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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　二次電池の電圧、電流および温度を検出するための検出手段と、
　前記検出手段により検出された電池温度と、電池電圧および電池電流の少なくとも一方
とに基づき、電池モデル式に従って前記二次電池の状態量を逐次推定する電池状態推定手
段と、
　前記電池モデル式で用いられるパラメータ群のうちの所定パラメータについて、電池状
態の変化に対する前記二次電池の初期状態パラメータ値の変化特性に関するデータを予め
記憶する記憶手段と、
　前記所定パラメータについて、前記初期状態パラメータ値に対する現在のパラメータ値
の比であるパラメータ変化率を推定するための変化率推定手段とを備え、
　前記変化率推定手段は、前記検出手段により検出された前記電池温度、前記電池電圧お
よび前記電池電流と、前記記憶手段から読出されたデータに基づいた現在の前記電池状態
に対応する前記初期状態パラメータ値とを用いた前記電池モデル式に基づくパラメータ同
定によって前記パラメータ変化率を推定する、二次電池の状態推定装置。
【請求項２】
　前記電池状態推定手段は、前記所定パラメータについて、前記変化率推定手段により推
定された前記パラメータ変化率と、前記電池状態に対応する前記初期状態パラメータ値と
を乗じた値を用いて、前記電池モデル式に従った前記二次電池の状態量の推定を実行する
、請求項１記載の二次電池の状態推定装置。
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【請求項３】
　前記変化率推定手段によって推定された前記パラメータ変化率に基づき、前記二次電池
の劣化度を推定する劣化度推定手段をさらに備える、請求項１記載の二次電池の状態推定
装置。
【請求項４】
　前記所定パラメータは、前記二次電池の直流抵抗を表わすパラメータであり、
　前記変化率推定手段は、前記検出手段により検出された前記電池温度、前記電池電流お
よび前記電池電圧と前記電池モデル式により求められる状態量とを入出力とし、かつ、前
記パラメータ変化率を推定パラメータとする線形回帰モデル式に最小自乗法を適用するこ
とによって、前記パラメータ変化率を逐次推定する、請求項１から３のいずれか１項に記
載の二次電池の状態推定装置。
【請求項５】
　前記変化率推定手段は、現在のデータに対する過去のデータの重み付けを小さくするた
めの忘却係数を導入した逐次最小自乗法によって、前記パラメータ変化率を推定する、請
求項４記載の二次電池の状態推定装置。
【請求項６】
　前記変化率推定手段は、前記検出手段により検出された前記電池電流の絶対値が第１の
基準値よりも大きいとき、または、前記電池電流の絶対値が前記第１の基準値よりも小さ
い第２の基準値よりも小さいときには、前記パラメータ変化率の推定を中止する、請求項
４記載の二次電池の状態推定装置。
【請求項７】
　前記直流抵抗を表わすパラメータは、前記電池温度および、前記二次電池の電極内の活
物質界面における反応関与物質濃度の前記電池状態推定手段による推定値に基づく局所的
充電率の関数として示される、請求項４記載の二次電池の状態推定装置。
【請求項８】
　前記直流抵抗を表わすパラメータは、前記二次電池の内部での電荷移動抵抗および純電
気抵抗を含み、
　前記変化率推定手段は、前記電荷移動抵抗および前記純電気抵抗の前記パラメータ変化
率をそれぞれ独立に逐次推定する、請求項４から６のいずれか１項に記載の二次電池の状
態推定装置。
【請求項９】
　前記電荷移動抵抗は、前記電池温度および、前記二次電池の電極内の活物質界面におけ
る反応関与物質濃度の前記電池状態推定手段による推定値に基づく局所的充電率の関数と
して示され、
　前記純電気抵抗は、前記電池温度の関数として示される、請求項８記載の二次電池の状
態推定装置。
【請求項１０】
　前記電池モデル式は、
　前記二次電池内部の活物質の表面での反応関与物質濃度の関数である開放電圧、および
前記二次電池の内部抵抗による電流に依存した電圧変化から表わされる電圧方程式と、
　前記活物質の内部における前記反応関与物質濃度の分布を規定する拡散方程式とを含む
、請求項４から９のいずれか１項に記載の二次電池の状態推定装置。
【請求項１１】
　前記変化率推定手段は、前記活物質の表面における前記反応関与物質濃度と、前記活物
質の内部での反応関与物質濃度の平均値との濃度差の絶対値が所定値以上のとき、または
、前記濃度差の絶対値が前記所定値以下となってから所定時間以内のときには、前記パラ
メータ変化率の推定を中止する、請求項１０記載の二次電池の状態推定装置。
【請求項１２】
　前記所定パラメータは、前記二次電池の活物質内での反応関与物質の拡散速度を表わす
拡散パラメータを含み、
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　前記状態推定装置は、
　所定条件に従って規定されるデータ保存期間において、前記検出手段により検出された
前記電池電圧、前記電池電流および前記電池温度の電池データのそれぞれを時系列なデー
タ配列として逐次記憶するための推定用データ保存手段をさらに備え、
　前記変化率推定手段は、
　前記データ保存期間に対応させて、電池データの前記データ配列を逐次入力とした前記
電池モデル式に従う演算により、所定の電池データについて時系列な推定データ列を求め
るための電池モデル演算手段と、
　前記電池モデル演算手段によって求められた前記推定データ列と、前記推定用データ保
存手段に記憶された前記所定の電池データのデータ列との比較に基づいて、前記拡散パラ
メータのパラメータ変化率を推定する推定処理手段とを含む、請求項１から３のいずれか
１項に記載の二次電池の状態推定装置。
【請求項１３】
　前記推定用データ保存手段は、所定の保存開始条件の成立に従って前記データ保存期間
を開始するとともに、所定の保存終了条件の成立に従って前記データ保存期間を終了させ
、
　前記状態推定装置は、
　前記データ保存期間から、前記パラメータ変化率の推定に用いる評価関数演算範囲を決
定するための評価関数演算範囲判定手段をさらに備え、
　前記電池モデル演算手段は、前記拡散パラメータについて、前記パラメータ変化率の候
補値と、前記演算の対象となる各時点での電池状態に対応した前記初期状態パラメータ値
とを乗じた値を用いて、前記電池モデル式に従った演算を実行し、
　前記推定処理手段は、
　前記評価関数演算範囲判定手段により決定された前記評価関数演算範囲に対応して、前
記所定の電池データについて、前記電池モデル演算手段によって求めた前記推定データ列
の値と、前記データ配列の値との間の誤差に基づいて評価関数を算出する評価関数演算手
段と、
　複数個の前記候補値を順次切換えて設定するとともに、各前記候補値に対して算出され
た前記評価関数の比較に基づいて、前記拡散パラメータのパラメータ変化率を推定する推
定処理制御部とを含む、請求項１２記載の二次電池の状態推定装置。
【請求項１４】
　前記電池モデル演算手段は、前記データ保存期間に対応させて、前記電池電圧および前
記電池温度の前記データ配列を逐次入力とした前記電池モデル式に従った演算により、前
記電池電流について時系列な推定データ列を求め、
　前記評価関数演算手段は、前記電池電流について前記推定データ列の値と前記データ配
列の値との間の二乗誤差を、前記評価関数演算範囲に対応して積算することにより前記評
価関数を求める、請求項１３記載の二次電池の状態推定装置。
【請求項１５】
　前記拡散パラメータは、前記電池温度の関数として示される、請求項１３記載の二次電
池の状態推定装置。
【請求項１６】
　前記推定用データ保存手段は、前記二次電池が緩和した状態であることに応じて、前記
保存開始条件が成立したと判断する、請求項１３記載の二次電池の状態推定装置。
【請求項１７】
　　前記電池モデル式は、
　前記二次電池内部の活物質の表面での反応関与物質濃度の関数である開放電圧、および
前記二次電池の内部抵抗による電流に依存した電圧変化から表わされる電圧方程式と、
　前記活物質の内部における前記反応関与物質濃度の分布を規定する拡散方程式とを含む
、請求項１２から１６のいずれか１項に記載の二次電池の状態推定装置。
【請求項１８】
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　前記推定用データ保存手段は、前記検出手段により検出された前記電池電流の絶対値が
所定値以下であり、かつ、前記電池状態推定手段によって推定された前記活物質の内部で
の前記反応関与物質濃度の分布における最大濃度差が所定値以下である状態が、所定時間
以上継続したときに、前記保存開始条件が成立したと判断する、請求項１７記載の二次電
池の状態推定装置。
【請求項１９】
　前記評価関数演算範囲判定手段は、前記データ保存期間のうちの、前記電池状態推定手
段によって推定された前記活物質の表面における前記反応関与物質濃度と、前記活物質の
内部での反応関与物質濃度の平均値との濃度差の絶対値が所定値以上であり、かつ、前記
二次電池が充電状態である時点を開始時点とするとともに、その後前記電池電流の絶対値
が所定値以下となる状態が所定時間以上継続した時点を終了時点とし、さらに、前記開始
時点から前記終了時点までの期間を通じて所定値以上の放電電流が発生していないときに
、前記開始時点から前記終了時点までの時間範囲を前記評価関数演算範囲に決定する、請
求項１７記載の二次電池の状態推定装置。
【請求項２０】
　前記変化率推定手段は、前記パラメータ変化率の推定処理中には、前記推定用データ保
存手段による新たな前記データ保存期間の設定を禁止する一方で、前記データ保存期間の
終了時に、該データ保存期間内に前記評価関数演算範囲に決定できる前記時間範囲が存在
しなかった場合には、前記パラメータ変化率の推定処理を実行することなく新たな前記デ
ータ保存期間の設定を許可する、請求項１９記載の二次電池の状態推定装置。
【請求項２１】
　前記推定処理制御部は、黄金分割法に従った探索に基づき、前記パラメータ変化率の前
記複数個の候補値の設定および前記パラメータ変化率の推定値の確定を実行する、請求項
１３記載の二次電池の状態推定装置。
【請求項２２】
　前記所定パラメータは、前記二次電池の直流抵抗を表わす抵抗パラメータをさらに含み
、
　前記変化率推定手段は、
　前記検出手段により検出された前記電池温度、前記電池電流および前記電池電圧と前記
電池モデル式により求められる状態量とを入出力とし、かつ、前記パラメータ変化率を推
定パラメータとする線形回帰モデル式に最小自乗法を適用することによって、前記抵抗パ
ラメータのパラメータ変化率を逐次推定する直流抵抗変化率推定手段をさらに含む、請求
項１２または１３に記載の二次電池の状態推定装置。
【請求項２３】
　前記電池状態推定手段は、前記電池モデル式中の前記拡散パラメータおよび前記抵抗パ
ラメータの各々について、前記変化率推定手段により逐次推定された前記パラメータ変化
率と、前記記憶手段から読出されたデータに基づく現在の前記電池状態に対応する前記初
期状態パラメータ値とを乗じた値を用いて、前記電池モデル式に従った前記二次電池の状
態量の推定を実行する、請求項２２記載の二次電池の状態推定装置。
【請求項２４】
　前記変化率推定手段は、前記データ保存期間中において、前記直流抵抗変化率推定手段
によって推定された前記パラメータ変化率または、前記二次電池の充電率が所定値以上に
変化したときには、この前記データ保存期間の前記データ配列について、前記拡散パラメ
ータのパラメータ変化率の推定への使用を禁止する、請求項２２記載の二次電池の状態推
定装置。
【請求項２５】
　前記電池モデル演算手段は、前記電池モデル式中の前記抵抗パラメータについて、固定
された前記パラメータ変化率と、前記演算の対象となる各時点での電池状態に対応した前
記初期状態パラメータ値とを乗じた値を用いて、前記電池モデル式に従った演算を実行す
る、請求項２２記載の二次電池の状態推定装置。
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【請求項２６】
　前記電池モデル演算手段は、前記電池モデル式中の前記抵抗パラメータについて、前記
直流抵抗変化率推定手段によって逐次推定された前記パラメータ変化率の前記データ保存
期間内での平均値と、前記演算の対象となる各時点での電池状態に対応した前記初期状態
パラメータ値とを乗じた値を用いて、前記電池モデル式に従った演算を実行する、請求項
２２記載の二次電池の状態推定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、二次電池の状態推定装置に関し、より特定的には、二次電池の内部状態を
動的に推定可能な電池モデルに従った二次電池の状態推定装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　充放電可能な二次電池によって負荷へ電源を供給し、かつ必要に応じて当該負荷の運転
中にも当該二次電池を充電可能な構成とした電源システムが用いられている。代表的には
、二次電池によって駆動される電動機を駆動力源として備えたハイブリッド自動車や電気
自動車がこのような電源システムを搭載している。
【０００３】
　このような電源システムでは、二次電池の蓄積電力が駆動力源としての電動機の駆動電
力として用いられる他、この電動機が回生発電したときの発電電力やエンジンの回転に伴
って発電する発電機の発電電力等によってこの二次電池が充電される。このような電源シ
ステムでは、二次電池の状態推定装置に対して、代表的には満充電状態に対する充電率（
