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(57)【要約】
【課題】使用履歴情報を含むログ情報を喪失しにくくし
、より確実に電池モジュールの使用履歴情報を収集する
。
【解決手段】様々な場所で充放電可能な電池モジュール
により電力供給を行うシステムにおける電池モジュール
の使用履歴情報を収集するシステムであって、電池モジ
ュールに設けられたログ記録用メモリおよび電池モジュ
ールを充放電する装置に設けられたログ記録用メモリか
ら、個々の電池モジュールの使用履歴情報を含むログ情
報を取得する手段と、取得したログ情報に基づいて電池
モジュール毎の使用履歴情報をデータベースに保持して
管理する手段とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
様々な場所で充放電可能な電池モジュールにより電力供給を行うシステムにおける電池
モジュールの使用履歴情報を収集するシステムであって、
電池モジュールに設けられたログ記録用メモリおよび電池モジュールを充放電する装置
に設けられたログ記録用メモリから、個々の電池モジュールの使用履歴情報を含むログ情
報を取得する手段と、
取得したログ情報に基づいて電池モジュール毎の使用履歴情報をデータベースに保持し
て管理する手段と
を備えたことを特徴とする電池モジュール使用履歴情報収集システム。
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【請求項２】
請求項１に記載の電池モジュール使用履歴情報収集システムにおいて、
前記電池モジュールに設けられたログ記録用メモリには、当該電池モジュールのログ情
報以外に、前記装置に同時に収容された他の電池モジュールのログ情報を記録する
ことを特徴とする電池モジュール使用履歴情報収集システム。
【請求項３】
請求項２に記載の電池モジュール使用履歴情報収集システムにおいて、
前記電池モジュールに設けられたログ記録用メモリに記録する当該電池モジュールのロ
グ情報以外の他の電池モジュールのログ情報の範囲を調整することで、ログ情報のデータ
サイズを調整する
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ことを特徴とする電池モジュール使用履歴情報収集システム。
【請求項４】
様々な場所で充放電可能な電池モジュールにより電力供給を行うシステムにおける電池
モジュールの使用履歴情報を収集するシステムに用いられる装置であって、
電池モジュールに設けられたログ記録用メモリおよび電池モジュールを充放電する装置
に設けられたログ記録用メモリから、個々の電池モジュールの使用履歴情報を含むログ情
報を取得する手段と、
取得したログ情報に基づいて電池モジュール毎の使用履歴情報をデータベースに保持し
て管理する手段と
を備えたことを特徴とする電池モジュール使用履歴情報収集装置。
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【請求項５】
様々な場所で充放電可能な電池モジュールにより電力供給を行うシステムにおける電池
モジュールの使用履歴情報を収集するシステムに用いられる電池モジュール使用履歴情報
収集装置が実行する処理方法であって、
電池モジュールに設けられたログ記録用メモリおよび電池モジュールを充放電する装置
に設けられたログ記録用メモリから、個々の電池モジュールの使用履歴情報を含むログ情
報を取得する工程と、
取得したログ情報に基づいて電池モジュール毎の使用履歴情報をデータベースに保持し
て管理する工程と
を備えたことを特徴とする電池モジュール使用履歴情報収集方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、電池モジュールを用いた電力供給システムにおいて電池モジュールの使用履
歴情報を収集する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
一般需要者への電源インフラが充分に整っていない新興国等の国々や地域等を対象に、
リチウムイオン電池やニッケル水素電池等の２次電池の電池モジュールを用い、太陽光発
電等の再生可能エネルギを利用して電源インフラを構築する電力供給システムが考えられ
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ている。
【０００３】
このような様々な場所で充放電可能な電池モジュールを使用して電力供給や課金を行う
場合、電池モジュールの使用履歴情報を収集することが必要になる。すなわち、電池モジ
ュールの充放電状態、残存寿命、所在、使用環境等を推定し、最適充放電制御、寿命管理
、回収、リサイクル、故障原因推定等を行うために、電池モジュールの使用履歴情報が必
要となる。特に、リチウムイオン電池のような高電力密度の２次電池では、充放電制御が
電池の性能を引き出し、寿命延長や安全確保に重要であり、資源確保や安全のために回収
やリサイクルを徹底することが重要である。また、電力の提供や使用に対する課金にあっ
ては、誰がどれだけの電力量を充放電したのか等を把握する必要がある。
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【０００４】
