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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電池を動力源として搭載した車両の、電池に関する環境データと、電装品に関する電力
消費データと、車両走行に関するデータと、をそれぞれ測定する測定部と、
　車両に関する諸元データと、前記測定された履歴データと、を記録する記録部と、
　車両の走行試験から計測された、電池の劣化に関するデータを記憶する記憶部と、
　電池の劣化に関するデータに基づき、記録部に記録されたデータから、その電池の耐用
年数に対する電池の劣化の程度を見積り、その電池の余寿命を算出する制御部と、
　電池の余寿命に関する情報を視覚的に表示する表示部と、
を備え、
　制御部は、記録部に記録された車両走行に関するデータから、その車両の走行パターン
を判断し、記憶部に記憶された、その走行パターンでの電池の劣化に関するデータに基づ
き、その電池の耐用年数に対する電池の劣化の程度を見積ることを特徴とするパワートレ
イン用電池寿命予知装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のパワートレイン用電池寿命予知装置において、制御部は、車両に関す
る諸元データに基づき、記録部に記録された、電池に関する環境データの履歴、電装品に
関する電力消費データの履歴、及び車両走行に関するデータの履歴のそれぞれについて、
電池の劣化に関するデータに基づき、それらの電池の耐用年数に対する電池の劣化の程度
をそれぞれ算出し、それぞれの算出結果を積算してその電池の劣化の程度を見積ることを
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特徴とするパワートレイン用電池寿命予知装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載のパワートレイン用電池寿命予知装置において、車両の
運転操作者が、予想される車両走行に関する情報を入力する入力部を備え、制御部が、電
池の劣化に関するデータに基づき、記録部に記録されたデータ及び記録部に記録された車
両走行に関するデータの代わりとなる情報であり入力部に入力された予想される車両走行
に関する情報から、その電池の劣化の程度を見積ることを特徴とするパワートレイン用電
池寿命予知装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか１に記載のパワートレイン用電池寿命予知装置において、電
池に関する環境データには、温度が含まれ、車両に関する諸元データには、車重が含まれ
、車両走行に関するデータには、車両走行距離が含まれることを特徴とするパワートレイ
ン用電池寿命予知装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか１つに記載のパワートレイン用電池寿命予知装置が、運転操
作部に備えられていることを特徴とするパワートレイン。
【請求項６】
　電池を動力源として搭載した車両の、電池に関する環境データと、電装品に関する電力
消費データと、車両走行に関するデータと、をそれぞれ測定する測定部と、
　車両に関する諸元データと、前記測定された履歴データと、を記録する記録部と、
　車両の走行試験から計測された、電池の劣化に関するデータを記憶する記憶部と、
　電池の劣化に関するデータに基づき、記録部に記録されたデータから、その電池の耐用
年数に対する電池の劣化の程度を見積り、その電池の交換時期を予測し、警告のレベルを
判断する制御部と、
　電池の警告のレベルに関する情報を視覚的に表示する表示部と、
を備え、
　制御部は、記録部に記録された車両走行に関するデータから、その車両の走行パターン
を判断し、記憶部に記憶された、その走行パターンでの電池の劣化に関するデータに基づ
き、その電池の耐用年数に対する電池の劣化の程度を見積ることを特徴とするパワートレ
イン用電池寿命警告装置。
【請求項７】
　請求項６に記載のパワートレイン用電池寿命警告装置において、制御部は、車両に関す
る諸元データに基づき、記録部に記録された、電池に関する環境データの履歴、電装品に
関する電力消費データの履歴、及び車両走行に関するデータの履歴のそれぞれについて、
電池の劣化に関するデータに基づき、それらの電池の耐用年数に対する電池の劣化の程度
をそれぞれ算出し、それぞれの算出結果を積算してその電池の劣化の程度を見積ることを
特徴とするパワートレイン用電池寿命警告装置。
【請求項８】
　請求項６または請求項７に記載のパワートレイン用電池寿命警告装置において、車両の
運転操作者が、予想される車両走行に関する情報を入力する入力部を備え、制御部が、電
池の劣化に関するデータに基づき、記録部に記録されたデータ及び記録部に記録された車
両走行に関するデータの代わりとなる情報であり入力部に入力された予想される車両走行
に関する情報から、その電池の劣化の程度を見積ることを特徴とするパワートレイン用電
池寿命警告装置。
【請求項９】
　請求項６乃至８のいずれか１に記載のパワートレイン用電池寿命警告装置において、電
池に関する環境データには、温度が含まれ、車両に関する諸元データには、車重が含まれ
、車両走行に関するデータには、車両走行距離が含まれることを特徴とするパワートレイ
ン用電池寿命警告装置。
【請求項１０】
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　請求項６乃至９のいずれか１に記載のパワートレイン用電池寿命警告装置が、運転操作
部に備えられていることを特徴とするパワートレイン。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パワートレイン用電池寿命予知装置及び電池寿命警告装置に係り、特に、電
池を動力源として搭載したパワートレインについて、電池の余寿命を予知する装置、電池
