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(57)【要約】
【課題】容量管理・容量調整を容易に行うことができる
とともに、充電時間の短縮化及びセルの長寿命化を図り
つつ、低コストでメンテナンス性に優れたエネルギー蓄
積装置を提供する。
【解決手段】充放電可能なセルＣｎを複数接続して構成
されるエネルギー蓄積装置１であって、セルＣｎを複数
接続して構成されるモジュールＢｎと、モジュールＢｎ

を複数接続して構成されるモジュールユニットＡｎと、
モジュールユニットＡｎに接続され、充放電制御を行う
コントロール回路１０と、を備え、モジュールユニット
Ａｎが複数接続されることを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　充放電可能な二次電池を複数接続して構成されるエネルギー蓄積装置であって、
　前記二次電池を複数接続して構成されるモジュールと、
　前記モジュールを複数接続して構成されるモジュールユニットと、
　前記モジュールユニットに接続され、充放電制御を行うコントロール回路と、
を備え、
　前記モジュールユニットが複数接続されること、
を特徴とするエネルギー蓄積装置。
【請求項２】
　前記モジュールは、２～４個の前記二次電池を直列に接続し、又は、２～３個の前記二
次電池を並列に接続して構成される請求項１記載のエネルギー蓄積装置。
【請求項３】
　前記モジュールは、
　当該モジュールに含まれる前記二次電池の状態を監視する監視手段と、
　前記二次電池の状態を、当該モジュールを含む前記モジュールユニットへ出力する出力
手段と、
を有する請求項１又は２に記載のエネルギー蓄積装置。
【請求項４】
　前記モジュールは、当該モジュールに含まれる前記二次電池の充放電を制御するスイッ
チを有し、
　前記監視手段は、前記二次電池の電圧、充放電電流及び温度を監視する請求項３に記載
のエネルギー蓄積装置。
【請求項５】
　前記モジュールは、当該モジュールに含まれる前記二次電池の残存容量を計算する残存
容量演算手段を有する請求項１～４の何れか一項に記載のエネルギー蓄積装置。
【請求項６】
　前記モジュールは、当該モジュールに含まれる前記二次電池の接続を切断するヒューズ
を有する請求項１～５の何れか一項に記載のエネルギー蓄積装置。
【請求項７】
　前記モジュールユニットは、前記モジュールを複数並列に接続し、当該モジュールユニ
ット内の有効モジュール数を変更可能に構成される請求項１～６の何れか一項に記載のエ
ネルギー蓄積装置。
【請求項８】
　前記モジュールユニットは、
　当該モジュールユニットに含まれる前記モジュールから出力された当該モジュールの容
量に関する情報を合算する容量演算手段と、
　合算された前記容量に関する情報を前記コントロール回路へ出力する出力手段と、
を有する請求項１～７の何れか一項に記載のエネルギー蓄積装置。
【請求項９】
　前記モジュールユニットは、
　前記コントロール回路から出力された充放電制御に関する情報を入力する入力手段と、
　前記充放電制御に関する情報に基づいて、当該モジュールユニットに含まれる前記モジ
ュールの充放電を制御する充放電制御手段と、
を有する請求項１～８の何れか一項に記載のエネルギー蓄積装置。
【請求項１０】
　前記コントロール回路は、前記モジュールユニットから出力された情報を入力する入力
手段を有し、前記モジュールユニットから出力された情報に基づいて充放電を制御する請
求項１～９の何れか一項に記載のエネルギー蓄積装置。
【請求項１１】
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　前記コントロール回路は、前記入力手段により入力された情報に基づいて、装置全体の
残量容量を演算する請求項１～１０の何れか一項に記載のエネルギー蓄積装置。
【請求項１２】
　前記コントロール回路は、表示装置へ情報を出力する出力手段を備える請求項１～１１
