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(57)【要約】
【課題】直列接続した電池列を複数並列接続した電池群
において、当該電池群の過放電又は過充電を防ぐ電池制
御装置を提供する。
【解決手段】複数の電池を直列接続した電池列１，２を
複数並列した電池群１００と、電池群１００に含まれる
各電池の状態を管理する電池状態管理手段と、各電池の
電流を制御する制御手段とを備え、電池状態管理手段は
、各電池の内部抵抗及び開放電圧を算出し、内部抵抗及
び開放電圧に基づき、各電池の許容電流を算出し、許容
電流に基づき、複数の電池列のうち一の電池列に加わる
第１の電圧を算出し、第１の電圧に基づき、複数の電池
列のうち他の電池列に含まれる電池に流れる推定電流を
推定し、他の電池列に含まれる電池に対応する許容電流
と推定電流とをそれぞれ比較し、制御手段は、前記電池
状態管理手段の比較の結果に応じて、前記各電池の電流
を制御する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の電池を直列接続した電池列を複数並列した電池群と、
前記電池群に含まれる各電池の状態を管理する電池状態管理手段と、
前記各電池の電流を制御する制御手段とを備え、
前記電池状態管理手段は、
　前記各電池の内部抵抗及び開放電圧を算出し、
　前記内部抵抗及び開放電圧に基づき、前記各電池の許容電流を算出し、
　前記許容電流に基づき、前記複数の電池列のうち一の電池列に加わる第１の電圧を算出
し、
　前記第１の電圧に基づき、前記複数の電池列のうち他の電池列に含まれる電池に流れる
推定電流を推定し、
　前記他の電池列に含まれる電池に対応する前記許容電流と前記推定電流とをそれぞれ比
較し、
前記制御手段は、前記電池状態管理手段の比較の結果に応じて、前記各電池の電流を制御
することを特徴とする電池制御装置。
【請求項２】
前記電池状態管理手段は、
　前記各電池の許容電流のうち、最も小さい許容電流に基づき、前記第１の電圧を算出し
、
　前記第１の電圧に基づき、前記最も小さい許容電流に対応する電池を含まない前記他の
電池列に含まれる電池に流れる前記推定電流を推定することを特徴とする請求項１記載の
電池制御装置。
【請求項３】
前記制御手段は、前記許容電流が対応する前記推定電流より大きい場合に、前記一の電池
列の電池に対応する前記許容電流に基づき、前記各電池の電流を制御することを特徴とす
る請求項１又は２記載の電池制御装置。
【請求項４】
前記電池状態管理手段は、
　前記推定電流が対応する前記許容電流より大きい場合に、
　前記他の電池列に含まれる電池に対応する前記許容電流に基づき、前記一の電池列に加
わる第２の電圧を算出し、
　前記第２の電圧に基づき、前記一の電池列に含まれる電池の推定電流を推定し、
　前記一の電池列に含まれる電池に対応する前記許容電流と前記推定電流とをそれぞれ比
較し、
前記制御手段は、前記他の電池列に含まれる電池に対応する前記許容電流又は前記一の電
池列に含まれる電池に対応する前記推定電流に基づき、前記各電池の電流を制御すること
を特徴とする請求項１又は２記載の電池制御装置。
【請求項５】
前記電池群に含まれる電池の電圧を検出する電圧検出手段と、
前記電池群に含まれる電池の電流を検出する電流検出手段とをさらに備え、
前記電池状態管理手段は、
　前記電圧検出手段により検出された検出電圧及び前記電流検出手段により検出された検
出電流に基づいて、前記内部抵抗及び前記開放電圧を演算することを特徴とする請求項１
～４のいずれか一項に記載の電池制御装置。
【請求項６】
前記電池状態管理手段は、
　予め設定されている前記各電池の許容電圧に基づき、前記許容電流を算出し、
　前記許容電圧に基づき、前記推定電流を算出することを特徴とする請求項１～５のいず
れか一項に記載の電池制御装置。
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【請求項７】
前記電池状態管理手段は、
　前記許容電流と前記推定電流と前記内部抵抗とに基づき、前記各電池の発熱量を算出し
、
　前記各電池の発熱量と予め設定されている前記各電池の許容発熱量とをそれぞれ比較し
、
前記制御手段は、前記発熱量が前記許容発熱量より高い場合に、前記許容発熱量に基づい
て各電池の電流に制限をかけることを特徴とする請求項１～６のいずれか一項に記載の電
池制御装置。
【請求項８】
複数の電池を直列接続した電池列を複数並列した電池群と、
前記電池群に含まれる各電池の状態を管理する電池状態管理手段と、
前記各電池の電流を制御する制御手段とを備え、
前記電池状態管理手段は、
　前記各電池の内部抵抗及び開放電圧を算出し、
　前記開放電圧及び前記内部抵抗に基づき、前記各電池の許容電流を算出し、
　前記許容電流に基づき、前記複数の電池列ごとに加わる第１の電圧を算出し、
　前記複数の電池列ごとに加わる第１の電圧の中で、最も小さい前記第１の電圧に対応す
る前記許容電流を抽出し、
前記制御手段は、前記電池状態管理手段により抽出された前記許容電流に基づき、前記各
電池の電流を制御することを特徴とする電池制御装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　本発明は、電池制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　並列接続された複数の電池の各許容放電電流又は各許容充電電流をそれぞれ演算し、演
算された各許容放電電流又は各許容充電電流の中で最も低い許容放電電流又は許容充電電
流に基づいて、当該複数の電池に流れる全体の電流を設定し、当該複数の電池の充放電電
流を制御する電源制御装置が知られている（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－２１５４５９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の電源制御装置を、直列接続した電池列を複数並列接続した電池群
を含む電源の制御に適用した場合に、当該最も小さい許容放電電流の基準となった電池と
異なる電池列に流れる放電電流が、当該電池列の電池の許容電流を越えてしまい、過放電