が寿命であることを警告する装置及びそれらの装置を搭載したパワートレインに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ここで、パワートレインとは、電池を動力源の一部又は全部に使用した車両をいう。例
えば、ハイブリッドシステムのようにガソリンエンジンと電気モータとを動力源とするハ
イブリッド車、燃料電池を動力源とする電気自動車、あるいは、今後開発される、電池を
動力源として使用する総ての車両を総称する。
【０００３】
　ハイブリッド車におけるハイブリッドシステムの特徴は、車両の走行条件に応じてガソ
リンエンジンと電気モータを使い分け、それぞれの持つ長所を生かし不得意な部分を補う
点にある。つまり、ハイブリッド車に搭載された電池は、その車両の走行条件により異な
る使われ方をされる。例えば、発進時やエンジン効率の悪い軽負荷走行時には、主として
電気モータを動力源とし、電池が活用される。一方、エンジン効率の良い中速低負荷走行
では、主としてエンジンを動力源とし、加速時には、エンジン出力を上げ、必要に応じて
電気モータでアシストする。したがって、電池は余り活用されない。また、減速時には電
気モータを発電機として機能させ、車両の運動エネルギを電気エネルギに変換することで
制動する回生制動が行われる。この変換された電気エネルギは電池に蓄えられ、加速時等
に再利用される。したがって、ハイブリッド車に用いられる電池は、走行中において、加
速時等には放電が、減速時には回生制動による充電が繰り返し行われる。
【０００４】
　動力源として搭載したパワートレインの電池は、使用により経時劣化するため寿命を有
する。これは、長時間の走行により、電池の内部抵抗が上昇し、セルの充放電能力（電池
容量）が次第に低下していくからである。したがって、ハイブリッド車や電気自動車等の
パワートレインの電池は、適切に把握されていなければならない。
【０００５】
　電池の経時劣化に影響する要因には、主として車両諸元、電池環境、電装品に関する電
力消費及び車両走行がある。車両諸元とは、その車両の車種等に関するもので、例えば年
式、車重、あるいは設備仕様をいう。設備仕様とは、例えば、車両に搭載されているエン
ジン、エアコンディショナ等の電装品の種類や容量をいう。車両の車種や設備仕様は、そ
の車両の電池の消費量にかかわるため、電池の劣化に影響する要因となる。また、電池環
境とは、例えば、電池の温度、雰囲気温度、或いは湿度といった電池自体が置かれている
環境をいう。電池は、その過放電や過充電により劣化が進行するため電池の劣化に影響す
る要因となる。電装品に関する電力消費とは、例えば、車両に搭載されているエアコンデ
ィショナ、オーディオ等の電力を消費する電装品をいう。これらの電装品は電池に蓄えら
れた電力を消費するため電池の劣化に影響する要因となる。さらに、車両走行とは、例え
ば、その車両の走行距離や運転操作に関するものである。一般的に、車両の走行距離によ
り電池の劣化が進行するため電池の劣化に影響する要因となる。また、電池の劣化の程度
は運転操作者の運転操作によってもその影響が異なる。
【０００６】
　電池の劣化に関する従来技術として、各セルの充放電能力のばらつきを検出し、事前に
警告を発して運転操作者に均等充電の実施を促すシステムが開示されている。これは、電
池の各セルは、その充放電能力が一様に劣化するのではなく、セルごとにばらつきが生じ
ることによる。このばらつきが過大になると、電池の寿命に影響が出ることから、運転操
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作者に事前に警告を発するものである。この場合、外部充電器で低電流を長時間流し続け
ることで、総てのセルを満充電状態に揃えリフレッシュさせることが可能である。
【０００７】
　従来、この電池のセルの経時劣化や寿命についての評価方法として、評価の対象となる
電池を含む動力出力装置のみを取り出してテストベンチ上で評価する方法と、実車の走行
試験で評価する方法とが提案されている。実車による走行試験には、例えば、実験室にお
いて一定の条件を設定した擬似走行試験、あるいは、都市部や山間部といった一定の車両
走行パターンのもとでの実走行試験がある。また、この電池のセルの経時劣化や寿命につ
いての評価方法として、電池の充放電能力を直接検出し、電池の劣化の程度やその寿命に
ついて判断する方法が提案されている。
【０００８】
　例えば、特許文献１には、電気自動車の検査装置としてシャシダイナモ型の走行試験設
備が開示され、特許文献２には、車両の補機類が与える影響を考慮して動力出力装置の性
能を評価するシステムが開示されている。また、特許文献３には、電動車両用蓄電池の残
存寿命測定法が開示され、特許文献４には、車載電池の表示装置が開示されている。
【０００９】
　特許文献１の走行試験設備は、車両を前後のローラ上に載せ、走行抵抗発生機構により
車両に対して擬似走行抵抗を付与した状態で、実走行と同様な走行試験を行うものである
。この装置による電気自動車の検査により、供給電力がどの程度の効率で駆動力に反映さ
れているか（走行効率）、平均的走行モードでの航続距離、及びバッテリの電圧降下の良
否を判定することができる。
【００１０】
　特許文献２の動出力装置の性能評価システムの手順を図９に示す。実車の走行試験は車
両全体の試験となるため、動力出力装置の性能に影響する要因が複雑であり評価データの
正確性に問題がある。また、動力出力装置のみを取り出してテストベンチ上で評価する方
法では、車両に搭載されるエアコンディショナ等の補機は装備されないため、補機類が動
力出力装置の性能に与える影響はそのまま誤差となるという問題がある。そこで、開示さ
れている評価方法では、実際の道路走行や走行試験で動力出力装置を搭載して走行させた
ときのデータを計測し（Ｓ１０）、次に評価システムにより、実車の走行試験での動力出
力装置の動作の再現を行う（Ｓ１２）。次に、評価用データを出力し（Ｓ１４）、動力出
力装置の性能を評価する（Ｓ１６）。この性能評価システムにより、車両の補機類が動力
