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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リチウムイオン二次電池の容量の変化に対する開放電圧の変化を示す開放電圧特性に基
づく劣化診断によって、前記リチウムイオン二次電池の正極容量維持率、負極容量維持率
および電池容量変動量を取得するための劣化パラメータ取得部と、
　前記正極容量維持率および前記負極容量維持率と、前記電池容量変動量のうちの磨耗劣
化に対応した第１の変動量との間の予め求められた対応関係に従って、取得された前記正
極容量維持率および前記負極容量維持率に基づいて、取得された前記電池容量変動量を、
前記第１の変動量とリチウム析出による劣化に対応した第２の変動量とに分離するための
リチウム析出量推定部と、
　前記劣化パラメータ取得部によって取得された前記正極容量維持率および前記負極容量
維持率と、前記リチウム析出量推定部によって求められた前記第２の変動量との少なくと
も１つと、所定の判定値との比較に基づいて、前記リチウムイオン二次電池の再利用可否
を判定するための判定部とを備え、
　前記正極容量維持率は、前記リチウムイオン二次電池の初期状態における正極容量に対
する劣化状態の正極容量の比によって示され、
　前記負極容量維持率は、前記リチウムイオン二次電池の前記初期状態における負極容量
に対する前記劣化状態の負極容量の比によって示され、
　前記電池容量変動量は、前記劣化状態の負極容量と、前記劣化状態での正極組成軸に対
する負極組成軸のずれ量との積で示される、リチウムイオン二次電池の劣化判定システム
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。
【請求項２】
　前記判定部は、前記リチウム析出量推定部によって求められた前記第２の変動量に少な
くとも基づいて、前記リチウムイオン二次電池の負極の再利用可否を判定するとともに、
前記劣化パラメータ取得部により取得された前記正極容量維持率に少なくとも基づいて、
前記リチウムイオン二次電池の正極の再利用可否を判定する、請求項１記載のリチウムイ
オン二次電池の劣化判定システム。
【請求項３】
　前記判定部は、前記リチウム析出量推定部によって求められた前記第２の変動量と前記
判定値との比較に従って、前記リチウムイオン二次電池の負極材料のリサイクル可否を判
定する、請求項２記載のリチウムイオン二次電池の劣化判定システム。
【請求項４】
　前記判定値は、前記リチウムイオン二次電池のリユース可否を判定するための第１の判
定値と、前記リチウムイオン二次電池の電極材料のリサイクル可否を判定するための第２
の判定値とを含み、
　前記判定部は、前記第１の判定値を用いた再利用可否判定に従って、前記正極および前
記負極の両方が再利用可と判定されたときに前記リチウムイオン二次電池がリユース可能
であると判定する一方で、前記第２の判定値を用いた前記再利用可否判定に従って、前記
正極および前記負極のそれぞれについて個別にリサイクル可能であるか否かを判定する、
請求項２記載のリチウムイオン二次電池の劣化判定システム。
【請求項５】
　前記判定部は、前記リチウム析出量推定部によって求められた前記第１の変動量および
前記第２の変動量の大小関係に基づいて、前記リチウムイオン二次電池をリユースするの
に適した気候条件を示す情報を生成する、請求項１記載のリチウムイオン二次電池の劣化
判定システム。
【請求項６】
　前記判定部は、前記リチウム析出量推定部によって求められた前記第２の変動量に基づ
いて、前記リチウムイオン二次電池の負極材料のリサイクルに析出したリチウムの除去工
程の要否を示す情報を生成する、請求項１記載のリチウムイオン二次電池の劣化判定シス
テム。
【請求項７】
　前記劣化パラメータ取得部は、
　前記リチウムイオン二次電池の充放電による容量の変化に伴って出力電圧および出力電
流を検出することによって、前記開放電圧特性を測定するための測定部と、
　前記測定部によって測定された前記開放電圧特性に対して電圧誤差および容量誤差が最
小となる前記開放電圧特性を、前記正極容量維持率、前記負極容量維持率および前記電池
容量変動量を変化させながら特定することによって、前記リチウムイオン二次電池の前記
正極容量維持率、前記負極容量維持率および前記電池容量変動量を探索するためのパラメ
ータ探索部とを含む、請求項１～６のいずれか１項に記載のリチウムイオン二次電池の劣
化判定システム。
【請求項８】
　前記リチウムイオン二次電池は、車両の外部の電源による外部充電が可能に構成された
電動車両に搭載され、
　前記測定部は、前記外部充電の際に前記開放電圧特性を測定する、請求項７記載のリチ
ウムイオン二次電池の劣化判定システム。
【請求項９】
　前記リチウムイオン二次電池は、ハイブリッド自動車を含む電動車両に搭載され、
　前記測定部は、前記リチウムイオン二次電池の緩和状態のそれぞれにおいて前記出力電
圧に基づいて検出された前記開放電圧と、前記緩和状態の間での前記出力電流の積算値に
基づいて検出された前記容量の変化とを用いて、前記開放電圧特性を測定する、請求項７
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記載のリチウムイオン二次電池の劣化判定システム。
【請求項１０】
　前記測定部および前記パラメータ探索部は、前記電動車両に搭載された、前記リチウム
イオン二次電池の充放電を管理および制御するための制御ユニットによって構成され、
　前記劣化パラメータ取得部は、前記制御ユニットとの間での通信によって、前記正極容
量維持率、前記負極容量維持率および前記電池容量変動量を取得する、請求項８または９
記載のリチウムイオン二次電池の劣化判定システム。
【請求項１１】
　リチウムイオン二次電池の容量の変化に対する開放電圧の変化を示す開放電圧特性に基
づく劣化診断によって、前記リチウムイオン二次電池の正極容量維持率、負極容量維持率
および電池容量変動量を取得するステップと、
　前記正極容量維持率および前記負極容量維持率と、前記電池容量変動量のうちの磨耗劣
化に対応した第１の変動量との間の予め求められた対応関係に従って、取得された前記正
極容量維持率および前記負極容量維持率に基づいて、取得された前記電池容量変動量を、
前記第１の変動量とリチウム析出による劣化に対応した第２の変動量とに分離するステッ
プと、
　取得された前記正極容量維持率および前記負極容量維持率と、前記分離するステップに
よって求められた前記第２の変動量との少なくとも１つと、所定の判定値との比較に基づ
いて、前記リチウムイオン二次電池の再利用可否を判定するステップとを備え、
　前記正極容量維持率は、前記リチウムイオン二次電池の初期状態における正極容量に対
する劣化状態の正極容量の比によって示され、
　前記負極容量維持率は、前記リチウムイオン二次電池の前記初期状態における負極容量
に対する前記劣化状態の負極容量の比によって示され、
　前記電池容量変動量は、前記劣化状態の負極容量と、前記劣化状態での正極組成軸に対
する負極組成軸のずれ量との積で示される、リチウムイオン二次電池の劣化判定方法。
【請求項１２】
　前記判定するステップは、
　前記分離するステップによって求められた前記第２の変動量に少なくとも基づいて、前
記リチウムイオン二次電池の負極の再利用可否を判定するステップと、
　取得された前記正極容量維持率に少なくとも基づいて、前記リチウムイオン二次電池の
正極の再利用可否を判定するステップとを含む、請求項１１記載のリチウムイオン二次電
池の劣化判定方法。
【請求項１３】
　前記判定するステップは、
　前記分離するステップによって求められた前記第２の変動量と前記判定値との比較に従
って、前記リチウムイオン二次電池の負極材料のリサイクル可否を判定するステップを含
む、請求項１２記載のリチウムイオン二次電池の劣化判定方法。
【請求項１４】
　前記判定値は、前記リチウムイオン二次電池のリユース可否を判定するための第１の判
定値と、前記リチウムイオン二次電池の電極材料のリサイクル可否を判定するための第２
の判定値とを含み、
　前記判定するステップは、前記第１の判定値を用いた再利用可否判定に従って、前記正
極および前記負極の両方が再利用可と判定されたときに前記リチウムイオン二次電池がリ
ユース可能であると判定する一方で、前記第２の判定値を用いた前記再利用可否判定に従
って、前記正極および前記負極のそれぞれについて個別にリサイクル可能であるか否かを
判定する、請求項１２記載のリチウムイオン二次電池の劣化判定方法。
【請求項１５】
　前記判定するステップは、
　前記分離するステップによって求められた前記第１の変動量および前記第２の変動量の
大小関係に基づいて、前記リチウムイオン二次電池をリユースするのに適した気候条件を
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示す情報を生成するステップを含む、請求項１１記載のリチウムイオン二次電池の劣化判
定方法。
【請求項１６】
　前記判定するステップは、
　前記分離するステップによって求められた前記第２の変動量に基づいて、前記リチウム
イオン二次電池の負極材料のリサイクルに析出したリチウムの除去工程の要否を示す情報
を生成するステップを含む、請求項１１記載のリチウムイオン二次電池の劣化判定方法。
【請求項１７】
　前記取得するステップは、
　前記リチウムイオン二次電池の充放電による容量の変化に伴って出力電圧および出力電
流を検出することによって、前記開放電圧特性を測定するステップと、
　測定された前記開放電圧特性に対して電圧誤差および容量誤差が最小となる前記開放電
圧特性を、前記正極容量維持率、前記負極容量維持率および前記電池容量変動量を変化さ
せながら特定することによって、前記リチウムイオン二次電池の前記正極容量維持率、前
記負極容量維持率および前記電池容量変動量を探索するステップとを含む、請求項１１～
１６のいずれか１項に記載のリチウムイオン二次電池の劣化判定方法。
【請求項１８】
　前記リチウムイオン二次電池は、車両の外部の電源による外部充電が可能に構成された
電動車両に搭載され、
　前記測定するステップは、前記外部充電の際に前記開放電圧特性を測定する、請求項１
７記載のリチウムイオン二次電池の劣化判定方法。
【請求項１９】
　前記リチウムイオン二次電池は、ハイブリッド自動車を含む電動車両に搭載され、
　前記測定するステップは、前記リチウムイオン二次電池の緩和状態のそれぞれにおいて
前記出力電圧に基づいて検出された前記開放電圧と、前記緩和状態の間での前記出力電流
の積算値に基づいて検出された前記容量の変化とを用いて、前記開放電圧特性を測定する
、請求項１７記載のリチウムイオン二次電池の劣化判定方法。
【請求項２０】
　前記測定するステップおよび前記探索するステップは、前記電動車両に搭載された、前
記リチウムイオン二次電池の充放電を管理および制御するための制御ユニットによって実
行され、
　前記取得するステップは、前記制御ユニットとの間での通信によって、前記正極容量維
持率、前記負極容量維持率および前記電池容量変動量を取得する、請求項１８または１９
記載のリチウムイオン二次電池の劣化判定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、リチウムイオン二次電池の劣化判定システムおよび劣化判定方法に関し、
より特定的には、リチウムイオン二次電池の再利用可否を判定するための劣化診断に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電気自動車およびハイブリッド自動車のモータ駆動用電源として、あるいは携帯
機器の電源として、リチウムイオン二次電池の使用が進められている。
【０００３】
　特に、電気自動車やハイブリッド自動車等の電動車両への用途では、必要な出力電圧や
蓄積電力量を確保するために、複数のセルをパッキングした組電池（バッテリパック）が
使用されるため、バッテリ価格が比較的高くなる。このため、電池の再利用（リユースお
よびリサイクル）はコスト上重要な課題であり、電池の劣化状態を診断することによって
再利用可否を判定する技術が重要となる。
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【０００４】
　たとえば、特開２００３－７３４８号公報（特許文献１）には、使用済みバッテリが劣
化しているか否かを判別することを特徴とするバッテリ提供システムおよびバッテリ提供