に陥る可能性があった。
【０００５】
　そこで本発明は、直列接続した電池列を複数並列接続した電池群において、当該電池群
の過放電又は過充電を防ぐ電池制御装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、電池群の各電池の許容電流を算出し、当該許容電流を用いて電池列に加わる
第１の電圧を算出し、演算結果に基づいて、各電池の電流を制御することにより上記課題
を解決する。
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【発明の効果】
【０００７】
本発明は、電池群に含まれる各電池に対して、実際に流れる電流を推定し、各電池の電流
を制御するため、電流を設定する際に基準となる電池以外の電池における過放電又は過充
電の可能性を確認した上で、各電池の最適な電流を制御することができ、その結果、電池
の過放電又は過充電を防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】発明の実施形態に係る電池制御装置を示すブロック図である。
【図２】図１の電池制御装置の制御手順を示すフローチャートである。
【図３】発明の他の実施形態に係る電池制御装置の制御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】
【０００９】
　以下、発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
【００１０】
《第１実施形態》
　図１は、本発明の実施形態に係る電池制御システムを示すブロック図である。同図に示
す電池群１は電池列１と電池列２とを並列に接続した電池群１００である。電池列１には
、単電池１１及び単電池２１が直列に接続されており、電池列２には、単電池１２及び単
電池２２が直列に接続されている。単電池１１、１２、２１、２２は、例えばリチウムイ
オン電池などの二次電池であって、共に同じ電池が使用されているが、これらの電池が使
用されることにより、バラツキが生じる場合がある。また本例の電池群１００には、４個
の電池が設けられるが、必ずしも４個である必要はない。また電池列群１００には、少な
くとも複数の電池列１、２の中で、電池が直列に接続されているものがあればよい。
【００１１】
　単電池１１、１２、２１、２２には、それぞれ電圧センサ３１、３２、３３、３４が接
続されている。電圧センサ３１、３２、３３、３４は、単電池１１、１２、２１、２２の
電圧を検出し、後述するバッテリコントローラ１０へ検出電圧を送信する。電圧センサ３
１、３２、３３、３４は、例えば、予め設定されているサンプリング周期で、各単電池１
１、１２、２１、２２の電圧を検出してもよく、またバッテリコントローラ１０から送信
させる制御信号をトリガとして、電圧を検出してもよい。
【００１２】
　電池列１には電流センサ４１が接続されており、電池列２には電流センサ４２が接続さ
れている。電流センサ４１は、電池列１の電池１１、２１に流れる電流を検出し、後述す
るバッテリコントローラ１０へ検出電流を送信する。電流センサ４２は、電池列１の電池
１２、２２に流れる電流を検出し、後述するバッテリコントローラ１０へ検出電流を送信
する。電流センサ３１、３２、３３、３４は、例えば、予め設定されているサンプリング
周期で、各単電池１１、１２、２１、２２の電流を検出し、またバッテリコントローラ１
０から送信させる制御信号をトリガとして、電流を検出してもよい。
【００１３】
　バッテリコントローラ１０は、検出電圧及び検出電流から各単電池１１、１２、２１、
２２の状態を管理する。電池の状態には、例えば各単電池１１、１２、２１、２２の電池
状態（ＳＯＣ：Ｓｔａｔｅ　Ｏｆ　Ｃｈａｒｇｅ）が含まれ、また、各単電池１１、１２
、２１、２２に流れる電流又は印加される電圧に基づく、過放電又は過充電になる可能性
も含まれる。
【００１４】
　制御部２０は、電池群１００に接続されており、バッテリコントローラ１０の制御信号
に基づき、各単電池１１、１２、２１、２２に流れる電流を制御する。各単電池１１、１
２、２１、２２は、図示しない充電器又は図示しないモータの回生制御に基づき充電され
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放電電流を制御し、各単電池１１、１２、２１、２２が過放電又は過充電になることを防
ぐ。
【００１５】
　次に、バッテリコントローラ１０の制御内容を説明する。まずバッテリコントローラ１
０は、電圧センサ３１、３２、３３、３４の検出電圧及び電流センサ４１、４２の検出電
流から、各単電池１１、１２、２１、２２の開放電圧及び内部抵抗を演算する。開放電圧
及び内部抵抗は、例えば、所定の時間における、各単電池１１、１２、２１、２２の検出
電圧及び検出電流からＩＶ直線特性を導き出す。そして、当該ＩＶ直線特性の傾きから内
部抵抗が導きだされ、当該ＩＶ直線特性の切片から開放電圧が導き出される。ここで、単
電池１１の開放電圧をＥ１，１とし、単電池２１の開放電圧をＥ２，１、単電池１２の開
放電圧をＥ１，２、単電池１１の開放電圧をＥ２，２とする。また単電池１１の内部抵抗
をＲ１，１とし、単電池２１の内部抵抗をＲ２，１、単電池１２の内部抵抗をＲ１，２、
単電池１１の内部抵抗をＲ２，２とする。
【００１６】
　次に、バッテリコントローラ１０は、各単電池１１、１２、２１、２２の許容放電電流
又は許容充電電流を演算する。許容放電電流は、各単電池１１、１２、２１、２２の放電
電流の閾値電流であって、ある状態における単電池が放電できる電流の限界値を示す。例
えば、単電池１１の許容放電電流を越える大きさの放電電流が単電池１１に対して要求さ
れた場合に、当該単電池１１が過放電になる可能性がある。また許容充電電流は、各単電
池１１、１２、２１、２２の充電電流の閾値電流であって、ある状態における単電池が充
電できる電流の限界値を示す。例えば、単電池１１の許容充電電流を越える大きさの充電
電流により単電池１１が充電された場合に、当該単電池１１は過充電になる可能性がある
。ここで、電池１１の許容充電電流をＩｃ１，１とし、単電池２１の許容充電電流をＩｃ

