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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　並列に接続されるとともに、充放電を制御する電力変換手段と接続される複数の電池モ
ジュールと、
　電圧変換手段と、
　前記電圧変換手段を制御する制御手段とを備え、
　前記電池モジュールの各々は、
　複数の電池が直列に接続された組電池と、
　該組電池に対応して設けられたセルバランス回路と、
　各前記組電池の端子間電圧をそれぞれ計測し、計測結果を出力する複数の組電池電圧セ
ンサと
を有し、
　前記制御手段は、
　前記セルバランス回路によるセルバランス制御が開始される場合に、セルバランス制御
を行う前記電池モジュールに流れる電流が規定値以下となるように前記電圧変換手段を制
御し、前記セルバランス制御が終了した場合に、前記電圧変換手段の運転を正常状態に戻
す蓄電システム。
【請求項２】
　前記制御手段は、
　前記セルバランス制御中において、負荷の状態に応じた要求電力量を他の前記電池モジ
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ュールからの電力供給だけでは負担できなくなった場合に、前記セルバランス制御を停止
させ、前記セルバランス制御が行われていた前記電池モジュールに対応する前記電圧変換
手段の運転を通常状態に戻す請求項１に記載の蓄電システム。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記セルバランス回路によるセルバランス制御が開始される場合に、
セルバランス制御の対象となる前記組電池の各セル電圧を計測する期間に限って、セルバ
ランス制御を行う前記電池モジュールに流れる電流が規定値以下となるように前記電圧変
換手段を制御し、前記セル電圧の計測後は、前記電圧変換手段の運転を通常状態に戻す請
求項１または請求項２に記載の蓄電システム。
【請求項４】
　前記電力変換手段と接続される１台の電圧変換手段と、
　前記電池モジュールの各々と前記電力変換手段との間に設けられた複数の開閉手段と、
　各前記電池モジュールと前記電圧変換手段との間に設けられた第４の開閉手段と
を備え、
　前記制御手段は、
　前記セルバランス回路によるセルバランス制御が開始される場合に、セルバランス制御
を行う前記電池モジュールに対応する前記開閉手段を開状態とするとともに、該電池モジ
ュールに対応する前記第４の開閉手段を閉状態とし、
　前記セルバランス制御が終了した場合に、開状態としていた前記開閉手段を閉状態とす
るとともに、閉状態としていた前記第４の開閉手段を開状態とする請求項１から請求項３
のいずれかに記載の蓄電システム。
【請求項５】
　前記制御手段は、同時にセルバランス制御を行うことができる電池モジュールの最大個
数を保有しており、該最大個数の範囲内でセルバランス制御を実施させる請求項１から請
求項４のいずれかに記載の蓄電システム。
【請求項６】
　前記制御手段は、セル電圧のばらつきが大きな電池モジュールから優先させて前記セル
バランス制御を行わせる請求項５に記載の蓄電システム。
【請求項７】
　前記制御手段は、セルバランス制御を行っている前記電池モジュールのセル電圧差とセ
ルバランス制御待ちの前記電池モジュールのセル電圧差との差分が既定の閾値以下となっ
た場合に、セルバランス制御を行う電池モジュールの切り替えを行う請求項５または請求
項６に記載の蓄電システム。
【請求項８】
　同時にセルバランス制御を行うことができる電池モジュールの最大個数は、平均的な負
荷を賄える数に設定されている請求項５から請求項７のいずれかに記載の蓄電システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の電池を直列に接続した組電池を備える電池モジュールを並列に接続し
てなる蓄電システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、二次電池のセルバランス方式として、抵抗バイパス方式、トランス方式、フライ
ングキャパシタ方式、充電電源方式等、様々な方式が提案、実用化されている。これらの
方式は、いずれも、セルを複数個直列接続した組電池で各セルの充電状態を均等化するも
のである。
　セルバランス方式は、各セル電圧を均等化するように動作するのが一般的であるが、均
等化制御中において、充放電電流と内部抵抗に起因する電圧降下によるバランス誤差が生
ずる可能性がある。大電流で充放電を行う場合、この誤差は顕著になるため、従来は、充
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放電停止中か充放電電流が小さいときに均等化制御を行うことが提案されている。
【特許文献１】特許第３２２９６９６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、複数のセルを直列接続してアームを構成し、このアームが更に複数個並列に
接続されてなる組電池においては、一つのアームについて均等化が必要となった場合、全
てのアームの動作を停止させて均等化を行うとすると、均等化が必要ではないアームにつ
いても動作停止を迫られることとなり、運転効率が悪化するという問題があった。
【０００４】
　本発明は、上記問題を解決するためになされたもので、電池の劣化及び運転効率の低下
を抑制しながら、セルバランス動作を確実に実施することのできる蓄電システムを提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するために、本発明は以下の手段を採用する。
　本発明の参考例は、並列に接続されるとともに、充放電を制御する電力変換手段と接続
される複数の電池モジュールと、前記電池モジュールの各々と前記電力変換手段との間に
設けられた複数の開閉手段と、前記開閉手段を制御する制御手段とを備え、前記電池モジ
ュールの各々は、複数の電池が直列に接続された組電池と、該組電池に対応して設けられ
たセルバランス回路と、各前記組電池の端子間電圧をそれぞれ計測し、計測結果を出力す
る複数の組電池電圧センサとを有し、前記制御手段は、前記セルバランス回路によるセル
