＯＣ測定部で測定したＳＯＣが（３０－Ｔａ）～１００％の範囲内であることを開始条件
とし、前記充電部で前記ニッケル水素蓄電池を充電すると共に、前記開弁部で前記安全弁
装置を開弁状態にする、または、
　　電池温度Ｔａが１０～５０℃の範囲内で、かつ、ＳＯＣが２０～１００％の範囲内で
あることを開始条件とし、前記充電部で前記ニッケル水素蓄電池を充電すると共に、前記
開弁部で前記安全弁装置を開弁状態にする
電池の容量回復装置。
【請求項５】
正極と負極と復帰型の安全弁装置と水系電解液とを備えるニッケル水素蓄電池について、
前記負極の放電容量を増加させる電池の容量回復装置であって、
　前記ニッケル水素蓄電池を充電して、前記正極で前記水系電解液から酸素ガスを発生さ
せる充電部と、
　前記ニッケル水素蓄電池の前記安全弁装置を開弁させる開弁部と、
　前記ニッケル水素蓄電池の電池温度Ｔａを検知する温度検知部と、
　前記ニッケル水素蓄電池のＳＯＣを測定するＳＯＣ測定部と、
　前記ニッケル水素蓄電池の電池温度及びＳＯＣに基づいて、前記充電部による充電及び
前記開弁部による開弁を制御する制御部と、を備え、
　前記制御部は、
　　前記温度検知部で検知した電池温度Ｔａが－３０～１０℃の範囲内で、かつ、前記Ｓ
ＯＣ測定部で測定したＳＯＣが（４０－Ｔａ）～１００％の範囲内であることを開始条件
とし、前記充電部で前記ニッケル水素蓄電池を充電すると共に、前記開弁部で前記安全弁
装置を開弁状態にする、または、
　　電池温度Ｔａが１０～５０℃の範囲内で、かつ、ＳＯＣが３０～１００％の範囲内で
あることを開始条件とし、前記充電部で前記ニッケル水素蓄電池を充電すると共に、前記
開弁部で前記安全弁装置を開弁状態にする
電池の容量回復装置。
【請求項６】
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複数の前記ニッケル水素蓄電池を備える組電池の各々の前記ニッケル水素蓄電池について
、前記負極の放電容量を増加させる組電池の容量回復装置であって、
　請求項４または請求項５に記載の電池の容量回復装置と、
　前記組電池をなす複数の前記ニッケル水素蓄電池のうち、これらの中央部に配置された
一又は複数のニッケル水素蓄電池を冷却する冷却装置、及び、前記組電池をなす複数の前
記ニッケル水素蓄電池のうち、これらの外側部に配置された一又は複数のニッケル水素蓄
電池を加熱する加熱装置の少なくともいずれかと、を備える
組電池の容量回復装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、正極と負極と復帰型の安全弁装置と水系電解液とを備えるニッケル水素蓄電
池について、負極の放電容量を増加させる電池の容量回復方法、組電池の容量回復方法、
電池の容量回復装置、及び、組電池の容量回復装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ニッケル水素蓄電池（以下、単に電池とも言う）は、一般に、負極の容量を正極の容量
よりも大きくしているので、電池容量は、正極の容量によって制限される（以下、これを
正極規制とも言う）。このように正極規制とすることにより、過充電時及び過放電時にお
ける電池内圧の上昇を抑制できる。なお、負極を正極と対比して、充電可能な過剰な未充
電部分を充電リザーブと呼び、放電可能な過剰な充電部分を放電リザーブと呼ぶ。
【０００３】
　ところで、近年の調査により、ニッケル水素蓄電池の中には、微量の水素ガスが電池ケ
ースを透過して電池外部に漏れ続けるものがあることが判っている。このように水素ガス
が電池外部に漏出すると、電池ケース内の水素分圧の平衡を保つべく、水素漏出量に応じ
て負極の水素吸蔵合金から水素が排出される。これにより、負極の放電リザーブ容量が減
少する。この水素の漏出は、非常にゆっくりと進行するため、比較的短い使用期間では問
題とならない。
【０００４】
　しかしながら、使用期間が長期にわたると、正極と負極の容量のバランスが悪くなると
共に負極の容量が減少し、負極の放電リザーブ容量が消滅してしまうことがある。その結
果、ニッケル水素蓄電池が負極規制（電池の放電容量が負極の容量によって制限されるこ
とを言う）となり、電池容量が減少して電池特性が大きく低下してしまうことがあった。
ニッケル水素蓄電池を電気自動車やハイブリッド自動車などの電源として用いる場合には
、長期間の寿命が要求されるため、このような電池特性の低下は問題となる。
【０００５】
　この課題を解決すべく、負極の放電容量の減少により電池容量が低下したニッケル水素
蓄電池について、負極の放電容量を増加（回復）させて、電池を再生する方法が提案され
ている（例えば特許文献１参照）。ニッケル水素蓄電池を過充電すると、正極から電子が
放出されると共に、水系電解液中の水酸化物イオンから酸素ガスが発生する。一方、負極
では、水の分解により発生した水素が水素吸蔵合金に吸蔵される。但し、正極から発生し
た酸素ガスは、通常、水素吸蔵合金に吸蔵された水素との反応により消費される（水が生
成される）ため（これをリコンビネーション反応とも言う）、結局、過充電するだけでは
、負極の水素吸蔵合金に吸蔵される水素を増加させることはできない。
【０００６】
　これに対し、特許文献１では、予め安全弁装置を開弁させておき、ニッケル水素蓄電池
を過充電して正極から発生させた酸素ガスの少なくとも一部を、開弁した安全弁装置を通
じて電池外部に排出する。これにより、電池内部では、過充電に伴って負極の水素吸蔵合
金に吸蔵された水素が、酸素ガスに対して過剰となる。その結果、過充電により負極の水
素吸蔵合金に吸蔵された水素の少なくとも一部を、発生した酸素ガスと反応させることな
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く水素吸蔵合金に吸蔵されたまま残存させる（負極の放電容量を増加させる）ことができ
る。かくして、負極の放電容量を回復させることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００８－２３５０３６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、負極の放電容量を回復させるにあたり、特許文献１のように、過充電、
即ち、ＳＯＣが１００％を越える状態から充電を開始すると、放電容量を十分に増加させ
るためには、深く過充電を行わなければならず、ニッケル水素蓄電池へのダメージが大き
くなる。
【０００９】
　一方、ＳＯＣが低い状態から充電を開始して負極の放電容量を回復させようとすると、