２，１、単電池１２の許容充電電流をＩｃ１，２、単電池２２の許容充電電流をＩｃ２，

２とする。また電池１１の許容放電電流をＩｄ１，１とし、単電池２１の許容放電電流を
Ｉｄ２，１、単電池１２の許容放電電流をＩｄ１，２、単電池２２の許容放電電流をＩｄ

２，２とする。
【００１７】
　許容充電電流（Ｉｃ１，１、Ｉｃ２，１、Ｉｃ１，２、Ｉｃ２，２）は、各単電池１１
、１２、２１、２２の最大許容電圧から演算され、許容放電電流（Ｉｄ１，１、Ｉｄ２，

１、Ｉｄ１，２、Ｉｄ２，２）は、各単電池１１、１２、２１、２２の最小許容電圧から
演算される。ここで、単電池１１の最大許容電圧をＶｃ１，１とし、単電池２１の最大許
容電圧をＶｃ２，１、単電池１２の最大許容電圧をＶｃ１，２、単電池２２の最大許容電
圧をＶｃ２，２とする。また、電池１１の最小許容電圧をＶｄ１，１とし、単電池２１の
最小許容電圧をＶｄ２，１、単電池１２の最小許容電圧をＶｄ１，２、単電池２２の最小
許容電圧をＶｄ２，２とする。最大許容電圧及び最小許容電圧は、単電池１１、１２、２
１、２２毎に予め設定されている電圧値であって、定格最大電圧及び定格最小電圧にそれ
ぞれ相当する。
【００１８】
　許容充電電流（Ｉｃｉ、ｊ）は、ある単電池において、最大許容電圧が印加された場合
に、当該単電池に流れる電流であり、許容放電電流（Ｉｄｉ、ｊ）は、最小許容電圧が印
加された場合に、当該単電池に流れる電流である。許容充電電流（Ｉｃｉ、ｊ）及び許容
放電電流（Ｉｄｉ、ｊ）は、単電池の内部抵抗及び開放電圧に依存し、式１及び式２によ
りそれぞれ算出される。
【００１９】
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【数１】

　　（ただし、ｉ、ｊは１以上の自然数であり、ｉは電池群１００の行に相当し、ｊは電
池群１００の列に相当する。以下、同様である。）
　次に、バッテリコントローラ１０は、放電制御の際には、各許容充電電流（Ｉｃｉ、ｊ

）の中から、最小許容充電電流（Ｉｃｍｉｎ）を抽出し、充電制御の際には、各許容放電
電流（Ｉｄｉ、ｊ）の中から、最小許容放電電流（Ｉｄｍｉｎ）を抽出する。
【００２０】
　そして、バッテリコントローラ１０は、当該最小許容充電電流（Ｉｃｍｉｎ）又は最小
許容放電電流（Ｉｄｍｉｎ）が対応する単電池１１、１２、２１、２２に流れる場合にお
いて、当該対応する単電池１１、１２、２１、２２以外の電池列１、２に流れる電流を推
定電流として演算する。例えば、単電池１１の許容充電電流（Ｉｃ１，１）が最小許容放
電電流（Ｉｃｍｉｎ）となる場合に、バッテリコントローラ１０は、電池列２に流れる推
定電流を推定する。これにより、バッテリコントローラ１０は、各単電池１１、１２、２
１、２２に実際に流れる電流を推定する。
【００２１】
　当該推定電流は、最小許容充電電流（Ｉｃｍｉｎ）又は最小許容放電電流（Ｉｄｍｉｎ

）に対応する単電池１１、１２、２１、２２の電池列１、２の端子間電圧、内部抵抗及び
開放電圧から算出される。
【００２２】
　まず、電池列１、２の端子間電圧（Ｖｊ）は、（式３）及び（式４）から算出される。
【００２３】

