
JP 5982736 B2 2016.8.31

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気自動車に搭載される二次電池と、
　前記二次電池の充電を行う充電時間情報を取得する取得部と、
　前記充電時間情報に基づいて充電電力値を算出し、前記算出した充電電力値で前記二次
電池を充電するよう制御する充電制御部と、
　前記二次電池の電池残量を検知する検知部と、
を備え、
　前記充電制御部は、
　　前記電気自動車をシェアする複数のユーザのスケジュール情報に基づいて、蓄電装置
における次の利用時に必要な充電量を決定し；
　　前記決定した必要な充電量を目標充電量とし、当該目標充電量と前記二次電池の電池
残量との差分および前記充電時間情報に基づいて充電電力値を算出し、充電状況に応じて
当該充電電力値を再算出しつつ、前記目標充電量に達した際に充電を終了するよう制御す
る、蓄電装置。
【請求項２】
　前記充電制御部は、前記差分を満たすために必要な充電電力値を算出する、請求項１に
記載の蓄電装置。
【請求項３】
　前記蓄電装置は、ユーザのスケジュール情報を記憶する記憶部をさらに備え、
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　前記取得部は、前記記憶部に記憶するスケジュール情報に基づいて、前記充電時間情報
を算出する、請求項１または２に記載の蓄電装置。
【請求項４】
　前記蓄電装置は、
　前記蓄電装置の利用履歴を記憶する記憶部と、
　前記記憶部に記憶する利用履歴に基づいて、ユーザが前記蓄電装置の利用を開始する利
用開始時刻を予測する予測部と、
をさらに備え、
　前記取得部は、前記予測部により予測された前記蓄電装置の利用開始時刻に基づき前記
充電時間情報を算出する、請求項１から３のいずれか１項に記載の蓄電装置。
【請求項５】
　前記取得部は、ユーザにより充電時間情報が入力される、請求項１から４のいずれか１
項に記載の蓄電装置。
【請求項６】
　前記充電制御部は、前記充電時間情報と前記充電電力値に応じて充電方式を選択する、
請求項１から５のいずれか１項に記載の蓄電装置。
【請求項７】
　前記取得部は、充電時間制御装置がユーザのスケジュール情報に基づいて算出した充電
時間情報を受信する、請求項１から６のいずれか１項に記載の蓄電装置。
【請求項８】
　電気自動車に搭載される二次電池の充電を行う充電時間情報を取得するステップと、
　前記充電時間情報に基づいて充電電力値を算出するステップと、
　前記算出した充電電力値で前記二次電池を充電するよう制御するステップと、
　前記二次電池の電池残量を検知するステップと、
を含み、
　前記制御するステップは、
　　前記電気自動車をシェアする複数のユーザのスケジュール情報に基づいて、蓄電装置
における次の利用時に必要な充電量を決定し；
　　前記決定した必要な充電量を目標充電量とし、当該目標充電量と前記二次電池の電池
残量との差分および前記充電時間情報に基づいて充電電力値を算出し、充電状況に応じて
当該充電電力値を再算出しつつ、前記目標充電量に達した際に充電を終了するよう制御す
る、蓄電方法。
【請求項９】
　電気自動車に搭載される二次電池の充電を行う充電時間情報を取得する処理と、
　前記充電時間情報に基づいて充電電力値を算出する処理と、
　前記算出した充電電力値で前記二次電池を充電するよう制御する処理と、
　前記二次電池の電池残量を検知する処理と、
をコンピュータに実行させ、
　前記制御する処理は、
　　前記電気自動車をシェアする複数のユーザのスケジュール情報に基づいて、蓄電装置
における次の利用時に必要な充電量を決定し；
　　前記決定した必要な充電量を目標充電量とし、当該目標充電量と前記二次電池の電池
残量との差分および前記充電時間情報に基づいて充電電力値を算出し、充電状況に応じて
当該充電電力値を再算出しつつ、前記目標充電量に達した際に充電を終了するよう制御す
る、プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、蓄電装置、蓄電方法およびプログラムに関する。
【背景技術】
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【０００２】
　近年、携帯電話やノートパソコンといったモバイル端末の電源として、繰り返し充電し
て利用できる二次電池が広く普及している。一方で、地球環境保全及びＣＯ２排出量削減
の観点から、太陽光や風力、地熱といった自然エネルギーを活用した再生可能エネルギー
発電が注目されている。これら自然エネルギーは日照や風といった自然条件により時々刻
々変動する為、安定した電力を供給することが困難である。そこで、二次電池と組み合わ
せることで出力電力を平準化し、安定した電力を供給する試みが行われている。
【０００３】
　このように、近年、様々な分野で活用が期待される二次電池であるが、充放電を繰り返
しているうちに劣化が起こり、電池電圧や電池容量が低下するといった課題があった。
【０００４】
　例えば特許文献１では、過度の充電電流値で充電されるのを防止し、蓄電池を長寿命化
する蓄電システムが開示されている。より具体的には、特許文献１に記載の蓄電システム
によれば、蓄電池の残容量と負荷使用電力パターンと発電予測パターンとに基づいて、蓄
電システムにおいて充電量が増大する期間が充電電流値を制限する制限時間として決定さ
れ、制限時間内における充電電流値が算出される。このため、過度の充電電流値で充電さ
