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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電池の充放電において使用可能な最大電流値を、電池の電流、電圧、温度の少なくとも
いずれかに基づいて推定する充放電可能電流演算方法であって、
　所定の時間における平均電流値(I1,I2)と平均電圧(V1,V2)に基づいて、抵抗値(R)を演
算する工程と、
　演算された抵抗値(R)を、物理的な抵抗値(Ro)と化学的な抵抗値(Rp)に分割する工程と
、
　過去から現在までのパルス放電又は充電時間(t1)に基づいて、化学的な抵抗値(Rp)を補
正する工程と、
　過去の充放電履歴による電圧変動(Vh)を求める工程と、
　検出された電池温度及び電池の残容量(SOC)から、物理的な抵抗値(Ro)を補正する工程
と、
　各抵抗値(Ro,Rp)と電流(I)、電圧(V)、電圧変動(Vh)から、電池の開放電圧(Vo)を推定
する工程と、
　特定の時間(t2)における使用可能最大電流(I_target)を予測するため、複数の設定電流
(Ia-Ix)における電池の開放電圧(Vo)を補正する工程と、
　前記補正された物理的な抵抗値(Ro)、化学的な抵抗値(Rp)、電池の開放電圧(Vo)に基づ
いて、複数の設定電流(Ia-Ix)における、到達予測電圧(Va-Vx)を求める工程と、
　前記設定電流(Ia-Ix)ならびに到達予測電圧(Va-Vx)に基づいて、電池の電流－電圧曲線



