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(57)【要約】
【課題】容量素子間の電圧アンバランスを低減しつつ、
該電圧アンバランス低減のために要する電力消費を小さ
く抑える。
【解決手段】容量素子に蓄電して電力を供給する蓄電装
置において、複数の容量素子（11）が直列接続された複
数の直列容量素子ブロック（10）と、複数の直列容量素
子ブロック（10）を互いに並列接続する接続部（30）と
を設ける。そして、蓄電装置全体の容量素子（11）の中
で、漏れ電流が最大のものと最小のものとは、互いに異
なる直列容量素子ブロック（10）に含まれるようにする
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　容量素子に蓄電して電力を供給する蓄電装置であって、
　複数の容量素子（11）が直列接続された複数の直列容量素子ブロック（10）と、
　前記複数の直列容量素子ブロック（10）を互いに並列接続する接続部（30）と、
　を備え、
　前記蓄電装置全体の容量素子（11）の中で、漏れ電流が最大のものと最小のものとは、
互いに異なる直列容量素子ブロック（10）に含まれていることを特徴とする蓄電装置。
【請求項２】
　請求項１の蓄電装置において、
　前記容量素子（11）の漏れ電流の大きさのばらつき範囲が所定以上の直列容量素子ブロ
ック（10）は、その直列容量素子ブロック（10）内で漏れ電流が最小の容量素子に対して
抵抗器（12）が並列接続されていることを特徴とする蓄電装置。
【請求項３】
　請求項１の蓄電装置において、
　前記容量素子（11）は、すべて同容量であることを特徴とする蓄電装置。
【請求項４】
　請求項１の蓄電装置において、
　前記複数の直列容量素子ブロック（10）のうちの少なくとも１つは、該直列容量素子ブ
ロック（10）内の複数の容量素子（11）が、複数の副容量素子（13）が並列接続された並
列容量素子ブロック（14）により構成され、
　前記蓄電装置全体のうちの漏れ電流の大きさが最大の副容量素子（13）及び漏れ電流の
大きさが最小の副容量素子（13）の少なくとも一方は、該副容量素子（13）とは漏れ電流
の大きさが異なる副容量素子（13）と並列接続されていることを特徴とする蓄電装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、容量素子に蓄電して電力を供給する蓄電装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、容量素子に蓄電し電力を供給する蓄電装置が、複写機の加熱装置の補助電源や、
パーソナルコンピュータの無停電電源装置などとして期待されている。このような蓄電装
置では、容量素子を直列接続したモジュールを構成して所望の出力電圧を得るのが一般的
である。また、蓄電装置には、蓄電用の容量素子として電気二重層キャパシタ（Electric
 Double Layer Capacitor、以下ＥＤＬＣ）が用いられることが多い。一般的にＥＤＬＣ
は、向かい合った２つの電極の間に電解液を満たした構造を有し、電解液と電極の界面に
形成される電気二重層を利用して電荷を物理的に蓄積する。すなわち、このＥＤＬＣは、
リチウム電池やニッケル水素電池などの二次電池と異なり、充電に化学反応を伴わない。
そのため、劣化が少なく二次電池よりも寿命が長い、充電時間が短いといった特徴を有し
ている。
【０００３】
　ところで、上記のモジュールを構成する各容量素子（セルと呼ぶ）は、充電後の時間経
過とともに自己放電して電圧が低下して行くという特性がある。この特性は、例えば容量
素子に抵抗（漏れ抵抗と呼ぶ）が並列に接続されているモデルで表すことができる。この
自己放電（漏れ電流）は、セル毎にばらつきがあり（すなわち漏れ抵抗にばらつきがある
）、このばらつきによって、時間経過とともにセル間の電圧がアンバランスになるという
現象が知られている。
【０００４】
　セル間の電圧がアンバランスの状態で、モジュールに対して充電（蓄電）を行うと、場
合によっては、電圧の高いセルから順に過充電になり、そのセルの定格電圧以上の電圧が
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印加された状態になる可能性がある。そして、セルに定格電圧以上の電圧が印加されると
