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(57)【要約】
【課題】充放電特性が異なる複数の蓄電池に対して安定
して充放電が可能な電力管理システム及び電力管理方法
を提供する。
【解決手段】充放電特性の異なる複数の蓄電池モジュー
ルが並列に接続された電池ユニットと、前記蓄電池モジ
ュールの各々の内部抵抗値又は電池容量に基づいて前記
蓄電池モジュールに流すことができる許容電流値を蓄電
池モジュール毎に決定し、決定した前記蓄電池モジュー
ル毎の許容電流値に基づいて前記電池ユニットに流すこ
とができる許容充放電電流値を決定する決定部と、を備
える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
充放電特性の異なる複数の蓄電池モジュールが並列に接続された電池ユニットと、
前記蓄電池モジュールの各々の内部抵抗値又は電池容量に基づいて前記蓄電池モジュー
ルに流すことができる許容電流値を蓄電池モジュール毎に決定し、決定した前記蓄電池モ
ジュール毎の許容電流値に基づいて前記電池ユニットに流すことができる許容充放電電流
値を決定する決定部と、
を備える電力管理システム。
【請求項２】
前記充放電特性の異なる蓄電池モジュール間の許容電流値の比又は逆比に基づいて、前
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記許容充放電電流値を決定する請求項１に記載の電力管理システム。
【請求項３】
前記決定部が決定した前記許容充放電電流値に基づいて、前記電池ユニットに流れる電
流が前記許容充放電電流値以下になるように制御する制御部をさらに備える請求項１又は
請求項２に記載の電力管理システム。
【請求項４】
前記決定部は、前記蓄電池モジュールを上限電圧まで充電して一定電流で一定時間放電
させ、放電した電流の積分値に基づいて、当該蓄電池モジュールの前記電池容量を決定す
る請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の電力管理システム。
【請求項５】
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前記決定部は、前記蓄電池モジュールに対して所定の無負荷電圧から一定電流で一定時
間充電又は放電することで変化した前記蓄電池モジュールの電圧に基づいて当該蓄電池モ
ジュールの内部抵抗を決定する請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の電力管理シ
ステム。
【請求項６】
充放電特性の異なる複数の蓄電池モジュールが並列に接続された電池ユニットを備えた
電力管理システムの電力管理方法であって、
前記蓄電池モジュールの各々の内部抵抗値又は電池容量に基づいて前記蓄電池モジュー
ルに流すことができる許容電流値を蓄電池モジュール毎に決定する第１決定ステップと、
前記第１決定ステップで決定した前記蓄電池モジュール毎の許容電流値に基づいて前記
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電池ユニットに流すことができる許容充放電電流値を決定する第２決定ステップと、
を備える電力管理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、電力管理システム及び電力管理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
太陽光発電などの再生可能エネルギー（自然エネルギー）を利用した太陽電池等の発電
装置と蓄電池とを備えた電力管理システムが知られている（例えば、特許文献１参照）。