(2) JP 5496612 B2 2014.5.21

10

20

30

40

50

を作成し、各温度における上下限電圧(Vmax,Vmin)における上下限電流(Imax,Imin)を求め
、上限電流(Imax)を充電における使用可能最大電流(I_target)とし、下限電流(Imin)を放
電における使用可能最大電流(I_target)とする工程と、
を含むことを特徴とする電池の充放電可能電流演算方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の電池の充放電可能電流演算方法であって、さらに
　特定の時間(t2)における使用可能最大電流(I_target)を予測するため、推定時間(t2)、
又は現在までのパルス時間と推定時間の和(t1+t2)に基づいて化学的な抵抗値(Rp)を補正
し、さらに複数の設定電流(Ia-Ix)における電池の残容量(SOCa-SOCn)及び電池の温度に基
づいて、物理的な抵抗値(Ro)を補正する工程と、
を含むことを特徴とする電池の充放電可能電流演算方法。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の電池の充放電可能電流演算方法であって、
　前記抵抗値(R)が、過去に求めた抵抗値(Rold)と現在求めた抵抗値(Rnow)の重み付け平
均値であること特徴とする電池の充放電可能電流演算方法。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか一に記載の電池の充放電可能電流演算方法であって、
　前記電圧変動(Vh)が、所定の回数の過去の充放電パルス時の時間補正された化学的な抵
抗値(Rp)、電流(I)ならびに該充放電パルス終了後時間に依存する係数の積の総和となる
ことを特徴とする電池の充放電可能電流演算方法。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか一に記載の電池の充放電可能電流演算方法であって、
　前記下限電圧(Vmin)を、電池の電流－電圧曲線の直線性を維持可能な電圧に設定するこ
とを特徴とする電池の充放電可能電流演算方法。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか一に記載の電池の充放電可能電流演算方法であって、
　前記下限電圧(Vmin)が、電池の電流－電圧曲線の直線性を維持できない低い電圧に設定
されたとき、前記到達予測電圧(Va-Vx)を補正することを特徴とする電池の充放電可能電
流演算方法。
【請求項７】
　請求項６に記載の電池の充放電可能電流演算方法であって、
　前記到達予測電圧(Va-Vx)を補正するため、前記到達予測電圧(Va-Vx)と直線性を維持可
能な下限電圧(Vmin)との差、比率に基づいて補正することを特徴とする電池の充放電可能
電流演算方法。
【請求項８】
　請求項７に記載の電池の充放電可能電流演算方法であって、
　前記下限電圧(Vmin)との差、比率に基づいて、電圧を補正し、又は化学的な抵抗値(Rp)
、物理的な抵抗値(Ro)を補正し、再度到達予測電圧(Va~Vx)を求めることを特徴とする電
池の充放電可能電流演算方法。
【請求項９】
　請求項１から８のいずれか一に記載の電池の充放電可能電流演算方法であって、
　測定された電圧(V)が設定電圧(Vx)以下の場合、化学的な抵抗値(Rp)を補正することを
特徴とする電池の充放電可能電流演算方法。
【請求項１０】
　請求項１から９のいずれか一に記載の電池の充放電可能電流演算方法であって、
　前記電池がリチウムイオン二次電池であることを特徴とする電池の充放電可能電流演算
方法。
【請求項１１】
　請求項１から１０のいずれか一に記載の電池の充放電可能電流演算方法であって、さら
に、
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　推定された充放電可能電流値を、情報処理系を持つ接続機器に送信する工程
を含むことを特徴とする電池の充放電可能電流演算方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電池を充放電可能な電流の最大値を推定する充放電可能電流演算方法及び電
源装置並びにこれを備える車両に関し、例えば車両走行用モータを駆動する電源装置に含
まれる電池の最大電流を推定する充放電可能電流演算方法及び電源装置並びにこれを備え
る車両に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電池は、残容量の少ないときに大きな電流で放電し、あるいは残容量が大きいときに大
きな電流で充電すると電気特性が低下する性質がある。このため、例えば車両のモータを
駆動する電源装置の電池は、残容量によって最大の充電電流と放電電流を制限することが
重要となる。最大電流を制限しないと、電池の残容量が小さいときに、車両が急加速され
ると放電電流によって電池電圧が急激に低下すると、あるいは車両に急ブレーキをかけた
際、残容量が大きい電池が大電流で充電されて電池電圧が急激に上昇すると、電池の特性
が著しく低下する等の弊害が発生する。特に、車両用の電源装置は、極めて大きな電流で
電池を充放電するので、最大電流を制限しないと、電池の寿命が極めて短くなる。このこ
とは、電池から大出力が要求される用途、例えば自動車等の車両、自転車、電動工具等に
使用される電源装置において、特に大切である。
【０００３】
　一方で、電源装置で駆動される接続機器側では可能な限り大きな電流を利用したいとい
う要求がある。このため、電池の電気特性を低下させることのない範囲で、可能な限り大
きな電流で充放電するよう、現在の電源装置で利用可能な最大電流を正確に把握すること
が重要となる。このような電流演算方法としては、検出された電池の残容量（state-of-c
harge：ＳＯＣ）や充放電量、電池温度等に基づいて、予め測定されたテーブルを参照し
て充放電電流制限値を特定する方法や、電池電圧（例えば開路電圧（Open circuit volta
ge：ＯＣＶ；Ｖo））を測定し、予め決められたモデル（例えば数式）に基づいて充放電
電流制限値を演算する方法が知られている。
【０００４】
　しかしながら、テーブルを参照する方法では、電池のヒステリシス変化に対応できず、
残容量、温度計測の誤差をダイレクトに反映させてしまう問題がある。
【０００５】
　一方、モデルに基づく方法では、電流、電圧測定の同期性ズレによる抵抗値の測定誤差
が残容量検出に大きく影響し、また、電池のヒステリシスの状態によっては過大な電流を
許可することがある。
【０００６】
　このように電池の残容量の検出を誤って過大な電流を許可すると、電池の充放電の際に
過大な負荷がかかる動作を行ってしまうことがあり、電池の寿命を著しく低下させる原因
となる。また一方で、電池が自己放電することによっても残容量が変化する。これらの要
因によって電池の残容量の推測は困難となり、正確な残容量を把握することは極めて困難
であった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００６－１９７７２７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
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　本発明は、このような問題点を解決するためになされたものである。本発明の主な目的
は、充放電の電流、電圧、温度に基づいて、電池の充放電可能な電流の最大値を正確に特
定可能な電池の充放電可能電流演算方法及び電源装置並びにこれを備える車両を提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段及び発明の効果】
【０００９】
　上記の目的を達成するために、本発明の第１の側面に係る電池の充放電可能電流演算方
法によれば、電池の充放電において使用可能な最大電流値を、電池の電流、電圧、温度の
少なくともいずれかに基づいて推定する充放電可能電流演算方法であって、所定の時間に
おける平均電流値Ｉ1，Ｉ2と平均電圧Ｖ1，Ｖ2に基づいて、抵抗値Ｒを演算する工程と、
演算された抵抗値Ｒを、物理的な抵抗値Ｒoと化学的な抵抗値Ｒpに分割する工程と、過去
から現在までのパルス放電又は充電時間ｔ1に基づいて、化学的な抵抗値Ｒpを補正する工
程と、過去の充放電履歴による電圧変動Ｖhを求める工程と、検出された電池温度及び電
池の残容量ＳＯＣから、物理的な抵抗値Ｒoを補正する工程と、各抵抗値Ｒo，Ｒpと電流
Ｉ、電圧Ｖ、電圧変動Ｖhから、電池の開放電圧Ｖoを推定する工程と、特定の時間ｔ2に
おける使用可能最大電流Ｉ_targetを予測するため、複数の設定電流Ｉa～Ｉxにおける電
池の開放電圧Ｖoを補正する工程と、前記補正された物理的な抵抗値Ｒo、化学的な抵抗値
Ｒp、電池の開放電圧Ｖoに基づいて、複数の設定電流Ｉa～Ｉxにおける、到達予測電圧Ｖ

a～Ｖxを求める工程と、前記設定電流Ｉa～Ｉxならびに到達予測電圧Ｖa～Ｖxに基づいて
、電池の電流－電圧曲線を作成し、各温度における上下限電圧Ｖmax，Ｖminにおける上下
限電流Ｉmax，Ｉminを求め、上限電流Ｉmaxを充電における使用可能最大電流Ｉ_targetと
し、下限電流Ｉminを放電における使用可能最大電流Ｉ_targetとする工程と、を含むこと
ができる。これにより、充放電での使用可能最大電流値を正確に演算できる。
【００１０】
　また、第２の側面に係る電池の充放電可能電流演算方法によれば、さらに特定の時間ｔ

