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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の充電電圧区間でバッテリーの電圧及び電流を測定するセンシング部と、
　前記センシング部で測定された電圧測定値及び電流測定値と、実際の劣化程度を知って
いるバッテリーに対して行った電流積算（Ａｍｐｅｒｅ ｃｏｕｎｔｉｎｇ）実験から得
たＳＯＨ（Ｓｔａｔｅ Ｏｆ Ｈｅａｌｔｈ）毎の積算電流値とを保存するメモリ部と、
　前記充電電圧区間で前記メモリ部に保存された電流測定値を積算して積算電流値を算出
し、前記メモリ部に保存されたＳＯＨ毎の積算電流値から前記算出された積算電流値に対
応するＳＯＨ値をマッピングしてＳＯＨ値を推定する制御部と、を具備し、
　前記制御部は、前記推定されたＳＯＨ値とメモリ部に保存された以前のＳＯＨ値とを平
均してＳＯＨ値を推定した後、前記推定されたＳＯＨ値をメモリ部に更新して保存するこ
とを特徴とするバッテリー容量劣化推定装置。
【請求項２】
　所定の充電電圧区間でバッテリーの電圧、電流、及び温度を測定するセンシング部と、
　前記センシング部で測定された電圧測定値、電流測定値、及び温度測定値と、実際の劣
化程度を知っているバッテリーに対して行った温度に応じた電流積算（Ａｍｐｅｒｅ ｃ
ｏｕｎｔｉｎｇ）実験から得た温度に応じたＳＯＨ（Ｓｔａｔｅ Ｏｆ Ｈｅａｌｔｈ）毎
の積算電流値とを保存するメモリ部と、
　前記充電電圧区間で前記メモリ部に保存された電流測定値を積算して積算電流値を算出
し、前記メモリ部に保存された温度に応じたＳＯＨ毎の積算電流値から前記算出された積
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算電流値及びバッテリーの温度に対応するＳＯＨ値をマッピングしてＳＯＨ値を推定する
制御部と、を具備し、
　前記制御部は、前記推定されたＳＯＨ値とメモリ部に保存された以前のＳＯＨ値とを平
均してＳＯＨ値を推定した後、前記推定されたＳＯＨ値をメモリ部に更新して保存するこ
とを特徴とするバッテリー容量劣化推定装置。
【請求項３】
　前記平均が、算術平均または加重平均であることを特徴とする請求項１または請求項２
に記載のバッテリー容量劣化推定装置。
【請求項４】
　前記加重平均が、過去に推定されたＳＯＨ値であるほど大きい重み付けをして計算され
ることを特徴とする請求項３に記載のバッテリー容量劣化推定装置。
【請求項５】
　前記充電電圧区間が、３．７Ｖないし４Ｖの電圧区間を含むことを特徴とする請求項１
または請求項２に記載のバッテリー容量劣化推定装置。
【請求項６】
　前記制御部が、前記推定されたＳＯＨ値を前記メモリ部に保存することを特徴とする請
求項１または請求項２に記載のバッテリー容量劣化推定装置。
【請求項７】
　前記制御部が、前記メモリ部に保存された前記推定されたＳＯＨ値を表示装置に出力す
ることを特徴とする請求項６に記載のバッテリー容量劣化推定装置。
【請求項８】
　前記制御部が、前記充電電圧区間で測定された温度測定値の平均温度を計算し、前記メ
モリ部に保存された温度に応じたＳＯＨ毎の積算電流値から前記算出された積算電流値及
び平均温度に対応するＳＯＨ値をマッピングしてＳＯＨ値を推定することを特徴とする請
求項２に記載のバッテリー容量劣化推定装置。
【請求項９】
　（ａ）実際の劣化程度を知っているバッテリーに対して行った電流積算（Ａｍｐｅｒｅ
 ｃｏｕｎｔｉｎｇ）実験から得たＳＯＨ（Ｓｔａｔｅ Ｏｆ Ｈｅａｌｔｈ）毎の積算電
流値を保存する段階と、
　（ｂ）所定の充電電圧区間でバッテリーの電圧及び電流を測定し、電圧測定値及び電流
測定値を保存する段階と、
　（ｃ）前記充電電圧区間で前記保存された電流測定値を積算し、積算電流値を算出する
段階と、
　（ｄ）前記保存されたＳＯＨ毎の積算電流値から前記算出された積算電流値をマッピン
グしてＳＯＨ値を推定する段階と、
　（ｅ）前記ＳＯＨ値を推定する段階で推定されたＳＯＨ値と以前のＳＯＨ値とを平均し
てＳＯＨ値を推定した後、前記推定されたＳＯＨ値を更新して保存する段階と、を有する
ことを特徴とするバッテリー容量劣化推定方法。
【請求項１０】
　（ａ）実際の劣化程度を知っているバッテリーに対して行った温度に応じた電流積算（
Ａｍｐｅｒｅ ｃｏｕｎｔｉｎｇ）実験から得た温度に応じたＳＯＨ（Ｓｔａｔｅ Ｏｆ 
Ｈｅａｌｔｈ）毎の積算電流値を保存する段階と、
　（ｂ）所定の充電電圧区間でバッテリーの電圧、電流、及び温度を測定し、電圧測定値
、電流測定値、及び温度測定値を保存する段階と、
　（ｃ）前記充電電圧区間で前記保存された電流測定値を積算し、積算電流値を算出する
段階と、
　（ｄ）前記保存された温度に応じたＳＯＨ毎の積算電流値から前記算出された積算電流
値及び前記温度測定値をマッピングしてＳＯＨ値を推定する段階と、
　（ｅ）前記ＳＯＨ値を推定する段階で推定されたＳＯＨ値と以前のＳＯＨ値とを平均し
てＳＯＨ値を推定した後、前記推定されたＳＯＨ値を更新して保存する段階と、を有する
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ことを特徴とするバッテリー容量劣化推定方法。
【請求項１１】
　前記平均が、算術平均または加重平均であることを特徴とする請求項９または請求項１
０に記載のバッテリー容量劣化推定方法。
【請求項１２】
　前記加重平均が、過去に推定されたＳＯＨ値であるほど大きい重み付けをして計算され