バランス制御が開始される場合に、セルバランス制御を行う前記電池モジュールに対応す
る前記開閉手段を開状態とし、前記セルバランス制御が終了し、かつ、受信した前記端子
間電圧に基づいて、前記セルバランス制御が行われた前記電池モジュールの端子間電圧と
他の前記電池モジュールの端子間電圧との電圧差が既定の許容範囲内となった場合に、開
状態としていた前記開閉手段を閉状態とする蓄電システムを提供する。
【０００６】
　このような構成によれば、各電池モジュールと電力変換装置との間に開閉手段を設けた
ので、セルバランス制御を行う電池モジュールのみを電力変換装置から切り離すことが可
能となる。これにより、他の電池モジュールについては充放電を継続して行わせることが
できる。更に、非接続状態とした電池モジュールを再投入する場合には、他の電池モジュ
ールとの電圧差を考慮するので、過電流が流れる等の問題を解消することができる。
【０００７】
　参考例の上記蓄電システムは、前記開閉手段の各々に対して並列に接続される抵抗手段
と、前記抵抗手段と直列に接続される第２の開閉手段とを備え、前記制御手段は、前記電
池モジュールのセルバランス制御が終了した場合に、セルバランス制御を行っていた前記
電池モジュールに対応する前記第２の開閉手段を閉状態とし、セルバランス制御が行われ
た前記電池モジュールの端子間電圧と他の前記電池モジュールの端子間電圧との差分が既
定の許容範囲内となった場合に、前記第２の開閉手段を開状態とするとともに、該第２の
開閉手段に並列接続されている前記開閉手段を閉状態とすることとしてもよい。
【０００８】
　このような構成によれば、セルバランス制御が終了した場合に、その電池モジュールと
電力変換手段とを抵抗手段を介して接続するので、電池モジュールに流れる電流を制限す
ることが可能となる。また、このように抵抗手段を設けることで、セルバランス制御を行
っていた電池モジュールを早期に電力変換手段に接続することが可能となり、蓄電システ
ムの能力を向上させることができる。
【０００９】
　また、参考例の上記蓄電システムは、前記開閉手段の各々に対して並列に接続される抵
抗手段と、前記抵抗手段と直列に接続される第２の開閉手段とを備え、前記制御手段は、
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前記セルバランス制御を行っていない前記電池モジュールに関しては、該電池モジュール
に対応する前記第２の開閉手段と前記開閉手段とを閉状態とし、前記電池モジュールのセ
ルバランス制御を行う場合に、該電池モジュールに対応する前記第２の開閉手段と前記開
閉手段とを開状態とし、該セルバランス制御が終了した場合に、セルバランス制御を行っ
ていた前記電池モジュールに対応する前記第２の開閉手段を閉状態とし、セルバランス制
御が行われた前記電池モジュールの端子間電圧と他の前記電池モジュールの端子間電圧と
の差分が既定の許容範囲内となった場合に、セルバランス制御を行っていた前記電池モジ
ュールに対応する前記開閉手段を閉状態とすることとしてもよい。
【００１０】
　このような構成によれば、セルバランス制御が終了した場合に、その電池モジュールと
電力変換手段とを抵抗手段を介して接続するので、電池モジュールに流れる電流を制限す
ることが可能となる。また、このように抵抗手段を設けることで、セルバランス制御を行
っていた電池モジュールを早期に電力変換手段に接続することが可能となり、蓄電システ
ムの能力を向上させることができる。
【００１１】
　参考例の上記蓄電システムは、前記組電池の各々の電圧を調整するための充放電装置を
備え、前記制御手段は、前記セルバランス制御が終了した場合に、前記セルバランス制御
が行われた前記電池モジュールの端子間電圧と他の前記電池モジュールの端子間電圧との
差分に応じて、前記充放電装置を作動させることとしてもよい。
【００１２】
　このような構成によれば、セルバランス制御が終了した場合に、セルバランス制御を行
った電池モジュールの端子間電圧と他の電池モジュールの端子間電圧との差分が大きかっ
た場合には、充放電装置を作動させて当該電池モジュールの端子間電圧を調整することが
可能となる。これにより、セルバランス制御を行った電池モジュールの端子間電圧を早期
に他の電池モジュールの端子間電圧に近づけることが可能となる。この結果、非接続状態
としていた電池モジュールを早期に接続させることが可能となる。
【００１３】
　参考例の上記蓄電システムにおいて、前記制御手段は、前記セルバランス回路によるセ
ルバランス制御が開始される場合に、セルバランス制御の対象となる前記組電池の各セル
電圧を計測する期間に限って、セルバランス制御を行う前記電池モジュールに対応する前
記開閉手段を開状態とすることとしてもよい。
【００１４】
　このようにすることで、セル電圧を計測するわずかな時間だけ、電池モジュールを電力
変換手段と切り離せばよいので、この間における電池モジュールの電圧変化をわずかにと
どめることができる。これにより、他の電池モジュールとの電圧差を考慮することなく、
この電池モジュールを速やかに再投入することが可能となる。
【００１５】
　本発明は、並列に接続されるとともに、充放電を制御する電力変換手段と接続される複
数の電池モジュールと、電圧変換手段と、前記電圧変換手段を制御する制御手段とを備え
、前記電池モジュールの各々は、複数の電池が直列に接続された組電池と、該組電池に対
応して設けられたセルバランス回路と、各前記組電池の端子間電圧をそれぞれ計測し、計
測結果を出力する複数の組電池電圧センサとを有し、前記制御手段は、前記セルバランス
回路によるセルバランス制御が開始される場合に、セルバランス制御を行う前記電池モジ
ュールに流れる電流が規定値以下となるように前記電圧変換手段を制御し、前記セルバラ
ンス制御が終了した場合に、前記電圧変換手段の運転を正常状態に戻す蓄電システムを提
供する。
【００１６】
　このような構成によれば、開閉手段に代えて電圧変換手段を備えるので、この電圧変換
手段の運転を制御することで、各電池モジュールに流れる電流を制御することが可能とな
る。これにより、セルバランス制御を行う場合には、セルバランス制御を行う電池モジュ