の何れか一項に記載のエネルギー蓄積装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、二次電池を使ったエネルギー蓄電装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　二次電池を使ったエネルギー蓄積装置としては鉛電池を使ったものが一般的に知られて
おり、ＵＰＳなどが応用製品として挙げられる。しかし、鉛電池は重量エネルギー密度が
低く装置自体が大きくなる傾向になる。装置の小型化を実現するために、例えばリチウム
イオン電池等の小型のセル（二次電池）を用いたエネルギー蓄積装置の要求が高まってい
る。
【０００３】
　このようなエネルギー蓄積装置として、セルを多数直列に接続したエネルギー蓄積装置
が知られている（例えば、特許文献１参照。）特許文献１記載の装置は、外部からの指令
に従って作動するバイパス回路を各単位セルと並列に接続し、セル電圧にばらつきが生じ
ると、セル電圧の高い単位セルのバイパス回路を作動させ、このバイパス回路に充電電流
を分流（バイパス）させることにより、単位セル間の電圧のばらつきが小さくなるように
調整するものである。
【０００４】
　また、セルを複数本並列に接続するエネルギー蓄積装置が知られている（例えば、特許
文献２参照。）特許文献２記載の装置は、セルを並列に接続して電池群をなし、合計の容
量を大容量電池に匹敵するものとし、これらを並列に接続した電池群を更に直列に接続す
ることにより、大出力・大容量の電池を実現するものである。
【０００５】
　上述のように、高出力電圧・高出力電流を小型セルで構成すべく、例えば図９に示すよ
うに、小型セルを直列・並列接続することが一般的である。図９に示す複数のセルＣは、
高耐圧のバッテリーマネージメントシステム（ＢＭＳ）により制御される。この場合、ス
イッチ素子２６も高耐圧品となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平８－１９１８８号公報
【特許文献２】特開平８－２４１７０５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１記載の装置にあっては、過充電・過放電状態を避けるために
セル電圧をモニターする必要がある。このため、制御回路が複雑となるとともに高耐圧部
品を多用するために、コストが相対的に増大するおそれがある。またセルを直列接続した
状態で、充放電を繰り返すと、セル特性ばらつきや動作温度環境により、セル電圧に差が
生じるおそれがある。セルとしてリチウムイオン電池を採用した場合には、セルの充電上
限電圧と放電下限電圧は制限されているので、セルが多数直列接続されるエネルギー蓄積
装置では装置全体の容量が低下するという課題がある。
【０００８】
　これに対して、他のセルよりも電圧の高いセルを抵抗やスイッチを用いて放電すること
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により、バランス（均等化）することが考えられるが、放電により熱を発生してしまい、
放熱装置などが必要となり装置が大型化する傾向になる。一方、特許文献１記載の装置の
ように、充電時に各セルへの充電を制限してバランスとる方法も考えられるが、この際に
も充電電流をバイパスするためのスイッチが必要となり、バイパス電流が大きくなるとス
イッチが急激に加熱されるおそれがある。このように、これらの手法では、放電エネルギ
ーが熱に変換されてしまいエネルギー効率が著しく低下する。
【０００９】
　また、特許文献２記載の装置にあっては、セルの容量は製造条件によってばらつきを持
つので、多数並列接続してエネルギー蓄積装置を構成した際に合計容量値が明確にならな
い。これは並列にセルを接続した場合には電圧が均等化されてしまうためにセル単位の容
量を測定するのが困難であるからである。
【００１０】
　さらに、図８に示すように、複数のセルを直列・並列接続する場合には、構成部品を高
耐圧品とする必要がある上に、セル間電圧がばらついても補正手段がないため、充放電を
繰り返す事によってエネルギー蓄積装置の合計容量が著しく低下するおそれがある。また
、いずれかのセルが内部短絡などの故障となった場合には装置としての機能を維持できな
くなる場合がある。またエネルギー蓄積容量は固定であり、一般的に充電時間が長くなる