ることを特徴とする請求項１１に記載のバッテリー容量劣化推定方法。
【請求項１３】
　前記充電電圧区間が、３．７Ｖないし４Ｖの電圧区間を含むことを特徴とする請求項９
または請求項１０に記載のバッテリー容量劣化推定方法。
【請求項１４】
　前記保存されたＳＯＨ値を表示装置に出力する段階をさらに有することを特徴とする請
求項１０に記載のバッテリー容量劣化推定方法。
【請求項１５】
　前記（ｄ）段階が、
　前記充電電圧区間での温度測定値の平均温度を計算する段階と、
　温度に応じたＳＯＨ毎の積算電流値から前記平均温度及び前記算出された積算電流値を
マッピングしてＳＯＨ値を推定する段階と
を含むことを特徴とする請求項１０に記載のバッテリー容量劣化推定方法。
【請求項１６】
　請求項１ないし８のいずれか１項に記載のバッテリー容量劣化推定装置を具備したバッ
テリーパック。
【請求項１７】
　請求項１ないし８のいずれか１項に記載のバッテリー容量劣化推定装置を具備したバッ
テリー駆動装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、バッテリーの容量劣化を示すパラメーターであるＳＯＨ（Ｓｔａｔｅ Ｏｆ 
Ｈｅａｌｔｈ）を推定する装置及び方法に関し、より詳しくは、実際の劣化程度を知って
いるバッテリーの電流積算（Ａｍｐｅｒｅ Ｃｏｕｎｔｉｎｇ）実験から得たＳＯＨ毎の
積算電流値を用いてバッテリーのＳＯＨを推定する装置及び方法に関する。
【０００２】
　本出願は、２０１１年４月２５日付けで出願された韓国特許出願第１０－２０１１－０
０３８５４５号及び２０１２年１月４日付けで出願された韓国特許出願第１０－２０１２
－００００８６５に基づく優先権を主張するものであり、当該出願の明細書及び図面に開
示された内容は、すべて本出願に援用される。
【背景技術】
【０００３】
　一般に、電気自動車またはハイブリッド電気自動車（以下、これらの自動車を電気駆動
自動車と称する）は、電気駆動モードでバッテリーに貯蔵された電気エネルギーを用いて
自動車を駆動する。
　このとき、一般に二次電池が使用されるが、二次電池は充放電が繰り返されるにつれて
劣化してその性能が低下する。したがって、二次電池を使用する際は、容量の劣化程度を
定量的に評価する技術が必要となる。
【０００４】
　ＳＯＨは、経年（ａｇｉｎｇ）効果によるバッテリーの容量特性変化を定量的に示すパ
ラメーターであって、バッテリーの容量がどの程度劣化したのかを知らせる。したがって
、ＳＯＨが分かれば、適切な時点でバッテリーを交替することができ、バッテリーの使用
期間に合わせてバッテリーの充放電容量を調節し、バッテリーの過充電と過放電を防止す
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ることができる。
　バッテリー容量特性の変化はバッテリーの内部抵抗変化に反映されるため、ＳＯＨはバ
ッテリーの内部抵抗と温度によって推定できると知られている。すなわち、充放電実験を
通じてバッテリーの内部抵抗と温度毎にバッテリーの容量を測定し、その後、バッテリー
の初期容量を基準にして測定された容量を相対数値化することで、ＳＯＨマッピングのた
めのルックアップテーブルを得る。その後、実際のバッテリー使用環境でバッテリーの内
部抵抗と温度を測定し、前記ルックアップテーブルから内部抵抗と温度に対応するＳＯＨ
をマッピングすれば、バッテリーのＳＯＨを推定することができる。
【０００５】
　一方、上述したＳＯＨ推定方法において最も重要なことは、どれほど正確にバッテリー
の内部抵抗が求められるのかである。しかしながら、バッテリーの充放電過程でバッテリ
ーの内部抵抗を直接測定することは現実的に不可能である。したがって、通常はバッテリ
ーの電圧と充放電電流を測定し、オームの法則によってバッテリーの内部抵抗を間接的に
計算する。ところが、バッテリーの電圧はＩＲドロップ（ＩＲ Ｄｒｏｐ）の効果によっ
て実際の電圧とは誤差を有し、バッテリーの電流も測定誤差を有するため、単にオームの
法則によって計算された内部抵抗とそれから推定されたＳＯＨは信頼性が低下するという
限界がある。
　参考までに、ＩＲドロップ現象とは、バッテリーが負荷に連結されて放電が始まるかま
たは外部電源からバッテリーの充電が始まるとき、電圧が急激に変化する現象を言う。す
なわち、放電が始まるときはバッテリー電圧が急激に落ち、充電が始まるときは電圧が急
激に上がる。
【０００６】
　ＳＯＨ推定方法の別の例としては、完全放電テスト、化学的テスト、オームテストがあ
る。完全放電テストは、完全充電されたバッテリーセルを最後まで放電させてバッテリー
セルの容量を測定してＳＯＨを推定する。この方法は、バッテリーに連結されたシステム
の作動を妨害し、バッテリーセルのエネルギーを無駄にするという短所がある。化学的テ
ストは、鉛蓄電池の基板腐食と電解液の濃度を測定してＳＯＨを推定する。オームテスト
は、抵抗、コンダクタンス、及びインピーダンスを測定してＳＯＨを推定する。これらの
方法はバッテリーに対して侵襲的な測定を求めるという短所がある。したがって、二次電
池が実際使用される電気駆動自動車などの場合、システムを妨害せず、バッテリーエネル
ギーの無駄使いもなく、且つ、非侵襲的な方法が必要とされる。
【０００７】
　このような要件を満たすＳＯＨ推定方法の別の例としては、バッテリーの充放電電流を
積算してバッテリーのＳＯＣ（Ｓｔａｔｅ Ｏｆ Ｃｈａｒｇｅ）を推定し、推定されたＳ