方法が記載されている。特許文献１には、劣化しているか否かの判別に従って、継続使用
可能である場合は販売店側で充電され二次電池が再販される一方で、継続使用不可能であ
る場合には二次電池は販売店側からメーカ側へ送られてリサイクルされるシステムが記載
されている。
【０００５】
　また、特開平９－２３２００８号公報（特許文献２）には、リチウム二次電池を始めと
する各種電池などで用いられる非水系電解液の再生方法が記載されている。特許文献２に
は、非水系電解液に活性炭を添加し撹拌した上でこれを所要時間放置した後、添加液を濾
過して活性炭を除去する再生方法が記載される。これにより、活性炭に吸着された添加液
中の劣化原因物を除去することによって、劣化した電解液の再生が可能となる。
【０００６】
　二次電池の劣化診断の技術としては、特開２００８－２４１２４６号公報（特許文献３
）に、電池モデル式に基づく状態推定をオンラインで実行する二次電池の状態推定装置が
記載されている。この状態推定装置によれば、電池モデル式中のパラメータについて、電
池状態の変化に対する新品時のパラメータ値の変化についての特性マップを作成しておく
とともに、二次電池の使用中における電池モデル式に基づくパラメータ同定に基づいて、
同定されたパラメータ値と、現在の電池状態に対応する新品時パラメータ値との比率（変
化率）に基づいて劣化を診断することが記載されている。
【０００７】
　リチウムイオン二次電池に関しては、特開２００９－６３５５５号公報（特許文献４）
に、外部充電可能な車両に搭載されたリチウムイオン二次電池について、外部充電時の満
充電容量の低下に基づいてリチウム析出の有無を判定することが記載されている。特許文
献４には、リチウム析出有りと判定された場合には、リチウムイオン二次電池の充放電を
制限した上で使用することがさらに記載されている。また、特開２００９－１９９９３６
号公報（特許文献５）には、リチウム二次電池の充電回数や稼動時間といった使用履歴情
報に基づいて、負極におけるリチウム析出量を算出することが記載されている。特許文献
５では、算出されたリチウム析出量に応じてデンドライトを溶解除去するための制御を起
動することがさらに記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００３－７３４８号公報
【特許文献２】特開平９－２３２００８号公報
【特許文献３】特開２００８－２４１２４６号公報
【特許文献４】特開２００９－６３５５５号公報
【特許文献５】特開２００９－１９９９３６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　特許文献１および２に記載された二次電池のリサイクルでは、セル解体前に当該二次電
池の劣化状態がリサイクル可能な範囲内のものであるか否かを判定することには言及され
ていない。このため、リサイクル不可能な状態まで劣化した二次電池は、セル解体後の化
学分析等によって初めて判別されることになるので、無駄な解体作業や化学分析によって
、リサイクルコストが上昇する虞がある。
【００１０】
　また、リチウムイオン二次電池では、金属リチウムの析出が電池劣化に大きな影響を及
ぼすことが知られているため、再利用のための劣化判定に反映することが好ましい。
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【００１１】
　しかしながら、特許文献３では、内部抵抗の増大や正極および負極の活物質における拡
散係数の低下（すなわち、拡散抵抗の増大）については推定できるものの、リチウム析出
量については診断することができない。また、特許文献４では、定期的に外部電源によっ
て満充電とされるリチウムイオン二次電池について、満充電容量が低下することによって
リチウム析出の有無を判定することが記載されているが、リチウム析出量を定量的に把握
する手法については記載されていない。
【００１２】
　一方、特許文献５では、リチウムイオン二次電池の使用履歴に応じてリチウム析出量を
算出することが記載されている。しかしながら、使用履歴としては充電回数情報、高速充
電回数情報、満充電回数情報および稼動時間情報が用いられるに止まり、リチウム析出量
は、これらの情報を変数とする回帰式によって算出される。したがって、電池の実際の電
圧、電流、温度等に基づいた推定ではないため、リチウム析出量の推定精度が十分に確保
できず、適切な劣化判定が実行できない虞がある。
【００１３】
　この発明は、このような問題点を解決するためになされたものであって、この発明の目
的は、劣化状態のリチウムイオン二次電池を解体することなく、リチウム析出量の推定に
基づいて再利用（リサイクルおよびリユース）の可否を非破壊で適切に判定することであ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　この発明のある局面によれば、リチウムイオン二次電池の劣化判定システムは、劣化パ
ラメータ取得部と、リチウム析出量推定部と、判定部とを備える。劣化パラメータ取得部
は、リチウムイオン二次電池の容量の変化に対する開放電圧の変化を示す開放電圧特性に
基づく劣化診断によって、リチウムイオン二次電池の正極容量維持率、負極容量維持率お
よび電池容量変動量を取得するように構成される。リチウム析出量推定部は、正極容量維
持率および負極容量維持率と、電池容量変動量のうちの磨耗劣化に対応した第１の変動量
との間の予め求められた対応関係に従って、取得された正極容量維持率および負極容量維
持率に基づいて、取得された電池容量変動量を、第１の変動量とリチウム析出による劣化
に対応した第２の変動量とに分離するように構成される。判定部は、劣化パラメータ取得
部によって取得された正極容量維持率および負極容量維持率と、リチウム析出量推定部に
よって求められた第２の変動量との少なくとも１つと、所定の判定値との比較に基づいて
、リチウムイオン二次電池の再利用可否を判定するように構成される。正極容量維持率は
、リチウムイオン二次電池の初期状態における正極容量に対する劣化状態の正極容量の比
によって示される。負極容量維持率は、リチウムイオン二次電池の初期状態における負極
容量に対する劣化状態の負極容量の比によって示される。電池容量変動量は、劣化状態の
負極容量と、劣化状態での正極組成軸に対する負極組成軸のずれ量との積で示される。
【００１５】
　好ましくは、判定部は、リチウム析出量推定部によって求められた第２の変動量に少な
くとも基づいて、リチウムイオン二次電池の負極の再利用可否を判定するように構成され
るとともに、劣化パラメータ取得部により取得された正極容量維持率に少なくとも基づい
て、リチウムイオン二次電池の正極の再利用可否を判定するように構成される。
【００１６】
　さらに好ましくは、判定部は、リチウム析出量推定部によって求められた第２の変動量
と判定値との比較に従って、リチウムイオン二次電池の負極材料のリサイクル可否を判定
するように構成される。
【００１７】
　あるいは、さらに好ましくは、判定値は、リチウムイオン二次電池のリユース可否を判
定するための第１の判定値と、リチウムイオン二次電池の電極材料のリサイクル可否を判
定するための第２の判定値とを含む。そして、判定部は、第１の判定値を用いた再利用可
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否判定に従って、正極および負極の両方が再利用可と判定されたときにリチウムイオン二
次電池がリユース可能であると判定する一方で、第２の判定値を用いた再利用可否判定に
従って、正極および負極のそれぞれについて個別にリサイクル可能であるか否かを判定す
る。
【００１８】
　好ましくは、判定部は、リチウム析出量推定部によって求められた第１の変動量および
第２の変動量の大小関係に基づいて、リチウムイオン二次電池をリユースするのに適した
気候条件を示す情報を生成するように構成される。
【００１９】
　また好ましくは、判定部は、リチウム析出量推定部によって求められた第２の変動量に
基づいて、リチウムイオン二次電池の負極材料のリサイクルに析出したリチウムの除去工
程の要否を示す情報を生成するように構成される。
【００２０】
　好ましくは、劣化パラメータ取得部は、測定部と、パラメータ探索部とを含む。測定部
は、リチウムイオン二次電池の充放電による容量の変化に伴って出力電圧および出力電流
を検出することによって、開放電圧特性を測定するように構成される。パラメータ探索部
は、測定部によって測定された開放電圧特性に対して電圧誤差および容量誤差が最小とな
る開放電圧特性を、正極容量維持率、負極容量維持率および電池容量変動量を変化させな
がら特定することによって、リチウムイオン二次電池の正極容量維持率、負極容量維持率
および電池容量変動量を探索するように構成される。
【００２１】
　さらに好ましくは、リチウムイオン二次電池は、車両の外部の電源による外部充電が可
能に構成された電動車両に搭載される。そして、測定部は、外部充電の際に開放電圧特性
を測定する。
【００２２】
　また、さらに好ましくは、リチウムイオン二次電池は、ハイブリッド自動車を含む電動
車両に搭載される。そして、測定部は、リチウムイオン二次電池の緩和状態のそれぞれに
おいて出力電圧に基づいて検出された開放電圧と、緩和状態の間での出力電流の積算値に
基づいて検出された容量の変化とを用いて、開放電圧特性を測定する。
【００２３】
　あるいは、さらに好ましくは、測定部およびパラメータ探索部は、電動車両に搭載され
た、リチウムイオン二次電池の充放電を管理および制御するための制御ユニットによって
構成される。そして、劣化パラメータ取得部は、制御ユニットとの間での通信によって、
正極容量維持率、負極容量維持率および電池容量変動量を取得する。
【００２４】
　この発明の他の局面によれば、二次電池の劣化判定方法であって、リチウムイオン二次
電池の容量の変化に対する開放電圧の変化を示す開放電圧特性に基づく劣化診断によって
、リチウムイオン二次電池の正極容量維持率、負極容量維持率および電池容量変動量を取
得するステップと、正極容量維持率および負極容量維持率と、電池容量変動量のうちの磨
耗劣化に対応した第１の変動量との間の予め求められた対応関係に従って、取得された正
極容量維持率および負極容量維持率に基づいて、取得された電池容量変動量を、第１の変
動量とリチウム析出による劣化に対応した第２の変動量とに分離するステップと、取得さ
れた正極容量維持率および負極容量維持率と、分離するステップによって求められた第２
の変動量との少なくとも１つと、所定の判定値との比較に基づいて、リチウムイオン二次
電池の再利用可否を判定するステップとを備える。正極容量維持率は、リチウムイオン二
次電池の初期状態における正極容量に対する劣化状態の正極容量の比によって示される。
負極容量維持率は、リチウムイオン二次電池の初期状態における負極容量に対する劣化状
態の負極容量の比によって示される。電池容量変動量は、劣化状態の負極容量と、劣化状
態での正極組成軸に対する負極組成軸のずれ量との積で示される。
【００２５】
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　好ましくは、判定するステップは、分離するステップによって求められた第２の変動量
に少なくとも基づいて、リチウムイオン二次電池の負極の再利用可否を判定するステップ
と、取得された正極容量維持率に少なくとも基づいて、リチウムイオン二次電池の正極の
再利用可否を判定するステップとを含む。
【００２６】
　さらに好ましくは、判定するステップは、分離するステップによって求められた第２の
変動量と判定値との比較に従って、リチウムイオン二次電池の負極材料のリサイクル可否
を判定するステップを含む。
【００２７】
　あるいは、さらに好ましくは、判定値は、リチウムイオン二次電池のリユース可否を判
定するための第１の判定値と、リチウムイオン二次電池の電極材料のリサイクル可否を判
定するための第２の判定値とを含む。そして、判定するステップは、第１の判定値を用い
た再利用可否判定に従って、正極および負極の両方が再利用可と判定されたときにリチウ
ムイオン二次電池がリユース可能であると判定する一方で、第２の判定値を用いた再利用
可否判定に従って、正極および負極のそれぞれについて個別にリサイクル可能であるか否
かを判定する。
【００２８】
　好ましくは、判定するステップは、分離するステップによって求められた第１の変動量
および第２の変動量の大小関係に基づいて、リチウムイオン二次電池をリユースするのに