。
【００１１】
　そこで、本発明はこのような技術課題を解決するためになされたものであって、容量管
理・容量調整を容易に行うことができるとともに、充電時間の短縮化及びセルの長寿命化
を図りつつ、低コストでメンテナンス性に優れたエネルギー蓄積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】
【００１２】
　すなわち、本発明に係るエネルギー蓄積装置は、充放電可能な二次電池を複数接続して
構成されるエネルギー蓄積装置であって、前記二次電池を複数接続して構成されるモジュ
ールと、前記モジュールを複数接続して構成されるモジュールユニットと、前記モジュー
ルユニットに接続され、充放電制御を行うコントロール回路と、を備え、前記モジュール
ユニットが複数接続されて構成される。
【００１３】
　本発明に係るエネルギー蓄積装置では、二次電池を複数接続してモジュールを構成し、
モジュールを複数個接続してモジュールユニットを構成し、モジュールユニットを複数個
接続されたものをエネルギー蓄積装置とする3層構造とする。このように構成することで
、例えばモジュール単位で二次電池の状態管理ができるため、モジュール単位で二次電池
の交換・容量管理が可能となる。モジュール単位で変換することで各モジュールユニット
間の容量を容易に均一にすることができる。また、例えば負荷に応じて出力電流・容量の
変更を自動的に行うこともできるので、適正な時間で充電を行うことが可能となる。不要
なモジュールは例えば充放電を行わずに休止しておくことができるので、モジュールを交
互に使用することで使用装置全体のサイクル寿命を伸ばすことが可能となる。このように
３層構造とすることで、安価で長寿命の信頼性の高い装置とすることができる。
【００１４】
　ここで、前記モジュールは、２～４個の前記二次電池を直列に接続し、又は、２～３個
の前記二次電池を並列に接続して構成されてもよい。このように構成されることで、モジ
ュールを低耐圧の電子部品のみで構成することができる。
【００１５】
　また、前記モジュールは、当該モジュールに含まれる前記二次電池の状態を監視する監
視手段と、前記二次電池の状態を、当該モジュールを含む前記モジュールユニットへ出力
する出力手段と、を有してもよい。また、前記モジュールは、当該モジュールに含まれる
前記二次電池の充放電を制御するスイッチを有し、前記監視手段は、前記二次電池の電圧
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、充放電電流及び温度を監視してもよい。また、前記モジュールは、当該モジュールに含
まれる前記二次電池の残存容量を計算する残存容量演算手段を有してもよい。さらに、前
記モジュールは、当該モジュールに含まれる前記二次電池の接続を切断するヒューズを有
してもよい。
【００１６】
　このように構成することで、モジュール単位で二次電池の状態管理ができるとともに、
モジュールユニットにモジュールの情報を集約することが可能となる。そして、例えば二
次電池で不具合が発生した場合には、即時に異常を検知し異常のある二次電池の接続を切
断することができるので、当該モジュールの交換を安全に行うことが可能となる。
【００１７】
　また、前記モジュールユニットは、前記モジュールを複数並列に接続し、当該モジュー
ルユニット内の有効モジュール数を変更可能に構成されてもよい。このように構成するこ
とで、例えば二次電池やモジュールが故障した場合であっても、モジュール交換までは故
障モジュールの充放電を停止することができるので、装置の安全性を確保したままで稼働
も可能である。
【００１８】
　また、前記モジュールユニットは、当該モジュールユニットに含まれる前記モジュール
から出力された当該モジュールの容量に関する情報を合算する容量演算手段と、合算され
た前記容量に関する情報を前記コントロール回路へ出力する出力手段と、を有してもよい
。このように構成することで、モジュールの情報を集約してモジュールユニットの情報と
することができるとともに、モジュールユニットの情報をコントロール回路へ集約するこ