ＯＣを用いてＳＯＨを推定する方法がある。しかしながら、この方法では、電流を測定す
る過程で生じる測定誤差が累積し続け、ＳＯＨ推定の基礎データとして用いられるＳＯＣ
の精度が経時的に低下し、結局、信頼性のあるＳＯＨの推定が困難であるという限界があ
る。
　ＳＯＨ推定方法のさらに別の例としては、カルマンフィルター（Ｋａｌｍａｎ Ｆｉｌ
ｔｅｒ）や拡張カルマンフィルター（Ｅｘｔｅｎｄｅｄ Ｋａｌｍａｎ Ｆｉｌｔｅｒ）を
用いてＳＯＨを推定する方法がある。しかしながら、このような方法は複雑な数学的モデ
ルを用いてＳＯＨを推定するため、計算過程が複雑であるだけでなく、技術を具現するた
めに高い仕様の中央演算処理機が必要であるという短所がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、簡単でありながらも精度の高い
ＳＯＨ推定装置及び方法を提供することを目的とする。
　また、本発明は、ＳＯＨを推定するとき、実際の劣化程度を知っているバッテリーの電
流積算実験から得たＳＯＨ毎の積算電流値を用いることで、簡単でありがらも正確にＳＯ
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Ｈを推定できるＳＯＨ推定装置及び方法を提供することを別の目的とする。
　また、本発明は、異なる時点で推定された複数のＳＯＨ値に対する算術平均または加重
平均を現在時点のＳＯＨ値として推定することで、ＳＯＨ推定の精度をより向上できるＳ
ＯＨ推定装置及び方法を提供することをさらに別の目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の課題を達成するため、本発明の一態様によるバッテリー容量劣化推定装置は、所
定の充電電圧区間でバッテリーの電圧及び電流を測定するセンシング部と、前記センシン
グ部で測定された電圧測定値及び電流測定値と実際の劣化程度を知っているバッテリーの
電流積算実験から得たＳＯＨ毎の積算電流値とを保存するメモリ部と、前記充電電圧区間
で前記メモリ部に保存された電流測定値を積算して積算電流値を算出し、前記メモリ部に
保存されたＳＯＨ毎の積算電流値から前記算出された積算電流値に対応するＳＯＨ値をマ
ッピングしてＳＯＨ値を推定する制御部とを具備する。
【００１０】
　本発明の一態様によれば、前記制御部は、前記推定されたＳＯＨ値をメモリ部に保存し
、前記推定されたＳＯＨ値とメモリ部に保存された以前のＳＯＨ値とを平均してＳＯＨ値
を推定することができる。
　本発明の別の態様によれば、前記制御部は、前記推定されたＳＯＨ値を前記メモリ部に
保存し、前記推定されたＳＯＨ値と前記メモリ部に保存された以前のＳＯＨ値とを加重平
均して（推定時点が早いＳＯＨ値であるほど大きい重み付けをして）ＳＯＨ値を推定する
ことができる。
　本発明において、前記充電電圧区間は、３．７Ｖないし４Ｖの電圧区間を含むことが望
ましい。
　望ましくは、前記制御部は、前記メモリ部に保存された前記推定されたＳＯＨ値を表示
装置に出力することができる。
【００１１】
　上記の課題を達成するため、本発明の別の態様によるバッテリー容量劣化推定装置は、
所定の充電電圧区間でバッテリーの電圧、電流、及び温度を測定するセンシング部と、前
記センシング部で測定された電圧測定値、電流測定値、及び温度測定値と実際の劣化程度
を知っているバッテリーの温度に応じた電流積算実験から得た温度に応じたＳＯＨ毎の積
算電流値とを保存するメモリ部と、前記充電電圧区間で前記メモリ部に保存された電流測
定値を積算して積算電流値を算出し、前記メモリ部に保存された温度に応じたＳＯＨ毎の
積算電流値から前記算出された積算電流値及びバッテリーの温度に対応するＳＯＨ値をマ
ッピングしてＳＯＨ値を推定する制御部とを具備する。
　本発明によれば、前記制御部は、所定の充電電圧区間でバッテリーの平均温度を計算し
、前記メモリ部に保存された温度に応じたＳＯＨ毎の積算電流値から前記算出された積算
電流値及び平均温度に対応するＳＯＨ値をマッピングしてＳＯＨ値を推定することができ
る。
【００１２】
　上記の課題を達成するため、本発明の一態様によるバッテリー容量劣化推定方法は、（
ａ）実際の劣化程度を知っているバッテリーの電流積算実験から得たＳＯＨ毎の積算電流
値を保存する段階と、（ｂ）所定の充電電圧区間でバッテリーの電圧及び電流を測定し、
電圧測定値及び電流測定値を保存する段階と、（ｃ）前記充電電圧区間で前記保存された
電流測定値を積算し、積算電流値を算出する段階と、（ｄ）前記保存されたＳＯＨ毎の積
算電流値から前記算出された積算電流値をマッピングしてＳＯＨ値を推定する段階とを有
する。
【００１３】
　上記の課題を達成するため、本発明の別の態様によるバッテリー容量劣化推定方法は、
（ａ）実際の劣化程度を知っているバッテリーの電流積算実験から得た温度に応じたＳＯ
Ｈ毎の積算電流値を保存する段階と、（ｂ）所定の充電電圧区間でバッテリーの電圧、電
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流、及び温度を測定し、電圧測定値、電流測定値、及び温度測定値を保存する段階と、（
ｃ）前記充電電圧区間で前記保存された電流測定値を積算し、積算電流値を算出する段階
と、（ｄ）前記保存された温度に応じたＳＯＨ毎の積算電流値から前記算出された積算電
流値及びバッテリー温度をマッピングしてＳＯＨ値を推定する段階とを有する。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、複雑な計算を行わなくてもバッテリーの容量劣化を推定することがで