適した気候条件を示す情報を生成するステップを含む。
【００２９】
　あるいは好ましくは、判定するステップは、分離するステップによって求められた第２
の変動量に基づいて、リチウムイオン二次電池の負極材料のリサイクルに析出したリチウ
ムの除去工程の要否を示す情報を生成するステップを含む。
【００３０】
　また好ましくは、取得するステップは、リチウムイオン二次電池の充放電による容量の
変化に伴って出力電圧および出力電流を検出することによって、開放電圧特性を測定する
ステップと、測定された開放電圧特性に対して電圧誤差および容量誤差が最小となる開放
電圧特性を、正極容量維持率、負極容量維持率および電池容量変動量を変化させながら特
定することによって、リチウムイオン二次電池の正極容量維持率、負極容量維持率および
電池容量変動量を探索するステップとを含む。
【００３１】
　さらに好ましくは、リチウムイオン二次電池は、車両の外部の電源による外部充電が可
能に構成された電動車両に搭載される。そして、測定するステップは、外部充電の際に開
放電圧特性を測定する。
【００３２】
　また、さらに好ましくは、リチウムイオン二次電池は、ハイブリッド自動車を含む電動
車両に搭載される。そして、測定するステップは、リチウムイオン二次電池の緩和状態の
それぞれにおいて出力電圧に基づいて検出された開放電圧と、緩和状態の間での出力電流
の積算値に基づいて検出された容量の変化とを用いて、開放電圧特性を測定する。
【００３３】
　さらに好ましくは、測定するステップおよび探索するステップは、電動車両に搭載され
た、リチウムイオン二次電池の充放電を管理および制御するための制御ユニットによって
実行される。取得するステップは、制御ユニットとの間での通信によって、正極容量維持
率、負極容量維持率および電池容量変動量を取得する。
【発明の効果】
【００３４】
　この発明によれば、劣化状態のリチウムイオン二次電池を解体することなく、リチウム
析出量の推定に基づいて再利用（リサイクルおよびリユース）の可否を非破壊で適切に判
定することができる。
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【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明の実施の形態によるリチウムイオン二次電池の劣化判定システムの構成を
示す概略ブロック図である。
【図２】本発明の実施の形態によるリチウムイオン二次電池の劣化判定の機能ブロック図
である。
【図３】局所的ＳＯＣの変化に対する開放電圧の変化特性を示す概念図である。
【図４】単極容量の減少による単極開放電位の変化を模式的に示すグラフである。
【図５】正極および負極の間における組成対応のずれと開放電位との関係を模式的に示し
た概念図である。
【図６】劣化による組成対応のずれを説明する模式図である。
【図７】新品のリチウムイオン二次電池を用いた場合において、開放電圧曲線（実測値）
に開放電圧曲線（推定値）を一致させたときの劣化パラメータを説明する図である。
【図８】リチウム析出による劣化だけを発生させた場合において、開放電圧曲線（実測値
）に開放電圧曲線（推定値）を一致させたときの劣化パラメータを説明する図である。
【図９】磨耗劣化だけを発生させた場合において、開放電圧曲線（実測値）に開放電圧曲
線（推定値）を一致させたときの劣化パラメータを説明する図である。
【図１０】磨耗劣化だけを発生させた場合における、正極容量維持率および負極容量維持
率と組成対応のずれ容量との関係を示す図である。
【図１１】本発明の実施の形態によるリチウムイオン二次電池の劣化判定の処理手順を示
すフローチャートである。
【図１２】リチウムイオン二次電池の負極についての再利用可否判定の詳細な処理手順を
示すフローチャートである。
【図１３】リチウムイオン二次電池の正極についての再利用可否判定の詳細な処理手順を
示すフローチャートである。
【図１４】本発明の実施の形態によるリチウムイオン二次電池の劣化判定におけるリユー
ス判定の例を説明する図表である。
【図１５】リチウムイオン二次電池の開放電圧特性をオフボードで測定するためのシステ
ムを示すブロック図である。
【図１６】リチウムイオン二次電池の劣化パラメータをオフボードで取得するための制御
処理手順を示すフローチャートである。
【図１７】開放電圧曲線（推定値）および開放電圧曲線（実測値）に一致させる処理を説
明するための概念図である。
【図１８】車載バッテリであるリチウムイオン二次電池の劣化パラメータをオンボードで
取得するための制御処理手順を示すフローチャートである。
【図１９】開放電圧曲線（推定値）および開放電圧曲線（実測値）の間における誤差電圧
を示す図である。
【図２０】開放電圧曲線（推定値）および開放電圧の間における誤差電圧を示す図である
。
【図２１】本発明の実施の形態３によるリチウムイオン二次電池の劣化判定におけるリユ
ース判定の追加例を説明する処理手順を示すフローチャートである。
【図２２】実施の形態３によるリチウムイオン二次電池の劣化判定における、負極の再利
用可否判定の制御処理手順を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　以下に、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、以下では
、図中の同一または相当部分には同一符号を付して、その説明は原則的に繰返さないもの
とする。
【００３７】
　［実施の形態１］
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　（全体の概略構成）
　図１は、本発明の実施の形態によるリチウムイオン二次電池の劣化判定システムの構成
を示す概略ブロック図である。
【００３８】
　図１を参照して、本発明による劣化判定システムは、劣化判定の対象であるリチウムイ
オン二次電池１０と、リチウムイオン二次電池１０に配設されたバッテリセンサ１５と、
リチウムイオン二次電池１０の充電状態を監視制御するための電子制御ユニット（ＥＣＵ
）２０と、バッテリチェッカ３０とを備える。
【００３９】
　リチウムイオン二次電池１０は、正極端子１１および負極端子１２を有する。図１にお
いて、リチウムイオン二次電池１０は、劣化判定の対象となる単位を示している。すなわ
ち、リチウムイオン二次電池１０は、単位セルであってもよく、単位セルが複数個接続さ
れた電池ブロック、あるいは、付属品と一体的にパッキングされたままの組電池であって
もよい。組電池では、複数のリチウムイオン二次電池が電気的に直列に接続されている。
ここで、組電池内において、電気的に並列に接続されたリチウムイオン二次電池が含まれ
ていてもよい。
【００４０】
　バッテリセンサ１５は、たとえば、電圧センサ、電流センサおよび温度センサを包括的
に示すものであり、リチウムイオン二次電池１０の電圧、電流および温度を検出するよう
に構成されている。
【００４１】
　ＥＣＵ２０は、リチウムイオン二次電池１０の使用時に、バッテリセンサ１５によって
検出された電池温度、電池電圧、電池電流に基づいて、充電状態をオンボードで監視制御
するように構成される。たとえば、ＥＣＵ２０は、リチウムイオン二次電池１０の充電状
態（代表的には、満充電容量に対する現在の残容量の比率で示されるＳＯＣ）をリチウム
イオン二次電池１０の使用時にオンボードで推定する。あるいは、ＥＣＵ２０は、推定し
たＳＯＣや電池温度等に基づいて、充電電力および放電電力の上限値を逐次設定してもよ
い。
【００４２】
　さらに、ＥＣＵ２０は、リチウムイオン二次電池１０の使用時に並行して、すなわちオ
ンボードで、内部抵抗の変化等の劣化診断を行なうことも可能である。たとえば、特開２
００８－２４１２４６号公報（特許文献３）に記載された状態推定装置のように、オンボ
ードで劣化診断を行なって、種々の劣化パラメータをオンボードで取得し、かつ、記録す
るようにＥＣＵ２０を構成することができる。特許文献３の例によれば、当該劣化パラメ
ータは、各電極の活物質中における拡散係数Ｄｓ（拡散抵抗）や、直流抵抗を含む。
【００４３】
　本実施の形態によるリチウムイオン二次電池１０の劣化判定を行なうためのバッテリチ
ェッカ３０は、マイクロプロセッシングユニット（ＭＰＵ）３１と、メモリ３２と、通信
機３３とを含む。
【００４４】
　以下の説明で明らかになるように、本実施の形態によるリチウムイオン二次電池１０の
劣化判定では、オンボードまたはオフボードでの劣化診断によって取得された劣化パラメ
ータに基づいて、リチウムイオン二次電池１０の再利用可否を判定する。
【００４５】
　上述のように、オンボードとは、リチウムイオン二次電池１０が負荷（図示）の作動の
ために使用されている場面を示し、オフボードとは、リチウムイオン二次電池１０の使用
後に、バッテリチェッカ３０等によって評価される場面を示すものとする。したがって、
オンボードでは、ＥＣＵ２０がリチウムイオン二次電池１０とともに動作する一方で、バ
ッテリチェッカ３０が使用されることはない。
【００４６】
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　ＭＰＵ３１は、メモリ３２に予め記憶されたプログラムやデータ等を読出すことによっ
て、演算を伴う所定の制御処理を実行することができる。通信機３３は、ＥＣＵ２０との
間で、有線および／または無線によるデータ通信を実行可能に構成されている。これによ
り、バッテリチェッカ３０は、通信機３３によるＥＣＵ２０との通信によって、リチウム
イオン二次電池１０の使用時にＥＣＵ２０がオンボードで推定した劣化パラメータを、Ｅ
ＣＵ２０から読出すことができる。
【００４７】
　また、バッテリチェッカ３０は、リチウムイオン二次電池１０を試験的に充放電するた
めの充放電装置（図示せず）を用いて、リチウムイオン二次電池１０の劣化診断をオフボ
ードで実行することもできる。
【００４８】
　あるいは、リチウムイオン二次電池の正極端子１１および負極端子１２を、テスト端子
３５および３６と電気的に接続することによって、リチウムイオン二次電池１０の劣化診
断をオフボードで実行することも可能である。具体的には、リチウムイオン二次電池１０
の正極端子１１および負極端子１２をテスト端子３５および３６とそれぞれ接続されると
、リチウムイオン二次電池１０は、図示しない充放電装置により充放電させることができ
る。そして、バッテリチェッカ３０は、オフボードでの充放電の際に測定されたデータに
基づいて、予めプログラムとして記憶された処理手順に従って劣化診断を実行することが
できる。
【００４９】
　図２は、本発明の実施の形態によるリチウムイオン二次電池の劣化判定の機能ブロック
図である。図２に示された各機能ブロックは、たとえば、ＭＰＵ３１による所定のプログ
ラム処理によって実現することができる。
【００５０】
　図２を参照して、劣化パラメータ取得部４０は、オンボードまたはオフボードでのリチ
ウムイオン二次電池１０の劣化診断によって、劣化パラメータを取得する。この劣化パラ
メータには、後程詳細に説明する、初期状態の正極容量に対する劣化状態の正極容量の割
合で定義される正極容量維持率ｋ１と、初期状態の負極容量に対する劣化状態の負極容量
の割合で定義される負極容量維持率ｋ２と、正極および負極の間における組成対応のずれ
容量ΔＱｓを含むものとする。ずれ容量ΔＱｓは「電池容量変動量」に対応する。
【００５１】
　また、劣化パラメータは、特許文献３に示された直流抵抗や拡散係数Ｄｓをさらに含ん
でもよい。
【００５２】
　リチウム析出量推定部５０は、劣化パラメータ取得部４０によって求められた正極容量
維持率ｋ１、負極容量維持率ｋ２および電池容量の変動量（ずれ容量）ΔＱｓに基づいて
、リチウムイオン二次電池１０の負極におけるリチウム析出に起因するずれ容量ΔＱｓ（
Ｌｉ）を算出する。このΔＱｓ（Ｌｉ）は、負極におけるリチウム析出量を定量的に示し
た値を有する。
【００５３】
　判定部６０は、リチウム析出量推定部によって求められた、リチウム析出に対応するず
れ容量ΔＱｓ（Ｌｉ）と、正極容量維持率ｋ１と、負極容量維持率ｋ２との少なくとも１
つに基づいて、リチウムイオン二次電池１０の再利用可否を判定するとともに、再利用可
否に関する判定情報を生成する。当該判定には、上記以外の劣化パラメータ（たとえば拡
散係数Ｄｓ）をさらに用いることも可能である。
【００５４】
　判定部６０において生成される判定情報は、リチウムイオン二次電池１０のリサイクル
可否に関する情報および／またはリユースに関する情報を含む。なお、本実施の形態にお
