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あ ら ま し

電池の小型化・軽量化とともに電動車両が進化し，近距離用途であれば，人手でも交

換できるサイズの電池で動く自転車・バイク・小型車両が実現している。今後，出先で

も簡単に電池交換ができるようになれば，充電時間と走行可能距離といった課題も解決

できることから，更に実用度が増す。しかし，高価な電池を何本も持って出かけたり，

行先の各所に置いたりすることは，まだ難しく，それを実現するためには，電池を共有

化する仕組みが必要である。富士通は，電池を位置情報クラウドに常時的に接続して電

池の残電気量や特性変化を個別に把握することで，ユーザーに電池品質の低下を感じさ

せない安心できる電池交換と，共有電池の資産価値を最大化する管理方式（つながる電池

方式）の確立を目指している。

本稿では，クラウドサービスに常時接続した「つながる電池」の技術と，様々な価値創

造の可能性について紹介する。

Abstract

Electrically driven vehicles have evolved along with a reduction in the size and weight 
of batteries and, for short-distance applications, this has led to bicycles, motorcycles 
and small vehicles driven by batteries that are small enough to be replaced by users.  
In the future, if batteries become readily replaceable even when away from the home 
or office, issues such as charging time and running distance will be resolved and the 
degree of practicality of such vehicles will further increase.  However, it is still difficult 
for people to take many expensive batteries with them when they go out or to store them 
in various places outside and so to achieve these goals a system of sharing batteries is 
essential.  Fujitsu aims to establish a system for grasping the status of shared battery 
assets (connectivity-based battery system) that allows batteries to be replaced with 
peace of mind and with no degradation to battery quality perceivable by the user, and 
that maximizes the asset value of the shared batteries.  This can be achieved by having 
batteries always connected to a location data cloud to manage the state of their charge 
and monitor changes to the characteristics of the individual batteries.  This paper 
presents the technology of “connectivity-based batteries” that are always connected to 
a cloud service and the possibility of creating various values.

● 谷澤　哲　　　● 鈴宮功之　　　● 池田和人

つながる電池と新しいe-モビリティ

Connectivity-Based Battery and New e-Mobility



FUJITSU. 65, 4 （07, 2014） 27

つながる電池と新しいe-モビリティ

充電済みの電池をあちこちに配備しておき，必要
に応じて電池を交換するといった，電動車両の新
たな利活用の世界（e-モビリティ社会）を実現する
ものになる。
以下，e-モビリティで使う交換電池方式の概要に
ついて説明する。
（1） e-モビリティで使う小型軽量の交換用電池
交換電池方式が成り立つには，電池が人手で交
換できる大きさと重さであることが条件になる。
搭載するリチウムイオン電池には以下の三つのサ
イズが想定される。
・ 1 kWh（8～ 10 kg）：ビジネスバッグ大の大きさ
・ 2 kWh（15～ 18 kg）：ハンドキャリー旅行バッ
グ大の大きさ

・ 4 kWh（30～ 36 kg）：ゴルフバッグ大の大きさ
一番大きな4 kWhでも人手で交換ができる範囲
である。これらのリチウムイオン電池で動かせる
車両の大きさは，1 kWhで原付2輪から125 ccク
ラスの3輪バイクに近い動力性能まで実現できる。
4 kWhクラスのものであれば3輪車両が駆動可能で
ある。
（2） 設備投資の軽減・不要化
交換電池方式（以下，つながる電池方式）では，
サービスエリアに充電した電池を積置きする，あ
るいは，充電ロッカーを設置することにより，大
きな投資をすることなく，需要に合わせてパワー
ステーションを構築できる。電動車両が導入され
そうな業態として，観光地などでの電動車両の貸
出しが考えられるが，週末や季節，イベント開催
時などの需要変動が少なからずある。「つながる電
池方式」は，これらの細かな変動にも臨機応変に
対応できる唯一の方法であり，e-モビリティ社会
を普及促進する大きなビジネスアドバンテージに
なる。