以下の問題が生じる。即ち、ＳＯＣの低い状態から充電を開始すると、正極で水酸化物イ
オンから酸素ガスが生じる反応、具体的には、ＯＨ- → 1/4Ｏ2＋1/2Ｈ2Ｏ＋ｅ- の反応
が生じない或いは生じ難いので、充電により正極で酸素ガスが発生しない或いは発生する
量が少ない。また、負極で水が分解して水素が生じる反応、具体的には、Ｍ＋Ｈ2Ｏ＋ｅ-

 → ＭＨ＋ＯＨ- （但し、「Ｍ」は水素吸蔵合金）の反応が生じない或いは生じ難いので
、充電により負極の水素吸蔵合金に水素が吸蔵されない或いは吸蔵される量が少ない。そ
の一方で、負極の水素吸蔵合金に吸蔵されていた水素の一部が水素ガスとなって、開弁し
た安全弁装置を通じて電池外部に排出される。このため、ＳＯＣが低い間は、充電を行っ
ているにも拘わらず、逆に負極の放電容量が減少しがちとなり、その結果、負極の放電容
量の回復効率が低下する。
【００１０】
　本発明は、かかる現状に鑑みてなされたものであって、過充電によるニッケル水素蓄電
池へのダメージを無くすまたは少なくできると共に、負極の放電容量の回復を効率良く行
うことができる電池の容量回復方法、組電池の容量回復方法、並びに、負極の放電容量の
回復に適した電池の容量回復装置、及び、組電池の容量回復装置を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明者らは、正極から発生された酸素ガスが電池外部に排出された後、つまり安全弁
装置の開弁後から負極の放電容量の回復が開始され、開弁の状況によりその効率が変わる
ことを発見し、本発明に到った。
　上記課題を解決するための本発明の一態様は、正極と負極と復帰型の安全弁装置と水系
電解液とを備えるニッケル水素蓄電池について、前記負極の放電容量を増加させる電池の
容量回復方法であって、前記ニッケル水素蓄電池を充電して、前記正極で前記水系電解液
から酸素ガスを発生させると共に、前記安全弁装置を開弁状態とし、発生した酸素ガスの
少なくとも一部を前記安全弁装置を通じて電池外部に排出する酸素発生排出ステップを備
え、前記酸素発生排出ステップの開始時の電池温度Ｔａが－３０～１０℃の範囲内で前記
開始時のＳＯＣが（３０－Ｔａ）～１００％の範囲内、または、前記開始時の電池温度Ｔ
ａが１０～５０℃の範囲内で前記開始時のＳＯＣが２０～１００％の範囲内である電池の
容量回復方法である。
【００１２】
　この電池の容量回復方法では、酸素発生排出ステップの開始時の電池温度Ｔａ及びＳＯ
Ｃの範囲を規定し、その範囲内から酸素発生排出ステップを行い、負極の放電容量を増加
させる。ＳＯＣ１００％以下の状態から酸素発生排出ステップを開始して負極の放電容量
を回復させることで、負極の放電容量を目標値まで増加させたときのＳＯＣの値も低くで
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きるので、過充電によるニッケル水素蓄電池へのダメージを無くすまたは少なくできる。
【００１３】
　一方で、電池温度Ｔａが－３０～１０℃の範囲内では、ＳＯＣ＝３０－Ｔａ（％）以上
の範囲で、或いは、電池温度Ｔａが１０～５０℃の範囲内では、ＳＯＣ２０％以上の範囲
で酸素発生排出ステップを開始することにより、開始時以降、正極で酸素ガスを確実に発
生させる共に、負極の水素吸蔵合金に水素を吸蔵させることができる。従って、この範囲
で充電を開始すると共に、安全弁装置を開弁状態として（開弁させ続けて）発生した酸素
ガスを電池外部に排出すれば、リコンビネーション反応を抑え、水素を負極の水素吸蔵合
金に吸蔵させることができ、負極の放電容量の回復を効率良く行うことができる。
【００１４】
　なお、「ニッケル水素蓄電池」としては、電池ケースに１つの電極体を収容した単電池
のほか、１つの電池ケース内に複数の電極体を隔壁部を介して配置し、電極体相互を（直
接或いは並列に）接続した電池モジュールも挙げられる。
　なお、「ＳＯＣ（State Of Charge）」は、出荷時初期容量における充電量を言う。
【００１５】
　「電池温度」は、例えば、サーミスタ等の温度センサを電池に取り付けて測定すればよ
い。
　「安全弁装置」は、電池内圧が所定の開弁圧に達したときに開弁し、電池内圧が開弁圧
を下回ったときに閉弁する復帰型のものである。そして更に、例えば、電池外部から安全
弁を開弁方向に移動させ得る形態としたものが挙げられる。この安全弁装置では、電池外
部から安全弁を開弁方向に移動させることで、電池内圧に拘わらず自由なタイミングで開
弁及び閉弁を行うことができる。また、電池ケースの外部のうち少なくとも安全弁装置の
周囲を減圧して、開弁のタイミング（従って開始時）を調整することもできる。
【００１６】
　また、他の態様は、正極と負極と復帰型の安全弁装置と水系電解液とを備えるニッケル
水素蓄電池について、前記負極の放電容量を増加させる電池の容量回復方法であって、
　前記ニッケル水素蓄電池を充電して、前記正極で前記水系電解液から酸素ガスを発生さ
せると共に、前記安全弁装置を開弁状態とし、発生した酸素ガスの少なくとも一部を前記
安全弁装置を通じて電池外部に排出する酸素発生排出ステップを備え、前記酸素発生排出
ステップの開始時の電池温度Ｔａが－３０～１０℃の範囲内で前記開始時のＳＯＣが（４
０－Ｔａ）～１００％の範囲内、または、前記開始時の電池温度Ｔａが１０～５０℃の範
囲内で前記開始時のＳＯＣが３０～１００％の範囲内である電池の容量回復方法である。
【００１７】
　上述の電池温度Ｔａ及びＳＯＣの範囲内で酸素発生排出ステップを開始すると、開始時
以降、充電により正極で更に効率良く酸素ガスを発生させることができ、また、負極の水
素吸蔵合金に吸蔵させる水素の量も多くできる。従って、この範囲で充電を開始すると共
に、安全弁装置を開弁状態として発生した酸素ガスを電池外部に排出すれば、更に多くの
水素を負極の水素吸蔵合金に吸蔵させることができ、負極の放電容量の回復を更に効率良
く行うことができる。
【００１８】
　また、他の解決手段は、複数の前記ニッケル水素蓄電池を備える組電池の各々の前記ニ
ッケル水素蓄電池について、上記のいずれかに記載の電池の容量回復方法を行う組電池の
容量回復方法であって、前記組電池をなす複数の前記ニッケル水素蓄電池のうち、これら
の中央部に配置された一又は複数のニッケル水素蓄電池を冷却する、及び、前記組電池を
なす複数の前記ニッケル水素蓄電池のうち、これらの外側部に配置された一又は複数のニ
ッケル水素蓄電池を加熱する、の少なくともいずれかを行いつつ、前記酸素発生排出ステ
ップを行う組電池の容量回復方法である。
【００１９】
　組電池をなすニッケル水素蓄電池のうち、これらの中央部に配置されたニッケル水素蓄