(5) JP 5529402 B2 2014.6.25

10

20

30

40

50

ールに流れる電流を抑制するように電圧変換手段を作動させ、また、セルバランス制御が
終了した場合には、電圧変換手段の運転を正常状態に戻すことで、電池モジュールに過電
流が流れることを回避することが可能となる。
　上記「電池モジュールに流れる電流が規定値以下となるように」とは、電流がゼロの場
合も含む概念である。換言すれば、電圧変換手段の作動を停止させる場合も含むものとす
る。
【００１７】
　上記蓄電システムにおいて、前記制御手段は、前記セルバランス制御中において、負荷
の状態に応じた要求電力量を他の前記電池モジュールからの電力供給だけでは負担できな
くなった場合に、前記セルバランス制御を停止させ、前記セルバランス制御が行われてい
た前記電池モジュールに対応する前記電圧変換手段の運転を通常状態に戻すこととしても
よい。
【００１８】
　このような構成によれば、セルバランス制御中において、他の電池モジュールだけでは
要求電力量を負担できなくなった場合に、セルバランス制御を停止して、セルバランス制
御を行っていた電池モジュールを通常の運転状態に戻すので、セルバランス制御中におい
ても蓄電システムの性能を維持した運転を行うことが可能となる。
【００１９】
　上記蓄電システムにおいて、前記制御手段は、前記セルバランス回路によるセルバラン
ス制御が開始される場合に、セルバランス制御の対象となる前記組電池の各セル電圧を計
測する期間に限って、セルバランス制御を行う前記電池モジュールに流れる電流が規定値
以下となるように前記電圧変換手段を制御し、前記セル電圧の計測後は、前記電圧変換手
段の運転を通常状態に戻すこととしてもよい。
【００２０】
　このようにすることで、セル電圧を計測するわずかな時間だけ、電池モジュールの充放
電電流を抑制すればよいので、電池モジュールの運転効率を向上させることが可能となる
。上記「電池モジュールに流れる電流を抑制する」とは、電流がゼロの場合も含む概念で
ある。換言すれば、電圧変換手段の作動を停止させる場合も含むものとする。
【００２１】
　上記蓄電システムは、前記電力変換手段と接続される１台の電圧変換手段と、前記電池
モジュールの各々と前記電力変換手段との間に設けられた複数の開閉手段と、各前記電池
モジュールと前記電圧変換手段との間に設けられた第４の開閉手段とを備え、前記制御手
段は、前記セルバランス回路によるセルバランス制御が開始される場合に、セルバランス
制御を行う前記電池モジュールに対応する前記開閉手段を開状態とするとともに、該電池
モジュールに対応する前記第４の開閉手段を閉状態とし、前記セルバランス制御が終了し
た場合に、開状態としていた前記開閉手段を閉状態とするとともに、閉状態としていた前
記第４の開閉手段を開状態とすることとしてもよい。
【００２２】
　このような構成によれば、電圧変換手段の動作条件によっては、セルバランス制御中の
アームを常に電力変換手段と接続した状態としておけるので、セルバランス制御中であっ
てもアームの充放電を行うことが可能となる。これにより、蓄電システムの能力を向上さ
せることができる。
【００２３】
　上記蓄電システムにおいて、前記制御手段は、同時にセルバランス制御を行うことがで
きる電池モジュールの最大個数を保有しており、該最大個数の範囲内でセルバランス制御
を実施させることとしてもよい。
【００２４】
　上記蓄電システムにおいて、前記制御手段は、セル電圧のばらつきが大きな電池モジュ
ールから優先させて前記セルバランス制御を行わせることとしてもよい。
【００２５】
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　このようにすることで、セルバランス制御を効率的に行うことが可能となり、電池モジ
ュール間におけるセル電圧のばらつきを均等化することが可能となる。
【００２６】
　上記蓄電システムにおいて、前記制御手段は、セルバランス制御を行っている前記電池
モジュールのセル電圧差とセルバランス制御待ちの前記電池モジュールのセル電圧差との
差分が既定の閾値以下となった場合に、セルバランス制御を行う電池モジュールの切り替
えを行うこととしてもよい。
【００２７】
　このようにすることで、電池モジュール間におけるセル電圧のばらつきを均等化するこ
とが可能となる。この結果、セルバランス制御待ちの電池モジュールにおけるセル電圧の
過度なばらつきを防止することができる。
【００２８】
　上記蓄電システムにおいて、同時にセルバランス制御を行うことができる電池モジュー
ルの最大個数は、平均的な負荷を賄える数に設定されていることとしてもよい。
【００２９】
　このようにすることで、蓄電システムとしての機能を果たしながら、各電池モジュール
におけるセル間電圧を均等化することが可能となる。
　また、上記態様は、可能な範囲で組み合わせて利用することができるものである。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明によれば、電池の劣化及び運転効率の低下を抑制しながら、セルバランス動作を
確実に実施することができるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　以下に、本発明に係る蓄電システムの各実施形態について、図面を参照して説明する。
〔第１の実施形態〕
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る蓄電システムの概略構成を示したブロック図で