ＳＯＣ：state of charge）を正確に求めることが要求される。すなわち、二次電池の充
電率を、充放電中や充放電直後にも正確に逐次推定して、二次電池の過剰な充放電を制限
する必要がある。また、二次電池の電池パラメータ（内部抵抗等）は使用に伴い徐々に変
化（劣化）していくので、このような経年変化に対応して二次電池の状態を精度良く推定
することが求められる。
【０００４】
　たとえば、特許文献１（特開２００３－７５５１８号公報）には、線形等価回路として
表現した電池モデルに対して適応デジタルフィルタを適用して電池モデルに関するパラメ
ータを一括推定するとともに、推定した各パラメータから電池内部抵抗または電池時定数
を求め、予め記憶してある電池内部抵抗と充電率のマップデータ、または電池時定数と充
電率のマップデータに基づいて電池劣化度を推定ことが可能な二次電池の充電率推定装置
が開示されている。
【０００５】
　特許文献１に開示された二次電池の充電率推定装置では、その図３に示されるように純
電気抵抗を示す抵抗Ｒ１、電荷移動抵抗Ｒ２および電気二重層容量Ｃ１からなるＲＣ並列
回路を等価回路モデルとして用いている。このような等価回路モデルでは反応関与物質の
拡散による電圧変化はＲＣ並列回路による応答遅れによって近似的に表わされることにな
るので、二次電池内部での反応関与物質の拡散を考慮した十分な精度を得ることが実際に
は困難である。
【０００６】
　このため、非特許文献１および非特許文献２では、リチウムイオン電池内部の電気化学
反応式に基づいた電池モデルについて検討されており、実電池との比較で電池特性を精度
よく表現できることが報告されている。特に、非特許文献１および２では、二次電池の開
路電圧は電極の電解液界面（活物質表面）における局所的なＳＯＣに依存し、その結果緩
和時における電池電圧が活物質内におけるリチウム濃度分布に依存するリチウムの拡散に
支配されることが示されている。特に、活物質内での反応関与物質（リチウム）の拡散は
、活物質を球として扱った、極座標の拡散方程式に支配され、拡散過程における物質の拡
散速度は拡散係数により支配される。
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【特許文献１】特開２００３－７５５１８号公報
【非特許文献１】フュラー他（T. F. Fuller, M. Doyle, and J. Newman）著、「デュア
ルリチウムイオン・インサーションセルのシミュレーションおよび最適化（“Simulation
 and Optimization of the Dual Lithium Ion Insertion Cell”）、J. Electrochem. So
c.,Vol. 141,No. 1(1994)、（米国）、電気化学学会(ECS）、１９９４年１月、pp 1-10
【非特許文献２】グおよびワン（W.B.Gu and C.Y.Wang）著、「リチウムイオン電池の熱
－電気化学結合モデリング（THERMAL-ELECTROCHEMICAL COUPLED MODELING OF A LITHIUM-
ION CELL）」、ECS Proceedings Vol.99-25 (1),2000、（米国）、電気化学学会(ECS)、
２０００年、pp 748-762
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１のような線形等価回路の電池モデルでは、反応関与物質の拡散による電圧変
化はＲＣ並列回路による応答遅れにより近似的に表わされる。このため、実際の拡散過程
を表わした十分な推定精度を得るためには、ＲＣ並列回路を複数個直列に接続したＲＣラ
ダー回路を用いる必要がある。しかしながら、このようなＲＣラダー回路を等価回路モデ
ルに用いると、適応デジタルフィルタで推定するべきパラメータ数が増加し、演算量の増
加および推定精度が問題となる。
【０００８】
　また特許文献１では、適応デジタルフィルタを用いて電池パラメータを推定しているが
、電池パラメータは電池温度や充電率といった電池状態により大きく変化する。したがっ
て、電池劣化度を推定するためには本来は経年変化による比較的変化速度のゆっくりとし
た（時定数の大きい）パラメータ変化分のみを推定したいのであるが、電池状態の変化に
よる比較的変化速度の速い（時定数の小さい）パラメータ変化分も一緒に推定する構成と
なっていた。そのため、速い速度で変化する電池パラメータを追従しながら推定させるた
めに、演算周期の異なる複数の開路電圧推定手段を備え、電池温度に応じて不適切な開路
電圧推定手段を順に初期化するという対策を行なう必要があり、演算量および記憶容量が
増加するという問題があった。さらに、速い速度で変化する電池パラメータを推定しよう
とすると、推定遅れやノイズ等による推定誤差が大きくなり易いという問題があり、同定
結果を反映したパラメータ値の適切な更新による電池モデルの状態推定精度の確保、およ
び同定結果値に基づく劣化推定を適切に実行できない可能性があった。
【０００９】
　また、特許文献１では、適応デジタルフィルタ演算によって電流および電圧から電池モ
デルのパラメータを一括で推定し、この推定結果を用いて電池内部抵抗および時定数を求
めている。しかしながら、電池内部抵抗と反応関与物質の拡散速度に影響を受ける時定数
とを同時に求めようとすると、適切な同定が行なえない可能性がある。具体的には、電池
劣化により時定数が大きくなっているにも拘らず、電池内部抵抗が大きくなっていると誤
って同定してしまったり、逆に、実際には内部抵抗が大きくなっているにも拘らず時定数
が大きくなっていると誤って同定したりする可能性がある。このため、このようにして求
めた電池内部抵抗や時定数に基づいて電池劣化度を推定する際には、誤った劣化判定を避
けるために劣化判定方法が複雑になる可能性がある。
【００１０】
　一方、非特許文献１および２で開示されるような、電池内部での電気化学反応に基づい
て反応関与物質の拡散を拡散方程式で表現し、また電池の開放電圧が電極－電極液界面（
活物質表面）における局所ＳＯＣに依存するとした場合、電池モデルは非線形となるが、
より精度良く電池内部状態を推定することが可能である。ただし、この電池モデルを用い
て電池劣化度を推定するためには、反応関与物質の拡散を支配する拡散係数を、純抵抗お
よび電荷移動抵抗などの直流抵抗分とともに推定することが必要である。
【００１１】
　しかしながら、特許文献１で示された適応デジタルフィルタは、非線形モデルにはその
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まま適用できない。また、非線形モデルに対してパラメータ同定を行なうことが可能な非
線形適応デジタルフィルタ（拡張カルマフィルタ等）を適用することも可能ではあるが、
演算量が非常に大きくなるなどの問題点がある。
【００１２】
　この発明は、このような問題点を解決するためになされたものであって、この発明の目
的は、電池モデルに従って二次電池の状態量を推定する二次電池の状態推定装置において
、電池モデル式中のパラメータ同定について、電池状態の変化に対応したパラメータ値変
化の影響による推定精度の悪化を防止して、電池の経年変化に対応した電池モデルの推定
精度の確保を図ることである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　この発明による二次電池の状態推定装置は、検出手段と、電池状態推定手段と、記憶手
段と、変化率推定手段とを備える。検出手段は、二次電池の電圧、電流および温度を検出
する。電池状態推定手段は、検出手段により検出された電池温度と、電池電圧および電池
電流の少なくとも一方とに基づき、電池モデル式に従って二次電池の状態量を逐次推定す
る。記憶手段は、電池モデル式で用いられるパラメータ群のうちの所定パラメータについ
て、電池状態の変化に対する二次電池の初期状態パラメータ値の変化特性に関するデータ
を予め記憶する。変化率推定手段は、検出手段により検出された電池温度、電池電圧およ
び電池電流と、記憶手段から読出されたデータに基づいた現在の電池状態に対応する初期
状態パラメータ値とを用いた電池モデル式に基づくパラメータ同定を行なうことによって
、所定パラメータについての初期状態パラメータ値に対する現在のパラメータ値の比であ
るパラメータ変化率を推定する。
【００１４】
　上記二次電池の状態推定装置によれば、電池モデル式中の所定パラメータについて、温
度や充電率等の電池状態の変化に伴うパラメータ値の大幅な変化と切離して、初期状態（
代表的には、新品時）に対するパラメータ値の変化率を推定することができる。この結果
、電池状態の変化に伴う推定値の大幅かつ速い（時定数の小さい）変化の影響を排除して
、電池の経年劣化によるパラメータ値の経年変化（一般的に電池状態の変化に伴うパラメ
ータ値変化に比較して時定数が小さい）を安定的に推定することができるので、推定遅れ
や推定精度の悪化を回避したパラメータ同定が可能となる。
【００１５】
　好ましくは、電池状態推定手段は、所定パラメータについて、変化率推定手段により推
定されたパラメータ変化率と、電池状態に対応する初期状態パラメータ値とを乗じた値を
用いて、電池モデル式に従った二次電池の状態量の推定を実行する。
【００１６】
　このような構成とすることにより、パラメータ値の経年変化を適切に電池モデル式に反
映できるので、電池の劣化や電池毎の製造ばらつきがあった場合にも、二次電池の状態を
精度良く推定できる。
【００１７】
　また好ましくは、二次電池の状態推定装置は、劣化度推定手段をさらに備える。劣化度
推定手段は、変化率推定手段によって推定されたパラメータ変化率に基づき、二次電池の
劣化度を推定する。
【００１８】
　このような構成とすることにより、パラメータ変化率が所定パラメータ値の経年変化、
電池劣化度そのものを示していることに着目して、さらなるマップ等を用いることなく、
直接的かつ簡易に電池劣化度を推定できる。
【００１９】
　好ましくは、所定パラメータは、二次電池の直流抵抗を表わすパラメータであり、変化
率推定手段は、検出手段により検出された電池温度、電池電流および電池電圧と電池モデ
ル式により求められる状態量とを入出力とし、かつ、パラメータ変化率を推定パラメータ
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とする線形回帰モデル式に最小自乗法を適用することによって、パラメータ変化率を逐次
推定する。
【００２０】
　さらに好ましくは、直流抵抗を表わすパラメータは、電池温度および、二次電池の電極
内の活物質界面における反応関与物質濃度の電池状態推定手段による推定値に基づく局所
的充電率の関数として示される。
【００２１】
　このような構成とすることにより、電池データおよび非線形モデルによって求められる
状態量に基づく線形モデル式に最小自乗法を適用することにより、パラメータ変化率を逐
次推定できる。したがって、演算負荷を著しく増大させることなく、電池状態の変化に伴
うパラメータ値の大幅な変化と切離して、初期状態に対するパラメータ値の変化率を推定
することができる。
【００２２】
　さらに好ましくは、変化率推定手段は、現在のデータに対する過去のデータの重み付け
を小さくするための忘却係数を導入した逐次最小自乗法によって、パラメータ変化率を推
定する。
【００２３】
　これにより、忘却係数を用いた逐次最小自乗法の適用によって、過去の測定データより
も現在の測定データの重み付けを大きくしてパラメータ変化率を推定できる。したがって
、電池状態が変化していく状況においても、これに追従してパラメータ変化率を推定する
ことが可能となる。
【００２４】
　また、さらに好ましくは、変化率推定手段は、検出手段により検出された電池電流の絶
対値が第１の基準値よりも大きいとき、または、電池電流の絶対値が第１の基準値よりも
小さい第２の基準値よりも小さいときには、パラメータ変化率の推定を中止する。
【００２５】
　このような構成とすることにより、直流抵抗のパラメータ変化率を同定する電流範囲を
、電池緩和時および大電流による充放電時を排除するように決定できる。これにより、二
次電池の拡散抵抗が劣化により変化した場合においても、これを誤って直流抵抗の変化と
して推定することを防止できる。
【００２６】
　あるいは、さらに好ましくは、直流抵抗を表わすパラメータは、二次電池の内部での電
荷移動抵抗および純電気抵抗を含み、変化率推定手段は、電荷移動抵抗および純電気抵抗
のパラメータ変化率をそれぞれ独立に逐次推定する。
【００２７】
　特に、電荷移動抵抗は、電池温度および、二次電池の電極内の活物質界面における反応
関与物質濃度の電池状態推定手段による推定値に基づく局所的充電率の関数として示され
、純電気抵抗は、電池温度の関数として示されることが好ましい。
【００２８】
　このような構成とすることにより、直流抵抗について、活物質界面での反応に伴う電荷
移動抵抗および電極等で発生する純電気抵抗に分割して、パラメータ変化率を推定するこ
とができるので、より高精度に直流抵抗についてのパラメータ同定を実行できる。また、
直流抵抗の増加時に、電荷移動抵抗および純電気抵抗のいずれが増加しているかが把握で
きるので、電池の劣化モードの判定も可能となる。
【００２９】
　電池モデル式は、二次電池内部の活物質の表面での反応関与物質濃度の関数である開放
電圧、および二次電池の内部抵抗による電流に依存した電圧変化から表わされる電圧方程
式と、活物質の内部における反応関与物質濃度の分布を規定する拡散方程式とを含む。
【００３０】
　このような構成とすることにより、開放電圧の活物質表面における反応関与物質濃度へ



