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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のセルを直列に接続してなる複数の電池モジュールを備える電池装置であって、
　前記複数の電池モジュールの各電池モジュール毎に各電池モジュールを構成する各セル
の電圧の均等化を行なう複数の均等化回路と、
　前記複数の電池モジュールを直列接続したり並列接続する接続切替手段と、
　所定の均等化実行条件が成立したとき、前記複数の電池モジュールを直列接続した状態
で各電池モジュールを構成する各セルの均等化が行なわれるよう前記接続切替手段と前記
複数の均等化回路とを制御し、前記各電池モジュールを構成する各セルの均等化が終了し
た後に、各電池モジュールを構成する各セルの均等化を終了すると共に前記複数の電池モ
ジュールが並列接続されて各電池モジュールの均等化がなされるよう前記接続切替手段と
前記複数の均等化回路とを制御する均等化制御手段と、
　を備える電池装置。
【請求項２】
　前記各セルはリチウム二次電池として構成されてなる請求項１記載の電池装置。
【請求項３】
　前記接続切替手段は、前記電池モジュールを所定数直列接続してなる直列モジュールの
複数を直列接続したり並列接続する手段である請求項１または２記載の電池装置。
【請求項４】
　内燃機関を備える内燃機関装置であって、
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　前記内燃機関をクランキング可能なスタータモータと、
　前記スタータモータに電力を供給する二次電池と、
　請求項１ないし３いずれか記載の電池装置と、
　前記電池装置から前記スタータモータへの電力の供給と該電力の供給の停止とを切り替
える電力供給停止切替手段と、
　所定の切替条件が成立したとき、前記複数の電池モジュールが並列接続された状態で前
記電池装置から前記スタータモータに電力が供給されるよう前記接続切替手段と前記電力
供給停止切替手段とを制御する切替制御手段と、
　を備える内燃機関装置。
【請求項５】
　前記所定の切替条件は、前記二次電池が前記スタータモータによるクランキングに要す
る電力を供給できない状態となる条件である請求項４記載の内燃機関装置。
【請求項６】
　請求項４または５記載の内燃機関装置を搭載する車両。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電池装置およびこれを備える内燃機関装置並びに車両に関し、詳しくは、複
数のセルを直列に接続してなる複数の電池モジュールを備える電池装置およびこれを備え
る内燃機関装置並びに車両に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の電池装置としては、複数のセルを直列に接続した組電池の各セルの充電
容量ＳＯＣに基づいて各セルの容量調整条件を決定し、この容量調整条件に従って組電池
の各セルの充電容量を調整するものが提案されている（例えば、特許文献１参照）。この
装置では、このように充電容量を調整することにより、各セルの容量の十分な均一化（均
等化）を図っている。
【特許文献１】特開２００４－３１０１２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上述の電池装置では、各セルの容量の均等化を図ることができるものの
、均等化が各セルの放電によるものであるため、均等化における電力損失が生じる。こう
した電力損失は、エネルギ効率の観点から好ましくなく、電力損失の低減が望まれる。
【０００４】
　また、内燃機関をスタータモータによりクランキングして始動する装置では、スタータ
モータに電力供給する二次電池がバッテリ上がりを生じると、内燃機関を始動することが
できない。このため、二次電池とは別にスタータモータに電力供給可能な電力源を搭載す
ることが望まれる。
【０００５】
　本発明の電池装置は、各セルの均等化における電力損失を低減することを目的とする。
また、本発明の内燃機関装置およびこれを備える車両は、スタータモータに電力供給する