出力装置に与える影響を考慮することが可能となる。
【００１１】
　特許文献３の電動車両用蓄電池の残存寿命測定法は、電動車両用蓄電池の走行時に得ら
れる一定放電量における電圧値を走行ごとに求め、これと対応する走行回数との関係式に
おいて、あらかじめ設定された寿命電圧に達する推定走行回数と現在の走行回数との差を
以て残存寿命を求める測定法である。
【００１２】
　特許文献４の車載電池の表示装置は、電池の充放電時における電圧電流情報を取込み、
メモリ手段にあらかじめ記憶されたその電池についての劣化の程度に応じた複数の充放電
電圧電流特性を参照して劣化の情報を演算する装置である。
【００１３】
【特許文献１】特開平１０－１２３０１８号公報
【特許文献２】特開２０００－２３４９８４号公報
【特許文献３】特開平６－１６３０８４号公報
【特許文献４】特開２００５－１３７０９１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　パワートレインの電池の経時劣化に影響する要因は、上述のように、多種に亘り、それ
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ぞれの要因に応じて変動する。したがって、電池の耐用年数や電池の劣化の程度を見積る
には、各要因を総合的に判断する必要があり、特定の要因により見積るのは誤差が大きす
ぎて適切ではない。
【００１５】
　一方、車両の走行試験から得られた結果は、一定の条件下における電池の経時劣化にし
か過ぎない。実際の車両走行や電池の環境は、複雑に変化するのが一般的であり、走行試
験の結果をそのまま適用することはできない。したがって、車両の走行距離や使用期間と
いった数値だけから耐用年数を判断するのは誤差が大きすぎて適切ではない。
【００１６】
　また、従来技術である、均等充電の実施を促す警告システムでは、セル全体の充放電能
力の経時劣化に対応するものではなく、パワートレインの電池の余寿命を予知する装置、
及び電池が寿命であることを運転操作者に警告する装置とはいえない。
【００１７】
　また、電池の充放電能力を直接検出し、電池の劣化の程度やその寿命について判断する
方法では、充放電時における電圧や電流の測定からその電池状態を検出することは可能で
あるが、その寿命までも確実に予測することは難しい。
【００１８】
　上述のように、パワートレインの電池は適切に把握されていなければならないにもかか
わらず、現状ではそれを予知或いは警告する手段がないという問題がある。ハイブリッド
車では、走行中に一定の充電状態を維持するように、エンジンが電気供給源として作動す
るため、外部からの充電は不要であり、通常、運転操作者は電池の寿命に対する意識が低
いことが問題を生じさせる原因にもなる。
【００１９】
　例えば、ガソリンエンジンと電気モータとを動力源とするハイブリッド車では、電池の
充放電能力が低下している場合であっても、ガソリンエンジンが自動的にその低下を補う
ため、運転操作者が気づかない場合が多い。この場合、一般にハイブリッド車のガソリン
エンジンの容量は通常の車両に比べて少なく、車両の燃費が低下してしまうという問題が
発生する。また、長距離ドライブの最中に電池の寿命により車両の走行が不能になるとい
う事態が発生する恐れがある。
【００２０】
　本願の目的は、かかる課題を解決し、運転操作者に電池の余寿命を予知する装置、及び
電池が寿命であることを運転操作者に警告する装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　上記目的を達成するため、電池を動力源として搭載した車両の、電池に関する環境デー
タと、電装品に関する電力消費データと、車両走行に関するデータと、をそれぞれ測定す
る測定部と、車両に関する諸元データと、前記測定された履歴データと、を記録する記録
部と、車両の走行試験から計測された、電池の劣化に関するデータを記憶する記憶部と、
電池の劣化に関するデータに基づき、記録部に記録されたデータから、その電池の耐用年
数に対する電池の劣化の程度を見積り、その電池の余寿命を算出する制御部と、電池の余
寿命に関する情報を視覚的に表示する表示部と、を備え、制御部は、記録部に記録された
車両走行に関するデータから、その車両の走行パターンを判断し、記憶部に記憶された、
その走行パターンでの電池の劣化に関するデータに基づき、その電池の耐用年数に対する
電池の劣化の程度を見積ることを特徴とする。
【００２３】
　また、パワートレイン用電池寿命予知装置は、制御部は、車両に関する諸元データに基
づき、記録部に記録された、電池に関する環境データの履歴、電装品に関する電力消費デ
ータの履歴、及び車両走行に関するデータの履歴のそれぞれについて、電池の劣化に関す
るデータに基づき、それらの電池の耐用年数に対する電池の劣化の程度をそれぞれ算出し
、それぞれの算出結果を積算してその電池の劣化の程度を見積ることが好ましい。
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【００２４】
　また、パワートレイン用電池寿命予知装置は、車両の運転操作者が、予想される車両走
行に関する情報を入力する入力部を備え、制御部が、電池の劣化に関するデータに基づき
、記録部に記録されたデータ及び記録部に記録された車両走行に関するデータの代わりと
なる情報であり入力部に入力された予想される車両走行に関する情報から、その電池の劣
化の程度を見積ることが好ましい。
【００２５】
　また、パワートレイン用電池寿命予知装置は、電池に関する環境データには、温度が含
まれ、車両に関する諸元データには、車重が含まれ、車両走行に関するデータには、車両
走行距離が含まれることが好ましい。
【００２６】
　また、パワートレインは、パワートレイン用電池寿命予知装置が、運転操作部に備えら
れていることが好ましい。
【００２７】
　また、上記目的を達成するため、パワートレイン用電池寿命警告装置は、電池を動力源
として搭載した車両の、電池に関する環境データと、電装品に関する電力消費データと、