、セル内の電解液や構造部材の分解が加速され、内部抵抗の上昇や容量低下、ガス発生に
よる漏液など、セルの耐久性に大きな悪影響を与えることになる。
【０００５】
　このような、セル間の電圧アンバランスの問題を解決するため、セル間の電圧のバラン
スを取るバランス回路がモジュールに設けられることがある。一例としては、最小の漏れ
抵抗の１／１０程度の固定抵抗（バランス抵抗と呼ぶ）をバランス回路として全セルに並
列に接続するものがある（例えば、非特許文献１を参照）。このバランス回路によれば、
漏れ電流がばらついているセルを直列接続しても、バランス抵抗の分圧値でセルの電圧が
規定されるため、セル間の電圧ばらつきが一定に保たれる。また、バランス回路が抵抗の
みで構成されているため、回路が単純で信頼性が高い。
【０００６】
　また、他のバランス回路の例としては、コンパレータでセルの電圧を比較して、電圧が
高いセルを放電させるようにしたものもある（例えば、非特許文献１を参照）。
【非特許文献１】岡村廸夫著、「電気二重層キャパシタと蓄電システム」、第３版、日刊
工業新聞社、２００５年９月、ｐ．１５２
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、バランス抵抗によるバランス回路は、モジュールから充電回路が切り離
されている状態で無負荷状態（負荷がオープン状態）であっても、バランス抵抗によって
容量素子が放電することになる。上記の例では、漏れ電流が最大のセルの１０倍程度の電
流がバランス抵抗に流れて、常時無駄なエネルギー（電力）を消費していることになり、
省エネルギーの観点から見て好ましくはない。
【０００８】
　また、コンパレータを用いたバランス回路は、複雑で部品点数が増えるため、故障率も
高くなりがちであり、且つコストアップも大きい。さらには、大電流充電も困難であると
考えられる。
【０００９】
　本発明は上記の問題に着目してなされたものであり、容量素子に蓄電して電力を供給す
る蓄電装置において、容量素子間の電圧アンバランスを低減しつつ、該電圧アンバランス
低減のために要する電力消費を小さく抑えることを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の課題を解決するため、第１の発明は、
　容量素子に蓄電して電力を供給する蓄電装置であって、
　複数の容量素子（11）が直列接続された複数の直列容量素子ブロック（10）と、
　前記複数の直列容量素子ブロック（10）を互いに並列接続する接続部（30）と、
　を備え、
　前記蓄電装置全体の容量素子（11）の中で、漏れ電流が最大のものと最小のものとは、
互いに異なる直列容量素子ブロック（10）に含まれていることを特徴とする。
【００１１】
　これにより、それぞれの直列容量素子ブロック（10）における容量素子（11）の漏れ電
流のばらつき範囲は、該蓄電装置（1）全体で見た容量素子（11）の漏れ電流のばらつき
範囲よりも小さくなる。
【００１２】
　また、第２の発明は、
　第１の発明の蓄電装置において、
　前記容量素子（11）の漏れ電流の大きさのばらつき範囲が所定以上の直列容量素子ブロ
ック（10）は、その直列容量素子ブロック（10）内で漏れ電流が最小の容量素子に対して
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抵抗器（12）が並列接続されていることを特徴とする。
【００１３】
　これにより、抵抗器（12）が、該抵抗器（12）が接続された容量素子（11）の電流をバ
イパスさせる。
【００１４】
　また、第３の発明は、
　第１の発明の蓄電装置において、
　前記容量素子（11）は、すべて同容量であることを特徴とする。
【００１５】
　これにより、すべての直列容量素子ブロック（10）が、同一容量の容量素子（11）によ
って構成される。
【００１６】
　また、第４の発明は、
　第１の発明の蓄電装置において、
　前記複数の直列容量素子ブロック（10）のうちの少なくとも１つは、該直列容量素子ブ
ロック（10）内の複数の容量素子（11）が、複数の副容量素子（13）が並列接続された並
列容量素子ブロック（14）により構成され、
　前記蓄電装置全体のうちの漏れ電流の大きさが最大の副容量素子（13）及び漏れ電流の
大きさが最小の副容量素子（13）の少なくとも一方は、該副容量素子（13）とは漏れ電流