2における使用可能最大電流Ｉ_targetを予測するため、推定時間ｔ2、又は現在までのパ
ルス時間と推定時間の和ｔ1＋ｔ2に基づいて化学的な抵抗値Ｒpを補正し、さらに複数の
設定電流Ｉa～Ｉxにおける電池の残容量ＳＯＣa～ＳＯＣn及び電池の温度に基づいて、物
理的な抵抗値Ｒoを補正する工程とを含むことができる。これにより、化学的な抵抗値及
び物理的な抵抗値をさらに補正できる。
【００１１】
　さらに、第３の側面に係る電池の充放電可能電流演算方法によれば、前記抵抗値Ｒを、
過去に求めた抵抗値Ｒoldと現在求めた抵抗値Ｒnowの重み付け平均値とできる。
【００１２】
　さらにまた、第４の側面に係る電池の充放電可能電流演算方法によれば、前記電圧変動
Ｖhを、所定の回数の過去の充放電パルス時の時間補正された化学的な抵抗値Ｒp、電流Ｉ
ならびに該充放電パルス終了後時間に依存する係数の積の総和とできる。
【００１３】
　さらにまた、第５の側面に係る電池の充放電可能電流演算方法によれば、前記下限電圧
Ｖminを、電池の電流－電圧曲線の直線性を維持可能な電圧に設定することができる。
【００１４】
　さらにまた、第６の側面に係る電池の充放電可能電流演算方法によれば、前記下限電圧
Ｖminが、電池の電流－電圧曲線の直線性を維持できない低い電圧に設定されたとき、前
記到達予測電圧Ｖa～Ｖxを補正することができる。
【００１５】
　さらにまた、第７の側面に係る電池の充放電可能電流演算方法によれば、前記到達予測
電圧Ｖa～Ｖxを補正するため、前記到達予測電圧Ｖa～Ｖxと直線性を維持可能な下限電圧
Ｖminとの差、比率に基づいて補正することができる。
【００１６】
　さらにまた、第８の側面に係る電池の充放電可能電流演算方法によれば、前記下限電圧
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Ｖminとの差、比率に基づいて、電圧を補正し、又は化学的な抵抗値Ｒp、物理的な抵抗値
Ｒoを補正し、再度到達予測電圧Ｖa～Ｖxを求めることができる。
【００１７】
　さらにまた、第９の側面に係る電池の充放電可能電流演算方法によれば、測定された電
圧Ｖが設定電圧Ｖx以下の場合、化学的な抵抗値Ｒpを補正することができる。
【００１８】
　さらにまた、第１０の側面に係る電池の充放電可能電流演算方法によれば、前記電池を
リチウムイオン二次電池とできる。
【００１９】
　さらにまた、第１１の側面に係る電池の充放電可能電流演算方法によれば、さらに推定
された充放電可能電流値を、情報処理系を持つ接続機器に送信する工程を含むことができ
る。これにより、例えばＨＥＶ車両等の接続機器に対して、適切な使用可能最大電流を逐
次報告できる。
【００２０】
　さらにまた、第１２の側面に係る電池の充放電可能電流演算方法によれば、電池の充放
電において使用可能な最大電流値を、電池の電流、電圧、温度の少なくともいずれかに基
づいて推定する充放電可能電流演算方法であって、電池の電圧Ｖnを検出する工程と、電
池の電流－電圧曲線において、勾配が急峻に変化する電圧である所定の設定電圧Ｖxを予
め設定しておき、前記検出された電圧Ｖnが、該設定電圧Ｖxよりも低い範囲となるように
、充放電可能電流値を演算する工程と、前記演算された充放電可能電流値を、接続機器側
に出力する工程と、を含むことができる。これにより、より広い電圧範囲での電池の利用
が可能となり、これに応じた高い充放電電流を設定できる。
【００２１】
　さらにまた、第１３の側面に係る電池の充放電可能電流演算方法によれば、さらに前記
演算された充放電可能電流値における電圧値から、さらに電池によって決定される所定の
電圧値ΔＶW_maxを減算した補正電圧値を演算する工程と、該補正後の補正電圧値を接続
機器側に出力する工程と、を含むことができる。これにより、意図的に電圧を低く設定す
ることで、電流を上げて結果的により高い電力を出力することが可能となる。
【００２２】
　さらにまた、第１４の側面に係る電源装置によれば、複数の二次電池を備える電池ユニ
ット２０と、前記電池ユニット２０に含まれる二次電池の電圧を検出するための電圧検出
部１２と、前記電池ユニット２０に含まれる二次電池の温度を検出するための温度検出部
１４と、前記電池ユニット２０に含まれる二次電池に流れる電流を検出するための電流検
出部１６と、前記電圧検出部１２と温度検出部１４と電流検出部１６から入力される信号
を演算して二次電池の最大制限電流値を検出する演算部１８と、前記演算部１８で演算さ
れた残容量や最大制限電流値を接続機器に伝送する通信処理部１９とを備えており、前記
演算部１８が、電池の電流－電圧曲線において、勾配が急峻に変化する電圧である所定の
設定電圧Ｖxよりも、前記電圧検出部で検出された電圧Ｖnが低い範囲となるように、充放
電可能電流値を演算可能とできる。これにより、より広い電圧範囲での電池の利用が可能
となり、これに応じた高い充放電電流を設定できる。
【００２３】
　さらにまた、第１５の側面に係る電源装置によれば、前記演算部１８が、前記演算され
た充放電可能電流値における電圧値から、さらに電池によって決定される所定の電圧値Δ
ＶW_maxを減算した補正電圧値を、接続機器側に出力可能に構成できる。これにより、意
図的に電圧を低く設定することで、電流を上げて結果的により高い電力を出力することが
可能となる。
【００２４】
　さらにまた、第１６の側面に係る車両によれば、上記いずれかの電源装置を備えること
ができる。
【図面の簡単な説明】
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【００２５】
【図１】本発明の一実施の形態に係る電池の制限電流制御方法に使用する電源装置の一例
を示すブロック図である。
【図２】電池セルの電圧Ｖの時間変化を示すグラフである。
【図３】電池セルの放電に伴う電流Ｉと電圧Ｖの関係を示すグラフである。
【図４】電池セルの電圧Ｖと、その電圧において出力可能な電力Ｗの関係を示すグラフで
ある。
【図５】電池の充放電可能電流演算方法を示すフローチャートである。
【図６】エンジンとモータの走行するハイブリッドカーに電源装置を搭載する例を示すブ
ロック図である。
【図７】モータのみで走行する電気自動車に電源装置を搭載する例を示すブロック図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。ただし、以下に示す実施の形態
は、本発明の技術思想を具体化するための二次電池の電力制御方法及び電源装置を例示す
るものであって、本発明は二次電池の電力制御方法及び電源装置を以下のものに特定しな
い。なお、特許請求の範囲に示される部材を、実施の形態の部材に特定するものでは決し
てない。特に実施の形態に記載されている構成部材の寸法、材質、形状、その相対的配置