とが可能となる。
【００１９】
　また、前記モジュールユニットは、前記コントロール回路から出力された充放電制御に
関する情報を入力する入力手段と、前記充放電制御に関する情報に基づいて、当該モジュ
ールユニットに含まれる前記モジュールの充放電を制御する充放電制御手段と、を有して
もよい。このように構成することで、コントロール回路により、モジュールユニットを介
してモジュールの充放電を制御することができる。
【００２０】
　また、前記コントロール回路は、前記モジュールユニットから出力された情報を入力す
る入力手段を有し、前記モジュールユニットから出力された情報に基づいて充放電を制御
してもよい。また、前記コントロール回路は、前記入力手段により入力された情報に基づ
いて、装置全体の残量容量を演算してもよい。さらに、前記コントロール回路は、表示装
置へ情報を出力する出力手段を備えてもよい。
【００２１】
　このように構成することで、装置全体の残量容量をモジュールユニットから収集した情
報に基づいて算出することができるとともに、コントロール回路が装置全体の残量容量に
基づいて充放電に必要な二次電池の接続を適切に決定することが可能となる。また、装置
の充電状態や異常をユーザに報知することができる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、容量管理・容量調整を容易に行うことができるとともに、充電時間の
短縮化及びセルの長寿命化を図りつつ、低コストでメンテナンス性に優れたエネルギー蓄
積装置とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】実施形態に係るエネルギー蓄積装置のブロック図である。
【図２】図１に示すエネルギー蓄積装置の回路図である。
【図３】図１に示すモジュールの概要図である。
【図４】図１に示すモジュールユニットの概要図である。
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【図５】図１に示すモジュールユニットの接続を説明する概要図である。
【図６】図１に示すモジュールユニットの接続を説明する等価回路である。
【図７】実施形態に係るエネルギー蓄積装置の動作を説明するフローチャートである。
【図８】実施形態に係るエネルギー蓄積装置の動作を説明するフローチャートである。
【図９】従来のエネルギー蓄積装置の回路図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、添付図面を参照して本発明の実施形態について説明する。なお、各図において同
一又は相当部分には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。
【００２５】
　本実施形態に係るエネルギー蓄積装置は、たとえばＨＥＶ（Hybrid　Electric　Vehicl
e）やＵＰＳ（Uninterruptible　Power　Systems）の電源装置等に好適に採用されるもの
である。具体的には、多数セルの電圧監視回路、電流測定回路、温度監視回路、マイクロ
コンピューター、充電制御回路、双方向アイソレータなどで構成される回路を使った、モ
ジュール、パック等に好適に採用されるものである。
【００２６】
　最初に、本実施形態に係るエネルギー蓄積装置の構成概要を説明する。図１は、本実施
形態に係るエネルギー蓄積装置１のブロック図である。図１に示すように、エネルギー蓄
積装置１は、エネルギーを蓄積する部分が、リチウムイオン等の充放電可能な２次電池で
あるセルＣｎ（ｎ：整数）、セルＣｎを複数有するモジュールＢｎ（ｎ：整数）、及びモ
ジュールＢｎを複数有するモジュールユニットＡｎ（ｎ：整数）を複数備えて構成されて
いる。すなわち、エネルギーを蓄積する部分が、上から順にモジュールユニットＡｎ、モ
ジュールＢｎ及びセルＣｎの３層構造とされており、これらは電気的に接続されるととも
に互いに情報を入出力可能に構成されている。また、上位層の複数のモジュールユニット
Ａｎは、コントロール回路１０に接続されている。コントロール回路１０は、モジュール