きる。また、正確にバッテリー容量劣化を推定できることで、バッテリー交換時期の推定
など多様に応用することができる。さらに、容量劣化を正確に推定し、バッテリーの容量
劣化に合わせてバッテリーの充放電容量を調節することで過充電と過放電を防止し、バッ
テリーの安全性をより向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施形態によるバッテリー容量劣化推定装置の機能的構成を概略的に
示したブロック図である。
【図２】本発明の一実施形態による充電電圧区間のうち３．７Ｖ～４Ｖの電圧区間で電流
測定値を積算したプロファイルを示したグラフである。
【図３】本発明の一実施形態によるバッテリー容量劣化推定方法を概略的に示したフロー
図である。
【図４】本発明の別の実施形態によるバッテリー容量劣化推定方法を概略的に示したフロ
ー図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本明細書に添付される図面は、本発明の望ましい実施の形態を例示するものであり、発
明の詳細な説明とともに本発明の技術的な思想をより良く理解させる役割をするものであ
るので、本発明は、図面に記載された事項だけに限定されて解釈されてはならない。
　以下、添付された図面を参照して本発明の望ましい実施形態を詳しく説明する。これに
先立ち、本明細書及び請求範囲に使われた用語や単語は一般的及び辞書的な意味に限定し
て解釈されてはならず、発明者自らは発明を最善の方法で説明するために用語の概念を適
切に定義できるという原則に則して本発明の技術的な思想に応じた意味及び概念で解釈さ
れねばならない。したがって、本明細書に記載された実施形態及び図面に示された構成は
、本発明のもっとも望ましい一実施形態に過ぎず、本発明の技術的な思想のすべてを代弁
するものではないため、本出願の時点においてこれらに代替できる多様な均等物及び変形
例があり得ることを理解せねばならない。
【００１７】
　図１は、本発明の実施形態によるバッテリー容量劣化推定装置の構成を示したブロック
図である。
　図１を参照すれば、本発明によるバッテリー容量劣化推定装置は、バッテリー１００と
負荷１０７との間に連結され、電圧センシング部１０１、電流センシング部１０３、セン
ス抵抗１０４、制御部１０５、及びメモリ部１０６を含む。
【００１８】
　前記バッテリー１００は、１つ以上のセルを含む。また、バッテリーの種類は特に限定
されず、再充電が可能であって充電状態を考慮すべきリチウムイオン電池、リチウムポリ
マー電池、ニッケルカドミウム電池、ニッケル水素電池、ニッケル亜鉛電池などで構成す
ることができる。
　前記負荷１０７の種類は特に限定されず、ビデオカメラ、携帯電話、携帯用ＰＣ、ＰＭ
Ｐ、ＭＰ３プレーヤーなどのような携帯用電子機器、電気自動車やハイブリッド自動車の
モーター、ＤＣ／ＤＣコンバータなどで構成することができる。
【００１９】
　前記電圧センシング部１０１は、周期的にバッテリーの電圧を測定し、電圧測定値を制
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御部１０５に出力する。バッテリーの電圧は、バッテリーの出力電圧を意味し、バッテリ
ーが充電または放電されている間に測定される。バッテリーの電圧は、放電終止電圧と充
電上限電圧との間の値を有する。
　前記電流センシング部１０３は、センス抵抗１０４を通じて流れる電流を測定して制御
部１０５に出力する。バッテリー１００が充電されるときは、前記センス抵抗１０４に充
電電流が流れ、逆にバッテリー１００が放電されるときは、前記センス抵抗１０４に放電
電流が流れる。
【００２０】
　前記制御部１０５は、前記電圧センシング部１０１から出力されるバッテリーの電圧測
定値の入力を受けてメモリ部１０６に保存する。また、前記制御部１０５は、前記電流セ
ンシング部１０３から出力されるバッテリー電流測定値の入力を受けてメモリ部１０６に
保存する。前記メモリ部１０６は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭなどデータの記録／削
除が可能な既知の半導体素子やハードディスクのような大容量保存媒体でなる。
　一方、前記メモリ部１０６には、マッピングを通じてＳＯＨ値を推定できるＳＯＨマッ
ピングテーブルが予め保存されている。下記の表１は、ＳＯＨマッピングテーブルの一例
を示したものである。
【００２１】
【表１】

【００２２】
　前記ＳＯＨマッピングテーブルは、ＳＯＨ毎の積算電流値を含む。前記ＳＯＨ毎の積算
電流値は、所定の充電電圧区間におけるＳＯＨ値を知っている多数のバッテリーに対して
行った電流積算実験を通じて得られる。例えば、ＳＯＨ値が７０％ないし１００％の範囲
に属し、ＳＯＨ値が７０％から１％ずつ増加する３１個のバッテリーを選んで、各バッテ
リーを満放電させた後、満充電電圧まで充電しながら所定の充電電圧区間で電流積算実験
を行うことで、ＳＯＨ毎の積算電流値が得られる。
【００２３】
　望ましくは、前記充電電圧区間としては、バッテリーの充電電圧が安定的な変化挙動を
見せる電圧区間を設定する。一例として、前記充電電圧区間は、３．７Ｖないし４．０Ｖ
の電圧区間が含まれるように設定することができる。
　一方、前記充電電圧区間は、一実施形態に過ぎず、本発明の技術的思想を全て代弁する
ものではないので、本出願時点においてこれらに代替できる多様な充電電圧区間の設定が