e-モビリティを実現する電池情報の技術

e-モビリティの実用化には，電動車両の電気残量
と，どこまで確実に走れるのかをドライバーに正
確に伝えることが重要である。本章では，電動車
両の走行可能距離の予測の改善に向けた取組みを
紹介する。なお，本稿では，残存電気量SOC（State 
of Charge）やEVの走行データに関しては既存
の普通車EVや軽自動車EVなどでの実験データを

e-モビリティを実現する電池情報の技術

ま　え　が　き

地球温暖化対策としてCO2削減が急務であり，車
の電動化も必須と言える。しかし，ガソリン車並
の距離を走ろうとすると，電気自動車（EV）で使
用する蓄電池は，車両重量の約半分と重くなり走
行距離に影響すること，充電時間が長いこと，充
電設備の大型化などの課題がある。
電動車両の中でも近距離用途が中心となる電動
自転車や電動バイクは，家庭で簡単に充電や交換
できる小型軽量な電池で実現できることから，普
及してきている。電池も含めた車両全体が小さく
軽いこともあり，加速も走行可能距離も十分に実
用範囲に入っていると言える。（1）

EVは電気がなくなりかけたら，急速充電するか，
充電済み電池に交換するしかない。今後も電池が
進化してエネルギー密度が高まると，もっと強力
な充電設備をあちこちに配備するか，充電済み電
池の交換の仕組みを充実させることが必要になる。
後者であれば，今と同様の小型の交換用電池のま
までも走行可能距離や走行性能の向上が期待でき，
更に大きな電動車まで交換電池方式の利活用範囲
が拡大すると考えられる。
富士通は，情報を扱う企業として，この交換電
池方式を実現するために必要な，電池に関連した
情報を扱う仕組みの実現を目指している。本稿で
は，その鍵となる考え方や技術について述べる。

小型電動車の交換電池方式

電動車両が対応すべき課題は，以下の4項目で
ある。
・ 重くて大きな電池
・ 長い充電時間
・ 主な車の使われ方「ちょい乗り」への対応
・ どこまで走れるかよく分からず不安が大きい
運転の目的の大半は，買い物や用足しのいわゆ
る「ちょい乗り」で，ほぼ毎日使っている。1回あ
たり10～ 20 km程度（平均走行距離は月300 km以
内（2））と考えられる。この利用条件に基づくと車
両は小型化することができる。そして肝心の電池
部分は小型・軽量で取換え式のものにできる。利
用イメージとしては，出先で電動車両のバッテリー
がなくなったら充電するだけではなく，むしろ，

ま　え　が　き

小型電動車の交換電池方式
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正確に分かることが基本になる。車両の制御にも
正確なSOCが必要である。
● LEV技術
走行中のEVの電池では，放電も充電も行われ，
電流は大きく複雑に変動する。その電流が内部抵
抗に作用して複雑な電圧降下・上昇を発生するた
め，電池の端子で測定できる電圧と電流や温度の
データは，実験室で得られる静特性とは大きく異
なる。また，発熱も大いに特性を変化させる。化
学反応的・電気的にどれぐらいの電荷が残ってい
るのかを，測定だけで正確に知ることは全く無理
で，手順を踏んだ本格的な補正計算技術が必要で
ある。著者らは，電池のSOCとSOHを高精度に
補正計算で推定し，電池の劣化度も算出するLEV
（Life Expectancy Visualization）技術を開発した。

SOCとSOHの計算の流れを図-2に示す。まず内
部抵抗と電流変化による影響を取り除いた解放端
電圧OCVを推定する補正換算を行う。この換算に
は，あらかじめ取得した電池特性データ（内部イ
ンピーダンス値，満充電容量値，温度変化など）
を用いる。OCVとSOCの関係もあらかじめ電池ご
との特性データとして測定しておき，統計処理や
テーブル・ルックアップなどの手法を用いてOCV
からSOCを推定する。リチウムイオン電池では，
SOCの変化に対するOCVの変化が小さいため，こ
のSOC推定計算は誤差が出やすい。更に，これら
の特性データは個体ごとのばらつき，熱の影響，