40

近年、リチウムイオン二次電池等の大容量の蓄電池が低コストで製造メーカ等から提供
されており、それに伴って低コストの蓄電池を用いた電力管理システムの導入が家庭等で
も普及し始めている。特にリチウムイオン二次電池は、蓄電池として電気自動車で使用さ
れ、当該電気自動車の普及に伴う量産化によって更なるコストの低減が期待できる。この
ため、家庭等における大容量の蓄電池の普及はより進むと予想される。一般に、家庭等に
設置される大容量の蓄電池は、電力系統で停電が発生したときの補助電源、あるいは太陽
電池等の発電装置で発電された電力を貯蔵するために使用される。また、大容量の蓄電池
は、電力会社へ支払う電気料金を節約するためにも使用される。
【０００３】
現状においては、余剰電力買取制度、全量固定買取制度等が策定されたことにより、住
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宅を新築するにあたって太陽電池の導入が通常化している。具体的に、分譲住宅地等にお
いては全体における７〜９割程度の住宅に太陽電池が設置されている。また、技術面では
住宅向けの太陽電池においても発電電力の大容量化が推し進められている傾向にある。そ
のため、太陽電池の発電電力における余剰電力の全てを、蓄電池に充電できずに、無駄と
なる電力が生じる可能性がある。このような捨てられる電力は、例えば系統電源に流出し
て損失となってしまうことから、太陽電池の発電電力を有効に利用できていない電力であ
る。したがって、太陽電池の発電電力に生じた余剰電力を全て蓄電するために蓄電池を既
存の電力管理システムに増設することが考えられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００４】
【特許文献１】特開２０１２−４４７３３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
しかしながら、新たに増設する新品の蓄電池と電力管理システムで増設以前から使用さ
れている既存の蓄電池（以下、「既存品の蓄電池」という。）とでは、蓄電池の充放電特
性が異なる場合がある。すなわち、既存品の蓄電池は、新品の蓄電池と比較して劣化して
おり、蓄電池の内部抵抗値の上昇や容量の低下が生じている可能性がある。そのため、新
品の蓄電池と既存品の蓄電池との間で充放電の電流のアンバランスが生じてしまい、それ
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ぞれの蓄電池に対して安定した充放電が行えない場合がある。
【０００６】
本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、その目的は、充放電特性が異なる
複数の蓄電池に対して安定して充放電が可能な電力管理システム及び電力管理方法を提供
することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明の一態様は、充放電特性の異なる複数の蓄電池モジュールが並列に接続された電
池ユニットと、前記蓄電池モジュールの各々の内部抵抗値又は電池容量に基づいて前記蓄
電池モジュールに流すことができる許容電流値を蓄電池モジュール毎に決定し、決定した
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前記蓄電池モジュール毎の許容電流値に基づいて前記電池ユニットに流すことができる許
容充放電電流値を決定する決定部と、を備える電力管理システムである。
【０００８】
また、本発明の一態様は、上述の電力管理システムであって、前記充放電特性の異なる
蓄電池モジュール間の許容電流値の比又は逆比に基づいて、前記許容充放電電流値を決定
する。
【０００９】
また、本発明の一態様は、上述の電力管理システムであって、前記決定部が決定した前
記許容充放電電流値に基づいて、前記電池ユニットに流れる電流が前記許容充放電電流値
以下になるように制御する制御部をさらに備える。
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【００１０】
また、本発明の一態様は、上述の電力管理システムであって、前記決定部は、前記蓄電
池モジュールを上限電圧まで充電して一定電流で一定時間放電させ、放電した電流の積分
値に基づいて、当該蓄電池モジュールの前記電池容量を決定する。
【００１１】
また、本発明の一態様は、上述の電力管理システムであって、前記決定部は、前記蓄電
池モジュールに対して所定の無負荷電圧から一定電流で一定時間充電又は放電することで
変化した前記蓄電池モジュールの電圧に基づいて当該蓄電池モジュールの内部抵抗を決定
する。
【００１２】
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また、本発明の一態様は、充放電特性の異なる複数の蓄電池モジュールが並列に接続さ
れた電池ユニットを備えた電力管理システムの電力管理方法であって、前記蓄電池モジュ
ールの各々の内部抵抗値又は電池容量に基づいて前記蓄電池モジュールに流すことができ
る許容電流値を蓄電池モジュール毎に決定する第１決定ステップと、前記第１決定ステッ
プで決定した前記蓄電池モジュール毎の許容電流値に基づいて前記電池ユニットに流すこ
とができる許容充放電電流値を決定する第２決定ステップと、を備える電力管理方法であ
る。
【発明の効果】
【００１３】
以上説明したように、本発明によれば、充放電特性が異なる複数の蓄電池に対して安定
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して充放電が可能な電力管理システム及び電力管理方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本実施形態における電力管理システム１００の概略構成の一例を示す図である。
【図２】本実施形態における電池ユニット６０の概略構成の一例を示す図である。
【図３】本実施形態における蓄電池モジュールの放電特性の一例を示す図である。
【図４】本実施形態におけるＢＭＳ７２の概略構成の一例を示す図である。
【図５】本実施形態におけるＢＭＳ７２の各モジュール毎の特性を決定する処理の一例を
示すフローチャート図である。
【図６】本実施形態におけるＢＭＳ７２の電池ユニット６０の許容充放電を決定する処理
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の一例を示すフローチャート図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
以下、発明の実施の形態を通じて本発明を説明するが、以下の実施形態は特許請求の範
囲にかかる発明を限定するものではない。また、実施形態の中で説明されている特徴の組
み合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。なお、図面において、同一
又は類似の部分には同一の符号を付して、重複する説明を省く場合がある。
【００１６】
実施形態における電力管理システムは、充放電特性が異なる複数の蓄電池が並列接続さ
れた電池ユニットにおいて、個々の蓄電池の直流成分の内部抵抗値（ＤＣＲ：Direct Cur
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rent Resistance）や電池容量に基づいて電池ユニットの許容充放電電流値を制御する。
これにより、安全且つ蓄電池の容量を十分に使用することができる。充放電特性が異なる
複数の蓄電池が並列接続された場合とは、例えば新品の蓄電池を新たに増設する場合であ
る。
以下、実施形態の電力管理システムを、図面を用いて説明する。
【００１７】
図１は、本実施形態における電力管理システム１００の概略構成の一例を示す図である
。
図１を参照して、区画されたエリア、例えば住宅の電力管理システム１００の一例につ
いて説明する。図１は、住宅内の電力の供給経路を示し、電力の種類として、直流（ＤＣ