いて、「リサイクル」は、リチウムイオン二次電池１０を解体または分解して電極等の材
料回収を行なう再利用の態様を言うものとし、「リユース」は、単位セルの分解を伴うこ



(12) JP 5341823 B2 2013.11.13

10

20

30

40

50

となく、単位セル、電池ブロックあるいは組電池をそのまま再使用したり、単位セルの交
換等によって再パッキングしたものを組電池として再使用することを言うものとする。
【００５５】
　（主要な劣化パラメータの説明）
　ここで、本実施の形態における劣化判定に用いられる劣化パラメータ、特に正極容量維
持率ｋ１、負極容量維持率ｋ２および電池容量変動量（ずれ容量）ΔＱｓの詳細について
以下に説明する。
【００５６】
　周知のように、リチウムイオン二次電池１０は、負極、電解液を含むセパレータ、およ
び正極を含む（いずれも図示せず）。負極および正極のそれぞれは、球状の活物質の集合
体で構成される。リチウムイオン二次電池の放電時において、負極の活物質の界面上では
、リチウムイオンＬｉ＋および電子ｅ－を放出する化学反応が行なわれる。一方、正極の
活物質の界面上では、リチウムイオンＬｉ＋および電子ｅ－を吸収する化学反応が行なわ
れる。リチウムイオン二次電池の充電時には、上述した反応と逆の反応が行なわれる。
【００５７】
　負極には、電子を吸収する集電板が設けられ、正極には、電子を放出する集電板が設け
られている。負極の集電板は、例えば、銅で形成され、負極端子に接続されている。正極
の集電板は、例えば、アルミニウムで形成されており、正極端子に接続されている。セパ
レータを介して、正極および負極の間でリチウムイオンの授受が行なわれることにより、
リチウムイオン二次電池の充放電が行なわれる。
【００５８】
　ここで、リチウムイオン二次電池の内部における充電状態は、正極および負極のそれぞ
れの活物質におけるリチウム濃度分布に応じて異なる。このリチウムは、リチウムイオン
二次電池の反応に寄与する。
【００５９】
　リチウムイオン二次電池の出力電圧Ｖは、下記式（１）によって表される。
　Ｖ＝ＯＣＶ（θ１，θ２）－Ｒ×Ｉ　　・・・（１）
　ここで、ＯＣＶは、リチウムイオン二次電池の開放電圧、Ｒは、リチウムイオン二次電
池の全体における抵抗、Ｉは、リチウムイオン二次電池に流れる電池電流である。抵抗Ｒ
は、負極および正極で電子の移動に対する純電気的な抵抗と、活物質界面での反応電流発
生時に等価的に電気抵抗として作用する電荷移動抵抗とが含まれる。
【００６０】
　θ１は、正極活物質の表面における局所的ＳＯＣ（State Of Charge）であり、θ２は
、負極活物質の表面における局所的ＳＯＣである。抵抗Ｒは、θ１、θ２および電池温度
の変化に応じて変化する特性を有する。言い換えれば、抵抗Ｒは、θ１、θ２および電池
温度の関数として表すことができる。
【００６１】
　局所的ＳＯＣθ１，θ２は、下記式（２）によって表される。
　θｉ＝Ｃse,i／Ｃs,i,max　　（ｉ＝１，２）　・・・（２）
　ここで、Ｃse,iは、活物質（正極又は負極）の界面におけるリチウム濃度（平均値）で
あり、Ｃs,i,maxは、活物質（正極又は負極）における限界リチウム濃度である。限界リ
チウム濃度とは、正極や負極におけるリチウム濃度の上限値である。
【００６２】
　図３は、局所的ＳＯＣの変化に対する開放電圧の変化特性を示す概念図である。
　図３を参照して、リチウムイオン二次電池の開放電圧ＯＣＶは、正極開放電位Ｕ１およ
び負極開放電位Ｕ２の電位差として表される。正極開放電位Ｕ１は、正極活物質の表面に
おける局所的ＳＯＣθ１に応じて変化する特性を有し、負極開放電位Ｕ２は、負極活物質
の表面における局所的ＳＯＣθ２に応じて変化する特性を有している。
【００６３】
　リチウムイオン二次電池が初期状態にあるときに、局所的ＳＯＣθ１および正極開放電
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位Ｕ１の関係を測定しておけば、局所的ＳＯＣθ１および正極開放電位Ｕ１の関係を示す
特性（図３に示すＵ１の曲線）を得ることができる。初期状態とは、リチウムイオン二次
電池の劣化が発生していない状態をいい、例えば、リチウムイオン二次電池を製造した直
後の状態をいう。
【００６４】
　リチウムイオン二次電池が初期状態にあるときに、局所的ＳＯＣθ２および負極開放電
位Ｕ２の関係を測定しておけば、局所的ＳＯＣθ２および負極開放電位Ｕ２の関係を示す
特性（図３に示すＵ２の曲線）を得ることができる。これらの特性（Ｕ１，Ｕ２）を示す
データは、マップとしてメモリに予め格納しておくことができる。
【００６５】
　リチウムイオン二次電池の開放電圧ＯＣＶは、放電が進むにつれて低下する特性を有し
ている。また、劣化後のリチウムイオン二次電池においては、初期状態のリチウムイオン
二次電池に比べて、同じ放電時間に対する電圧低下量が大きくなる。このことは、リチウ
ムイオン二次電池の劣化によって、満充電容量の低下と開放電圧特性の変化とが生じてい
ることを示している。
【００６６】
　本実施の形態では、リチウムイオン二次電池の劣化に伴う開放電圧特性の変化を、劣化
状態のリチウムイオン二次電池の内部で起きると考えられる２つの現象としてモデル化し
ている。この２つの現象は、正極および負極での単極容量の減少と、正極および負極の間
における組成の対応ずれである。
【００６７】
　単極容量の減少とは、正極および負極のそれぞれにおけるリチウムの受け入れ能力の減
少を示している。リチウムの受け入れ能力が減少していることは、充放電に有効に機能す
る活物質等が減少していることを意味している。
【００６８】
　図４は、単極容量の減少による単極開放電位の変化を模式的に示すグラフである。
　図４において、正極容量の軸におけるＱ＿Ｌ１は、リチウムイオン二次電池の初期状態
において、図３の局所的ＳＯＣ＝θL1に対応する容量である。Ｑ＿Ｈ１１は、リチウムイ
オン二次電池の初期状態において、図３の局所的ＳＯＣ＝θH1に対応する容量である。ま
た、負極容量の軸におけるＱ＿Ｌ２は、リチウムイオン二次電池の初期状態において、図
３の局所的ＳＯＣ＝θL2に対応する容量であり、Ｑ＿Ｈ２１は、リチウムイオン二次電池
の初期状態において、図３の局所的ＳＯＣ＝θH2に対応する容量である。
【００６９】
　正極において、リチウムの受け入れ能力が低下すると、正極の局所的ＳＯＣθ１に対応
する容量は、Ｑ＿Ｈ１１からＱ＿Ｈ１２に変化する。また、負極において、リチウムの受
け入れ能力が低下すると、負極の局所的ＳＯＣθ２に対応する容量は、Ｑ＿Ｈ２１からＱ
＿Ｈ２２に変化する。
【００７０】
　ここで、リチウムイオン二次電池が劣化しても、局所的ＳＯＣθ１および正極開放電位
Ｕ１の関係（図３）は変化しない。このため、局所的ＳＯＣθ１および正極開放電位Ｕ１
の関係を、正極容量および正極開放電位の関係に変換すると、図４に示すように、正極容
量および正極開放電位の関係を示す曲線は、リチウムイオン二次電池が劣化した分だけ、
初期状態の曲線に対して縮んだ状態となる。
【００７１】
　また、局所的ＳＯＣθ２および負極開放電位Ｕ２の関係を、負極容量および負極開放電
位の関係に変換すると、図４に示すように、負極容量および負極開放電位の関係を示す曲
線は、リチウムイオン二次電池が劣化した分だけ、初期状態の曲線に対して縮んだ状態と
なる。
【００７２】
　図５は、正極および負極の間における組成対応のずれと開放電位との関係を模式的に示
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した概念図である。組成対応のずれとは、正極および負極の組を用いて充放電を行なうと
きに、正極の組成（θ１）および負極の組成（θ２）の組み合わせが、リチウムイオン二
次電池の初期状態に対してずれていることを示すものである。
【００７３】
　単極の組成θ１，θ２および開放電位Ｕ１，Ｕ２の関係を示す曲線は、図３に示した曲
線と同様である。ここで、リチウムイオン二次電池が劣化すると、負極組成θ２の軸は、
正極組成θ１が小さくなる方向にΔθ２だけシフトする。これにより、負極組成θ２およ
び負極開放電位Ｕ２の関係を示す曲線は、初期状態の曲線に対して、Δθ２の分だけ、正
極組成θ１が小さくなる方向にシフトする。
【００７４】
　正極の組成θ１fixに対応する負極の組成は、リチウムイオン二次電池が初期状態にあ
るときには「θ２fix_ini」となるが、リチウムイオン二次電池が劣化した後には「θ２f
ix」となる。なお、図５では、図３に示す負極組成θL2を０としているが、これは、負極
のリチウムがすべて抜けた状態を示している。
【００７５】
　本実施の形態では、上述の正極容量維持率ｋ１、負極容量維持率ｋ２および正負極組成
対応ずれ量ΔＱｓの３つの劣化パラメータを導入することにより、上述した２つの劣化現
象をモデル化している。
【００７６】
　正極容量維持率ｋ１は、上述のように、初期状態の正極容量に対する劣化状態の正極容
量の割合で定義される。ここで、正極容量は、リチウムイオン二次電池が劣化状態となっ
た後において、初期状態の容量から任意の量だけ減少したとする。このとき、正極容量維
持率ｋ１は、下記式（３）によって表される。
【００７７】
　ｋ１＝（Ｑ1_ini－ΔＱ1）／Ｑ1_ini　・・・（３）
　（０＜ｋ１＜１）
　ここで、Ｑ1_iniは、リチウムイオン二次電池が初期状態にあるときの正極容量（図４
に示すＱ＿Ｈ１１）を示し、ΔＱ1は、リチウムイオン二次電池が劣化したときの正極容
量の減少量を示している。正極容量Ｑ1_iniは、実験によって予め求めておくことができ
る。
【００７８】
　負極容量維持率ｋ２は、上述のように、初期状態の負極容量に対する劣化状態の負極容
量の割合で定義される。ここで、負極容量は、リチウムイオン二次電池が劣化状態となっ
た後において、初期状態の容量から任意の量だけ減少したとする。このとき、負極容量維
持率ｋ２は、下記式（４）によって表される。
【００７９】
　ｋ２＝（Ｑ2_ini－ΔＱ2）／Ｑ2_ini　　・・・（４）
　（０＜ｋ２＜１）
　ここで、Ｑ2_iniは、リチウムイオン二次電池が初期状態にあるときの負極容量（図４
のＱ＿Ｈ２１）を示し、ΔＱ2は、リチウムイオン二次電池が劣化したときの負極容量の
減少量を示している。負極容量Ｑ2_iniは、実験によって予め求めておくことができる。
【００８０】
　図６は、劣化による組成対応のずれを説明する模式図である。
　リチウムイオン二次電池が劣化状態となったときには、負極組成θ２が１であるときの
容量は、（Ｑ2_ini－ΔＱ2）となる。また、正極および負極の間における組成対応ずれ容
量ΔＱｓは、正極組成軸に対する負極組成軸のずれ量Δθ２に対応する容量である。これ
により、下記式（５）の関係が成り立つ。
【００８１】
　１：Δθ２＝（Ｑ2_ini－ΔＱ2）：ΔＱｓ　　・・・（５）
　式（４）及び式（５）から下記式（６）が求められる。
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【００８２】
　ΔＱｓ＝（Ｑ2_ini－ΔＱ2）×Δθ２
　　　　＝ｋ２×Ｑ2_ini×Δθ２　　・・・（６）
　リチウムイオン二次電池が初期状態にあるとき、正極組成θ1fix_iniは、負極組成θ2f
ix_iniに対応している。リチウムイオン二次電池が劣化状態にあるとき、正極組成θ1fix
は、負極組成θ2fixに対応している。また、組成対応のずれは、初期状態における正極組
成θ1fixを基準とする。すなわち、正極組成θ1fixおよび正極組成θ1fix_iniは、同じ値
とする。
【００８３】
　リチウムイオン二次電池の劣化により、正極および負極の間における組成対応のずれが
生じた場合において、リチウムイオン二次電池の劣化後における正極組成θ1fixおよび負
極組成θ2fixは、下記式（７），（８）の関係を有している。
【００８４】
　θ1fix＝θ1fix_ini　　・・・（７）
　θ2fix＝[(1-θ1fix)×k1×Ｑ1_ini-ΔＱｓ]／（k2×Ｑ2_ini）　　・・・（８）
　式（８）の意味について説明する。リチウムイオン二次電池の劣化によって、正極組成
θ１が１からθ1fixまで変化（減少）したときに、正極から放出されるリチウムの量は、
下記式（９）によって表される。
【００８５】
　正極から放出されるリチウムの量＝（１－θ1fix）×ｋ１×Ｑ1_ini　　・・・（９）
　ここで、（１－θ1fix）の値は、リチウムイオン二次電池の劣化による正極組成の変化