等は特に特定的な記載がない限りは、本発明の範囲をそれのみに限定する趣旨ではなく、
単なる説明例にすぎない。なお、各図面が示す部材の大きさや位置関係等は、説明を明確
にするため誇張していることがある。さらに以下の説明において、同一の名称、符号につ
いては同一もしくは同質の部材を示しており、詳細説明を適宜省略する。さらに、本発明
を構成する各要素は、複数の要素を同一の部材で構成して一の部材で複数の要素を兼用す
る態様としてもよいし、逆に一の部材の機能を複数の部材で分担して実現することもでき
る。また、一部の実施例、実施形態において説明された内容は、他の実施例、実施形態等
に利用可能なものもある。
（電源装置１００）
【００２７】
　図１は、本発明の一実施の形態に係る電池の充放電可能電流演算方法に使用する電源装
置の構成を示すブロック図である。この図に示す電源装置１００は、二次電池２２を含む
電池ユニット２０と、残容量検出装置１０とを備える。残容量検出装置１０は、電池の電
圧を検出する電圧検出部１２と、電池の温度を検出する温度検出部１４と、電池に流れる
電流を検出する電流検出部１６と、電圧検出部１２と温度検出部１４と電流検出部１６か
ら入力される信号を演算して電池の残容量を検出すると共に、残容量や電池温度から電池
ユニット２０の最大制限電流値を検出する演算部１８と、演算された残容量や最大制限電
流値を接続機器ＥＤに伝送する通信処理部１９とを備えている。通信処理部１９は接続機
器通信端子３０に接続している。通信処理部１９は、接続機器通信端子３０を介して接続
機器に接続されて、残容量や最大制限電流値を示す信号を接続機器に伝送する。この例で
は、接続機器として自動車等の車両を用い、電源装置１００を車両に搭載して車両を走行
させるモータＭを駆動する。通信処理部１９は、車両に設けられた車両側制御部と接続さ
れて通信を行う。以下、車両用の電源装置について説明する。
【００２８】
　電池ユニット２０に内蔵される二次電池２２は、リチウムイオン二次電池である。リチ
ウムイオン二次電池は、ニッケル水素電池等に比べ、ＳＯＣとＯＣＶの関係が特定しやす
い利点がある。逆にニッケル水素電池は、ＳＯＣとＯＣＶの関係があいまいで変動するこ
とがあるため、適用は容易でない。また、電池セルは一つ又は複数を直列、または並列あ
るいは直列と並列を組み合わせて接続している。電池セルは複数の電池セルを連結したモ
ジュール乃至電池ブロックで構成され、複数のモジュールを連結して電池ユニット２０を
構成している。
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【００２９】
　電圧検出部１２は、電池ユニット２０に内蔵される二次電池２２の電圧を検出する。図
の電池ユニット２０は、複数の二次電池２２の各セル電圧を検出している。ただ、すべて
の電池電圧を検出する構成のみならず、代表的な電池セルの電圧のみ、あるいは電池ユニ
ット２０を構成する電池モジュール毎に電圧を検出する構成としてもよい。電圧検出部１
２は、検出した電圧をアナログ信号として演算部１８に出力し、あるいはＡ／Ｄコンバー
タでアナログ信号をデジタル信号に変換して演算部１８に出力する。電圧検出部１２は、
一定のサンプリング周期で、あるいは連続的に電池電圧を検出して、検出した電圧を演算
部１８に出力する。演算部１８は設定時間帯に入力される複数回の電圧値を平均して、電
池の電圧として残容量を演算して、残容量を正確に演算できる。この方法は設定時間帯を
、たとえば０．５秒～５秒間に設定し、あるいは１～１０秒間に設定する。
【００３０】
　温度検出部１４は、電池ユニット２０に内蔵される電池の温度を検出する温度センサ１
７を備える。温度センサ１７は、電池の表面に接触し、あるいは熱伝導材を介して電池に
接触し、あるいはまた電池の表面に接近して電池に熱結合されて電池温度を検出する。温
度センサ１７はサーミスタである。ただし、温度センサ１７には、ＰＴＣやバリスタ等、
温度を電気抵抗に変換できるすべての素子を使用できる。また、温度センサ１７には、電
池から放射される赤外線を検出して電池に非接触な状態で温度を検出できる素子も使用で
きる。温度検出部１４も、検出した電池温度をアナログ信号で演算部１８に出力し、ある
いはＡ／Ｄコンバータでアナログ信号をデジタル信号に変換して演算部１８に出力する。
温度検出部１４は、一定のサンプリング周期で、あるいは連続的に電池温度を検出して、
検出した電池温度を演算部１８に出力する。
【００３１】
　電流検出部１６は、電池と直列に抵抗素子を接続し、この抵抗素子の両端に誘導される
電圧を検出して、電池に流れる放電電流を検出する。抵抗素子は低抵抗な抵抗器である。
ただ抵抗素子には、トランジスタやＦＥＴ等の半導体も使用できる。電池の充電電流と放
電電流は電流が流れる方向が逆であるから、抵抗素子に誘導される正負の極性が反転する
。したがって、抵抗素子の極性で放電電流と判定して、抵抗素子に誘導される電圧で電流
を検出できる。電流が抵抗素子に誘導される電圧に比例するからである。この電流検出部
１６は、電池の放電電流を正確に検出できる。ただし、電流検出部１６は、リード線に流
れる電流で外部に漏れる磁束を検出して電流を検出する構造とすることもできる。電流検
出部１６も、検出した放電電流をアナログ信号で演算部１８に出力し、あるいはＡ／Ｄコ
ンバータでアナログ信号をデジタル信号に変換して演算部１８に出力する。電流検出部１
６は、一定のサンプリング周期で、あるいは連続的に放電電流を検出して、検出した放電
電流を演算部１８に出力する。
【００３２】
　電圧検出部１２と温度検出部１４と電流検出部１６から、一定のサンプリング周期でデ
ジタル値の信号を演算部１８に出力する装置は、各々の検出部から演算部１８にデジタル
信号を出力するタイミングをずらせて、順番にデジタル信号を演算部１８に出力する。演
算部１８は、電池の放電電流を積算して放電容量を検出し、検出した放電容量を減算して
残容量を演算する。また演算部１８は、各演算に必要な値やデータ、設定、ルックアップ
テーブルＬＵＴ等を、演算部１８に接続しているメモリ１１に記憶している。メモリ１１
はＥ2ＰＲＯＭ等の不揮発性メモリやＲＡＭなどの揮発性メモリが利用できる。
（電池の充放電可能電流演算方法）
【００３３】
　車両のモータを駆動する電源装置は、電池の残容量でもって、電池の充放電電流制限値
を決定し、この充放電電流制限値を最大値として、これ以下の電流値で充放電させる。従
来、充放電電流制限値は、電池の劣化を抑制しつつ、電池を充放電できる最大電流に設定
されていた。特に二次電池としてニッケル水素電池やニッケルカドミウム電池を用いた電
源装置においては、過充電や過放電による電池の劣化を抑制することに重点が置かれてき