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）及び交流（ＡＣ）が示されている。例えば家庭内の電力ネットワークには、２２０Ｖ（
６０Ｈｚ）の交流電力が流れる。
【００１８】
図１に示すように、本実施形態における電力管理システム１００は、電力供給網１、電
力メータ２、配電装置３、電力管理装置４、通電モニタ５、電池システム６、ソーラパネ
ル９、ソーラモジュール１０、ネットワーク１６及び外部サーバ１７を備える。
【００１９】
電力供給網１を通じて発電所が発電した電力が住宅の電力メータ２を介して家庭内に引
き込まれる。発電所は、火力発電所、原子力発電所、太陽光や風力発電の自然エネルギー
等である。
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【００２０】
電力メータ２は、家庭の電力ネットワークのゲートウェイを兼用する電力管理装置４と
、例えば無線ＬＡＮ(Local Area Network)により接続される。電力メータ２は、電力供給
網１から家庭に対して供給された電力の測定を所定周期で行い、測定値を通信部によって
電力管理装置４に対して無線ＬＡＮを通じて伝送する。この場合、測定時刻が測定値に付
随して送信される。時刻は、電力ネットワークに共通の時刻情報である。例えば電力ネッ
トワーク上のいずれかの場所、例えば電力管理装置４内部に基準時刻発生源が設けられる
。
【００２１】
配電装置３（プラグストリップ）には、電力メータ２を介して電力供給網１からの商用
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電力が供給される。配電装置３は、交流電力を供給するために複数の電源プラグを有する
器具である。電力供給網１から供給された商用電力は、家庭内で用いられる交流電力とし
て配電装置３を介して、電力管理装置４、通電モニタ５、及び電池システム６に対して供
給される。配電装置３は、通電モニタ５を介して、家庭内の電気器具５１、例えばテレビ
ジョン装置、照明に対して交流電力を供給する。なお、これらの電気器具は、一例であっ
て、実際には、より多くの種類の電気器具が家庭内で使用される。
【００２２】
通電モニタ５は、自身に接続される電気器具５１各々の電力消費量を、所定周期、例え
ば１秒周期で測定する。通電モニタ５は、測定された各電気器具の消費電力情報と測定時
刻を示す時刻情報とを、電力管理装置４に対して無線通信により送信する。
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【００２３】
ソーラパネル９は、太陽電池により構成され、太陽光エネルギーから直流電力を生成し
、生成した直流電力をソーラモジュール１０に対して供給する。すなわち、ソーラパネル
９は、再生可能エネルギーである太陽光エネルギーを光起電力効果により電力に変換する
ことにより発電を行う。ソーラパネル９は、例えば住宅の屋根などのように、発電素子が
配置されている面に対し、太陽光が遮蔽されにくい場所に設置されることにより、太陽光
を効率的に電力に変換する。ソーラモジュール１０は、例えばＤＣ−ＡＣインバータによ
って構成され、家庭内の交流電力と同期した交流電力を直流電力から生成し、生成した交
流電力を配電装置３に供給する。配電装置３において、電力メータ２からの交流電力とソ
ーラモジュール１０からの交流電力、及び電池システム６からの交流電力が加算されて住
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宅内の電力として使用される。なお、本実施形態において、ソーラパネル９に限らず、再
生可能なエネルギーによって発電を行う風力発電器等を電力発生装置として使用してもよ
い。
【００２４】
ソーラモジュール１０は、電力管理装置４と無線ＬＡＮとに接続される。ソーラモジュ
ール１０は、ソーラパネル９が発生した直流電力と、その直流電力から変換し電力ネット
ワークに対して供給した交流電力量を測定する。ソーラモジュール１０は、発電した直流
電力から交流電力に変換した交流電力量の測定値と測定時刻を示す時刻情報とを、電力管
理装置４に対して無線又は有線で送信する。
【００２５】
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電池システム６は、家庭内の電力蓄積装置として、複数の蓄電池モジュールを備えた電
池ユニット６０及びＰＣＳ（パワーコンディショナー）６２を備えている。
電池ユニット６０は、住宅内に設けられ、限られたスペースの電池ケース７１に収容さ
れている。電池ユニット６０は、充放電特性が各々異なる複数の蓄電池モジュールを備え
ている。本実施形態において、充放電特性が異なるとは、すなわち内部抵抗又は電池容量
が異なることである。
【００２６】
ＰＣＳ６２（請求項における制御部）は、電池ユニット６０に対して充電及び放電等の
動作を制御する。ＰＣＳ６２は、電池ユニット６０に蓄積されている直流電力を交流電力
に変換し、変換した交流電力を配電装置３に対して出力する。また、ＰＣＳ６２は、配電
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装置３からの交流電力を直流電力に変換し、電池ユニット６０を充電する。電池ユニット
６０とＰＣＳ６２とは、例えば、ＳＰＩ(Serial Peripheral Interface)などの有線イン
ターフェースにより接続される。ＰＣＳ６２は、電池ユニット６０から供給される許容充
放電電流値（後述する）に基づいて、電池ユニット６０に充電する充電電流の値又は電池
ユニット６０から放電する放電電流の値を制御する。以下、電池ユニット６０の充電電流
と放電電流とを総称して充放電電流と称される場合がある。
【００２７】
電力管理装置４は、制御装置４ａ及び操作盤４ｂを備えている。
電力管理装置４は、例えばＡＤＳＬ(Asymmetric Digital Subscriber Line)を介してネ
ットワーク１６上の外部サーバ１７と接続されている。
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【００２８】
制御装置４ａは、ユーザ（居住者）が運転操作を設定できる運転操作部である操作盤４
ｂ上の各種のスイッチ、ネットワーク１６上の外部サーバ１７、及び電池システム６等か
らの各種の通信信号が入力される入力回路（図１において不図示）を備えている。また、
制御装置４ａは、当該入力回路からの信号を用いて各種演算を実行するマイクロコンピュ
ータと、マイクロコンピュータによる演算に基づいて電力メータ２、及び電池システム６
を制御する信号を無線又は有線により出力する出力回路とを備えている。このマイクロコ
ンピュータは、演算結果等を記憶するＲＡＭ（Random Access Memory）、あらかじめ設定
された制御プログラムや更新可能な制御プログラムを記憶するＲＯＭ（Read Only Memory
）を内蔵し、後述する電池システム６等の運転を制御する。
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【００２９】
また、制御装置４ａは、特性決定スイッチを備え、ユーザにより特性決定スイッチが操
作された場合に、操作信号を電池システム６に出力する。特性決定スイッチは、電池ユニ
ット６０内の蓄電池モジュールの充放電特性を決定する際にユーザに操作されるスイッチ
である。例えば、ユーザは、新たな蓄電池モジュールを電池ユニット６０に増設した場合
に、特性決定スイッチを操作する。
【００３０】
また、制御装置４ａは、ネットワーク１６上の外部サーバ１７における天候予測結果、
及び過去の住宅における発電量実績に基づいて、ソーラパネル９による発電量（発電電力
量）の予測値を求める発電量予測手段を備えてもよい。また、制御装置４ａは、発電量の
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予測値に応じて電池システムに蓄える蓄電量（蓄電電力量）を求める蓄電量算出手段とし