電池ほど放熱され難く、外側部に配置されたニッケル水素蓄電池ほど放熱され易いので、
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組電池内のニッケル水素蓄電池間で電池温度のバラツキが生じる。このように電池温度の
バラツキが生じていると、各ニッケル水素蓄電池について同じタイミングで充電及び開弁
を開始しても、ニッケル水素蓄電池間で負極の放電容量の回復量に差が生じてしまい好ま
しくない。また、電池温度が高くなり過ぎると、熱によりニッケル水素蓄電池がダメージ
を受けることも懸念される。
【００２０】
　これに対し、この組電池の容量回復方法では、組電池をなす複数のニッケル水素蓄電池
のうち、これらの中央部に配置された一又は複数のニッケル水素蓄電池を冷却する、及び
、これらの外側部に配置された一又は複数のニッケル水素蓄電池を加熱する、の少なくと
もいずれかを行いつつ、負極の放電容量を回復させる。このようにすることで、ニッケル
水素蓄電池間の電池温度のバラツキを抑えることができるので、ニッケル水素蓄電池間で
負極の放電容量の回復量がバラつくのを抑制できる。また、高温によりニッケル水素蓄電
池がダメージを受けるのを防止できる。
【００２１】
　また、他の解決手段は、正極と負極と復帰型の安全弁装置と水系電解液とを備えるニッ
ケル水素蓄電池について、前記負極の放電容量を増加させる電池の容量回復装置であって
、前記ニッケル水素蓄電池を充電して、前記正極で前記水系電解液から酸素ガスを発生さ
せる充電部と、前記ニッケル水素蓄電池の前記安全弁装置を開弁させる開弁部と、前記ニ
ッケル水素蓄電池の電池温度Ｔａを検知する温度検知部と、前記ニッケル水素蓄電池のＳ
ＯＣを測定するＳＯＣ測定部と、前記ニッケル水素蓄電池の電池温度及びＳＯＣに基づい
て、前記充電部による充電及び前記開弁部による開弁を制御する制御部と、を備え、前記
制御部は、前記温度検知部で検知した電池温度Ｔａが－３０～１０℃の範囲内で、かつ、
前記ＳＯＣ測定部で測定したＳＯＣが（３０－Ｔａ）～１００％の範囲内であることを開
始条件とし、前記充電部で前記ニッケル水素蓄電池を充電すると共に、前記開弁部で前記
安全弁装置を開弁状態にする、または、電池温度Ｔａが１０～５０℃の範囲内で、かつ、
ＳＯＣが２０～１００％の範囲内であることを開始条件とし、前記充電部で前記ニッケル
水素蓄電池を充電すると共に、前記開弁部で前記安全弁装置を開弁状態にする電池の容量
回復装置である。
【００２２】
　この電池の容量回復装置は、上述のように、充電部、開弁部、温度検知部、ＳＯＣ測定
部及び制御部を備える。このうち制御部は、電池温度Ｔａが上述の範囲内で、かつ、ＳＯ
Ｃが上述の範囲内であることを開始条件とし、充電部でニッケル水素蓄電池を充電すると
共に、開弁部で安全弁装置を開弁状態にして、負極の放電容量を増加させる。
　この電池の容量回復装置によれば、ＳＯＣ１００％以下の状態から充電及び開弁を開始
して負極の放電容量を回復させるので、負極の放電容量を目標値まで増加させたときのＳ
ＯＣの値も低くでき、過充電によるニッケル水素蓄電池へのダメージを無くすまたは少な
くできる。
【００２３】
　一方で、電池温度Ｔａが－３０～１０℃の範囲内では、ＳＯＣ＝３０－Ｔａ（％）以上
の範囲で、或いは、電池温度Ｔａが１０～５０℃の範囲内では、ＳＯＣ２０％以上の範囲
で充電及び開弁を開始するので、開始時以降、正極で酸素ガスを確実に発生させる共に、
負極の水素吸蔵合金に水素を吸蔵させることができる。従って、この範囲で充電を開始す
ると共に、安全弁装置を開弁状態として発生した酸素ガスを電池外部に排出することで、
リコンビネーション反応を抑え、水素を負極の水素吸蔵合金に吸蔵させることができ、負
極の放電容量の回復を効率良く行うことができる。
【００２４】
　また、他の態様は、正極と負極と復帰型の安全弁装置と水系電解液とを備えるニッケル
水素蓄電池について、前記負極の放電容量を増加させる電池の容量回復装置であって、
　前記ニッケル水素蓄電池を充電して、前記正極で前記水系電解液から酸素ガスを発生さ
せる充電部と、前記ニッケル水素蓄電池の前記安全弁装置を開弁させる開弁部と、前記ニ
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ッケル水素蓄電池の電池温度Ｔａを検知する温度検知部と、前記ニッケル水素蓄電池のＳ
ＯＣを測定するＳＯＣ測定部と、前記ニッケル水素蓄電池の電池温度及びＳＯＣに基づい
て、前記充電部による充電及び前記開弁部による開弁を制御する制御部と、を備え、前記
制御部は、前記温度検知部で検知した電池温度Ｔａが－３０～１０℃の範囲内で、かつ、
前記ＳＯＣ測定部で測定したＳＯＣが（４０－Ｔａ）～１００％の範囲内であることを開
始条件とし、前記充電部で前記ニッケル水素蓄電池を充電すると共に、前記開弁部で前記
安全弁装置を開弁状態にする、または、電池温度Ｔａが１０～５０℃の範囲内で、かつ、
ＳＯＣが３０～１００％の範囲内であることを開始条件とし、前記充電部で前記ニッケル
水素蓄電池を充電すると共に、前記開弁部で前記安全弁装置を開弁状態にする電池の容量
回復装置である。
【００２５】
　上述の電池温度Ｔａ及びＳＯＣの範囲内で電池の充電及び安全弁装置の開弁の両者を開
始すると、開始時以降、充電により正極で更に効率良く酸素ガスを発生させることができ
、また、負極の水素吸蔵合金に吸蔵させる水素の量も多くできる。従って、この範囲で充
電を開始すると共に、安全弁装置を開弁状態として発生した酸素ガスを電池外部に排出す
ることで、更に多くの水素を負極の水素吸蔵合金に吸蔵させることができ、負極の放電容
量の回復を更に効率良く行うことができる。
【００２６】
　また、他の解決手段は、複数の前記ニッケル水素蓄電池を備える組電池の各々の前記ニ
ッケル水素蓄電池について、前記負極の放電容量を増加させる組電池の容量回復装置であ
って、上記のいずれかに記載の電池の容量回復装置と、前記組電池をなす複数の前記ニッ
ケル水素蓄電池のうち、これらの中央部に配置された一又は複数のニッケル水素蓄電池を
冷却する冷却装置、及び、前記組電池をなす複数の前記ニッケル水素蓄電池のうち、これ
らの外側部に配置された一又は複数のニッケル水素蓄電池を加熱する加熱装置の少なくと
もいずれかと、を備える組電池の容量回復装置である。
【００２７】
　この組電池の容量回復装置は、前述の電池の容量回復装置の他に、上述の冷却装置及び
加熱装置の少なくともいずれかを備える。このため、中央部に配置された一又は複数のニ
ッケル水素蓄電池を冷却する、及び、外側部に配置された一又は複数のニッケル水素蓄電