分を示し、（ｋ１×Ｑ1_ini）の値は、リチウムイオン二次電池の劣化後における正極容
量を示している。
【００８６】
　正極から放出されたリチウムが負極にすべて取り込まれるとすると、負極組成θ2fixは
、下記式（１０）となる。
【００８７】
　θ2fix＝（１－θ1fix）×ｋ１×Ｑ1_ini／（ｋ２×Ｑ2_ini）　・・・（１０）
　ここで、（ｋ２×Ｑ2_ini）の値は、リチウムイオン二次電池の劣化後における負極容
量を示している。
【００８８】
　一方、正極および負極の間における組成対応のずれ（Δθ２）が存在するときには、負
極組成θ2fixは、下記式（１１）で表される。
【００８９】
　θ2fix＝（１－θ1fix）×ｋ１×Ｑ1_ini／（ｋ２×Ｑ2_ini）－Δθ２　・・・（１１
）
　組成対応のずれ量Δθ２は、式（６）により、組成対応のずれ容量ΔＱｓを用いて表す
ことができる。これにより、負極組成θ2fixは、上記式（８）で表される。
【００９０】
　図６に示すように、リチウムイオン二次電池が劣化状態にあるときの開放電圧ＯＣＶは
、劣化状態における正極開放電位Ｕ１１および負極開放電位Ｕ２２の電位差として表され
る。すなわち、３つの劣化パラメータｋ１，ｋ２，ΔＱｓを推定すれば、リチウムイオン
二次電池が劣化状態にあるときの負極開放電位Ｕ２２を特定でき、負極開放電位Ｕ２２お
よび正極開放電位Ｕ１１の電位差として、開放電圧ＯＣＶを算出することができる。
【００９１】
　本実施の形態では、さらに、劣化パラメータｋ１，ｋ２，ΔＱｓを用いて、リチウムイ
オン二次電池の内部状態、具体的には、リチウムイオン二次電池の劣化が、リチウムの析
出による劣化によるものかを推定する。一般的に、リチウムイオン二次電池の劣化には、
リチウムの析出による劣化と、磨耗による劣化（磨耗劣化）とが含まれるので、これらの
劣化を区別した状態で把握（推定）することによって、劣化状態を詳しく判断することが
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できる。
【００９２】
　磨耗劣化とは、通電や放置によって正極および負極の性能（リチウムの受け入れ能力）
が低下することであり、例えば、正極や負極の活物質が磨耗することが挙げられる。また
、活物質表面への被膜形成などによる容量ずれ（正極および負極間の組成劣化）も磨耗劣
化の一例として挙げられる。一方、リチウムの析出による劣化とは、電池反応に用いられ
るリチウムイオンが副生成物（主には金属リチウム）に変化して、リチウムイオンが電池
反応に寄与しなくなる劣化をいう。
【００９３】
　リチウムイオン二次電池が劣化していないときの開放電圧ＯＣＶは、初期状態のリチウ
ムイオン二次電池における開放電圧ＯＣＶと一致することになる。すなわち、正極容量維
持率ｋ１および負極容量維持率ｋ２が１であり、組成対応のずれ容量ΔＱｓが０であると
きに、上述した説明によって算出（推定）された開放電圧ＯＣＶは、初期状態（新品）で
あるリチウムイオン二次電池の開放電圧ＯＣＶを測定したときの値（実測値）と一致する
ことになる。
【００９４】
　図７には、リチウムイオン二次電池の容量（ＳＯＣ）および開放電圧ＯＣＶの関係（す
なわち、開放電圧特性）を示している。以下では、開放電圧特性を示す、図７等に示され
る曲線を「開放電圧曲線」とも称する。図７の点線は、開放電圧曲線（実測値）であり、
実線は、開放電圧曲線（推定値）である。開放電圧曲線（推定値）は、開放電圧曲線（実
測値）と重なっている。
【００９５】
　図７において、縦軸は、開放電圧ＯＣＶを示し、横軸は、リチウムイオン二次電池の容
量を示している。
【００９６】
　一方、リチウムイオン二次電池が劣化すると、開放電圧（実測値）ＯＣＶは変化するこ
とになる。ここで、図８（図７に対応する図）の点線には、リチウムの析出による劣化だ
けが発生しているリチウムイオン二次電池、言い換えれば、磨耗劣化は発生していないリ
チウムイオン二次電池を用いて、開放電圧曲線（実測値）を測定した結果を示している。
【００９７】
　ここで、リチウムイオン二次電池を低温状態に維持すれば、磨耗劣化を抑制することが
でき、磨耗劣化を抑制した状態でリチウムの析出だけを行なわせることができる。複数の
温度条件のもとで磨耗劣化が発生するか否かの実験を行なうことにより、リチウムイオン
二次電池を低温状態とするときの設定温度を決定することができる。これにより、リチウ
ムの析出による劣化だけを、リチウムイオン二次電池に発生させることができる。
【００９８】
　３つの劣化パラメータ（ｋ１，ｋ２，ΔＱｓ）を正しく推定すると、開放電圧曲線（推
定値）を、図８に示す開放電圧曲線（実測値）に略一致させることができる。言い換えれ
ば、開放電圧曲線（推定値）が開放電圧曲線（実測値）に略一致するように、３つの劣化
パラメータを探索することができる。
【００９９】
　図８には、開放電圧（実測値）ＯＣＶおよび開放電圧（推定値）ＯＣＶが略一致してい
る状態を示している。このときの開放電圧曲線（推定値）を決定する劣化パラメータとし
ては、正極容量維持率ｋ１が「１」、負極容量維持率ｋ２が「１」、組成対応のずれ容量
ΔＱｓが「０．６２」となっている。開放電圧曲線（推定値）を、図８に示す開放電圧曲
線（実測値）に略一致させるように、３つの劣化パラメータ（ｋ１，ｋ２，ΔＱｓ）を探
索することによって、上記の劣化パラメータ値を取得することができる。
【０１００】
　図９の点線には、磨耗劣化だけが発生しているリチウムイオン二次電池、言い換えれば
、リチウムが析出していないリチウムイオン二次電池を用いて、開放電圧曲線（実測値）
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を測定した結果を示している。図９において、縦軸は、開放電圧ＯＣＶを示し、横軸は、
リチウムイオン二次電池の容量を示している。
【０１０１】
　ここで、リチウムイオン二次電池を高温状態に維持すれば、リチウムの析出を抑制する
ことができ、リチウムの析出を抑制した状態で磨耗劣化だけを発生させることができる。
複数の温度条件のもとでリチウムが析出するか否かの実験を行なうことにより、リチウム
イオン二次電池を高温状態とするときの設定温度を決定することができる。設定温度とし
ては、例えば、５０度とすることができる。これにより、磨耗劣化だけを、リチウムイオ
ン二次電池に発生させることができる。
【０１０２】
　図９には、開放電圧（実測値）ＯＣＶおよび開放電圧（推定値）ＯＣＶが略一致してい
る状態を示している。このときの開放電圧曲線（推定値）を決定する劣化パラメータとし
ては、正極容量維持率ｋ１が「０．８５」、負極容量維持率ｋ２が「０．９７」、組成対
応のずれ容量ΔＱｓが「０．０５」となっている。開放電圧曲線（推定値）を、図９に示
す開放電圧曲線（実測値）に略一致させるように、３つの劣化パラメータ（ｋ１，ｋ２，
ΔＱｓ）を探索することによって、上記の劣化パラメータ値を取得することができる。
【０１０３】
　図８および図９に示すように、リチウムの析出による劣化だけが発生しているリチウム
イオン二次電池では、３つの劣化パラメータ（ｋ１，ｋ２，ΔＱｓ）のうち、組成対応の
ずれ容量ΔＱｓだけが新品（初期状態）のリチウムイオン二次電池における組成対応のず
れ容量ΔＱｓ（＝０）に対して変化していることが分かる。
【０１０４】
　また、磨耗劣化だけが発生しているリチウムイオン二次電池では、３つの劣化パラメー
タ（ｋ１，ｋ２，ΔＱｓ）のすべてについて、新品（初期状態）のリチウムイオン二次電
池に対してずれていることが分かる。なお、磨耗劣化の場合における組成対応のずれ容量
ΔＱｓは、リチウム析出による劣化の場合における組成対応のずれ容量ΔＱｓよりも小さ
くなっている。
【０１０５】
　リチウムが析出するということは、例えば、充電時において正極から放出されたリチウ
ムイオンが負極に取り込まれない場合が考えられる。この場合には、正極および負極の間
における組成対応がずれることになり、ずれ容量ΔＱｓが変化することになる。また、リ
チウムの析出だけが発生している状態では、正極および負極におけるリチウムの受け入れ
能力は低下しないため、正極容量維持率ｋ１および負極容量維持率ｋ２の各々は、「１」
に維持されることになる。
【０１０６】
　このように、ずれ容量ΔＱｓには、リチウム析出の劣化に起因したずれ容量ΔＱｓ（Ｌ
ｉ）と、磨耗劣化に起因したずれ容量ΔＱｓ（Ｗ）とが含まれるため、両者を分離するこ
とによって、リチウム析出量を定量的に推定することが可能となる。
【０１０７】
　まず、磨耗劣化による劣化成分を特定するために用いられるマップについて説明する。
このマップは、リチウムイオン二次電池において磨耗劣化だけを発生させた場合において
、正極容量維持率ｋ１および負極容量維持率ｋ２と、組成対応のずれ容量ΔＱｓとの対応
関係を示すものであり、実験結果に基づいて予め作成することができる。上述したように
、リチウムイオン二次電池を高温状態で維持すれば、リチウムの析出を防止でき、磨耗劣
化だけを発生させる実験を行なうことができる。
【０１０８】
　磨耗劣化を段階的に進行させることにより、リチウムイオン二次電池の容量（満充電容
量）を所定量だけ段階的に減少させる。そして、リチウムイオン二次電池の容量を減少さ
せるたびに、リチウムイオン二次電池の開放電圧ＯＣＶを測定する。これにより、リチウ
ムイオン二次電池が所定の容量劣化であるときにおいて、容量の変化に対する開放電圧Ｏ
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ＣＶの変化を示すデータ（開放電圧曲線（実測値））を得ることができる。例えば、リチ
ウムイオン二次電池の容量が１００％から５０％に到達するまで、容量を５％ずつ低下（
劣化）させ、容量を低下させるたびに、リチウムイオン二次電池の開放電圧ＯＣＶを測定
する。
【０１０９】
　そして、各容量劣化のもとで得られた開放電圧（実測値）ＯＣＶに対して、開放電圧（
推定値）ＯＣＶを一致させるための劣化パラメータ（正極容量維持率ｋ１、負極容量維持
率ｋ２およびずれ容量ΔＱｓ）を探索することができる。
【０１１０】
　このようにして、図１０に示すマップ（以下、磨耗劣化マップという）を得ることがで
きる。図１０に示す磨耗劣化マップでは、正極容量維持率ｋ１および負極容量維持率ｋ２
とずれ容量ΔＱｓ（Ｗ）との対応関係を示しており、例えば、正極容量維持率ｋ１および
負極容量維持率ｋ２を選択すれば、磨耗劣化に起因するずれ容量ΔＱｓ（Ｗ）を特定する
ことができる。磨耗劣化マップは、メモリに格納しておくことができる。
【０１１１】
　本実施の形態において、図１に示した、劣化判定の対象となるリチウムイオン二次電池
１０について、図７～図９に示すような、容量の変化に対する開放電圧（実測値）ＯＣＶ
の変化を示すデータ（開放電圧曲線）を取得することによって、開放電圧（推定値）ＯＣ
Ｖが開放電圧（実測値）ＯＣＶと一致するように劣化パラメータ（ｋ１，ｋ２，ΔＱｓ）
を探索することができる。
【０１１２】
　開放電圧曲線は、使用が終了した状態のリチウムイオン二次電池１０に対して、オフボ
ードでの充放電によって測定することが可能である。具体的には、オフボードでリチウム
イオン二次電池１０を充放電することによって容量を変化させるとともに、その際の電池
電圧および電池電流を検出することによって、開放電圧特性を測定することができる。さ
らに、劣化パラメータ取得部４０は、測定された開放電圧特性を用いて劣化パラメータ（
ｋ１，ｋ２，ΔＱｓ）を探索することによって、正極容量維持率ｋ１、負極容量維持率ｋ
２および電池容量変動量（ずれ容量）ΔＱｓを取得することができる。
【０１１３】
　あるいは、ＥＣＵ２０によって、リチウムイオン二次電池１０の使用時にオンボードで
開放電圧曲線を測定することも可能である。たとえば、リチウムイオン二次電池１０の緩
和時（電池電流＝０の状態継続時）における電池電圧の検出値に基づいて開放電圧の変化
を測定するとともに、電池電流の積算値に基づいて容量の変化を測定することができる。
そして、測定された開放電圧曲線を用いて、ＥＣＵ２０により、劣化パラメータ（ｋ１，
ｋ２，ΔＱｓ）を探索することが可能である。この場合には、バッテリチェッカ３０は、
ＥＣＵ２０との通信によって、正極容量維持率ｋ１、負極容量維持率ｋ２および電池容量
変動量（ずれ容量）ΔＱｓを取得する。
【０１１４】
　リチウム析出量推定部５０は、図１０に示した磨耗劣化マップに基づいて、取得された
正極容量維持率ｋ１および負極容量維持率ｋ２から、磨耗劣化に起因したずれ容量ΔＱｓ