ての機能を備えてもよい。
【００３１】
図２は、本実施形態における電池ユニット６０の概略構成の一例を示す図である。
本実施形態における電池ユニット６０は、電流測定部７３、ヒューズ７４、スイッチ部
７５、複数の蓄電池モジュール２００（蓄電池モジュール２０１〜２０４）、電流測定部
８３、ＢＭＳ（Battery Management System）７２を備える。
【００３２】
蓄電池モジュール２００は、蓄電池モジュール２０１〜２０４を備える。
蓄電池モジュール２０１〜２０４は、それぞれ複数の蓄電池セルを備える。例えば、蓄
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電池モジュール２０１〜２０４は、それぞれリチウムイオン二次電池セルを複数備えたリ
チウムイオン電池モジュールである。
また、蓄電池モジュール２０１〜２０４は、図３に示すような放電特性を備えてもよい
。すなわち、図３に示すように、蓄電池モジュール２０１〜２０４は、放電時間のある期
間において、概ねフラットな電圧特性を備える。そのため、蓄電池モジュール２０１〜２
０４は、ＳＯＣの値が変動した場合においても、一定の電圧を出力することができる。し
たがって、蓄電池モジュール２０１〜２０４を互いに並列接続する場合において、それぞ
れの蓄電池モジュール間の出力電圧を調整する機構（例えば、ＤＣ−ＤＣコンバータ）を
用いる必要がない。本実施形態の蓄電池モジュール２０１〜２０４は、二次電池であって
、より詳細には、複数のリチウムイオン電池セルを一体化したモジュールを、さらに複数
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直列に接続して構成された組電池である。このようなリチウムイオン電池セルとしては、
放電時間の長い期間において概ねフラットな電圧特性を有することが好ましく、正極活物
質が、ＬｉＦｅＰＯ４等のリン酸鉄リチウム系活物質、ＬｉＭｎ２Ｏ４等のマンガン系活
物質、あるいはＬｉＣｏ２等のコバルト系活物質を含む、リチウムイオン電池セルを例示
できる。
本実施形態では、例えば、蓄電池モジュール２０１、２０２が既に住宅等の需要家の蓄
電設備に導入されている蓄電池ジュールであり、一方、蓄電池モジュール２０３、２０４
が住宅等の需要家の蓄電設備に新たに増設される蓄電池モジュールである。
【００３３】
蓄電池モジュール２０１と蓄電池モジュール２０２とは直列に接続されている。以下、
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直列に接続された蓄電池モジュール２０１と蓄電池モジュール２０２とを第１直列モジュ
ールと称する場合がある。蓄電池モジュール２０３と蓄電池モジュール２０４とは直列に
接続されている。以下、直列に接続された蓄電池モジュール２０３と蓄電池モジュール２
０４とを第２直列モジュールと称する場合がある。また、既に使用されている蓄電池モジ
ュール２０１と蓄電池モジュール２０２とをそれぞれ既存品の蓄電池モジュールと称する
場合がある。一方、新たに増設される蓄電池モジュール２０３と蓄電池モジュール２０４
とをそれぞれ新品の蓄電池モジュールと称する場合がある。図２に示すように、増設され
る第２直列モジュールは、第１直列モジュールに対して並列に接続される。
【００３４】
電流測定部７３は、ＰＣＳ６２のプラス端子６２ａに接続されている。電流測定部７３
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は、ＰＣＳ６２から電池ユニット６０に供給される充電電流値を測定する。電流測定部７
３は、電池ユニット６０からＰＣＳ６２に供給される放電電流値を測定する。電流測定部
７３は測定した充電電流値及び放電電流値の各々をＢＭＳ７２に供給する。
【００３５】
ヒューズ７４は、蓄電池モジュール２００とＰＣＳ６２との間に設けられている。ヒュ
ーズ７４は、蓄電池モジュール２００を保護するためのものである。例えば蓄電池モジュ
ール２００に流れる異常電流によりヒューズ７４が溶断することで、蓄電池モジュール２
００とＰＣＳ６２との間の電気的接続が遮断される。これにより、長期間にわたって異常
電流が蓄電池モジュール２００に流れ込まないため、蓄電池モジュール２００が異常電流
により破壊されるのを防止することができる。
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【００３６】
スイッチ部７５は、蓄電池モジュール２００とＰＣＳ６２との間に設けられている。本
実施形態では、スイッチ部７５は、蓄電池モジュール２００とＰＣＳ６２との間に設けら
れている。
スイッチ部７５は、ＢＭＳ７２から供給される制御信号に基づいて、ＯＮ状態又はＯＦ
Ｆ状態となる。例えば、スイッチ部７５は、ＢＭＳ７２から制御信号が供給された場合に
は、ＰＣＳ６２から蓄電池モジュール２００に供給される充電電流又は、蓄電池モジュー
ル２００からＰＣＳ６２に供給される放電電流を遮断する。例えば、スイッチ部７５は、
機械スイッチである。
【００３７】
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電流測定部８３は、第２直列モジュールに流れる電流を測定する。電流測定部７３は、
第２直列モジュールが増設される際に、増設される第２直列モジュールと共に取り付けら
れる。すなわち、本実施形態では、第２直列モジュールを増設する際に、第２直列モジュ
ールと電流測定部７３とが電池ケース７１に収納され、第２直列モジュールが第１直列モ
ジュールに並列に接続される。電流測定部８３は、測定した電流値をＢＭＳ７２に供給す
る。
【００３８】
ＢＭＳ７２（請求項における決定部）は、第２直列モジュールが増設されるとき、電池
ユニット６０内の各直列モジュールの内部抵抗値及び電池容量とに基づいて、電池ユニッ
ト６０の許容充放電電流値を決定する。そして、ＢＭＳ７２は、決定した電池ユニット６
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０の許容充放電電流値をＰＣＳ６２に供給する。第２直列モジュールの電池容量Ａ２と内
部抵抗値Ｒ２とは、新品の蓄電池モジュール２０３及び蓄電池モジュール２０４のそれぞ
れの電池容量と内部抵抗値とに依存する。新品の蓄電池モジュールの電池容量と内部抵抗
値とは、出荷時に測定されているため、予めＢＭＳ７２に記憶されていてもよい。ただし
、第１直列モジュールの電池容量Ａ１と内部抵抗値Ｒ１とは、既に使用されている既存品
の蓄電池モジュール２０１及び蓄電池モジュール２０２のそれぞれの電池容量と内部抵抗
値とに依存する。すなわち、蓄電池モジュール２０１及び蓄電池モジュール２０２は、充
放電が繰り返し行われることで劣化し、電池容量又は内部抵抗値が出荷時と比較して変化
している可能性がある。したがって、ＢＭＳ７２は、少なくとも既存品の蓄電池モジュー
ル２０１及び蓄電池モジュール２０２が直列に接続された第１直列モジュールの放電容量
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又は充電容量としての電池容量Ａ１（Ａｈ）と内部抵抗値Ｒ１とを算出する。以下、本実
施形態におけるＢＭＳ７２の動作について、具体的に説明する。
【００３９】
図４は、本実施形態におけるＢＭＳ７２の概略構成の一例を示す図である。
図４に示すように、ＢＭＳ７２は、モード移行部７２０、蓄電容量取得部７２１、内部
抵抗取得部７２２、温度補正部７２３、許容電流取得部７２４及び許容電流出力部７２５
を備える。
【００４０】
作業者により特性決定スイッチが操作されると、モード移行部７２０には、電力管理装
置４から操作信号が供給される。これにより、ＢＭＳ７２は、電池ユニット６０に新たな
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蓄電池モジュール（第２直列モジュール）が接続されたことを認識することができる。モ