池を加熱する、の少なくともいずれかを行いつつ、負極の放電容量を回復させることがで
きる。これにより、ニッケル水素蓄電池間の電池温度のバラツキを抑えることができるの
で、ニッケル水素蓄電池間で負極の放電容量の回復量がバラつくのを抑制できる。また、
高温によりニッケル水素蓄電池がダメージを受けるのを防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】実施形態１に係る電池の上面図である。
【図２】実施形態１に係る電池の側面図である。
【図３】実施形態１に係る電池の図１におけるＡ－Ａ断面図である。
【図４】実施形態１に係り、安全弁装置の拡大断面図である。
【図５】実施形態１に係り、安全弁装置にボルトを固定した様子を示す説明図である。
【図６】実施形態１に係り、安全弁装置を開弁させたときの様子を示す説明図である。
【図７】実施形態１に係り、出荷時初期の電池における正極容量ＡＥと負極容量ＢＥとの
関係を示す説明図である。
【図８】実施形態１に係り、劣化した電池における正極容量ＡＥと負極容量ＢＥとの関係
を示す説明図である。
【図９】実施形態１に係り、容量回復過程における正極容量ＡＥと負極容量ＢＥとの関係
を示す説明図である。
【図１０】実施形態１に係り、容量回復後における正極容量ＡＥと負極容量ＢＥとの関係
を示す説明図である。
【図１１】実施形態１に係る電池の容量回復装置を示す説明図である。
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【図１２】実施形態１に係る電池の容量回復方法のメインルーチンのフローチャートであ
る。
【図１３】実施形態１に係る電池の容量回復方法のサブルーチンのフローチャートである
。
【図１４】実施形態２に係る組電池の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
（実施形態１）
　以下、本発明の実施の形態を、図面を参照しつつ説明する。図１～図３に、本実施形態
１に係るニッケル水素蓄電池１０（以下、単に電池１０とも言う）を示す。また、図４及
び図５に、この電池１０の安全弁装置８０を示す。
　この電池１０は、ハイブリッド自動車や電気自動車等の車両などに搭載される角型で密
閉型のニッケル水素蓄電池である。この電池１０は、直方体状の電池ケース２０と、この
電池ケース２０内に収容された複数（６つ）の電極体３０と、電池ケース２０に支持され
た正極端子部材６０及び負極端子部材７０等から構成された電池モジュールである（図１
～図３参照）。
【００３０】
　このうち電池ケース２０は、樹脂により形成されている。この電池ケース２０は、上側
のみ開口した有底角筒状のケース本体２１と、このケース本体２１の開口を封口する矩形
板状の蓋部材２３から構成されている。ケース本体２１には、電池ケース２０の内部から
外部に延出する形態の正極端子部材６０と負極端子部材７０がそれぞれ固設されている。
一方、蓋部材２３には、復帰型の安全弁装置８０が設けられている。
【００３１】
　この安全弁装置８０は、ゴム製の安全弁８１を有する（図４及び図３参照）。この安全
弁８１は、電池内圧が所定の開弁圧（具体的には０．６ＭＰａ）未満のときは、電池ケー
ス２０の内外を連通する通気孔８３を気密に封止した状態を保っている。一方、電池内圧
が開弁圧に達すると、自動的に開弁して、電池１０（電池ケース２０）内のガスＧＡを通
気孔８３を通じて電池外部に排出する。詳細には、電池内圧が開弁圧に達すると、その圧
力で安全弁８１の底部８１ｃが電池外部側に押し上げられて、通気孔８３の封止が解除さ
れる（図６参照）。これにより、電池１０内のガスＧＡが通気孔８３を通じて電池外部に
排出される。
【００３２】
　なお、この安全弁装置８０の安全弁８１には、その中心軸に沿って延び、電池外部側に
開口するネジ孔８２が形成されている。このため、図５に示すように、このネジ孔８２に
、先端側にネジ部８６を有するボルト８５のネジ部８６を別途螺挿することで、ボルト８
５を安全弁８１に固定できる。そして、図６に矢印で示すように、このボルト８５を上方
に引き上げると、電池内圧が開弁圧に達したときと同様に、安全弁８１が電池外部側に持
ち上げられて、通気孔８３の封止が解除される。つまり、安全弁装置８０を強制的に開弁
させることができる。
【００３３】
　電池ケース２０の内部は、５つの隔壁部２５によって、６つのセル９０に仕切られてい
る（図３参照）。各々のセル９０内には、それぞれ電極体３０が収容されると共に、水系
電解液２７が保持されている。電極体３０は、正極３１と負極４１と袋状のセパレータ５
１から構成されている。正極３１は、袋状のセパレータ５１内に挿入されており、セパレ
ータ５１内に挿入された正極３１と負極４１とが交互に積層されている。各セル９０内に
位置する正極３１及び負極４１は、それぞれ集電されて、これらが直列に接続されると共
に、前述の正極端子部材６０及び負極端子部材７０に接続されている。正極３１は、水酸
化ニッケルを含む活物質と、発泡ニッケルからなる活物質支持体とを有する電極板である
。また、負極４１は、水素吸蔵合金を負極構成材として含む電極板である。また、セパレ
ータ５１は、親水化処理された合成繊維からなる不織布である。また、水系電解液２７は
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、ＫＯＨを含む比重１．２～１．４のアルカリ水溶液である。
【００３４】
　この電池１０は、各々のセル９０の正極容量ＡＥがＡＥ＝６．５Ａｈ、負極容量ＢＥが
ＢＥ＝１１．０Ａｈである（図７参照）。なお、図７は、出荷時初期の電池１０（各セル
９０）における正極容量ＡＥと負極容量ＢＥとの関係を模式的に示す。この図では、正極
容量ＡＥ及び負極容量ＢＥをそれぞれ縦長の帯の長さで表している。
【００３５】
　この電池１０は、正極規制の状態であり、各々のセル９０の電池容量（出荷時初期容量
）が６．５Ａｈである。即ち、ＳＯＣ（State Of Charge）１００％＝６．５Ａｈである
。また、正極３１の充電容量ＡＣ及び放電容量ＡＤは、正極容量ＡＥに等しく、ＡＣ＝Ａ
Ｄ＝ＡＥ＝６．５Ａｈである。一方、負極４１の充電容量ＢＣはＢＣ＝８．５Ａｈであり
、このうち充電リザーブ容量ＢＣＲはＢＣＲ＝２．０Ａｈである。また、負極４１の放電
容量ＢＤはＢＤ＝９．０Ａｈであり、このうち放電リザーブ容量ＢＤＲはＢＤＲ＝２．５
Ａｈである。
【００３６】
　ここで、負極４１の放電リザーブ容量ＢＤＲの測定方法について説明する。まず出荷時