可能であることを理解せねばならない。また、電流積算法は、本発明が属した技術分野で
周知の方法であるため、詳細な説明は省略する。
【００２４】
　前記制御部１０５は、前記メモリ部１０６に保存されたバッテリーの電圧測定値及び電
流測定値を参照してバッテリーの電流測定値を積算することで積算電流値を算出し、算出
された積算電流値をメモリ部１０６に保存する。ここで、積算電流値を算出するために積
算されるバッテリーの電流測定値は所定の充電電圧区間で測定されたものに限ることが望
ましい。前記充電電圧区間は、前記ＳＯＨマッピングテーブルを構成するために行った電
流積算実験で電流を積算した電圧区間と実質的に同一であることが望ましい。
【００２５】
　図２は、本発明の一実施形態による充電電圧区間のうち３．７Ｖ～４．０Ｖの電圧区間
で電流測定値を積算して積算電流値を得る様子をグラフ化したものである。
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　前記制御部１０５は、所定の充電電圧区間における積算電流値が算出されれば、メモリ
部１０６に保存されたＳＯＨ毎の積算電流値から前記算出された積算電流値に対応するＳ
ＯＨ値をマッピングしてＳＯＨ値を推定する。
　すなわち、前記制御部１０５は、メモリ部１０６に保存されたＳＯＨ毎の積算電流値（
表１）を参照して所定の充電電圧区間で算出された積算電流値に対応するＳＯＨ値をマッ
ピングすることで、複雑な計算過程を経ず簡単にバッテリーのＳＯＨ値を推定することが
できる。
【００２６】
　本発明の別の実施形態によれば、前記制御部１０５は、現在時点で推定したＳＯＨ値を
メモリ部１０６に保存し、前記推定されたＳＯＨ値とメモリ部１０６に保存された以前Ｓ
ＯＨ値との平均値をバッテリーのＳＯＨ値として推定することができる。バッテリーのＳ
ＯＨ値は経時的に急激に変化することはないため、以前ＳＯＨ値と現在ＳＯＨ値との平均
値をＳＯＨ値として推定すれば、不明な原因によってＳＯＨ値が急に変化する問題を解決
することができる。
　一例として、前記制御部１０５は、下記数式１を用いて現在時点で推定されたＳＯＨ値
と過去に推定されたＳＯＨ値との算術平均値をＳＯＨ値として推定することができる。
【００２７】
【数１】

【００２８】
　数式１において、ＳＯＨｎは現在時点で推定されたＳＯＨ値を示し、ＳＯＨｎ－１から
ＳＯＨ１は過去に推定されたＳＯＨ値を示す。平均ＳＯＨを算出するとき考慮するＳＯＨ
値の数は適切に調節でき、過去に推定されたＳＯＨ値の数が増加するほどＳＯＨ値の突然
の変化に対するロバスト性（ｒｏｂｕｓｔｎｅｓｓ）を有する。
　本発明のさらに別の実施形態によれば、前記制御部１０５は、下記数式２を用いて現在
時点で推定されたＳＯＨ値と過去に推定されたＳＯＨ値との加重平均値をＳＯＨ値として
推定することができる。
【００２９】
【数２】

【００３０】
　数式２において、ＳＯＨｎは現在時点で推定されたＳＯＨ値を示し、ＳＯＨｎ－１から
ＳＯＨ１は過去に推定されたＳＯＨ値を示す。加重平均ＳＯＨを算出するとき考慮するＳ
ＯＨ値の数は適切に調節でき、過去に推定されたＳＯＨ値の数が増加するほどＳＯＨ値の
突然の変化に対するロバスト性を有する。Ａｋはｋ値が増加するほど減少する傾向を有す
る。例えば、ｎ＝１００の場合、Ａｋ値は１００から始まってｋ値の増加とともに１ずつ
減少する値を有し得る。代替例として、数式２におけるＡｎ－２ないしＡ１を０に設定し
得る。このような場合にもＡｋ値の傾向性は上記のように同様に維持される。例えば、Ａ

ｎよりＡｎ－１に相対的に大きい値が与えられ得、ＡｎとＡｎ－１にそれぞれ１０と９０
の値が与えられ得る。
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【００３１】
　本発明のさらに別の実施形態によれば、前記制御部１０５は、推定されたＳＯＨ値を外
部の表示装置に出力することができる。前記表示装置は、推定されたＳＯＨ値を視覚的に
表示できる手段であれば特に限定されない。一例として、前記表示装置は、液晶ディスプ
レイ、ＬＣＤディスプレイ、ＬＥＤディスプレイなどであり得る。
　本発明のさらに別の実施形態によれば、前記制御部１０５は、推定されたＳＯＨ値をネ
ットワークインターフェースを通じて外部のコンピュータ装置に伝送することができる。
前記バッテリー１００が電気自動車に装着されたバッテリーである場合、外部のコンピュ
ータ装置は、自動車に搭載された電装コンピューターまたは自動車の点検に使用される診
断（ｄｉａｇｎｏｓｉｓ）装置であり得る。
【００３２】
　一方、本発明によるバッテリー容量劣化推定装置は、バッテリーのＳＯＨ値を推定する
過程でバッテリーの温度をさらに用いるために温度センシング部１０３をさらに含むこと
ができる。
　前記温度センシング部１０３は、周期的にバッテリーの温度を測定して温度測定値を制
御部１０５に出力する。すると、前記制御部１０５は、バッテリーの温度測定値をメモリ
部１０６に保存する。
　ＳＯＨ値の推定にバッテリーの温度が用いられる場合、前記メモリ部１０６に保存され
たＳＯＨマッピングテーブルは、下記の表２のように変形することができる。
【００３３】
【表２】

【００３４】
　表２を参照すれば、ＳＯＨマッピングテーブルは、バッテリー温度に応じてＳＯＨ値を
マッピングできるデータ構造を有する。このようなＳＯＨマッピングテーブルは、バッテ
リーの温度を多様に調節しながら上述した電流積算実験を行うことで得られる。