ユニットＡｎの状態を把握・管理して表示装置５０へ出力する機能（出力手段）、モジュ
ールユニットＡｎを制御する機能を有し、インターフェイス装置４０が出力した情報に基
づいて、モジュールユニットＡｎ、モジュールＢｎ及びセルＣｎの接続構成を変更可能に
構成されている。なお、表示装置５０としては、例えばディスプレイ装置が用いられる。
【００２７】
　次に、本実施形態に係るエネルギー蓄積装置１の構成の詳細を説明する。図２は、本実
施形態に係るエネルギー蓄積装置１の回路図である。なお、図２では、説明理解の容易性
を考慮して、モジュールユニットＡｎが３つの場合を説明する。図２に示すように、モジ
ュールユニットＡ１、モジュールユニットＡ２及びモジュールユニットＡ３がコントロー
ル回路１０に接続されている。
【００２８】
　コントロール回路１０は、電源回路（Regulator）１１、マイクロプロセッサーである
ＣＰＵ１２（又はＤＳＰ）及び充電回路１３を備えている。ＣＰＵ１２は、電源回路１１
及び充電回路１３を駆動させるとともに、モジュールユニットＡ１～Ａ３に接続され、情
報の入出力を行う機能を有している。電源回路１１は、モジュールユニットＡ１～Ａ３に
接続され、ＣＰＵ１２の信号に基づいてモジュールユニットＡ１～Ａ３に電圧を供給する
。充電回路１３は、モジュールユニットＡ１～Ａ３に接続され、ＣＰＵ１２の信号に基づ
いてモジュールユニットＡ１～Ａ３を充電する。
【００２９】
　次に、本実施形態に係るモジュールＢｎの構成の詳細を説明する。図３は、本実施形態
に係るモジュールＢｎの概要図である。なお、図３では、説明理解の容易性を考慮して、
セルＣｎが３つ直列に接続されている場合を説明する。図３に示すように、モジュールＢ

ｎは、例えば同性能の複数のセルＣｎを含んで構成されている。モジュールＢｎの並列接
続数は、要求電流により決定される。例えばモジュールＢｎの最大出力が４Ａであり、要
求電流値が１２Ａである場合は３モジュールが並列接続される。これらモジュールＢｎは
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並列接続されるので電圧が一定であるが、容量はまったく同じではない。モジュールＢｎ

を並列接続した場合の合計容量は各モジュールＢｎ容量を合計すればよい。これら計算は
ＣＰＵを使うと計算が容易に実現できる。
【００３０】
　ここで、セルＣｎをリチウムイオン電池とする場合には、各セル電圧もモニターして過
充電・過放電を避ける必要がある。このためにＢＭＳ（監視手段）２０がセルＣｎに接続
される。ＢＭＳ２０は、各セルＣｎのセル電圧・充放電電流・セル温度などを測定し監視
できる機能を有する。例えば、ＢＭＳ２０は、電流検出回路２１及び電圧検出回路２２を
備えている。図３では、充放電電流をモニターするためにセンス抵抗２７が接続されてい
る。
【００３１】
　また、ＢＭＳ２０は、データ処理残量計算回路（残存容量演算手段）２４、スイッチ制
御回路２３及びスイッチ素子２６を備えている。例えば、データ処理残量計算回路２４は
、電流検出回路２１及び電圧検出回路２２によって検出された値を用いてセルＣｎの残存
容量を演算し、いずれかのセルＣｎが所定電圧を超えて充電された場合には、スイッチ素
子２６（図中ＦＥＴ記号）をオフにして充電経路をセルから遮断するように構成されてい
る。セル電圧が所定電圧を超えて放電した場合にも、同様の処理が施される。これら回路
は、例えばノートブックＰＣのバッテリーパックと同様の機能を有する。４セルの直列接
続までであれば、ＢＭＳ２０として低耐圧（３０Ｖ以下）の部品を採用することができる
ため、電子部品コストが安価となる。安全の為に、セルの接続を切断するヒューズなどを
接続してもよい。また、ＢＭＳ２０は、データ処理残量計算回路２４に接続される通信回
路（出力手段）２５を備えており、モジュールＢｎの情報を、モジュールユニットＡｎへ
出力可能に構成されている。
【００３２】
　次に、本実施形態に係るモジュールユニットＡｎの構成の詳細を説明する。図４は、本
実施形態に係るモジュールユニットＡｎの概要図である。なお、図４では、説明理解の容
易性を考慮して、モジュールＢｎが３つ並列に接続されている場合を説明するが、３つに