(8) JP 5496612 B2 2014.5.21

10

20

30

40

50

た。一方、本発明者が行った試験によれば、リチウムイオン二次電池においては、ニッケ
ル水素電池などに比べ、電池電圧をより大きく設定しても、実用上の問題なく使用を継続
できることを見出した。またニッケル水素電池やニッケルカドミウム電池においては、Ｓ
ＯＣとＯＣＶの関係に幅があり、一義的に決定するのが困難であったのに対し、リチウム
イオン二次電池ではＳＯＣとＯＣＶの関係をほぼ特定できることから、より正確な電池電
圧や電流制御が可能であることを見出した。本発明は、このような知見に基づいて、電池
の劣化に注意しつつも、従来よりもより大電流での充放電を可能とした充放電可能電流の
演算方法を見出したものである。
【００３４】
　図２に、電池セルの電圧Ｖの時間変化を示す。電圧Ｖは、電流Ｉで放電を開始すると共
に、降下していく。このときの降下分ΔＶは、２つの成分ΔＶOとΔＶpに分けることが出
来る。この内、ΔＶOはほぼ一定の成分であり、その降下分は抵抗による電圧降下として
表現できる。すなわち、電流Ｉを一定とすると、ΔＶO＝ＲO＊Ｉで表現できる。ここでＲ