れるのを防止し、蓄電池の長寿命化を実現することができる。
【０００５】
　また、例えば特許文献２では、ユーザのスケジュールに基づき、二次電池の充電状態の
最適化計画を決定する手法が開示されている。より具体的には、特許文献２には、長時間
の電池駆動が予定される期間近傍でのみ、二次電池を満充電に維持し、外部電源への接続
が長時間継続される期間では二次電池を満充電より低く維持することにより、連続充電に
よる劣化を抑制する手法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１０－４１８８３号公報
【特許文献２】特開２００４－９４６０７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記特許文献１に記載の発明は、負荷使用量と発電予測電力に応じて充電電流値を算出
し、充電量が所定の目標容量に到達するまでの期間を決定している。一般に、二次電池の
劣化の原因の一つは充電電流値が大きい場合が挙げられ、充電電流値が大きいほど、すな
わち急速に充電するほど、二次電池の劣化は大きくなる。しかしながら、特許文献１では
二次電池の劣化を考慮した充電電流値の決定については考慮されていない。
【０００８】
　また、特許文献２に記載の発明は、ユーザのスケジュールに基づいて充電状態の最適化
計画を決定することで、二次電池の劣化の原因の一つである満充電を避けることが可能で
あるが、ユーザが長時間利用しない場合においても、高い充電割合（例えば、満充電の電
池容量の８０％）といった高い充電割合を維持するので、二次電池の劣化が進んでしまう
。
【０００９】
　また、ある充電システムは、ユーザにより機器が充電機にセットされると、即時に二次
電池の充電を開始し、充電完了後に自己放電により二次電池の残量が減少すると再充電を
行って電力を補うことで、高い充電割合を維持する。しかし、ユーザとしては二次電池の
開始タイミングまでに充電が完了していればよいので、高い充電割合の維持および自己放
電と再充電の繰り返しは不要に二次電池を劣化させてしまう。
【００１０】
　そこで、本開示では、二次電池の劣化を抑えて電池の長寿命化を実現する充電制御を行
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うことが可能な、新規かつ改良された蓄電装置、蓄電方法およびプログラムを提案する。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本開示によれば、二次電池と、前記二次電池の充電を行う充電時間情報を取得する取得
部と、前記充電時間情報に基づいて充電電力値を算出し、前記算出した充電電力値で前記
二次電池を充電するよう制御する充電制御部と、を備える蓄電装置が提供される。
【００１２】
　また、本開示によれば、二次電池の充電を行う充電時間情報を取得するステップと、前
記充電時間情報に基づいて充電電力値を算出するステップと、前記算出した充電電力値で
前記二次電池を充電するよう制御するステップと、を含む蓄電方法が提供される。
【００１３】
　また、本開示によれば、二次電池の充電を行う充電時間情報を取得する処理と、前記充
電時間情報に基づいて充電電力値を算出する処理と、前記算出した充電電力値で前記二次
電池を充電するよう制御する処理と、をコンピュータに実行させるプログラムが提供され
る。
【発明の効果】
【００１４】
　以上説明したように本開示によれば、二次電池の劣化を抑えて電池の長寿命化を実現す
る充電制御を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本開示の実施形態に係る蓄電システムを示す全体図である。
【図２】本開示の第１の実施形態に係る蓄電装置のブロック構成図である。
【図３】本開示の第１の実施形態に係る蓄電方法の処理を示すフローチャートである。
【図４】本開示の第１の実施形態に係るユーザのスケジュールの一例を示す図である。
【図５】本開示の第２の実施形態に係る蓄電装置のブロック構成図である。
【図６】本開示の第２の実施形態に係る利用履歴の一例を示す図である。
【図７】本開示の第２の実施形態に係る蓄電方法の処理を示すフローチャートである。
【図８】本開示の第３の実施形態に係る蓄電装置のブロック構成図である。
【図９】本開示の第３の実施形態に係る蓄電方法の処理を示すフローチャートである。
【図１０】本開示の第４の実施形態に係る蓄電システムを示す全体図である。
【図１１】本開示の第４の実施形態に係る蓄電装置のブロック構成図である。
【図１２】本開示の第４の実施形態に係る蓄電時間制御装置のブロック構成図である。
【図１３】本開示の第４の実施形態に係る蓄電方法のタイムチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００１７】
　なお、説明は以下の順序で行うものとする。
　１．　蓄電システムの概要
　２．　各実施形態の説明
　　２－１．　第１の実施形態
　　２－２．　第２の実施形態
　　２－３．　第３の実施形態
　　２－４．　第４の実施形態
　３．まとめ
【００１８】
　＜１．蓄電システムの概要＞
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　本開示は、一例として「２－１．第１の実施形態」～「２－４．第４の実施形態」にお