(9) JP 4703593 B2 2011.6.15

10

20

30

40

50

の依存性と、活物質内における反応関与物質濃度の拡散過程を物理法則により規定する拡
散方程式とによって表現することによって、精度よく電池内部状態の推定を行なうことが
可能となる。
【００３１】
　変化率推定手段は、活物質の表面における反応関与物質濃度と、活物質の内部での反応
関与物質濃度の平均値との濃度差の絶対値が所定値以上のとき、または、濃度差の絶対値
が所定値以下となってから所定時間以内のときには、パラメータ変化率の推定を中止する
。
【００３２】
　このような構成とすることにより、電池モデル内の活物質モデルにおける反応関与物質
濃度分布により直流抵抗の変化率推定の可否を判断することができる。この結果、拡散抵
抗の影響が大きく現れる電池使用状態における電池データを用いて直流抵抗の変化率の推
定を行なうことを防止できるので、劣化による拡散抵抗の変化を、誤って直流抵抗の変化
として推定してしまうことを防止できる。
【００３３】
　好ましくは、所定パラメータは、二次電池の活物質内での反応関与物質の拡散速度を表
わす拡散パラメータを含み、状態推定装置は、推定用データ保存手段をさらに備える。デ
ータ保存手段は、所定条件に従って規定されるデータ保存期間において、検出手段により
検出された電池電圧、電池電流および電池温度の電池データのそれぞれを時系列なデータ
配列として逐次記憶する。さらに、変化率推定手段は、電池モデル演算手段と、推定処理
手段とを含む。電池モデル演算手段は、データ保存期間に対応させて、電池データのデー
タ配列を逐次入力とした電池モデル式に従う演算により、所定の電池データについて時系
列な推定データ列を求める。推定処理手段は、電池モデル演算手段によって求められた推
定データ列と、推定用データ保存手段に記憶された所定の電池データのデータ列との比較
に基づいて、拡散パラメータのパラメータ変化率を推定する。
【００３４】
　さらに好ましくは、推定用データ保存手段は、所定の保存開始条件の成立に従ってデー
タ保存期間を開始するとともに、所定の保存終了条件の成立に従ってデータ保存期間を終
了させる。そして、状態推定装置は、評価関数演算範囲判定手段をさらに備える。評価関
数演算範囲判定手段は、データ保存期間から、パラメータ変化率の推定に用いる評価関数
演算範囲を決定する。さらに、電池モデル演算手段は、拡散パラメータについて、パラメ
ータ変化率の候補値と、演算の対象となる各時点での電池状態に対応した初期状態パラメ
ータ値とを乗じた値を用いて、電池モデル式に従った演算を実行し、推定処理手段は、評
価関数演算手段と、推定処理制御部とを含む。評価関数演算手段は、評価関数演算範囲判
定手段により決定された評価関数演算範囲に対応して、所定の電池データについて、電池
モデル演算手段によって求めた推定データ列の値と、データ配列の値との間の誤差に基づ
いて評価関数を算出する。推定処理制御部は、複数個の候補値を順次切換えて設定すると
ともに、各候補値に対して算出された評価関数の比較に基づいて、拡散パラメータのパラ
メータ変化率を推定する。なお、拡散パラメータは、電池温度の関数として示されること
が好ましい。
【００３５】
　このような構成とすることにより、二次電池内部での反応関与物質の拡散速度を含む拡
散パラメータ（たとえば拡散定数）について、非線形適応デジタルフィルタ等を用いるこ
となく、電池状態の変化に伴う拡散パラメータの大幅な変化と切離して、初期状態に対す
る拡散パラメータの変化率を推定することができる。
【００３６】
　さらに好ましくは、電池モデル演算手段は、データ保存期間に対応させて、電池電圧お
よび電池温度のデータ配列を逐次入力とした電池モデル式に従った演算により、電池電流
について時系列な推定データ列を求める。そして、評価関数演算手段は、電池電流につい
て推定データ列の値とデータ配列の値との間の二乗誤差を、評価関数演算範囲に対応して
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積算することにより評価関数を求める。
【００３７】
　このような構成とすることにより、電池モデル式に従った演算に基づく電池電流の推定
値と、電池電流の実測値との誤差に基づいて、パラメータ変化率の候補値を評価すること
ができる。
【００３８】
　また、さらに好ましくは、推定用データ保存手段は、二次電池が緩和した状態であるこ
とに応じて、保存開始条件が成立したと判断する。
【００３９】
　このような構成とすることにより、拡散係数の変化率推定において電池モデルを精度よ
く初期化することができるので、その後保存した時系列な電池データ配列を用いて精度よ
く拡散係数の変化率を推定することができる。
【００４０】
　あるいは好ましくは、電池モデル式は、二次電池内部の活物質の表面での反応関与物質
濃度の関数である開放電圧、および二次電池の内部抵抗による電流に依存した電圧変化か
ら表わされる電圧方程式と、活物質の内部における反応関与物質濃度の分布を規定する拡
散方程式とを含む。
【００４１】
　このような構成とすることにより、開放電圧の活物質表面における反応関与物質濃度へ
の依存性と、活物質内における反応関与物質濃度の拡散過程を物理法則により規定する拡
散方程式とによって表現することによって、精度よく電池内部状態の推定を行なうことが
可能となる。
【００４２】
　さらに好ましくは、推定用データ保存手段は、検出手段により検出された電池電流の絶
対値が所定値以下であり、かつ、電池状態推定手段によって推定された活物質の内部での
反応関与物質濃度の分布における最大濃度差が所定値以下である状態が、所定時間以上継
続したときに、保存開始条件が成立したと判断する。
【００４３】
　このような構成とすることにより、電池モデルによって推定された内部挙動に基づいて
電池が緩和状態であることを正確に判断できるので、拡散係数変化率推定用の電池データ
保存開始条件を適切に設定できる。
【００４４】
　特にこのような構成では、変化率推定手段は、パラメータ変化率の推定処理中には、推
定用データ保存手段による新たなデータ保存期間の設定を禁止する一方で、データ保存期
間の終了時に、該データ保存期間内に評価関数演算範囲に決定できる時間範囲が存在しな
かった場合には、パラメータ変化率の推定処理を実行することなく新たなデータ保存期間
の設定を許可する。
【００４５】
　このような構成とすることにより、データ保存期間中のデータに評価関数演算範囲に決
定できる時間範囲が存在しないときにはパラメータ変化率の推定処理を非実行として、推
定精度の悪化を防止できる。
【００４６】
　また好ましくは、推定処理制御部は、黄金分割法に従った探索に基づき、パラメータ変
化率の複数個の候補値の設定およびパラメータ変化率の推定値の確定を実行する。
【００４７】
　このような構成とすることにより、黄金分割法を用いて評価関数が最小となる拡散係数
変化率を既知の探索回数により求めることが可能となる。このため、拡散係数のパラメー
タ変化率推定に必要な演算時間を事前に把握できることが可能となる。
【００４８】
　あるいは好ましくは、所定パラメータは、二次電池の直流抵抗を表わす抵抗パラメータ
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をさらに含み、変化率推定手段は、検出手段により検出された電池温度、電池電流および
電池電圧と電池モデル式により求められる状態量とを入出力とし、かつ、パラメータ変化
率を推定パラメータとする線形回帰モデル式に最小自乗法を適用することによって、抵抗
パラメータのパラメータ変化率を逐次推定する直流抵抗変化率推定手段をさらに含む。
【００４９】
　このような構成とすることにより、直流抵抗と拡散係数とを個別に推定することが可能
となるので、電池劣化状態の推定を正確に実行できる。
【００５０】
　さらに好ましくは、電池状態推定手段は、電池モデル式中の拡散パラメータおよび抵抗
パラメータの各々について、変化率推定手段により逐次推定されたパラメータ変化率と、
記憶手段から読出されたデータに基づく現在の電池状態に対応する初期状態パラメータ値
とを乗じた値を用いて、電池モデル式に従った二次電池の状態量の推定を実行する。
【００５１】
　このような構成とすることにより、直流抵抗の変化率と、拡散抵抗の変化に寄与する拡
散係数の変化率を電池モデルに反映することができるので、電池劣化や製品ばらつき等に
よる電池モデルによる推定精度の悪化を防止することが可能となる。
【００５２】
　また、さらに好ましくは、電池モデル式中の抵抗パラメータについて、固定されたパラ
メータ変化率と、演算の対象となる各時点での電池状態に対応した初期状態パラメータ値
とを乗じた値を用いて、電池モデル式に従った演算を実行する。または、電池モデル演算
部は、電池モデル式中の抵抗パラメータについて、直流抵抗変化率推定手段によって逐次
推定されたパラメータ変化率のデータ保存期間内での平均値と、演算の対象となる各時点
での電池状態に対応した初期状態パラメータ値とを乗じた値を用いて、電池モデル式に従
った演算を実行する。
【００５３】
　このような構成とすることにより、直流抵抗の変化が大きくなる状態下で拡散パラメー
タの変化率推定を行なって、直流抵抗の変化を誤って拡散係数の変化として推定しないよ
うに防止することができる。これにより、直流抵抗変化率および拡散係数変化率をともに
精度よく推定することができる。
【００５４】
　あるいは、さらに好ましくは、変化率推定手段は、データ保存期間中において、直流抵
抗変化率推定手段によって推定されたパラメータ変化率または、二次電池の充電率が所定
値以上に変化したときには、このデータ保存期間のデータ配列について、拡散パラメータ
のパラメータ変化率の推定への使用を禁止する。
【００５５】
　このような構成とすることにより、直流抵抗変化率の推定結果と拡散パラメータ（拡散
係数）の推定結果とが互いに干渉することによる推定誤差の発生を防止して、直流抵抗お
よび拡散係数の変化率をともに精度よく推定することができる。
【発明の効果】
【００５６】
　この発明による二次電池の状態推定装置によれば、電池モデル式中のパラメータ同定に
ついて、電池状態の変化に対応したパラメータ値変化によって推定精度が悪化することを
防止して、電池の経年変化に対応した電池モデルの推定精度の確保を図ることができる。
また、推定した直流抵抗および拡散係数の変化率を用いて、電池劣化度を精度よく推定す
ることが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５７】
　以下に、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、以下図中
の同一または相当部分には同一符号を付して、その説明は原則として繰返さないものとす
る。
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【００５８】
　（全体構成）
　図１は、本発明の実施の形態による二次電池の状態推定装置が適用される、二次電池を
電源とする電源システムの概略構成を示すブロック図である。
【００５９】
　図１を参照して、二次電池１０は、負荷５０の駆動電力を供給する。負荷５０は、たと
えば、電気自動車やハイブリッド自動車等に搭載される走行用電動機で構成される。さら
に、負荷５０は、電動機の回生電力により二次電池１０を充電する。二次電池１０は、代
表的にはリチウムイオン電池により構成される。
【００６０】
　二次電池１０には、電池電流を測るための電流センサ２０と、電池電圧を測定するため
の電圧センサ３０と、電池温度を測定するための温度センサ４０とが設けられている。以
下では、電流センサ２０による測定値を電池電流Ｉｂと表記し、電圧センサ３０による測
定値を電池電圧Ｖｂと表記し、温度センサ４０による測定値を電池温度Ｔｂと表記する。
【００６１】
　センサ２０～４０によって測定された電池電流Ｉｂ、電池電圧Ｖｂおよび電池温度Ｔｂ
は電子制御装置（ＥＣＵ）１００へ送出される。なお、電池電流Ｉｂについては、二次電
池１０の放電時には正値（Ｉｂ＞０）で示され、充電時には負値（Ｉｂ＜０）で示される
ものと定義する。
【００６２】
　本発明の実施の形態による二次電池の状態推定装置に対応するＥＣＵ１００は、図示し
ない、マイクロプロセッサ、メモリ、Ａ／Ｄ変換器、Ｄ／Ａ変換器等を含み、メモリに予
め格納した所定プログラムの実行によって、センサ等からの入力信号・データを用いた所
定の演算処理を実行して、演算処理結果に基づく出力信号・データを生成するように構成
される。本実施の形態では、ＥＣＵ１００は、電流センサ２０、電圧センサ３０および温
度センサ４０によって検出された電池データ（Ｉｂ，Ｖｂ，Ｔｂを総括的に表記するもの
）に基づき、後述する電池モデルに従って二次電池１０の内部状態を動的に推定して、充
電率（ＳＯＣ）に代表される電池情報を生成する。
【００６３】
　特に、ＥＣＵ１００は、二次電池１０による負荷５０の運転中、すなわち負荷５０を二
次電池１０の供給電力で駆動する際や、負荷５０からの回生電力により二次電池１０を充
電する際の実際の負荷運転中における電池データに基づいて、後述する電池モデル式に基
づいて、電池モデル式中のパラメータ推定を行なうことが可能である。
【００６４】
　したがって、このパラメータ推定結果に基づいて、二次電池１０の劣化状態（劣化度合
）を求める構成とすれば、負荷５０を実際に運転するオンライン中の電池データに基づき
、電池劣化度を推定できる。すなわち、電池の劣化状態を推定するために、負荷５０の運
転を停止させたり、特別な充放電パターンで二次電池１０を充放電させたり、負荷５０か
ら二次電池１０を切離したりしなくても、電池劣化度を推定できるようになる。また、パ
ラメータ推定結果を電池モデルに逐次反映することによって、パラメータ値の経年変化に
対応して電池モデルによる推定精度を確保できる。
【００６５】
　ＥＣＵ１００によって求められた電池情報は、負荷制御装置６０に送出される。負荷制
御装置６０は、電池情報に基づいて負荷５０の駆動状態を制御するための制御指令を発生
する。たとえば、二次電池１０の充電率が所定以上より低下した場合には、負荷５０の使
用電力を制限するような制御指令が生成される。逆に、二次電池１０の充電率が所定より
高い場合には、負荷５０による回生電力の発生を抑制するような制御指令が発生される。
【００６６】
　（電池モデル式の説明）
　次に、二次電池１０の状態推定に用いる電池モデルの一例について説明する。以下に説
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明する電池モデルは、二次電池内部での電気化学反応を考慮して内部挙動を動的に推定可
能なように、非線形モデルを含んで構築されたものである。
【００６７】
　図２は、電池モデルによって表現される二次電池１０の内部構成の概略を説明する概念
図である。
【００６８】
　図２を参照して、二次電池１０は、負極１２と、セパレータ１４と、正極１５とを含む
。セパレータ１４は、負極１２および正極１５の間に設けられた樹脂に電解液を浸透させ
ることで構成される。
【００６９】
　負極１２および正極１５の各々は、球状の活物質１８の集合体で構成される。負極１２
の活物質１８の界面上では、リチウムイオンＬｉ+および電子ｅ-を放出する化学反応が行
なわれる。一方、正極１５の活物質１８の界面上ではリチウムイオンＬｉ+および電子ｅ-

を吸収する化学反応が行なわれる。
【００７０】
　負極１２には、電子ｅ-を吸収する電流コレクタ１３が設けられ、正極１５には、電子
ｅ-を放出する電流コレクタ１６が設けられる。負極の電流コレクタ１３は、代表的には
銅で構成され、正極の電流コレクタ１６は代表的にはアルミで構成される。電流コレクタ
１３には負極端子が設けられ、電流コレクタ１６には正極端子が設けられる。セパレータ
１４を介したリチウムイオンＬｉ+の授受によって、二次電池１０では充放電が行なわれ
、充電電流（Ｉｂ＜０）または放電電流（Ｉｂ＞０）が生じる。
【００７１】
　すなわち、二次電池内部の充放電状態は、電極（負極１２および正極１５）の活物質１
８におけるリチウム濃度分布によって異なってくる。このリチウムは、リチウムイオン電
池における反応関与物質に相当する。
【００７２】
　以下に詳細に説明するように、負極１２および正極１５で電子ｅ-の移動に対する純電
気的な抵抗（純抵抗）Ｒｄおよび、活物質界面での反応電流発生時に等価的に電気抵抗と
して作用する電荷移動抵抗（反応抵抗）Ｒｒとを併せたものが、二次電池１０をマクロに
見た場合の直流抵抗に相当する。このマクロな直流抵抗を、以下では直流抵抗Ｒａとも示
す。また、活物質１８内におけるリチウムＬｉの拡散は、拡散係数Ｄｓに支配される。
【００７３】
　引続き、ＥＣＵ１００で用いる電池モデルの一例を説明する。なお、ここで説明する電
池モデル式中では、常温時における電気二重層キャパシタの影響が小さいことを考慮して
、この影響を無視した電池モデルを構築している。また、演算負荷軽減のため、負極１２
および正極１５を共通の活物質モデルで表現して、負極１２および正極１５での平均した
特性を有する単一の球状活物質モデルについて、活物質内部でのリチウム拡散をモデル化
するものとする。さらに、電池モデルは、設計容量に対して一般化させることができるよ
うに、電極の単位極板面積あたりのモデルとして定義されるものとする。
【００７４】
　まず、二次電池１０の出力電圧である電池電圧Ｖについては、電池温度Ｔ、電池電流Ｉ
、開放電圧（ＯＣＶ）Ｕおよび、上述の二次電池１０全体のマクロな直流抵抗Ｒａを用い
た下記の（１）式が成立する。ここで、電池電流Ｉは、単位極板面積あたりの電流値を示
すものとする。すなわち、正負極端子に流れる電池電流（電流計により計測可能な電流値
）をＩｂとし、電池の両面極板面積をＳとすると、電池電流Ｉは、Ｉ＝Ｉｂ／Ｓで定義さ
れる。以下、電池モデル中で述べる「電流」および「電流推定値」については、特に説明
のない限り、上記の単位極板面積あたりの電流を指すものとする。
【００７５】
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【数１】