の大きさが異なる副容量素子（13）と並列接続されていることを特徴とする。
【００１７】
　これにより、並列容量素子ブロック（14）において、副容量素子（13）の漏れ抵抗が並
列接続されて、漏れ抵抗値が平均化される。
【発明の効果】
【００１８】
　第１の発明によれば、各直列容量素子ブロック（10）において、容量素子（11）間の電
圧アンバランスを低減できる。しかも、無負荷状態で流れる電流は、各容量素子（11）の
漏れ電流のみであり、容量素子にバランス抵抗を付加した蓄電装置のように、電圧アンバ
ランス低減のために無駄なエネルギーを消費することがない。また、故障やコストアップ
に繋がる特別な回路も不要である。
【００１９】
　また、第２の発明によれば、抵抗器（12）が、該抵抗器（12）が接続された容量素子（
11）の電流をバイパスさせるので、該抵抗器（12）を備えた直列容量素子ブロック（10）
において、さらに効果的に電圧アンバランスの低減ができる。
【００２０】
　また、第３の発明によれば、すべての直列容量素子ブロック（10）が、同一容量の容量
素子（11）によって構成されるので、それぞれの直列容量素子ブロック（10）を構成する
容量素子（11）を、漏れ電流の大きさに応じて容易に選択することができる。
【００２１】
　また、第４の発明によれば、それぞれの並列容量素子ブロック（14）において漏れ抵抗
値が平均化されるので、各並列容量素子ブロック（14）の漏れ電流の大きさを近づけるこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。なお、以下の実施形態
は、本質的に好ましい例示であって、本発明、その適用物、あるいはその用途の範囲を制
限することを意図するものではない。また、以下の各実施形態やそれらの変形例の説明に
おいて、一度説明した構成要素と同様の機能を有する構成要素については、同一の符号を
付して説明を省略する。
【００２３】
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　《発明の実施形態１》
　図１は、本発明の実施形態に係る蓄電装置（1）の構成を示すブロック図である。この
蓄電装置（1）は、例えば、複写機の加熱装置の補助電源や、パーソナルコンピュータの
無停電電源装置などに使用される。
【００２４】
　－蓄電装置（1）の全体構成－
　蓄電装置（1）は、図１に示すように、２つの直列容量素子ブロック（10）、接続部（3
0）、及び一対の出力端子（T1,T2）を備えている。
【００２５】
　直列容量素子ブロック（10）は、直列に接続された複数（図１の例では８個）の容量素
子（11）を有し、それらの容量素子（11）に電荷を蓄積して、所定の電圧で電力を出力す
る。直列容量素子ブロック（10）の詳細については後述する。
【００２６】
　また、接続部（30）は、例えば電線などの導体により構成され、それぞれの直列容量素
子ブロック（10）を並列接続している。また、この接続部（30）は、出力端子（T1,T2）
と接続されている。出力端子（T1,T2）は、例えば複写機の加熱装置などの負荷が接続さ
れて電力の供給に使用される他、直列容量素子ブロック（10）を充電する際に、充電回路
（図示せず）が接続される。
【００２７】
　－直列容量素子ブロック（10）の構成－
　本実施形態の直列容量素子ブロック（10）は、容量素子（11）として、ＥＤＬＣ（電気
二重層キャパシタ）を採用している。ただし、容量素子（11）の形式は、これに限定され
るものではなく、種々の形式の容量素子を採用できる。
【００２８】
　それぞれの直列容量素子ブロック（10）を構成する容量素子（11）の具体的な個数は、
蓄電装置（1）の出力電圧、入手可能な容量素子の出力電圧などから総合的に決定する。
例えば、入手可能な容量素子の出力電圧が２．５Ｖで、蓄電装置（1）の出力電圧として
２０Ｖが必要な場合には、図１に示すように８個の容量素子を直列に接続して直列容量素
子ブロック（10）を構成することが考えられる。なお、本実施形態では、これらの容量素
子（11）の容量は何れも同容量（この例の容量は１０Ｆ）で、且つ出力電圧も同じである
ものとする。直列容量素子ブロック（10）における、具体的な容量素子（11）の容量、個
数については、後に具体例で詳述する。
【００２９】
　ところで、容量素子（11）は一般的に、図２に示すように、充電後の時間経過とともに