二次電池がバッテリ上がりを生じたときでもスタータモータに電力供給して内燃機関を始
動することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の電池装置およびこれを備える内燃機関装置並びに車両は、上述の目的を達成す
るために以下の手段を採った。
【０００７】
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　本発明の電池装置は、
　複数のセルを直列に接続してなる複数の電池モジュールを備える電池装置であって、
　前記複数の電池モジュールの各電池モジュール毎に各電池モジュールを構成する各セル
の電圧の均等化を行なう複数の均等化回路と、
　前記複数の電池モジュールを直列接続したり並列接続する接続切替手段と、
　所定の均等化実行条件が成立したとき、前記複数の電池モジュールを直列接続した状態
で各電池モジュールを構成する各セルの均等化が行なわれる前記接続切替手段と前記複数
の均等化回路とを制御し、前記各電池モジュールを構成する各セルの均等化が終了した後
に、各電池モジュールを構成する各セルの均等化を終了すると共に前記複数の電池モジュ
ールが並列接続されて各電池モジュールの均等化がなされるよう前記接続切替手段と前記
複数の均等化回路とを制御する均等化制御手段と、
　を備えることを要旨とする。
【０００８】
　この本発明の電池装置では、所定の均等化実行条件が成立したときには、複数の電池モ
ジュールを直列接続した状態で各電池モジュールを構成する各セルの均等化を行ない、そ
の後、各電池モジュールを構成する各セルの均等化を終了すると共に複数の電池モジュー
ルが並列接続されて各電池モジュールの均等化を行なう。直列接続による電池モジュール
毎の各セルの均等化では放電による電力損失が生じるものの、並列接続による電池モジュ
ールの均等化では電池モジュール間で電力の授受が行なわれるから放電による電力損失は
生じない。この結果、全体としての電力損失を低減することができる。ここで、各セルは
リチウム二次電池として構成されてなるものとすることもできる。
【０００９】
　こうした本発明の電池装置において、前記接続切替手段は、前記電池モジュールを所定
数直列接続してなる複数の直列モジュールを直列接続したり並列接続する手段であるもの
とすることもできる。
【００１０】
　本発明の内燃機関装置は、
　内燃機関を備える内燃機関装置であって、
　前記内燃機関をクランキング可能なスタータモータと、
　前記スタータモータに電力を供給する二次電池と、
　上述のいずれかの態様の本発明の電池装置、即ち、基本的には、複数のセルを直列に接
続してなる複数の電池モジュールを備える電池装置であって、前記複数の電池モジュール
の各電池モジュール毎に各電池モジュールを構成する各セルの電圧の均等化を行なう複数
の均等化回路と、前記複数の電池モジュールを直列接続したり並列接続する接続切替手段
と、所定の均等化実行条件が成立したとき、前記複数の電池モジュールを直列接続した状
態で各電池モジュールを構成する各セルの均等化が行なわれる前記接続切替手段と前記複
数の均等化回路とを制御し、前記各電池モジュールを構成する各セルの均等化が終了した
後に、各電池モジュールを構成する各セルの均等化を終了すると共に前記複数の電池モジ
ュールが並列接続されて各電池モジュールの均等化がなされるよう前記接続切替手段と前
記複数の均等化回路とを制御する均等化制御手段と、を備える電池装置と、
　前記電池装置から前記スタータモータへの電力の供給と該電力の供給の停止とを切り替
える電力供給停止切替手段と、
　所定の切替条件が成立したとき、前記複数の電池モジュールが並列接続された状態で前
記電池装置から前記スタータモータに電力が供給されるよう前記接続切替手段と前記電力
供給停止切替手段とを制御する切替制御手段と、
　を備えることを要旨とする。
【００１１】
　この内燃機関装置では、所定の切替条件が成立したときには、複数の電池モジュールが
並列接続された状態で電池装置からスタータモータに電力を供給する。したがって、スタ
ータモータへの電力供給源として二次電池と電池装置とを用いることができる。この結果