Oは、抵抗値Ｒの内、一定成分を示している。
【００３５】
　一方、ΔＶPは時間と共に変化する成分であり、その値は抵抗成分Ｒの内、時間変化成
分ＲPを用いて、ΔＶP＝ＲP＊Ｉで表現できる。このように、電池セルの抵抗値Ｒを一定
成分Ｒoと、時間変化成分Ｒpとに分割して考えると、Ｒoは物理的な抵抗値であり、環境
温度や経年劣化を無視すれば、ほぼ一定とみなせるオーミック抵抗である。一方Ｒpは、
化学的な抵抗値であり、分極抵抗と考えられる。このように抵抗成分を分割し、さらに各
抵抗成分を補正することで、より正確な充放電可能電流の最大値を推定できると考えられ
る。
【００３６】
　さらに図３に、電池セルの放電に伴う電流Ｉと電圧Ｖの関係（電池の電流－電圧曲線；
Ｉ－Ｖプロット）を模式的に示す。この図に示すように、電圧Ｖは放電される電流Ｉが大
きくなるにつれてほぼ一定の勾配で低下していき、ある電圧（設定電圧）Ｖxで勾配が急
峻に変化する。このため、充放電可能電圧としては、設定電圧Ｖxを目標として推定する
ことになる。特に従来のニッケル水素電池では、電圧がＶxよりも低くなると、電池の劣
化が進むと考えられ、設定電圧Ｖxを充放電可能電圧の目標とする制御、演算が行われて
きた。これに対し本発明者が行った試験によれば、リチウムイオン二次電池では、電圧が
設定電圧Ｖxを下回っても電池寿命に与える影響は問題ないとの知見を得た。よって電圧
が下限電圧Ｖ’Xに達しない範囲であれば低い電圧範囲であっても利用することができ、
これによってより広い電圧範囲での電池の利用を図ることもできる。いいかえると、従来
の設定電圧Ｖx以上を利用範囲とする制御に加え、電圧Ｖ’X以上を利用可能とする制御も
可能となる。この場合、Ｉ－Ｖプロットを、一点鎖線に示す直線で近似した制御も可能と
なる。
【００３７】
　さらにまた図４に、電池セルの電圧Ｖと、その電圧において出力可能な電力Ｗの関係を
模式的に示す。電力Ｗは電圧Ｖにその時点での電流Ｉを乗算して求められる。例えば充放
電可能な電圧値がＶmaxであると推定された場合、該推定電圧ＶmaxよりもさらにΔＶW_ma

xだけ低い電圧ＶW_maxで、利用可能な電力Ｗのピーク値が得られることを本願発明者は見
出した。よって、推定電圧Ｖmaxよりも意図的にΔＶW_maxだけ低い電圧ＶW_maxに設定す
ることで、電圧値が低くとも電流値を高くし、結果的により多くの電力を出力できる。Δ
ＶW_maxは、リチウムイオン二次電池の場合、約０．２Ｖである。
【００３８】
　以下、電池の充放電可能電流演算方法を図５のフローチャートに基づいて説明する。
（ステップＳ１　抵抗値算出）
【００３９】
　まず、抵抗値を算出する。ここでは、２つの平均電流値Ｉ1、Ｉ2と、そのときの平均電
圧Ｖ1、Ｖ2に基づいて、抵抗値Ｒを演算する。ここで、Ｉ2、Ｖ2は、－２秒～０秒までの
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２秒間の平均電流と平均電圧であり、Ｉ1、Ｖ1は－４秒～－２秒までの２秒間の平均電流
と平均電圧である。また、電池セル温度も検出しておく。これらを用いて、現在の抵抗値
Ｒnowを次式で算出する。
【００４０】
【数１】

【００４１】
　なお、本発明者の行った試験によれば、平均電流及び平均電圧を求める時間幅は、０．
５秒～５秒とすることで、良好な結果が得られることを確認した。サンプリング周期を短
くすると正確な制御が行える反面、間隔が０．５秒よりも短いと平均化の効果が薄れ、ま
た５秒よりも長いと、車両側に逐次送信する充放電可能電流の情報の更新頻度が低くなり
、精度が低下する。好ましくは、２秒程度とする。次に、この現在の抵抗値Ｒnowと、以
前の抵抗値Ｒoldを用いて、重み付けにより抵抗値Ｒを次式で演算する。
【００４２】
【数２】

【００４３】
　上式において、ａ1は重み付けを決める係数であり、０～１の範囲で決定される。この
例では、０．０５に設定している。すなわち、以前の演算で得られた抵抗値Ｒoldを９５
％、新たに得られた抵抗値Ｒnowを５％、それぞれ考慮することになる。
（ステップＳ２　抵抗値分割）
【００４４】
　次にステップＳ２では、ステップＳ１で演算された抵抗値の抵抗成分を、物理的な抵抗
値Ｒoと、化学的な抵抗値Ｒpとに分割する。ここでは、物理的な抵抗値Ｒoは、ほぼ一定
のオーミック抵抗であり、時間によって変化しないと仮定する。厳密には、経時劣化によ
って抵抗値が変化するが、ここでは考慮しないこととする。要するに、時間変化しない一
定分を物理的な抵抗値Ｒoと定義する。
【００４５】
　一方の化学的な抵抗値Ｒpは、分極抵抗であり、時間によって変化する抵抗成分である
。これら物理的な抵抗値Ｒoと化学的な抵抗値Ｒpとを、次式で演算する。
【００４６】
【数３】