【数２】

　なお式３及び式４は、電池１１（または電池２１）の許容充電電流又は許容放電電流が
、最小許容充電電流（Ｉｃｍｉｎ）又は最小許容放電電流（Ｉｄｍｉｎ）である場合にお
ける、端子間電圧（Ｖ１）の演算式である。電池１２、２２の許容放電電流又は許容充電
電流が、最小許容充電電流（Ｉｃｍｉｎ）又は最小許容放電電流（Ｉｄｍｉｎ）となる場
合には、（式３）及び（式４）において、Ｅ１，１及びＥ２，１をＥ１，２、Ｅ２，２に
置き換え、Ｒ１，１及びＲ２，１をＲ１，２、Ｒ２，２に置き換えた式により、端子間電
圧（Ｖ２）が演算される。また端子間電圧は、充電の際には（式３）を用いて、放電の際
には（式４）を用いて、算出される。
【００２４】
　そして、推定電流（Ｉｓｊ）は、端子間電圧（Ｖｊ）を用いて、（式５）から演算され
る。
【００２５】

【数３】

　なお式５は、電池１１（または電池２１）の許容放電電流又は許容充電電流が、最小許
容充電電流（Ｉｃｍｉｎ）又は最小許容放電電流（Ｉｄｍｉｎ）である場合における、電
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池列２の推定電流（Ｉｓ２）の演算式である。電池１２、２２の許容放電電流又は許容充
電電流が、最小許容充電電流（Ｉｃｍｉｎ）又は最小許容放電電流（Ｉｄｍｉｎ）となる
場合には、（式５）において、Ｅ１，１及びＥ２，１をＥ１，２＋Ｅ２，２に置き換え、
Ｒ１，１及びＲ２，１をＲ１，２＋Ｒ２，２に置き換えた式により、電池列１の推定電流
（Ｉｓ１）が演算される。
【００２６】
　次に、バッテリコントローラ１０は、許容充電電流（Ｉｃｉ、ｊ）と推定電流（Ｉｓｊ

）とを単電池１１、１２、２１、２２毎に対応させて比較し、又は、許容放電電流（Ｉｄ

ｉ、ｊ）と推定電流（Ｉｓｊ）とを比較する。これにより、最小許容充電電流（Ｉｃｍｉ

ｎ）又は最小許容放電電流（Ｉｄｍｉｎ）を、対応する単電池１１、１２、２１、２２に
流す場合に、他の単電池１１、１２、２１、２２に流れる電流が、許容充電電流（Ｉｃｉ

、ｊ）又は許容放電電流（Ｉｄｉ、ｊ）より小さくなる否かを確認する。すなわち、例え
ば単電池１１の許容充電電流が最小許容充電電流となり、単電池１１に最小許容充電電流
を流す場合に、他の電池列２の単電池１２と単電池２２に流れる電流を推定電流（Ｉｓ２

）により確認する。そして、当該推定電流（Ｉｓ２）が単電池１２の許容充電電流（Ｉｃ

１，２）及び単電池２２の許容充電電流（Ｉｃ２，２）より低くなるか否かを、それぞれ
確認する。
【００２７】
　そして、比較の結果、全ての単電池１１、１２、２１、２２において、推定電流（Ｉｓ

ｊ）が許容充電電流（Ｉｃｉ、ｊ）又は許容放電電流（Ｉｄｉ、ｊ）以下であれば、最小
許容充電電流（Ｉｃｍｉｎ）又は最小許容放電電流（Ｉｄｍｉｎ）を、対応する単電池１
１、１２、２１、２２に流した場合に、全ての単電池１１、１２、２１、２２において、
過充電又は過放電になる可能性がなくなる。
【００２８】
　一方、単電池１１、１２、２１、２２のうち少なくとも一つの単電池において、推定電
流（Ｉｓｊ）が許容充電電流（Ｉｃｉ、ｊ）又は許容放電電流（Ｉｄｉ、ｊ）より大きく
なる場合には、当該一つの単電池が過充電又は過放電になる可能性がある。そこで、バッ
テリコントローラ１０は、推定電流（Ｉｓｊ）が許容充電電流（Ｉｃｉ、ｊ）又は許容放
電電流（Ｉｄｉ、ｊ）より大きくなった単電池１１、１２、２１、２２の許容充電電流（
Ｉｃｉ、ｊ）又は許容放電電流（Ｉｄｉ、ｊ）を、最小許容充電電流（Ｉｃｍｉｎ）又は
最小許容充電電流（Ｉｄｍｉｎ）に設定する。そして、再び設定された最小許容充電電流
（Ｉｃｍｉｎ）又は最小許容充電電流（Ｉｄｍｉｎ）に基づき、上記と同様に、当該最小
許容充電電流（Ｉｃｍｉｎ）又は最小許容充電電流（Ｉｄｍｉｎ）に対応する単電池１１
、１２、２１、２２以外の電池列１、２に流れる推定電流を演算する。そして、上記と同
様に、バッテリコントローラ１０は、当該推定電流と対応する許容充電電流（Ｉｃｉ、ｊ