自己放電して端子電圧が低下して行くという特性がある。この特性は、図３に示すように
、容量素子に抵抗（漏れ抵抗と呼ぶ）が並列に接続されているモデルで表すことができる
。また、容量素子（11）の自己放電（漏れ電流）は、容量素子（11）毎にばらつきがある
（すなわち漏れ抵抗にばらつきがある）。容量素子が直列接続された蓄電装置においては
、このばらつきによって、時間経過とともに容量素子間の電圧がアンバランスになるとい
う現象が起こる。そこで、本実施形態では、製造時に各直列容量素子ブロック（10）に使
用する容量素子（11）を、漏れ電流の大きさに応じて選択し、直列容量素子ブロック（10
）における容量素子（11）の漏れ電流のばらつき範囲がなるべく小さくなるようにしてい
る。
【００３０】
　具体的には、蓄電装置（1）全体の容量素子（11）の中で、漏れ電流が最大のものと最
小のものとは、互いに異なる直列容量素子ブロック（10）に含まれるようにしている。こ
れは、直列容量素子ブロック（10）において漏れ電流のばらつき範囲が最も大きくなるの
が、蓄電装置（1）を構成する容量素子（11）の中で漏れ電流が最大のものと最小のもの
とが同じ直列容量素子ブロック（10）内で直列接続されている場合だからである。このよ
うに直列容量素子ブロック（10）を構成することで、それぞれの直列容量素子ブロック（
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10）における容量素子（11）の漏れ電流のばらつき範囲は、該蓄電装置（1）全体で見た
容量素子（11）の漏れ電流のばらつき範囲よりも小さくなる。
【００３１】
　それぞれの直列容量素子ブロック（10）における漏れ電流のばらつき範囲をより小さく
するには、漏れ電流が最大、最小の容量素子（11）以外の容量素子（11）の漏れ電流の大
きさも考慮して、各直列容量素子ブロック（10）に使用する容量素子（11）を選択するの
がよい。これには例えば、直列容量素子ブロック（10）の製造に使用する容量素子（11）
を、漏れ電流の大きさに応じてグループ分けし、１つの直列容量素子ブロック（10）は、
１つのグループ内の容量素子（11）で構成するという方法がある。
【００３２】
　この方法ではまず、容量素子（11）を漏れ電流の大きさに応じて、使用する容量素子（
11）を、直列容量素子ブロック（10）の個数分のグループに分ける。本実施形態では、直
列容量素子ブロック（10）が２つあるので、図４に示すように、容量素子（11）を漏れ電
流の大きさに応じて２つのグループに分ける。例えば、容量素子（11）の漏れ電流のばら
つき範囲が±２０％あるとすれば、－２０％以上且つ０％以下のグループ（A）と、０％
より大で且つ＋２０％以下のグループ（B）とに分けることが考えられる。図４の例では
、１６個の容量素子（11）（Ｃ１～Ｃ１６とする）が、±２０％の範囲で漏れ電流がばら
ついており、これらの容量素子（11）のうち、Ｃ１～Ｃ８がグループ（A）に含まれ、Ｃ
９～Ｃ１６がグループ（B）に含まれている。
【００３３】
　上記のように容量素子（11）を漏れ電流の大きさに応じてグループに分けするには、容
量素子（11）の漏れ電流を予め測定しておく必要がある。容量素子（11）の漏れ電流は、
例えば容量素子（11）の最終検査工程におけるエージング試験（定格電圧、定格電流以下
での充放電試験）において、充電完了後に、無負荷状態で一定時間後の電圧降下を測定す
ることでわかる。ここで、容量素子（11）の容量をＣ、電圧降下をＶ、漏れ電流をＩ、そ
して漏れ電流の計測時間をｔとすると、ＣＶ＝Ｉｔの関係があるから、この式より漏れ電
流を算出できる。例えば、Ｃ＝１Ｆ、ｔ＝１００ｓｅｃとして、初期の充電電圧が２．５
Ｖで、１００ｓｅｃ後の端子電圧が２．４９Ｖであった場合には、Ｖ＝０．０１Ｖである
。そして、前記の式から漏れ電流を求めると、Ｉ＝０．１ｍＡとなる。
【００３４】
　特に、ＥＤＬＣは、製造工程で漏れ電流を全数計測し、漏れ電流の大きいもの（規格外
のもの）についてはロットアウトするのが一般的なので、この検査工程において漏れ電流
値で容量素子（11）をグループ分けができる。
【００３５】
　以上のようにグループ分けを行った後、２つの直列容量素子ブロック（10）のうち、一
方の直列容量素子ブロック（10）をグループ（A）内の容量素子（11）（すなわち、Ｃ１