　ＳＯＨ値の推定にバッテリーの温度が用いられる場合、前記制御部１０５は、上述した
方式によって所定の充電電圧区間における積算電流値を算出した後、メモリ部１０６に保
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存されたＳＯＨルックアップテーブルを参照してバッテリーの温度測定値に該当するＳＯ
Ｈ毎の積算電流値から前記算出された積算電流値に対応するＳＯＨ値をマッピングし、現
在時点のＳＯＨ値を推定することができる。勿論、この場合にも、前記制御部１０５は、
上述した数式１または２を用いて複数のＳＯＨ値に対する平均値としてＳＯＨ値を推定で
きることは自明である。
　一方、バッテリーの温度が積算電流値の算出された充電電圧区間で一定値を有しない場
合、前記制御部１０５は、充電電圧区間でバッテリーの平均温度を算出し、平均温度を用
いてＳＯＨ値を推定することができる。バッテリーのＳＯＨ値はバッテリーの温度によっ
て変わるため、温度を考慮してＳＯＨ値を推定すればより正確なＳＯＨ値を推定すること
ができる。
【００３５】
　前記制御部１０５は、本発明によるバッテリー容量劣化推定方法をプログラミングした
コードを実行できるマイクロプロセッサで構成することもでき、本発明によるバッテリー
容量劣化推定方法の制御フローを論理回路として具現した半導体チップで構成することも
できるが、本発明がこれらに限定されることはない。
【００３６】
　上述した本発明によるバッテリー容量劣化推定装置は、バッテリーパックから電源の供
給を受けるバッテリーパック駆動装置に組み合わせて使用することができる。
　一例として、本発明はノートパソコン、携帯電話、個人携帯用マルチメディア再生機の
ようにバッテリーから駆動電圧が供給される各種電子製品に含まれて使用され得る。
　別の例として、本発明は化石燃料自動車、電気自動車、ハイブリッド自動車、電気自転
車のようにバッテリーが搭載された各種動力装置に組み合わせて使用することができる。
　また、本発明によるバッテリー容量劣化推定装置は、バッテリーパックの充放電を制御
して過充電または過放電などからバッテリーパックを保護するバッテリー管理装置（Ｂａ
ｔｔｅｒｙ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｓｙｓｔｅｍ；ＢＭＳ）に含まれて使用され得る。
　さらに、本発明によるバッテリー容量劣化推定装置は、バッテリーパック内に含まれて
使用され得る。
【００３７】
　次に、上述したバッテリー容量劣化推定装置を用いたバッテリー容量劣化推定方法を説
明する。
　図３は、本発明の一実施形態によるバッテリー容量劣化推定方法を示したフロー図であ
る。まず、制御部１０５は、ＳＯＨ毎の積算電流値をメモリ部に保存する（Ｓ１０）。前
記ＳＯＨ毎の積算電流値を得る方法とデータ構造については、表１を参照して上述したの
で、繰り返しての説明は省略する。一方、段階Ｓ１０を行うため、前記制御部１０５は、
ＳＯＨ毎の積算電流値の入力を受けられるインターフェースと連動され得る。前記インタ
ーフェースはデータ通信インターフェースであり得るが、本発明がこれに限定されること
はない。
【００３８】
　次いで、制御部１０５は、所定の充電電圧区間の下限電圧以上でバッテリーが充電され
ているか否かを判断する（Ｓ２０）。バッテリーが充電されていると判断されれば（Ｓ２
０の「はい」）、制御部１０５は、バッテリーの電圧及び電流を測定してバッテリーの電
圧測定値及び電流測定値をメモリ部１０６に保存する（Ｓ３０）。一方、バッテリーが充
電されていないと判断されれば（Ｓ２０の「いいえ」）、制御部１０５は、ＳＯＨ値の推
定プロセスを終了する。
【００３９】
　段階Ｓ３０は、所定の充電電圧区間、例えば３．７Ｖないし４．０Ｖを含む電圧区間で
バッテリーの充電が行われる間、周期的に繰り返すことが望ましい。そのために、制御部
１０５は、Ｓ３０段階を行った後、バッテリーの充電電圧が前記所定の充電電圧区間の上
限を超えたか否かを判断する（Ｓ４０）。
　バッテリーの電圧が前記所定の充電電圧区間の上限を超えていなければ（Ｓ４０の「い
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いえ」）、制御部１０５は、プロセスをＳ３０段階に移し、バッテリーの電圧測定値及び
電流測定値をメモリ部１０６に保存する動作を再び行う。
　一方、バッテリーの電圧が前記所定の充電電圧区間の上限を超過すれば、制御部１０５
は、所定の充電電圧区間で測定された電流測定値を積算し、積算電流値を算出する（Ｓ５
０）。
【００４０】
　積算電流値が算出されれば、制御部１０５は、メモリ部１０６に保存されたＳＯＨ毎の
積算電流値を参照して前記算出された積算電流値に対応するＳＯＨ値をマッピングするこ
とで、バッテリーに対する現在時点のＳＯＨ値を推定する（Ｓ６０）。一例として、積算
電流値が１６．８９ｍＡｈの場合、ＳＯＨ値は９７％と推定される（表１を参照）。
　段階Ｓ６０の代替例として、制御部１０５は、現在時点で推定されたＳＯＨ値と以前に
推定されたＳＯＨ値との平均値をもってバッテリーに対する現在時点のＳＯＨ値を推定す
ることができる。このとき、前記平均値を算出する方式は、数式１及び２を参照して上述
したため、繰り返しての説明は省略する。
【００４１】
　図４は、本発明の別の実施形態によるバッテリー容量劣化推定方法を示したフロー図で
ある。
　本発明の別の実施形態によれば、制御部１０５は、所定の充電電圧区間で算出した積算