いて詳細に説明するように、多様な形態で実施され得る。また、各実施形態において説明
する蓄電装置は、
Ａ：二次電池２１０と、
Ｂ：前記二次電池の充電を行う充電時間情報を取得する取得部（充電時間算出部２３０、
充電時間入力部２７０、または通信部２８０）と、
Ｃ：前記充電時間情報に基づいて充電電力値を算出し、前記算出した充電電力値で前記二
次電池を充電するよう制御する充電制御部２５０と、
を備える。
【００１９】
　以下では、まず、このような各実施形態において共通する基本構成について図１を参照
して説明する。
【００２０】
　図１は、本開示の実施形態に係る蓄電システムを示す全体図である。図１に示したよう
に、本開示の実施形態に係る蓄電システムは、商用電源１０と、電気自動車２に搭載され
た蓄電装置２０とを備える。蓄電装置２０は、商用電源１０から電力供給を受けて充電を
行い、蓄えた電力を電気自動車２内の各装置に供給する。かかる蓄電装置２０は、充電時
間が決定されると、その充電時間で必要電力量を充電するために必要な電力値で二次電池
を充電する。これにより、本開示の実施形態による蓄電装置２０は、必要以上に急速な充
電を回避できるので、二次電池の劣化を抑えて電池の長寿命化を実現することが可能であ
る。
【００２１】
　なお図１には、蓄電装置２０が電気自動車２に搭載され、電気自動車２内の各装置に電
力供給を行う例を示しているが、蓄電装置２０の搭載対象や用途はかかる例に限定されな
い。例えば、蓄電装置２０は、電気自転車、電車、船舶、または飛行機などの多様な乗り
物に搭載されてもよいし、携帯型ＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）や携帯電
話などの携帯機器に搭載されてもよい。また、蓄電装置２０は、搭載されている乗り物や
機器の他、家庭用表示装置や空気調整装置などの家電機器に電力供給を行ってもよい。
【００２２】
　以上、図１を参照して蓄電システムの概要を説明した。以下、本開示による第１～第４
の実施形態について順次詳細に説明する。
【００２３】
　＜２．各実施形態の説明＞
　［２－１．第１の実施形態］
　　（蓄電装置２０－１のブロック構成）
　図２は、本開示の第１の実施形態による蓄電装置２０－１の構成を示した機能ブロック
図である。図２に示したように、第１の実施形態による蓄電装置２０－１は、二次電池２
１０、電池管理部２２０、充電時間算出部２３０、記憶部２４０および充電制御部２５０
を備える。以下、各構成について説明する。
【００２４】
　二次電池２１０は、充電により繰り返し使用可能な電池である。二次電池２１０に蓄え
られた電力は、必要に応じて直流電力から交流電力に変換され、蓄電装置２０－１を搭載
する例えば電気自動車２に供給される。
【００２５】
　電池管理部２２０は、二次電池２１０をモニタリングして二次電池２１０の電池残量を
検知する検知部である。例えば、電池は使用量に応じて電圧が下がる傾向があるので、電
池管理部２２０は、測定した電池電圧と満充電時の電圧との差から二次電池２１０の電池
残量を算出することができる。あるいは、電池管理部２２０は、二次電池２１０への入力
電力と二次電池からの出力電力を計測し、入力電力と出力電力の差分から電池残量を算出
してもよい。電池管理部２２０は、検知した電池残量の情報を充電制御部２５０に出力す
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る。
【００２６】
　充電時間算出部２３０は、記憶部２４０に記憶されるスケジュールＤＢ（データベース
）２４１からスケジュール情報を取得し、取得したスケジュール情報に基づいて充電時間
を算出する。スケジュール情報は、蓄電装置２０－１が搭載される電気自動車２の利用に
関するスケジュール情報である。充電時間算出部２３０は、取得したスケジュール情報に
基づき、電気自動車２が利用されないと予想される時間の範囲内で充電時間を算出する。
【００２７】
　記憶部２４０は、ユーザが自己のスケジュールを登録したスケジュールＤＢ２４１を記
憶する。本開示による実施形態では、一例として電気自動車２の利用に関するスケジュー
ルがスケジュールＤＢ２４１に登録される。スケジュールの登録は、例えばキーボードや
マウスといった入力インタフェース（図示せず）を使って行われる。または、ユーザがＰ
Ｃ（パーソナルコンピュータ）や携帯端末に入力したスケジュール情報にスケジュールＤ
Ｂ２４１を同期させることでスケジュール情報を登録してもよい。
【００２８】
　充電制御部２５０は、充電時間算出部２３０により算出された充電時間および電池管理
部２２０により検知された電池残量に基づいて充電電力値を算出し、算出した充電電力値
で二次電池２１０を充電するよう制御する。具体的には、充電制御部２５０は、充電時間
算出部２３０により算出された充電時間で必要電力量を充電するために必要な電力値を算
出してもよい。ここで、必要電力量は、満充電量と電池管理部２２０により検知された電
池残量との差分であってもよいし、満充電量の所定の充電割合と電池管理部２２０により
検知された電池残量との差分であってもよい。
【００２９】
　なお、本開示では、充電時間算出部２３０により算出された充電時間および電池管理部
２２０により検知された電池残量に基づいて充電電力値を算出する例を説明するが、本開
示による技術的範囲はかかる例に限定されない。例えば、充電制御部２５０は、電池残量
を用いず、充電時間算出部２３０により算出された充電時間に基づいて充電電力値を算出