また、電池モジュールの規格化を推進するためにも電池モジュールの使用履歴情報を収
集することは有用である。現状、２次電池の充放電制御は、充放電を行う機器単位に行わ
れている。２次電池の回収やリサイクルを支援する技術的な仕組みは重要性が認識されて
いるものの、実現されていない。リチウムイオン電池のような高電力密度２次電池にあっ
ては、電池モジュールが十分には規格化されておらず、電池モジュールを組み合わせて各
種用途に使いまわすことに制約が伴う状況にある。
【０００５】
今後は、高電力密度の電池モジュールについても、１次電池やニッケル水素電池のよう
に規格化されることが期待されるが、規格化には、電池モジュールの性能確保、寿命延長
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、安全確保のための充放電制御や電池モジュールを回収する仕組みが前提として必要にな
ると想定される。このような仕組みを実現する上でも、電池モジュールの充放電履歴、充
放電環境情報などのログ情報を取得することが重要となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００７−１４１４６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
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上述したように、様々な場所で充放電可能な電池モジュールを使用して電力供給や課金
を行う場合、電池モジュールの使用履歴情報を収集することが必要になるが、多数の電池
モジュールの使用履歴情報を漏れなく収集するには困難が伴う。すなわち、電池モジュー
ルの使用履歴情報を収集するためには、電池モジュールの充放電の際などにログ情報を収
集し、通信手段を用いてセンタ側にログ情報を送信しなければならない。しかし、電池モ
ジュールが充放電される場所は比較的頻繁に変化し、通信の不具合や、ログ情報を記録し
たメモリの紛失等により、ログ情報の喪失が想定される。
【０００８】
特許文献１には、使用履歴情報の喪失を防ぎ、電池モジュールのリユースを促進させる
ことを目的に、従来は電池コントローラに設けられていた記憶手段に代え、電池モジュー
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ルの記憶手段に使用履歴情報を記憶するようにした技術が開示されている。しかし、電池
モジュール自体が紛失した場合には対応することができず、使用履歴情報を確実に収集す
るのは困難である。
【０００９】
本発明は上記の従来の問題点に鑑み提案されたものであり、その目的とするところは、
使用履歴情報を含むログ情報を喪失しにくくし、より確実に電池モジュールの使用履歴情
報を収集することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
上記の課題を解決するため、本発明にあっては、様々な場所で充放電可能な電池モジュ
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ールにより電力供給を行うシステムにおける電池モジュールの使用履歴情報を収集するシ
ステムであって、電池モジュールに設けられたログ記録用メモリおよび電池モジュールを
充放電する装置に設けられたログ記録用メモリから、個々の電池モジュールの使用履歴情
報を含むログ情報を取得する手段と、取得したログ情報に基づいて電池モジュール毎の使
用履歴情報をデータベースに保持して管理する手段とを備えるようにしている。
【発明の効果】
【００１１】
本発明にあっては、使用履歴情報を含むログ情報を喪失しにくくし、より確実に電池モ
ジュールの使用履歴情報を収集することができる。
【図面の簡単な説明】
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【００１２】
【図１】本発明の一実施形態にかかる電力供給システムの構成例を示す図である。
【図２】ログ記録用メモリの記録領域の例を示す図である。
【図３】電池モジュール間でのログ情報重複保存の例を示す図（その１）である。
【図４】電池モジュール間でのログ情報重複保存の例を示す図（その２）である。
【図５】電池モジュール間でのログ情報重複保存の例を示す図（その３）である。
【図６】電池モジュール間でのログ情報重複保存の例を示す図（その４）である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
以下、本発明の好適な実施形態につき説明する。
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【００１４】
＜システム構成＞
図１は本発明の一実施形態にかかる電力供給システムの構成例を示す図である。
【００１５】
図１において、電力供給システムを運営する事業者Ｘ、Ｙ、・・の事業者施設１Ｘ、１
Ｙ、・・には、単一もしくは複数のコンピュータ装置から構成される、いわゆるクラウド
サービスを提供する情報処理装置１１が設けられている。情報処理装置１１には、通信部