電流値とバッテリーの温度とを共に考慮してバッテリーのＳＯＨ値を推定する。
　そのために、制御部１０５は、温度に応じたＳＯＨ毎の積算電流値をメモリ部１０６に
保存する（Ｐ１０）。温度に応じたＳＯＨ毎の積算電流値を得る方法とデータ構造につい
ては、表２を参照して上述したため、繰り返しての説明は省略する。
【００４２】
　次いで、制御部１０５は、所定の充電電圧区間の下限電圧以上でバッテリーが充電され
ているか否かを判別する段階（Ｐ２０）と、バッテリーが充電されていればバッテリーの
電圧、電流、及び温度を測定し、電圧測定値、電流測定値、及び温度測定値をメモリ部１
０６に保存する段階（Ｐ３０）と、バッテリーの電圧が所定の充電電圧の上限を超過した
か否かを判別する段階（Ｐ４０）と、バッテリーの充電電圧が所定の充電電圧の上限を超
えていない場合、バッテリーの電圧測定値、電流測定値、及び温度測定値をメモリ部１０
６に保存する段階を繰り返して行う段階（Ｐ４０の「いいえ」）と、前記バッテリーの電
圧が所定の充電電圧の上限を超過した場合、前記充電電圧区間で保存された電流測定値を
積算し、積算電流値を算出する段階（Ｐ５０）とを行う。
　ここで、前記Ｐ２０段階ないしＰ５０段階は、バッテリーの温度測定値がメモリ部１０
６に保存されること以外は、上述したＳ２０段階ないしＳ５０段階と実質的に同一である
。
【００４３】
　前記積算電流値が算出されれば、制御部１０５は、メモリ部１０６に保存された温度に
応じたＳＯＨ毎の積算電流値を参照して前記算出された積算電流値とバッテリー温度に対
応するＳＯＨ値をマッピングすることで、現在時点のバッテリーに対するＳＯＨ値を推定
する（Ｐ６０）。一例として、バッテリーの温度が２０度であって、積算電流値が１２．
５３ｍＡｈの場合、ＳＯＨ値は７２％と推定される（表２を参照）。一方、バッテリー温
度が前記充電電圧区間で一定でない場合、バッテリーの温度は、前記充電電圧区間で得た
温度測定値の平均温度を使用することが望ましい。
　Ｐ６０段階の別の代替例として、制御部１０５は、現在時点で推定されたＳＯＨ値と以
前に推定されたＳＯＨ値との平均値でバッテリーに対する現在時点のＳＯＨ値を推定する
ことができる。このとき、前記平均値を算出する方式は、数式１及び２を参照して上述し
たため、繰り返しての説明は省略する。
【００４４】
　上述した方法は、その実施のためにコンピューターで具現されたプロセスと装置によっ
て具体化され得る。また、上述した方法は、フロッピー（登録商標）ディスク、ＣＤ－Ｒ
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ＯＭ、ハードディスク、またはコンピューター読み取り可能な如何なる形態の保存装置な
どにコンピュータープログラムコードが保存されて具現され得る。このとき、コンピュー
ターは、前記保存装置に保存されているコンピュータープログラムコードを読み込んで実
行することで上述した方法を実施する装置になる。また、上述した方法は、コンピュータ
ーによって読み込まれて実行される保存装置、または導電線、ケーブル、光繊維、電磁波
などで伝送されるデータ信号の形態で具現され得る。このとき、コンピューターは、前記
保存装置またはデータ信号を受信し読み込んで実行することで上述した方法を実施する装
置になる。
【００４５】
　＜実験例＞
　以下、本発明を実験例を挙げてより詳しく説明する。しかしながら、実験例は、本発明
の例示に過ぎず、本発明の範囲を限定するものではない。
　まず、容量が４３Ａｈであって、ＳＯＨ １００％であるリチウム二次電池をもって実
験を行った。満放電されたリチウム二次電池を充電装置に連結した後、リチウム二次電池
を常温で保持するチャンバに入れた。その後、定電圧でバッテリーを充電しながら、バッ
テリーの電圧が３Ｖになったときからバッテリーの電圧が４Ｖに達するまで充電電流を測
定した。その後、測定された電流値を積算して前記電圧区間における積算電流値を計算し
た結果、４５０１秒間で２６．８８０９１Ａｈが充電された。
【００４６】
　次いで、ＳＯＨが９８％、９７％、７７％、及び７２％であるバッテリーをもって同一
の実験を行った。その結果、ＳＯＨ ９８％であるバッテリーは４４４１秒間で２６．３
４８９７Ａｈ、ＳＯＨ ９７％であるバッテリーは４４１６秒間で２６．２２０６１Ａｈ
、ＳＯＨ ７７％であるバッテリーは３５０４秒間で２０．９４５７７Ａｈ、ＳＯＨ ７２
％であるバッテリーは３２０１秒間で１９．１２６３９Ａｈが充電された。
【００４７】
　下記の表３は、上記の実験結果を用いてＳＯＨによって予想積算電流値を計算した場合
と、実際の実験データとを比べたものである。ＳＯＨによる予想積算電流値の計算は、ま
ず、前記実験データのうちＳＯＨが１００％のバッテリーの積算電流値である２６．８８
０９１Ａｈを基準値として設定する。その後、前記基準値に各ＳＯＨを乗じてＳＯＨ毎に
予想される積算電流値を計算する。この計算方法は、前記電圧区間における積算電流値が
ＳＯＨによって一定比率で減少することを前提とする。
【００４８】
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【表３】

【００４９】
　表３を参照すれば、基準値によって計算された積算電流値と実際の積算電流値とが異な
ることが確認できる。具体的に、ＳＯＨが９８％、９７％のときは、誤差が相対的に大き
くないが、ＳＯＨが７７％、７２％のときは誤差がより大きくなったことが確認できる。