車両走行に関するデータと、をそれぞれ測定する測定部と、車両に関する諸元データと、
前記測定された履歴データと、を記録する記録部と、車両の走行試験から計測された、電
池の劣化に関するデータを記憶する記憶部と、電池の劣化に関するデータに基づき、記録
部に記録されたデータから、その電池の耐用年数に対する電池の劣化の程度を見積り、そ
の電池の交換時期を予測し、警告のレベルを判断する制御部と、電池の警告のレベルに関
する情報を視覚的に表示する表示部と、を備え、制御部は、記録部に記録された車両走行
に関するデータから、その車両の走行パターンを判断し、記憶部に記憶された、その走行
パターンでの電池の劣化に関するデータに基づき、その電池の耐用年数に対する電池の劣
化の程度を見積ることを特徴とする。
【００２９】
　また、パワートレイン用電池寿命警告装置は、制御部は、車両に関する諸元データに基
づき、記録部に記録された、電池に関する環境データの履歴、電装品に関する電力消費デ
ータの履歴、及び車両走行に関するデータの履歴のそれぞれについて、電池の劣化に関す
るデータに基づき、それらの電池の耐用年数に対する電池の劣化の程度をそれぞれ算出し
、それぞれの算出結果を積算してその電池の劣化の程度を見積ることが好ましい。
【００３０】
　また、パワートレイン用電池寿命警告装置は、車両の運転操作者が、予想される車両走
行に関する情報を入力する入力部を備え、制御部が、電池の劣化に関するデータに基づき
、記録部に記録されたデータ及び記録部に記録された車両走行に関するデータの代わりと
なる情報であり入力部に入力された予想される車両走行に関する情報から、その電池の劣
化の程度を見積ることが好ましい。
                                                                                
【００３１】
　また、パワートレイン用電池寿命警告装置は、電池に関する環境データには、温度が含
まれ、車両に関する諸元データには、車重が含まれ、車両走行に関するデータには、車両
走行距離が含まれることが好ましい。
【００３２】
　さらに、パワートレインは、パワートレイン用電池寿命警告装置が、運転操作部に備え
られていることが好ましい。
【発明の効果】
【００３３】
　上記構成により、車両の走行試験結果に基づき蓄積された電池の劣化についてのデータ
を活用し、車両に関する諸元データと、電池に関する環境データと、電装品に関する電力
消費データと、車両走行に関するデータとから、その電池の耐用年数に対する電池の劣化
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の程度を見積ることができ、その電池の劣化の程度から運転操作者に電池の余寿命を算出
し予知することが可能となる。
【００３４】
　また、車両の走行試験結果に基づき蓄積された電池の劣化についてのデータを活用し、
車両に関する諸元データと、電池に関する環境データと、車両走行に関するデータとから
、その電池の耐用年数に対する電池の劣化の程度を見積ることができ、その電池の劣化の
程度から交換時期を予測し、電池が寿命であることを運転操作者に警告することが可能と
なる。
【００３５】
　また、その車両の車両走行に関するデータから、車両走行パターンを判断することがで
きる。さらに、その車両走行パターンごとの走行試験から計測された電池の劣化に関する
データから、電池の劣化の程度を見積ることで、車両走行パターンを反映した、より精度
の高い予知や警告が可能となる。これは、後述するように、車両走行パターンにより電池
の劣化の傾向が異なることによる。
【００３６】
　また、電池の劣化の程度を、電池に関する環境データと、電装品に関する電力消費デー
タと、車両走行に関するデータごとに見積り、それらを積算することでより精度の高い予
知や警告が可能となる。すなわち、車両の走行試験結果から、その電池の耐用年数に対す
る電池の劣化の程度をそれぞれのデータごとに見積ることができ、それらの見積を積算し
て電池の余寿命の算出や電池の交換時期の予測が可能となる。これは、後述するように、
それぞれの要因の電池の劣化の程度に与える影響を考慮することで、より精度の高い予知
や警告が可能となることによる。
【００３７】
　また、運転操作者に、予想される車両走行に関する情報を入力し、車両走行パターンの
変化の情報を入力させる。これにより、精度の高い余寿命の予知をすることが可能となり
、また、電池の寿命について運転操作者により精度の高い警告をすることが可能となる。
【００３８】
　以上のように、本発明に係るパワートレイン用の電池寿命予知装置及び電池寿命警告装
置によれば、運転操作者に電池の余寿命を予知する装置、及び電池が寿命であることを運
転操作者に警告する装置を提供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】
【００３９】
　以下に、図面を用いて本発明に係る実施の形態につき、詳細に説明する。
【００４０】
（１）パワートレイン用電池寿命予知装置
　図１に、パワートレイン用の電池寿命予知装置１の一つの実施形態の基本構成を示すブ
ロック図を示す。本装置は、電池２に関する環境データ測定部４、電装品に関する電力消
費データ測定部１２、車両走行に関するデータ測定部５、記録部６、制御部７、記憶部８
、表示部９から構成される。
【００４１】
　ここで、電池とは、走行用モータを駆動制御するインバータに電力を供給する、１４４
Ｖ～２８８Ｖの高圧である電池をいう。
【００４２】
　電池２に関する環境データ測定部４は、例えば、パワートレインの電池２の温度や湿度
といった電池２自体の劣化に影響する要因を測定する。図２に電池２及び電池２に関する
環境データ測定部４の概略構成のブロック図を示す。電池２は、通常数十個のバッテリモ
ジュールを直列に繋いで構成される。本実施の形態では、この電池２にニッケル水素電池
を用いる。この電池２には、温度センサ２１、湿度センサ２２、電圧センサ２３、電流セ