１１１と管理部１１２と電池モジュール使用履歴データベース１１３とが設けられ、通信
部１１１はインターネット等のネットワーク２に接続されている。ネットワーク２は有線
・無線に限られない。
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【００１６】
通信部１１１は、ネットワーク２を介して対向する端末装置等とデータ通信を行う機能
を有している。管理部１１２は、通信部１１１を介して取得したデータのうち電池モジュ
ールのログ情報から使用履歴情報を集計して電池モジュール使用履歴データベース１１３
に格納するとともに、使用履歴情報に基づいた電力使用の課金や電池モジュールの充放電
制御や回収等に関する各種の制御情報を通信部１１１を介して送信する機能を有している
。管理部１１２は、ある電池モジュールについてのログ情報そのものからその電池モジュ
ールについての使用履歴情報を取得するだけでなく、他の取得済のログ情報を用い、欠落
した電池モジュールのログ情報を再生し、全ての電池モジュールについての使用履歴情報
を得るように処理を行う。
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【００１７】
電池モジュール使用履歴データベース１１３の保持するデータ項目は、取得するログ情
報に含まれる項目と略同一であり、個々の電池モジュールのＩＤに対応付けて、充放電の
行われた日時、充放電装置ＩＤ、被給電装置ＩＤ、使用者ＩＤ、場所（ＧＰＳ（Global P
ositioning System）情報）、充放電電力量、充放電状況（電圧、電流、温度等）等が含
まれている。
【００１８】
充放電施設３は個人や団体の施設であり、ソーラーパネル等の発電装置３１と充放電装
置３２とを備えている。充放電装置３２は、発電装置３１からの電力により複数の電池モ
ジュールＭを充電するとともに、充電と並行してＡＣ電源コンセント３３に交流電源を供
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給する機能を有している。充電の完了した電池モジュールＭは取り出して充電済電池モジ
ュールプール３４に保管しておき、随時に持ち出し、電池パックに挿入して被給電装置へ
の給電に用いることができる。
【００１９】
また、充放電装置３２は、ログ記録部３２１とログ保持部３２２と通信部３２３とを備
えている。ログ記録部３２１は、充電の状況等を示すログ情報を電池モジュールＭに取り
付けられたメモリデバイスＭＤと充放電装置３２内のログ保持部３２２に記録する機能を
有している。メモリデバイスＭＤとログ保持部３２２は、いずれも上書きや消去が行われ
るまで内容を保持する記憶媒体であり、ＮＦＣ（Near Field Communication）等の近距離
無線通信機能により至近距離から記憶内容の読み出しや書き込みが行えるようになってい
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る。
【００２０】
通信部３２３は、ネットワーク２を介してデータ通信を行う機能を有しており、充放電
施設３の環境によっては存在しない場合もある。充放電施設３において、ユーザの所持す
るスマートフォン等の携帯端末３５により、ログ保持部３２２や電池モジュールＭのメモ
リデバイスＭＤからログ情報を取得し、ネットワーク２を介して事業者施設１Ｘ等にログ
情報を送信することができる。
【００２１】
利用環境４では、電動アシスト自転車等の被給電装置４１に適合する電池パック４２を
介して電池モジュールＭが取り付けられた状態を示している。電池パック４２は被給電装
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置４１に内蔵されているものでもよいし、外付けのものでもよい。電池モジュールＭは充
放電施設３における充電済電池モジュールプール３４から入手したものである。同様な施
設から入手したものでもよい。
【００２２】
電池パック４２は、ユーザ認証部４２１と機器認証部４２２とログ記録部４２３とログ
保持部４２４とを備えている。ユーザ認証部４２１は、ユーザが予めスマートフォン等の
携帯端末４３により事業者施設１Ｘ等から入手したプリペイド式等の使用権のコード等に
より認証を行ない、電池モジュールＭの利用の許否を判断する機能を有している。機器認
証部４２２は、被給電装置４１が通信機能を備えている場合には機種や給電条件等を読み
出し、給電可能な装置であるか否かを確認し、給電可能な装置である場合、その装置の給
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電条件に従って給電が行われるように設定する機能を有している。電池パック４２が被給
電装置４１にしか装着できない専用のものである場合には、機器認証部４２２は省略する
ことができる。
【００２３】
ログ記録部４２３は、給電の状況等を示すログ情報を電池モジュールＭに取り付けられ
たメモリデバイスＭＤと電池パック４２内のログ保持部４２４に記録する機能を有してい
る。ログ保持部４２４は、上書きや消去が行われるまで内容を保持する記憶媒体であり、
ＮＦＣ等の近距離無線通信機能により至近距離から記憶内容の読み出しや書き込みが行え