【００７６】
　開放電圧Ｕは、図３に示すように、活物質表面における局所的ＳＯＣであるθに依存し
て変化する特性を有する。したがって、二次電池１０の初期状態において局所的ＳＯＣθ
と開放電圧Ｕとの関係を測定することにより、図３に示す特性に従って、局所ＳＯＣ（θ
）の変化に対する開放電圧Ｕ（θ）の変化特性を予め記憶する特性マップを作成すること
ができる。
【００７７】
　また、直流抵抗Ｒａは、図２３に示すような、局所的ＳＯＣθおよび電池温度Ｔの変化
に応じて変化する特性を有する。すなわち、直流抵抗Ｒａは、局所的ＳＯＣ（θ）および
電池温度Ｔの関数として示される。したがって、二次電池１０の初期状態における実測実
験結果に基づき、図２３に例示した特性に従って、局所的ＳＯＣ（θ）および電池温度Ｔ
の組合わせに対応して直流抵抗Ｒａの値を決定する特性マップ（直流抵抗マップ）を作成
することができる。
【００７８】
　上述のように、負極１２および正極１５で平均化した特性を持つ１つの球状活物質モデ
ルにおいて、活物質表面（電解液との界面）における局所的ＳＯＣθは、下記の（２）式
で定義される。
【００７９】

【数２】

【００８０】
　（２）式中において、ｃseは活物質界面におけるリチウム平均濃度であり、ｃs,maxは
活物質における限界リチウム濃度である。
【００８１】
　球状モデルで取扱われる活物質内では、リチウム濃度ｃsは、半径方向に分布を有する
。すなわち、球状と仮定された活物質内でのリチウム濃度分布は下記の（３）式に示す極
座標系の拡散方程式により規定される。
【００８２】
【数３】

【００８３】
　（３）式において、Ｄsは活物質におけるリチウムの拡散係数である。拡散係数Ｄsは、
図４に示すように、電池温度に依存して変化する特性を有する。したがって、拡散係数Ｄ

sについても、上述の直流抵抗Ｒaと同様に、二次電池１０の初期状態における実測結果に
基づき、図４に示す特性に従って、電池温度の変化に対す拡散係数Ｄs（Ｔ）の変化特性
を予め記憶する特性マップ（拡散係数マップ）を作成することができる。
【００８４】
　また、（３）式の拡散方程式の境界条件は下記（４），（５）式のように設定される。
【００８５】
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【数４】

【００８６】
　（４）式は、活物質中心での濃度勾配が０であることを示している。（５）式では、活
物質の電解液界面におけるリチウム濃度変化は、活物質表面からのリチウムが出入りする
ことに伴って変化することを意味している。
【００８７】
　（５）式においてｒsは活物質半径を示し、εsは活物質の体積分率を示し、ａsは電極
単位体積当りの活物質表面積を示す。これらの値は、各種電気化学測定法により測定した
結果より決定される。また、Ｆはファラデー定数である。
【００８８】
　さらに、（５）式中のｊLiは単位体積・時間当りのリチウム生成量であり、簡単化のた
めに電極厚さ方向で反応が均一であると仮定すると、電極厚さＬおよび単位極板面積あた
りの電池電流Ｉを用いて下記（６）式で示される。
【００８９】

【数５】

【００９０】
　電池電流Ｉまたは電池電圧Ｖを入力として、これら（１）～（６）式を連立させて解く
ことによって、電圧推定値または電流推定値を算出しながら、二次電池１０の内部状態を
推定して、充電率を推定することが可能となる。
【００９１】
　この電池モデルを用いることにより、電池電圧Ｖを入力として二次電池の充電率を推定
することが可能となる。電池電圧Ｖを入力とする場合、充電率は活物質モデル内の平均リ
チウム濃度と充電率との関係を示すマップ（図６）を用いて算出される。
【００９２】
　以下では、まず、センサによって測定された電池電圧Ｖｂおよび電池温度Ｔｂを入力と
して、上記電池モデルを用いて電池の充電率（ＳＯＣ）推定値および電流推定値を算出す
る手法について説明する。
【００９３】
　図５には、本発明の実施の形態による電池モデル式を用いた充電率（ＳＯＣ）の推定方
法を説明するフローチャートが示される。図５に示される処理は、ＥＣＵ１００において
所定演算周期ごとに呼出されて実行される。
【００９４】
　図５を参照して、ＥＣＵ１００は、ステップＳ１００では、電圧センサ３０により電池
電圧Ｖｂを測定する。測定された電池電圧Ｖｂは電池モデル式中の電池電圧Ｖとして用い
られる。さらに、ＥＣＵは、ステップＳ１１０により、温度センサ４０により電池温度Ｔ
ｂを測定する。測定された電池温度Ｔｂは、モデル式中における電池温度Ｔとして用いら
れる。
【００９５】
　ＥＣＵ１００は、ステップＳ１２０により、（２）式により、前回の演算時におけるリ
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チウム濃度分布に基づき、活物質表面の局所的ＳＯＣθを算出する。そして、ＥＣＵ１０
０は、ステップＳ１３０では、図３に示したような、局所的ＳＯＣθに対する開放電圧Ｕ
（θ）の特性マップから開放電圧推定値Ｕ♯を算出する。
【００９６】
　さらに、ＥＣＵ１００は、ステップＳ１４０により、予め記憶した、局所的ＳＯＣθお
よび電池温度Ｔに対する直流抵抗Ｒaを直流抵抗マップから算出する。そして、測定した
電池電圧Ｖｂ、算出した開放電圧推定値Ｕ♯および直流抵抗Ｒaを用いて、ＥＣＵ１００
は、ステップＳ１５０により、下記（７）式に基づいて電池電流の推定値Ｉteを算出する
。
【００９７】
【数６】

【００９８】
　次に、ＥＣＵ１００は、ステップＳ１６０により、電池電流推定値Ｉteを、（６）式の
電池電流Ｉに代入することにより、単位体積・時間当りのリチウム生成量ｊLiを算出する
。この単位体積・時間当りのリチウム生成量ｊLiを（５）式の境界条件に用いて（３）式
の拡散方程式を解くことにより、活物質内におけるリチウム濃度分布が決定される。なお
（３）式における拡散係数Ｄsについても、図４に示したような電池温度に対する拡散係
数マップに従って、測定した電池温度Ｔｂに基づいて算出できる。
【００９９】
　なお、ＥＣＵ１００は、（３）式の拡散方程式を解く際には、位置および時間により離
散化した拡散方程式を用いて、活物質内部のリチウム濃度分布ｃs,k（ｔ＋Δｔ）（但し
Δｔは離散時間ステップ（演算周期に相当）を示し、ｋは半径方向に離散化した離散位置
番号を表わす）を更新する（ステップＳ１７０）。なお、拡散方程式を位置および時間に
より離散化する方法は公知であるので詳細な説明は省略する。
【０１００】
　次にＥＣＵ１００は、ステップＳ１８０により、下記の（８）式に従って活物質内部の
平均リチウム濃度ｃsaveを算出する。
【０１０１】
【数７】

【０１０２】
　但し、（８）式においてＮは球状の活物質を半径方向に離散化した場合の分割数である
。
【０１０３】
　そして、ＥＣＵ１００は、ステップＳ１９０では、図６に示すような、活物質内の平均
リチウム濃度ｃsaveと二次電池１０の充電率（ＳＯＣ）との関係を示した予め記憶された
マップを用いて充電率を算出する。
【０１０４】
　このようにして、ＥＣＵ１００は、センサによって測定された電池電圧Ｖｂおよび電池
温度Ｔｂから二次電池１０の充電率（ＳＯＣ）および単位極板面積当たりの電池電流の推
定値を算出することができる。また、電池全体に流れる電流の推定値は、上述の電池電流
Ｉの定義式より、単位極板面積あたりの電流推定値に電池の両面極板面積を乗じることに
より算出できる。
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【０１０５】
　（実施の形態１）
　電池モデル式中のパラメータのうちの直流抵抗Ｒaは、上述したような電池温度Ｔｂや
局所ＳＯＣθといった電池状態に応じて変化するとともに、電池使用に伴う経年的な劣化
によっても変化していく。したがって、電池モデルで使用する直流抵抗マップに記憶され
た、初期状態（代表的には新品時）における直流抵抗Ｒaと、実際の直流抵抗との間に差
が生じた場合、充電率の推定誤差が発生してしまう。なお、初期状態は新品時に限定され
るものではなく、たとえば、新品時と予想される最大劣化時との間の中間的な状態に対応
して、初期状態を定義してもよい。このようにすると、以下の説明で明らかになるように
、初期状態パラメータ値に対する変化率推定値の範囲を狭くできるので、推定精度の向上
を図ることができる。
【０１０６】
　このため、実施の形態１では、上述の電池モデルのパラメータのうちの１つである直流
抵抗Ｒaについて、初期状態パラメータ値に対する変化率を推定することによって、直流
抵抗の経年変化を推定して二次電池１０の劣化度を推定する構成について説明する。さら
に、推定した直流抵抗変化率ｇｒを電池モデルに反映することにより、経年変化により直
流抵抗が増加した場合においても精度よく二次電池の状態量（代表的には充電率）を推定
できる構成とする。
【０１０７】
　実施の形態１では、直流抵抗Ｒaのパラメータについて、初期状態でのパラメータ値Ｒa

nからの変化率ｇｒを下記の（９）式で定義する。
【０１０８】
　ｇｒ＝Ｒa／Ｒan　　　　　…（９）
　直流抵抗変化率ｇｒを推定することにより、二次電池の使用に伴う経年的な直流抵抗の
変化を、電池温度Ｔｂや局所ＳＯＣθといった電池状態の変化による直流抵抗の変化と切
離して推定することができる。
【０１０９】
　図７には、実施の形態１による、電池モデル式中のパラメータである直流抵抗Ｒaの変
化率ｇｒの推定学習構成を説明するブロック図が示される。図７に示したブロック図によ
る変化率推定処理は、ＥＣＵ１００によって実現される。
【０１１０】
　図７を参照して、電池状態推定部１１０は、上述の（１）～（８）式によって構成され
る電池モデル部１１５を含んで構成され、図５に示したフローチャートに従って、演算周
期ごとに二次電池１０の内部状態（挙動）を推定し、推定結果に基づいて充電率（ＳＯＣ
）を算出する。
【０１１１】
　パラメータ特性マップ１２０は、上述したような、電池モデル式中のパラメータ拡散係
数Ｄsおよび直流抵抗Ｒaについて、初期状態における実測結果に基づく、特性マップを格
納している。すなわち、電池温度Ｔｂおよび局所ＳＯＣθ等の時々刻々変化する電池状態
に対応して、現時点での電池状態に対応する拡散係数Ｄsおよび直流抵抗Ｒa（Ｒan）を読
出可能なように構成されている。
【０１１２】
　パラメータ変化率推定部１３０は、以下に説明する（１１）～（１６）式に従う逐次最
小自乗法モデルを用いて、センサ２０～４０により測定された電池データ（Ｔｂ，Ｖｂ，
Ｉｂ）と、パラメータ特性マップ１２０から読出された、現在の電池状態（Ｔｂ，θ）に
対応する直流抵抗の初期状態パラメータ値Ｒanとを用いた電池モデル式に基づくパラメー
タ同定により、（９）式に示された直流抵抗変化率ｇｒの推定値ｇｒ♯を算出する。
【０１１３】
　パラメータ変化率推定部１３０は、電池状態推定部１１０による、二次電池１０の内部
状態推定演算およびこの推定演算結果に基づく充電率算出処理の後に、直流抵抗Ｒaの変
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化率ｇｒを、以下に説明する忘却要素付きの逐次最小自乗法を用いて推定する。まず、忘
却係数付きの逐次最小自乗法について説明する。
【０１１４】
　逐次最小自乗法によれば、下記の（１０）式で示す線形回帰モデルで表わされるシステ
ムにおいて、（１０）式中のパラメータΘは、（１１）～（１３）式で示される時間更新
式を、（１４），（１５）式の初期条件により逐次演算することによって推定される。各
式においてパラメータΘの推定値は、Θ♯で示されている。
【０１１５】
【数８】

【０１１６】
【数９】

【０１１７】
【数１０】

【０１１８】
　（１１），（１３）式においてλは忘却係数であり、通常λ＜１．０である。また、Ｐ
は共分散行列であり、（１５）式の初期値Ｐ（０）は単位行列Ｉの対角要素に定数γを乗
じた行列とし、γには通常１０2～１０3程度の大きな値を用いる。パラメータΘ♯の初期
値Θ♯0は通常ゼロベクトルとされる。
【０１１９】
　このような、忘却要素付きの逐次最小自乗法を用いて、直流抵抗の変化率ｇｒを以下の
ようにして推定する。
【０１２０】
　新品状態から経年変化（劣化）した二次電池の直流抵抗Ｒaは、（９）式の定義により
、Ｒa＝ｇｒ・Ｒanと表わせるので、これを（１）式に代入し、さらに（１０）式の形に
書き直すと、電池モデル式に基づく線形回帰モデル式として（１６）式が得られる。
【０１２１】