限られるものではない。図４に示すように、モジュールユニットＡｎは、複数のモジュー
ルＢｎを含んで構成され、電源回路３０、ＣＰＵ（容量演算手段、充放電制御手段）３１
及び双方アイソレータ３２を備えている。各モジュールＢｎからのセル電圧・充放電電流
・容量などのデータは、モジュールユニットＡｎ内の通信回路（不図示：入力手段）を介
してモジュールＢｎの通信回路２５からモジュールユニットＡｎ内のＣＰＵ３１に送信さ
れる。ＣＰＵ３１からは充放電ＯＮ／ＯＦＦの信号が各モジュールＢｎに送信される。Ｃ
ＰＵ３１へ安定化された電圧を供給するために電源回路３０がＣＰＵ３１及びモジュール
に接続される。ＣＰＵ３１のデータをモジュールユニットＡｎ外部に送信するために、双
方向アイソレータ（レベル変換回路）３２が用意される。これは、モジュールユニットＡ

ｎを直列接続した際には、各モジュールユニットのＧＮＤ電位が異なるからである。各モ
ジュールＢｎには充放電制御のスイッチが装備されており、ＣＰＵ３１からの指示により
充放電を随時制御できる。このように、並列に接続されたモジュールユニットＡｎでは、
任意のモジュールＢｎのみ充電あるいは放電するように制御することができる。例えば、
図４では、モジュールＢ３を有効モジュールとし、モジュールＢ３のみ放電する例を示し
ている。モジュールユニットＡｎからの充放電を停止する場合には、モジュールユニット
Ａｎ内のすべてのモジュールＢｎのスイッチをオフとすれば良い。また、モジュールユニ
ットＡｎは、ＣＰＵ３１により合算した各モジュールＢｎの容量をコントロール回路１０
へ出力する通信回路（不図示：出力手段）を備えている。
【００３３】
　次に、本実施形態に係るモジュールユニットＡｎの接続の詳細を説明する。図５は、本
実施形態に係るモジュールユニットＡｎの接続を説明する概要図である。なお、図５では
、説明理解の容易性を考慮して、２つのモジュールユニットＡｎを用いて説明する。図５
に示すように、モジュールユニットＡ１，Ａ２が直列に接続されている。モジュールユニ
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ットＡ１のモジュールＢ１～Ｂ３は、モジュールユニットＡ２のモジュールＢ１～Ｂ３と
それぞれ直列かつ切り替え可能に接続される。このように接続された場合には、各モジュ
ールユニットＡ１，Ａ２の任意の一列からの充電あるいは放電が可能になる。例えば、図
５では、モジュールＢ３の列のみ放電する例を示している。
【００３４】
　本実施形態に係るモジュールユニットＡｎの接続を等価回路で説明する。図６は、モジ
ュールユニットＡｎの接続を説明する等価回路である。図６では、３つのモジュールユニ
ットＡ１～Ａ３が図５に示すように直列に接続される場合の等価回路を示している。破線
枠で示したようにモジュールが３並列されていても任意の１列を直列接続とすることがで
きる。すなわち、モジュールユニットＡｎ内で容量の調整をすることが可能な構成とされ
ている。また、エネルギー蓄積装置１のいずれかのモジュールＢｎが異常を示した場合に
は、当該モジュールＢｎからの放電・充電を回避することができる。すなわち、エネルギ
ー蓄積装置１の一部が破損した場合でも、装置の稼働が継続可能な構成とされている。ま
た故障部分はモジュール単位で判別できるので、交換などの保守作業が容易になる。
【００３５】
　次に、本実施形態に係るエネルギー蓄積装置１の動作を説明する。最初に、監視動作を
説明する。図７は、本実施形態に係るエネルギー蓄積装置１の監視動作を示すフローチャ
ートである。図７に示す監視処理は、例えばエネルギー蓄積装置１の電源がＯＮされたタ
イミングから所定の間隔で繰り返し実行される。なお、図７では、モジュールレベル、モ
ジュールユニットレベル、エネルギー蓄積装置レベル（コントロール回路レベル）、それ
ぞれのデータ処理フローを纏めて示している。
【００３６】
　図７に示すように、最初に、モジュールＢｎが状態検知及び判定処理を実行する（Ｓ１
０）。モジュールＢｎそれぞれが、モジュールＢｎに含まれるセルＣｎの温度、電圧、電