ある。図１に示すように、蓄電システムは、並列に接続される複数のアーム（電池モジュ
ール）１－１，１－２，・・・１－ｍを備えている。各アーム１－１，１－２，・・・１
－ｍは、それぞれ同様の構成を備えている。アーム１－１を例に挙げて説明すると、アー
ム１－１は、複数のセル（電池）Ｃ１，Ｃ２，・・・，Ｃｎが直列に接続された組電池２
と、セルバランス回路３と、各セルＣ１，Ｃ２，・・・，Ｃｎの電圧を計測するセル電圧
センサ４と、組電池２の端子間電圧を計測する組電池電圧センサ５と、セルバランス回路
３等を制御するアーム制御装置６とを備えている。
【００３２】
　各アーム１－１，１－２，・・・１－ｍは、開閉部（開閉手段）１０－１，１０－２，
１０－ｍを介して電力変換装置（電力変換手段）２０に接続されている。電力変換装置２
０は、例えば、負荷が接続されている商用系統に接続されており、蓄電システムの電力を
負荷に供給したり、商用系統から電力を取り込み、蓄電システムを充電する。
【００３３】
　各開閉装置１０－１，１０－２，１０－ｍ、電力変換装置２０は、システム制御装置（
制御手段）３０によって制御される。また、システム制御装置３０及び各アーム１－１，
１－２，・・・１－ｍが備えるアーム制御装置６とは、情報の授受が可能な構成とされて
いる。これにより、例えば、情報を相互にやり取りすることで、セルバランス回路３の作
動タイミングに同期してシステム制御装置３０が開閉装置１０－１，１０－２，１０－ｍ
の開閉を制御する。更に、各アーム１－１，１－２，・・・１－ｍのアーム制御装置６は
、相互に情報を授受することが可能とされている。これにより、例えば、各アーム１－１
，１－２，・・・１－ｍが備える組電池２の端子間電圧をアーム間で共有することが可能
となる。
【００３４】
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　蓄電システムの動作中においては、システム制御装置３０により、全ての開閉装置１０
－１，１０－２，・・・１０－ｍが閉状態とされ、各アーム１－１，１－２，・・・１－
ｍと電力変換装置２０とが接続状態とされる。放電時においては、各アーム１－１，１－
２，・・・１－ｍが備える組電池２に蓄電された電力が電力変換装置２０を介して負荷に
供給され、充電時においては、商用系統からの電力が電力変換装置２０を介して各組電池
２に供給される。
【００３５】
　このような運転動作中において、各アーム１－１，１－２，・・・１－ｍのセル電圧セ
ンサ４は、所定の時間間隔で、組電池２を構成する各セルＣ１，Ｃ２，・・・Ｃｎのセル
電圧を検出し、この検出結果をアーム制御装置６に出力する。また、組電池電圧センサ５
により組電池２の端子間電圧が検出され、検出結果がアーム制御装置６に出力される。
【００３６】
　アーム制御装置６は、各セルの電圧差を算出し、この電圧差が予め設定されている所定
の均等範囲外であった場合に、セルバランス制御（セル電圧の均等化）が必要であると判
断し、その旨の信号をシステム制御装置３０に出力する。
　以下、アーム１－１においてセルバランス制御が必要であると判断された場合を想定し
て説明する。
【００３７】
　アーム１－１のアーム制御装置６からセルバランス制御の必要性を通知されたシステム
制御装置３０は、アーム１－１に対応する開閉装置１０－１を開状態とするとともに、開
閉装置１０－１を開状態とした旨の信号をアーム１－１のアーム制御装置６に通知する。
この通知を受け、アーム制御装置６は、セルバランス回路３を作動させる。これにより、
アーム１－１のセルバランス制御が開始され、各セルＣ１，Ｃ２，Ｃｎ間の電圧差が徐々
に均等化される。そして、セル電圧の差分が予め設定されている均等範囲内に入ると、ア
ーム制御装置６はセルバランス回路３の作動を停止させ、セルバランス制御が終了した旨
をシステム制御装置３０に通知する。
【００３８】
　システム制御装置３０は、セルバランス制御の終了通知を受信すると、各アーム１－１
，１－２，・・・１－ｍが備えるアーム制御装置６から各アーム１－１，１－２，・・・
１－ｍの組電池２の端子間電圧の情報を定期的に受信し、アーム１－１の組電池２の端子
間電圧と他のアーム１－２，１－ｍの組電池２の端子間電圧との電圧差が既定の許容範囲
内となった場合に、アーム１－１に対応する開閉手段１０－１を閉状態とする。これによ
り、アーム１－１が電力変換装置２０に再び接続され、充放電が可能な状態となる。
【００３９】
　以上説明してきたように、本実施形態に係る蓄電システムによれば、各アーム１－１，
１－２，・・・１－mと電力変換装置２０との間に開閉装置１０－１，１０－２，・・・
１０－ｍを設けたので、セルバランス制御を行うアーム１－１のみを電力変換装置２０か
ら切り離すことが可能となる。これにより、他の電池モジュール１－２，・・・１－mに
ついては充放電を継続して行わせることができる。
　更に、非接続状態としたアーム１－１を再投入する場合には、他のアーム１－２，・・
・１－mとの電圧差を考慮するので、過電流が流れる等の問題を解消することができ、ア
ーム１－１が備える組電池２の劣化を抑制することが可能となる。
【００４０】
　なお、上記セルバランス回路３は、公知のものを適用することができる。また、アーム
制御装置６におけるセルバランス制御が必要であるか否かの判断基準については、適宜設
定・変更することが可能である。例えば、セル電圧の最大値と最小値との差分が予め設定
されている基準値以上であった場合に、セルバランス制御が必要であると判断することと
してもよい。
【００４１】
〔第２の実施形態〕