）又は許容放電電流（Ｉｄｉ、ｊ）とを比較し、全ての単電池１１、１２、２１、２２に
おける過放電又は過充電の可能性を確認する。
【００２９】
　例えば、単電池１１の許容充電電流（Ｉｃ１、１）が最小許容充電電流（Ｉｃｍｉｎ）
となり、当該最小許容充電電流（Ｉｃｍｉｎ）が単電池１１を流れる際に、単電池２２に
おいて、推定電流（Ｉｓ２）が許容充電電流（Ｉｃ２、２）より大きくなる場合について
説明する。まずバッテリコントローラ１０は、当該許容充電電流（Ｉｃ２、２）を最小許
容充電電流（Ｉｃｍｉｎ）に再設定する。次に、バッテリコントローラ１０は、最小許容
充電電流（Ｉｃｍｉｎ＝Ｉｃ２、２）に基づき、（式３）を用いて、電池列２の端子間電
圧（Ｖ２）を演算する。そして、バッテリコントローラ１０は、（式５）を用いて、単電
池２２を含まない電池列である電池列１の推定電流（Ｉｓ１）を演算する。そして、電池
列１の電池１１及び電池１２において、推定電流（Ｉｓ１）が、許容充電電流（Ｉｃ１、

１）及び許容充電電流（Ｉｃ２、１）以下であるか否かをそれぞれ比較する。ここで、推
定電流（Ｉｓ１）は、各電池列の端子間電圧（Ｖｓ）が低くなるため、最初に設定された
最小許容充電電流（Ｉｃｍｉｎ）より小さい電流値になる。そして、推定電流（Ｉｓ１）
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が、許容充電電流（Ｉｃ１、１）及び許容充電電流（Ｉｃ２、１）以下になれば、全ての
単電池１１、１２、２１、２２において、過充電の可能性がないと判断される。
【００３０】
　そして、最終的に、全ての単電池１１、１２、２１、２２において、推定電流（Ｉｓｊ

）が許容充電電流（Ｉｃｉ、ｊ）又は許容放電電流（Ｉｄｉ、ｊ）以下になると、バッテ
リコントローラ１０は、制御部２０により電池群１００の全体の電流を制御するために、
設定された最小許容充電電流（Ｉｃｍｉｎ）又は最小許容充電電流（Ｉｄｍｉｎ）に基づ
く制御信号を、制御部２０に送信する。
【００３１】
　次に制御部２０の制御内容に説明する。制御部２０は、バッテリコントローラ１０より
送信される制御信号に基づき、電池群１００の全体の放電電流又は充電電流を制御する。
制御部２０はバッテリコントローラ１０と制御信号線により接続されており、バッテリコ
ントローラ１０を通じて、各単電池１１、１２、２１、２２の状態を把握することができ
る。そして、制御部２０は、単電池１１、１２、２１、２２の状態に関する情報と、最終
的に設定された最小許容充電電流（Ｉｃｍｉｎ）又は最小許容放電電流（Ｉｄｍｉｎ）の
情報から、各電池列１，２に流す電流を演算することにより、電池群１００の全体の電流
を設定する。
【００３２】
　これにより、本例は、全ての単電池１１、１２、２１、２２において、過放電又は過充
電の可能性を確認した上で、電池群１００の全体の電流を制御する。
【００３３】
　次に、図２を用いて、本例の電池制御装置の制御手順を説明する。図２は、充電電流を
設定する際において、本例の電池制御装置の制御手順を示すフローチャートである。なお
放電の制御手順については、式１の代わりに式２を、式３の代わりに式４を用いて、基本
的な制御手順は以下と同様であるため、説明を省略する。
【００３４】
　まず、ステップＳ１にて、バッテリコントローラ１０は、電圧センサ３１、３２、３３
、３４及び電流センサ４１、４２の検出電圧及び検出電流に基づき、各単電池１１、１２
、２１、２２の内部抵抗（Ｒｉ、ｊ）及び開放電圧（Ｅｉ、ｊ）を演算する。
【００３５】
　ステップＳ２にて、バッテリコントローラ１０は、式１を用いて、各単電池１１、１２
、２１、２２の許容充電電流（Ｉｃｉ、ｊ）を算出する。
【００３６】
　次に、ステップＳ３にて、ステップＳ２により算出された許容充電電流（Ｉｃｉ、ｊ）
の中から、最小の許容充電電流（Ｉｃｉ、ｊ）を、最小許容充電電流（Ｉｃｍｉｎ）に設
定する。
【００３７】
　ステップＳ４にて、バッテリコントローラ１０は、式３を用いて、電池列１、２の端子
間電圧（Ｖｊ）を算出する。そして、ステップＳ５にて、バッテリコントローラ１０は、
式５を用いて、推定電流（Ｉｓｊ）を算出する。この際、推定電流は、ステップＳ３によ
り設定された最小許容充電電流（Ｉｃｍｉｎ）に対応する電池の電池列以外の電池列を流
れる推定電流（Ｉｓｊ）である。
【００３８】
　次に、ステップＳ６にて、許容充電電流（Ｉｃｉ、ｊ）と推定電流（Ｉｓｊ）とを比較
する。ステップＳ２により各単電池１１、１２、２１、２２の許容充電電流（Ｉｃｉ、ｊ

）は算出されており、推定電流（Ｉｓｊ）が流れる電池において、許容充電電流（Ｉｃｉ

、ｊ）と推定電流（Ｉｓｊ）とを単電池毎に対応させて、比較する。
【００３９】
　推定電流（Ｉｓｊ）が許容充電電流（Ｉｃｉ、ｊ）より大きい場合には、ステップＳ７
にて、当該許容充電電流（Ｉｓｊ）を最小許容充電電流（Ｉｃｍｉｎ）に再設定する。こ
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の際、複数の単電池１１、１２、２１、２２において、推定電流（Ｉｓｊ）が許容充電電
流（Ｉｃｉ、ｊ）より大きい場合には、例えば、複数の推定電流（Ｉｓｊ）の中で最も小
さい推定電流（Ｉｓｊ）を最小許容充電電流（Ｉｃｍｉｎ）に設定する。または、当該複
数の単電池毎に、許容充電電流（Ｉｃｉ、ｊ）に対する推定電流（Ｉｓｊ）の割合を演算
し、当該割合が一番大きい割合に対応する推定電流（Ｉｓｊ）を最小許容充電電流（Ｉｃ