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、二次電池がバッテリ上がりして二次電池からの電力によってはスタータモータを駆動し
て内燃機関をクランキングすることができないときでも、電池装置からの電力によりスタ
ータモータを駆動して内燃機関をクランキングすることができ、内燃機関を始動すること
ができる。ここで、所定の切替条件としては、前記二次電池が前記スタータモータによる
クランキングに要する電力を供給できない状態となる条件であるものとすることもできる
。こうした内燃機関装置は自動車などの車両に搭載されるものとすることもできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　次に、本発明を実施するための最良の形態を実施例を用いて説明する。
【実施例】
【００１３】
　図１は、本発明の一実施例としての電池装置としての電源装置４０を搭載する自動車２
０の構成の概略を示す構成図である。実施例の自動車２０は、図示するように、ガソリン
により駆動するエンジン２２と、エンジン２２からの動力を変速してデファレンシャルギ
ヤ３６を解して駆動輪３８ａ，３８ｂに出力するオートマチックトランスミッション２４
と、エンジン２２やオートマチックトランスミッション２４を制御する駆動用電子制御ユ
ニット（以下、駆動用ＥＣＵという）２８と、エンジン２２のクランクシャフトに掛けら
れたベルト２３によりその回転軸が接続されてエンジン２２からの動力を用いて発電する
オルタネータ３３と、電源装置４０と、を備える。
【００１４】
　駆動用ＥＣＵ２８は、図示しないＣＰＵを中心とするマイクロコンピュータとして構成
されている。駆動用ＥＣＵ２８の図示しない入力ポートには、シフトポジションセンサ３
０からのシフトポジションＳＰや車速センサ３２からの車速Ｖなどエンジン２２やオート
マチックトランスミッション２４をコントロールするのに必要なデータがエンジン２２や
オートマチックトランスミッション２４に取り付けられた各種センサから入力されている
。また、駆動用ＥＣＵ２８の図示しない出力ポートからは、エンジン２２をクランキング
するスタータモータ２６への駆動信号やエンジン２２やオートマチックトランスミッショ
ン２４の各種アクチュエータへの駆動信号への駆動信号などが出力されている。
【００１５】
　電源装置４０は、高圧系の電力ライン４６によりオルタネータ３３に接続されてオルタ
ネータ３３からの発電電力を用いて充電すると共にリレー２７を介してスタータモータ２
６に電力を供給可能な高圧バッテリ装置６０と、高圧系の電力ライン４６に降圧用ＤＣ／
ＤＣコンバータ５６および昇圧用ＤＣ／ＤＣコンバータ５７を介して接続されると共に低
圧系の電力ライン４８を介してスタータモータ２６などの補機に電力を供給可能な低圧バ
ッテリ５０と、電源装置４０全体を制御する電源用電子制御ユニット７０と、を備える。
なお、低圧バッテリ５０は、実施例では定格出力電圧が１２Ｖの鉛蓄電池として構成され
ている。
【００１６】
　高圧バッテリ装置６０は、図２の構成図に示すように、リチウム二次電池として構成さ
れた複数のセルを直列接続してなる３つの電池モジュールＣ１～Ｃ３と、各電池モジュー
ルＣ１～Ｃ３の各セルの電圧を均等化する均等化回路Ｂ１～Ｂ３と、電池モジュールＣ１
～Ｃ３を直列接続したり並列接続するための複数のスイッチＳＷ１～ＳＷ６と、を備える
。電池モジュールＣ１～Ｃ３は、いずれも低圧バッテリ５０の定格出力電圧（１２Ｖ）と
なるよう構成されている。均等化回路Ｂ１～Ｂ３は、図示しないが、例えば、抵抗と各セ
ルの電極に接続されたリード線と各セルからのリード線を各セル毎に抵抗に接続する複数
のスイッチとから構成されており、電池モジュールを構成する各セルの電圧が各セルのう
ち最も電圧が低いセルの電圧になるように各セルを順に抵抗に接続して放電することによ
り各セルの均等化を行なう。なお、均等化回路Ｂ１～Ｂ３の構成や動作については周知の
ものであり、本発明の中核をなさないから、これ以上の詳細な説明は省略する。高圧バッ