(8) JP 5529402 B2 2014.6.25

10

20

30

40

50

　次に、本発明の第２の実施形態に係る蓄電システムついて説明する。
　上述した第１の実施形態では、セルバランス制御が終了するまで、セルバランス制御を
行っているアームに対応する開閉装置を開状態とし、このアームと電力変換装置とを非接
続状態としていた。本実施形態では、蓄電システムの構成は上述した第１の実施形態と同
様であるが、システム制御装置３０による開閉装置の開閉タイミングが異なる。
　以下、本実施形態に係る蓄電システムについて、図１を用いて説明する。また、本実施
形態においても、アーム１－１においてセルバランス制御が必要であると判断された場合
を想定して説明を行う。
【００４２】
　本実施形態に係る蓄電システムにおいて、システム制御装置３０は、アーム１－１のア
ーム制御装置６からセルバランス制御を行う旨の通知を受信すると、アーム１－１に対応
する開閉装置１０－１を開状態し、開状態とした旨の通知をアーム１－１のアーム制御装
置６に対して送信する。アーム制御装置６は、開閉装置１０－１が開状態となった旨の通
知を受信すると、セルバランス制御に関する各処理を所定の順序で実行する。
【００４３】
　まず、セルバランス制御では、セル電圧センサ４によりセル電圧が計測され、この計測
結果がアーム制御装置６に出力される。アーム制御装置６は、セル電圧の計測結果を取得
すると、システム制御装置３０に対してセル電圧の計測が終了した旨の通知を行う。シス
テム制御装置３０は、この通知を受信すると、開状態としていた開閉装置１０－１を閉状
態とする。
【００４４】
　また、アーム１－１のアーム制御装置６は、セル電圧センサ４から各セル電圧の計測結
果を取得すると、このセル電圧のばらつきからセルバランス制御に要する時間を計算した
後、セルバランス回路３を作動させるとともに作動時間を計時する。そして、アーム制御
装置６は、セルバランス回路３の作動開始から計算した該時間が経過したときに、セルバ
ランス回路３の作動を停止させ、セルバランス制御が終了した旨をシステム制御装置３０
に通知する。
【００４５】
　以上説明してきたように、本実施形態に係る蓄電システムによれば、セルバランス制御
においてセル電圧を計測するわずかな期間に限って、セルバランス制御を行うアームを電
力変換装置２０から切り離すので、この間におけるアームの組電池２の電圧変化をわずか
にとどめることができる。これにより、上述した第１の実施形態のように、開閉装置を開
状態から閉状態へ切り替える際の電圧調整が不要となるとともに、アームを早期に電力変
換装置と再接続することが可能となる。この結果、セルバランス制御を行いながらも、通
常の充放電制御を行うことが可能となり、セルバランス制御による蓄電システムの効率低
下を抑制することができる。
【００４６】
〔第３の実施形態〕
　次に、本発明の第３の実施形態に係る蓄電システムついて、図２を用いて説明する。以
下、本実施形態の蓄電システムについて、第１の実施形態と共通する点については説明を
省略し、異なる点について主に説明する。また、本実施形態においても、アーム１－１に
おいてセルバランス制御が必要であると判断された場合を想定して説明を行う。
【００４７】
　本実施形態の蓄電システムが第１の実施形態と異なる点は、各開閉装置１０－１，１０
－２，・・・１０－ｍに対し電流抑制部４０－１，４０－２，・・・４０－ｍを並列に接
続した点である。電流抑制部４０－１，４０－２，・・・４０－ｍは、それぞれ抵抗素子
（抵抗手段）４１と第２の開閉装置（第２の開閉手段）４２とが直列に接続された構成と
されている。
【００４８】
　このような構成を備える蓄電システムにおいて、システム制御装置３０は、アーム１－