ンサ２４が取り付けられる。これらのセンサで測定されたデータは、入出力インタフェー
ス２５を介してバッテリコンピュータ２０に送信される。電池２に関する環境データ測定
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部４は、入出力インタフェース２５を介して、温度センサ２１が測定した温度データや、
湿度センサ２２が測定した湿度データを受信する。この環境データ測定部４は、或いは、
バッテリコンピュータ２０を介してこれらのデータを受信しても良い。また、電池２に関
する環境データ測定部４は、パワートレイン用の電池寿命を予知するために最低限必要な
データであれば、これ以外の電池２の環境データ、例えば、電圧センサ２３が測定した電
圧データや電流センサ２４が測定した電流データを受信しても良い。電池２に関する環境
データ測定部４は、これらのデータを記録部６に伝送する。
【００４３】
　電池２は、その充電量や放電量が一定の容量の範囲に納まるように制御される。これは
、充電量や放電量が増加した場合、特に過充電や過放電により、電池性能が劣化するから
である。一方、この充電量や放電量の増加により電池２は発熱する。したがって、電池２
の温度或いは雰囲気温度は、電池２自体の耐用年数に影響する要因となる。例えば、ハイ
ブリッド車では、減速時に車輪がモータを駆動し発電機として作用して回生発電を行う。
この回収したエネルギは電池２に蓄えられる。この回生発電時に、大量の電力が電池２に
充電されると電池２は過充電となる。また、このとき電池２に急激な温度上昇が生じる。
したがって、この電池２の温度を常時測定することで、過充電や過放電による電池劣化が
観測できる。勿論、バッテリコンピュータ２０は、この充放電電流に関し、電流センサ２
４での計測値を積算することにより、電池２のＳＯＣ（充電状態）を常に制御している。
また、バッテリコンピュータ２０は、電池性能を確保するために温度制御を行い、充放電
電流による電池２の発熱に対しては、図示しない冷却ファンを作動させ冷却する。したが
って、ＳＯＣ管理により、電池２が過充電や過放電となる可能性や、また電池２の温度が
異常値になる可能性は極めて低い。しかし、制御範囲内の温度であっても電池劣化に少な
からず影響を及ぼすため、電池２の温度履歴を測定することで、電池劣化が判断できる。
【００４４】
　図１に示す電装品に関する電力消費データ測定部１２は、車両に搭載されたエアコンデ
ィショナ１３をはじめ、オーディオ、ディスプレイ、ヒータ、ナビゲータ等の車両に搭載
された電装品に関し、電池２の耐用年数に影響を与える電力消費量を測定する。これらの
電装品へは、上述した１４４Ｖ～２８８Ｖの高圧電池の電圧をＤＣ／ＤＣコンバータで降
圧して１２Ｖのいわゆる補機電池を充電させ、この補機電池から電力が供給される。この
電力消費データ測定部１２が測定する電装品は、電池劣化に影響する総ての電子機器が含
まれる。電力消費データ測定部１２は、これらのデータを記録部６に伝送する。
【００４５】
　車両走行に関するデータ測定部５は、電池２の耐用年数に影響する車両走行データ、例
えば、パワートレインの走行距離データや走行車速データ等を、走行用モータ３等から測
定する。また、同時に、その車両の走行パターンを認識するために、運転操作者の運転操
作のデータ、例えば、ハンドリング操作データ、フットブレーキ操作データ、アクセル操
作データを、それぞれ、ハンドリング操作モニター２６、フットブレーキ操作モニター２
７、アクセル操作モニター２８から測定する。これらの車両走行データや運転操作データ
は、記録部６に伝送される。但し、パワートレイン用の電池寿命を予知するためにこれ以
外のデータ、例えば、ハイブリッド車においては、ガソリンエンジンと電気モータとが使
い分けられ駆動するが、その制御に関する測定データが含まれても良い。
【００４６】
　これらの測定部４，１２，５は、一定の測定期間ごとにデータを記録部６に伝送する。
この一定の測定期間は、例えば、車両走行パターンを認識するために適切である期間が設
定される。但し、これらの測定部は、測定されたデータを連続して記録部６に伝送し、制
御部７が、一定期間ごとにそれらのデータを処理しても良い。
【００４７】
　記録部６には、車両に関する諸元データが記録される。車両に関する諸元データには、
その車両の車重、年式、搭載されているエンジン、エアコンディショナ１３、或いは、各
種の電装品の種類や容量といった設備仕様に関するデータが含まれる。これらのデータは



(9) JP 4631761 B2 2011.2.16

10

20

30

40

50

、その車種の購入時の標準仕様及びオプションによって決まり、その車両の購入時に記録
部６にそのデータが記録される。車両購入後にオプションを追加又は変更した場合には、
そのデータが書き込まれ更新される。また、記録部６には、各測定部４，１２，５から伝
送された電池２に関する環境データ、電装品に関する電力消費データ及び車両走行データ
の履歴が記録される。但し、これらのデータ項目は、パワートレイン用の電池寿命を予知
するために最低限必要なデータであり、これ以外のデータ項目、例えば、ガソリンエンジ
ンと電気モータの駆動制御に関するデータが記録されても良い。
【００４８】
　記憶部８には、車両走行試験結果から、電池劣化に関するデータベースが記憶される。
すなわち、実車による走行試験、特許文献２の動力出力装置の性能評価システム等の結果
から、パワートレインの電池劣化に関するデータベースが集積され記憶される。図３に、
電池劣化に関するデータベース３０の概略の構成の概念を示す。まず、このデータベース
３０は、その車両の車種及び年式３１ごとに分類されて構成される。また、各車種及び年
式３１について設備仕様及びオプション３２ごとに分類されて構成される。この場合、そ
の車種の標準的な設備仕様を搭載した場合についてのみとし、設備仕様のオプションにつ
いては、補正したデータベース３０としても良い。次に、その車両について車両走行パタ
