電池状態推定技術と蓄電池システムの効率運用ソリューション

電池状態推定技術と蓄電池システムの効率運用ソリューション
Technology for Estimating the Battery State and a Solution for
the Efficient Operation of Battery Energy Storage Systems
虎井 総一朗 *1
Soichiro Torai

数見 昌弘 *1
Masahiro Kazumi

再生可能エネルギーを導入した分散型のエネルギーシステムを構築していくことが世界的に求められている。
この中で，電力ピークシフトや出力変動の安定化対策として，定置型蓄電システムは不可欠なものとなってきて
いる。蓄電池システムの効率的な運用のためには，充電状態や劣化状態といった電池の状態を的確に把握し，組
電池としての性能を最大限引き出すことが重要である。本稿では，独自の電池特性モデルに基づく電池状態推定
技術による蓄電池システムの効率運用ソリューションについて紹介する。

Expectations for a distributed energy system including renewable energy are increasing
worldwide, and stationary battery energy storage systems are indispensable for securing peakshifting of power demand and stable operation. For the efficient operation of these systems,
it is crucial to identify battery conditions such as the state of charge and degradation and to
make full use of battery pack capacity. This paper describes Yokogawa’s solution for the efficient
operation of battery energy storage systems. The technology for identifying the battery state is
based on our original model of battery characteristics.

1. はじめに
地域全体の電力安定供給と地球温暖化対策のための温

国での温暖化ガス排出量規制の強化により，EV（Electric
Vehicle）市場が大きく拡大している。EV にはエネルギ
ー密度の高いリチウムイオン電池が主に使用されており，

暖化ガス削減の観点から，ピークシフト制御や再生可能

その生産量急増に伴い，コストが３年前の半分程度に低

エネルギーを導入した分散型のエネルギーマネジメント

減している。また，EV で使用済みの中古リチウムイオン

の必要性が世界的に高まっている。ピークシフト制御は，

電池を，蓄電池システムとして再利用する取り組みが活

電力需要の低い夜間に蓄電池を充電し，電力需要の高い

発化している。

ピーク時に蓄電池を放電する。これにより，電力需要平

これらの背景から，我々は，エネルギー需要家に対す

準化への貢献と，安価な時間帯の電力活用によるエネル

る付加価値の高い「運用・サービス」の提供に貢献する

ギーコストの低減が可能となる。また，再生可能エネル

ため，蓄電池システムメーカーとパートナーとなり，課

ギーは環境負荷が小さいが，気候によって発電量がダイ

題を共有しながらリチウムイオン電池を用いた蓄電池シ

ナミックに変動するため，出力変動を補うために蓄電池

ステムの効率運用を目的とする活動を共に進めている。

が必要となる。

本稿では，２章でパートナーと共有した蓄電池システ

このような社会の流れを受けて，世界的にエネルギー

ムの運用における課題について説明し，３章で我々の提

ビジネスの主軸が従来の「発電・送配電網インフラ」から，

案している電池効率運用ソリューションと電池状態推定

需要家視点の「運用・サービス」にシフトしてきている。

技術開発の取り組み，４章で実験による検証結果につい

効率よく安定した運用・サービスを需要家に提供するた

て述べる。

めに，蓄電池システムの運用技術が重要である。
蓄電池を活用したビジネスにおいては，電池自体の技

2. 蓄電池システムの運用における課題

術動向や価格変動はもちろん，エネルギー事情や政策を

蓄電池システムでは，多数の電池を直並列に接続した

把握することが重要である。近年の原油価格の上昇と各

「組電池」を使用する。電池一個当たりの電圧は，使用さ
れている電極材料に応じて電気化学的に規定され，実用

*1 マーケティング本部 イノベーションセンター
インキュベーション部
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的な電圧を確保するために複数の電池を直列接続する。
また，主に製造技術上の制約から，電池一つ当たりの容
量は数十 Ah 程度であるため，実用的な容量を確保する
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ために複数の電池を並列接続する。従って，MWh 級の