(9) JP 5529402 B2 2014.6.25

10

20

30

40

50

１のアーム制御装置６からアーム１－１のセルバランス制御が必要である旨の通知を受信
すると、閉状態であった開閉装置１０－１を開状態とし、アーム１－１と電力変換装置２
０とを非接続状態とする。この状態において、アーム１－１のセルバランス制御がアーム
制御装置６の制御のもと行われ、セルバランス制御が終了すると、アーム制御装置６はシ
ステム制御装置３０に対してセルバランス制御が終了した旨の通知を送信する。この通知
を受信すると、システム制御装置３０は、開閉装置１０－１を開状態で維持したまま、ア
ーム１－１に対応する電流抑制部４０－１の第２の開閉装置４２を閉状態とする。これに
より、電力変換装置２０とアーム１－１とが抵抗素子４１を介して接続される。
【００４９】
　そして、システム制御装置３０は、セルバランス制御が行われたアーム１－１の組電池
２の端子間電圧と他のアームの組電池２の端子間電圧との差分が既定の許容範囲内となっ
た場合に、電流抑制部４０－１の第２の開閉装置４２を開状態とするとともに、アーム１
－１の開閉装置１０－１を閉状態とする。
【００５０】
　このように、本実施形態に係る蓄電システムによれば、セルバランス制御が終了した場
合に、そのアームと電力変換装置２０とを抵抗素子４１を介して接続するので、アームに
流れる電流を制限することが可能となる。また、このように抵抗素子４１を設けることで
、セルバランス制御を行っていたアームを早期に電力変換装置２０に接続することが可能
となり、蓄電システムの能力を向上させることができる。
【００５１】
　なお、本実施形態において、以下のような開閉装置の切り替え方法を採用することも可
能である。例えば、システム制御装置３０は、セルバランス制御を行っていないアームに
関しては、該アームに対応する第２の開閉装置４２と開閉装置とを閉状態とし、セルバラ
ンス制御を行う場合に、セルバランスを行うアームに対応する第２の開閉装置４２と開閉
装置とを開状態とする。そして、該セルバランス制御が終了した場合に、システム制御装
置３０は、セルバランス制御を行っていたアームに対応する第２の開閉装置を閉状態とし
、更に、セルバランス制御が行われたアームの端子間電圧と他のアームの端子間電圧との
差分が既定の許容範囲内となった場合に、セルバランス制御を行っていたアームに対応す
る開閉装置を閉状態とする。このように開閉装置の切り替えを行っても、同様の作用効果
を得ることが可能である。
【００５２】
〔第４の実施形態〕
　次に、本発明の第４の実施形態に係る蓄電システムついて、図３を用いて説明する。以
下、本実施形態の蓄電システムについて、第１の実施形態と共通する点については説明を
省略し、異なる点について主に説明する。また、本実施形態においても、アーム１－１に
おいてセルバランス制御が行われていた場合を想定して説明を行う。
【００５３】
　本実施形態の蓄電システムが第１の実施形態と異なる点は、各アーム１－１，１－２，
・・・１－ｍに、組電池２の充放電を制御する充放電装置７が更に設けられている点であ
る。
　このような構成を備える蓄電システムにおいて、アーム１－１のセルバランス制御が終
了すると、アーム制御装置６は、アーム１－１の組電池２の端子間電圧と、他のアーム１
－２，・・・１－ｍの組電池２の端子間電圧とを比較し、これらの差分が許容範囲内であ
るか否かを判定する。
【００５４】
　この結果、許容範囲内でなければ、アーム制御装置６は対応する充放電装置７を作動さ
せ、組電池２の充放電を行うことで、この組電池２の端子間電圧を他のアーム１－２，・
・・１－ｍの組電池２の端子間電圧に近づける。そして、電圧差が許容範囲内となったと
ころで、その旨をシステム制御装置３０に通知する。システム制御装置３０は、この通知
を受信すると、アーム１－１に対応する開閉装置１０－１を閉状態とし、アーム１－１を
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電力変換装置２０と再接続させる。
【００５５】
　このように、本実施形態に係る蓄電システムによれば、セルバランス制御が終了した場
合に、セルバランス制御を行ったアーム１－１の組電池２の端子間電圧と他のアーム１－
２，・・・１－ｍの組電池２の端子間電圧との差分が大きかったときには、充放電装置７
を作動させて当該アーム１－１の端子間電圧を調整することが可能となる。これにより、
セルバランス制御を行ったアーム１の組電池２の端子間電圧を他のアームの組電池２の端
子間電圧に早期に近づけることができ、セルバランス制御を行ったアーム１－１の再投入
の時期を早めることが可能となる。
【００５６】
　なお、上記実施形態においては、各アーム１－１，１－２，・・・１－ｍ内に充放電装
置７を備えていたが、図４に示すように、アーム１－１，１－２，・・・１－ｍの外部に
充放電装置７を一つ設け、この充放電装置７と各アーム１－１，１－２，・・・１－ｍの
組電池２とを第３の開閉装置１２－１，１２－２，・・・１２－ｍを介して接続すること