テリ装置６０は、スイッチＳＷ１～ＳＷ４をオフとすると共にスイッチＳＷ５，ＳＷ６を



(5) JP 4622645 B2 2011.2.2

10

20

30

40

50

オンとすることにより、電池モジュールＣ１～Ｃ３を直列接続して低圧バッテリ５０の定
格出力電圧（１２Ｖ）の３倍の定格出力電圧のバッテリとしてその入出力端子Ｎ１，Ｎ２
を高圧系の電力ライン４６に接続し、スイッチＳＷ１～ＳＷ４をオンとすると共にスイッ
チＳＷ５，ＳＷ６をオフとすることにより、電池モジュールＣ１～Ｃ３を並列接続して低
圧バッテリ５０の定格出力電圧（１２Ｖ）と同一の定格出力電圧のバッテリとしてその入
出力端子Ｎ１，Ｎ２を高圧系の電力ライン４６に接続する。
【００１７】
　電源用電子制御ユニット７０は、ＣＰＵ７２を中心とするマイクロコンピュータとして
構成されており、ＣＰＵ７２の他に処理プログラムなどを記憶するＲＯＭ７４や一時的に
データを記憶するＲＡＭ７６，図示しない入出力ポートや通信ポートを備える。電源用電
子制御ユニット７０には、オルタネータ３３に取り付けられた図示しない温度センサから
のオルタネータ温度Ｔａやオルタネータ３３に取り付けられた図示しない回転数センサか
らのオルタネータ回転数Ｎａ，低圧バッテリ５０に取り付けられた温度センサ５１からの
低圧バッテリ温度Ｔｂ１や低圧バッテリ５０の出力端子間に取り付けられた電圧センサ５
２からの低圧バッテリ電圧Ｖｂ１，低圧バッテリ５０の出力端子近傍の電力ライン４６に
取り付けられた電流センサ５４からの低圧バッテリ電流Ｉｂ１，高圧バッテリ装置６０の
出力端子間に取り付けられた電圧センサ６２からの高圧バッテリ電圧Ｖｂ２，高圧バッテ
リ装置６０の出力端子近傍の電力ライン４６に取り付けられた電流センサ６４からの高圧
バッテリ電流Ｉｂ２などが入力ポートを介して入力されている。また、電源用電子制御ユ
ニット７０からは、オルタネータ３３への駆動信号や降圧用ＤＣ／ＤＣコンバータ５６へ
の制御信号，昇圧用ＤＣ／ＤＣコンバータ５７への制御信号などが出力ポートを介して出
力されている。更に、電源用電子制御ユニット７０は、駆動用ＥＣＵ２８と通信しており
、必要に応じて駆動用ＥＣＵ２８とデータのやりとりを行なう。なお、本発明の電池装置
としては、実施例では、高圧バッテリ装置６０と電源用電子制御ユニット７０とが該当す
る。
【００１８】
　次に、こうして構成された実施例の電源装置４０の動作、特に電池モジュールＣ１～Ｃ
３を構成する各セルを均等化する際の動作や高圧バッテリ装置６０からの電力を用いてス
タータモータ２６を駆動してエンジン２２を始動する際の動作について説明する。まず、
電池モジュールＣ１～Ｃ３を構成する各セルを均等化する際の動作について説明する。図
３は、イグニッションオフされている状態で、電池モジュールＣ１～Ｃ３を構成する各セ
ルの電圧が不均等に至ったときに電源用電子制御ユニット７０により実行される均等化処
理ルーチンの一例を示すフローチャートである。
【００１９】
　均等化処理ルーチンが実行されると、電源用電子制御ユニット７０のＣＰＵ７２は、ま
ず、スイッチＳＷ１～ＳＷ４をオフとすると共にスイッチＳＷ５，ＳＷ６をオンとするこ
とにより、電池モジュールＣ１～Ｃ３を直列接続して（ステップＳ１００）、均等化回路
Ｂ１～Ｂ３による各電池モジュールＣ１～Ｃ３を構成する各セルの均等化を実行する処理
を開始し（ステップＳ１１０）、各セルの均等化が終了するのを待つ（ステップＳ１２０
）。これにより、各電池モジュールＣ１～Ｃ３における各セルの電圧が均等化される。
【００２０】
　各セルの均等化が終了すると、スイッチＳＷ５，ＳＷ６をオフとして電池モジュールＣ
１～Ｃ３の直列接続を解除すると共に（ステップＳ１３０）、スイッチＳＷ１～ＳＷ４を
オンとすると共にスイッチＳＷ５，ＳＷ６のオフの状態を維持して電池モジュールＣ１～
Ｃ３を並列接続し（ステップＳ１４０）、所定時間経過するのを待って（ステップＳ１５
０）、スイッチＳＷ１～ＳＷ４をオフとして電池モジュールＣ１～Ｃ３の並列接続を解除
して（ステップＳ１６０）、本ルーチンを終了する。各セルの均等化が終了した各電池モ
ジュールＣ１～Ｃ３は、各電池モジュールを構成する各セルのうち最も電圧が低いセルの