【数１１】

【０１２２】
　（１６）式において、左辺の開放電圧Ｕ（θ）は、今回の充電率推定処理の過程で推定
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した値を用い、Ｖには測定された電池電圧Ｖｂを用いることにより、Ｙを計算することが
できる。また、右辺については、電池状態推定部１１０による今回の演算周期での電池温
度Ｔｂおよび局所的ＳＯＣθを引数としてパラメータ特性マップ１２０を参照することに
より、直流抵抗の初期状態時パラメータ値Ｒanが求められる。また、電池電流Ｉとしては
、電流センサ２０による現在の測定値Ｉｂから算出した単位極板面積あたりの電流値を代
入することにより、Ｚを計算することができる。
【０１２３】
　このように演算したＹおよびＺを用いて（１１）～（１５）式の忘却要素付き逐次最小
自乗法により、推定パラメータΘとして、直流抵抗Ｒaの変化率ｇｒを逐次推定すること
が可能となる。すなわち、実施の形態１では、電池モデル式に基づく線形回帰モデル式を
定義して、最小自乗法を適用可能なパラメータの代表例として、直流抵抗Ｒaの変化率推
定が説明される。なお、以下では、逐次型最小自乗法による推定を例示するが、一括最小
自乗法等の他方式の最小自乗法の適用も可能である点について確認的に記載する。
【０１２４】
　劣化度推定部１５０は、パラメータ変化率推定部１３０により推定された直流抵抗変化
率ｇｒ♯に応じて二次電池１０の劣化度を判定する。なお、直流抵抗変化率ｇｒ♯は、経
年変化による直流抵抗Ｒaの変化率、すなわち電池劣化度そのものを示している。たとえ
ば、直流抵抗変化率の推定値ｇｒ♯＝１．２となっている場合には、初期状態（たとえば
新品時）に比較して直流抵抗Ｒaが２割増加していることを示している。したがって、さ
らなるマップ等を用いることなく、この推定値ｇｒ♯に応じて直接的かつ簡易に二次電池
１０の劣化度を推定できる利点がある。
【０１２５】
　直流抵抗Ｒaは電池温度および活物質表面の局所的ＳＯＣに依存し、特に電池温度の変
化に対して大きく変化するため、仮に直流抵抗Ｒaを直接推定しようとすると、温度変化
に対して十分な追従速度が必要となる。推定におけるパラメータ追従速度を大きくすると
、ノイズや外乱等によるパラメータ変動が大きくなる傾向があり、パラメータを安定的に
推定できないという問題点がある。
【０１２６】
　しかしながら、実施の形態１の手法によれば、直流抵抗Ｒaの初期状態におけるパラメ
ータ値Ｒanに対する変化率のみを逐次推定すればよい。経時変化により生じる初期状態に
対するパラメータ値の変化速度は、一般に電池状態変化によるパラメータ値変化に比較し
て非常に遅い（時定数が大きい）ため、推定における追従速度を大きくする必要がない。
したがって、このような問題点を解決することができる。
【０１２７】
　また、忘却係数（λ＜１．０）付きの逐次最小自乗法を用いることにより、過去に測定
された電池データよりも現在の電池データの方に、より重み付けを大きくしてパラメータ
推定を実行するため、経時変化による直流抵抗変化率が仮に電池温度や充電率等に依存し
て変化したとしても、この変化に追従して各電池状態に応じた直流抵抗変化率を正確に推
定することが可能となる。
【０１２８】
　図８は、実施の形態１による直流抵抗変化率ｇｒの推定処理を説明するフローチャート
である。
【０１２９】
　図８を参照して、パラメータ変化率推定部１３０は、ステップＳ２００により、上述し
た電池モデル式（１）～（８）による電池状態の推定（図５）を実行する。そして、ＥＣ
Ｕ１００は、ステップＳ２０５では、直流抵抗変化率推定の実行可能条件が成立している
かどうかを判定する。そして、推定実行可能条件が成立していない場合（Ｓ２０５のＮＯ
判定時）には、以下の直流抵抗変化率推定を実行することなく処理が終了する。
【０１３０】
　一般に、電池劣化により二次電池の抵抗成分が増加する際には、直流抵抗の増加だけで
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なく、活物質内におけるリチウム拡散速度が低下する（すなわち、活物質内におけるリチ
ウム拡散を支配する拡散係数が新品時に比較して低下する）ことによって、いわゆる拡散
抵抗の増加も発生する。そのため、直流抵抗の変化率を推定する際に、拡散抵抗が増加し
た分まで直流抵抗変化率が増加したと誤って同定してしまわないように考慮する必要があ
る。
【０１３１】
　したがって、ＥＣＵ１００は、ステップＳ２０５において、所定の直流抵抗変化率の推
定実行可能条件が成立しているかどうかを判定する。
【０１３２】
　たとえば、ステップＳ２０５では、電池電流（計測値）Ｉｂの絶対値が、予め定めた所
定範囲内である場合のみ、直流抵抗変化率の推定処理の実行を許可（Ｓ２０５をＹＥＳ判
定）する。この所定電流範囲の下限値は、二次電池の緩和状態を除外するように設定し、
かつ、上限値は、大電流充放電時を排除するように設定することができる。
【０１３３】
　このような推定実行可能条件を設定することにより、拡散の影響の大きい大電流充放電
時および電池緩和時には、直流抵抗変化率の推定を行なわないようにすることができる。
このため、拡散の影響により直流抵抗変化率について誤った推定を行なうことを防止でき
る。
【０１３４】
　あるいは、測定した電池電流Ｉｂに代えて、電池モデル式によって推定されるリチウム
濃度に基づいて、ステップＳ２０５の推定実行可能条件を設定してもよい。
【０１３５】
　たとえば、活物質表面のリチウム濃度と活物質内の平均リチウム濃度との差の絶対値が
所定値以上のとき、または、活物質表面のリチウム濃度と活物質内の平均リチウム温度と
の差の絶対値が所定値以下になってから所定時間が経過するまでは、ステップＳ２０５を
ＮＯ判定として、直流抵抗変化率の推定処理を許可しないように構成してもよい。これに
より、活物質内におけるリチウム拡散により電圧変化が起きている状況をより確実に検知
して、このような電圧変化が起きている状況で直流抵抗変化率を誤って推定することを回
避することが可能となる。なお、上述した電池電流Ｉｂに基づく推定実行可能条件と、リ
チウム濃度に基づく推定実行可能条件との両方を実行することとしてもよい。
【０１３６】
　一方、実行可能条件の成立時（Ｓ２０５のＹＥＳ判定時）には、ＥＣＵ１００は、ステ
ップＳ２１０により、現在の電池状態（電池温度ＴｂおよびステップＳ２００での推定さ
れた局所ＳＯＣθ）より、パラメータ特性マップ１２０の参照により、直流抵抗の初期状
態パラメータ値Ｒanを読出す。
【０１３７】
　そしてＥＣＵ１００は、ステップＳ２２０では、上述の逐次最小自乗法（（１１）～（
１６）式）により、電池モデル式のパラメータの１つである直流抵抗Ｒaについて、変化
率推定値ｇｒ♯を算出する。
【０１３８】
　そして、ＥＣＵ１００は、ステップＳ２３０では、ステップＳ２２０で求めた直流抵抗
変化率ｇｒ♯を用いて、電池モデル式中の直流抵抗変化率ｇｒを変更する。すなわち、（
１７）式における直流抵抗変化率ｇｒが変更されて、Ｒa（θ，ｔ）は、初期状態パラメ
ータ値Ｒan（θ，Ｔ）と、直流抵抗変化率の推定値ｇｒ♯との積によって示されるように
なる。
【０１３９】
　再び図７を参照して、パラメータ変化率推定部１３０によって推定された直流抵抗変化
率ｇｒ♯を電池モデル式に反映することによって、直流抵抗Ｒaの経年変化を反映して、
電池モデルによる推定精度を向上させることができる。具体的には、電池モデルにおいて
、（１）式に代えて下記（１７）式を適用できる。



(21) JP 4703593 B2 2011.6.15

10

20

30

40

50

【０１４０】
【数１２】

【０１４１】
　これにより、直流抵抗変化率ｇｒの推定結果（ｇｒ♯）を電池モデル式に反映すること
によって、直流抵抗値（パラメータ値）の経年変化によるパラメータ値誤差を抑制して、
電池モデル式による電池状態の推定精度を高めることが可能となる。
【０１４２】
　上記の例では、推定した直流抵抗変化率を直接電池モデル式に反映させたが、直流抵抗
変化率を所定の時定数で平滑処理を行なったものを電池モデル式に反映させるようにして
もよい。このようにすると、外乱等による直流抵抗変化率の変動を除去することが可能と
なる。
【０１４３】
　図９～図１１には、実施の形態１に従う直流抵抗変化率推定の実験結果が示される。
　図９には、経年劣化により直流抵抗が大きくなった二次電池に対して、ある温度条件お
よび初期充電率条件の下で負荷を用いて充放電させ、直流抵抗変化率ｇｒを推定した場合
における直流抵抗変化率推定値ｇｒ♯の推移の一例が示される。
【０１４４】
　図９に示されるように、直流抵抗変化率ｇｒ＝１．０を初期値として、オンラインでの
直流抵抗変化率の推定を逐次進めていくことにより、実際の二次電池の直流抵抗に対応す
る変化率の値（図中の点線）へ向けて、直流抵抗変化率の推定値ｇｒ♯が収束していくこ
とがわかる。
【０１４５】
　また図１０には、そのときの、電池電圧測定値Ｖｂと、電池電流の推定誤差の時間的推
移が示される。電流推定誤差は、直流抵抗変化率推定値ｇｒ♯を、上記（１７）式に従っ
て適時電池モデル式に反映し、かつ、（７）式中の直流抵抗Ｒaに反映した推定電池電流
値Ｉteと、実測した電池電流Ｉｂとの誤差をプロットしたものである。
【０１４６】
　図１０に示されるように、時間経過に伴って、図９に示すように直流抵抗変化率推定値
ｇｒ♯が実際の直流抵抗に応じた値に収束していくに従って（時刻ｔａからｔｂ）、電流
推定誤差も減少していっていることが読取れる。
【０１４７】
　また、図１１には、直流抵抗変化率を推定学習する前後で同一の充放電パターンに従っ
て充放電させた場合における充電率推定誤差の推移が示される。図１１から理解されるよ
うに、（１７）式に基づく直流抵抗変化率の学習後においては、充電率推定誤差の変動が
小さくなっている。
【０１４８】
　以上説明したように、本発明の実施の形態１による二次電池の状態推定装置によれば、
電池モデル式中の直流抵抗Ｒaを、電池温度および局所的ＳＯＣに代表される電池状態の
関数として示される初期状態パラメータ値Ｒanと、初期状態パラメータ値からの変化率ｇ
ｒとの積で示し、実測された電池データＴｂ，Ｖｂ，Ｉｂに応じて、直流抵抗変化率ｇｒ
を逐次オンライン推定する構成とした。
【０１４９】
　これにより、電池モデル中の、電池状態の変化に依存して変化するパラメータ（直流抵
抗）について、電池状態の変化に対応したパラメータ値の変化を切離して、経時的なパラ
メータ値の変化を安定的に推定することができる。そして、この経年変化を直接的に示す
直流抵抗変化率ｇｒに基づき、簡易に二次電池の劣化度を推定できる。
【０１５０】
　また、直流抵抗変化率の推定値ｇｒ♯を用いて電池モデル式中の直流抵抗Ｒaを適時修
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正する学習構成とすることにより、電池の経年劣化の進行に対して、二次電池の内部状態
の推定精度を高めて、充電率の推定精度を高めることが可能となる。
【０１５１】
　（実施の形態１の変形例）
　実施の形態１では、（１）式に基づき、電荷移動抵抗および純抵抗を一体に取扱った二
次電池１０全体でのマクロな直流抵抗Ｒaを用いて電池挙動を算出したが、これらの電荷
移動抵抗および純抵抗を独立に取扱うモデルとすることも可能である。また、二次電池に
は、活物質における反応電流の他に、電池構造的に生じる電気二重層キャパシタ成分によ
る電流があるため、これらを考慮すると、電池モデル式での電圧方程式である（１）式は
、下記の（１′）式のように示すことができる。
【０１５２】
【数１３】

【０１５３】
　（１′）式において、Ｒrは電荷移動抵抗であり、電池温度Ｔと活物質表面の局所ＳＯ
Ｃθの関数で示される。Ｒdは純抵抗であり、電池温度Ｔの関数として示される。
【０１５４】
　また、ＩECは活物質に流れる電気化学成分の電流であり、下記（１８）式により示され
る。また、（１′）式中のＩは、電気化学成分の電流と電気二重層キャパシタを流れる電
流とを合せたトータルの電流である。上述のように、この電流Ｉは、単位極板面積あたり
の電流として定義される。
【０１５５】
【数１４】

【０１５６】
　また、（１８）式中のＣは電気二重層キャパシタ容量であり、（１８）式中のΨは下記
（１９）式で示される。
【０１５７】

【数１５】

【０１５８】
　（１８）式を、前回の演算周期におけるΨと今回の演算周期におけるΨとを用いて離散
化し、かつ、（１′），（１８），（１９）式を連立させることにより、実測された電池
電圧Ｖｂおよび電池温度Ｔｂからトータル電流Ｉと電気化学成分の電流ＩECとを算出する
ことができる。
【０１５９】
　また、単位体積・時間当たりのリチウム生成量ｊLiは、電池モデル式中の（６）式を、
下記（６′）式に置き換えることで算出できる。これは、反応に寄与する電流は、（１′
）式中の電流ＩECのみであることを考慮したものである。
【０１６０】

【数１６】

【０１６１】
　（６′）式の単位体積・時間当たりのリチウム生成量ｊLiを用いて、上述の（３）～（
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５）式の拡散方程式を解くことにより、活物質内のリチウム濃度分布が実施の形態１と同
様に算出できる。そして、活物質内の平均リチウム濃度を同様に（８）式に従って求める
ことにより、実施の形態１と同様に充電率（ＳＯＣ）を推定することができる。
【０１６２】
　また、実施の形態１の変形例では、電荷移動抵抗Ｒrおよび純抵抗Ｒdのそれぞれの変化
率をｇｒ１およびｇｒ２とすると、経年変化後の電荷移動抵抗Ｒrは、Ｒrの初期状態のパ
ラメータ値Ｒrnおよび変化率ｇｒ１の積により、Ｒr＝Ｒrn・ｇｒ１で示される。同様に
、純抵抗Ｒdについても、Ｒd＝Ｒdn・ｇｒ２で示される。
【０１６３】
　なお、電荷移動抵抗の初期状態パラメータ値Ｒrnについては、実施の形態１での直流抵
抗Ｒaと同様に、電池温度および局所的ＳＯＣの変化に対する初期状態の測定値をマップ
化しておくことにより、経年変化発生後にも現時点での電池状態（電池温度および局所的
ＳＯＣ）に対応した初期状態パラメータ値Ｒrnを取得することができる。純抵抗の初期状
態パラメータ値Ｒｄnについても同様に、電池温度の変化に対する初期状態の測定値に基
づきマップ化することができる。
【０１６４】
　このように変化率ｇｒ１，ｇｒ２を定義すると、実施の形態１と同様に、逐次最初自乗
法により変化率ｇｒ１，ｇｒ２を推定するためには、（１′）式を（１６′）式のように
変形することができる。
【０１６５】
【数１７】