るようになっている。利用環境４において、ユーザの所持する携帯端末４３により、ログ
保持部４２４や電池モジュールＭのメモリデバイスＭＤからログ情報を取得し、ネットワ
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ーク２を介して事業者施設１Ｘ等にログ情報を送信することができる。
【００２４】
利用環境５では、パーソナルコンピュータ等の被給電装置５１に、ケーブル５２を介し
、電池モジュールＭを収容した電池パック５３が接続された状態を示している。電池モジ
ュールＭは充放電施設３における充電済電池モジュールプール３４から入手したものであ
る。同様な施設から入手したものでもよい。なお、この被給電装置５１は、本電力供給シ
ステムにより供給される電池モジュールＭから給電されるように特別に設計されていない
ことを想定している。
【００２５】
ケーブル５２は、ＮＦＣ等の近距離無線通信機能により至近距離から記憶内容の読み出
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しや書き込みが可能な機器情報保持部５２１を備えている。機器情報保持部５２１は、被
給電装置５１の給電条件および認証情報を保持しており、ユーザは予めスマートフォン等
の携帯端末５４により、ケーブル５２の機器情報保持部５２１に被給電装置５１のＩＤ、
給電条件、認証情報等の情報を記憶しておく。
【００２６】
電池パック５３は、ユーザ認証部５３１と機器認証部５３２とログ記録部５３３とログ
保持部５３４とを備えている。ユーザ認証部５３１は、ユーザが予めスマートフォン等の
携帯端末５４により事業者施設１Ｘ等から入手したプリペイド式等の使用権のコード等に
より認証を行ない、電池モジュールＭの利用の許否を判断する機能を有している。機器認
証部５３２は、ケーブル５２の機器情報保持部５２１と通信を行って、被給電装置５１の
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給電条件および認証情報を読み出し、給電可能な装置であるか否かを確認し、給電可能な
装置である場合、その装置の給電条件に従って給電が行われるように設定する機能を有し
ている。
【００２７】
ログ記録部５３３は、給電の状況等を示すログ情報を電池モジュールＭに取り付けられ
たメモリデバイスＭＤと電池パック５３内のログ保持部５３４に記録する機能を有してい
る。ログ保持部５３４は、上書きや消去が行われるまで内容を保持する記憶媒体であり、
ＮＦＣ等の近距離無線通信機能により至近距離から記憶内容の読み出しや書き込みが行え
るようになっている。なお、電池パック５３の機能は被給電装置５１との接続に用いられ
るケーブル５２に分散して設けてもよい。
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【００２８】
利用環境５において、ユーザの所持する携帯端末５４により、ログ保持部５３４や電池
モジュールＭのメモリデバイスＭＤからログ情報を取得し、ネットワーク２を介して事業
者施設１Ｘ等にログ情報を送信することができる。パーソナルコンピュータ等の被給電装
置５１は通信機能を有している場合が多いため、その場合は、ログ保持部５３４や電池モ
ジュールＭのメモリデバイスＭＤからログ情報を取得し、ネットワーク２を介して被給電
装置５１から事業者施設１Ｘ等にログ情報を送信してもよい。
【００２９】
＜全体的動作＞
図１において、事業者施設１Ｘ、１Ｙ、・・は、電池モジュールＭ（メモリデバイスＭ
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Ｄを内蔵）、充放電装置３２、電池パック４２、５３等を準備し、デポジット等の支払を
条件に希望者に貸与する。図１は貸与された後の状態を示している。
【００３０】
電池モジュールＭは充電する環境がなければ使用することができないため、充放電施設
３等において充電を行なう。この際、充放電装置３２のログ記録部３２１は充放電におけ
るログ情報を各電池モジュールＭのメモリデバイスＭＤに記録するとともに、ログ保持部
３２２にも記録する。記録する情報は、データベースに時間順に記録されなくとも、ある
いは、一部が記録されなくとも、電池モジュールの完全なログ情報を再生できるように調
整したデータを作成して、双方の内蔵メモリに記録する。詳細は後述する。
【００３１】
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電池モジュールＭの使用を欲するユーザは、充電の完了した電池モジュールＭを充放電
施設３等において入手する。この場合、自分で持ち込んだ電池モジュールＭでない場合は
デポジット等の支払を条件にすることができる。
【００３２】
充電された電池モジュールＭを入手したユーザは、被給電装置４１、５１に電池パック
４２、５３を介して電池モジュールＭをセットし、携帯端末４３、５４による認証を経て
利用を開始する。また、機器認証部４２２、５３２は給電条件の設定を行う。給電が行わ
れる際、電池パック４２、５３のログ記録部４２３、５３３は給電におけるログ情報を各
電池モジュールＭのメモリデバイスＭＤに記録するとともに、ログ保持部４２４、５３４
にも記録する。