（Ｗ）を算出する。さらに、リチウム析出量推定部５０は、劣化パラメータ取得部４０が
取得したずれ容量ΔＱｓから、ずれ容量ΔＱｓ（Ｗ）を差し引くことによって、リチウム
析出に起因したずれ容量ΔＱｓ（Ｌｉ）を算出する。このようにして、ずれ容量ΔＱｓを
、リチウム析出に起因したずれ容量ΔＱｓ（Ｌｉ）と、磨耗劣化に起因したずれ容量ΔＱ
ｓ（Ｗ）とに分離することができる。すなわち、ΔＱｓ（Ｗ）は「第１の変動量」に対応
し、ΔＱｓ（Ｌｉ）は「第２の変動量」に対応する。
【０１１５】
　図１１は、本発明の実施の形態によるリチウムイオン二次電池の劣化判定の処理手順を
示すフローチャートである。図１１に示されたフローチャートに従う制御処理は、たとえ
ば図１に示したＭＰＵ３１が、予め記憶されたプログラムを実行することにより実現され
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る。
【０１１６】
　図１１を参照して、ＭＰＵ３１は、ステップＳ１００により、オンボードまたはオフボ
ードでのリチウムイオン二次電池１０の劣化診断に基づいて、劣化パラメータを取得する
。上述のように、劣化診断は、リチウムイオン二次電池１０の開放電圧特性（図７～図９
）に基づいて実行される。劣化診断により取得された劣化パラメータは、少なくとも正極
容量維持率ｋ１、負極容量維持率ｋ２およびずれ容量ΔＱｓを含む。すなわち、ステップ
Ｓ１００による処理は、上述の劣化パラメータ取得部４０の機能に対応する。
【０１１７】
　ＭＰＵ３１は、ステップＳ１１０では、ステップＳ１００で取得された正極容量維持率
ｋ１および負極容量維持率ｋ２から、図１０で説明した磨耗劣化マップに従って、磨耗劣
化に起因したずれ容量ΔＱｓ（Ｗ）を推定する。さらにＭＰＵ３１は、ステップＳ１２０
では、ステップＳ１００で取得されたずれ容量ΔＱｓを、ステップＳ１１０で算出された
ΔＱｓ（Ｗ）と、リチウム析出に起因したずれ容量ΔＱｓ（Ｌｉ）とに分離する。すなわ
ちΔＱｓ（Ｌｉ）＝ΔＱｓ－ΔＱｓ（Ｗ）の演算が実行される。ステップＳ１１０および
Ｓ１２０の処理は、リチウム析出量推定部５０（図２）の機能に相当する。
【０１１８】
　さらに、ＭＰＵ３１は、ステップＳ２００により、正極容量維持率ｋ１、負極容量維持
率ｋ２、およびリチウム析出に起因したずれ容量ΔＱｓ（Ｌｉ）の少なくとも１つを用い
て、バッテリ再利用に関する判定処理を実行する。ＭＰＵ３１は、ステップＳ２１０によ
り、Ｓ２００での判定結果を反映した判定情報を、再利用可否に関するガイダンス情報と
して出力する。
【０１１９】
　ここで、ステップＳ２００での判定処理の詳細について説明する。
　図１２は、リチウムイオン二次電池の負極についての再利用可否判定の詳細を説明する
。
【０１２０】
　図１２を参照して、ＭＰＵ３１は、ステップＳ２０５により、ステップＳ１２０で求め
られた、リチウム析出に起因したずれ容量ΔＱｓ（Ｌｉ）を読込む。そして、ＭＰＵ３１
は、ステップＳ２１０に処理を進めて、読込まれたΔＱｓ（Ｌｉ）を所定の判定値Ｌｍａ
ｘと比較する。
【０１２１】
　上述のように、ΔＱｓ（Ｌｉ）は、リチウム析出量が多いほど大きな値となる。したが
って、ΔＱｓ（Ｌｉ）が判定値Ｌｍａｘ以上であるとき（Ｓ２１０のＮＯ判定時）には、
再利用可能なレベルを超えて負極にリチウムが析出していると推測できる。したがって、
ＭＰＵ３１は、ステップＳ２５０に処理を進めて、負極の再利用が不可であると判定する
。
【０１２２】
　一方、ΔＱｓ（Ｌｉ）が判定値Ｌｍａｘよりも低いときには（Ｓ２１０のＹＥＳ判定時
）、リチウム析出の点からは、負極の再利用が可能であると判定されるので、ＭＰＵ３１
は、さらに他の劣化パラメータに基づく判定を実行する。
【０１２３】
　たとえば、ＭＰＵ３１は、ステップＳ２１５により、ステップＳ１００で取得された負
極容量維持率ｋ２を読込むとともに、ステップＳ２２０により、負極容量維持率ｋ２を判
定値ｋ２ｍｉｎと比較する。負極容量維持率ｋ２が判定値ｋ２ｍｉｎ以下であるとき（Ｓ
２２０のＮＯ判定時）には、負極容量が再利用可能なレベルを超えて低下していると判定
される。したがって、ＭＰＵ３１は、ステップＳ２５０に処理を進めて、負極の再利用不
可と判定する。
【０１２４】
　負極容量維持率ｋ２が判定値ｋ２ｍｉｎよりも高いときには（Ｓ２２０のＹＥＳ判定時
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）、リチウム析出および負極容量の点からは負極の再利用可能であると判定されるので、
ＭＰＵ３１は、さらに他の劣化パラメータに基づく判定を実行する。
【０１２５】
　たとえば、ＭＰＵ３１は、ステップＳ２２５により、拡散係数Ｄｓをさらに読込むとと
もに、拡散係数Ｄｓを判定値Ｄｓｍｉｎと比較する。拡散係数Ｄｓは、たとえば特許文献
３と同様の手法により取得することができる。
【０１２６】
　ＭＰＵ３１は、拡散係数Ｄｓが判定値Ｄｓｍｉｎ以下であり、拡散抵抗が所定レベルま
で上昇しているとき（Ｓ２３０のＮＯ判定時）には、ステップＳ２５０に処理を進めて、
負極の再利用不可と判定する。一方、拡散係数Ｄｓが判定値Ｄｓｍｉｎよりも高く、拡散
抵抗が所定レベルまで上昇していない場合には、ステップＳ２４０に処理を進める。
【０１２７】
　ＭＰＵ３１は、ステップＳ２４０では、判定の対象とした各劣化パラメータが判定値を
満たしているため、負極の再利用可能と判定する。なお、図１２に示した負極の再利用可
否判定において、ステップＳ２０５，Ｓ２１０による、リチウム析出に起因したずれ容量
ΔＱｓ（Ｌｉ）を用いた判定は必須である。その一方で、負極容量維持率ｋ２に基づく判
定（ステップＳ２１５，Ｓ２２０）および／または拡散係数Ｄｓに基づく判定（ステップ
Ｓ２２５，Ｓ２３０）については省略することも可能である。
【０１２８】
　このように、図１２に示すフローチャートに従えば、リチウム析出量に基づいて、ある
いは、さらに負極容量維持率に基づいて、リチウムイオン二次電池１０の負極の再利用可
否を判定することができる。また、拡散係数をさらに用いて再利用可否を判定することも
可能である。
【０１２９】
　図１３は、リチウムイオン二次電池の正極に関する再利用可否判定の制御処理手順を示
すフローチャートである。
【０１３０】
　図１３を参照して、ＭＰＵ３１は、ステップＳ２５５により、ステップＳ１００で取得
された正極容量維持率ｋ１を読込むとともに、ステップＳ２６０により、正極容量維持率
ｋ１を判定値ｋ１ｍｉｎと比較する。そして、ＭＰＵ３１は、正極容量維持率ｋ１が判定
値ｋ１ｍｉｎ以下であるとき（Ｓ２６０のＮＯ判定時）には、正極容量が再利用可能なレ
ベルを超えて低下していると判定して、ステップＳ２９０に処理を進める。
【０１３１】
　ＭＰＵ３１は、正極容量維持率ｋ１が判定値ｋ１ｍｉｎよりも高いときには（Ｓ２６０
のＹＥＳ判定時）、さらに他の劣化パラメータに基づく判定を実行する。たとえば、ＭＰ
Ｕ３１は、ステップＳ２６５により、拡散係数Ｄｓをさらに読込むとともに、拡散係数Ｄ
ｓを判定値Ｄｓｍｉｎと比較する。
【０１３２】
　ＭＰＵ３１は、拡散係数Ｄｓが判定値Ｄｓｍｉｎ以下であり、拡散抵抗が所定レベルま
で上昇しているとき（Ｓ２７０のＮＯ判定時）には、ステップＳ２９０に処理を進めて、
正極の再利用不可と判定する。一方、拡散係数Ｄｓが判定値Ｄｓｍｉｎよりも高く、拡散
抵抗が所定レベルまで上昇していない場合には、ステップＳ２８０に処理を進める。
【０１３３】
　ＭＰＵ３１は、ステップＳ２８０では、判定の対象とした各劣化パラメータが判定値を
満たしているため、正極の再利用可能と判定する。なお、拡散係数Ｄｓに基づく判定（ス
テップＳ２６５，Ｓ２７０）については省略することも可能である。
【０１３４】
　このように、図１３に示すフローチャートに従えば、正極容量維持率に基づいて、リチ
ウムイオン二次電池１０の正極の再利用可否を判定することができる。また、拡散係数を
さらに用いて再利用可否を判定することも可能である。
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【０１３５】
　図１２および図１３において、判定値Ｌｍａｘ，ｋ１ｍｉｎ，ｋ２ｍｉｎ，Ｄｓｍｉｎ
については、リサイクルの可否判定と、リユースの可否判定とで異なる値に設定すること
ができる。すなわち、これらの判定値を複数水準定めて、同様の処理を実行することによ
り、これら複数水準のそれぞれについての再利用可否を判定することができる。言い換え
れば、図１２および図１３の制御処理は、リサイクル判定およびリユース判定の両方ある
いは一方に用いることが可能である。
【０１３６】
　このように、本発明の実施の形態によるリチウムイオン二次電池の劣化判定によれば、
リチウム析出量を反映したパラメータΔＱｓ（Ｌｉ）に基づいて、リチウムイオン二次電
池の再利用（リサイクルおよび／またはリユース）可否を判定することができる。特に、
パラメータΔＱｓ（Ｌｉ）は、セルを解体して化学分析を行なうことなく求めることがで
きるので、リチウムイオン二次電池の再利用可否を非破壊で適切に判定できる。さらに、
正極および負極で別個に再利用可否を判定することにより、セル解体による材料回収を目
的としたリサイクル判定をさらに有用化できる。
【０１３７】
　なお、セルを解体することなく電池を再使用するリユースについては、上述のように正
極および負極のそれぞれで可否判定が可能であることに鑑みて、図１４に示すようなリユ
ース判定を行なうことができる。
【０１３８】
　図１４は、本発明の実施の形態によるリチウムイオン二次電池の劣化判定システムにお
けるリユース判定の一例を説明する図表である。
【０１３９】
　図１４には、たとえば図１２および図１３に示した判定値を２水準設けることによって
、劣化レベルを３段階に分けてリユースの可否判定を行ったケースが示される。
【０１４０】
　正極および負極の各々について、判定結果「Ｃ」は再利用が不可の劣化レベルであるこ
とを示し、判定結果「Ｂ］および「Ａ」は、再利用が可能な劣化レベルであることを示す
。さらに、判定結果「Ａ」は、判定結果「Ｂ」よりも劣化レベルが低く、劣化が進行して
いないことを示す。
【０１４１】
　図１４を参照して、正極または負極の少なくともいずれかで判定結果「Ｃ」のときは、
リチウムイオン二次電池１０は、リユース不可（ＮＧ）と判定される。一方で、正極およ
び負極の両方において、で判定結果が「Ａ」または「Ｂ」のときは、リチウムイオン二次
電池１０リユース可能（ＯＫ）と判定される。
【０１４２】
　リユース可能なリチウムイオン二次電池１０については、劣化レベルが低く再使用可能
な期間が比較的長いグレードＩと、再使用可能な期間がグレードＩよりも短いグレードＩ
Ｉとに細分化される。
【０１４３】
　たとえば、正極または負極の両方が判定結果「Ａ」のときには、グレードＩでリユース
可能と判定され、正極または負極の少なくともいずれかが判定結果「Ｂ」のときには、グ
レードＩＩでリユース可能と判定される。
【０１４４】
　このように本発明の実施の形態によるリチウムイオン二次電池の劣化判定によれば、負
極および正極の個別に再利用可否を判定できるので、従来よりも高精度なリサイクルおよ
び／またはリユース判定を実現することができる。
【０１４５】
　［実施の形態２］
　実施の形態１では、オンボードまたはオフボードにより、劣化判定の対象となるリチウ
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ムイオン二次電池１０の開放電圧特性を測定することによって、劣化パラメータである正
極容量維持率ｋ１、負極容量維持率ｋ２および電池容量変動量（ずれ容量）ΔＱｓが求め
られることを概略的に説明した。
【０１４６】
　実施の形態２およびその変形例では、これらの劣化パラメータをオンボードおよびオフ
ボードのそれぞれで取得するための実施態様についてさらに詳細に説明する。
【０１４７】
　図１５は、リチウムイオン二次電池１０の開放電圧特性をオフボードで測定するための
システムを示すブロック図である。
【０１４８】
　リチウムイオン二次電池１０の正極および負極は、図１に示した端子１１，１２を介し
て、図１に示したテスト端子３５，３６に電気的に接続される。
【０１４９】
　この結果、リチウムイオン二次電池１０は、スイッチ３７，３８を介して、オフボード
で充放電させるための電源４１および負荷４２と接続される。負荷４２には、リチウムイ
オン二次電池１０からの放電電力が供給される。また、電源４１は、リチウムイオン二次