初期の未使用の電池１０を複数用意し、これらの電池１０について、電池電圧が１．０Ｖ
になるまで放電した後、電池１０内に水系電解液２７を補充して水系電解液２７が過剰に
存在する状態とする。その後、各セル９０内の水系電解液２７中にＨｇ／ＨｇＯ参照極（
図示しない）を配設して、放電容量を測定しながら各電池１０を過放電させた。そして、
次式に基づいて負極４１の放電リザーブ容量ＢＤＲを算出した。
　放電リザーブ容量ＢＤＲ＝（参照極の電位に対する負極４１の電位が－０．７Ｖになる
までの放電容量）－（参照極に対する正極３１の電位が－０．５Ｖになるまでの放電容量
）
【００３７】
　その結果、各セル９０の負極４１の放電リザーブ容量ＢＤＲの初期値は、前述のように
、平均してＢＤＲ＝２．５Ａｈであった。また、正極容量ＡＥ＝６．５Ａｈであるので、
負極４１の放電容量ＢＤは、ＢＤ＝６．５＋２．５＝９．０Ａｈと求められる。また、負
極４１の充電容量ＢＣは、ＢＣ＝１１．０－２．５＝８．５Ａｈ、充電リザーブ容量ＢＣ
Ｒは、ＢＣＲ＝８．５－６．５＝２．０Ａｈとそれぞれ求められる。
【００３８】
（劣化した状態の電池の作製）
　次に、負極４１の放電容量ＢＤを強制的に減少させた電池１０を作製する。具体的には
、出荷時初期の未使用の電池１０を複数用意し、これらの電池１０について電池ケース２
０に穴をあけ、電池ケース２０内に強制的に酸素を注入して、負極４１の放電容量ＢＤを
減少させる。なお、電池ケース２０にあけた穴は酸素注入後に閉塞する。
　その後、これらの電池１０について、各セル９０の負極４１の放電容量ＢＤを調査した
ところ、放電リザーブ容量ＢＤＲは無くなっており（ＢＤＲ＝零）、放電容量ＢＤが平均
して初期の９．０Ａｈから２．５Ａｈ減ってＢＤ＝６．５Ａｈであった（図８参照）。
【００３９】
（電池の容量回復試験）
　次に、上述の劣化させた（負極４１の放電容量ＢＤを減少させた）電池１０を複数（８
８個）用意し、これらについて、負極４１の放電容量ＢＤを増加（回復）させる電池の容
量回復試験を行った。具体的には、各電池１０を充電して、正極３１で水系電解液２７か
ら酸素ガスを発生させると共に、安全弁装置８０を開弁させて、発生した酸素ガスの少な
くとも一部を安全弁装置８０を通じて電池外部に排出して、負極４１の放電容量ＢＤを増
加させた。
【００４０】
　電池１０は、充電すると、後述するようにＳＯＣがある程度高い状態では、次の反応が
生じる。なお、「Ｍ」は、水素吸蔵合金を示す。
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（正極）ＯＨ-　　　　　　→　1/4Ｏ2＋1/2Ｈ2Ｏ＋ｅ-  …（１）
（負極）Ｍ＋Ｈ2Ｏ＋ｅ-   →　ＭＨ＋ＯＨ-            …（２）
　　　　ＭＨ＋1/4Ｏ2     →　Ｍ＋1/2Ｈ2Ｏ　　　　　 …（３）
【００４１】
　式（１）の正極３１で発生した酸素ガスＯ2 の少なくとも一部を、開弁した安全弁装置
８０を通じて電池外部に排出すると、負極４１では、式（２）の反応が進行して水素Ｈが
吸蔵される一方、式（３）の反応が抑制されるので、水素Ｈの放出が抑制される。従って
、電池１０を充電すると、図９に破線のハッチングで模式的に示すように、負極４１の充
電部分の容量が増加する。その結果、負極４１の放電容量ＢＤを増加させることができる
（図１０参照）。なお、図９及び図１０では、正極３１及び負極４１の充電部分の容量を
ハッチングで示している。
　例えば、負極４１に充電リザーブ容量ＢＣＲが再び生じるまで、具体的には、放電リザ
ーブ容量ＢＤＲがＢＤＲ＝２．５Ａｈに回復するまで、放電容量ＢＤをＢＤ＝６．５Ａｈ
から２．５Ａｈ増加させてＢＤ＝９．０Ａｈとする。
【００４２】
　この電池の容量回復試験は、図１１に示す電池の容量回復装置１００を用いて行った。
この電池の容量回復装置１００は、充放電部１２０、温度検知部１３０、ＳＯＣ測定部１
４０、制御部１５０及び開弁部１６０を備える。このうち、充放電部１２０、温度検知部
１３０の温度検知部本体１３１、ＳＯＣ測定部１４０及び制御部１５０によって、充電制
御装置１１０が構成されている。
【００４３】
　このうち充放電部１２０は、接続ケーブル１２１，１２３を通じて、電池１０の正極端
子部材６０及び負極端子部材７０に接続されている。これにより、この充放電部１２０に
よって電池１０を充放電できる。また、この充放電部１２０は、電池１０を充電したとき
の充電電気量、及び、電池１０を放電させたときの放電電気量を測定できる構成とされて
いる。なお、この充放電部１２０は、前述の「充電部」に相当する。
【００４４】
　温度検知部１３０は、温度検知部本体１３１とこれに接続する温度センサ１３３とを有
する。温度センサ１３３は、電池１０に取り付けられ、電池温度Ｔａに対応した信号を温
度検知部本体１３１へ送信し、この信号に基づいて温度検知部本体１３１が電池温度Ｔａ
を検知する。また、この温度検知部本体１３１は、充電制御装置１１０内で制御部１５０
に接続されており、電池温度Ｔａの情報を制御部１５０に送信できる。
【００４５】
　ＳＯＣ測定部１４０は、充放電部１２０で充放電した充電電気量及び放電電気量に基づ
いて、電池１０の現在のＳＯＣを算出する。また、このＳＯＣ測定部１４０は、充電制御
装置１１０内で制御部１５０に接続されており、ＳＯＣの情報を制御部１５０に送信でき
る。
【００４６】
　制御部１５０は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等から構成されるマイクロコンピュータであ
り、所定のプログラムにより駆動される。この制御部１５０は、充放電部１２０と接続さ
れており、この制御部１５０によって、充放電部１２０による電池１０の充電を制御でき
る。また、制御部１５０は、次述する開弁部１６０と接続されており、この制御部１５０
によって、開弁部１６０による安全弁装置８０の開弁を制御できる。
【００４７】
　開弁部１６０は、電池内圧が開弁圧に達しているか否かに拘わらず、安全弁装置８０を
強制的に開弁可能に構成された装置である。この開弁部１６０は、モータ１６１とワイヤ
１６３とボルト８５とを有する。ボルト８５は、前述のように、安全弁装置８０の安全弁
８１のネジ孔８２に固定される（図５及び図６参照）。また、このボルト８５は、ワイヤ
１６３を介してモータ１６１に接続されている（図１１参照）。これにより、モータ１６
１を駆動して、ワイヤ１６３を上方に引っ張ると、ボルト８５が引き上げられ、安全弁８
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１が持ち上げられて、通気孔８３の封止が解除されるので、強制的に安全弁装置８０を開