ード移行部７２０は、操作信号が供給されると、ユニット状態決定モードに移行したこと
を示すモード移行信号を蓄電容量取得部７２１に出力する。ユニット状態決定モードとは
、電池ユニット６０内に収納された各直列モジュールの内部抵抗及び電池容量を取得する
モードである。
【００４１】
蓄電容量取得部７２１は、モード移行信号が供給されると、電池ユニット６０内の各直
列モジュールの電池容量を算出する。
蓄電容量取得部７２１は、各直列モジュールを試験的に充放電するための回路や素子類
を備えている。蓄電容量取得部７２１は、実使用領域での電池容量を取得する。すなわち
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、蓄電容量取得部７２１は、直列モジュールを実使用領域の上限電圧（例えば満充電）ま
で充電してからゆっくり放電させ、その放電時の電圧値や電流値等から直列モジュールの
電池容量を算出する。例えば、蓄電容量取得部７２１による電池容量の取得は、直列モジ
ュール毎に行われてよいし、各電池セル毎に行われてもよい。本実施形態では蓄電容量取
得部７２１による電池容量の取得は、直列モジュール毎に行われる。
【００４２】
例えば、蓄電容量取得部７２１は、直列モジュールを実使用領域の上限電圧（例えば満
充電）まで充電してから一定電流で一定時間放電させる。すなわち、蓄電容量取得部７２
１は、直列モジュール毎に一定の電流値で直列モジュールの下限電圧まで（例えば、ＳＯ
Ｃが０％まで）連続放電させる。蓄電容量取得部７２１は、上限電圧から下限電圧まで一
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定の電流値で放電させたとき電流値を積算することで、直列モジュール毎の電池容量を取
得する。蓄電容量取得部７２１は、電流測定部８３の測定値を積算することで第２直列モ
ジュールから放電させた電流値の積算値を算出する。一方、蓄電容量取得部７２１は、電
流測定部７３の測定値に対して電流測定部８３を減算した値を積算することで、第１直列
モジュールから放電させた電流値の積算値を算出する。これにより、ＢＭＳ７２は、各直
列モジュール毎のＳＯＨ（State of Health）を求めることができる。ＳＯＨは、二次電
池の状態を示す指標であり、初期蓄電可能容量に対する現在蓄電可能容量の割合である。
蓄電容量取得部７２１は、取得した第１直列モジュールの電池容量Ａ１及び第２直列モジ
ュールの電池容量Ａ２とを許容電流取得部７２４に供給する。
【００４３】
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内部抵抗取得部７２２は、電池ユニット６０内の各直列モジュールの内部抵抗値を算出
する。
内部抵抗取得部７２２は、各直列モジュールを充放電するための回路や素子類を備えて
いる。例えば、内部抵抗取得部７２２は、各直列モジュールに対して一定電流を通電する
ことにより、通電した電流の電流値及び、そのときの直列モジュールの両電極間の電圧の
電圧値の変化量に基づいて内部抵抗値を求めることができる。
【００４４】
例えば、内部抵抗取得部７２２は、直列モジュールのＳＯＣが所定のＳＯＣになる毎に
内部抵抗値を取得する。所定のＳＯＣとは、例えば１０％から１００％までの１０パーセ
ント刻みのＳＯＣである。複数のＳＯＣの範囲毎に対して内部抵抗値を取得するのは、Ｓ
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ＯＣの値に応じて直列モジュールの内部抵抗値が変化するためである。
【００４５】
具体的には、内部抵抗取得部７２２は、直列モジュールを所定のＳＯＣまで充電した後
、無負荷で一定時間保持する。すなわち、内部抵抗取得部７２２は、直列モジュールを所
定のＳＯＣまで充電した後、当該直列モジュールの出力端子をオープンさせたＯＣＶ（op
en circuit voltage）状態にして一定時間保持する。本実施形態において、保持時間は特
定に限定されないが、例えば１時間程度である。保持時間経過後、内部抵抗取得部７２２
は、直列モジュールの電圧（以下、「無負荷電圧」という。）を取得する。内部抵抗取得
部７２２における直列モジュールの電圧の取得方法としては、直列モジュールの電圧値を
取得するための測定器を内部抵抗取得部７２２が備えていてもよいし、直列モジュールか
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ら自身の電圧値を内部抵抗取得部７２２に出力することで取得してもよい。
【００４６】
内部抵抗取得部７２２は、ＯＣＶ状態を一定時間保持した後、一定電流で直列モジュー
ルを一定時間充電する。内部抵抗取得部７２２は、直列モジュールに対して充電してから
一定時間経過すると、充電を停止して直列モジュールの電圧（以下、「充電後電圧」とい
う。）を取得する。内部抵抗取得部７２２は、直列モジュールの充電前後の電圧変化に基
づいて直列モジュールの内部抵抗値を取得する。すなわち、内部抵抗取得部７２２は、無
負荷電圧から充電後電圧への電圧変化分に対して一定電流である充電電流を除算すること
で充電抵抗値Ｒｃを取得する。内部抵抗取得部７２２は、予め設定された所定のＳＯＣ毎
に充電抵抗値Ｒｃを取得する。内部抵抗取得部７２２は、所定のＳＯＣ毎の充電抵抗値Ｒ
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ｃに基づいて直列モジュールの内部抵抗値を取得する。例えば、直列モジュールの内部抵
抗値は、所定のＳＯＣ毎に充電抵抗値Ｒｃの平均値でもよいし、所定のＳＯＣ毎の充電抵
抗値Ｒｃの中でもっとも高い値の充電抵抗値Ｒｃでもよい。なお、内部抵抗取得部７２２
は、ＯＣＶ状態を一定時間保持した後、一定電流で直列モジュールを一定時間放電するこ
とで内部抵抗値を取得してもよい。
【００４７】
例えば、内部抵抗取得部７２２は、直列モジュールに対してＯＣＶ状態を一定時間保持
した後、一定電流で一定時間放電する。そして、内部抵抗取得部７２２は、直列モジュー
ルを放電してから一定時間経過すると、放電を停止して直列モジュールの電圧（以下、「
放電後電圧」という。）を取得する。内部抵抗取得部７２２は、直列モジュールの放電前
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後の電圧変化に基づいて直列モジュールの内部抵抗値を取得する。すなわち、内部抵抗取
得部７２２は、無負荷電圧から放電後電圧への電圧変化分に対して一定電流である放電電
流を除算することで放電抵抗値Ｒｄを取得する。内部抵抗取得部７２２は、予め設定され
た所定のＳＯＣ毎に放電抵抗値Ｒｄを取得する。内部抵抗取得部７２２は、所定のＳＯＣ
毎の放電抵抗値Ｒｄに基づいて直列モジュールの内部抵抗値を取得する。例えば、直列モ
ジュールの内部抵抗値は、所定のＳＯＣ毎に放電抵抗値Ｒｄの平均値でもよいし、所定の
ＳＯＣ毎の放電抵抗値Ｒｄの中でもっとも高い値の放電抵抗値Ｒｄを内部抵抗値としても
よい。なお、上述した内部抵抗取得部７２２の各モジュールの内部抵抗値の算出方法は、
充電抵抗値Ｒｃにより算出されてもよいし、放電抵抗値Ｒｄにより算出されてもよいし、
充電抵抗値Ｒｃと放電抵抗値Ｒｄとの組み合わせにより算出されてもよい。内部抵抗取得
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部７２２は、取得した各モジュール毎に内部抵抗値を温度補正部７２３に出力する。
【００４８】
温度補正部７２３は、各直列モジュール毎にセル温度を取得する。例えば、温度補正部
７２３は、直列モジュールは、自身に備えられた蓄電池セルのセル温度を測定する温度測
定装置を備える。各直列モジュールは、自身に備えられた蓄電池セルのセル温度を温度補
正部７２３に出力する。
【００４９】
温度補正部７２３は、内部抵抗取得部７２２から供給された各直列モジュール毎の内部
抵抗値を、その直列モジュール内の蓄電池セルのセル温度に基づいて補正する。すなわち
、温度補正部７２３は、第１直列モジュールの内部抵抗値を、第１直列モジュール内の蓄