りとりが行われると，電池劣化が促進され，組電池の実

蓄電池システムの場合，使用される電池の総数は数千～

効容量低下につながる。

数万個にもなる。

これらの理由から，多数の電池を直並列で接続する蓄

電池の規定電圧を超えて過充電や過放電を行うと，著

電池システムの組電池は，充電状態や劣化状態のばらつ

しく寿命が短くなるだけでなく，内部短絡や爆発の要因

きが少ない電池によって構成されることが望ましい。し

となる。そのため，従来の蓄電池システムでは，直列接

かし，電池は電気化学現象を利用したデバイスである。

続されたそれぞれの電池の電圧をモニターし，あらかじ

そのため，新品の電池によって構成される蓄電池システ

め決められた電圧範囲をいずれの電池も逸脱しないよう

ムであっても，自己放電などの副反応による充電状態の

に運用する。所定の電圧に到達した電池が一つでも存在

変化や，有効活物質量低下・内部抵抗上昇といった劣化

すると，蓄電池システムはそれ以上の放電（もしくは充電）

状態のばらつきは避けられない。その劣化のばらつきは，

は行わない。もし，電池間で充電状態のアンバランスが

使用条件や組電池内の温度分布に依存するため，長期使

存在していると，組電池としての実効容量が目減りする

用においては特性のアンバランスが電池間で徐々に拡大

ため，運用中に充放電可能な容量範囲が狭まり，運用効

し，結果として組電池としての実効容量が低下すること

率の低下につながる。

が不可避である。さらに，中古電池を用いた場合には，

そのため組電池においては，直列接続されたそれぞれの

使用履歴の違いによりその特性がそれぞれ異なるため，

電池における現在の充電状態を正確に推定する技術と，セ

組電池として取り出せる実効容量の目減りが現実的な問

ルバランス技術の組み合わせによって充電状態を揃える仕

題となっている。現状の対策として，このような実効容

組みが必要となる。セルバランス技術とは，電池間の充電

量の目減りを見越し，あらかじめ容量にマージンを持た

状態のアンバランスを解消する技術である。抵抗器を介し

せている。さらに，運用効率の改善のため，定期的に蓄

て充電量の大きい電池の電荷を消費させる手法（パッシブ

電池システムの運用を停止し，電池状態のバランス調整

バランス）と，充電量の大きいセルから小さいセルに電荷

や実効容量の実測などのメンテナンスを時間をかけて行

を再配分する手法（アクティブバランス）がある。これら

なう。このとき，著しく劣化している電池があった場合

の技術により，組電池として取り出すことのできる実効的

は交換する。しかし，容量のマージンを多く持つことは

な容量を最大限に引き上げることが可能となる（図 1）
。

電池の設置スペースを含めた設備投資額の上昇をもたら

また，劣化状態の異なる電池を並列接続すると，内部

し，メンテナンスに時間をかけることは不稼働による損

抵抗の違いから電池に流れる電流に差が生じる。その結

失を生じる。したがって，実際の蓄電池システムにおい

果，先に充電が完了した電池から他の充電未完了の電池

ては，電池状態のアンバランス拡大を最小限に抑えた効

に向かって循環電流が流れる。通常の充放電に加えて，

率的な運用と，現在の実効容量を的確に把握した計画的

並列接続された電池間でこのようなローカルな電荷のや

な運用が重要な課題である。

電池間での充電状態・劣化状態のアンバランス
電池 A

V

電池 B

V

電池 C

V

I
バランス回路
（パッシブ）

上限電圧

上限電圧

現在
A

実効容量
B

C

[Ah]

セルバランス

電池電圧 [ V ]

電池電圧 [ V ]

充電状態（残存容量）が揃う

容量が増大
現在

実効容量

[Ah]
下限電圧

下限電圧
容量 [Ah]

容量 [Ah]