弁させることができる。そして、充電により正極３１で発生した酸素ガスの少なくとも一
部を、安全弁装置８０の通気孔８３を通じて電池外部に排出できる。
【００４８】
　この電池の容量回復試験では、上述の電池の容量回復装置１００を用いて、前述の強制
劣化させた（負極４１の放電容量ＢＤを減少させた）８８個の電池１０について、電池温
度及びＳＯＣの様々な条件で、充電により負極４１の放電容量ＢＤを増加させた。即ち、
充電及び開弁の両者の開始時の電池温度Ｔａを、１０℃間隔で－３０～４０℃のいずれか
とした。また、充電及び開弁の両者の開始時のＳＯＣを、１０％間隔で０～１００％のい
ずれかとした。
【００４９】
　そして、上記のいずれかの条件で各電池１０の充電を開始して、正極３１で水系電解液
２７から酸素ガスを発生させると共に、安全弁装置８０を開弁させて、発生した酸素ガス
の少なくとも一部を安全弁装置８０を通じて電池外部に排出して、負極４１の放電容量Ｂ
Ｄを増加させた。なお、いずれの電池１０についても、充電電流値を３．０Ｃの一定電流
値とし、また、充電量を３．８５Ａｈとした。
【００５０】
　試験後の各電池１０について、負極４１の放電容量ＢＤを測定し、試験前後の放電容量
ＢＤの容量増加量（Ａｈ）をそれぞれ求めた。そして、放電容量ＢＤの目標回復量に対す
る回復効率（％）をそれぞれ算出した。具体的には、前述の充電量（３．８５Ａｈ）を充
電することにより、負極４１の放電容量ＢＤを最大で２．５Ａｈ増加させることができる
ので、放電容量ＢＤの増加が２．５Ａｈであるときを基準（目標回復量：回復効率１００
％）として、各々の電池１０の回復効率を算出した。なお、目標回復量（＝２．５Ａｈ）
は、電池温度Ｔａ＝２５℃、ＳＯＣ１００％から３．８５Ａｈ分の過充電を行い、安全弁
装置８０は自然開弁（電池内圧が開弁圧に達することで開弁）させたときに増加（回復）
する放電容量である。
　その結果を表１に示す。なお、負極４１の放電容量ＢＤの回復効率が８０％以上であっ
た電池１０を特に良好（表１中に「○」で示す）、回復効率が５０～８０％であった電池
１０を良好（表１中に「△」で示す）、回復効率が５０％未満しかなかった電池１０を不
良（表１中に「×」で示す）と評価した。
【００５１】
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【表１】

【００５２】
　表１から明らかなように、電池の容量回復試験において、充電及び開弁開始時の電池温
度Ｔａが－３０～１０℃の範囲内では、ＳＯＣが（４０－Ｔａ）～１００％の範囲内で、
負極４１の放電容量ＢＤの回復効率が特に良好（○印）であった。また、電池温度Ｔａが
１０～５０℃の範囲内では、ＳＯＣが３０～１００％の範囲内で、特に良好（(○印）で
あった。
　また、電池温度Ｔａが－３０～１０℃の範囲内では、ＳＯＣが３０－Ｔａ（％）で、負
極４１の放電容量ＢＤの回復効率が良好（△印）であった。また、電池温度Ｔａが１０～
５０℃の範囲内では、ＳＯＣが２０％でも、良好（△印）であった。
【００５３】
　これらに対し、電池温度Ｔａが－３０～１０℃の範囲内で、かつ、ＳＯＣが０～（２０
－Ｔａ）％の範囲内では、負極４１の放電容量ＢＤの回復効率が不良（×印）であった。
また、電池温度Ｔａが１０～５０℃の範囲内で、かつ、ＳＯＣが０％または１０％でも、
不良（×印）であった。これらの結果から、充電及び開弁開始時の電池温度Ｔａ及びＳＯ
Ｃを△印の範囲、更には○印の範囲内として、充電及び開弁を開始すれば、良好な負極４
１の放電容量ＢＤの回復効率を得られることが判る。
【００５４】
（実施例）
　次いで、本実施形態１に係る電池の容量回復装置１００を用いた電池の容量回復方法に
ついて、図１２及び図１３を参照しつつ説明する。前述のように負極４１の放電容量ＢＤ
が減少した電池１０を用意し、これを前述の電池の容量回復装置１００にセットする。具
体的には、電池１０の正極端子部材６０及び負極端子部材７０を、接続ケーブル１２１，
１２３により充電制御装置１１０の充放電部１２０に接続する。また、電池１０に温度セ
ンサ１３３を取り付け、温度センサ１３３を充電制御装置１１０の温度検知部本体１３１
に接続する。更に、電池１０の安全弁装置８０にボルト８５を取り付け、ボルト８５とモ
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ータ１６１をワイヤ１６３を介して接続する。
【００５５】
　そして、図１２に示すように、まずステップＳ１において、電池１０の電池温度Ｔａと
ＳＯＣを調整する。具体的には、図１３に示すように、まずステップＳ１１において、電
池１０の現在の電池温度Ｔａを測定する。この電池温度Ｔａは、前述のように、電池１０
に取り付けた温度センサ１３３で測定され、充電制御装置１１０内の温度検知部本体１３
１で検知される。
　次に、ステップＳ１２に進み、電池１０の現在のＳＯＣを測定する。このＳＯＣは、前
述のように、充電制御装置１１０のＳＯＣ測定部１４０で算出される。
【００５６】
　次に、ステップＳ１３に進み、ステップＳ１１及びステップＳ１２で得られた電池温度
Ｔａ及びＳＯＣが、所定の開始条件を満たしているか否かを判断する。本実施例では、こ
の開始条件は、電池温度Ｔａが－３０～１０℃の範囲内で、かつ、ＳＯＣが（４０－Ｔａ
）～１００％の範囲内、または、電池温度Ｔａが１０～５０℃の範囲内で、かつ、ＳＯＣ
が３０～１００％の範囲内である。
【００５７】
　ステップＳ１３でＮＯ（開始条件を満たさない）と判断された場合には、ステップＳ１
４に進む。そして、ステップＳ１４において、電池１０の電池温度Ｔａを調整する。具体
的には、本実施例では、２０℃の環境下において、この容量回復方法を行っているので、
放置により時間が経つにつれて電池温度Ｔａが２０℃に近づいていく。
　次に、ステップＳ１５に進み、電池１０のＳＯＣを調整する。即ち、充放電部１２０に
より電池１０を充電しまたは放電させて、電池１０のＳＯＣが前述の範囲に含まれるよう
に調整する。その後、ステップＳ１１に戻る。
【００５８】
　一方、ステップＳ１３でＹＥＳ（開始条件を満たす）と判断された場合には、ステップ
Ｓ２の酸素発生排出ステップを行う（図１２参照）。このステップＳ２では、電池１０を
充電して、正極３１で水系電解液２７から酸素ガスを発生させると共に、安全弁装置８０
を開弁させて、発生した酸素ガスの少なくとも一部を安全弁装置８０を通じて電池外部に
排出する。
【００５９】
　具体的には、まず図１３に示すステップＳ２１において、充放電部１２０により電池１