ｍｉｎ）に設定してもよい。
【００４０】
　そして、ステップＳ４に戻り、ステップＳ４～ステップＳ６の処理を再び行う。
【００４１】
　一方、推定電流（Ｉｓｊ）が許容充電電流（Ｉｃｉ、ｊ）以下である場合には、ステッ
プＳ８にて、制御部２０は、設定された最小許容充電電流（Ｉｃｍｉｎ）に基づき、電池
群１００の充電電流を制御する。
【００４２】
　上記のように、本例の電池制御装置は、各単電池１１、１２、２１、２２の許容電流（
Ｉｃｉ、ｊ又はＩｄｉ、ｊ）を算出し、電池群１、２のうち少なくとも一方の電池列１、
２に含まれる単電池１１、１２、２１、２２の推定電流（Ｉｓｊ）を推定し、許容電流（
Ｉｃｉ、ｊ又はＩｄｉ、ｊ）と推定電流（Ｉｓｊ）との比較の結果に応じて、電池群１０
０の充放電電流を制御する。これにより、単に最小許容充電電流（Ｉｃｍｉｎ）又は最小
許容放電電流（Ｉｄｍｉｎ）のみに基づいて、充放電電流を制御することなく、各単電池
単電池１１、１２、２１、２２において、過放電又は過充電の可能性を確認した上で、電
流を制御するため、過放電又は過充電を防ぐことができる。
【００４３】
　すなわち、例えば従来のように、各単電池１１、１２、２１、２２の許容電流（Ｉｃｉ

、ｊ又はＩｄｉ、ｊ）を算出し、複数の許容電流の中から最小の許容電流を抽出し、抽出
された最小の許容電流に基づき、電池群１００の充放電電流を設定する。かかる場合には
、最小の許容電流の設定対象となった電池においては、流れる電流が許容電流以下に抑え
られる。しかし、他の直列電池を含む電池列においては、流れる電流が許容電流をこえる
場合があり、当該電池列において過充電又は過放電のおそれがある。
【００４４】
　本例は、最小許容電流を設定し、当該最小許容電流に基づき他の電池列を流れる推定電
流を算出するため、最小許容電流を流した場合に、実際に他の電池を流れる電流を確認す
ることができる。これにより、本例において、過放電又は過充電を防ぐことができる。
【００４５】
　また本例は、各単電池１１、１２、２１、２２の内部抵抗及び開放電圧を用いて、上記
処理を行う。単電池１１、１２、２１、２２は、電池の使用に応じてバラツキが生じるこ
とがある。そして、従来のように最小許容電流のみに基づき充放電電流を制御する場合に
は、各単電池１１、１２、２１、２２に実際に流れる電流が電池状態によって異なる。本
例では、バラツキによる影響を上記の演算式に反映させた上で、制御を行うことができる
ため、電池にバラツキが生じたとしても、過放電又は過充電を防ぐことができる。
【００４６】
　また本例は、各電池１１、１２、２１、２２の許容電流（Ｉｃｉ、ｊ又はＩｄｉ、ｊ）
のうち、最小許容電流（Ｉｃｍｉｎ又はＩｄｍｉｎ）に基づき、電池列１、２の端子間電
圧（Ｖｊ）を演算し、当該最小許容電流（Ｉｃｍｉｎ又はＩｄｍｉｎ）に対応する単電池
１１、１２、２１、２２を含まない電池列に流れる推定電流（Ｉｓｊ）を推定する。これ
により、最小許容電流（Ｉｃｍｉｎ又はＩｄｍｉｎ）の設定の基礎となった単電池を含む
電池列以外の電池列において、実際に流れる電流を推定し、過放電又は過充電になる可能
性がある否かを確認することができる。これにより本例は、過放電又は過充電を抑制する
ことができる。
【００４７】
　また本例は、推定電流（Ｉｓｊ）が許容電流（Ｉｃｉ、ｊ又はＩｄｉ、ｊ）より大きい
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場合に、当該許容電流（Ｉｃｉ、ｊ又はＩｄｉ、ｊ）に基づいて、再度、推定電流（Ｉｓ