図 1 セルバランスの効果
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蓄電システムの容量

【従来の課題】

アンバランス
による低下

メンテナンス期間
による不稼働損失

容量マージン
への設備投資
劣化による低下
容量マージン

利用可能な容量

・定期メンテナンス
・調整作業

実効容量

運用期間

蓄電システムの容量

【提案するソリューション】
価値①：容量マージンの低減

容量マージン
・オンライン推定
・セルバランス

実効容量

価値②：メンテナンス期間の削減

価値③：状態をオンラインで見える化

運用期間

図 2 オンライン電池状態推定による価値提供

量とは，完全放電した電池を完全充電するまでの容量の

3. 蓄電池システムの効率運用ソリューション

ことであり，電池に蓄えることができる最大の容量のこ

前項で述べた課題を解決するため，我々はオンライン

とである。電池の劣化が進むにつれて，満充電容量は低

での電池状態推定技術を軸とした蓄電池システムの効率

下する。

運用ソリューションを提案している。オンラインで電池

見える化された各電池の残存容量と満充電容量の情報

状態を推定し，セルバランス動作によって電池の充電状

から，現在の組電池の実効容量と，セルバランスを実施

態を揃えることで，アンバランスに起因する実効容量低

した場合の実効容量増加の効果を見積ることができる。

下の低減が可能となる。本技術により，容量マージンの

これにより，運用計画や電池交換時期等のメンテナンス

低減による「設備投資低減」と，メンテナンス期間削減

計画の立案が可能となる。

による「不稼働損失低減」の付加価値を提供する（図 2）。
蓄電池システムを効率的かつ計画的に運用するために

3.1 従来の電池状態推定技術

は，直列接続されたそれぞれの電池状態，つまり「残存

モバイル PC などにおける「残存容量推定」には，あ

容量」と「満充電容量」の見える化が非常に重要である。

らかじめ測定された電圧と残存容量の関係性を利用した

残存容量とは，あとどれだけの電気量を放電できるかの

手法（電圧測定法）や，測定電流を積算する手法（電流

ことであり，現在の充電状態を表している。残存容量を

積算法）がある（図 3）。これらの手法は簡便ではあるが，

基に，それぞれの電池のバランスを揃えるための電荷量

前者は電池劣化によって電圧と残存容量の関係性が変化

を決定し，各電池の充電状態を揃える。また，満充電容

した場合や，充放電時の電圧変化の小さい特性を有する

残存容量推定
方式概略

電圧測定法
電池電圧[ V ]

電流積算法
劣化

電流 [A]

残存容量 [Ah]

Q = ∫ Idt
時間 [sec]

残存容量[Ah]

原理

電圧と残存容量の関係性を用いて，
実測電圧値から推定

電流（I）
を積算し，残存容量（Q）
を管理

課題

・劣化により関係性が変化
・電圧勾配の小さい電池では困難
・IR変動・ノイズの影響大

・電流センサーの測定誤差が蓄積
・空状態か満充電状態で定期的にリセット
・組電池ではリセット実施困難

図 3 残存容量推定の従来手法と課題
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満充電容量推定

充電による実測

方式概略

テーブル参照法

上限電圧 [ V ]

電池電圧 [ V ]

実運用履歴

データベース
・電圧
・容量
・温度

下限電圧 [ V ]
満充電容量 [Ah]

時間 t [sec] 条件違いのテーブル

容量 [Ah]

原理

下限電圧から上限電圧まで充電して実測 実運用履歴情報に基づきテーブルを参照

課題

・完全充放電が必要
・測定に数時間必要
・組電池では実施困難

・データベースの作成が必要
・事前準備に莫大な時間とコストがかかる
・多くのメモリリソースが必要

図 4 満充電容量推定の従来手法と課題

電池の場合，誤差が大きい。また，後者は電流センサー
のオフセット誤差や直線性誤差が徐々に蓄積するため，

間の相互の関係性に着目して電池特性モデルを構築した。
図 5 にオンライン状態推定アルゴリズムの概要を示す。

定期的に電池を空状態か満充電状態にしてリセットする

入力データは，所定の一部区間において充電された際の

必要がある。しかし，組電池のように電池間アンバラン

電圧（V）と容量（Q）とし，電圧微分特性（dQ(V)/dV）

スによって充放電可能な範囲が制限される場合には，リ

と容量微分特性（dV(Q)/dQ）に変換する。次に，推定す

セットすることができないため，本手法を適用すること

る電池状態（①残存容量，②満充電容量）に応じて，必

はできない。

要な範囲のデータが適切に実測できているかを判定し，

一方，「満充電容量推定」は，空状態から満充電状態

推定実行可否を判断する。実行可の場合，電池特性モデ

まで実際に充電する手法と，あらかじめ様々な条件にお

ルと実測データとのカーブフィッティングによりモデル

いて測定された特性をデータベース化しておき，実運用

の所定の変数を最適化し，推定した電池状態を出力する。

履歴情報に基づきテーブルを参照する手法（テーブル参

我々のアルゴリズムには，以下の特長がある。

照法）がある（図 4）。しかし，前者は測定に数時間を要
する上，組電池では充放電可能な範囲が制限されるため，
電池個々の満充電容量を実測することはできない。また，

「組電池」での推定を実現

構築した電池特性モデルは，電池の反応原理と劣化現

後者はあらかじめデータベースを作成しておく必要があ

象に基づいていることから，電池特性を精度よく記述す

るため，事前の準備に莫大な時間とコストがかかる。

ることが可能である。そのため，電池間アンバランスの

このように，多数の電池が直列接続された組電池にお

ある組電池のように，利用可能な充放電区間が制限され

いては，電池間での状態がアンバランスになることによ

る場合においても，状態変化の特徴が明確に表れている

って充放電可能な容量区間が制限される。さらに，劣化
によってそれぞれの電池電圧と残存容量の関係性が経時

区間をカーブフィッティングに用いることで，残存容量
推定誤差 ±2% 以内，満充電容量推定誤差 ±5% 以内の高

的に変化していくため，実際の蓄電池システムにおける

精度な推定を実現した。

電池状態の把握が困難であった。
 電圧変化が小さい電池も推定可能
3.2 電池特性モデルによるオンライン状態推定アルゴリ

リチウムイオン電池は，充放電時の電圧変化が小さい
という特徴を有するため，状態変化を捉えるのが難しい。

ズム
従来技術の課題を解決するため，我々は電池の反応原

我々は，充電曲線の微分，すなわち変化率に着目し，微

理に着目した独自の電池特性モデルに基づくオンライン

分平面（dQ(V)/dV, dV(Q)/dQ）にてカーブフィッティン

状態推定アルゴリズムを開発した

。

(1)(2)