０の充電を行う。なお、前述のステップＳ１５のＳＯＣの調整において、電池１０を充電
した場合には、このステップＳ２１では、その充電を継続して行うことになる。一方、ス
テップＳ１５を行わなかった場合や、ステップＳ１５で電池１０を放電させた場合には、
このステップＳ２１において、充電を開始することとなる。なお、本実施例では、充電電
流値を３．０Ｃの一定電流値とする。
【００６０】
　次に、ステップＳ２２に進み、電池１０の安全弁装置８０を開弁部１６０により強制的
に開弁させる。具体的には、開弁部１６０をなすモータ１６１を駆動して、ワイヤ１６３
及びボルト８５を介して安全弁８１を持ち上げ、通気孔８３の封止を解除して、安全弁装
置８０を開弁状態とする。
【００６１】
　次に、ステップＳ２３に進み、ステップＳ２１で充電を開始して以降の現在の充電量が
、目標充電量（例えば３．８５Ａｈ）に達したか否かを判断する。なお、この目標充電量
＝３．８５Ａｈは、放電容量ＢＤを最大で２．５Ａｈ増加させて、現在のＢＤ＝６．５Ａ
ｈからＢＤ＝９．０Ａｈに増やすことができる充電量である。
　ここで、ＹＥＳ、即ち、現在の充電量が目標充電量に達したと判断された場合には、ス
テップＳ２７に進み、充電を終了すると共に閉弁する。一方、ＮＯ、即ち、現在の充電量
がまだ目標充電量に達していないと判断された場合には、引き続き充電を行う。かくして
、負極４１の放電容量ＢＤを所望の容量増加（回復）させることができる。
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【００６２】
　以上で説明したように、電池の容量回復方法では、電池の容量回復装置１００を用いて
、電池温度Ｔａを－３０～１０℃の範囲内とすると共に、ＳＯＣを（３０－Ｔａ）～１０
０（％）の範囲内として、酸素発生排出ステップＳ２を開始し、負極４１の放電容量をＢ
Ｄ増加させる。または、電池温度Ｔａを１０～５０℃の範囲内とすると共に、ＳＯＣを２
０～１００（％）の範囲内として、酸素発生排出ステップＳ２を開始し、負極４１の放電
容量ＢＤを増加させる。
【００６３】
　ＳＯＣ１００％以下の状態から充電を開始して負極４１の放電容量ＢＤを回復させるこ
とで、負極４１の放電容量ＢＤを目標値まで増加させたときのＳＯＣの値も低くできるの
で、過充電による電池１０へのダメージを無くすまたは少なくできる。
　一方で、電池温度Ｔａが－３０～１０℃の範囲内では、ＳＯＣ＝３０－Ｔａ（％）以上
の範囲で、或いは、電池温度Ｔａが１０～５０℃の範囲内では、ＳＯＣ２０％以上の範囲
で充電を開始することにより、開始時以降、正極３１で酸素ガスを確実に発生させる共に
、負極４１の水素吸蔵合金に水素を吸蔵させることができる。従って、この範囲で充電を
開始すると共に、安全弁装置８０を開弁させ続けて発生した酸素ガスを電池外部に排出す
れば、リコンビネーション反応を抑え、水素を負極４１の水素吸蔵合金に吸蔵させること
ができ、負極４１の放電容量ＢＤの回復を効率良く行うことができる。
【００６４】
　特に、電池温度Ｔａが－３０～１０℃の範囲内では、ＳＯＣ＝４０－Ｔａ（％）以上の
範囲で、或いは、電池温度Ｔａが１０～５０℃の範囲内では、ＳＯＣ３０％以上の範囲で
酸素発生排出ステップＳ２を開始すると、開始時以降、充電により正極３１で更に効率良
く酸素ガスを発生させることができ、また、負極４１の水素吸蔵合金に吸蔵させる水素の
量も多くできる。従って、この範囲で充電を開始すると共に、安全弁装置８０を開弁させ
続けて発生した酸素ガスを電池外部に排出すれば、更に多くの水素を負極４１の水素吸蔵
合金に吸蔵させることができ、負極４１の放電容量ＢＤの回復を更に効率良く行うことが
できる。
【００６５】
（実施形態２）
　次いで、第２の実施の形態について説明する。本実施形態２に係る組電池の容量回復方
法は、複数の電池１０を備える組電池２００の各々の電池１０について、負極４１の放電
容量ＢＤを増加させる点が、１つの電池１０について負極４１の放電容量ＢＤを増加させ
る実施形態１の電池の容量回復方法と異なる。また、本実施形態２に係る組電池の容量回
復装置３００は、冷却装置３１０及び加熱装置３２０を備える点が、実施形態１の電池の
容量回復装置１００と異なる。それ以外は、実施形態１と同様であるので、実施形態１と
同様な部分の説明は、省略または簡略化する。
【００６６】
　まず、前述の電池１０を複数有する組電池２００について説明する（図１４参照）。こ
の組電池２００は、列置方向ＢＨに一列に列置された複数の電池１０と、これらを押圧し
つつ拘束する拘束部材２１０とを備える。なお、図１４においては、電池１０の正極端子
部材６０及び負極端子部材７０の記載を省略してある。
【００６７】
　複数の電池１０は、電池厚み方向(列置方向ＢＨ）に列置されており、隣り合う電池１
０同士は、図示しないバスバにより相互に電気的に直列に接続されている。拘束部材２１
０は、一対のエンドプレート２１１と、４本の拘束ロッド２１３と、８個のナット２１５
とを有する。エンドプレート２１１は、矩形板状をなし、列置された電池１０の両側にそ
れぞれ配置されている。拘束ロッド２１３は、その両端にそれぞれ雄ネジが形成され、一
対のエンドプレート２１１，２１１の間に配置されて、ナット２１５でエンドプレート２
１１，２１１同士の間を締結している。
【００６８】
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　次に、本実施形態２に係る組電池の容量回復装置３００について説明する。この組電池
の容量回復装置３００は、実施形態１に係る電池の容量回復装置１００（図１１参照）に
加え、冷却装置３１０と加熱装置３２０（図１４参照）を備える。これら冷却装置３１０
及び加熱装置３２０は、充電制御装置１１０に接続され、充電制御装置１１０によって制
御される。
【００６９】
　このうち冷却装置３１０は、冷却風ＲＦを電池１０に吹き付けることが可能な送風装置
であり、組電池２００の列置方向ＢＨ中央の上方及び下方にそれぞれ配置されている。こ
れにより、冷却装置３１０によって、組電池２００をなす電池１０のうち、これらの中央
部ＣＢに配置された複数の電池１０(電池１０Ａ）を冷却できる。
　また、加熱装置３２０は、ヒータであり、組電池２００の列置方向ＢＨの外側、具体的
には、エンドプレート２１１，２１１に接してそれぞれ外側に配置されている。これによ
り、加熱装置３２０によって、組電池２００をなす電池１０のうち、これらの外側部ＳＢ
に配置された複数の電池１０(電池１０Ｂ）を加熱できる。
【００７０】
　次に、この組電池の容量回復装置３００を用いた組電池の容量回復方法について説明す