としてもよい。このような構成では、充放電が必要な組電池２に対応する第３の開閉装置
のみを閉状態とし、該組電池２と充放電装置７とを接続することにより、組電池２の充放
電を行う。
【００５７】
〔第５の実施形態〕
　次に、本発明の第５の実施形態に係る蓄電システムついて、図５を用いて説明する。以
下、本実施形態の蓄電システムについて、第１の実施形態と共通する点については説明を
省略し、異なる点について主に説明する。また、本実施形態においても、アーム１－１に
おいてセルバランス制御が必要であると判断された場合を想定して説明を行う。
【００５８】
　図５に示すように、本実施形態の蓄電システムが第１の実施形態と異なる点は、開閉装
置１０－１，１０－２，１０－ｍに代えて、電圧変換装置（電圧変換手段）５０－１，５
０－２，５０－ｍを備えている点である。電圧変換装置５０－１，５０－２，５０－ｍは
、例えば、コンバータである。
【００５９】
　このような構成を備える蓄電システムにおいて、システム制御装置３０は、アーム１－
１のセルバランス制御が開始される場合に、セルバランス制御を行うアーム１－１に流れ
る電流が規定値以下となるように電圧変換装置５０－１を制御する。このとき、システム
制御装置３０は、電圧変換装置５０－１の作動を停止させてもよい。作動を停止させるこ
とで、アーム１－１に流れる電流をゼロにすることができる。
【００６０】
　そして、システム制御装置３０は、セルバランス制御が終了した旨の通知をアーム１－
１のアーム制御装置６から受信した場合に、電圧変換装置５０－１の運転を徐々に正常状
態に戻す。これにより、アーム１－１に流れる電流が上昇し、所定の期間後には、通常の
充放電状態となる。
【００６１】
　このように、本実施形態に係る蓄電システムによれば、開閉装置１０－１，１０－２，
１０－ｍに代えて電圧変換装置５０－１，５０－２，５０－ｍを備えるので、この電圧変
換装置５０－１，５０－２，５０－ｍの運転を制御することで、各アーム１－１，１－２
，・・・１－ｍに流れる電流を制御することが可能となる。これにより、例えば、セルバ
ランス制御を行う場合には、セルバランス制御を行うアームに流れる電流を抑制するよう
に電圧変換装置を作動させ、また、セルバランス制御が終了した場合には、徐々に電圧変
換装置の運転を正常状態に戻すことで、アームに過電流が流れることを回避することが可
能となる。
【００６２】
　また、このような構成によれば、電圧変換装置の動作条件によっては、セルバランス制
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御中のアームを常に電力変換装置２０と接続した状態としておけるので、セルバランス制
御中であってもアームの充放電を行うことが可能となる。これにより、蓄電システムの能
力を向上させることができる。
【００６３】
　また、本実施形態において、システム制御装置３０は、アーム１－１のセルバランス制
御中において、他のアーム１－２，・・・１－ｍによって要求電力量を負担できなくなっ
た場合に、アーム１－１のセルバランス制御を停止させ、セルバランス制御が行われてい
たアーム１－１に対応する電圧変換装置５０－１の運転を通常状態に戻すこととしてもよ
い。このようにすることで、セルバランス制御中においても蓄電システムの性能を維持し
た運転を行うことが可能となる。
【００６４】
　また、本実施形態では、セルバランス制御を実施している期間にわたって、電圧変換装
置５０－１の作動を抑制することとしたが、これに代えて、上述した第２の実施形態のよ
うに、セル電圧の計測時に限って電圧変換装置５０－１の作動を抑制させることとしても
よい。これにより、早期に電圧変換装置５０－１を通常の運転状態に戻すことができ、セ
ルバランス制御による蓄電システムの充放電効率の低下を抑制することが可能となる。
【００６５】
　また、本実施形態では、図５に示すように各アームに対応して電圧変換装置５０－１，
５０－２，５０－ｍを設けていたが、この構成に代えて、例えば、図６に示すように、１
つの電圧変換装置５０を設け、この電圧変換装置５０と各アーム１－１，１－２，・・・
１－ｍとを第４の開閉装置（第４の開閉手段）を介して接続することとしてもよい。この
ような構成では、セルバランス制御を行っているアーム１－１に対応する第４の開閉装置
のみを閉状態とし、このアーム１－１を電圧変換装置５０を介して電力変換装置２０と接
続することで、図５に示した構成の場合と同様の効果を得ることができる。
【００６６】
〔第６の実施形態〕
　次に、本発明の第６の実施形態に係る蓄電システムついて説明する。
　上述した各実施形態においては、一つのアーム１－１をセルバランス制御する場合につ
いて述べたが、本実施形態では、複数のアームのセルバランス制御を同時に行う点で異な
る。以下、システム構成として図１に示した第１の実施形態を例に挙げて、本実施形態に
係るシステム制御装置の制御方法について説明する。
【００６７】
　本実施形態係る蓄電システムにおいて、システム制御装置３０は、同時にセルバランス