ｊ）を推定し、当該許容電流（Ｉｃｉ、ｊ又はＩｄｉ、ｊ）と再度推定された推定電流（
Ｉｓｊ）とを比較し、当該許容電流（Ｉｃｉ、ｊ又はＩｄｉ、ｊ）又は再度推定された推
定電流（Ｉｓｊ）に基づき、充放電電流を制御する。これにより、ステップＳ３にて設定
された最小許容電流（Ｉｃｍｉｎ又はＩｄｍｉｎ）に対応する単電池１１、１２、２１、
２２以外の単電池１１、１２、２１、２２において、過放電又は過充電の可能性がある場
合に、充放電電流の設定の基準となる電流をさらに下げた上で、再び、各単電池１１、１
２、２１、２２における過放電又は過充電の可能性を確認することができる。その結果と
して、本例は過放電又は過充電を抑制することができる。
【００４８】
　なお、ステップＳ８において、ステップＳ７の処理を経て、ステップＳ８の処理を行う
場合には、許容充電電流（Ｉｃｉ、ｊ）に基づき、充電電流が設定される。かかる場合、
許容充電電流（Ｉｃｉ、ｊ）に基づく端子間電圧と、ステップＳ５により推定された推定
電流（Ｉｓｊ）許容充電電流（Ｉｃｉ、ｊ）に基づく端子間電圧とは同じ電圧となるため
、ステップＳ５により推定された推定電流（Ｉｓｊ）に基づき、充電電流を設定してもよ
い。
【００４９】
　本例は開放電圧及び内部抵抗をＩＶ直線特性により算出したが、必ずしもＩＶ直線特性
ではなく、例えば二次曲線による近似関数を用いて算出してもよく、他の方法であっても
よい。
【００５０】
　また本例の電池群１００は、２列の並列接続とするが、３列以上であってもよい。
【００５１】
　また本例は、上記制御に加えて、各単電池１１、１２、２１、２２の発熱量を算出し、
算出された発熱量に応じて、充放電電流に制限をかけてもよい。すなわち、各単電池１１
、１２、２１、２２には、電池を保護するために、予め電池温度に相当する発熱量の閾値
（許容発熱量）が設定されている。許容発熱量を越えて、各単電池１１、１２、２１、２
２が充電又は放電されると、当該電池の温度が閾値温度をこえて、電池の性能に支障をき
たすおそれがあると判断される。また発熱量は、各単電池を流れる電流と内部抵抗により
算出される。そのため、本例では、許容電流（Ｉｃｉ、ｊ又はＩｄｉ、ｊ）と内部抵抗か
ら、許容電流（Ｉｃｉ、ｊ又はＩｄｉ、ｊ）に対応する電池における発熱量を演算し、推
定電流（Ｉｓｊ）と内部抵抗から、推定電流（Ｉｓｊ）に対応する電池における発熱量を
演算する。そして、本例は、当該発熱量と許容発熱量を、単電池１１、１２、２１、２２
毎に対応させて比較する。発熱量が許容発熱量をこえる単電池が電池群１００の中に存在
する場合には、本例は、ステップＳ８により設定された充放電電流に制限をかける。これ
により、本例は、充放電電流を流すことにより生じる発熱に対して、各単電池１１、１２
、２１、２２を保護することができる。
【００５２】
　なお、充放電電流に制限をかける電流量は、許容発熱量に対する算出された発熱量に応
じて設定すればよい。また発熱量が許容発熱量を超える場合には、電池群１００の充放電
を行わないように制御してもよい。
【００５３】
　またバッテリコントローラ１０及び制御部２０を一つの制御手段としてもよい。
【００５４】
　なお、本例の許容充電電流（Ｉｃｉ、ｊ）及び許容放電電流（Ｉｄｉ、ｊ）は本発明の
「許容電流」に相当し、端子間電圧は（Ｖｊ）「第１の電圧」及び「第２の電圧」に相当
し、バッテリコントローラ１０は「電池状態管理手段」に相当し、制御部２０は「制御手
段」に相当する。
【００５５】
《第２実施形態》



(11) JP 2012-50228 A 2012.3.8

10

20

30

40

50

　発明の他の実施形態に係る音源位置演算装置及び音源位置演算方法を説明する。本例は
上述した第１実施形態に対して、制御内容の一部が異なる。他の部分については、第１実
施形態の記載を適宜、援用する。
【００５６】
　本例のバッテリコントローラ１０は、式１及び式２によりを用いて算出される、単電池
１１、１２、２１、２２毎の許容充電電流（Ｉｃｉ、ｊ）又は許容放電電流（Ｉｄｉ、ｊ