してもよい。
【００３０】
　具体例として、充電制御部２５０は、電池残量に依らず満充電量を充電の必要電力量と
してもよい。かかる構成によれば、二次電池２１０が空であっても、充電時間算出部２３
０により算出された充電時間内に二次電池２１０を満充電状態にすることが可能である。
【００３１】
　または、電気自動車２の次回利用時の消費電力量を例えばスケジュール情報から予想出
来る場合、少なくともこの次回利用時の消費電力量が二次電池２１０に充電されていれば
よいので、充電制御部２５０は、この消費電力量を充電の必要電力量としてもよい。また
は、充電制御部２５０は、電気自動車２の１回の利用による平均消費電力量あるいは最大
消費電力量などが既知である場合、平均消費電力量や最大消費電力量などを充電の必要電
力量としてもよい。
【００３２】
　　（蓄電装置２０－１の動作処理）
　以上、図２を参照して第１の実施形態による蓄電装置２０－１の構成を説明した。続い
て、図３を参照し、第１の実施形態による蓄電装置２０－１の動作処理を説明する。
【００３３】
　図３は、本開示の第１の実施形態に係る蓄電方法の処理を示すフローチャートである。
図３に示したように、まずステップＳ２０１において、電池管理部２２０が二次電池２１
０の電池残量を検知し、電池残量情報を充電制御部２５０に出力する。
【００３４】
　次いで、ステップＳ２０３において、充電時間算出部２３０が記憶部２４０からユーザ
が予め登録したスケジュール情報を取得する。続いて、ステップＳ２０５において、充電
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時間算出部２３０が、取得したスケジュール情報から充電時間を算出する。ここで、図４
を参照してスケジュール情報と充電時間の関係を説明する。
【００３５】
　図４は、本開示の第１の実施形態に係るユーザのスケジュールの一例を示した説明図で
ある。図４に示したように、このスケジュールを有するユーザは、平日は８時頃に出勤し
、２０時頃に帰宅する。また、このユーザは２５日（土曜）から２６日（日曜）にかけて
、電気自動車を利用して旅行する予定であり、出発予定時刻が７時、帰宅予定時刻が１８
時である。また、２３日（木曜）は新宿へ出かける予定はあるものの、電気自動車を利用
する予定はない（点線で表示）。このようなスケジュールは、電気自動車が利用されない
充電可能な時間を予想するための情報としてユーザにより予めスケジュールＤＢ２４１に
登録される。
【００３６】
　具体的には、図４に示すスケジュール例では、蓄電装置２０－１の充電可能な時間とし
て、２２日（水曜）の２０時から２４日（金曜）の８時までの３４時間が予想される。こ
のため、充電時間算出部２３０は、充電可能と予想される３４時間の範囲内で充電時間を
算出（決定）してもよい。同様に、２４日（金曜）の２０時から２５日（土曜）の７時ま
での９時間、２６日（日曜）の１８時から２７日（月曜）の８時までの１４時間も蓄電装
置２０－１の充電可能な時間として予想されるので、充電時間算出部２３０は、各充電可
能な時間の範囲内で充電時間を算出してもよい。
【００３７】
　また、図４に示すスケジュール例では、蓄電装置２０－１を自宅で充電することを想定
し、蓄電装置２０－１が搭載される電気自動車２が自宅に置かれる時間帯を充電可能な時
間と予想している。ここで、例えば仕事場に電気自動車２を置いている間に充電すること
が可能な場合を想定すると、仕事のスケジュールが入っている時間帯の一部を、充電可能
な時間として予想することもできる。
【００３８】
　なお、充電時間算出部２３０は、一人のユーザのスケジュール情報だけでなく、複数の
ユーザのスケジュール情報から電気自動車の充電時間を算出してもよい。例えば、昨今、
一台の自動車を複数の会員が共同で利用するカーシェアリングサービスが普及しているが
、このようなサービスでは、ユーザが効率的に自動車を利用するために予め自動車の利用
時間が登録される。したがって、充電時間算出部２３０は、カーシェアリングサービスで
登録された複数人の利用時間情報に基づいてカーシェアリングする自動車の充電時間を算
出してもよい。
【００３９】
　ここで、図３を参照して蓄電装置２０－１の動作の説明に戻ると、Ｓ２０５に続くステ
ップＳ２０７において、充電制御部２５０は、ステップＳ２０５で算出された充電時間に
基づいて充電電力値を算出する。
【００４０】
　このように充電制御部２５０が行う充電電力値の算出について具体例を示す。一例とし
て、電池残量と目標充電量との差分である必要電力量をＣ（ｋＷｈ）、充電時間をｔ（ｈ
）、充電電圧をＶ（Ｖ）とする。この場合に、必要電力量を充電するために必要な最も低
い充電電流は、Ｃ＊１０００／ｔ／Ｖ（Ａ）で表される。例えば、空の状態から満充電ま
で充電するための必要電力量Ｃが２１（ｋＷｈ）、充電時間ｔが１４（ｈ）、充電電圧Ｖ
を１００（Ｖ）とすると、充電電流は、２１＊１０００／１４／１００＝１５（Ａ）と算
出される。また、充電時間ｔを７（ｈ）とすると、充電電流は倍の３０（Ａ）となる。こ
のように、充電可能と予想される時間を利用して充電することで、充電電流を低く抑えら
れるので、電池の劣化を抑えることができる。
【００４１】
　続いて、ステップＳ２０９において、充電制御部２５０は、ステップＳ２０５で算出さ
れた充電電力値で二次電池２１０を充電する。
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【００４２】