10

電池セルのセル温度に基づいて補正する。温度補正部７２３は、第２直列モジュールの内
部抵抗値を、第２直列モジュール内の蓄電池セルのセル温度に基づいて補正する。これは
、蓄電池モジュール２００は温度特性を有しており、温度によって劣化の進行度合いが変
化、すなわち内部抵抗値が変化するためである。セル温度による内部抵抗値の補正方法は
、特に限定されないが、セル温度に応じて内部抵抗値を補正する係数を、内部抵抗取得部
７２２から供給された内部抵抗値に乗算することで補正してもよい。その場合には、各セ
ル温度と、そのセル温度毎に関連付けられた係数とを備えるルックアップテーブルを不図
示の記憶部に予め記憶されていてもよい。温度補正部７２３は、直列モジュールから供給
されたセル温度に対応する係数をルックアップテーブルから取得し、取得した係数に基づ
いて当該直列モジュールの内部抵抗値を補正する。温度補正部７２３は、セル温度で温度

20

補正した各直列モジュール毎の内部抵抗値を許容電流取得部７２４に供給する。本実施形
態では、温度補正部７２３は、セル温度で温度補正した第１直列モジュールの内部抵抗値
Ｒ１を許容電流取得部７２４に出力する。また、温度補正部７２３は、セル温度で温度補
正した第２直列モジュールの内部抵抗値Ｒ２を許容電流取得部７２４に出力する。
【００５０】
許容電流取得部７２４は、蓄電容量取得部７２１から供給される電池容量と温度補正部
７２３で温度補正された内部抵抗値とに基づいて、各直列モジュール毎に充放電可能な最
大電流である許容電流値を取得する。そして、許容電流取得部７２４は、各直列モジュー
ル毎の許容電流値に基づいて、電池ユニット６０の許容充放電電流値を取得する。以下に
、電池ユニット６０の許容充放電電流値の取得方法について、具体的に説明する。
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【００５１】
許容電流取得部７２４は、蓄電容量取得部７２１から供給された第１直列モジュールの
電池容量Ａ１と、温度補正部７２３から供給される温度補正された内部抵抗値Ｒ１とに基
づいて第１直列モジュールの許容電流値Ｉａｃ１を決定する。また、許容電流取得部７２
４は、蓄電容量取得部７２１から供給された第２直列モジュールの電池容量Ａ２と、温度
補正部７２３から供給される温度補正された内部抵抗値Ｒ２とに基づいて第２直列モジュ
ールの許容電流値Ｉａｃ２を決定する。なお、上記直列モジュールの許容電流値は、例え
ば予め定めた計算式やテーブルに基づき、決定すればよい。これら計算式やテーブルは、
例えば直列モジュールの電池容量と内部抵抗値とに基づいて、当該直列モジュールに対し
て充放電可能な最大電流である許容電流値が決定できるように、実験的又は理論的に定め

40

ればよい。
【００５２】
許容電流取得部７２４は、決定した第１直列モジュールの許容電流値Ｉａｃ１と第２直
列モジュールの許容電流値Ｉａｃ２とに基づいて、電池ユニット６０の許容充放電電流を
決定する。許容電流取得部７２４は、各直列モジュールの許容電流値の比、又は逆比に基
づいて電池ユニット６０の許容充放電電流値を決定する。例えば、第１直列モジュールの
許容電流値Ｉａｃ１が３Ａであり、第２直列モジュールの許容電流値Ｉａｃ２が５Ａであ
った仮定する。この場合、電池ユニット６０の許容充放電電流値を、許容電流値Ｉａｃ１
と許容電流値Ｉａｃ２との単純な足し算とした場合、電池ユニット６０には８Ａの充電電
流が流れることになる。ただし、内部抵抗値Ｒ１と内部抵抗値Ｒ２とにより、第１直列モ
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ジュールには例えば５Ａの充電電流が流れ、第２直列モジュールには３Ａの充電電流が流
れてしまう場合がある。すなわち、許容電流値を超えた電流が第１直列モジュール又は第
２直列モジュールに流れ込む場合がある。したがって、許容電流取得部７２４は、各直列
モジュール間の許容電流値の比、又は逆比に基づいて電池ユニット６０の許容充放電電流
値を決定することで、直列モジュールの許容電流値を超える電流が放電又は充電されるの
を防ぐ。
【００５３】
許容電流出力部７２５は、許容電流取得部７２４が決定した電池ユニット６０の許容充
放電電流値をＰＣＳ６２に無線又は有線で送信する。ＰＣＳ６２は、許容電流出力部７２
５から供給される許容充放電電流値に基づいて、電池ユニット６０に充電する充電電流の

10

値又は電池ユニット６０から放電する放電電流の値を制御する。これにより、新品の直列
モジュールと既存品の直列モジュールとが並列接続された電池ユニット６０において、充
放電の電流のアンバランスを抑制し、それぞれの蓄電池に対して安定した充放電を行うこ
とができる。
【００５４】
以下に、本実施形態におけるＢＭＳ７２の直列モジュールの充放電特性を決定する処理
（以下、「特性決定処理」という。）の流れを説明する。図５は、本実施形態におけるＢ
ＭＳ７２の各モジュール毎の充放電特性を決定する処理の一例を示すフローチャート図で
ある。本実施形態における直列モジュールの充放電特性は、内部抵抗値及び電池容量に起
因する。したがって、充放電特性を決定することは、直列モジュールの内部抵抗値及び電
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池容量を決定することである。なお、ＢＭＳ７２は、以下に示すモジュールの特性決定処
理を、各直列モジュール毎に行ってもよいし、既存品の直列モジュールのみに対して行っ
てもよい。本実施形態では、ＢＭＳ７２は、既存品である第１直列モジュールと、新品で
ある第２直列モジュールとに特性決定処理を行う。
【００５５】
モード移行部７２０は、ユニット状態決定モードか否かを判定する（ステップＳ１０１
）。例えば、モード移行部７２０は、電池ユニット６０に新たな蓄電池モジュールが備え
られた直列モジュールが接続されると、ユニット状態決定モードに移行する。モード移行
部７２０は、ユニット状態決定モードに移行した場合、ユニット状態決定モードに移行し
たことを示すモード移行信号を蓄電容量取得部７２１に出力する。モード移行部７２０は
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、ユニット状態決定モードに移行していない場合、ユニット状態決定モードに移行したこ
とを示すモード移行信号を蓄電容量取得部７２１に出力しない。
【００５６】
蓄電容量取得部７２１は、モード移行部７２０からモード移行信号が供給されると、第
１直列モジュールと第２直列モジュールとを満充電（ＳＯＣ１００％）する（ステップＳ
１０２）。
蓄電容量取得部７２１は、第１直列モジュールと第２直列モジュールとに対して、それ
ぞれ一定の電流値で下限電圧まで連続放電させる（ステップＳ１０３）。その際、蓄電容
量取得部７２１は、放電開始時から放電終了時までに第１直列モジュールと第２直列モジ
ュールとの流れた電流（放電電流）をそれぞれ積算する。
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【００５７】
蓄電容量取得部７２１は、第１直列モジュールに流れた放電電流を積算することで第１
直列モジュールの電池容量Ａ１を算出する。蓄電容量取得部７２１は、第２直列モジュー
ルに流れた放電電流を積算することで第２直列モジュールの電池容量Ａ２を算出する（ス
テップＳ１０４）。蓄電容量取得部７２１は、算出した電池容量Ａ１と電池容量Ａ２とを
許容電流取得部７２４に出力する。
【００５８】
蓄電容量取得部７２１による電池容量Ａ１と電池容量Ａ２との算出が終了すると、内部
抵抗取得部７２２は、第１直列モジュールを所定のＳＯＣまで充電する（ステップＳ１０
５）。
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【００５９】
内部抵抗取得部７２２は、第１直列モジュールを所定のＳＯＣまで充電した後、第１直
列モジュールの出力端子をオープンさせてＯＣＶ状態にして一定時間保持する（ステップ
Ｓ１０６）。内部抵抗取得部７２２は、第１直列モジュールの無負荷電圧を取得する。
【００６０】
内部抵抗取得部７２２は、ＯＣＶ状態を一定時間保持した後、一定電流Ｉ１で直列モジ
ュールを一定時間充電する。内部抵抗取得部７２２は、直列モジュールに対して充電して
から一定時間経過すると、充電を停止し第１直列モジュールの充電後電圧を取得する（ス
テップＳ１０７）。
【００６１】