ベースに使い，小型電動車用の交換電池に関わる
技術については，これらを参考に考察している。
● SOCと走行可能距離

EVと電池の現状を認識するため，実験的に国産
の市販EVで，峠道を大人4名乗車し，晴れた春の
日中に，エアコン冷房を軽くきかせて登ってみた。
最大勾配8.8％が続くコースで，スタート地点の麓
では実際の走行予定距離9.5 kmほどに対して予測
走行可能距離は60 km程度と示されていた。6倍の
余裕があり，十分と思われたが，約100 mの坂を
上がるたびに走行可能距離が1 kmずつ減っていき，
平地走行に比べて約10倍速く電気が消費されてい
く。途中からエアコンを切るなどして走り続け，
最終的には走行可能距離10 km以上を残して登り
きれたが，不安を感じる結果になった。
つまり，EVでは，走行可能距離の予測値の変
動が大きめで，SOCが半分を切って60 km以下に
なったとき，既に安心できなくなる。上り坂で燃
費が悪くなるのはガソリン車でも同じだが，リザー
ブタンクの10 Lで燃費5～ 10 km/Lとして50～
100 km走れるから大丈夫なのとは，余裕面で状況
が異なる。

EVとガソリン車を比べると，エネルギー効率が，
モーター 70％以上に対し，エンジンは20～ 30％
以下と3倍くらいEVのほうが高い。更にEVでは減
速時にエネルギー回生ができて，2倍程度戻ってく
るため，トータルで3～ 5倍ほど少ないエネルギー
で動かせている。
しかし，エアコンで使うエネルギーはどちらも
同じだけ必要なので，ガソリン車でエアコン使用
時に燃費が10％悪化するようなら，EVでは電費は
30～ 50％くらい悪化する。このほか，乗員や荷物
などの重量による影響は，車両重量に関係するの
で，小型EVやe-バイクなどでは2倍くらい影響が大
きくなり，一人増えると10～ 30％くらい電費が悪
化する要因になる。これらは，坂道での悪化ほど
ではないが，よく考慮する必要がある。

図-1に示すように走行可能距離＝SOC×電費（電
気消費率）の構成要素を整理してみると，SOCも
電費もパラメーターが多く，依存度や変動幅も大
きいため扱いは大変難しいことが分かる。
ほかにも改善する部分はあるが，まず，SOCお
よびその劣化度を示すSOH（State of Health）が

図-1　走行距離-SOC-電費の関係
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2011年に発行した改造EV用ガイドラインに基づい
て，国産の市販軽自動車をベースに試作したコン
バートEVのJC08モード実装実測データを基に，電
池のSOC推定をした結果である。使用した電池は，
正極にリン酸鉄を用いたリン酸鉄系リチウム電池
である。リチウムイオン電池の中でも特にSOCの
変化に対するOCVの変化が小さく，誤差の出やす
いタイプであるが，最大絶対誤差2％以下，平均
絶対誤差1％以下の高精度でSOC推定を実現して
いる。

SOHの推定は，電池の使用状況（充放電状態：
SOC，電圧，電流，温度）を基に行う。電池容量
が減少する劣化現象として代表的なのは，放置劣
化というSOCと温度で決まる劣化モードと，積算
電流量と温度で決まる電流劣化モードである。そ
れぞれのモードにおける劣化速度とパラメーター
の関係は，あらかじめ電池劣化特性データとして
取得しておく。両モードとも温度が重要なパラメー
ターであり，実際に劣化現象が発生する電池内部
の温度で時々刻々と変化していく。実際のシステ
ムでは内部の温度は直接観測できないので，充電
状態と外部温度から電池内部温度を推定するアル
ゴリズムを考案しLEV技術に組み込んだ。