　さらに、ステップＳ２１１において、充電制御部２５０は、充電電力値を再算出するか
否かを繰り返し判定してもよい。これは、上記ステップＳ２０１で検知した電池残量情報
と、ステップＳ２０７で算出した充電電力値が、理論通りでない場合を想定したものであ
る。一般に、二次電池の特性は電池の種類、劣化度合い、温度、使い方等に左右され、正
確な電池残量の算出や予定通りの充電制御は難しい。そこで、繰り返し充電電力値を見直
すことにより、充電時間内に充電を完了させる。ステップＳ２１１は、予め決められた時
間間隔で実行されてもよい。再計算する場合にはステップＳ２０１に戻り、再計算しない
場合にはステップＳ２１３に進む。
【００４３】
　次に、ステップＳ２１３において、充電制御部２５０は充電が終了したか否か判定する
。充電が終了した場合は、図３に示す蓄電処理は終了する。充電がまだ終了していない場
合は、ステップＳ２０９に戻り、充電が継続される。
【００４４】
　以上説明した蓄電処理は、二次電池２１０が充電可能な状態になった場合をトリガとし
て開始してもよい。例えば、蓄電装置２０－１が電気自動車２に搭載されている場合、蓄
電装置２０－１は、電気自動車２に充電プラグが接続されたことを検知し、これをトリガ
として蓄電処理を開始してもよい。例えば、図４に示すスケジュール例において、ユーザ
が２２日（水曜）の２０時に帰宅し、電気自動車２に充電プラグを接続した場合、次回の
利用予定時刻である２４日（金曜）の８時までの時間、つまり２２日（水曜）の２０時か
ら２４日（金曜）の８時までの３４時間が充電可能な時間として予測される。
【００４５】
　また、上記ステップＳ２０７において充電制御部２５０が充電電力値を算出する際に用
いる目標電力量情報は、満充電量情報に限られない。例えば、ユーザのスケジュール情報
に基づいて、次に電気自動車２が何時間利用されるかを抽出し、かかる時間に応じて目標
電力量を決定してもよい。例えば、次に電気自動車２を利用する時間が短い場合は、８０
％の充電量にしてもよい。この場合、充電の終了基準は電池残量が８０％に達した場合と
なり、この終了基準に基づいて充電が終了したか判定される。
【００４６】
　なお、上記具体例では、電圧を１００（Ｖ）にし、充電電流を充電時間に応じて変更す
ることで、充電電力を抑える処理について説明したが、本開示の実施形態による蓄電処理
はこれに限られず、例えば充電電圧を選択（充電方式を選択）できるようにしてもよい。
【００４７】
　例えば、電気自動車２が単相１００Ｖ、単相２００Ｖ、三相２００Ｖ（急速充電）の３
つの電力源から充電可能に設計されている場合を想定する。この場合、電力源と充電時間
には関連があり、単相１００Ｖ＞単相２００Ｖ＞三相２００Ｖ（急速充電）の順に充電時
間が長くなる。一方で、電池の劣化度合いは、単相１００Ｖ＜単相２００Ｖ＜三相２００
Ｖ（急速充電）の順に大きくなる。したがって、電池の長寿命化には、なるべく単相１０
０Ｖで充電した方がよい。そこで、充電制御部２５０は、ユーザのスケジュール情報から
算出した充電時間に応じて自動的になるべく電圧の低い電力源を選択する構成とすること
で、ユーザの利便性を損なうことなく、電池の劣化を防ぐことができる。
【００４８】
　［２－２．第２の実施形態］
　次に、本開示の第２の実施形態にかかる蓄電装置２０－２について説明する。上記第１
の実施形態ではユーザのスケジュール情報から充電時間を算出したが、第２の実施形態で
は、ユーザの利用履歴に基づいて充電時間を算出する。
【００４９】
　　（蓄電装置２０－２のブロック構成）
　まず、図５を参照して第２の実施形態による蓄電装置２０－２の構成について説明する
。図５は、本開示の第２の実施形態に係る蓄電装置のブロック構成図である。図５に示す
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ように、蓄電装置２０－２は、二次電池２１０、電池管理部２２０、充電時間算出部２３
０、記憶部２４２、利用開始時刻予測部２６０および充電制御部２５０を備える。
【００５０】
　記憶部２４２は、利用履歴ＤＢ２４３を記憶する。利用履歴ＤＢ２４３には、蓄電装置
２０－２の利用履歴情報が登録される。例えば、利用履歴ＤＢ２４３には、図６に示すよ
うに蓄電装置２０－２が搭載される電気自動車２の利用履歴情報が自動的に登録される。
【００５１】
　利用開始時刻予測部２６０は、記憶部２４２からユーザの利用履歴情報を取得し、利用
履歴情報に基づいて次に電気自動車２の利用を開始する時刻を予測する。また、利用開始
時刻予測部２６０は、予測した利用開始時刻の情報を充電時間算出部２３０に出力する。
【００５２】
　充電時間算出部２３０は、利用開始時刻予測部２６０により予測された利用開始時刻ま
での時間、または利用開始時刻までの間の一部の時間を充電時間として算出する。充電制
御部２５０は、第１の実施形態で説明したように、充電時間算出部２３０により算出され
た充電時間と、電池管理部２２０により検知された電池残量に基づいて二次電池２１０の
充電を制御する。なお、詳細な充電制御の内容は第１の実施形態で既に説明したので、こ
こでの詳細な説明は省略する。
【００５３】
　かかる第２の実施形態の構成によれば、第１の実施形態と同様の二次電池の劣化を抑え
て電池の長寿命化を実現することができるという効果に加え、スケジュール情報などを明
示的に入力するユーザの手間を省くことが可能である。
【００５４】