流を検出し、設定値内（所定の閾値内）であるか否かを判定する。Ｓ１０の処理において
、設定値内である場合には、モジュールＢｎの残量容量を計算する（Ｓ１２）。例えば、
モジュールＢｎのデータ処理残量計算回路２４が残量容量を計算する。その後、モジュー
ルＢｎの通信回路２５が、Ｓ１２で算出した残量容量を、当該モジュールＢｎを含むモジ
ュールユニットＡｎへ送信する（Ｓ１４）。
【００３７】
　モジュールユニットＡｎは、モジュールＢｎそれぞれから残量容量を受信する（Ｓ２４
）。そして、モジュールユニットＡｎは、モジュールＢｎそれぞれから受信した残量容量
に基づいて、モジュールユニットＡｎの残量容量を計算する（Ｓ２６）。そして、モジュ
ールユニットＡｎは、Ｓ２６の処理で算出したモジュールユニットＡｎの残量容量をコン
トロール回路１０へ送信する（Ｓ２８）。
【００３８】
　コントロール回路１０は、モジュールユニットＡｎそれぞれから残量容量を受信する（
Ｓ３４）。そして、コントロール回路１０は、モジュールユニットＡｎそれぞれから受信
した残量容量に基づいて、パックの残量容量を計算する（Ｓ３６）。そして、コントロー
ル回路１０は、Ｓ３６の処理で算出したパックの残量容量を表示装置５０へ送信する（Ｓ
３８）。これにより、表示装置５０には、パックの残量容量が表示される。
【００３９】
　一方、Ｓ１０の処理において、モジュールＢｎに含まれるセルＣｎの温度、電圧、電流
が設定値内でない場合には、スイッチ制御回路２３により、充電又は放電を禁止する（Ｓ
１６）。そして、通信回路２５が、異常を検出した旨を、当該モジュールＢｎを含むモジ
ュールユニットＡｎへ送信する（Ｓ１８）。
【００４０】
　モジュールユニットＡｎは、モジュールＢｎから異常データを受信し、受信した異常デ
ータをコントロール回路１０へ送信する（Ｓ２０，Ｓ２２）
【００４１】
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　コントロール回路１０は、モジュールユニットＡｎから異常データを受信し、受信した
異常データを表示装置５０へ送信する（Ｓ３０，Ｓ３２）。これにより、表示装置５０に
は、異常を検出した旨が表示される。
【００４２】
　以上で図７に示す制御処理を終了する。図７に示す制御処理を実行することにより、モ
ジュールＢｎレベルでは、セルＣｎの電圧・電流・温度がモニターされて、異常が発生し
た際にはモジュールユニットＡｎに異常情報が送信される。セルＣｎが正常な場合には電
流・電圧・温度情報を参照してモジュールＢｎレベルの容量が随時計算される。モジュー
ルユニットＡｎレベルでは、モジュールＢｎとコントロール回路１０のデータ受け渡しを
するとともに、モジュールＢｎレベルでの容量計算が随時行われている。モジュールＢｎ

レベルでの容量は、基本的に各モジュールＢｎ容量の合計となる。コントロール回路１０
レベルでは、いずれかのモジュールＢｎが異常状態を報告した際に、表示装置５０でユー
ザに異常を知らせることができる。
【００４３】
　次に、本実施形態に係るエネルギー蓄積装置１の接続変更動作を説明する。図８は、本
実施形態に係るエネルギー蓄積装置１の接続変更動作を示すフローチャートである。図８
に示す処理は、例えばインターフェイス装置４０から何らかの入力がされたタイミングで
実行される。なお、図８では、モジュールレベル、モジュールユニットレベル、エネルギ
ー蓄積装置レベル（コントロール回路レベル）、それぞれのデータ処理フローを纏めて示
している。
【００４４】
　図８に示すように、最初に、コントロール回路１０が、容量調整方法計算処理を実行す
る（Ｓ４０）。コントロール回路１０は、図７の処理で得られたパックの残量容量と、イ
ンターフェイス装置４０の要求等を考慮して、どのセルＣｎを利用するのが効率的である
かを計算する。そして、当該計算結果に基づいて、充電又は放電するセルＣｎを有するモ
ジュールユニットＡｎへ充電又は放電の信号を送信する（Ｓ４２）。モジュールユニット
Ａｎは、コントロール回路１０から充電又は放電の信号を受信すると、充電又は放電する
セルＣｎを有するモジュールＢｎへ送信する（Ｓ４４，４６）。モジュールＢｎは、モジ