【０１６６】
　この（１６′）式を、実施の形態１での（１６）式と同様に、（１１）～（１５）式で
示される逐次最小自乗法に適用することにより、電荷移動抵抗Ｒrおよび純抵抗Ｒdのそれ
ぞれの変化率ｇｒ１，ｇｒ２を、実施の形態１におけるマクロな直流抵抗Ｒaの変化率ｇ
ｒと同様に、オンラインで推定することが可能となる。
【０１６７】
　このように、直流抵抗を電荷移動抵抗および純抵抗に分割してそれぞれ独立にパラメー
タ推定（変化率推定）を実行することにより、経年劣化により電池の直流抵抗成分が増加
したときに、電荷移動抵抗（反応に伴う抵抗）と純抵抗（集電板と電極との接触抵抗など
）とのいずれで抵抗が増加しているかを識別することができる。この結果、電池の劣化モ
ードを判定することも可能である。このため、より高度な二次電池の劣化判定が可能とな
る。また、直流抵抗の経年変化に対する推定精度も向上するので、電池モデルの推定精度
を向上させることもできる。
【０１６８】
　（実施の形態２）
　電池の劣化時には、電荷移動抵抗や純抵抗といった直流抵抗が増加するだけでなく、活
物質内の反応関与物質の拡散速度が低下（すなわち拡散係数が低下）し、その結果いわゆ
る拡散抵抗が増加する。拡散抵抗の増加は、特に大電流での充放電を継続するケースにお
いて電池性能および電流－電圧特性に大きな影響を及ぼす。したがって、大電流での充放
電を行なうハイブリッド自動車や電気自動車においては拡散抵抗の変化、すなわち活物質
における拡散係数の変化を推定することが重要な課題となる。
【０１６９】
　実施の形態２では、上述の電池モデルのパラメータのうちの１つである活物質内のリチ
ウム拡散係数Ｄsについて、初期状態（たとえば新品時）のパラメータ値に対する変化率
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を推定する構成について説明する。
【０１７０】
　図１２は、実施の形態２による拡散係数の推定学習構成を説明するブロック図である。
図１２に示したブロック図による変化率推定処理は、ＥＣＵ１００によって実現される。
　図１２を参照して、実施の形態２に従う二次電池の状態推定装置では、図７と比較して
、パラメータ変化率推定部１３０に代えて、推定用データ保存部１６０、評価関数演算範
囲判定部１７０およびパラメータ変化率推定部２００が設けられる。
【０１７１】
　パラメータ特性マップ１２０は、実施の形態１と同様に構成されて、電池温度および局
所ＳＯＣの電池状態に応じて、直流抵抗Ｒaおよび拡散係数Ｄsの初期状態パラメータ値を
読出可能なように構成されている。これにより、時々刻々変化する電池状態に対応して、
その時点での電池状態に対応する初期状態に対応するパラメータ値を読出すことができる
。実施の形態２では、拡散係数Ｄsの初期状態パラメータ値について、Ｄsnと示すことと
する。
【０１７２】
　拡散係数Ｄsは、実施の形態１で推定の対象とした直流抵抗Ｒaと異なって、（１），（
１６）式に示したような線形モデル式を構成することができない。なぜなら（３）式に示
された拡散方程式中のパラメータ値だからである。すなわち、実施の形態２では、実施の
形態１のような最小自乗法を適用できないパラメータの代表例として、拡散係数Ｄsの変
化率推定を説明する。
【０１７３】
　拡散係数Ｄsについても、下記（２０）式に従って、初期状態パラメータ値に対する変
化率として、拡散係数変化率ｇｄを定義する。
【０１７４】
　ｇｄ＝Ｄs／Ｄsn　　　　　…（２０）
　推定用データ保存部１６０は、所定のデータ保存開始条件の成立に応答してデータ保存
期間を開始して、データ保存期間ではセンサ２０～４０によって順次測定される電池デー
タＴｂ，Ｖｂ，Ｉｂを時系列的なデータ配列として保存するとともに、所定のデータ保存
終了条件の成立に応答してデータ保存期間を終了させる。データ保存期間では、各タイミ
ングにおいて、当該タイミングにおける電池温度Ｔｂ，電池電流Ｉｂ，電池電圧Ｖｂが互
いに対応付けられて記憶される。
【０１７５】
　評価関数演算範囲判定部１７０は、推定用データ保存部１６０によって電池データが記
憶されるデータ保存期間に、拡散抵抗の影響が電池電圧に大きく表われる時間的範囲が含
まれているかどうかを判定し、このような範囲が含まれている場合には、当該範囲の電池
データを用いて評価関数の演算を行ない、拡散係数変化率の推定を行なうように評価関数
演算範囲として決定する。
【０１７６】
　図１３に概略的に示されるように、推定用データ保存部１６０は、時刻ｔ０からの電池
緩和状態が終了して電流が流れ始めるｔ１時点から一定時間だけ前からデータ保存期間を
開始させる。そして、評価関数演算範囲判定部１７０は、データ保存期間中には上述した
評価関数演算範囲が存在するかどうかの判定を逐次行ない、たとえば時刻ｔ２～ｔ３の範
囲を評価関数演算範囲Ｔｌｃとして決定する。そして、データ保存期間の開始から一定時
間が経過した時刻ｔ４では、データ保存期間が終了されて、パラメータ変化率推定部２０
０による拡散係数変化率の推定処理が開始される。
【０１７７】
　パラメータ変化率推定部２００は、推定処理制御部２１０と、電池モデル演算部２２０
と、評価関数演算部２３０とを含んで構成される。電池モデル演算部２２０は、推定処理
制御部２１０によって設定された拡散係数変化率の候補値を用いて拡散係数Ｄsを設定し
、かつ、データ保存期間の電池温度Ｔｂおよび電池電圧Ｖｂのデータ配列を用いた電池モ
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デル式に従った演算により、当該データ保存期間に対応した単位極板面積あたりの電池電
流Ｉｂの推定値を算出する。
【０１７８】
　評価関数演算部２３０は、評価関数演算範囲判定部１７０により決定された評価関数演
算範囲に対応した期間内における、各時点での電池モデル演算部２２０による単位極板面
積あたりの電池電流の推定値と、データ配列中の電池電流（測定値）Ｉｂを両面極板面積
で割ることにより算出した単位極板面積あたりの電池電流（測定値）との誤差に基づいて
評価関数Ｊを算出する。
【０１７９】
　推定処理制御部２１０は、拡散抵抗変化率の候補値を複数個切換えて設定するとともに
、各候補値に対する評価関数Ｊの比較に基づいて、拡散抵抗変化率の推定値ｇｄ♯を算出
する。そして、算出された拡散抵抗変化率の推定値ｇｄ♯は、実施の形態１における直流
抵抗変化率ｇｒ♯と同様に、電池モデル式に反映されてＤsの設定に用いられる。
【０１８０】
　以下、このような拡散抵抗変化率の推定処理の詳細について説明していく。
　図１４は、拡散係数変化率推定処理の全体のフローチャートである。図１４に示される
処理は、ＥＣＵ１００において所定周期ごとに呼出されて実行されるサブルーチンに相当
する。
【０１８１】
　図１４を参照して、ＥＣＵ１００は、まず始めに、既に拡散係数変化率推定用の新しい
電池データが保存済みかどうかを、電池データ保存済フラグが「オン」であるかどうかに
より判定する（ステップＳ３００）。そして、電池データがまだ保存されていない場合（
Ｓ３００のＮＯ判定時）には、拡散係数変化率推定用の電池データの保存開始条件が成立
しているかどうかを判定する（ステップＳ３１０）。
【０１８２】
　一方、ＥＣＵ１００は、電池データ保存済フラグが「オン」であり（Ｓ３００のＹＥＳ
判定時）、拡散係数変化率推定用の電池データが既に保存されている場合には、処理をス
テップＳ３９０に進めて拡散係数変化率の推定演算処理を実行する。ステップＳ３９０で
の拡散係数変化率推定の演算処理については後ほど詳細に説明する。
【０１８３】
　ＥＣＵ１００は、ステップＳ３１０において、電池データの保存開始条件が成立したか
どうか、あるいは、データ保存継続中フラグが「オン」されているかどうかを判定する。
【０１８４】
　ステップＳ３１０での電池データ保存開始条件は、二次電池１０が所定時間以上緩和し
た状態が継続した後に、緩和した状態が終了したと判断される場合に成立する。これによ
り、測定された電池電流Ｉｂの絶対値が所定値以下で、かつ、電池モデルによって求めら
れた活物質モデル内の各分割区間（Ｎ個）におけるリチウム濃度間の最大濃度差（（８）
式中におけるｃs,kの濃度差）の絶対値が所定値以下である状態が、所定時間以上継続し
た場合に、電池が緩和した状態であると判定することができる。また、緩和した状態の終
了は、上記電流絶対値条件または最大リチウム濃度差条件が不成立になった場合に判定す
ることができる。また、後述のように、データ保存継続中フラグは、データ保存期間の開
始から終了までの間「オン」されるフラグである。
【０１８５】
　ＥＣＵ１００は、電池データの保存開始条件が成立した場合、あるいは一旦電池データ
保存開始条件が成立して以降データ保存が継続されている場合（Ｓ３１０のＹＥＳ判定時
）には、予め設けられた電池データ保存用のデータ配列記憶部領域に、現在（今回）の電
池温度Ｔｂ，電池電圧Ｖｂ，電池電流Ｉｂを保存する。単位極板あたりの電池電流は、電
流センサで測定した電流値を電池の両面極板面積で割ることにより求めることができる。
すなわち、電池データＤＴ（ｎ）＝（Ｔｂ（ｎ），Ｖｂ（ｎ），Ｉｂ（ｎ））が現時点で
のセンサ２０～４０の出力に従って保存される。
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【０１８６】
　より好ましくは、緩和状態が終了した時点以降の電池データのみを保存するのではなく
、これに加えて緩和状態終了時点から所定時間だけ遡った時間分の電池データについても
データ配列記憶部領域に保存し、緩和状態終了時点から所定時間遡った時間を「データ保
存開始時点」とするようにする。このようにすると、電池モデルの初期化において、緩和
部分の電池データを用いて精度良く初期化を行なうことが可能となる。拡散係数変化率推
定のための電池モデル初期化については、後程詳細に説明する。
【０１８７】
　ＥＣＵ１００は、Ｓ３１０がＮＯ判定のとき、すなわち電池データの保存開始条件が成
立していないときには、電池データの保存を実行することなく処理を終了する。
【０１８８】
　図１４に示したサブルーチンの実行ごとに変数ｎが１ずつインクリメントされて、時系
列な電池データ配列が順次記憶される。保存用の電池データ配列の大きさは、予め定めた
だけの時間分の電池データが保存できる大きさの記憶容量が確保されている。これにより
、データ保存期間にわたって、時系列順に電池データＤＴ（ｉ）が順次保存されていくこ
とになる。すなわち、ステップＳ３００～Ｓ３２０での処理は、図１２での推定用データ
保存部１６０の機能に相当する。
【０１８９】
　続いてＥＣＵ１００は、ステップＳ３３０により、データ保存期間中において、評価関
数演算範囲Ｔｌｃが存在しているか否かの判定を行なう。ステップＳ３３０での処理は、
図１２での評価関数演算範囲判定部１７０の機能に相当する。
【０１９０】
　図１５は、評価関数演算範囲の判定処理を詳細に説明するフローチャートである。
　図１５を参照して、ＥＣＵ１００は、まずステップＳ５００により、評価関数演算範囲
の開始タイミングおよび終了タイミングが決定済であることを示すタイミング決定済フラ
グが「オン」であるかどうかを判定する。
【０１９１】
　タイミング決定済フラグが「オン］である場合（Ｓ５００のＹＥＳ判定時）には、評価
関数演算範囲が既に確定しているので、以下の処理は実行されない。一方、評価関数演算
範囲の開始タイミングおよび終了タイミングが未確定である場合（Ｓ５００のＮＯ判定時
）には、ＥＣＵ１００は、タイミング判定モードが「０」～「２」のいずれであるかを、
ステップＳ５１０，Ｓ５２０により判定する。このタイミング判定モードは、評価関数演
算範囲の開始条件が成立して開始タイミングが仮決定されるまでは「０」に設定され、開
始タイミングが仮決定されたものの、終了条件が未成立で終了タイミングが未決定の場合
には「１」に設定される。そして、タイミング判定モードが「１」の状態から終了条件が
成立すると、タイミング判定モードは「２」に設定される。すなわち、タイミング判定モ
ードが「２」となると、評価関数演算範囲が決定された状態となる。
【０１９２】
　タイミング判定モードが「０」の場合（Ｓ５１０がＹＥＳ判定）には、ＥＣＵ１００は
、ステップＳ５３０により、評価関数演算範囲の開始条件が成立しているかどうかを判定
する。この開始条件は、たとえば、電池モデル式によって求められた活物質表面（電解液
との界面）のリチウム濃度と、活物質内の平均リチウム濃度との差が所定値以上であり、
かつ、電池電流が充電状態（Ｉｂ＜０）となったことにより成立する。
【０１９３】
　なお、電池電流が充電状態であるかどうかについては、二次電池１０の負荷５０（図１
）の運転状態によっても決定される。したがって、電池電流Ｉｂに基づく判定ではなく、
負荷５０の動作状態に応じて電池電流が充電状態となったことを判定してもよい。たとえ
ば、負荷５０がハイブリッド自動車の搭載電動機である場合には、回生制動運転の実行に
応じて、電池電流が充電状態となったことを判定してもよい。
【０１９４】
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　そして、開始条件が成立すると（Ｓ５３０がＹＥＳ判定）、ＥＣＵ１００は、ステップ
Ｓ５４０により、現タイミングを評価関数演算範囲開始タイミングとして仮決定して記憶
するとともに、タイミング判定モードを「１」に遷移させる。
【０１９５】
　一方、タイミング判定モードが「０」であり、かつ、開始条件が不成立の場合（Ｓ５３
０のＮＯ判定時）には、タイミング判定モードは「０」のまま維持される。
【０１９６】
　ＥＣＵ１００は、タイミング判定モードが「１」のときには、ステップＳ５１０がＮＯ
判定とされ、かつ、ステップＳ５２０がＹＥＳ判定されることにより、ステップＳ５５０
～Ｓ５７０の処理を実行する。
【０１９７】
　ＥＣＵ１００は、ステップＳ５５０では、推定演算開始タイミングの再決定条件が成立
したかどうかを判定する。この再決定条件は、ステップＳ５３０での開始条件が成立した
後に二次電池１０が一定電流以上の放電状態となって、開始条件の成立時を起点とする拡
散現象がキャンセルされたときに成立する。
【０１９８】
　すなわち、ステップＳ５３０での開始条件が一旦成立してタイミング判定モードが「１
」となっても、ステップＳ５５０で再決定条件が成立すると（Ｓ５５０のＹＥＳ判定時）
、ＥＣＵ１００は、ステップＳ５５５により、タイミング判定モードを「０」に戻す。こ
れにより、一旦ステップＳ５４０により仮決定された評価関数演算範囲開始タイミングは
キャンセルされる。
【０１９９】
　一方、タイミング判定モードが「１」となった後、ステップＳ５５０での再決定条件が
不成立であり、開始条件の成立時を起点とする拡散現象が継続しているときには、ＥＣＵ
１００は、ステップＳ５６０により、電池電流Ｉｂの絶対値が所定値Ｉα未満である状態
が所定時間継続しているかどうかを判定する。ＥＣＵ１００は、ステップＳ５６０のＹＥ
Ｓ判定時には、開始条件の成立後、二次電池の充放電状態が大きく変化することなく二次
電池内部でのリチウム拡散が進行した状態、すなわち拡散係数の推定に適した状態が所定
時間以上継続したと判断する。そして、ＥＣＵ１００は、ステップＳ５７０により、現タ
イミングを評価関数演算範囲の終了タイミングとして仮決定し、タイミング判定モードを
「２」に設定する。
【０２００】
　一方、タイミング判定モードが「２」とされると、ＥＣＵ１００は、Ｓ５１０，Ｓ５２
０がＮＯ判定となるため、ステップＳ５８０～Ｓ５９５の処理を実行する。ＥＣＵ１００
は、ステップＳ５８０では、電池データの保存処理中であるかどうかを確認する。そして
、ＥＣＵ１００は、電池データの保存処理中である場合（Ｓ５８０のＹＥＳ判定時）には
、ステップＳ５９０により、これまでに仮決定されていた評価関数演算開始タイミング（
ステップＳ５４０）および評価関数演算終了タイミング（ステップＳ５７０）を、正式な
推定演算開始タイミングおよび推定演算終了タイミングとして決定する。
【０２０１】
　これにより、推定用データ保存部１６０に記憶される時系列な電池データＤＴ（ｎ）の
配列番号（時間軸）を示す変数ｎについて、評価関数演算範囲の開始タイミングに相当す
るｎ＝Ｎｓおよび終了タイミングに対応するｎ＝Ｎｅが記憶されて、評価関数演算範囲の
判定が終了される。これに伴い、タイミング決定済フラグが「オン」される。
【０２０２】
　さらに、ＥＣＵ１００は、ステップＳ５９５により、タイミング判定モードを「０」を
戻して、評価関数演算範囲判定処理を初期状態に復帰させる。
【０２０３】
　再び図１４を参照して、ＥＣＵ１００は、ステップＳ３３０による評価関数演算範囲の
判定処理後、ステップＳ３４０により、電池データの保存処理を継続するかどうかを判定
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する。ステップＳ３４０では、電池データの保存開始からの経過時間が所定以上となって
、電池データ配列の記憶エリアがなくなった場合、または、評価関数演算範囲の判定処理
により、評価関数演算範囲Ｔｌｃが所定数確保できた場合に、ステップＳ３４０をＮＯ判
定として、ステップＳ３６０によりデータ保存継続中フラグを「オフ」とする。同時に、
その時点での配列番号を示す変数ｎを電池データ列の終点に対応するＮｅｎｄに設定する
。そして、推定用データ保存部による電池データの保存は終了される。この段階では、各
電池データＴｂ，Ｖｂ，Ｉｂについて、データ保存期間内の値が時系列なデータ配列とし
て保存されている。
【０２０４】
　一方、ステップＳ３４０がＹＥＳ判定であるときには、ＥＣＵ１００は、ステップＳ３
５０により、データ保存継続中フラグを「オン」に維持して処理を終了する。このときは
、以降の電池データの保存が継続される。
【０２０５】
　ＥＣＵ１００は、データ保存継続中フラグが「オフ」されると、ステップＳ３７０によ
り、保存を完了した電池データが、拡散係数変化率の推定に使用可能なデータであるかど
うかを判定する。
【０２０６】
　たとえば、データ保存期間が開始されてから一定時間の経過によってデータ保存継続中
フラグが「オフ」された場合にも、保存した電池データ中に評価関数演算範囲Ｔｌｃが存
在しない場合には、ステップＳ３７０がＮＯ判定とされて、ＥＣＵ１００は、ステップＳ
４１０により、電池データ保存済フラグを「オフ」する。これにより、現在保存中の電池
データは破棄されることとなり、以降の拡散係数変化率の推定演算処理を実行することな
く、新たな電池データの保存要求が出されることとなる。
【０２０７】
　ＥＣＵ１００は、ステップＳ３７０のＹＥＳ判定時には、ステップＳ３８０により、電
池データ保存済フラグを「オン」する。そして、ＥＣＵ１００は、ステップＳ３９０によ
り、保存された電池データ配列を用いて拡散係数変化率の推定演算処理を実行する。
【０２０８】
　図１６にはステップＳ３９０による拡散係数変化率推定演算処理の詳細が示される。図
１６に示すフローチャートに従う演算処理は、サブルーチンとして図１４でのステップＳ
３９０の処理毎に実行される。
【０２０９】
　実施の形態２による拡散係数変化率推定演算処理は、保存した電池データを用いて、評
価関数演算範囲Ｔｌｃにおいて評価関数が最小となるような変化率を、所定の繰返し回数
探索することにより設定する。ここでは、評価関数が最小となるような拡散係数変化率の
探索手法として公知の手法であるＧＳＭ法（黄金分割法）を用いる。
【０２１０】
　ＧＳＭ法は二分法の一種であり、探索範囲および許容誤差を決めることにより、既知の
探索関数で許容誤差を満たす最適値を求められるという特徴がある。ある使用条件および
使用期間後におけるリチウムイオン電池の活物質内リチウム拡散係数は、予め劣化試験等
により把握することが可能であり、最大でどの程度まで初期状態と比較して拡散係数が変
化するかについては事前に予測することができる。したがって、最大限変化し得る変化率
の範囲を探索範囲として設定することにより、拡散係数変化率推定に必要な演算時間を予
め予測できるという利点が生じる。このことは、ハイブリッド自動車や電気自動車などに
搭載された二次電池への適用に適している。なお、ＧＳＭ法の詳細については公知である
ため、詳細な説明については省略する。
【０２１１】
　図１６に示されるように、ＥＣＵ１００は、まずステップＳ６００により、変化率推定
処理実行中フラグが「オフ」であるかどうかを判定する。Ｓ６００のＹＥＳ判定時、すな
わち拡散係数変化率推定処理の開始時には、ＥＣＵ１００は、ステップＳ６１０により、
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拡散係数変化率の探索範囲（上限値，下限値）および許容誤差を設定し、さらに、ＧＳＭ
法における探索繰返し回数Ｋｅｎｄを設定する。そして、ＥＣＵ１００は、ステップＳ６
２０により、変化率推定処理実行中フラグを「オン」する。したがって、次回からは、ス
テップＳ６１０，Ｓ６２０の初期値設定処理はスキップされる。
【０２１２】
　ＥＣＵ１００は、初期値設定処理が終了すると、保存データ期間の電池データＤＴ（ｎ
）を順次読出して、変化率推定処理を実行する。先頭の電池データの読出し時（すなわち
、ｎ＝０）には、ステップＳ６３０がＹＥＳ判定とされて、ＥＣＵ１００は、ステップＳ
６４０により、ＧＳＭ法により決定される今回評価する拡散係数変化率の候補値を設定す
る。ＥＣＵ１００は、ステップＳ６５０において、ステップＳ６４０で候補値として設定
された拡散係数変化率ｇｄを、下記（２１）式に従って電池モデルに反映するとともに、
先頭の電池データにおける電圧値を用いて電池モデル内の状態変数（活物質内のリチウム
濃度）を初期化する。
【０２１３】