　　（蓄電装置２０－２の動作処理）
　以上、図５を参照して第２の実施形態による蓄電装置２０－２の構成を説明した。続い
て、図７を参照して本実施形態による蓄電装置２０－２の動作処理について説明する。
【００５５】
　図７に示すように、まずステップＳ２２１において、電池管理部２２０は二次電池２１
０の電池残量を検知し、電池残量情報を充電制御部２５０に出力する。
【００５６】
　次いで、ステップＳ２２３において、利用開始時刻予測部２６０は、記憶部２４２から
利用履歴情報を取得する。続いて、ステップＳ２２５において、利用開始時刻予測部２６
０は、取得した利用履歴情報に基づいて利用開始時刻を予測する。
【００５７】
　次いで、ステップＳ２２７において、充電時間算出部２３０は、ステップＳ２２５で予
測された利用開始時刻に基づいて充電時間を算出する。充電時間は、充電開始時刻から利
用開始時刻までの時間であってもよいし、利用開始時刻までの間の一部の時間であっても
よい。
【００５８】
　このように、本実施形態では、ユーザが明示的に入力しなければならないスケジュール
情報の代わりに、自動的に蓄積された、実際に蓄電装置を搭載した機器の利用履歴を用い
ることで、ユーザの手間を省いて充電時間を算出することができる。
【００５９】
　例えば、図６に示す利用履歴情報からは、平日の主に８時～８時半および１９時半～２
０時という決まったパターンで電気自動車２が利用されていることが分かる。したがって
、利用開始時刻予測部２６０は、例えば木曜の２０時に電気自動車２が充電可能な状態に
なった場合は、上記パターンから、次に電気自動車２の利用が開始される時刻は翌日の８
時と予測できる。よって、充電時間算出部２３０は、２０時から翌８時までの時間を充電
時間として算出してもよい。
【００６０】
　次に、ステップＳ２２９において、充電制御部２５０は、ステップＳ２２７で算出され
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た充電時間に基づいて充電電力値を算出する。
【００６１】
　続いて、ステップＳ２３１において、充電制御部２５０は、ステップＳ２２９で算出さ
れた充電電力値で二次電池２１０を充電する。
【００６２】
　さらに、ステップＳ２３３において、充電制御部２５０は、充電電力値を再算出するか
否かを繰り返し判定してもよい。再計算する場合にはステップＳ２２１に戻り、再計算し
ない場合にはステップＳ２３５に進む。
【００６３】
　次に、ステップＳ２３５において、充電制御部２５０は充電が終了したか否か判定する
。充電が終了した場合は、図７に示す蓄電処理は終了する。充電がまだ終了していない場
合は、ステップＳ２３１に戻り、再び充電される。
【００６４】
　［２－３．第３の実施形態］
　次に、本開示の第３の実施形態にかかる蓄電装置２０－３について説明する。上記第１
の実施形態ではユーザのスケジュール情報から充電時間を算出したが、本実施形態では、
ユーザが自ら入力した充電時間を利用するので、スケジュール情報に基づく充電時間の算
出処理が不要となる。したがって、本実施形態にかかる蓄電装置２０－３によれば、急遽
充電が必要になった場合にも対応することができる。
【００６５】
　　（蓄電装置２０－３のブロック構成）
　まず、図８を参照して本開示の第３の実施形態による蓄電装置２０－３の構成について
説明する。図８に示すように、蓄電装置２０－３は、二次電池２１０、電池管理部２２０
、充電時間入力部２７０および充電制御部２５０を備える。
【００６６】
　充電時間入力部２７０は、ユーザによる充電時間情報の入力を受け付けて、充電時間情
報を取得する。また、充電時間入力部２７０から入力された充電時間情報は、充電時間制
御部２５０に出力される。
【００６７】
　充電制御部２５０は、第１の実施形態で説明したように、充電時間入力部２７０に入力
された充電時間と、電池管理部２２０により検知された電池残量に基づいて二次電池２１
０の充電を制御する。なお、詳細な充電制御の内容は第１の実施形態で既に説明したので
、ここでの詳細な説明は省略する。
【００６８】
　このような第３の実施形態によれば、急遽あるいは突発的に充電を行うことになった場
合にも、ユーザが明示的に充電可能時間を入力することにより、不要に急速に二次電池２
１０が充電されてしまうことを防止できる。
【００６９】
　　（蓄電装置２０－３の動作処理）
　次に、図９を参照して本実施形態による蓄電装置２０－３の動作処理について説明する
。
【００７０】
　図９に示すように、まずステップＳ２４１において、電池管理部２２０は二次電池２１
０の電池残量を検知し、電池残量情報を充電制御部２５０に出力する。
【００７１】
　次いで、ステップＳ２４３において、充電時間入力部２７０からユーザにより充電時間
情報が入力される。
【００７２】
　例えば、電気自動車２を充電する場所として、家やバッテリーステーションの他に、商
業施設のパーキングが考え得る。このような場合は、ユーザが商業施設を利用している間
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に、パーキングに停めた電気自動車２の充電ができ、ユーザにとってのメリットが大きい
。ユーザは、商業施設にどのくらい滞在するのかを考慮し、充電時間入力部２７０から充
電時間を入力する。これにより滞在時間に応じた充電電力値で二次電池を充電できる。
【００７３】