【００４７】
　ここで、Ｒini、Ｒo ini、Ｒp iniはそれぞれ、電池温度に基づいて予め作成されたル
ックアップテーブルＬＵＴに基づいて決定される。また、ｔau tも化学的抵抗値Ｒpのサ
ンプリング時間に基づいてルックアップテーブルＬＵＴで決定される。この例では、サン
プリング時間を２秒としているため、ｔau tはＬＵＴの２秒の欄に該当する値を引いて決
定される。
（ステップＳ３　検出電圧Ｖnと設定電圧Ｖxとの比較）
【００４８】
　さらに、検出された電圧Ｖnを、所定の設定電圧Ｖxと比較する。ここで設定電圧Ｖxは
、図３に示すＩ－Ｖプロット勾配の変化する電圧である。この比較の結果、測定電圧Ｖn
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≧設定電圧Ｖxの場合は、ステップＳ４－１に進み、測定電圧Ｖn＜設定電圧Ｖxの場合は
、ステップＳ４－２に進む。
（ステップＳ４－１　化学的抵抗値Ｒｐの補正）
【００４９】
　次に、現在までのパルス放電又は充電時間ｔ1に基づいて、化学的抵抗値Ｒpを補正する
。具体的には、測定電圧Ｖn≧設定電圧Ｖxの場合、現在の化学的抵抗値ＲpであるＲp now

を、次式から演算する。
【００５０】
【数４】

【００５１】
　ここで、ｔau tの時間ｔは、現在の放電または充電の継続時間とする
（ステップＳ４－２　化学的抵抗値Ｒpの補正）
【００５２】
　また、測定電圧Ｖn＜設定電圧Ｖxの場合、Ｒp nowを、次式から演算する。
【００５３】

【数５】

【００５４】
　ここでａ_Rpは、Ｖx／Ｖn比に依存した係数であり、ＬＵＴまたは近似式により決定さ
れる。またＶxは、図３に示すＩ－Ｖプロットの直線性が保たれる最低電圧とする。
（ステップＳ５　過去の充放電履歴に基づく電圧変動Ｖhの演算）
【００５５】
　次いで、過去の充放電履歴に基づいて電圧変動Ｖhを求める。具体的には、過去ｎ回分
の充放電パルス毎に、（化学的抵抗値Ｒp）＊（電流値Ｉ）を記録する。そして、個々の
パルス充放電終了後の時間ｔに依存して決定されるＬＵＴまたは計算式（時間減衰式）に
基づいてＶh_tを決定し、電圧変動Ｖhは次式で演算できる。
【００５６】
【数６】

【００５７】
　この電圧変動Ｖhを、ｎ回分の充放電パルス毎にそれぞれ求め、ΣＶhを得る。ここでの
電流値Ｉ、化学的抵抗値Ｒpは、個々の充放電パルスの最終値とする。この例では、過去
５回分の充放電パルスにて演算している。
（ステップＳ６　補正後の物理的抵抗値Ｒo_now、化学的抵抗値Ｒp_nowの演算）
【００５８】
　次いで、温度、ＳＯＣに基づいて、物理的な抵抗値Ｒoを補正したＲo_nowを算出する。
具体的には、次式でＲo_nowを演算する。
【００５９】
【数７】

【００６０】
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　ここで、ａ_SOC_Tは、ＳＯＣ、温度に依存するＬＵＴにて決定する。
【００６１】
　さらに、化学的抵抗値Ｒpを補正したＲp_nowを演算することもできる。例えば、ある時
間ｔ2における使用可能最大電流を予測するため、推定時間ｔ2または現在までのパルス時
間と推定時間の和（ｔ1＋ｔ2）に基づいて化学的な抵抗Ｒpを補正する。
（ステップＳ７　開放電圧Ｖoの推定）
【００６２】
　次に、開放電圧Ｖoを、次式で演算する。
【００６３】
　以上のようにして得られた物理的抵抗値Ｒoと化学的抵抗値Ｒp、電流Ｉ、電圧Ｖ、電圧
変動Ｖhから、開放電圧Ｖoを推定する。具体的に、開放電圧Ｖoは、次式で演算される。
【００６４】
【数８】

【００６５】
　ここで、Ｖ、Ｉは測定値である。
【００６６】
　また物理的抵抗値Ｒoを、さらにＳＯＣ等により補正することもできる。例えば、ある
時間ｔ2における使用可能最大電流を予測するため、いくつかの設定電流Ｉa～Ｉxにおけ
るＳＯＣであるＳＯＣa～ＳＯＣn、温度に基づいて、物理的な抵抗値Ｒoを補正する。
（ステップＳ８　推定時間ｔ2における使用可能電流Ｉ_targetの算出）
【００６７】
　次に、推定時間ｔ2における使用可能電流Ｉ_targetを算出する。ここでは、まずある時
間ｔ2における使用可能最大電流Ｉ_targetを予測するため、上記で得られた補正後のＲo

，Ｒp，Ｖoに基づいて、いくつかの設定電流Ｉa～Ｉxにおける、到達予測電圧Ｖa～Ｖxを
求める。具体的には、ｎ個の電流Ｉ1～Ｉnを設定し、Ｉ1～Ｉnまでの推定電圧Ｖ1～Ｖnを
次式から演算する。
【００６８】