ーン３３ごとに分類されて構成される。そして、測定された実車による走行試験や特許文
献２の動力出力装置の性能評価システム等の結果から、その車両走行パターン３３での電
池劣化の進行状況や耐用年数についてのデータベースＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ・・・が抽出される
。ここで、車両走行パターン３３は、例えば、高速道路走行、都心部での道路走行、市街
地走行、山間部走行等の走行条件の違いにより分類される。この車両走行パターン３３は
、それぞれがさらに細かく分類され、例えば、高速道路走行については、通常走行と渋滞
走行、都心部での道路走行については、通常走行と渋滞走行というように、道路の混雑の
状況によりさらに細かく分類されても良い。
【００４９】
　図４に、車両走行試験結果から抽出された、車両走行パターン３３ごとの電池劣化に関
するデータベース３０の一つの実施例の説明図を示す。この例示したデータベース３０は
、車両走行パターン３３ごとの、走行距離による電池劣化に程度をグラフ化したものであ
る。ここでは、その車両の実走行開始時の電池劣化の程度を１．０とし、電池交換をしな
ければならなくなった時点での電池劣化の程度を０．０とする。各車両走行パターン３３
の曲線は、車両走行試験結果から抽出され、理想化された曲線である。ここで、電池劣化
の程度が０．０になった時点での延走行時間が、車両走行パターン３３ごとに算出される
。その延走行時間を、年間の走行距離の予測値で除した値が、その電池２における耐用年
数となる。この年間の走行距離の予測値は、実走行により測定された年間の走行距離から
算出され、その車両の使用年数が増加に伴い予想値の精度が上昇する。データベース３０
は、本実施の形態では、電池２に関する環境データについては、この例えば、電池２の温
度や湿度についての走行距離による電池劣化の程度である。また、電装品に関する電力消
費データについては、消費電力についての走行距離による電池劣化の程度である。これら
のデータベース３０から、電池劣化に影響する要因ごとに、電池２の耐用年数及び走行時
間ごとの電池劣化の程度が設定される。
【００５０】
　制御部７は、車両に関する諸元データ、及び一定期間ごとに記録部６から伝送された、
電池２に関する環境データ、電装品に関する電力消費データ、及び車両走行に関するデー
タに基づき、電池劣化に影響する要因ごとに整理された経時劣化への影響度を電池劣化の
程度（Ｄ）として算出して累積する。さらに、累積された影響度からその電池２の耐用年
数を見積り、その車両の現在までの使用年数から余寿命を算出する。
【００５１】
　図５に、制御部７による電池劣化の程度の算出フローをステップ（Ｓ）ごとに示す。ま
ず、制御部７は、記録部６に記録されたその車両の諸元データ（車種及び設備仕様）を読
込む（Ｓ１）。このステップは、その車種の購入時の標準仕様及びオプションによって決
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定され、初期値として自動的に読み込まれる。次に、その車種や年式と同種の車両による
走行試験結果のデータベースを検索して設定する（Ｓ２）。走行試験から計測された電池
劣化に関するデータは、車種ごとに計測されたものをデータベース３０とする。したがっ
て、制御部７は、その車種に関するデータベース３０のみをその車両の購入時に搭載する
。次に、読込まれた設備仕様から電装品の種類及び機器を特定する（Ｓ３）。この読込み
により、電装品に関する電力消費データの項目が設定される。車両購入後にオプションを
追加又は変更した場合には、そのデータが書き込まれ、制御部７は、その追加又は更新さ
れたデータを読込む。
【００５２】
　その車両の実走行開始後、制御部７は、記録部６から伝送されてくる各データを、一定
期間ごとに下記のステップにより処理し、その一定期間における電池劣化の程度を算出す
る。まず、車両走行データである走行車速及び走行距離に関するデータと、運転操作デー
タを読込む（Ｓ４）。これらのデータから、その一定期間における車両走行パターン３３
を認識する（Ｓ５）。車両走行パターン３３とは、例えば、高速道路走行、都心部での道
路走行、市街地走行、山間部走行等の走行条件の違いにより分類された車両走行パターン
３３をいい、車両の走行試験により分類され、記憶部８に記憶されている項目に従う。運
転操作データは、ハンドリング操作データ、フットブレーキ操作データ、アクセル操作デ
ータ等である。制御部７は、これらのデータから、その車両の走行状態や走行軌跡を認識
し、その期間でのハンドリング操作データ、フットブレーキ操作データ、アクセル操作デ
ータ等から、その車両のコーナリング、車線変更、発進、停止といった運転操作を認識す
る。制御部７は、車両走行パターン３３を認識すると、その走行パターン３３での走行試
験によるデータベース３０を検索する（Ｓ６）。
【００５３】
　制御部７は、次にその一定期間における累積された電池２に関する環境データの読込み
（Ｓ７ａ）、累積された車両走行に関するデータ（車速、走行距離）の読込み（Ｓ７ｂ）
、及び累積された電装品に関する電力消費データの読込み（Ｓ７ｃ）を同時に行う。車両
走行に関するデータ（車速、走行距離）については、ステップ４にて読み込まれたデータ
を用いる。電池２に関する環境データについては、温度及び湿度等のデータベース３０を
参照し（Ｓ８ａ）、後述する方法により電池劣化の程度（ｄａｎ）を算出する（Ｓ９ａ）
。また、車両走行に関するデータについては、車速、走行距離に関するデータベース３０
を参照し（Ｓ８ｂ）、後述する方法により電池劣化の程度（ｄｂｎ）を算出する（Ｓ９ｂ
）。電装品に関する電力消費データについては、消費電力に関するデータベース３０を参
照し（Ｓ８ｃ）、後述する方法により電池劣化の程度（ｄｃｎ）を算出する（Ｓ９ｃ）。
ここに、ｎは、繰り返される一定期間の回数を表す変数である。ここで、その期間の電池
劣化の程度（ｄｎ＝ｄａｎ＋ｄｂｎ＋ｄｃｎ）を積算する（Ｓ１０）。さらに、累積され