【数１８】

【０２１４】
　なお、電池データＤＴ（１）以降の読出時には、ステップＳ６３０がＮＯ判定とされる
ので、ステップＳ６４０，Ｓ６５０の処理はスキップされる。
【０２１５】
　ＥＣＵ１００は、ステップＳ６６０では、ｎ番目の電池データＤＴ（ｎ）を読出し、そ
して、ステップＳ６７０では、このうちの電池電圧Ｖｂおよび電池温度Ｔｂ、および前回
の演算時の活物質表面リチウム平均濃度を用いて（１）式および（７）式により、単位極
板面積あたりの電池電流推定値Ｉteを算出する。また、上述した電池モデル部１１５と同
様の電池演算により、（４）～（６）式，（２１）式に従って、二次電池の内部状態量（
活物質内リチウム濃度分布等）を更新する。すなわち、電池データのうちの電池温度およ
び電池電圧のデータ配列を逐次入力とした電池モデル式に従う演算が実行されて、単位極
板面積あたりの電池電流の推定値Ｉte（ｎ）が時系列に逐次算出される。
【０２１６】
　そして、ＥＣＵ１００は、評価関数演算範囲に対応して、ステップＳ６８０により、評
価関数の演算処理を実行する。評価関数Ｊは、以下の（２２）式により算出される。なお
、（２２）式中のＩｂ（ｎ）は、測定値Ｉｂ（ｎ）を単位極板面積に換算したものである
。
【０２１７】