　次に、ステップＳ２４５において、充電制御部２５０は、ステップＳ２４３で算出され
た充電時間に基づいて充電電力値を算出する。
【００７４】
　続いて、ステップＳ２４７において、充電制御部２５０は、ステップＳ２４５で算出さ
れた充電電力値で二次電池２１０を充電する。
【００７５】
　さらに、ステップＳ２４９において、充電制御部２５０は、充電電力値を再算出するか
否かを繰り返し判定してもよい。再計算する場合にはステップＳ２４１に戻り、再計算し
ない場合にはステップＳ２５１に進む。
【００７６】
　次に、ステップＳ２５１において、充電制御部２５０は充電が終了したか否か判定する
。充電が終了した場合は、図９に示す蓄電処理は終了する。充電がまだ終了していない場
合は、ステップＳ２４７に戻り、再び充電される。
【００７７】
　［２－４．第４の実施形態］
　次に、本開示の第４の実施形態による蓄電装置２０－４について説明する。まず、かか
る蓄電装置２０－４が利用される蓄電システムについて図１０を参照して説明する。図１
０に示すように、本実施形態による蓄電システムは、電気自動車２ａに搭載された蓄電装
置２０－４ａ、電気自動車２ｂに搭載された蓄電装置２０－４ｂ、充電時間制御装置３０
および携帯端末５０がネットワーク４０を介して接続される。
【００７８】
　　（蓄電装置２０－４のブロック構成）
　次に、図１１を参照して本開示の第４の実施形態による蓄電装置２０－４の構成につい
て説明する。図１１に示すように、蓄電装置２０－４は、二次電池２１０、電池管理部２
２０、通信部２８０および充電制御部２５０を備える。
【００７９】
　通信部２８０は、充電時間制御装置３０とネットワーク４０を介して接続し、充電時間
制御装置３０から充電時間情報を受信する。また、通信部２８０は、受信した充電時間情
報を充電制御部２５０に出力する。なお、通信部２８０は、無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａ
ｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）通信機能、または４Ｇ通信機能のような無線通信機能によりネ
ットワーク４０と接続してもよいし、有線によりネットワーク４０と接続してもよい。
【００８０】
　その他の構成については、第１の実施形態で既に説明したので、ここでの説明は省略す
る。
【００８１】
　　（充電時間制御装置３０のブロック構成）
　次に、図１２を参照して本開示の第４の実施形態による充電時間制御装置３０の構成に
ついて説明する。図１２に示すように、充電時間制御装置３０は、充電時間算出部３３０
、記憶部３４０および通信部３８０を備える。
【００８２】
　充電時間算出部３３０は、第１の実施形態で説明した充電時間算出部２３０と同様に、
記憶部３４０に記憶されるスケジュールＤＢ（データベース）３４１からスケジュール情
報を取得し、取得したスケジュール情報に基づいて充電時間を算出する。また、充電時間
算出部３３０は、算出した充電時間情報を通信部３８０に出力する。
【００８３】
　記憶部３４０は、ユーザが自己のスケジュールを登録したスケジュールＤＢ３４１を記
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憶する。スケジュールの登録は、例えばユーザが携帯端末５０に入力したスケジュール情
報にスケジュールＤＢ３４１を同期させることでスケジュール情報を登録してもよい。
【００８４】
　通信部３８０は、蓄電装置２０－４とネットワーク４０を介して接続し、充電時間情報
を送信する。また、通信部３８０は、携帯端末５０とネットワーク４０を介して接続し、
スケジュール情報を取得してもよい。
【００８５】
　　（充電制御の動作処理）
　以上、図１１および図１２を参照して蓄電装置２０－４および充電時間制御装置３０の
構成を説明した。次に、図１３を参照して本実施形態による蓄電装置２０－４および充電
時間制御装置３０による充電制御の動作処理について説明する。
【００８６】
　図１３は、本開示の第４の実施形態に係る蓄電方法のタイムチャートである。図１３に
示すように、まずステップＳ３００において、蓄電装置２０－４の電池管理部２２０は二
次電池２１０の電池残量を検知し、電池残量情報を充電制御部２５０に出力する。
【００８７】
　一方、ステップＳ３０１において、充電時間制御装置３０の充電時間算出部３３０は、
記憶部３４０からスケジュール情報を取得し、取得したスケジュール情報に基づいて充電
時間を算出する。
【００８８】
　次いで、ステップＳ３０３において、充電時間制御装置３０は、ステップＳ３０１で算
出された充電時間を、通信部３８０から送信する。なお、充電時間制御装置３０は、蓄電
装置２０－４からの要求に応答して充電時間情報を送信してもよい。
【００８９】
　次に、ステップＳ３０５において、蓄電装置２０－４の充電制御部２５０は、ステップ
Ｓ３０３で充電時間制御装置３０から送信された充電時間情報に基づいて充電電力値を算
出する。
【００９０】
　続いて、ステップＳ３０７において、充電制御部２５０は、ステップＳ３０５で算出さ
れた充電電力値で二次電池２１０を充電する。
【００９１】
　なお、ステップＳ３０７による充電開始後、図１３には図示していないが、上記第１の
実施形態の動作処理を示す図３のステップＳ２０９からＳ２１３の処理を行ってもよい。
【００９２】
　このように、本実施形態では、充電時間を算出する際に利用するスケジュール情報を、