図-4は，想定される電流パターンを連続で2か月
間印加し観測したときの容量劣化を，LEV技術で
推定した結果である。取得した電池劣化特性デー
タから内部温度推定パラメーターをフィッティン
グすることで，実測した容量変化をうまく再現で
きることを確認した。
このようにLEV技術によりSOHの推定は可能に
なるが，現実には，電池の劣化特性は突発的に変
化することがあり，そこまでは推定できない。こ

使用状態での変化も加わるため，この手法のみで
推定誤差を小さくするのは非常に難しい。
このほかクーロンカウントから積算することに
よりSOCを推定する方法もある。しかし，電流セ
ンサーでの誤差と，現実的な測定間隔では完全に
電流変化を追随できないことから発生する誤差と
が積算されて増大していくので，こちらも単体で
は十分な精度を得られない。
開発したLEV技術のSOC推定アルゴリズムは，

OCV換算ベースとクーロンカウントベースの二つ
のSOC算出手法を同時に行いながら，誤差を伴っ
たクーロンカウントSOC値を基に，リアルタイム
にOCV換算で得たSOC値で逐次修正をかけること
を基本的なコンセプトとしている。誤差のある観
測値を用いて動的システムの状態を推定する手法
としては，いわゆるカルマンフィルタ（KF）アル
ゴリズムを応用した収束計算を用いた。端子電圧
からOCVへの換算では，電流変化に伴う電圧の過
渡特性を再現するため，単純なRC等価回路を電池
モデルとして採用した。このモデルでは完全な電
池特性の再現はできないが，SOCをある程度小さ
な誤差で推定する目的には十分である。基本的に
短期的にはクーロンカウントの値を信じてSOCを
算出し，換算OCVから考えて大きく誤差が発生し
たと判定される場合には修正すればよい。OCVと
クーロンカウントのどちらを優先して信頼するか
は，KFのパラメーターの設定で調整した。また，
OCV換算するための電池モデルの不完全さからく
る誤差については，誤差の積算が無制限に増大し
ないように，不完全さの影響が顕著に現れる電池
動作時にはOCV換算からの補正を抑制する仕組み
を組み込んだ。

図-3は，電気自動車普及協議会（APEV）が
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図-2　SOCとSOHの概略の計算の流れ
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けで，電費は桁違いに狂ってしまう。エアコンや
向かい風，重量変動などにも敏感である。
結局，「実際的な平均電費」のような指標はうま
く作れず，別のアプローチで「目的地まで走れる
のか」到達可能性を明確にするしかなかった。「電
費の値」が表示されるより，「目的地に確実に到達
できること」が，より大事である。それが著者ら
の考えるe-モビリティの世界でもある。
坂道の影響がかなり大きいので，地図情報を取
り込むことは必須で，電動車両を無線などで位置
情報クラウドに常時接続していくこととした。そ
の結果，確実に到達できる範囲，エコ運転で到達
できそうな範囲を色分けして地図画面に示すこと
など，いろいろな情報サポートが可能になり，便
利で安心できる世界を実現できるようになる。（3）

クラウドによる走行可能距離計算の確立

走行可能距離を計算する流れを図-5に示す。走
行距離を電気消費量で割り算した値，いわゆる電
費は，いろいろな要素が含まれるため，予測は難
しいが，逆に実測することは簡単である。
ある区間ごとに電費を測定していく。これを

GPSや地図情報と対比させると，道路の勾配など
の影響がよく分かる。例えば，平地区間Aの平均電

クラウドによる走行可能距離計算の確立

のため，実際のシステムでは，容量の実測による
劣化測定を併用し，LEVによるSOH推定を実測
の補完として使用するようにして対応性を上げて
いる。
● 電費は不確定な指標