～Ｃ８）で構成し、他方の直列容量素子ブロック（10）をグループ（B）（すなわちＣ９
～Ｃ１６）で構成する。これにより、漏れ電流値の揃った容量素子（11）同士を直列接続
してモジュール化することができる。
【００３６】
　－蓄電装置（1）における容量素子（11）間の電圧アンバランス－
　例えば、図５に示した回路構成の蓄電装置（基本構成と呼ぶことにする）の代わりに使
用する蓄電装置として蓄電装置（1）を構成したとして、蓄電装置（1）における容量素子
（11）間の電圧アンバランスを検討してみる。なお、基本構成の蓄電装置は、８個の容量
素子（101～108）が直列に接続され、それぞれの容量素子（単セル）は、容量（単セル容
量）が２０Ｆである。したがって、それぞれの容量素子の出力電圧が２．５Ｖであるもの
とすると、この例では合成容量は２．５Ｆ、出力電圧は２０Ｖ（＝２．５Ｖ×８）である
。
【００３７】
　この基本構成の蓄電装置に相当する電力を、本実施形態の蓄電装置（1）で供給するに
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は、直列容量素子ブロック（10）ひとつあたりの合成容量は、１．２５Ｆとする必要があ
る。このとき、１つの直列容量素子ブロック（10）を８個の容量素子（11）を直列接続し
て構成するには、それぞれの容量素子（11）は、容量を１０Ｆ、出力電圧を２．５Ｖとす
ればよい。
【００３８】
　基本構成の蓄電装置は、直列接続の容量素子が１列のみなので、漏れ電流による電圧ア
ンバランスを補正することはできない。そして、場合よっては、容量素子同士の漏れ電流
の差が大きな（過充電になる）組み合わせになる場合もありえる。
【００３９】
　また、例えば上記のグループ（A）の容量素子（11）のみで１つの基本構成の蓄電装置
を製造し、グループ（A）の容量素子（11）のみで１つの基本構成の蓄電装置を製造する
ことも考えられるが、これでは、製造する装置毎の漏れ電流の大きさが異なることになり
、好ましくない。
【００４０】
　これに対し、本実施形態では、それぞれの直列容量素子ブロック（10）における容量素
子（11）の漏れ電流のばらつき範囲は、該蓄電装置（1）全体における容量素子（11）の
漏れ電流のばらつき範囲よりも小さくなるように構成されている。上記の例では、容量素
子（11）が、上記のように漏れ電流の大きさに応じて２つのグループ（A,B）に分けられ
、１つの直列容量素子ブロック（10）は、１つのグループ内の容量素子（11）で構成され
ているので、直列容量素子ブロック（10）単位で見ると、漏れ電流のばらつき範囲は、理
論的には基本構成の蓄電装置の半分以下になる。したがって、いずれの直列容量素子ブロ
ック（10）においても、容量素子（11）間の電圧アンバランスが低減されることになる。
これにより、この蓄電装置（1）に対して充電しても、容量素子（11）が過充電にはなり
難くい。また、この具体例では、基本構成の２倍の個数の容量素子を使用するので、製造
に使用する容量素子をより多く準備する必要があるが、これには、漏れ電流のばらつき範
囲の偏りを小さくできるという効果もある。
【００４１】
　以上のように、本実施形態によれば、蓄電装置における容量素子間の電圧アンバランス
を低減することができる。しかも、無負荷状態で流れる電流は、各容量素子（11）の漏れ
電流のみであり、容量素子にバランス抵抗を付加した蓄電装置のように、電圧アンバラン
ス低減のために無駄なエネルギーを消費することがない。また、故障やコストアップに繋
がる特別な回路も不要である。
【００４２】
　なお、容量素子（11）の漏れ電流によるグループ分けは、上記のようにそれぞれのばら
つき範囲が重ならないようにする必要は必ずしもない。例えば、図６に示すようにグルー
プ間で、ばらつき範囲が重なっていてもよい。
【００４３】
　《実施形態１の変形例１》
　図７は、本発明の実施形態１の変形例１に係る蓄電装置の構成を示す回路図である。図
７に示すように、本変形例に係る蓄電装置は、４つの直列容量素子ブロック（10）を備え
ている。
【００４４】
　本変形例のように、直列容量素子ブロック（10）が４つある蓄電装置を製造する場合に
は、図８に示すように、使用する容量素子（11）を漏れ電流の大きさに応じて４つのグル
ープに分ける。例えば、容量素子（11）の漏れ電流のばらつき範囲が±２０％あるとすれ