ネットワーク上で管理する。第１の実施形態に示すように、充電時間算出部２３０と、ス
ケジュールＤＢ２４１を記憶する記憶部２４０とを有する蓄電装置２０－１の場合、各機
器の利用スケジュールを個別に各機器に登録する必要があり、入力の手間がかかる。一方
、充電時間算出部３３０と、スケジュールＤＢ３４１を記憶する記憶部３４０をネットワ
ークに接続可能な充電時間制御装置３０が有することにより、複数の蓄電装置でスケジュ
ールを共有することができ、ユーザは複数の蓄電装置の利用スケジュールを一括管理する
充電時間制御装置３０にスケジュールを登録するだけでよい。
【００９３】
　また、携帯端末５０により充電時間制御装置３０にアクセスできることで、蓄電処理の
遠隔操作ができる。例えば、ユーザが外出先からスケジュールを変更し、家にある電気自
動車２の充電時間を制御することができる。
【００９４】
　＜３．まとめ＞
　以上各実施形態を用いて説明したように、本開示による蓄電システムによれば、充電時
間が決定されると、その充電時間で必要電力量を充電するために必要な低電力値で二次電
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池を充電する。これにより、本開示による蓄電装置２０は、必要以上に急速な充電を回避
できるので、二次電池の劣化を抑えて電池の長寿命化を実現することが可能である。
【００９５】
　なお、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
技術はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有する者であれ
ば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例または修正
例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技術的範囲に属
するものと了解される。
【００９６】
　例えば、上記各実施形態の構成を組み合わせてもよい。具体的には、例えば充電時間の
算出において、スケジュール情報が不足している場合は利用履歴から判断してもよいし、
ユーザから充電時間の入力があった場合はこれを利用してもよい。また、第１の実施形態
、第３の実施形態による蓄電装置が通信部を備え、スケジュールの登録や充電時間の入力
をユーザが携帯端末から送信して行ってもよい。
【００９７】
　なお、本技術は以下のような構成も取ることができる。
（１）　二次電池と、
　前記二次電池の充電を行う充電時間情報を取得する取得部と、
　前記充電時間情報に基づいて充電電力値を算出し、前記算出した充電電力値で前記二次
電池を充電するよう制御する充電制御部と、
を備える、蓄電装置。
（２）　前記蓄電装置は、前記二次電池の電池残量を検知する検知部をさらに備え、
　前記充電制御部は、前記二次電池の電池残量と目標充電量との差分および前記充電時間
情報に基づいて充電電力値を算出する、前記（１）に記載の蓄電装置。
（３）　前記充電制御部は、前記差分を満たすために必要な充電電力値を算出する、前記
（２）に記載の蓄電装置。
（４）　前記蓄電装置は、ユーザのスケジュール情報を記憶する記憶部をさらに備え、
　前記取得部は、前記記憶部に記憶するスケジュール情報に基づいて、前記充電時間情報
を算出する、前記（１）から（３）のいずれか１項に記載の蓄電装置。
（５）　前記蓄電装置は、
　前記蓄電装置の利用履歴を記憶する記憶部と、
　前記記録部に記録する利用履歴に基づいて、ユーザが前記蓄電装置の利用を開始する利
用開始時刻を予測する予測部と、
をさらに備え、
　前記取得部は、前記予測部により予測された前記蓄電装置の利用開始時刻に基づき前記
充電時間情報を算出する、前記（１）から（４）のいずれか１項に記載の蓄電装置。
（６）　前記取得部は、ユーザにより充電時間情報が入力される、前記（１）から（５）
のいずれか１項に記載の蓄電装置。
（７）　前記充電制御部は、前記充電時間情報と前記充電電力値に応じて充電方式を選択
する、前記（１）から（６）のいずれか１項に記載の蓄電装置。
（８）　前記取得部は、充電時間制御装置がユーザのスケジュール情報に基づいて算出し
た充電時間情報を受信する、前記（１）から（７）のいずれか１項に記載の蓄電装置。
【符号の説明】
【００９８】
　２、２ａ、２ｂ　　　電気自動車
　１０　　　商用電源
　２０、２０－１、２０－２、２０－３、２０－４　　　蓄電装置
　２１０　　二次電池
　２２０　　電池管理部
　２３０　　充電時間算出部
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　２４０、２４２　　記憶部
　２４１　　スケジュールＤＢ
　２４３　　利用履歴ＤＢ
　２５０　　充電制御部
　２６０　　利用開始時刻予測部
　２７０　　充電時間入力部
　２８０　　通信部
　３０　　　充電時間制御装置
　３３０　　充電時間算出部
　３４０　　記憶部
　３４１　　スケジュールＤＢ
　３８０　　通信部
　４０　　　ネットワーク
　５０　　　携帯端末

【図１】 【図２】
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(17) JP 5982736 B2 2016.8.31

【図１１】 【図１２】

【図１３】
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