電池１０の充電電力を供給する。ＭＰＵ３１によってスイッチ３７，３８を制御すること
によって、リチウムイオン二次電池１０の放電および充電を制御することができる。
【０１５０】
　なお、図１５のシステム構成では、リチウムイオン二次電池１０が、スイッチ３７，３
８のオンオフ制御に応じて、負荷４２や電源４１に接続されるようになっているが、開放
電圧特性をオフボードで測定するための構成は、図１５に限定されることはない。すなわ
ち、容量を変化させるためにリチウムイオン二次電池１０を意図的に充放電することが可
能であれば、任意の構成を適用することができる。
【０１５１】
　リチウムイオン二次電池１０が、ハイブリッド自動車（ＨＶ）、燃料電池自動車や電気
自動車（ＥＶ）等の電動車両に搭載される車載組電池である場合には、負荷４２として、
インバータを用いることができる。インバータは、組電池からの直流電力を交流電力に変
換して、モータ・ジェネレータに供給し、モータ・ジェネレータにおいて車両を走行させ
るための運動エネルギが生成される。そして、車両走行によって組電池の残容量を低下さ
せてから、組電池を車両から取り外した後にオフボードで、図１５に示すシステムを用い
てリチウムイオン二次電池１０の開放電圧を測定することができる。
【０１５２】
　電流センサ１５ａ、電圧センサ１５ｂおよび温度センサ１５ｃは、リチウムイオン二次
電池１０の電池電流、電池電圧および電池温度をそれぞれ検出し、検出結果をＭＰＵ３１
に出力する。電流センサ１５ａ、電圧センサ１５ｂおよび温度センサ１５ｃは、図１に示
されたバッテリセンサ１５を構成する。
【０１５３】
　リチウムイオン二次電池１０を電源４１に接続した状態であれば、リチウムイオン二次
電池１０の容量（ＳＯＣ）を変化させながら、リチウムイオン二次電池１０の開放電圧Ｏ
ＣＶを測定することができる。これにより、図７～図９に示すような、リチウムイオン二
次電池１０の容量の変化に対する開放電圧（実測値）ＯＣＶの変化を示すデータ（開放電
圧曲線）を取得することができる。
【０１５４】
　図１６は、リチウムイオン二次電池の劣化パラメータをオフボードで取得するためのＭ
ＰＵ３１による制御処理手順を示すフローチャートである。図１６は、劣化パラメータが
オフボードで取得される際における図１１のステップＳ１００を具体化したものに相当す
る。
【０１５５】
　図１６を参照して、ＭＰＵ３１は、ステップＳ３０１により、電圧センサ１５ｂの出力
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に基づいて、劣化判定の対象であるリチウムイオン二次電池１０の開放電圧（実測値）Ｏ
ＣＶを測定する。具体的には、リチウムイオン二次電池１０を充放電しながら、開放電圧
（実測値）ＯＣＶを測定することにより、開放電圧曲線（実測値）を得ることができる。
【０１５６】
　ＭＰＵ３１は、ステップＳ３０２では、３つの劣化パラメータ（正極容量維持率ｋ１、
負極容量維持率ｋ２およびずれ容量ΔＱｓ）を適宜変更しながら、３つの劣化パラメータ
によって特定される開放電圧（推定値）ＯＣＶが、ステップＳ３０１で得られた開放電圧
（実測値）ＯＣＶに一致するか否かを判断する。
【０１５７】
　図１７に示されるように、具体的には、３つの劣化パラメータの任意の組み合わせを設
定し、設定した劣化パラメータに基づいて、開放電圧（推定値）ＯＣＶを算出する。図１
７には、点線で示される開放電圧（推定値）ＯＣＶおよび、実線で示される開放電圧（実
測値）ＯＣＶの関係の一例が示される。
【０１５８】
　図１７において、推定値１の開放電圧曲線が得られたときには、開放電圧（推定値）Ｏ
ＣＶが開放電圧（実測値）ＯＣＶよりも高くなっているため、実測値の開放電圧曲線に近
づくように、劣化パラメータを設定し直す。同様に、推定値２の開放電圧曲線が得られた
ときには、開放電圧（推定値）ＯＣＶが開放電圧（実測値）ＯＣＶよりも低くなっている
ため、実測値の開放電圧曲線に近づくように、劣化パラメータを設定し直す。このように
、劣化パラメータの設定を繰返し実行することにより、開放電圧（推定値）ＯＣＶを開放
電圧（実測値）ＯＣＶに一致させることができる。
【０１５９】
　再び図１６を参照して、ＭＰＵ３１は、ステップＳ３０２では、開放電圧（推定値）Ｏ
ＣＶが開放電圧（実測値）ＯＣＶに一致したときの劣化パラメータを特定する。これによ
り、正極容量維持率ｋ１、負極容量維持率ｋ２およびずれ容量ΔＱｓが決定される。なお
、ステップＳ３０２で決定されたずれ容量ΔＱｓは、リチウム析出の劣化および磨耗劣化
が混在しているときのずれ容量ΔＱｓである。
【０１６０】
　ここで、開放電圧（推定値）ＯＣＶが開放電圧（実測値）ＯＣＶと完全に一致していな
くても、一致していると見なせる範囲（許容誤差）を設定しておくことにより、開放電圧
（推定値）ＯＣＶおよび開放電圧（実測値）ＯＣＶが一致しているか否かを判断すること
ができる。
【０１６１】
　ＭＰＵ３１は、ステップＳ３０３により、ステップＳ３０２で決定された正極容量維持
率ｋ１および負極容量維持率ｋ２と、磨耗劣化マップ（図１０）とを用いて、ずれ容量Δ
Ｑｓ（Ｗ）を特定する。さらに、ＭＰＵ３１は、ステップＳ３０４により、ステップＳ３
０２で得られたずれ容量ΔＱｓと、ステップＳ３０３で得られたずれ容量ΔＱｓ（Ｗ）と
の差分を求める。これにより、リチウム析出の劣化に起因したずれ容量ΔＱｓ（Ｌｉ）が
算出される。
【０１６２】
　このように、実施の形態２によれば、劣化判定の対象であるリチウムイオン二次電池１
０について、開放電圧特性をオフボードで測定することによって、劣化パラメータである
、正極容量維持率ｋ１、負極容量維持率ｋ２およびずれ容量ΔＱｓを取得することができ
る。さらに、実施の形態１でも説明したように、ずれ容量ΔＱｓを、磨耗劣化に起因した
ずれ容量ΔＱｓ（Ｗ）と、リチウム析出の劣化に起因したずれ容量ΔＱｓ（Ｌｉ）とに分
離することによって、リチウムイオン二次電池１０を解体して化学分析を行なうことなく
、リチウムの析出を定量的に推定することができる。
【０１６３】
　［実施の形態２の変形例］
　実施の形態２の変形例では、実施の形態２（図１６）で説明した処理を、オンボードに
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よって行うようにしている。たとえば、リチウムイオン二次電池が電動車両に搭載された
ままの状態において、リチウムイオン二次電池の充放電を制御するコントローラ（ＥＣＵ
）によって、実施の形態２と同様の処理が実行される。車両外部の電源から車載バッテリ
（リチウムイオン二次電池）を充電することが可能な電動車両を用いている。このような
車両としては、ＰＨＶ（Plug-in Hybrid Vehicle）やＥＶがある。
【０１６４】
　図１８は、車載バッテリであるリチウムイオン二次電池の劣化パラメータをオンボード
で取得するための制御処理手順を示すフローチャートである。図１８に示す制御処理は、
車両に搭載されたコントローラ（たとえば、図１に示すＥＣＵ２０）によって行われる。
【０１６５】
　なお、図１８は、劣化パラメータがオンボードで取得される際における図１１のステッ
プＳ１００を具体化したものに相当する。すなわち、実施の形態２の変形例では、劣化パ
ラメータ取得部４０（図２）の機能の一部は、バッテリチェッカ３０の外部で実現される
。
【０１６６】
　ＥＣＵ２０は、ステップＳ４０１において、バッテリセンサ１５に含まれる電圧センサ
および電流センサの出力に基づいて、リチウムイオン二次電池１０の開放電圧（実測値）
ＯＣＶおよび電流積算量を測定する。具体的には、車両に搭載されたリチウムイオン二次
電池１０を充電する際に、開放電圧（実測値）ＯＣＶおよび電流積算量を適宜測定するこ
とにより、電池容量の変化に対する開放電圧（実測値）ＯＣＶの変化を示す曲線（実測値
としての開放電圧曲線）を取得することができる。
【０１６７】
　ＥＣＵ２０は、ステップＳ４０２において、開放電圧（推定値）ＯＣＶを特定するため
の劣化パラメータ（正極容量維持率ｋ１、負極容量維持率ｋ２およびずれ容量ΔＱｓ）の
候補を設定（選択）する。劣化パラメータの設定は、様々な方法によって行なうことがで
きるが、劣化パラメータを設定するための演算処理を効率良く行なうための方法を採用す
ることが好ましい。
【０１６８】
　例えば、劣化パラメータの選択範囲として、磨耗劣化やリチウム析出による劣化が実際
に発生するときの範囲を実験等に基づいて予め特定しておくことができる。ここで、正極
容量維持率ｋ１および負極容量維持率ｋ２は、磨耗劣化だけに依存するため、実際の磨耗
劣化が発生するときの範囲内で正極容量維持率ｋ１および負極容量維持率ｋ２を変化させ
ることができる。そして、正極容量維持率ｋ１および負極容量維持率ｋ２が特定できれば
、磨耗劣化マップ（図１０）を用いて、磨耗劣化に起因するずれ容量ΔＱｓ（Ｗ）を特定
することができる。ずれ容量ΔＱｓ（Ｗ）が特定できれば、ずれ容量ΔＱｓ（Ｌｉ）を変
化させるだけでよい。
【０１６９】
　そして、ＥＣＵ２０は、ステップＳ４０３では、ステップＳ４０２で設定された劣化パ
ラメータに基づいて、容量の変化に対する開放電圧（推定値）ＯＣＶの変化を示す特性（
推定値としての開放電圧曲線）を算出する。
【０１７０】
　ＥＣＵ２０は、ステップＳ４０４では、ステップＳ４０３で算出された開放電圧曲線（
推定値）と、ステップＳ４０１で得られた開放電圧曲線（実測値）との誤差を算出する。
この誤差には、電圧誤差および容量誤差が含まれる。
【０１７１】
　電圧誤差ΔＶ（図１９参照）は、具体的には、開放電圧曲線（推定値）および開放電圧
曲線（実測値）を比較することにより、算出することができる。電圧誤差ΔＶは、特定の
電池容量における電圧誤差であってもよいし、２つの開放電圧曲線の間における電圧誤差
の平均値とすることもできる。
【０１７２】
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　また、容量誤差ΔＱは、例えば、以下に説明する方法によって求めることができる。ま
ず、開放電圧曲線（推定値）を用いて、充電前の開放電圧および充電後の開放電圧の間に
おける容量Ｑ１を算出する。また、充電を開始してから終了するまでの間、電流を検出し
て、電流積算値を測定することにより、電流積算値から充電容量Ｑ２を算出できる。上述
した容量Ｑ１および容量Ｑ２の差を求めることにより、容量誤差ΔＱの絶対値（｜Ｑ１－
Ｑ２｜）を得ることができる。
【０１７３】
　ここで、外部電源による充電器を備えていないハイブリッド自動車では、開放電圧曲線
（実測値）を得ることが困難である。ただし、リチウムイオン二次電池１０が緩和状態に
あるときには、開放電圧曲線（実測値）上に位置する開放電圧を幾つか測定することがで
きる。ここで、リチウムイオン二次電池１０に電流が流れているときや、電流を遮断した
直後においては、活物質内にリチウムの濃度差が存在しているため、正確な開放電圧を測
定することができない。
【０１７４】
　一方、リチウムイオン二次電池１０の通電を遮断してから時間が経過していれば、リチ
ウムイオン二次電池１０が緩和状態となり、リチウムの濃度差が存在しない状態で正確な
開放電圧を測定することができる。リチウムイオン二次電池１０が緩和状態にある場合と
して、例えば、車両が所定時間以上停止しているときが挙げられる。これにより、リチウ
ムイオン二次電池が特定の容量にあるときの開放電圧（実測値）ＯＣＶを得ることができ
る。
【０１７５】
　特定の容量における特定の開放電圧を測定できれば、図２０に示すように、開放電圧（
実測値）と開放電圧曲線（推定値）とを比較することにより、電圧誤差ΔＶを求めること
ができる。また、複数の開放電圧（実測値）を測定しておけば、上述したように容量誤差
ΔＱを求めることができる。具体的には、開放電圧曲線（推定値）を用いて、２点の開放
電圧（実測値）の間における容量Ｑ１を算出する。また、２点の開放電圧（実測値）を得
るときの電流積算値を測定しておけば、この電流積算値から容量Ｑ２を算出できる。そし
て、容量Ｑ１および容量Ｑ２の差（｜Ｑ１－Ｑ２｜）を求めれば、容量誤差ΔＱの絶対値
を得ることができる。
【０１７６】
　ＥＣＵ２０は、ステップＳ４０５において、ステップＳ４０４で得られた電圧誤差ΔＶ
および容量誤差ΔＱに対する評価関数ｆ（ΔＶ，ΔＱ）を算出する。評価関数ｆ（ΔＶ，
ΔＱ）としては、例えば、電圧誤差ΔＶおよび容量誤差ΔＱに対して重み付け加算した値
を用いることができる。
【０１７７】
　また、ＥＣＵ２０は、今回設定された劣化パラメータから算出される評価関数ｆ（ΔＶ