ば、－２０％以上且つ－１０％より小のグループ（A）と、－１０％以上で且つ０％より
小のグループ（B）と、０％以上で且つ１０％より小のグループ（C）と、１０％以上で且
つ２０％以下のグループ（Ｄ）とに分けることが考えられる。図８の例では、３２個の容
量素子（11）（Ｃ１～Ｃ３２とする）の漏れ電流を測定した結果、それぞれ、Ｃ１～Ｃ８
がグループ（A）、Ｃ９～Ｃ１６がグループ（B）、Ｃ１７～Ｃ２４がグループ（C）、Ｃ
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２５～Ｃ３２がグループ（D）にグループ分けされている。
【００４５】
　そして、それぞれの直列容量素子ブロック（１０）は、何れか１つのグループ内の容量
素子（１１）を直列接続にして製造すれば、漏れ電流のばらつき範囲は、直列容量素子ブ
ロック（10）単位で見ると、理論的には基本構成の蓄電装置の１／４以下になる。すなわ
ち、容量素子（11）を２グループに分けた場合よりも漏れ電流のばらつき範囲が小さい。
【００４６】
　このように各直列容量素子ブロック（10）における容量素子（11）の漏れ電流のばらつ
き範囲は、グループ数に応じて小さくなる。つまり、直列容量素子ブロック（10）の数が
多いほど、電圧アンバランスが小さいことになる。各直列容量素子ブロック（10）におけ
る漏れ電流のばらつき範囲は、漏れ電流が最大の容量素子（11）を満充電した際に、漏れ
電流が最小の容量素子（11）が過充電にならない範囲となるのがよい。そこで、直列容量
素子ブロック（10）の数（グループ数）は、この範囲に各直列容量素子ブロック（10）に
おける容量素子（11）の漏れ電流のばらつき範囲が収まるように定めることが考えられる
。
【００４７】
　《実施形態１の変形例２》
　図９は、本発明の実施形態１の変形例２に係る蓄電装置の構成を示す回路図である。こ
の変形例は、上記のように漏れ電流のばらつき範囲を狭めてもなお漏れ電流が最小の容量
素子（11）が過充電になる場合などに、さらに直列容量素子ブロック（10）の漏れ電流の
ばらつき範囲を狭めたい場合に適用できる形態である。本変形例に係る蓄電装置は、直列
容量素子ブロック（10）の構成が実施形態１の蓄電装置（1）と異なっている。具体的に
は、この蓄電装置では、容量素子（11）の漏れ電流の大きさのばらつき範囲が所定以上の
直列容量素子ブロック（10）における、一部の容量素子（11）に対して、図９に示すよう
に、抵抗器（12）が並列接続されている。このとき、抵抗器（12）が付加されるのは一部
の容量素子（11）のみでよい。具体的には、まず、その直列容量素子ブロック（10）内で
漏れ電流が最小のものに抵抗器（12）を付加し、それでもその直列容量素子ブロック（10
）が所望の漏れ電流の範囲に収まらない場合には、漏れ電流が小さい容量素子（11）から
順に順次付加する抵抗器（12）の数を増やしてゆく。
【００４８】
　このようにすることで、それぞれの直列容量素子ブロック（10）における容量素子（11
）の漏れ電流のばらつき範囲を、実施形態１の蓄電装置（1）よりもさらに狭めることが
できる。このとき、抵抗器（12）によって蓄電したエネルギーが消費されることになるが
、抵抗器（12）が付加されるのは一部の容量素子（11）のみでよいので、すべての容量素
子に対してバランス抵抗が付加されている従来の蓄電装置と比べると、無駄なエネルギー
消費は小さくなる。
【００４９】
　《具体例》
　例えば、出力電圧が２．５Ｖで、漏れ電流がそれぞれ０．１ｍＡ、０．０５ｍＡの２つ
の容量素子（11）が１つの直列容量素子ブロック（10）内に含まれていたとする。この場
合、例えば、漏れ電流が０．０５ｍＡの容量素子（11）に対して抵抗器（12）を使って、
０．０５ｍＡの電流をバイパスすれば、その端子電圧は、０．１ｍＡの漏れ電流の容量素
子（11）と等価に同なる。これには、抵抗器（12）として、Ｒ＝２．５Ｖ／０．０５ｍＡ
＝５０ｋΩの抵抗器を接続すればよい。
【００５０】
　《発明の実施形態２》
　図１０は、本発明の実施形態に係る蓄電装置（2）の構成を示すブロック図である。こ
の蓄電装置（2）では、少なくとも１つの直列容量素子ブロック（10）において、該直列
容量素子ブロック（10）内の複数の容量素子（11）が、並列容量素子ブロック（14）に置
き換えられている。