た電池劣化の程度（Ｄｎ）は、その一定期間の回数以前の電池劣化の程度の累積値Ｄｎ－
１にその一定期間での電池劣化の程度（ｄｎ＝ｄａｎ＋ｄｂｎ＋ｄｃｎ）を加算すること
で得られる（Ｓ１１）。このサイクルｎは、その車両の実走行開始後、累積して加算され
る。この累積加算が行われると、ステップ４に戻り、ｎ＋1回目を行う。
【００５４】
　ここで、制御部７は、記憶部８に記憶された走行試験での計測結果から、電池劣化の程
度をその車両の走行パターン３３ごとに算出する。これは、車両走行パターン３３により
電池２の寿命に与える影響が異なることによる。例えば、高速道路の走行では、コーナリ
ング、発進、停止といった電気モータを動力源とする運転操作の回数が少なく、エンジン
効率の良い中速低負荷走行や電気モータがエンジンをアシストする加速走行の割合が多い
。一方、都心部での走行では、エンジン効率の良い中速低負荷走行は少なく、コーナリン
グ、発進、停止といった、電気モータを動力源とする運転操作の回数が多くなる。また、
減速時には回生制動による電池２への充電が繰り返し行われる。したがって、その車両の
走行パターンごとに評価することで、精度の高い余寿命の予知が可能となる。
【００５５】
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　制御部７は、記憶部８に記憶されたデータベース３０から、認識された車両走行パター
ン３３を連続して走行した場合の電池２の耐用年数（Ｔ）の逆数（１／Ｔ）に一定期間ｔ
ｎ（ｎ＝１，２，３・・・）を乗じ、さらに補正係数αｎ（ｎ＝１，２，３・・・）を乗
じた値を算出する。耐用年数の逆数に一定期間を乗じた値（ｔｎ／Ｔ）は、その一定期間
での電池２の耐用年数に対する電池劣化の発生率を表す。また、この補正係数αｎは、そ
の車両走行パターン３３での電池劣化の程度が、時間軸に対して一定の割合で減少しない
場合の補正をするための係数である。この係数は、図４に示すように、試験走行から得ら
れた電池劣化の表から抽出された理想化された曲線を用いて決定される。したがって、こ
の算出された値（αｎ×ｔｎ／Ｔ）は、その一定期間での電池劣化の程度（ｄｎ（ｎ＝１
，２，３・・・））を示す。さらに、その車両の実走行開始時点から、一定時間ごとに認
識された各車両走行パターン３３の電池劣化の程度（ｄｎ）を累積した値Ｄ（＝ｄ１＋ｄ
２＋ｄ３＋・・・ｄｎ＝α１×ｔ１／Ｔ＋α２×ｔ２／Ｔ＋α３×ｔ３／Ｔ＋・・・αｎ
×ｔｎ／Ｔ）は、その時点（ｎ）までの電池劣化の程度を表す。この累積された値Ｄから
、その電池２の余寿命Ｒは、Ｒ＝１－Ｄにより表される。
【００５６】
　また、制御部７は、認識された車両走行パターン３３での車両走行に関するデータに基
づく電池劣化の程度（Ｄｂ）、電池２に関する環境データから算出された電池劣化の程度
（Ｄａ）、及び電装品に関する消費データから算出された電池劣化の程度（Ｄｃ）を積算
し、累積した電池劣化の程度の値Ｄとする。走行試験での計測結果によるデータベース３
０が、これらの要因ごとの電池劣化の程度を加算すれば、総合的な電池劣化の程度となる
ように設定されている場合には、Ｄ＝（Ｄｂ＋Ｄａ＋Ｄｃ）とする。他の実施の形態とし
て、車両走行パターン３３での車両走行に関するデータに基づく電池劣化の程度（Ｄｂ）
を基本として、電池２に関する環境データから算出された電池劣化の程度（Ｄａ）及び電
装品に関する消費データから算出された電池劣化の程度（Ｄｃ）を補正値としても良い。
【００５７】
　この補正値とすることの理由は、第１に、電池２の温度や湿度などの環境データについ
て、運転操作者の運転操作による電池劣化への影響を考慮するためである。例えば、都心
部での走行では、コーナリング、発進、停止等の運転操作が頻繁に行われ、電池２の充電
や放電が頻繁に繰り返される。したがって、都心部での車両走行パターン３３での試験走
行での計測結果には、この点も反映されている。しかし、試験走行データは、一定の運転
操作者の運転技術に基づいたデータであり、運転操作者によっては結果にばらつきが生じ
る。このばらつきを補正するために、認識された車両走行パターン３３での車両走行に関
するデータに基づく電池劣化の程度（Ｄｂ）に対して、電池２に関する環境データから算
出された電池劣化の程度（Ｄａ）を標準値に対する補正値とする。第２に、電装品に関し
ては、例えば、エアコンディショナ１３の使用やオーディオ等の使用には個人差や季節に
よる変動があり、その個人差等による電池劣化への影響を考慮するためである。この個人
差等を補正するために、認識された車両走行パターン３３での車両走行に関するデータに
基づく電池劣化の程度（Ｄｂ）に対して、電装品に関する消費データから算出された電池
劣化の程度（Ｄｃ）を標準値に対する補正値とする。したがって、この補正値による場合
には、累積した電池劣化の程度の値Ｄは、（Ｄ＝Ｄｂ±Ｄａ±Ｄｃ）と表される。
【００５８】
　これらのデータに基づく電池劣化の程度（Ｄ）は、その車両の実走行開始時点から、一
定時間ごとに認識された各車両走行パターン３３の電池劣化の程度（Ｄｂ、Ｄａ、Ｄｃ）
を上述の方法により累積することで、その時点（ｎ）までの電池劣化の程度を表す。した
がって、その電池２の余寿命Ｒは、（Ｒ＝１－Ｄ）により表される。制御部７は、この電
池２の余寿命Ｒを一定期間ごとに表示部９へ伝送する。
【００５９】
　表示部９は、制御部７により算出された余寿命Ｒを視覚的に表示する。表示部９の表示
方法の一つの実施例を図６に示す。この表示は様々な方法があり、運転操作者に対して適
切に余寿命Ｒを認識させ得る方法であれば、総ての方法が含まれる。例えば、余寿命Ｒを
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デジタル数値として表示する方法がある。また、この余寿命Ｒは推定値であるため、余寿
命Ｒをある一定幅でもって表示する方法、確率論の手法を用いて余寿命Ｒを算出し、その
確率を併記する方法等もある。また、数値ではなく、棒グラフ、円グラフといったアナロ