SOCが得られれば，次に燃費相当の電費をSOC
に掛ければ，ガソリン車のときのように，走行可
能距離が推測できそうだが，実際には，この方法
は使えない。前述したように電動車両ではエネル
ギー量に余裕がない上に，電費の変動要素と変動
幅が大きめにでるため，目の前に坂道が迫っただ

図-4　SOH算出シミュレーション結果まとめ

図-5　走行可能距離の計算の流れ
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て積算して走行可能範囲を計算する。同一車種の
平均値情報，自身の履歴データとの比較などを行
うことで，実用的で有用な結果を得られるように
なる。
計算を詳細に行うには，電池の近くで走行状態
を考慮したモデル計算処理を行い，クラウド側と
は間欠的につないで残りの履歴照合や電費マップ
更新処理などの分析系の計算をすればよい（図-5）。
この（3）の手法は（1）や（2）に比べて実用的
である。データやモデルが出来上がっていなくて
も，5分前の走行時の実測データから5分後程度の
近未来の予測なら可能なため，準備作業をかなり
省略できる。使いながら実績データがたまってく
れば，更にうまく計算効率を上げたり，確度や精
度を向上させたりできる。また，ためていく情報
についても，統計処理した代表値だけで構わない。
普遍的な位置エネルギー値，区間ごとの移動に必
要な仕事量（＝位置エネルギー差分を除いたロス
の積算値）などに整理して蓄積できれば，計算も
やりやすく，ほかの車や電池にも使え，応用性も
高まる。このほか，いろいろなパラメーターが把
握しきれない場合にも，総合的な値のままで予測
計算できる柔軟性がある。
積載重量が違う場合など，直近1～ 5分間の平均
やその道路の短区間での移動にかかった仕事量と，
過去の履歴から得られた移動仕事量などの統計値
と比較すれば，そのときの走行経路における区間
値が，どれぐらい補正されるべきかの総合係数が
得られる。例えば，「今日はいつもより1.4倍悪化
している」というような大括りな値だが，これが
得られれば，地図にプロットした過去の値を1.4倍
係数掛けして，走行可能距離を予測することがで
きる。厳密に全ての影響しているパラメーターや
条件を把握できていなくても，少なくとも近未来
についてはそれなりの予測値が出せるというのは，
実用的である。
また，坂道や雨・風の影響のほか，走行中の荷
物や乗客数の変化なども組み込むことも可能で，
より正確に予測計算が可能になると考えられる。
クラウド接続で位置情報基盤と連結したことで，
どの場所で，どの状況のときに電池がどう使われ，
どう変化したかといった断片データが分類できる
ようになる。この結果，電池と電動車両の性能改

費，上り坂区間Bの平均電費，更に急な上り坂区間
Cの平均電費が得られたとき，これらを比較して物
理式に照らせば，路面の走行ころがり抵抗，勾配
の影響の関係式，などが分かる。それを記録して
おけば，2度目にそこを通るときには，かなり正確
に予測計算することが可能になる。別の勾配の道
での走行距離も予測可能になる。新しいアプロー
チとして，常時接続で電池を位置情報クラウドと
つなぎ，ビッグデータとして処理することを，以
下のように検討した。
（1） 実測データ＋テーブル・ルックアップ方式
実際の車両，重量，速度，温度，風速，勾配，
区間ごとなど，パラメーターごとに実走行データ
を大量に取得し，データベース化しテーブル・ルッ
クアップ手法で実測値から外挿して走行距離の予
測値を得る手法である。これは，単純だが，デー
タ量やコストから実用的ではないと考えた。
（2） シミュレーションモデルを作る方式
走行データを解析し，道路の場所ごとの走行こ
ろがり抵抗や速度や対風速での抵抗モデルや重量
と走行距離と電気消費の関係モデルを作り，シミュ
レーションによる計算を可能にする方式である。
これは，条件が単純な場合は実用になるが，複雑
に絡みあう場所や状況では，モデルをうまく分離
して作れない。また使用するときも条件を決める
パラメーターの入力ができないと計算ができなく
なる。ただし，各パラメーターが確定できる実験
走行などでは，平均モデルや影響の振る舞いを知
ることができ，現象の理解を深める分析としては
有用である。
（3） 適応補正型電費マップ方式
走行時データを継続的に取得し，対象自身の数
分前や数十分前など近い過去のデータから，その
日のその場の区間電費モデルを算出し，それをも
とに数分後，数十分後の到達距離や到達場所を補
正予測する手法である。この方法は，地図情報な
しでも，条件が変わる確率が低い近未来なら走行
距離を予測可能であると考えられる。確度や精度
を上げるには，地図情報とひも付けして走行経路
にそって電費を記録した電費マップを作り，これ
から通る経路の勾配と同じ勾配の区間のデータを
なるべく近い過去データから見つけ出して，それ
ぞれの区間電費を予測計算する。これを経路にそっ
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善の開発にとっても，今まで得られなかった因果
関係を理解できる有用なフィードバック情報が得
られる可能性が大きく拡大すると考えられる。