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【００５１】
　－並列容量素子ブロック（14）の構成－
　並列容量素子ブロック（14）は、複数（図１０の例では２個）の副容量素子（13）が並
列接続されている。この並列容量素子ブロック（14）では、副容量素子（13）として、Ｅ
ＤＬＣ（電気二重層キャパシタ）を採用している。ただし、副容量素子（13）の形式は、
これに限定されるものではなく、種々の形式の容量素子を採用できる。なお、本実施形態
では、これらの副容量素子（13）の容量は何れも同容量で、且つ出力電圧も同じであるも
のとする。並列容量素子ブロック（14）における、具体的な副容量素子（13）の容量、個
数等については、後に具体例で詳述する。
【００５２】
　本実施形態では、上記のように副容量素子（13）同士を並列接続して、漏れ抵抗のばら
つきを平均化している。その際、並列接続する副容量素子（13）を、漏れ電流の大きさに
応じて選択し、並列容量素子ブロック（14）単位の漏れ電流値ができるだけ同じ値になる
ようにしている。
【００５３】
　具体的には、蓄電装置（1）全体の副容量素子（13）うちの漏れ電流の大きさが最大の
副容量素子（13）及び漏れ電流の大きさが最小の副容量素子（13）の少なくとも一方は、
その副容量素子（13）とは漏れ電流の大きさが異なる副容量素子（13）と並列接続される
ようにしている。
【００５４】
　つまり、後に例示するように、漏れ抵抗が最大の副容量素子（13）のみで構成した並列
容量素子ブロック（14）と、漏れ抵抗が最小の副容量素子（13）のみで構成した並列容量
素子ブロック（14）とが蓄電装置（2）に含まれている場合には、並列容量素子ブロック
（14）単位で見た漏れ電流のばらつき範囲が、副容量素子（13）単位で見た漏れ電流のば
らつき範囲と同じになるため、このような副容量素子（13）の組み合わせを除外している
のである。
【００５５】
　より効果的に各並列容量素子ブロック（14）の漏れ電流の大きさを揃えるには、漏れ電
流が最大、最小の副容量素子（13）以外の副容量素子（13）の漏れ電流の大きさも考慮し
て、各並列容量素子ブロック（14）に使用する副容量素子（13）を選択するのがよい。こ
れには、一例として次のような方法がある。
【００５６】
　まず、並列容量素子ブロック（14）の製造に使用する副容量素子（13）を、漏れ電流の
大きさに応じて、複数のグループに分ける。このときのグループ数は、該並列容量素子ブ
ロック（14）において並列接続される副容量素子（13）の個数とするのがよい。すなわち
、本実施形態では、並列容量素子ブロック（14）が２つの副容量素子（13）で構成されて
いるので、副容量素子（13）を漏れ電流の大きさに応じて２つのグループに分ける（図４
を参照）。例えば、副容量素子（13）の漏れ電流のばらつき範囲が±２０％あるとすれば
、－２０％以上で且つ０％以下のグループ（A）と、０％より大で且つ＋２０％以下のグ
ループ（B）とに分け、並列容量素子ブロック（14）内の一方の副容量素子（13）として
グループ（A）内の副容量素子（13）を選択し、他方の副容量素子（13）としてグループ
（B）内の副容量素子（13）を選択する。
【００５７】
　次に、それぞれのグループから選んだ副容量素子（13）を並列接続する。このとき、並
列接続する副容量素子（13）は、漏れ電流の差が大きな組み合わせ（漏れ抵抗の差が大き
な組み合わせ）となるように選ぶのが好ましい。例えば、上記の例では、グループ（A）
内の漏れ電流が最小の副容量素子（13）と、グループ（B）内の漏れ電流が最大の副容量
素子（13）とを組み合わせるのがよい。
【００５８】
　－蓄電装置（2）における並列容量素子ブロック（14）間の電圧アンバランス－
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　例えば、実施形態１の蓄電装置（1）で、一方の直列容量素子ブロック（10）内の２つ
の容量素子（11）を、それぞれ並列容量素子ブロック（14）で置き換えたとする。この場
合、並列容量素子ブロック（14）ひとつあたりの合成容量は、１０Ｆとする必要がある。
例えば、１つの並列容量素子ブロック（14）を２個の副容量素子（13）を並列接続して構
成するとすれば、それぞれの副容量素子（13）は、容量を５Ｆ、出力電圧を２．５Ｖとす