【数１９】

【０２１８】
　すなわち、単位極板面積あたりの電池電流の推定値Ｉte（ｎ）および測定値Ｉｂ（ｎ）
を両面極板面積で割ることにより算出された単位極板面積あたりの実電流値の間の二乗誤
差が評価関数演算範囲内、ｎ＝Ｎｓ～Ｎｅの範囲内で積算される。
【０２１９】
　そしてＥＣＵ１００は、ステップＳ６９０では、次回のサブルーチン実行時に用いる電
池データＤＴ（ｎ）を指すように、変数ｎをインクリメントする。そして、ステップＳ７
００では、変数ｎが推定用データ保存部１６０に保存された電池データ列の終点に対応す
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るＮｅｎｄに達したかどうかを判定する。
【０２２０】
　ステップＳ７００がＹＥＳ判定となると、すなわち保存した電池データの全時間範囲に
わたってステップＳ６６０～Ｓ６８０の処理が完了すると、ＥＣＵ１００は、ステップＳ
７１０により、評価関数Ｊの値を用いて次回の繰返し時における拡散係数変化率の推定値
探索範囲をＧＳＭ法に基づいて更新する。
【０２２１】
　さらに、ＥＣＵ１００は、ステップＳ７２０，Ｓ７３０により、上述の一連の処理を所
定の探索繰返し回数Ｋｅｎｄだけ繰返し実行する。推定値探索範囲は、繰返しごとに狭め
られていく。そして、ＥＣＵ１００は、Ｋｅｎｄ回の繰返しが終了した後、ステップＳ７
４０により、そのときの探索範囲の中心値を拡散係数変化率推定値ｇｄ♯として確定し、
この確定を受けて変化率推定処理実行中フラグを「オフ」する。ＥＣＵ１００は、さらに
ステップＳ７５０により、繰返し回数を示す変数ｋについても０にクリアする。
【０２２２】
　再び図１４に戻って、ＥＣＵ１００は、ステップＳ３９０による拡散係数変化率推定演
算処理の後、変化率推定処理実行中フラグが「オフ」されていると(Ｓ４００がＹＥＳ判
定)、ステップＳ４１０により電池データ保存済フラグを「オフ」する。これにより、以
降での電池データの保存開始条件の成立に伴って、電池データが再び記憶され得るように
なる。
【０２２３】
　一方、ＥＣＵ１００は、変化率推定処理実行中フラグが「オン」の場合には（ステップ
Ｓ４００がＮＯ判定）、電池データ保存済フラグを、拡散係数変化率推定演算処理が完了
するまでの間「オン」に維持する。
【０２２４】
　以上のような変化率推定処理により推定された拡散係数変化率推定値ｇｄ♯は、二次電
池における拡散抵抗の劣化度判定に用いることが可能である。拡散抵抗変化率についても
、経年変化による拡散係数Ｄsの変化率、すなわち電池劣化度そのものを示している。し
たがって、さらなるマップ等を用いることなく、この推定値ｇｄ♯に応じて直接的かつ簡
易に二次電池１０の劣化度を推定できる。
【０２２５】
　たとえば、図１７に示すように、拡散係数変化率ｇｄと、拡散抵抗の増加率との関係を
予め実験等によって求めておけば、この対応関係をマップとして予め記憶することにより
、推定された拡散係数変化率推定値に応じて、拡散係数がどの程度増加しているかを把握
できる。なお、拡散抵抗の実測については、所定時間（たとえば１０秒）定電流放電また
は充電を行なった後の電池電流および電池電圧の挙動、すなわち電圧降下または電圧上昇
分から放電または充電直後の電圧降下分または上昇分（直流抵抗による電圧降下分または
上昇分）を差引いて、かつ電池電流で割った値を求めることにより実行することができる
。
【０２２６】
　あるいは、また別の方法として、推定した拡散係数変化率と電池モデルとを用いて、所
定時間（たとえば１０秒程度）定電流放電または充電を行なったときの電圧を演算し、演
算により求めた電圧値から拡散による電圧降下分を上記と同様にして計算し、演算で用い
た電流値で割ることによって拡散抵抗を直接求めることができる。さらに、上記と同様に
して拡散係数変化率を１とし、初期の拡散係数と電池モデルを用いて初期の拡散抵抗も求
めることができる。そして、以上のように求めた劣化後の拡散係数を初期の拡散抵抗で割
ることにより拡散抵抗の増加率（変化率）を求めることも可能である。このようにすると
、拡散係数変化率と拡散抵抗増加率の関係を示すマップを別途設けることなく、拡散抵抗
の増加率を求めることが可能となる。
【０２２７】
　すなわち、図１２の構成において、図７と同様の劣化度推定部１５０をさらに設けて、
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算出された拡散抵抗変化率の推定値ｇｄ♯に応じて二次電池１０の劣化度を判定すること
ができる。
【０２２８】
　また、推定した拡散係数変化率ｇｄ♯を、上記（２１）式内のｇｄに代入することによ
り、電池モデル式中の活物質内拡散方程式に反映することができる。これにより、電池の
経年変化により拡散抵抗が変化した場合にも、精度よく二次電池の状態量（代表的には充
電率）を推定することが可能となる。
【０２２９】
　なお、拡散係数Ｄsは温度に依存して変化するが、初期状態の値からの変化率について
も拡散係数自体の温度依存性に比べれば小さいが、温度依存性が発生する可能性がある。
【０２３０】
　したがって、拡散係数変化率ｇｄについても、各電池温度領域に対して別個に求めるこ
とが好ましい。たとえば、拡散係数変化率の推定値ｇｄ♯は、電池温度に対するマップ（
拡散係数変化率マップ）として保存しておき、温度センサ４０の出力を用いて、拡散係数
変化率マップから現在の電池温度Ｔｂに対応する拡散係数変化率を算出し、（２１）式を
用いて電池モデル部１１５による演算を行なうことが好ましい。
【０２３１】
　ここでは、拡散係数変化率マップの保存更新方法の一例について、図１８および図１９
を用いて説明する。図１８には拡散係数変化率マップの保存更新処理のフローチャートが
示される。
【０２３２】
　また、図１９は、電池温度Ｔ０～Ｔ５に対してマップ値が設定された拡散係数変化率マ
ップの構成例を示している。初期状態では、拡散係数変化率のマップ値は各温度領域にお
いてすべて１．０、すなわち拡散係数Ｄsが初期状態の値と等しい状態となっている。
【０２３３】
　図１８を参照して、ＥＣＵ１００は、ステップＳ８００において、拡散係数変化率の推
定演算に用いたデータ保存期間中での電池温度の変化量、すなわち電池温度Ｔｂ（０）～
Ｔｂ（Ｎｅｎｄ）間での電池温度の変化量を算出する。
【０２３４】
　そして、ＥＣＵ１００は、ステップＳ８１０では、ステップＳ８００で求めた電池温度
変化量に応じて、今回推定した拡散係数変化率を拡散係数変化率マップに保存してよいか
どうかを判定する。たとえば、ＥＣＵ１００は、電池温度変化量の絶対値が所定値以上の
場合（Ｓ８１０のＮＯ判定時）には、推定した拡散係数変化率ｇｄ♯をマップに保存せず
に、処理を終了する。
【０２３５】
　一方、ＥＣＵ１００は、電池温度変化量が所定値未満の場合（Ｓ８１０のＹＥＳ判定時
）には、ステップＳ８２０により、電池温度Ｔｂ（０）～Ｔｂ（Ｎｅｎｄ）の平均値を算
出し、さらに、ステップＳ８３０により、算出した電池温度平均値に応じて拡散係数変化
率マップ上での更新要素番号を決定する。そして、ＥＣＵ１００は、ステップＳ８４０で
は、決定した更新要素番号について拡散係数変化率のマップ値を更新する。
【０２３６】
　図１９を参照して、たとえば、ステップＳ１２０で算出された電池温度平均値が電池温
度Ｔ３～Ｔ４の間にある場合には、電池温度Ｔ３およびＴ４に対応する拡散係数変化率の
マップ値が、今回の推定値ｇｄ♯に応じて更新される。たとえば、前回までに保存されて
いるマップ値と、今回推定した拡散係数変化率ｇｄ♯との間で加重平均を取った値にマッ
プ値が変更される。
【０２３７】
　図２０から図２３には、所定の負荷の下で二次電池を充放電させた際のデータを用いて
、拡散係数変化率を推定学習した場合の実験結果例が示される。
【０２３８】
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　図２０には、保存データ範囲中の電池電流Ｉｂ（測定値）および電池電圧Ｖｂ（測定値
）の推移と、電池電流の推定誤差（Ｉte－Ｉｂ）の推移とが同一時間軸上に示されている
。図２０より、評価関数Ｊが演算される評価関数演算範囲Ｔｌｃ（１）およびＴｌｃ（２
）は、保存データ期間中において、二次電池の充電後、電流挙動が安定している期間に設
定されていることが理解される。
【０２３９】
　図２０には、拡散係数変化率の推定値ｇｄ♯を反映して電池モデル演算を実行した場合
（学習後）の電流推定誤差と、拡散係数変化率推定を実行せずに電池モデル演算を実行し
た場合（学習前）の電流推定誤差とが並んで示されている。両者の比較から明らかなよう
に、評価関数演算範囲において電流推定の二乗誤差により評価関数を計算し、これを最小
にする拡散係数変化率を推定して電池モデル式に反映することにより、電流推定誤差が小
さくなる、すなわち、二次電池の内部挙動の推定精度が向上される。
【０２４０】
　図２１には、拡散係数変化率の推定値が探索の繰返しに応じて収束していく様子が示さ
れる。探索の繰返し回数の増加に伴って、拡散係数変化率の推定値ｇｄ♯は、現在の電池
状態に合致した値に収束していく。また、評価関数演算範囲Ｔｌｃ（１）およびＴｌｃ（
２）のいずれを用いた場合にも、推定値ｇｄ♯は、同じ値に収束している。すなわち、上
述した評価関数演算範囲の開始／終了タイミングを満足する限り、いずれの評価関数演算
範囲を用いても、拡散係数変化率の推定結果には再現性があることが理解される。
【０２４１】
　図２２には、経年劣化が実際に発生している二次電池を用いて、拡散係数変化率を推定
学習した場合における充電率推定の様子が示されている。電池劣化に伴い活物質内でのリ
チウムの拡散係数が初期状態に比べて小さくなった場合、推定学習を行なわない場合（学
習前）には充電率推定誤差が大きくなるのに対して、拡散係数変化率を推定して電池モデ
ル式に反映した学習を行なうことにより（学習後）、充電率推定値推定誤差が減少するこ
とが理解される。
【０２４２】
　（実施の形態３）
　上述のように、図７のブロック図に従う直流抵抗変化率の推定処理と、図１２のブロッ
ク図に従う拡散係数変化率の推定処理とは、ＥＣＵ１００により、別個独立にそれぞれ演
算処理を実行することが可能である。したがって、実施の形態１による直流抵抗変化率の
推定および実施の形態２による拡散係数変化率の推定の両方を並列に実行するように、二
次電池の状態推定装置を構成することも可能である。このような構成とすることにより、
直流抵抗と拡散抵抗との両方が劣化により増大した二次電池においても、精度よく電池挙
動（代表的には充電率）を推定できる。また、直流抵抗の劣化および拡散抵抗の劣化を分
離して検知できる。
【０２４３】
　ただし、直流抵抗変化率の推定と拡散係数変化率の推定を同時のタイミングで並列に実
行する場合には、両者の干渉を抑制するために、以下のような処置を行なうことも可能で
ある。
【０２４４】
　第１の例としては、拡散係数変化率推定用のデータ保存期間中に、直流抵抗変化率ｇｒ
（または、ｇｒ１、ｇｒ２）の推定値および／または充電率（ＳＯＣ）推定値について、
データ保存期間を通じた変動量を求め、求めた変動量が所定値以上となった場合には、当
該データ保存期間の電池データについて拡散係数変化率推定への使用を中止することがで
きる。このようなケースでは、直流抵抗の変化が大きくなるため、上記のような制限を設
けることにより、直流抵抗変化を誤って拡散抵抗変化（すなわち拡散係数の変化）として
推定しないように防止することができる。これにより、直流抵抗変化率および拡散係数変
化率をともに精度よく推定することができる。
【０２４５】
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　上記のような制限は、たとえば、図１４のステップＳ３７０での判定について、直流抵
抗変化率推定値および／または充電率推定値について変動量が所定値以上であるときにＮ
Ｏ判定とする判定条件を追加することで実現できる。
【０２４６】
　第２の例としては、拡散係数変化率推定用の電池モデル演算部２２０で用いる直流抵抗
変化率を、データ保存期間開始時の値に固定して、以降のデータ保存期間内での電池モデ
ル演算（図１６のステップＳ６７０）を実行する構成としてもよい。このような構成とす
ると、互いの変化率推定結果が干渉した推定誤差の発生を防止して、直流抵抗変化率およ
び拡散係数変化率をともに精度よく推定することができる。
【０２４７】
　あるいは、第３の例としては、データ保存期間における電池データの保存と並行して、
直流抵抗変化率ｇｒ（または、ｇｒ１、ｇｒ２）推定値の平均値を求め、かつ、拡散係数
変化率推定用の電池モデル演算部２２０で用いる直流抵抗変化率をこの平均値に固定して
、以降のデータ保存期間内での電池モデル演算（図１６のステップＳ６７０）を実行する
構成としてもよい。このような構成としても、互いの変化率推定結果が干渉した推定誤差
の発生を防止して、直流抵抗変化率および拡散係数変化率をともに精度よく推定すること
ができる。
【０２４８】
　（電池モデル式の変形例）
　また、以上説明した実施の形態１～３で用いる電池モデル式では、演算負荷軽減のため
、負極１２および正極１５での平均した特性を有する単一の球状モデルを、正極負極間共
通の活物質モデルとして使用した。しかしながら、負極１２および正極１５のそれぞれに
ついて、対応する別個の球状活物質モデルを設定し、活物質内におけるリチウムの拡散方
程式を解くこともできる。
【０２４９】
　このような構成とすれば、負極１２および正極１５のそれぞれで独立に、活物質におけ
るリチウム濃度分布を算出し、活物質表面における局所ＳＯＣを算出することが可能とな
る。すなわち、負極１２および正極１５それぞれでの活物質の拡散過程をモデル化するこ
とができる。これによって、より精度よく電池挙動を推定することが可能となる。
【０２５０】
　このような、負極１２および正極１５のそれぞれに別個の球状活物質モデルを設定する
電池モデルでは、正極における局所的ＳＯＣをθ１とし、負極における局所的ＳＯＣをθ
２で表わすと、θ１およびθ２は、下記（２′）式で定義される。
【０２５１】
【数２０】

【０２５２】
　ここで、ｃse,1およびｃse,2はそれぞれ正極１５および負極１２の活物質表面（電解液
との界面）におけるリチウム平均濃度であり、ｃs1,maxおよびｃs2,maxはそれぞれ正極１
５および負極１２の最大リチウム濃度である。
【０２５３】
　また、このようなモデルを用いる場合には、開放電圧Ｕは下記（２３）式のように示さ
れる。
【０２５４】
　Ｕ＝Ｕ１（θ１）－Ｕ２（θ２）　…（２３）
　ここでＵ１は正極の開放電圧（ＯＣＰ）であり、Ｕ２は負極の開放電圧である。開放電
圧Ｕ１およびＵ２はそれぞれ活物質表面での局所的ＳＯＣθ１，θ２の関数となる。
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【０２５５】
　開放電圧Ｕ１，Ｕ２については、予め測定した値に基づく特性マップを作成しておくこ
とができる。これにより、電池モデル式により演算された負極１２および正極１５でのリ
チウム濃度分布に基づき、開放電圧を算出することが可能となる。
【０２５６】
　このように、負極１２および正極１５におけるリチウム濃度をそれぞれの活物質モデル
により算出する場合においても、（２３）式に従って開放電圧を求めることによって、こ
れまで説明した電池モデル式と同様に、電池電圧Ｖｂおよび電池温度Ｔｂから、充電率（
ＳＯＣ）および電池電流を推定することが可能となる。したがって、直流抵抗変化率、あ
るいは、電荷移動抵抗および純抵抗の変化率についても、同様に推定することが可能であ
る。
【０２５７】
　さらに、電池が劣化した場合、それぞれの活物質内でのリチウム拡散係数が劣化により
変化する可能性がある。したがって、負極１２および正極１５それぞれのリチウム拡散係
数の変化率を推定することが望ましいが、劣化時における拡散係数の変化が正負極のいず
れか一方で支配的な場合（たとえば劣化時には負極の拡散係数は大きく変化せず、正極の
拡散係数の変化が多い場合）においては、拡散係数の変化が小さい側の拡散係数は初期状
態（たとえば新品時）と同じ値を用い（固定値）、劣化により変化が大きい側の拡散係数
の変化率のみを推定するようにすることで、実施の形態２に説明した拡散係数変化率の推
定手法を適用することが可能となる。
【０２５８】
　また、このようにして推定した拡散係数変化率を充電率推定用の電池モデルに反映させ
ることにより、劣化により活物質内におけるリチウム拡散係数が変化する場合においても
精度よく充電率（ＳＯＣ）や電流推定値を算出することが可能となる。
【０２５９】
　なお、以上説明した実施の形態では、二次電池をリチウムイオン電池として説明したが
、本発明による二次電池の状態推定装置は、リチウムイオン電池以外の他の二次電池にも
、負荷の種類を特に限定することなく適用することが可能である。たとえばニッケル水素
電池では、活物質内部での反応関与物質としてプロトンの濃度分布を拡散方程式により算
出し、開放電圧を活物質表面のプロトンの関数として定義することによって、本発明の手
法を同様に適用することが可能となる。また、その他の種類の二次電池についても、同様
の電池モデル式中の所定パラメータについて、初期状態のパラメータ値からの変化率を推
定する構成とすれば、同様の効果を得ることが可能である。
【０２６０】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
る。
【図面の簡単な説明】
【０２６１】
【図１】本発明の実施の形態による二次電池の状態推定装置が適用される電源システムの
概略構成を示すブロック図である。
【図２】電池モデルによって表現される二次電池の内部構成の概略を説明する概念図であ
る。
【図３】局所的ＳＯＣの変化に対する開放電圧の変化特性を示す概念図である。
【図４】電池温度の変化に対する拡散係数の変化特性を示す概念図である。
【図５】本発明の実施の形態による電池モデル式を用いた充電率（ＳＯＣ）の推定方法を
説明するフローチャートである。
【図６】活物質モデル内の平均リチウム濃度と充電率との関係を示すマップの構成例を示
す概念図である。
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【図７】実施の形態１による直流抵抗変化率の推定学習構成を説明するブロック図である
。
【図８】実施の形態１による直流抵抗変化率の推定処理を説明するフローチャートである
。
【図９】実施の形態１に従う直流抵抗変化率推定の実験結果例を示す第１の図である。
【図１０】実施の形態１に従う直流抵抗変化率推定の実験結果例を示す第２の図である。
【図１１】実施の形態１に従う直流抵抗変化率推定の実験結果例を示す第３の図である。
【図１２】実施の形態２による拡散係数の推定学習構成を説明するブロック図である。
【図１３】データ保存期間および評価関数演算範囲を説明する概念図である。
【図１４】実施の形態２による拡散係数変化率推定処理の全体のフローチャートである。
【図１５】評価関数演算範囲の判定処理を詳細に説明するフローチャートである。
【図１６】拡散係数変化率推定演算処理の詳細を示すフローチャートである
【図１７】拡散係数変化率と拡散抵抗増加率との対応関係の一例を示す概念図である。
【図１８】拡散係数変化率マップの保存更新処理を説明するフローチャートである。
【図１９】拡散係数変化率マップの構成例およびそのマップ値の更新例を説明する概念図
である。
【図２０】実施の形態２に従う拡散係数変化率推定の実験結果例を示す第１の図である。
【図２１】実施の形態２に従う拡散係数変化率推定の実験結果例を示す第２の図である。
【図２２】実施の形態２に従う拡散係数変化率推定の実験結果例を示す第３の図である。
【図２３】局所的ＳＯＣおよび電池温度の変化に対する直流抵抗の変化特性を示す概念図
である。
【符号の説明】
【０２６２】
　１０　二次電池、１２　負極、１３，１６　電流コレクタ、１４　セパレータ、１５　
正極、１８　活物質、２０　電流センサ、３０　電圧センサ、４０　温度センサ、５０　
負荷、６０　負荷制御装置、１００　電子制御装置（ＥＣＵ）、１１０　電池状態推定部
、１１５　電池モデル部、１２０　パラメータ特性マップ、１３０　パラメータ変化率推
定部、１５０　劣化度推定部、１６０　推定用データ保存部、１７０　評価関数演算範囲
判定部、２００　パラメータ変化率推定部、２１０　推定処理制御部、２２０　電池モデ
ル演算部、２３０　評価関数演算部、ｇｄ　拡散係数変化率、ｇｄ♯　拡散係数変化率推
定値、ｇｒ　直流抵抗変化率、ｇｒ♯　直流抵抗変化率推定値、Ｉｂ　電池電流（測定値
）、Ｒan　初期状態パラメータ値（直流抵抗）、Ｒｄn　初期状態パラメータ値（拡散抵
抗）、Ｔｂ　電池温度（測定値）、Ｔｌｃ　評価関数演算範囲、Ｖｂ　電池電圧（測定値
）。
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