グを行うことで，状態変化に対する感度を向上させた。

まず，電池特性モデルについて説明する。リチウムイ
オン電池の充放電時は，正極と負極の間で Li+ が移動し，
それぞれの電極活物質に Li+ 挿入（還元），あるいは Li+

 演算負荷が低い
一般的に物理現象を記述する際には微分方程式がしば

脱離（酸化）することによってその結晶構造が変化する。

しば用いられるが，演算負荷が非常に大きい。我々は，電

この結晶構造の変化は「相転移」と呼ばれ，電気化学的

極活物質が相転移する際の微分特性（dQ(V)/dV）がいく

に規定される電極活物質固有の電位近傍で生じる現象で

つかの確率密度関数を用いて近似できることを見出した。

ある。この正極特性と負極特性の組み合わせによって「電

そこで，確率密度関数を利用して電池特性を関数化する

池」としての特性が決まる。このような電池の反応原理

ことにより，モデルが簡素となり演算負荷が低減した。こ

に基づき，我々は正負極それぞれの特性，および正負極

れにより，組込み機器による演算実現の見通しを得た。
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3.6

【電池反応原理に基づくモデル】
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図 5 オンライン状態推定アルゴリズムの概要

4. 実験による検証

PC

システムコントローラー

開発したアルゴリズムによる電池状態の見える化とセ

CAN

ルバランスによる実効容量向上の効果を検証するため，
図 6 に示す実運用を想定した測定系にて実験を行った。

電池モジュールは，PCS（Power Conversion System）に
より一定電流で充電させた。PCS は，蓄電池の充放電機能，

・電流

BSC

組電池モジュールは，数百個規模のリン酸鉄 / グラファ
イト系リチウムイオン電池の直列接続により構成した。

CAN

Ethernet

蓄電池
Cubicle

isoSPI™

CSU

・電圧
・温度

PCS

電池モジュール

蓄電池を充放電する際の直流と系統電力と同じ交流との
双方向変換機能，電圧変動抑制といった系統連系制御な
ど多彩な機能を有している。電池個々の電圧・温度は我々
が開発した CSU（Cell Sensing Unit）にて，充電電流は

PCS ： Power Conversion System
CSU ： Cell Sensing Unit
BSC ： Battery Sensing Controller
CAN ： Controller Area Network

AC
380V

同様に我々が開発した BSU（Battery Sensing Controller）
にて測定した。それらの測定データより残存容量推定お

図 6 測定系

よび満充電容量推定を PC にて実施し，各電池状態の見
える化を行った。また，その結果を用いて充電状態のバ

図 7 にセルバランス前後での電池状態を示す。セルバ

ランスを揃えるための電荷量を決定し，パッシブ方式に

ランス前における推定結果では，残存容量，および満充

てセルバランス動作を実施し，その効果を確認した。

電容量が電池間で大きく異なり，電池状態がばらついて
いるのが確認できる。しかし，セルバランスの実施によ
って残存容量のアンバランスが解消し，蓄電池システム
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としての実効容量が 9% 向上した。本アルゴリズムの適
用により，運用中に充放電可能な容量範囲が広がり，運
用効率向上につながることが期待できる。

5. おわりに
太陽光発電や蓄電池などの分散型のエネルギー設備の
普及拡大によって，エネルギーシステムの改革が進んで
いる。エネルギー分野に対する横河電機の取り組みの一
つとして，我々はパートナー企業と共に蓄電池システム
の効率運用を目的とする活動を進めてきた。本稿では，

セルバランス前

リチウムイオン電池のオンライン状態推定技術を軸とし
た蓄電池システムの「設備投資低減」と「不稼働損失低減」
について提案した。今後は，さらにパートナー企業との
連携を強め，より詳細な価値検証を進めてゆく。

セルバランス後
実効容量 9% 向上
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図 7 電池状態の見える化とセルバランスの効果
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* isoSPI は，リニアテクノロジー社の登録商標です。
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