グによる表示方法もある。さらには、過去の各月ごとの経時劣化への影響度をグラフ化し
て追加表示しても良い。この表示部９は、車両の運転席の計器パネルの中に組み込まれ、
運転操作者が必要に応じて確認できることが好ましい。
【００６０】
　上記パワートレイン用の電池寿命予知装置１の基本構成で見積られる電池２の耐用年数
や余寿命Ｒは、その一定期間におけるその車両の走行パターン３３がベースとなり累積さ
れていく。したがって、転勤等で運転操作者の車両走行パターン３３が変化した場合には
、一定期間経過後には、その新たな車両走行パターン３３が反映され、余寿命Ｒが表示さ
れることになる。
【００６１】
　パワートレイン用の電池寿命予知装置１の他の実施の形態は、その車両の走行パターン
３３を、運転操作者自身が入力する入力部１０を備えることである。図１において、入力
部１０を破線で示す。これは、運転操作者の車両走行パターン３３の変化が見込まれる場
合に、運転操作者自身が、既存の選択肢の中から近いパターンを選択して入力するもので
ある。この選択肢は、例えば、「自動車による通勤となる。」、「電車による通勤となる
。」、「高速道路による長距離ドライブをする。」等である。この選択肢ごとに、さらに
想定される通勤時間や長距離ドライブの距離の概略値を選択して入力させても良い。この
入力により、制御部７は、図５のステップ４及び５を省略し、入力された車両走行パター
ン３３に対応する走行試験のデータベース３０を検索する（Ｓ６）ことが可能となる。こ
の入力方法は、特に余寿命Ｒが残り少なくなった場合に精度を上げるのに有効である。
【００６２】
（２）パワートレイン用電池寿命警告装置
　図７にパワートレイン用の電池寿命警告装置１１の一つの実施形態の基本構成を示すブ
ロック図を示す。本装置は、電池２に関する環境データ測定部４、車両走行に関するデー
タ測定部５、記録部６、制御部１７、記憶部８、表示部１９により構成される。上述した
パワートレイン用電池寿命予知装置１と同様な構成要素については同一の符号を付し、そ
の詳細な説明は省略する。
【００６３】
　制御部１７は、車両に関する諸元データ、及び一定期間ごとに記録部６から伝送された
、電池２に関する環境データ、電装品に関する電力消費データ、及び車両走行に関するデ
ータに基づき、電池劣化に影響する要因ごとに整理された経時劣化への影響度を電池劣化
の程度（Ｄ）として算出して累積する。また、累積された影響度からその電池２の耐用年
数を見積り、その電池２の交換時期を予測する。さらに、運転操作者に対する警告メッセ
ージをそのレベルに応じて用意し、どのレベルであるかを判断する。この警告のレベルは
、例えば、「電池交換が必要」及び「電池交換は不要」といった２つのレベルであっても
良く、更に「電池交換が必要」、「電池交換に注意」、及び「電池交換は不要」といった
ように細かく警告するレベルであっても良い。
【００６４】
　表示部１９は、制御部１７により判断された警告のレベルを視覚的に表示する。表示部
１９の表示方法の一つの実施例を図８に示す。この表示は様々な方法があり、運転操作者
に対して適切に警告のレベルを認識させ得る方法であれば、総ての方法が含まれる。例え
ば、電池交換についての文言を表示するパネルの点滅であっても良い。また、この警告の
レベルを文字ではなく、例えば、青ランプ、黄ランプ、赤ランプといった色彩により表示
しても良い。さらには、例えば、棒グラフにより表示し、あるレベルを超えると黄色ある
いは赤色となるような警告のレベルであっても良い。表示部１９は、車両の運転席の計器
パネルの中に組み込まれ、運転操作者が必要に応じて確認できることが好ましい。
【００６５】
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　パワートレイン用の電池寿命警告装置１１の他の実施の形態は、上述の電池寿命予知装
置１と同様に、運転操作者の車両走行パターン３３を、運転操作者自身が入力する入力部
１０を備えることである。図７では、入力部１０を破線で示す。この入力により、より精
度の高い警告のレベルが得られ、耐用年数が残り少なくなった場合に特に有効である。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】本発明に係るパワートレイン用の電池寿命予知装置の一つの実施形態の基本構成
を示すブロック図である。
【図２】電池及び電池に関する環境データ測定部の概略構成を示すブロック図である。
【図３】記憶部に記憶された電池の劣化に関するデータベースの概略の構成を示す概念図
である。
【図４】車両走行試験結果から抽出された電池の劣化に関するデータベースの一つの実施
例である。
【図５】制御部による電池の劣化の程度の算出フロー図である。
【図６】電池寿命予知装置の表示方法の一つの実施例を示す図である。
【図７】本発明に係るパワートレイン用の電池寿命警告装置の一つの実施形態の基本構成
を示すブロック図である。
【図８】電池寿命警告装置の表示方法の一つの実施例を示す図である。
【図９】従来技術である、動出力装置の性能評価システムの手順を示す図である。
【符号の説明】
【００６７】
　１　電池寿命予知装置、２　電池、３　走行用モータ、４　電池に関する環境データ測
定部、５　車両走行に関するデータ測定部、６　記録部、７,１７　制御部、８　記憶部
、９,１９　表示部、１０　入力部、１１　電池寿命警告装置、１２　電装品に関する電
力消費データ測定部、１３　エアコンディショナ、２０　バッテリコンピュータ、２１　
温度センサ、２２　湿度センサ、２３　電圧センサ、２４　電流センサ、２５　入出力イ
ンタフェース、２６　ハンドリング操作モニター、２７　フットブレーキ操作モニター、
２８　アクセル操作モニター、３０　電池劣化に関するデータベース、３１　車種及び年
式、３２　設備仕様及びオプション、３３　車両走行パターン、Ｄ，Ｄａ，Ｄｂ，Ｄｃ　
電池の劣化の程度、Ｒ　余寿命、ｎ　繰り返し回数、ｔ　一定期間。
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