ればよい。このとき、容量素子（11）の容量を１０Ｆ、出力電圧を２．５Ｖ、漏れ抵抗の
中央値を２０ｋΩとして±２０％のばらつきを有しているとする。これに対し、副容量素
子（13）の漏れ抵抗は、並列容量素子ブロック（14）を直列容量素子ブロック（10）内の
容量素子（11）と等価にするために、そのばらつき範囲は４０ｋΩ±２０％であるものと
する。つまり、蓄電装置（2）全体における副容量素子（13）の漏れ電流のばらつき範囲
は、漏れ抵抗に換算して、４０ｋΩ±２０％である。
【００５９】
　《具体例》
　例えば、４つの副容量素子（13）の漏れ電流を測定し、それを漏れ抵抗に換算したとこ
ろ、それぞれ３２ｋΩが２つ、４８ｋΩが２つであったとする。この場合は、中央値の４
０ｋΩを境界にして副容量素子（13）を２つのグループに分ける。この例では、一方グル
ープには漏れ抵抗が３２ｋΩの副容量素子（13）のみ、もう一方のグループには漏れ抵抗
が４８ｋΩの副容量素子（13）のみがそれぞれ含まれる。したがって、この例では、漏れ
抵抗が３２ｋΩの副容量素子（13）と漏れ抵抗が４８ｋΩの副容量素子（13）とを並列接
続した並列容量素子ブロック（14）を２つ形成し、それらの並列容量素子ブロック（14）
を用いて一方の直列容量素子ブロック（10）を形成する。
【００６０】
　この構成の蓄電装置（2）では、図１１に示すように、それぞれの並列容量素子ブロッ
ク（14）は、何れも３２ｋΩの抵抗と４８ｋΩの抵抗が並列接続された状態（すなわち１
９．２ｋΩ）であるので、それぞれの並列容量素子ブロック（14）単位の漏れ抵抗は、何
れも１９．２ｋΩである。したがって、蓄電装置（2）全体では、漏れ抵抗が１９．２ｋ
Ωの容量素子が２つ直列接続された状態と等価と見ることができる。この状態では、２つ
の並列容量素子ブロック（14）間には電圧のアンバランスを生じない。また、この１９．
２ｋΩという値は、容量素子（11）の漏れ抵抗の中央値である２０ｋΩにも近い値であり
、並列容量素子ブロック（14）に直列接続された容量素子（11）との電圧アンバランスも
小さい。
【００６１】
　以上のように、本実施形態によれば、蓄電装置における容量素子間の電圧アンバランス
を低減することができる。しかも、無負荷状態で流れる電流は、各容量素子（11）及び副
容量素子（13）の漏れ電流のみであり、容量素子にバランス抵抗を付加した蓄電装置のよ
うに、電圧アンバランス低減のために無駄なエネルギーを消費することがない。また、故
障やコストアップに繋がる特別な回路も不要である。
【産業上の利用可能性】
【００６２】
　本発明に係る蓄電装置は、容量素子に蓄電して電力を供給する蓄電装置として有用であ
る。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】本発明の実施形態に係る蓄電装置（1）の構成を示すブロック図である。
【図２】容量素子の端子電圧の経時変化を示す図である。
【図３】容量素子の等価回路を示す図である。
【図４】容量素子の漏れ電流のばらつき、及び容量素子のグループ分けを説明する図であ
る。
【図５】容量素子が一列分だけ直列接続された蓄電装置（基本構成）の回路図である。
【図６】容量素子のグループ分けの他の一例を示す図である。
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【図７】本発明の実施形態１の変形例１に係る蓄電装置の構成を示す回路図である。
【図８】実施形態１の変形例１における、容量素子のグループ分けを説明する図である。
【図９】本発明の実施形態１の変形例２に係る蓄電装置の構成を示す回路図である。
【図１０】本発明の実施形態に係る蓄電装置（2）の構成を示すブロック図である。
【図１１】並列容量素子ブロック（14）単位の漏れ抵抗を説明する図である。
【符号の説明】
【００６４】
　１０　　　直列容量素子ブロック
　１１　　　容量素子
　１２　　　抵抗器
　１３　　　副容量素子
　１４　　　並列容量素子ブロック
　３０　　　接続部

【図１】 【図２】

【図３】
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【図５】

【図６】

【図７】 【図８】
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