【数９】

【００６９】
　ここで、ΔＶoは、Ｉn＊ｔ2の容量増減をＶo変化量としたものである。またａ_SOC_Tは
、Ｉn＊ｔ2の容量増減を加味した補正係数である。さらにｔau tについても、ｔ1＋ｔ2に
て補正する。
【００７０】
　次に、Ｉa～ＩxならびにＶa～Ｖxに基づいて、Ｉ－Ｖプロットを作成し、各温度におけ
る上下限電圧Ｖmax，Ｖminにおける電流Ｉmax，Ｉminを求める。そして得られたＩmaxを
、充電での使用可能最大電流とし、さらにＩminを、放電での使用可能最大電流とする。
具体的には、Ｉ1～Ｉn，Ｖ1～ＶnのＩ－ＶプロットからＶmax，ＶminにおけるＩ_target

を、近似式または２点間の内挿、外挿等を用いて求める。
（Ｉ－Ｖプロットの直線性）
【００７１】
　なお、得られたＩ－Ｖプロットの直線性が、Ｖminにおいてよくない場合は、次式にて
Ｖ1～Ｖnを補正する。
【００７２】
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【数１０】

【００７３】
　ここで、ａ_VminはＶx／Ｖn比に依存した係数であり、ＬＵＴまたは近似式により求め
る。またＶxは、Ｉ－Ｖプロットの直線性が保たれる最低電圧とする。
【００７４】
　あるいは、Ｉ－Ｖプロットの直線性が、Ｖminにおいてよくない場合、次式にてＶ1～Ｖ

nを補正する。
【００７５】
【数１１】

【００７６】
　ここで、ａ_RpはＶx／Ｖn比に依存した係数であり、ＬＵＴまたは近似式により求める
。またＶxは上記と同様、Ｉ－Ｖプロットの直線性が保たれる最低電圧とする。
（充放電可能電流値）
【００７７】
　演算部は、以上のようにして、電流、電圧、温度に基づいて充放電可能電流値を決定す
る。さらに演算部は、得られたＩmaxを、充電での使用可能最大電流とし、Ｉminを、放電
での使用可能最大電流とする。決定された充放電可能電流値は、通信処理部１９を介して
接続機器通信端子３０から車両側制御部に送信される。このようにして充放電可能電流値
を特定し、特定された充放電可能電流値に基づいて、電池を充放電させる電流の最大値を
制限して、電池の出力を最大限活用できる。
【００７８】
　以上の電源装置は、車載用のバッテリシステムとして利用できる。電源装置を搭載する
車両としては、エンジンとモータの両方で走行するハイブリッドカーやプラグインハイブ
リッドカー、あるいはモータのみで走行する電気自動車等の電動車両が利用でき、これら
の車両の電源として使用される。
【００７９】
　図６に、エンジンとモータの両方で走行するハイブリッドカーに電源装置を搭載する例
を示す。この図に示す電源装置を搭載した車両ＨＶは、車両ＨＶを走行させるエンジン９
６及び走行用のモータ９３と、モータ９３に電力を供給する電源装置１００Ｂと、電源装
置１００Ｂの電池を充電する発電機９４とを備えている。電源装置１００Ｂは、ＤＣ／Ａ
Ｃインバータ９５を介してモータ９３と発電機９４に接続している。車両ＨＶは、電源装
置１００Ｂの電池を充放電しながらモータ９３とエンジン９６の両方で走行する。モータ
９３は、エンジン効率の悪い領域、例えば加速時や低速走行時に駆動されて車両を走行さ
せる。モータ９３は、電源装置１００Ｂから電力が供給されて駆動する。発電機９４は、
エンジン９６で駆動され、あるいは車両にブレーキをかけるときの回生制動で駆動されて
、電源装置１００Ｂの電池を充電する。
【００８０】
　また図７に、モータのみで走行する電気自動車に電源装置を搭載する例を示す。この図
に示す電源装置を搭載した車両ＥＶは、車両ＥＶを走行させる走行用のモータ９３と、こ
のモータ９３に電力を供給する電源装置１００Ｃと、この電源装置１００Ｃの電池を充電
する発電機９４とを備えている。モータ９３は、電源装置１００Ｃから電力が供給されて
駆動する。発電機９４は、車両ＥＶを回生制動する時のエネルギーで駆動されて、電源装
置１００Ｃの電池を充電する。
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【産業上の利用可能性】
【００８１】
　本発明に係る電池の充放電可能電流演算方法及び電源装置並びにこれを備える車両は、
ＥＶ走行モードとＨＥＶ走行モードとを切り替え可能なプラグイン式ハイブリッド電気自
動車やハイブリッド式電気自動車、電気自動車等の電源装置として好適に利用できる。ま
た車両用電源装置に限られず、高出力、大電流の電源装置として好適に適用できる。
【符号の説明】
【００８２】
１００、１００Ｂ、１００Ｃ…電源装置
１０…残容量検出装置
１１…メモリ
１２…電圧検出部
１４…温度検出部
１６…電流検出部
１７…温度センサ
１８…演算部
１９…通信処理部
２０…電池ユニット
２２…二次電池
３０…接続機器通信端子
９３…モータ
９４…発電機
９５…ＤＣ／ＡＣインバータ
９６…エンジン
ＥＶ、ＨＶ…車両
ＥＤ…接続機器
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