電圧に均等化されているから、電池モジュール単位の電圧は不揃いなものとなっている。
電池モジュールＣ１～Ｃ３を並列接続すると、電池モジュール間で電力の授受が行なわれ
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るから、電池モジュール単位の電圧は均等化される。このとき、放電により均等化される
電池モジュールもあるが充電により均等化される電池モジュールも生じるから、電力損失
は小さなものとなる。なお、電池モジュールＣ１～Ｃ３を構成するすべてのセルのうち最
も電圧が低いセルの電圧にすべてのセルを均等化する場合には、電池モジュールＣ１～Ｃ
３に電圧格差は生じないが、放電による均等化だけが行なわれる結果、上述した実施例の
ように電池モジュール毎に各セルの均等化を行なった後に電池モジュールを並列接続して
電池モジュールの均等化を行なうものに比して、電圧損失は大きくなる。即ち、上述した
均等化では、電池モジュール間の電力授受を行なうことにより、電圧損失を小さくするこ
とができるのである。
【００２１】
　次に、高圧バッテリ装置６０からの電力を用いてスタータモータ２６を駆動してエンジ
ン２２を始動する際の動作について説明する。この動作は、低圧バッテリ５０がバッテリ
上がりを生じているなど何らかの事情により低圧バッテリ５０からの電力によってはスタ
ータモータ２６を駆動してエンジン２２を始動することができないときに行なわれる動作
であり、図４に例示する臨時始動時処理ルーチンを実行することにより行なわれる。
【００２２】
　臨時始動時処理ルーチンが実行されると、電源用電子制御ユニット７０のＣＰＵ７２は
、まず、スイッチＳＷ５，ＳＷ６をオフとして電池モジュールＣ１～Ｃ３の直列接続を解
除すると共に（ステップＳ２００）、スイッチＳＷ１～ＳＷ４をオンとすると共にスイッ
チＳＷ５，ＳＷ６のオフの状態を維持して電池モジュールＣ１～Ｃ３を並列接続し（ステ
ップＳ２１０）、リレー２７をオンとして（ステップＳ２２０）、駆動用ＥＣＵ２８にエ
ンジン２２の始動許可を送信する（ステップＳ２３０）。上述したように、電池モジュー
ルＣ１～Ｃ３を並列接続すると、高圧バッテリ装置６０の出力電圧は低圧バッテリ５０の
定格出力電圧と同一となるから、高圧バッテリ装置６０からスタータモータ２６に電力を
供給してもスタータモータ２６に過大な電圧の電力を供給することにはならない。なお、
始動許可を受信した駆動用ＥＣＵ２８は、イグニッションオンを条件にスタータモータ２
６を駆動してクランキングしてエンジン２２の始動を開始する。そして、駆動用ＥＣＵ２
８は、エンジン２２が完爆すると、始動が完了したとして始動終了を電源用電子制御ユニ
ット７０に送信する。
【００２３】
　こうした臨時始動時処理ルーチンでは、駆動用ＥＣＵ２８からの始動終了を受信するの
を待って（ステップＳ２４０）、リレー２７をオフとすると共に（ステップＳ２５０）、
スイッチＳＷ１～ＳＷ４をオフとして電池モジュールＣ１～Ｃ３の並列接続を解除し（ス
テップＳ２６０）、この状態からスイッチＳＷ５，ＳＷ６をオンとして電池モジュールＣ
１～Ｃ３を直列接続してオルタネータ３３からの発電電力の受け入れができるようにして
（ステップＳ２７０）、本ルーチンを終了する。こうした処理により、低圧バッテリ５０
からの電力ではスタータモータ２６を駆動してエンジン２２を始動できないときでもエン
ジン２２を始動することができる。
【００２４】
　以上説明した実施例の電源装置４０によれば、電池モジュールＣ１～Ｃ３を直列接続し
た状態で電池モジュールＣ１～Ｃ３の各セルの均等化を行なった後に電池モジュールＣ１
～Ｃ３を並列接続して電池モジュールＣ１～Ｃ３の均等化を行なうから、均等化による電
力損失を小さくすることができる。したがって、装置全体のエネルギ効率を向上させるこ
とができる。
【００２５】
　実施例の電源装置４０では、各電池モジュールＣ１～Ｃ３を低圧バッテリ５０の定格出
力電圧となるよう構成し、低圧バッテリ５０からの電力ではスタータモータ２６を駆動し
てエンジン２２を始動できないときには、電池モジュールＣ１～Ｃ３を並列接続すると共