50

(7)

JP 2015‑50819 A 2015.3.16

【００３３】
電池モジュールＭのメモリデバイスＭＤ、ログ保持部３２２、４２４、５３４のログ情
報には、個々の電池モジュールのＩＤに対応付けて、充放電の行われた日時、充放電装置
ＩＤ、被給電装置ＩＤ、使用者ＩＤ、場所、充放電電力量、充放電状況（電圧、電流、温
度等）等が含まれている。そして、これらのログ情報は、
・充放電装置３２のログ保持部３２２から通信部３２３を介したルート
・充放電装置３２のログ保持部３２２から携帯端末３５を介したルート
・充電済電池モジュールプール３４の電池モジュールＭのメモリデバイスＭＤから携帯端
末３５を介したルート
・電池パック４２のログ保持部４２４から携帯端末４３を介したルート
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・電池パック４２の電池モジュールＭのメモリデバイスＭＤから携帯端末４３を介したル
ート
・電池パック５３のログ保持部５３４から携帯端末５４を介したルート
・電池パック５３の電池モジュールＭのメモリデバイスＭＤから携帯端末５４を介したル
ート
等により事業者施設１Ｘ等に収集され、電池モジュール使用履歴データベース１１３にて
集計される。
【００３４】
なお、充放電装置３２の通信部３２３は、予め設定されたロジック（送信アドレス、プ
ロトコル等）と、別途記録したログ情報のデータベース送信状況に基づいて、ログ保持部
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３２２に記録されたログ情報を事業者施設１Ｘ等に送信する。
【００３５】
また、電池モジュールＭのメモリデバイスＭＤ、充放電装置３２のログ保持部３２２、
電池パック４２のログ保持部４２４、電池パック５３のログ保持部５３４は、携帯端末３
５、４３、５４に対し、予め設定されたロジックと、別途記録したログ情報のデータベー
ス送信状況に基づいて、データベースへのログ情報送信の実行を判断させ、送信が必要で
あれば、ユーザにログ情報の読み出しと事業者施設１Ｘ等への送信を要請する。なお、ユ
ーザへの要請だけでなく、ユーザに意識させずに自動的にデータ送信が行われるようにし
てもよい。
【００３６】
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なお、クラウド上の電池モジュール使用履歴データベース１１３は、電池モジュールを
管理する事業者ごとに存在し、事業者が管理対象とする電池モジュールのログ情報を蓄積
する。充放電装置３２や電池パック４２、５３は特定の事業者と対応しており、事業者が
異なる電池モジュールを収容していたとしても、対応する事業者の管理する電池モジュー
ル使用履歴データベース１１３にログ情報を送信する。管理部１１２で動作する電池モジ
ュール管理支援アプリケーションは、他事業者の電池モジュール使用履歴データベース１
１３にも適宜にアクセスすることにより、電池モジュールのログ情報を推定・再生する。
【００３７】
多様なルートからログ情報が事業者施設１Ｘ等の電池モジュール使用履歴データベース
１１３に登録されることで、一部の充放電装置や電池パックや電池モジュールから電池モ
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ジュール使用履歴データベース１１３にログ情報を登録できなかったり、登録が遅れたり
した場合にも、着目する電池モジュールを収容したことのある他の充放電装置や電池パッ
クが登録したログ情報には、登録できなかったログ情報が含まれているため、より完全な
ログ情報を再生することができる。
【００３８】
また、装置内に同時期に収納されて同時に充放電が行われた他の電池モジュールのログ
情報からも、着目する電池モジュールが同時に用いられたことを検出することにより、着
目する電池モジュールのログ情報の一部を収集でき、完全なログ情報の再生のために用い
ることができる。
【００３９】
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このように、情報処理装置１１の管理部１１２は、ログ情報が時間順に取得されなくて
も、また、一部が取得されなくても、取得されたログ情報を展開した上で、重複分を省き
、不足分を他のログ情報（必要に応じて他事業者のデータベースにアクセスして取得）か
ら補って、できるだけ完全なログ情報となるように集計する。
【００４０】
管理部１１２は、集計された使用履歴情報に基づいて、電力の売買電の課金（充電サー
ビスを提供した利用者への支払等）等の処理を行うとともに、最適な充放電制御のための
情報提供や、電池モジュールＭの故障、寿命、安全性を判断して回収のための情報提供等
を行う。
【００４１】
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＜ログ情報の記録＞
上述したように、各電池モジュールＭは自己のログ情報をメモリデバイスＭＤに保持す
るとともに、充放電装置３２のログ保持部３２２や、電池パック４２、５３のログ保持部
４２４、５３４が自己に収容された電池モジュールＭについての同内容のログ情報を保持
している。そして、これらのログ情報は充放電装置３２の通信部３２３や、携帯端末３５
、４３、５４等を介して、多様なルートで事業者施設１Ｘ等の電池モジュール使用履歴デ
ータベース１１３に収集されるため、重複した収集はあるものの、情報の欠落を大幅に減
らすことができる。
【００４２】
本実施形態では、更に、各電池モジュールＭのメモリデバイスＭＤに、同じ電池パック
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に収容された他の電池モジュールのログ情報を重複して保存することにより、情報の欠落
を更に減らすようにしている。
【００４３】
図２はメモリデバイスＭＤに相当するログ記録用メモリの記録領域の例を示す図である
。図２において、記録領域＃１〜＃３のそれぞれは１回のデータ記録に用いられる記録領
域である。各記録領域には、後述するように、複数の電池モジュールＭにつき生のログ情
報を記録する場合と、複数の電池モジュールＭについてのログ情報をコーディングして記
録する場合とがある。
【００４４】
図３は電池モジュール間でのログ情報重複保存の例を示す図であり、ログ情報の重複が