ュールユニットＡｎから残量容量を受信すると、スイッチ制御回路２３が充電又は放電の
信号指示に従って動作する（Ｓ４８，Ｓ５０）。
【００４５】
　以上で図８に示す制御処理を終了する。図８に示す制御処理を実行することによって、
全てのモジュールＢｎ容量がコントロール回路１０により管理されており、充電および放
電時には最適なモジュールＢｎ接続が決定される。コントロール回路で判断された接続を
実施する為にデータはモジュールユニットＡｎを介してモジュールＢｎに送られる。指令
に従い各モジュールＢｎは、スイッチ素子２６をＯＮ／ＯＦＦする。
【００４６】
　以上、本実施形態に係るエネルギー蓄積装置１では、数セル単位でモジュールＢｎを構
成し、モジュールＢｎを複数個接続しモジュールユニットＡｎとし、モジュールユニット
Ａｎを複数個接続されたものをエネルギー蓄積装置１とする３層構造とされる。そして、
モジュールＢｎを最小単位として管理が行われている。このように構成されたエネルギー
蓄積装置１では、モジュールＢｎを変換することで各モジュールユニットＡｎ間の容量を
均一にすることができる。また、モジュールユニットＡｎ単位で容量を均一化するように
モジュールＢｎを交換・選択することで、エネルギー蓄積装置１の長寿命化が可能となる
。さらに、またモジュールＢｎで不具合が発生した場合には、即時に異常を検知でき、当
該モジュールＢｎの交換が容易である。モジュールＢｎ交換までは故障モジュールＢｎの
充放電を停止することで装置の安全性を確保したままで稼働も可能である。さらに、負荷
に応じて出力電流・容量の変更・調整が容易であるので、適正な時間で充電が行われるよ
うになる。不要なモジュールＢｎは充放電を行わずに休止しており、モジュールＢｎを交
互に使用することで使用装置全体のサイクル寿命を伸ばすことができる。このように、二
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になる。また、高耐圧電子部品を多数使用することなく、安価なセルＣｎを使ったエネル
ギー蓄積装置１の提供が可能である。またモジュールＢｎ単位での管理を行うためにメン
テナンス性に優れている。無効なエネルギー消費を少なくするともに、装置からの発熱を
減らし、長時間の使用に耐えられるので、本実施形態に係るエネルギー蓄積装置１は極め
て有効である。また、本実施形態に係るエネルギー蓄積装置１はＨＥＶ以外のエネルギー
蓄積装置、たとえばＵＰＳ、無停電電源、太陽電池エネルギー蓄積装置などに応用しても
同じような効果がもたらされる。
【００４７】
　なお、上述した各実施形態は本発明に係るエネルギー蓄積装置の一例を示すものである
。本発明に係るエネルギー蓄積装置は、各実施形態に係るエネルギー蓄積装置に限られる
ものではなく、各請求項に記載した要旨を変更しない範囲で、各実施形態に係るエネルギ
ー蓄積装置を変形し、又は他のものに適用したものであってもよい。
【００４８】
　例えば、上述した実施形態では、セルＣｎが３つ直列に接続されてモジュールＢｎとさ
れる例を説明したが、３セルに限られるものではなく、また、直列に限られるものではな
い。例えば、２～４個のセルＣｎを直列に接続し、又は、２～３個のセルＣｎを並列に接
続してもよい。また、たとえば、３セル直列２セル並列ごとにモジュールＢｎとしてもよ
い。
【００４９】
　また、上述した実施形態では、セルＣｎが同性能である場合を説明したが、異なる性能
であってもよい。
【符号の説明】
【００５０】
１…エネルギー蓄積装置、１０…コントロール回路（出力手段）、１１…電源回路、１３
…充電回路、２０…ＢＭＳ（監視手段）、２１…電流検出回路、２２…電圧検出回路、２
３…スイッチ制御回路、２４…データ処理残量計算回路（残存容量演算手段）、２５…通
信回路（出力手段）、２６…スイッチ素子、２７…センス抵抗、３０…電源回路、３１…
ＣＰＵ（容量演算手段、充放電制御手段）、３２…双方アイソレータ、４０…インターフ
ェイス装置、５０…表示装置、Ａｎ…モジュールユニット、Ｂｎ…各モジュール、Ｃｎ…
セル。
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