今後の展開

クラウドに接続された共有の「つながる電池」
方式が普及するには，経済的なメリットがあって，
導入の壁が低いことなどが重要である。
「つながる電池」のメリットと可能性を以下に述
べる。
（1） 電気エネルギーを，送電線のない辺境地や観
光地のような電力や電動車両の需要が変動する
ところ，更には災害地などにも，素早く，投資な
しに柔軟に供給できる。また，CO2の削減および
削減量の把握とエネルギーマネジメントが同時
にできるようになることで，発展途上国だけでな
く，先進国でも時代の要求によくマッチする。

（2） 分散する電池の状態が使われ方や劣化の状態
まで含めて個別に把握できるようになることか
ら，電池の価値を示す情報をいつでも明示でき，
様々な可能性が見えてくる。

・ 高価な電池を個人で買って自宅に配備するので
はなく，多数ユーザーで共有し分散配置してお
き，使った分だけ・消耗させた分だけ支払うビ
ジネスモデルが可能になる。個人の電動車両ユー
ザーからみると，どこでも利用可能になって利便
性は格段に上がるのに，導入コストはむしろ下が
る。共有サービス提供者側からみると，丁寧に
使ってくれた優良顧客を定量的に把握でき，適正
に報いることも可能になる。

・ 共有の電池資産全体の価値の把握，最適化，計画
的な償却管理，防犯強化などが可能になる。

・ 劣化状態が分かるので交換時期の完全管理がで
き，トータルの電池資産のコストを最適化でき
る。例えば，それぞれの電池を個別に，残容量が
正確に80％などの予定値に達した，そのときに

今後の展開

交換できる。従来は，バラツキを掴めず通算使用
時間または通算充電回数で交換していたため，ま
だ劣化していない電池の価値まで捨ててしまっ
ていた。このような経済損失をほとんどゼロにで
きる。電池が高価であるほど，この効果は大きい。

・ 個々の電池の使われ方や劣化の度合いを見える
化することで，例えば定置用途など電池の2次市
場で転用する際に，その電池の実価値や寿命性能
に合った売値を付けることができるようになる。
このように，ビジネスモデルの質と商品の価値観
が変わると期待している。

む　　す　　び

CO2排出の削減にとって必須である車の電動化
が，更に拡大する道ができつつある。鍵となるの
は，電池交換方式と位置情報クラウドである。こ
れらを連携させて交換電池の個別管理をする「つ
ながる電池」を実現することで，電動車と電池の
利用形態や価値観が変わる新しいe-モビリティの
世界と新しいビジネスモデルの可能性が見えてき
た。同時にどこでどれだけエネルギーとCO2排出
の削減を行ったかを把握する技術の可能性が見え
てきた。
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