，ΔＱ）が、前回設定された劣化パラメータから算出される評価関数ｆ（ΔＶ，ΔＱ）よ
りも小さいか否かを判別する。ここで、今回の評価関数ｆ（ΔＶ，ΔＱ）が前回の評価関
数ｆ（ΔＶ，ΔＱ）よりも小さければ、今回の評価関数ｆ（ΔＶ，ΔＱ）をメモリに記憶
する。なお、今回の評価関数ｆ（ΔＶ，ΔＱ）が前回の評価関数ｆ（ΔＶ，ΔＱ）よりも
大きければ、前回の評価関数ｆ（ΔＶ，ΔＱ）がメモリに記憶されたままとなる。
【０１７８】
　ＥＣＵ２０は、ステップＳ４０６において、劣化パラメータをすべての探索範囲で変化
させたか否かを判別し、すべての探索範囲で劣化パラメータを変化させていれば、ステッ
プＳ４０７に処理を進める。一方、すべての探索範囲で変化させていなければ、ＥＣＵ２
０は、ステップＳ４０２に処理を戻す。
【０１７９】
　このように劣化パラメータを探索範囲の全体で変化させるまでは、ステップＳ４０２～
ステップＳ４０６の処理が繰り返して行われる。そして、最小値となる評価関数ｆ（ΔＶ
，ΔＱ）が特定され、この評価関数（最小値）が得られた開放電圧曲線を特定できるとと
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もに、開放電圧曲線（推定値）を規定する劣化パラメータ（ｋ１，ｋ２，ΔＱｓ）を特定
することができる。評価関数が最小値を示す劣化パラメータを特定することにより、劣化
状態（磨耗劣化およびリチウム析出による劣化）の判定の精度を向上させることができる
。
【０１８０】
　ここで、特定されたずれ容量ΔＱｓは、磨耗劣化によるずれ容量ΔＱｓ（Ｗ）およびリ
チウム析出の劣化によるずれ容量ΔＱｓ（Ｌｉ）が含まれる。したがって、ＥＣＵ２０は
、ステップＳ４０７において、ステップＳ４０２～ステップＳ４０６の処理で決定された
劣化パラメータ（正極容量維持率ｋ１および負極容量維持率ｋ２）と、磨耗劣化マップ（
図１０）とを用いて、磨耗劣化に起因するずれ容量ΔＱｓ（Ｗ）を特定する。そして、Ｅ
ＣＵ２０は、ステップＳ４０８において、ステップＳ４０２～ステップＳ４０６の処理で
特定されたずれ容量ΔＱｓと、ステップＳ４０７で得られたずれ容量ΔＱｓ（Ｗ）との差
分を算出することによって、リチウム析出によるずれ容量ΔＱｓ（Ｌｉ）を算出する。
【０１８１】
　このように、実施の形態２の変形例によれば、電動車両に搭載されるリチウムイオン二
次電池について、開放電圧特性に基づく劣化診断によって、正極容量維持率ｋ１、負極容
量維持率ｋ２およびずれ容量ΔＱｓをオンボードで取得することができる。特に、車両外
部の電源による車載バッテリの外部充電機能を有する、ＰＨＶやＥＶと、当該外部充電機
能を具備しないハイブリッド自動車の両方について、オンボードで開放電圧特性に基づい
て、劣化パラメータを取得できる。そして、取得した劣化パラメータに基づいて、リチウ
ムイオン二次電池１０を解体して化学分析を行なうことなく、リチウムの析出を定量的に
推定することができる。
【０１８２】
　このように、図２に示した劣化パラメータ取得部４０の機能については、劣化パラメー
タをオフボードで取得する際には、バッテリチェッカ３０のＭＰＵ３１によって実現でき
る一方で、劣化パラメータをオンボードで取得する際には、その一部を車両に搭載された
ＥＣＵ（たとえば、図１のＥＣＵ２０）によって実現することができる。
【０１８３】
　［実施の形態３］
　実施の形態３では、図１１のステップＳ２００（図１の判定部６０）における判定処理
の変形例あるいは追加例について説明する。
【０１８４】
　図２１は、本発明の実施の形態３によるリチウムイオン二次電池の劣化判定におけるリ
ユース判定の追加例を説明する処理手順である。図２１に示す制御処理は、実施の形態１
による判定処理に対して追加的に実行することが可能である。
【０１８５】
　図２１を参照して、ＭＰＵ３１は、図１１～図１３に従った再利用可否判定の後、ステ
ップＳ１５０により、リチウムイオン二次電池１０がリユース可能であるかどうかを確認
する。リユース不可能である場合（Ｓ５００のＮＯ判定時）には、以下の処理は実行され
ない。
【０１８６】
　ＭＰＵ３１は、リユース可能であるとき（Ｓ５００のＹＥＳ判定時）は、ステップＳ５
１０により、ΔＱｓ（Ｌｉ）とΔＱｓ（Ｗ）との差が判定値Ｑｔｈよりも大きいかどうか
を判定する。すなわち、ステップＳ１５０では、リチウムイオン二次電池１０全体でのず
れ容量ΔＱｓについて、磨耗劣化に起因したずれ容量と、リチウム析出に起因したずれ容
量との一方が支配的な要因となっているかどうかを判定する。
【０１８７】
　そして、｜ΔＱｓ（Ｌｉ）－ΔＱｓ（Ｗ）｜＞Ｑｔｈのとき（Ｓ５１０のＹＥＳ判定時
）には、ＭＰＵ３１は、ステップＳ５１５により、ΔＱｓ（Ｌｉ）およびΔＱｓ（Ｗ）の
大小関係を判定する。ＭＰＵ３１は、ΔＱｓ（Ｌｉ）＞ΔＱｓ（Ｗ）のとき（Ｓ５１５の
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ＹＥＳ判定時）には、ステップＳ５２０に処理を進めて、利用先コードを「１」とする。
これに対して、ΔＱｓ（Ｗ）＞ΔＱｓ（Ｌｉ）のとき（Ｓ５１５のＮＯ判定時）には、Ｍ
ＰＵ３１は、ステップＳ５３０に処理を進めて、利用先コードを「２」に設定する。利用
先コードは、リチウムイオン二次電池１０をリユースする際の好ましい気候条件を示すも
のである。
【０１８８】
　ΔＱｓ（Ｌｉ）－ΔＱｓ（Ｗ）＞Ｑｔｈであり、リチウム析出による劣化が支配的であ
るリチウムイオン二次電池１０には、高温条件下での使用が適していることを示す利用先
コード「１」が付与される。なぜなら、析出したリチウムは、高温で長期間保持されるこ
とにより、再び電池反応に関与できるリチウムに回復しやすい傾向にあるからである。そ
して、利用先コード「１」が付与されたリチウムイオン二次電池１０は、たとえばラジエ
ータ容量が通常よりも大きく設定された、熱帯地域向けの自動車に搭載される。
【０１８９】
　一方、ΔＱｓ（Ｗ）－ΔＱｓ（Ｌｉ）＞Ｑｔｈであり、磨耗劣化が支配的であるリチウ
ムイオン二次電池１０には、低温条件下での使用が適していることを示す利用先コード「
２」が付与される。なぜなら、磨耗劣化は、高温条件下の使用で発生しやすく、低温条件
下の使用では発生しにくいからである。そして、利用先コード「２」が付与されたリチウ
ムイオン二次電池１０は、たとえば、補機バッテリの搭載個数が通常よりも多い、寒冷地
向けの自動車に搭載される。
【０１９０】
　一方、｜ΔＱｓ（Ｌｉ）－ΔＱｓ（Ｗ）｜≦Ｑｔｈのとき（Ｓ５１０のＮＯ判定時）に
は、磨耗劣化およびリチウム析出の両方が均衡した劣化状態である。このため、ＭＰＵ３
１は、ステップＳ５４０に処理を進めて、上記のような利用先コードを付与することなく
、処理を終了させる。
【０１９１】
　このように、図２１によるリチウムイオン二次電池の劣化判定（リユース判定）によれ
ば、リチウムイオン二次電池１０のずれ容量（電池容量変動量）ΔＱｓを、磨耗劣化に起
因する変動量ΔＱｓ（Ｗ）とリチウム析出に起因する変動量ΔＱｓ（Ｌｉ）とに分離する
ことによって、リユースするのに適した気候条件を示す判定情報をさらに付与することが
できる。
【０１９２】
　図２２には、実施の形態３によるリチウムイオン二次電池の劣化判定における、負極の
再利用可否判定の制御処理手順が示される。
【０１９３】
　図２２を参照して、ＭＰＵ３１は、図１２と同様のステップＳ２０５，Ｓ２１０の実行
により、ΔＱｓ（Ｌｉ）が判定値ＬＲＣｍａｘ以上であるとき（Ｓ２１０のＮＯ判定時）
には、ステップＳ２１２に処理を進めて、フラグＦＲＭをオンする。
【０１９４】
　さらに、ＭＰＵ３１は、ステップＳ２１５，Ｓ２２０および／またはステップＳ２２５
，Ｓ２３０を図１２と同様に実行することにより、負極容量維持率ｋ２および／または負
極の拡散係数Ｄｓと判定値との比較によるリサイクル判定を実行することができる。
【０１９５】
　すなわち、図２２の処理は、図１２に示された、リサイクルおよびリユースを包括した
負極についての再利用可否判定のうちの、リサイクル可否判定に係るものである。このた
め、ステップＳ２２０およびＳ２３０での判定値についても、リサイクル可否に係る判定
値ｋ２ＲＣｍｉｎおよびＤｓＲＣｍｉｎが使用される。ＭＰＵ３１は、負極容量維持率ｋ
２または拡散係数Ｄｓが判定値以下となった場合（Ｓ２２０またはＳ２３０がＮＯ判定）
には、ステップＳ２１２の処理をスキップする。
【０１９６】
　ＭＰＵ３１は、ステップＳ２３０のＹＥＳ判定時、すなわちリチウム析出に起因したず
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れ容量ΔＱｓ（Ｌｉ）を含む劣化パラメータについて、劣化レベルが判定値に達していな
いときには、ステップＳ２４０に処理を進めて、負極材料のリサイクル可能と判定する。
【０１９７】
　一方で、ＭＰＵ３１は、リチウム析出に起因したずれ容量ΔＱｓ（Ｌｉ）、または、負
極容量維持率ｋ２および拡散係数Ｄｓのいずれかが判定値を超えて劣化しているときには
、ステップＳ２３５により、フラグＦＲＭがオンされているかどうかを判定する。
【０１９８】
　そして、ＭＰＵ３１は、フラグＦＲＭがオンされているとき（Ｓ２３５のＹＥＳ判定時
）、すなわちリチウム析出に起因したずれ容量ΔＱｓ（Ｗ）が判定値よりも大きいときに
は、ステップＳ２４５に処理を進めて、リチウムの除去工程後リサイクル可能であると判
定する。フラグＦＲＭがオフされているとき（Ｓ２３５のＮＯ判定時）には、ステップＳ
２４５はスキップされる。
【０１９９】
　ここで、リチウム金属は水などに容易に溶けるため、リチウムを溶媒に溶解させるリチ
ウム除去工程を施せば、リチウムの除去により負極材料をリサイクルすることが可能とな
る。したがって、リチウム析出が過大となることによって劣化しているリチウムイオン二
次電池１０に対しては、リチウム除去工程を追加することによって、負極材料をリサイク
ルできる可能性がある。
【０２００】
　このように、図２２によるリチウムイオン二次電池の劣化判定、負極材料のリサイクル
可否判定において、リチウム除去工程を追加することによってリサイクル可能な電池を抽
出することができるので、リサイクル可能な対象をさらに増やすことができる。また、リ
チウム析出量を考慮することなくリチウムイオン二次電池のリサイクル対象を全数リチウ
ム除去工程を経由させる場合と比較して、リチウム除去工程の処理数を削減できるので、
リサイクル工程の簡略化および低コスト化が可能となる。
【０２０１】
　なお、実施の形態２およびその変形例では、劣化判定の対象となるリチウムイオン二次
電池１０が電動車両に搭載される組電池であることを想定したが、本発明の適用はこのよ
うなケースに限定されるものではない点について確認的に記載する。すなわち、少なくと
も実施の形態２に従って、オフボードで開放電圧特性の測定および劣化パラメータの取得
が可能なリチウムイオン二次電池に対しては、本実施の形態１，３で説明した劣化判定に
よって再利用可否を判定することが可能である。
【０２０２】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
る。
【産業上の利用可能性】
【０２０３】
　本発明によるリチウムイオン二次電池の劣化判定システムは、リチウムイオン二次電池
の再利用（リサイクルおよびリユース）の判定に用いることができる。
【符号の説明】
【０２０４】
　１０　リチウムイオン二次電池（劣化判定対象）、１１　正極端子、１２　負極端子、
１５　バッテリセンサ、１５ａ　電流センサ、１５ｂ　電圧センサ、１５ｃ　温度センサ
、３０　バッテリチェッカ、３１　ＭＰＵ、３２　メモリ、３３　通信機、３５，３６　
テスト端子、３７，３８　スイッチ、４０　劣化パラメータ取得部、４１　電源、４２　
負荷、５０　リチウム析出量推定部、６０　判定部、Ｄｓ　拡散係数、Ｄｓｍｉｎ，ＬＲ
Ｃｍａｘ，Ｌｍａｘ，Ｌｍａｘ，ｋ１ｍｉｎ，ｋ２ｍｉｎ，Ｄｓｍｉｎ，Ｑｔｈ，ｋ１ｍ
ｉｎ，ｋ２ＲＣｍａｘ，ｋ２ｍｉｎ　判定値、ＦＲＭ　フラグ、ＯＣＶ　開放電圧、Ｑ１
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，Ｑ２　容量、Ｕ１，Ｕ２　開放電位、ｋ１　正極容量維持率、ｋ２　負極容量維持率、
ΔＱｓ　電池容量変動量（ずれ容量）、ΔＱｓ（Ｌｉ）　ずれ容量（リチウム析出起因）
、ΔＱｓ（Ｗ）　ずれ容量（磨耗劣化起因）。
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