30

電池パック内に限定される場合の例である。
【００４５】
図３（ａ）は電池パックＰ１に３個の電池モジュールＭ１、Ｍ２、Ｍ３が収納されてい
る状態を示している。この状態で、電池パックＰ１においてログ情報をログ記録用メモリ
に書き込む処理を図３（ｃ）により説明する。処理の主体は図１におけるログ記録部３２
１、４２３、５３３等である。
【００４６】
図３（ｃ）において、処理を開始すると、ログ記録部は、電池パックＰ１内の電池モジ
ュールＭ１、Ｍ２、Ｍ３についてデータベース登録したいログ情報Ｅ１、Ｅ２、Ｅ３を取
得する（ステップＳ１１）。
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【００４７】
次いで、ログ記録部は、各電池モジュールＭ１、Ｍ２、Ｍ３について、各電池モジュー
ルのログ情報Ｅ１、Ｅ２、Ｅ３と、所定の順序（末尾の次は先頭）で次の電池モジュール
のログ情報とを記録する（ステップＳ１２）。
【００４８】
図３（ｂ）はログ情報が記録された状態を示しており、電池モジュールＭ１については
、自分のログ情報Ｅ１と次の電池モジュールＭ２のログ情報Ｅ２が記録され、電池モジュ
ールＭ２については、自分のログ情報Ｅ２と次の電池モジュールＭ３のログ情報Ｅ３が記
録され、電池モジュールＭ３については、自分のログ情報Ｅ３と次の電池モジュールＭ１
のログ情報Ｅ１が記録されている。
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【００４９】
この場合、３個の電池モジュールＭ１、Ｍ２、Ｍ３のうち２個以上の電池モジュールか
らログ情報が事業者施設１Ｘ等（図１）側で回収されれば、全ての電池モジュールＭ１、
Ｍ２、Ｍ３のログ情報Ｅ１、Ｅ２、Ｅ３を登録することができる。
【００５０】
なお、各電池モジュールに３個すべてのログ情報を記録すれば、１個以上の電池モジュ
ールからログ情報が回収されれば、全ての電池モジュールのログ情報を登録することがで
きる。ただし、ログ情報のデータサイズが大きくなり、大きなメモリ容量が必要となって
電池モジュールのコストを上昇させる。そのため、ログ情報を失わないで収集するメリッ
トとデータサイズの増大によるコストアップを考慮し、ログ情報の重複による冗長性を調