にリレー２７をオンとすることにより、高圧バッテリ装置６０からの電力を用いてスター
タモータ２６を駆動してエンジン２２を始動することができる。この結果、エンジン２２
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の始動を複数の電源からの電力を用いて行なうことができるから、エンジン２２の始動の
安定性を向上させることができる。
【００２６】
　実施例の電源装置４０では、３つの電池モジュールＣ１～Ｃ３により高圧バッテリ装置
６０を構成するものとしたが、４つ以上の電池モジュールにより高圧バッテリ装置６０を
構成するものとしても構わない。また、すべての電池モジュールを並列接続するものに限
られず、例えば、図５に例示する変形例の高圧バッテリ装置６０Ｂのように、２つの電池
モジュールを直列接続したものを３つ並列接続した６つの電池モジュールＣ１～Ｃ６によ
り構成するものとしてもよい。この場合、直列接続する電池モジュールは２つに限られず
、３つ以上としてもよい。
【００２７】
　実施例の電源装置４０では、電力の供給源としてエンジン２２からの動力を用いて発電
するオルタネータ３３としたが、如何なる電力の供給源としても構わない。この場合、図
４に例示する臨時始動時処理ルーチンを実行しないものとしても差し支えない。
【００２８】
　実施例の電源装置４０では、高圧バッテリ装置６０の電池モジュールＣ１～Ｃ３の各セ
ルをリチウム二次電池により構成するものとしたが、ニッケル水素電池など他の電池によ
り構成するものとしても構わない。
【００２９】
　実施例では、電源装置４０を自動車２０に搭載するものとしたが、電源装置４０を自動
車以外の車両や船舶，航空機などの移動体に搭載するものとしてもよいし、電源装置４０
を建設設備などの移動しないシステムに組み込むものとしても構わない。これらの場合、
電源装置４０は、高圧バッテリ装置６０と電源用電子制御ユニット７０とを備えればよい
から、低圧バッテリ５０を備えないものとしても構わない。
【００３０】
　以上、本発明を実施するための最良の形態について実施例を用いて説明したが、本発明
はこうした実施例に何等限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内にお
いて、種々なる形態で実施し得ることは勿論である。
【産業上の利用可能性】
【００３１】
　本発明は、電池装置の製造産業などに利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明の一実施例としての電池装置としての電源装置４０を搭載する自動車２０
の構成の概略を示す構成図である。
【図２】高圧バッテリ装置６０の構成の一例を示す構成図である。
【図３】電源用電子制御ユニット７０により実行される均等化処理ルーチンの一例を示す
フローチャートである。
【図４】電源用電子制御ユニット７０により実行される臨時始動時処理ルーチンの一例を
示すフローチャートである。
【図５】変形例の高圧バッテリ装置６０Ｂの構成の概略を示す構成図である。
【符号の説明】
【００３３】
　２０　自動車、２２　エンジン、２３　ベルト、２４　オートマチックトランスミッシ
ョン、２６　スタータモータ、２７　リレー、２８　駆動用電子制御ユニット（駆動用Ｅ
ＣＵ）、３０　シフトポジションセンサ、３２　車速センサ、３３　オルタネータ、３６
　デファレンシャルギヤ、３８ａ，３８ｂ　駆動輪、４０　電源装置、４６，４８　電力
ライン、５０　低圧バッテリ、５１　温度センサ、５２，６２　電圧センサ、５４，６４
　電流センサ、５６　降圧用ＤＣ／ＤＣコンバータ、５７　昇圧用ＤＣ／ＤＣコンバータ
、６０　高圧バッテリ装置、７０　電源用電子制御ユニット、７２　ＣＰＵ、７４　ＲＯ
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Ｍ、７６　ＲＡＭ、ＳＷ１～ＳＷ６　スイッチ、Ｃ１～Ｃ６　電池モジュール、Ｂ１～Ｂ
６　均等化回路、Ｎ１，Ｎ２　入出力端子。

【図１】 【図２】

【図３】
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