）から、電池列１、２毎に最小許容充電電流（Ｉｃｍｉｎ、ｊ）又は最小許容充電電流（
Ｉｄｍｉｎ、ｊ）を抽出し、当該最小許容充電電流（Ｉｃｍｉｎ、ｊ）又は最小許容充電
電流（Ｉｄｍｉｎ、ｊ）から電池列１、２毎の端子間電圧を（Ｖｊ）を算出する。
【００５７】
　最小許容充電電流（Ｉｃｍｉｎ、ｊ）又は最小許容充電電流（Ｉｄｍｉｎ、ｊ）の抽出
は、電池列１、２毎に接続されている単電池１１、１２、２１、２２の許容充電電流（Ｉ
ｃｉ、ｊ）又は許容放電電流（Ｉｄｉ、ｊ）の中から、最も小さい値の許容充電電流（Ｉ
ｃｉ、ｊ）又は許容放電電流（Ｉｄｉ、ｊ）を、最小許容充電電流（Ｉｃｍｉｎ、ｊ）又
は最小許容充電電流（Ｉｄｍｉｎ、ｊ）として抽出する。
【００５８】
　そして、電池列１、２毎の端子間電圧（Ｖｊ）は、式３及び式４を用いて、最小許容充
電電流（Ｉｃｍｉｎ、ｊ）又は最小許容充電電流（Ｉｄｍｉｎ、ｊ）に基づき算出される
。
【００５９】
　すなわち、単電池１１、１２、２１、２２毎に許容電流が異なる場合に、電池列１、２
毎に分けて、最小許容電流を推定して流すと、電池列１、２毎に端子間電圧が異なる。そ
して、電池列毎に算出された端子間電圧は、当該端子間電圧以下の電圧を印加する限り、
単電池１１、１２、２１、２２が過放電又は過充電になる可能性は抑制される。当該異な
る端子間電圧の中で、最も小さい端子間電圧（Ｖｍｉｎ、ｊ）を抽出した場合に、最小の
端子間電圧（Ｖｍｉｎ、ｊ）と対応しない電池列においては、電池列１，２毎に算出され
た端子間電圧以下の電圧が加わることになるため、全ての単電池１１、１２、２１、２２
において、過放電又は過充電になる可能性が抑制される。
【００６０】
　そのため、本例は、許容電流（Ｉｃｉ、ｊ又はＩｄｉ、ｊ）に基づき電池列１、２毎の
端子間電圧（Ｖｊ）を演算し、最小端子間電圧（Ｖｍｉｎ、ｊ）に対応する電池群１、２
の最小許容充電電流（Ｉｃｍｉｎ、ｊ）に基づき、充放電電流を制御する。これにより、
本例は、単電池１１、１２、２１、２２において、過放電又は過充電になる可能性を抑制
することができる。
【００６１】
　次に、バッテリコントローラ１０は、電池列１、２毎の端子間電圧（Ｖｊ）の中から、
最も小さい端子間電圧（Ｖｍｉｎ、ｊ）を算出する。そして、バッテリコントローラ１０
及び制御部１００は、当該最も小さい端子間電圧（Ｖｊ）に対応する電池列１、２におけ
る、最小許容充電電流（Ｉｃｍｉｎ、ｊ）又は最小許容充電電流（Ｉｄｍｉｎ、ｊ）に基
づき、電池群１００の充放電電流を制御する。
【００６２】
　次に、図３を用いて、本例の電池制御装置の制御手順を説明する。図３は、充電電流を
設定する際において、本例の電池制御装置の制御手順を示すフローチャートである。なお
放電の制御手順については、基本的な制御手順は充電と同様であるため、説明を省略する
。
【００６３】
　まず、ステップＳ１１にて、バッテリコントローラ１０は、電圧センサ３１、３２、３
３、３４及び電流センサ４１、４２の検出電圧及び検出電流に基づき、各単電池１１、１
２、２１、２２の内部抵抗（Ｒｉ、ｊ）及び開放電圧（Ｅｉ、ｊ）を演算する。
【００６４】
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　ステップＳ１２にて、バッテリコントローラ１０は、式１を用いて、各単電池１１、１
２、２１、２２の許容充電電流（Ｉｃｉ、ｊ）を算出する。
【００６５】
　次に、ステップＳ１３にて、ステップＳ１２により算出された許容充電電流（Ｉｃｉ、

ｊ）の中から、電池列１、２毎に、最小の許容充電電流（Ｉｃｉ、ｊ）を抽出し、最小許
容充電電流（Ｉｃｍｉｎ、ｊ）に設定する。
【００６６】
　ステップＳ１４にて、バッテリコントローラ１０は、式３を用いて、電池列１、２毎に
、端子間電圧（Ｖｊ）を算出する。ステップＳ１５にて、ステップＳ１４により算出され
た端子間電圧（Ｖｊ）群の中から、最小の端子間電圧（Ｖｍｉｎ、ｊ）を抽出する。
【００６７】
　そして、ステップＳ１６にて、制御部２０は、最小の端子間電圧（Ｖｍｉｎ、ｊ）に対
応する電池群の最小許容充電電流（Ｉｃｍｉｎ、ｊ）に基づき、電池群１００の充電電流
を制御する。
【００６８】
　上記のように、本例の電池制御装置は、各単電池１１、１２、２１、２２の許容電流（
Ｉｃｉ、ｊ又はＩｄｉ、ｊ）を算出し、当該許容電流（Ｉｃｉ、ｊ又はＩｄｉ、ｊ）に基
づき電池列１、２毎の端子間電圧（Ｖｊ）を演算し、最小端子間電圧（Ｖｍｉｎ、ｊ）を
抽出し、最小端子間電圧（Ｖｍｉｎ、ｊ）に対応する電池群１、２の最小許容充電電流（
Ｉｃｍｉｎ、ｊ）に基づき、充放電電流を制御する。これにより、単に最小許容充電電流
（Ｉｃｍｉｎ）又は最小許容放電電流（Ｉｄｍｉｎ）のみに基づいて、充放電電流を制御
することなく、各単電池単電池１１、１２、２１、２２において、過放電又は過充電の可
能性を確認した上で、電流を制御するため、過放電又は過充電を防ぐことができる。
【符号の説明】
【００６９】
１００…電池群
１、２…電池列
１０…バッテリコントローラ
２０…制御部
３１、３２、３３、３４…電圧センサ
４１、４２…電流センサ
Ｒ１，１、Ｒ２，１、Ｒ１，２、Ｒ２，２…内部抵抗
Ｅ１，１、Ｅ２，１、Ｅ１，２、Ｅ２，２…開放電圧
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