10

整することになる。
【００５１】
なお、電池モジュールが３個の場合について説明したが、同様の考え方により４個以上
に適用できることは言うまでもない。
【００５２】
図４は電池モジュール間でのログ情報重複保存の他の例を示す図であり、生のログ情報
を記録するのではなく、コーディングしたパケットを記録するようにしたものである。
【００５３】
図４（ａ）は電池パックＰ１に５個の電池モジュールＭ１、Ｍ２、Ｍ３、Ｍ４、Ｍ５が
収納されている状態を示している。この状態で、電池パックＰ１においてログ情報をログ
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記録用メモリに書き込む処理を図４（ｃ）により説明する。処理の主体は図１におけるロ
グ記録部３２１、４２３、５３３等である。
【００５４】
図４（ｃ）において、処理を開始すると、ログ記録部は、電池パックＰ１内の電池モジ
ュールＭ１、Ｍ２、Ｍ３についてデータベース登録したいログ情報Ｅ１、Ｅ２、Ｅ３を取
得する（ステップＳ２１）。
【００５５】
次いで、ログ記録部は、所定の行列（要素α１１〜α５３）を用いてパケットｐ１、ｐ
２、ｐ３、ｐ４、ｐ５を計算する（ステップＳ２２）。各パケットは元のログ情報Ｅ１、
Ｅ２、Ｅ３を含んでいるが、係数がかかることにより、各ログ情報と同じデータサイズと
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することができる。
【００５６】
次いで、ログ記録部は、各電池モジュールＭ１、Ｍ２、Ｍ３、Ｍ４、Ｍ５にパケットｐ
１、ｐ２、ｐ３、ｐ４、ｐ５をそれぞれ記録する（ステップＳ２３）。図４（ｂ）はログ
情報が記録された状態を示している。
【００５７】
この場合、５つのパケットのうちの任意の３個の電池モジュールから３つのパケットを
回収すれば、ログ情報Ｅ１、Ｅ２、Ｅ３を求めることができる。５個のうちの３個のログ
記録用メモリの内容が回収されるまでの時間は、３個の電池モジュールから３個のログ記
録用メモリの内容が回収されるまでの時間よりも小さくなると想定されるため、ログ情報
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を回収する時間を短縮することができる。
【００５８】
なお、電池モジュールが５個の場合について説明したが、同様の考え方により６個以上
に適用できることは言うまでもない。
【００５９】
また、行列を用いてパケットを計算する例について説明したが、計算手法としては他に
も種々のものが想定される。
【００６０】
図５および図６は電池モジュール間でのログ情報重複保存の他の例を示す図であり、ロ
グ情報の重複が異なる電池パックに拡張される場合の例である。
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【００６１】
図５（ａ）は電池パックＰ１に３個の電池モジュールＭ１、Ｍ２、Ｍ３が収納されてい
る状態を示している。この状態で、既に図４で説明した処理により、図５（ｂ）のように
パケットが記録されたものとする。
【００６２】
この状態で図５（ｂ）の電池パックＰ１の電池モジュールＭ１が、図５（ｃ）のように
他の電池パックＰ２に移動したとする。電池パックＰ２における他の電池モジュールはＭ
４、Ｍ５であるとする。この状態で、電池パックＰ２においてログ情報をログ記録用メモ
リに書き込む処理を図６により説明する。処理の主体は図１におけるログ記録部３２１、
４２３、５３３等である。
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【００６３】
図６において、処理を開始すると、ログ記録部は、電池パックＰ２に追加された電池モ
ジュールＭ１に記録されているパケットｐ１と電池モジュールＭ４、Ｍ５のログ情報Ｅ４
、Ｅ５から所定の行列（要素β１１〜β３３）を用いてパケットｐ４、ｐ５、ｐ６を計算
する（ステップＳ３１）。
【００６４】
次いで、ログ記録部は、各電池モジュールＭ１、Ｍ４、Ｍ５について、パケットｐ４、