制御を行うことが可能なアームの最大個数を保有しており、この最大個数の範囲内でセル
バランス制御を実施させる。この最大個数は、例えば、平均的な負荷を賄える数に設定さ
れている。
【００６８】
　システム制御装置３０は、各アーム１－１，１－２，・・・１－ｍが備えるアーム制御
装置６からセルバランス制御が必要であると通知されたアームの個数が、上記最大個数を
超えていた場合には、各アーム制御装置６からセル電圧の情報を取得し、この情報に基づ
いてセル電圧のばらつきが大きなアームから優先させてセルバランス制御を行わせる。そ
して、セルバランス制御が終了した時点で、セルバランス制御を行うアームを切り替える
ことにより、順番待ちのアームについても順番にセルバランス制御を実施する。
【００６９】
　以上説明したように、本実施形態に係る蓄電システムによれば、セルバランス制御を効
率的に行うことが可能となり、アーム間におけるセル電圧のばらつきを均等化することが
可能となる。
【００７０】
　なお、上記説明では、セルバランス制御が終了したときに、セルバランス制御を行うア
ームの切り替えを行っていたが、これに代えて、アームの切替時期を以下のようにしても
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よい。
　例えば、システム制御装置３０は、定期的に、セルバランス制御を行っているアームの
アーム制御装置６及びセルバランス制御待ちのアームのアーム制御装置６から、それぞれ
の組電池２の各セル電圧を受信し、受信した各アームにおけるセル電圧からセル電圧差の
最大値をアーム毎に算出する。そして、セルバランス制御を行っているアームのセル電圧
差の最大値とセルバランス制御待ちのアームのセル電圧差の最大値との差分が既定の閾値
以下となった場合に、セルバランス制御を行うアームの切り替えを行う。
【００７１】
　このようにすることで、アーム間におけるセル電圧のばらつきを均等化することが可能
となる。この結果、セルバランス制御待ちのアームにおけるセル電圧の過度なばらつきを
防止することができる。
【００７２】
〔変形例〕
　上述した各実施形態においては、各アーム１－１，１－２，・・・１－ｍ内にアーム制
御装置６を設け、このアーム制御装置６とシステム制御装置３０との間で情報を授受する
ことにより、セルバランス制御等を行っていたが、これら制御装置３０の構成や配置につ
いては限定されない。
　例えば、図７に示すように、各アーム１－１，１－２，・・・１－ｍに設けられていた
アーム制御装置６（図１参照）を省略するとともに、このアーム制御装置６の機能をシス
テム制御装置３０に担わせることで、システム制御装置３０だけでセルバランス制御に関
する全ての制御を行うこととしてもよい。
　また、この場合において、図８に示すように、システム制御装置３０を電力変換装置２
０’に設けることとしてもよい。
【００７３】
　以上、本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、本発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれ
る。
　例えば、上述した各実施形態に係る構成や制御方法に関する特徴部分は、可能な範囲で
組み合わせて利用することができるものである。
【図面の簡単な説明】
【００７４】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る蓄電システムの概略構成を示した図である。
【図２】本発明の第３の実施形態に係る蓄電システムの概略構成を示した図である。
【図３】本発明の第４の実施形態に係る蓄電システムの概略構成を示した図である。
【図４】本発明の第４の実施形態に係る蓄電システムの変形例を示した図である。
【図５】本発明の第５の実施形態に係る蓄電システムの概略構成を示した図である。
【図６】本発明の第５の実施形態に係る蓄電システムの変形例を示した図である。
【図７】本発明の第１の実施形態に係る蓄電システムの変形例を示した図である。
【図８】本発明の第１の実施形態に係る蓄電システムの変形例を示した図である。
【符号の説明】
【００７５】
１－１，１－２，・・・１－ｍ　アーム
２　組電池
３　セルバランス回路
４　セル電圧センサ
５　組電池電圧センサ
６　アーム制御装置
７　充放電装置
１０－１，１０－２，・・・１０－ｍ　開閉装置
１２－１，１２－２，・・・１２－ｍ　第３の開閉装置
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２０，２０’　電力変換装置
３０　システム制御装置
４０－１，４０－２，・・・４０－ｍ　電流抑制部
４１　抵抗素子
４２　第２の開閉装置
５０，５０－１，５０－２，・・・５０－ｍ　電圧変換装置

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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