る。まず、各々の電池１０が前述のように負極４１の放電容量ＢＤが減少した組電池２０
０を用意し、これを容量回復装置３００にセットする。この組電池２００は、搭載してい
た車両から取り外したため、その中央部ＳＢに位置する電池１０Ａは温度が高い。一方、
外側部ＳＢに位置する電池１０Ｂは、放熱により冷却され易く低温となる。
【００７１】
　そこで、実施形態１と同様に（図１２参照）、ステップＳ１において、組電池２００を
構成する各電池１０の電池温度ＴａとＳＯＣを調整する。具体的には、冷却装置３１０を
用いて中央部ＣＢに位置する電池１０Ａを冷却すると共に、加熱装置３２０を用いて外側
部ＳＢに位置する電池１０Ｂを加熱し、電池１０Ａ，１０Ｂを含む組電池２００をなす各
電池１０の電池温度Ｔａを２０～４０℃の範囲内にする。また、組電池２００を充電して
または放電させて、組電池２００をなす各電池１０をＳＯＣ３０％に調整する。
【００７２】
　次に、実施形態１と同様に（図１３参照）、ステップＳ２の酸素発生排出ステップを行
う。但し、本実施形態２では、この酸素発生排出ステップＳ２においても、冷却装置３１
０で組電池２００の中央部ＣＢに配置された電池１０Ａを冷却すると共に、加熱装置３２
０で組電池２００の外側部ＳＢに配置された電池１０Ｂを加熱しつつ行う。かくして、組
電池２００を構成する各電池１０の負極４１の放電容量ＢＤを所望の容量増加（回復）さ
せることができる。
【００７３】
　組電池２００をなす電池１０のうち、これらの中央部ＣＢに配置された電池１０Ａほど
放熱され難く、外側部ＳＢに配置された電池１０Ｂほど放熱され易いので、組電池２００
内で電池１０間で電池温度のバラツキが生じる。このような電池温度のバラツキが生じる
と、各電池１０について同じタイミングで充電及び開弁を開始しても、電池１０間で負極
４１の放電容量ＢＤの回復量に差が生じてしまう。また、電池温度が高くなり過ぎると、
熱により電池１０がダメージを受けることも懸念される。
【００７４】
　これに対し、組電池の容量回復装置３００を用いた組電池の容量回復方法では、組電池
２００をなす複数の電池１０のうち、これらの中央部ＣＢに配置された複数の電池１０Ａ
を冷却すると共に、これらの外側部ＳＢに配置された複数の電池１０Ｂを加熱しつつ、負
極４１の放電容量ＢＤを回復させる。このようにすることで、電池１０間の電池温度のバ
ラツキを抑えることができるので、電池１０間で負極４１の放電容量ＢＤの回復量がバラ
つくのを抑制できる。また、高温により電池１０がダメージを受けるのを防止できる。
【００７５】
　以上において、本発明を実施形態に即して説明したが、本発明は上述の実施形態１，２
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に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で、適宜変更して適用できること
は言うまでもない。
　例えば、実施形態１，２では、樹脂製の電池ケース２０を備える電池１０を対象にして
、負極４１の放電容量ＢＤを増加（回復）させたが、電池ケースが樹脂以外の材質からな
るニッケル水素蓄電池についても同様に、負極の放電容量ＢＤを増加させることができる
。
【００７６】
　また、実施形態１では、ステップＳ１において電池１０の電池温度Ｔａを２０℃に、Ｓ
ＯＣをＳＯＣ３０％に調整した。また、実施形態２では、ステップＳ１において組電池２
００をなす各電池１０の電池温度Ｔａを２０～４０℃の範囲内に、ＳＯＣをＳＯＣ３０％
に調整したが、これに限られない。電池温度Ｔａを－３０～１０℃の範囲内とするときは
、ＳＯＣを（３０－Ｔａ）～１００％の範囲内に調整すれば良く、また、電池温度Ｔａを
１０～５０℃の範囲内とするときは、ＳＯＣを２０～１００％の範囲内に調整すれば良い
。更に、電池温度Ｔａを－３０～１０℃の範囲内とするときは、ＳＯＣを（４０－Ｔａ）
～１００％の範囲内に調整するのがより好ましく、また、電池温度Ｔａを１０～５０℃の
範囲内とするときは、ＳＯＣを３０～１００％の範囲内に調整するのがより好ましい。
　このように、電池１０毎に、開弁すべき最適なＳＯＣが判る。そのため、例えば、車両
に搭載している電池１０の負極４１の放電容量ＢＤを、温度条件の調整し難い場所（屋外
等）で回復させたいときでも、開弁すべきＳＯＣが判るため、好適に回復させることがで
きる。
【００７７】
　また、電池１０の充電及び開弁の終了についても適宜変更できる。実施形態１，２では
、負極４１に放電リザーブ容量ＢＤＲが再び生じるまで、具体的には、回復前は零であっ
た放電リザーブ容量ＢＤＲが、元のＢＤＲ＝２．５Ａｈに回復するまで、充電及び開弁を
行って、放電容量ＢＤを回復前のＢＤ＝６．５Ａｈから２．５Ａｈ増加させてＢＤ＝９．
０Ａｈとした場合を示したが、これに限られない。例えば、回復が十分ではないが、放電
容量ＢＤを回復前のＢＤ＝６．５Ａｈから２．０Ａｈ増加させて、出荷時初期のＢＤ＝９
．０Ａｈよりも少ないＢＤ＝８．５Ａｈまで回復させてもよい。
【００７８】
　また、実施形態１，２では、劣化により負極４１の放電容量ＢＤが減って放電リザーブ
容量ＢＤＲがちょうど無くなった電池１０を対象にして、負極４１の放電容量ＢＤを増加
（回復）させたが、これに限られない。例えば、出荷時初期よりは負極４１の放電容量Ｂ
Ｄが減ったものの、放電リザーブ容量ＢＤＲがまだ残っている電池や放電リザーブ容量Ｂ
ＤＲが零になり、さらには負極規制となっている電池を対象にして、負極４１の放電容量
ＢＤを増加（回復）させてもよい。
【符号の説明】
【００７９】
１０，１０Ａ，１０Ｂ　電池（ニッケル水素蓄電池）
２０　電池ケース
２７　水系電解液
３０　電極体
３１　正極
４１　負極
８０　安全弁装置
９０　セル
１００　電池の容量回復装置
１１０　充電制御装置
１２０　充放電部（充電部）
１３０　温度検知部
１４０　ＳＯＣ測定部
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１５０　制御部
１６０　開弁部
２００　組電池
３００　組電池の容量回復装置
３１０　冷却装置
３２０　加熱装置
ＡＥ　正極容量
ＡＣ　（正極の）充電容量
ＡＤ　（正極の）放電容量
ＢＥ　負極容量
ＢＣ　（負極の）充電容量
ＢＣＲ　充電リザーブ容量
ＢＤ　（負極の）放電容量
ＢＤＲ　放電リザーブ容量
ＧＡ　ガス
ＣＢ　中央部
ＳＢ　外側部
Ｔａ　電池温度

【図１】 【図２】
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