10

内部抵抗取得部７２２は、直列モジュールの充電前後の電圧変化に基づいて直列モジュ
ールの内部抵抗値を取得する。すなわち、内部抵抗取得部７２２は、無負荷電圧から充電
後電圧への電圧変化分に対して一定電流である充電電流を除算することで充電抵抗値Ｒｃ
を取得する。内部抵抗取得部７２２は、ステップＳ１０５における所定のＳＯＣが１００
％であるか否かを判定する。内部抵抗取得部７２２は、所定のＳＯＣが１００％でない場
合には、ステップＳ１０５の処理を実行する。内部抵抗取得部７２２は、再度ステップＳ
１０５の処理を実行する場合には、前回の所定のＳＯＣに所定値（例えば１０％）を足し
た値を新たな所定のＳＯＣとして設定する。このように、内部抵抗取得部７２２は、複数
のＳＯＣ毎に充電抵抗値Ｒｃを取得する。
【００６２】
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また、内部抵抗取得部７２２は、複数のＳＯＣ毎に充電抵抗値Ｒｃを取得した後に、Ｏ
ＣＶ状態を一定時間保持した後、複数のＳＯＣ毎に放電抵抗値Ｒｄを取得してもよい。す
なわち、内部抵抗取得部７２２は、第１直列モジュールに対してＯＣＶ状態を一定時間保
持した後、一定電流で一定時間放電する。そして、内部抵抗取得部７２２は、第１直列モ
ジュールを放電してから一定時間経過すると、放電を停止して第１直列モジュールの放電
後電圧を取得する。内部抵抗取得部７２２は、無負荷電圧から放電後電圧への電圧変化分
に対して一定電流である放電電流を除算することで放電抵抗値Ｒｄを取得する。内部抵抗
取得部７２２は、複数のＳＯＣ毎に放電抵抗値Ｒｄを取得する。
【００６３】
内部抵抗取得部７２２は、取得した充電抵抗値Ｒｃと放電抵抗値Ｒｄとに基づいて、第
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１直列モジュールの内部抵抗値Ｒ１を取得する（ステップＳ１０９）。なお、内部抵抗取
得部７２２は、取得した充電抵抗値Ｒｃと放電抵抗値Ｒｄとのうち少なくともいずれかに
基づいて、第１直列モジュールの内部抵抗値Ｒ１を決定すればよい。なお、本実施形態で
は、第２直列モジュールに対してもステップＳ１０５〜ステップＳ１０９の処理を実行す
る。
【００６４】
以下に、本実施形態におけるＢＭＳ７２の電池ユニット６０の許容充放電を決定する処
理の流れを説明する。図６は、本実施形態におけるＢＭＳ７２の電池ユニット６０の許容
充放電を決定する処理の一例を示すフローチャート図である。
【００６５】

40

温度補正部７２３は、内部抵抗取得部７２２で算出された第１直列モジュールの内部抵
抗値Ｒ１と第２直列モジュールの内部抵抗値Ｒ２とを、内部抵抗取得部７２２から取得す
る（ステップＳ２０１）。
【００６６】
温度補正部７２３は、第１直列モジュールと第２直列モジュールとのそれぞれのセル温
度を取得する。温度補正部７２３は、内部抵抗取得部７２２から供給された第１直列モジ
ュールと第２直列モジュールとのそれぞれの内部抵抗値（Ｒ１、Ｒ２）を、その直列モジ
ュール内の蓄電池セルのセル温度に基づいて温度補正する。例えば、温度補正部７２３は
、セル温度に応じて決定される係数を、内部抵抗取得部７２２から供給された内部抵抗値
（Ｒ１、Ｒ２）にそれぞれ乗算することで補正する（ステップＳ２０２）。
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【００６７】
許容電流取得部７２４は、蓄電容量取得部７２１から供給された第１直列モジュールの
電池容量Ａ１と、温度補正部７２３から供給される内部抵抗値Ｒ１とに基づいて第１直列
モジュールの許容電流値Ｉａｃ１を決定する。また、許容電流取得部７２４は、蓄電容量
取得部７２１から供給された第２直列モジュールの電池容量Ａ２と、温度補正部７２３か
ら供給される内部抵抗値Ｒ２とに基づいて第２直列モジュールの許容電流値Ｉａｃ２を決
定する（ステップＳ２０３）。
【００６８】
許容電流取得部７２４は、決定した第１直列モジュールの許容電流値Ｉａｃ１と第２直
列モジュールの許容電流値Ｉａｃ２とに基づいて、電池ユニット６０の許容充放電電流値

10

を決定する。例えば、許容電流取得部７２４は、第１直列モジュールの許容電流値Ｉａｃ
１と第２直列モジュールの許容電流値Ｉａｃ２との比、又は逆比に基づいて電池ユニット