ｐ５と、パケットｐ５、ｐ６と、パケットｐ６、ｐ４をそれぞれ記録する（ステップＳ３
２）。図５（ｄ）はログ情報が記録された状態を示している。
【００６５】
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この場合、電池モジュールＭ２と電池パックＰ２内の２個の電池モジュールからパケッ
トの形式のログ情報が事業者施設１Ｘ等（図１）側で回収されれば、パケットｐ２、ｐ３
、ｐ４、ｐ５、ｐ６が判明するので、ログ情報Ｅ１、Ｅ２、Ｅ３、Ｅ４、Ｅ５を復号登録
できる。すなわち、電池モジュール３個の回収で５つの電池モジュールのログ情報を登録
することができる。
【００６６】
なお、ログ情報を失わないで収集するメリットとデータサイズの増大によるコストアッ
プを考慮し、ログ情報の重複による冗長性を調整できる点は前述したのと同様である。
【００６７】
また、電池モジュールが３個の電池パックの間での電池モジュールの移動について説明
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したが、同様の考え方により４個以上の電池パックの間での電池モジュールの移動に適用
できることは言うまでもない。
【００６８】
また、行列を用いてパケットを計算する例について説明したが、計算手法としては他に
も種々のものが想定される。
【００６９】
＜総括＞
以上説明したように、本実施形態によれば、多様なルートで使用履歴情報を含むログ情
報を収集可能とすることにより、ログ情報を喪失しにくくし、より確実に電池モジュール
の使用履歴情報を収集することができる。
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【００７０】
また、ある電池モジュールのログ情報としてその電池モジュールのログ情報以外に、充
放電を行う装置に同時に収容された他の電池モジュールのログ情報を記録することで、デ
ータベースに登録された複数の情報から、情報を抽出あるいは補完することができる。例
えば、ある電池モジュールの情報が一部欠落していても、同時収容されていた他の電池モ
ジュールの情報から、欠落情報をある程度、復元することができる。
【００７１】
また、ログ情報に含める他の電池モジュールのログ情報の範囲を調整することで、ログ
情報のデータサイズを調整し、電池モジュールや電池モジュール収容装置内蔵メモリの量
的制約を克服しつつ、情報収集の信頼性（確実性）を高めることができる。
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【００７２】
以上、本発明の好適な実施の形態により本発明を説明した。ここでは特定の具体例を示
して本発明を説明したが、特許請求の範囲に定義された本発明の広範な趣旨および範囲か
ら逸脱することなく、これら具体例に様々な修正および変更を加えることができることは
明らかである。すなわち、具体例の詳細および添付の図面により本発明が限定されるもの
と解釈してはならない。
【符号の説明】
【００７３】
Ｍ

電池モジュール

ＭＤ

メモリデバイス

１Ｘ、１Ｙ

事業者施設

１１

情報処理装置

１１１

通信部

１１２

管理部

１１３

電池モジュール使用履歴データベース

２

ネットワーク

３

充放電施設

３１

発電装置

３２

充放電装置

３２１

ログ記録部

３２２

ログ保持部

３２３

通信部

３３

ＡＣ電源コンセント

３４

充電済電池モジュールプール

３５

携帯端末

４

利用環境

４１

被給電装置

４２

電池パック

４２１

ユーザ認証部

４２２

機器認証部

４２３

ログ記録部

４２４

ログ保持部

４３

携帯端末

５

利用環境

５１

被給電装置

５２

ケーブル

５２１

機器情報保持部

５３

電池パック

５３１

ユーザ認証部

５３２

機器認証部

５３３

ログ記録部

５３４

ログ保持部

５４

携帯端末
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