バッテリーの劣化による容量の減少は全ての電圧区間で一定比率で起きるものではないた
め、上記のように誤差が生じる。また、ＳＯＨが減少するほど、その誤差はより大きくな
ることが確認できる。
【００５０】
　したがって、バッテリーのＳＯＨを推定するための基礎データとして、単に比率計算に
よって算出された積算電流値よりも、実際の実験を通じて得られた積算電流値を用いるこ
とが誤差を減らせる方案になることが分かる。
　また、下記の表４は、基準値と実際の積算電流値との単純比率によって推定したＳＯＨ
と、実際のＳＯＨとを比べたものである。単純比率によるＳＯＨの推定は、積算電流値を
基準値で除してその比率をＳＯＨとして推定したものである。
【００５１】
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【表４】

【００５２】
　表４を参照すれば、積算電流値の単純比率によってＳＯＨを推定する場合、実際のＳＯ
Ｈと誤差が生じることが確認できる。さらに、バッテリーの充放電回数が多くなるほど前
記誤差は累積するはずなので、推定されたＳＯＨの値がさらに大きい誤差を有することは
自明である。したがって、実際の実験を通じて得られた積算電流値を用いてＳＯＨを推定
すれば、ＳＯＨ推定の精度を向上できることが分かる。
　本実験例を通じ、実際の劣化程度を知っているバッテリーの電流積算実験から得られた
ＳＯＨ毎の積算電流値を用いてバッテリーのＳＯＨを推定する場合、簡単にバッテリーの
ＳＯＨが推定でき、推定されたＳＯＨの精度も向上することが確認できる。
【００５３】
　上述した本発明によれば、従来技術と違って、複雑な計算を行わなくてもバッテリーの
容量劣化を推定することができる。また、実際の実験データを用いたバッテリーの容量劣
化推定は、その信頼度が高く、バッテリーの交替時期推定など多様に応用することができ
る。さらに、容量劣化によるバッテリーの充放電容量を調節することで、過充電と過放電
を防止してバッテリーの安全性をより向上させることができる。
【００５４】
　一方、本発明の説明において、図１などに示された本発明のバッテリー容量劣化推定装
置に関する各構成は、物理的に区分される構成要素というよりは論理的に区分される構成
要素であると理解せねばならない。
　すなわち、それぞれの構成は、本発明の技術思想を実現するための論理的な構成要素に
該当するため、それぞれの構成要素が統合または分離されても本発明の論理構成が行う機
能さえ実現できれば、本発明の範囲内であると解釈され、同一または類似の機能を果たす
構成要素であればその名称の一致性とは関係なく、本発明の範囲内であると解釈されなけ
ればならない。
【００５５】
　以上のように、本発明が限定された実施形態と図面によって説明されたが、本発明はこ
れらに限定されるものではなく、本発明の属する技術分野で通常の知識を持つ者によって
本発明の技術思想と特許請求の範囲の均等範囲内で多様な修正及び変形が可能であること
は言うまでもない。
【符号の説明】
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【００５６】
　１００　バッテリー
　１０１　電圧センシング部
　１０２　温度センシング部
　１０３　電流センシング部
　１０４　センス負荷
　１０５　制御部
　１０６　メモリ部
　１０７　負荷

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】



(16) JP 5835761 B2 2015.12.24

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   　　　　                                Ｈ０２Ｊ    7/00     　　　Ｙ        　　　　　

(72)発明者  チョル－テク・キム
            大韓民国・テジョン・３０５－７２７・ユソン－グ・ジョンミン－ドン・（番地なし）・サムスン
            ・プルン・アパート・１０５－６０２

    審査官  公文代　康祐

(56)参考文献  特開２０１０－２７３５２３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１１－０７９４４７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－１７０２３１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－１２２１６５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－２５６６４２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０８－２５４５７３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－２５７７８１（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０１Ｒ　　３１／３６　　　　
              Ｈ０１Ｍ　　１０／４２　　　　
              Ｈ０１Ｍ　　１０／４８　　　　
              Ｈ０１Ｍ　　　２／１０　　　　
              Ｈ０２Ｊ　　　７／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