６０の許容充放電電流値を決定する（ステップＳ２０４）。
【００６９】
許容電流出力部７２５は、許容電流取得部７２４が決定した電池ユニット６０の許容充
放電電流値をＰＣＳ６２に無線又は有線で送信する（ステップＳ２０５）。これにより、
ＰＣＳ６２は、許容電流出力部７２５から供給される電池ユニット６０の許容充放電電流
値に基づいて、電池ユニット６０に充電する充電電流の値又は電池ユニット６０から放電
する放電電流の値を制御することができる。したがって、第１直列モジュール又は第２直
列モジュールに許容電流値を超える電流が放電又は充電されるのを防ぐことができる。そ
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のため、新品の第２直列モジュールと既存品の第２直列モジュールとが並列接続された電
池ユニット６０において、充放電の電流のアンバランスを抑制し、それぞれの直列モジュ
ールに対して安定した充放電を行うことができる。
【００７０】
以下に、本実施形態における電力管理システム１００の効果について、説明する。
【００７１】
蓄電池セルが劣化していると、蓄電池セルの容量の低下、又は内部抵抗値の上昇が発生
する。すなわち、既存品の直列モジュールは、新品の蓄電池と比較して劣化しており、蓄
電池の内部抵抗値の上昇や容量の低下が生じている。例えば、劣化によって容量が減少し
た第１直列モジュールと、新品の第２直列モジュールとを並列接続した場合には、充電末
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期時において新品の第２直列モジュールの充電電流が急激に上がり、第１直列モジュール
の充電電流が急激に低下する。また、放電時においても、劣化によって容量が減少した第
１直列モジュールと、新品の第２直列モジュールとを並列接続した場合には、放電末期時
において新品の第２直列モジュールの放電電流が急激に上がり、第１直列モジュールの放
電電流が急激に低下する。これは、電池容量の低下によって、第１直列モジュールの充放
電時間が第２直列モジュールと比較して短くなることが要因である。
【００７２】
また、劣化によって内部抵抗値が増大した第１直列モジュールと、新品の第２直列モジ
ュールとを並列接続した場合には、充電時において新品の第２直列モジュールの充電電流
が第１直列モジュールの充電電流と比較して低い値となる。そして、充電末期時において
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新品の第２直列モジュールの充電電流が急激に上がり、第１直列モジュールの充電電流が
急激に低下する。また、放電時においても、劣化によって電池容量が減少した第１直列モ
ジュールと、新品の第２直列モジュールとを並列接続した場合には、放電時において新品
の第２直列モジュールの放電電流が第１直列モジュールの放電電流と比較して低い値とな
る。そして、放電末期時において新品の第２直列モジュールの放電電流が急激に上がり、
第１直列モジュールの放電電流が急激に低下する。これには、内部抵抗値の上昇によって
、第１直列モジュールの充放電電流が制限されたことが要因である。上述したように、新
品の直列モジュールと既存品の直列モジュールとを並列接続した場合に、新品の直列モジ
ュールと既存品の直列モジュールとの間で充放電電流のアンバランスが生じてしまう。し
たがって、新品の直列モジュールと既存品の直列モジュールとを並列接続した場合に、新
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品の直列モジュールに大きな充電電流が流れてしまい、破損してしまう場合がある。
【００７３】
本実施形態における電力管理システム１００は、劣化した直列モジュールの内部抵抗値
と電池容量とを決定し、決定した直列モジュール（劣化した直列モジュール）の内部抵抗
値と電池容量とに基づいて電池ユニット６０に流れる電流を制御する。すなわち、電力管
理システム１００は、並列接続された新品の直列モジュールと既存品の直列モジュールと
のそれぞれの内部抵抗値と電池容量とに基づいて、直列モジュールの許容電流を直列モジ
ュール毎に決定する。そして、電力管理システム１００は、直列モジュール間の許容電流
の比、又は逆比に基づいて決定された電池ユニット６０の許容充放電電流値以下になるよ
うに、電池ユニット６０に流れる電流を制御する。これにより、新品の蓄電池と既存品の
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蓄電池との間で充放電の電流のアンバランスが生じた場合でも、それぞれの直列モジュー
ルに対して安定した充放電を行うことができる。
【００７４】
上述したように、本実施形態における電力管理システム１００は、内部抵抗値や電池容
量が異なる複数の蓄電池モジュールが並列接続された電池ユニットにおいて、個々の蓄電
池モジュールの直流成分の内部抵抗値や電池容量に基づいて電池ユニットの許容充放電電
流値を制御する。これにより、充放電特性が異なる蓄電池モジュール間で充放電の電流の
アンバランスが生じた場合でも、各蓄電池モジュールに対して安定した充放電を行うこと
ができる。充放電特性が異なる複数の蓄電池モジュールが並列接続された場合とは、例え
ば、劣化した蓄電池モジュールに、新品の蓄電池モジュールが並列に接続される場合であ
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る。すなわち、既存品の蓄電池モジュールを備えた電力管理システムに、新しい蓄電池モ
ジュールが増設される場合である。
【００７５】
また、上述の実施形態において、ＢＭＳ７２は直列モジュールを実使用領域の上限電圧
（例えば満充電）まで充電してからゆっくり放電させ、その放電時の電圧値と電流値とか
ら、その時点における直列モジュールの電池容量を決定したが、これに限定されない。ま
た、ＢＭＳ７２は、直列モジュールに対して一定の電流を通電することにより、通電した
電流の電流値及び、そのときの直列モジュールの両電極間の電圧の電圧値の変化量に基づ
いて内部抵抗値を決定したがこれに限定されない。例えば、ＢＭＳ７２は、各直列モジュ
ールの利用履歴に基づいて、電池容量や内部抵抗値を決定してもよい。例えば、利用履歴
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は、充放電サイクルの回数、充放電時間、ＳＯＣ、又は使用年数である。この場合には、
ＢＭＳ７２は、電池システム６内に設けられた不図示の記憶部に、各直列モジュールの利
用履歴を記憶する。また、ＢＭＳ７２は、直列モジュールの電池容量や内部抵抗値を、予
め定めた計算式やテーブルに上記利用履歴を代入することで、決定すればよい。これら計
算式やテーブルは、例えば利用履歴に基づいて、当該直列モジュールに対して充放電可能
な最大電流である許容電流値が決定できるように、実験的又は理論的に定めればよい。
【００７６】
また、上述の実施形態において、温度補正部７２３は、内部抵抗取得部７２２から供給
された第１直列モジュールと第２直列モジュールとのそれぞれの内部抵抗値を、その直列
モジュール内の蓄電池セルのセル温度に基づいて温度補正したが、これに限定されない。
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例えば、温度補正部７２３は、各直列モジュールの許容電流値を、その直列モジュール内
の蓄電池セルのセル温度に基づいて温度補正してもよい。
【００７７】
電池システム６の各部は、ハードウェアにより実現されてもよく、ソフトウエアにより
実現されてもよく、ハードウェアとソフトウエアとの組み合わせにより実現されてもよい
。また、プログラムが実行されることにより、コンピュータが、電池システム６の一部と
して機能してもよい。プログラムは、コンピュータ読み取り可能な媒体に記憶されていて
もよく、ネットワークに接続された記憶装置に記憶されていてもよい。
【００７８】
上述した実施形態における電池システム６をコンピュータで実現するようにしてもよい
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。その場合、この機能を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒
体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ま
せ、実行することによって実現してもよい。なお、ここでいう「コンピュータシステム」
とは、ＯＳや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータ読み取
り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ＲＯＭ、ＣＤ−ＲＯ
Ｍ等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のこと
をいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネッ
トワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、
短時間の間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなる
コンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持している
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ものも含んでもよい。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのもの
であってもよく、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプ
ログラムとの組み合わせで実現できるものであってもよく、ＦＰＧＡ（Field Programmab
le Gate Array）等のプログラマブルロジックデバイスを用いて実現されるものであって
もよい。
【００７９】
以上、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこ
の実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も含まれ
る。
【００８０】
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特許請求の範囲、明細書、及び図面中において示した装置、システム、プログラム、及
び方法における動作、手順、ステップ、及び段階等の各処理の実行順序は、特段「より前
に」、「先立って」等と明示しておらず、また、前の処理の出力を後の処理で用いるので
ない限り、任意の順序で実現しうることに留意すべきである。特許請求の範囲、明細書、
及び図面中の動作フローに関して、便宜上「まず、」、「次に、」等を用いて説明したと
しても、この順で実施することが必須であることを意味するものではない。
【符号の説明】
【００８１】
１

電力供給網

２

電力メータ

３

配電装置

４

電力管理装置

５

通電モニタ

６

電池システム

９

ソーラパネル

１０

ソーラモジュール

１６

ネットワーク

１７

外部サーバ

６０

電池ユニット

６２

ＰＣＳ
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