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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つのバッテリセル（１０２）と、少なくとも１つの前記バッテリセル（１
０２）に接続された高電圧ネットワーク（１０４）であって、少なくとも１つのプリチャ
ージ抵抗（１１４）を有するプリチャージ回路を備えた前記高電圧ネットワーク（１０４
）と、特定の容量を有する中間回路コンデンサ（１０８）備えた構成要素（１０６）と、
を有するバッテリシステム（１００）を制御する方法（４００；５００）であって、
　前記方法（４００；５００）は、少なくとも、
　‐充電の前に、前記中間回路コンデンサ（１０８）の第１の電圧を測定する工程と（４
０２）、
　‐前記中間回路コンデンサ（１０８）を充電する工程と（４０４；５１２）、
　‐前記充電の後に、前記中間回路コンデンサ（１０８）の第２の電圧を測定する工程と
（４０６）、
　を有する、前記方法（４００；５００）において、
　‐前記第１の電圧と前記第２の電圧とから電圧差を形成する工程（４０８）と、
　‐前記中間回路コンデンサ（１０８）における前記電圧差に基づいて、および、前記中
間回路コンデンサ（１０８）の前記容量に基づいて、前記プリチャージ抵抗（１１４）に
より受け取られたエネルギーを定める工程（４１０；５１４）と、
　を有することを特徴とする、方法（４００；５００）。
【請求項２】
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　前記方法は、
　‐最悪の場合に前記プリチャージ抵抗（１１４）により受け取られるエネルギーＷＷ．

Ｃ.を、以下の数式にしたがって定める工程（５０６）
　をさらに含む、請求項１に記載の方法（４００；５００）。
【数１】

　ただし、
　ＵBatterieは、バッテリ電圧であり、
　Ｒｖは、プリチャージ抵抗のオーム抵抗であり、
　ｔは、前記エネルギーが受け取られる時間
【請求項３】
　前記方法は、
　‐前記プリチャージ抵抗（１１４）により放出される熱エネルギーを定める工程（５０
４）
　をさらに含む、請求項１または２に記載の方法（４００；５００）。
【請求項４】
　前記方法は、
　‐前記プリチャージ抵抗（１１４）の熱負荷耐性に基づいて、および、前記プリチャー
ジ抵抗（１１４）により放出される前記熱エネルギーに基づいて、前記プリチャージ抵抗
（１１４）について、所定期間に渡る最大電力を設定する工程
　をさらに含む、請求項３に記載の方法（４００；５００）。
【請求項５】
　前記方法は、
　‐前記中間回路コンデンサ（１０８）の充電曲線を予測する工程
　をさらに含む、請求項１～４のいずれか１項に記載の方法（４００、５００）。
【請求項６】
　前記方法は、
　‐前記中間回路コンデンサ（１０８）の前記充電曲線を測定する工程と、
　‐前記予測された充電曲線と、前記測定された充電曲線とを比較する工程と、
　をさらに含む、請求項５に記載の方法（４００；５００）。
【請求項７】
　前記方法は、
　‐予測された充電曲線と測定された充電曲線とが一致しない場合に故障と確定する工程
　をさらに含む、請求項６に記載の方法（４００；５００）。
【請求項８】
　前記方法は、
　‐放電リレー（１１６）と放電抵抗（１１８）とを備える放電回路を介して、前記中間
回路コンデンサ（１０８）を放電させる工程、
　をさらに含む、請求項１～７のいずれか１項に記載の方法（４００；５００）。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか１項に記載の方法（４００、５００）を実行するよう構成され
たバッテリ管理ユニット（１２０）を有する、バッテリシステム（１００）。
【請求項１０】
　少なくとも１つのバッテリセル（１０２）と、
　少なくとも１つの前記バッテリセル（１０２）に接続された高電圧ネットワーク（１０
４）であって、前記高電圧ネットワーク（１０４）は、駆動接触器（１１０）と、充電接
触器（１１２）および充電抵抗（１１４）から成る直列回路とを有するプリチャージ回路
を備え、前記直列回路は、前記駆動接触器（１１０）と並列に接続される、前記高電圧ネ
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ットワーク（１０４）と、
　中間回路コンデンサ（１０８）と、放電リレー（１１６）および当該放電リレー（１１
６）に対して直列に接続された放電抵抗（１１８）を備える放電回路とを備える構成要素
（１０６）であって、前記プリチャージ回路と前記構成要素（１０６）とは、前記少なく
とも１つのバッテリセル（１０２）について直列回路を形成し、前記放電回路は、前記中
間回路コンデンサ（１０８）に並列に接続される、前記構成要素（１０６）と、
　を有する、請求項９に記載のバッテリシステム（１００）。
【請求項１１】
　請求項９または１０に記載のバッテリシステム（１００）を備えた車両において、前記
バッテリシステム（１００）は、前記車両の駆動システムと接続される、車両。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、バッテリシステムを制御する方法、本方法を実行するよう構成されたバッテ
リ管理ユニットを有するバッテリシステム、および、バッテリシステムを有する車両に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　ハイブリッド車および電気自動車では、バッテリパックが接触器によって、駆動部、補
助発電機、充電プラグ等の他の車両構成要素と接続される。これらの車両構成要素は、単
相もしくは多相の交流電圧またはパルス状の直流電圧をバッテリ電圧から形成する装置を
介して、電力供給されることが多い。その際発生するピーク負荷のために、このような装
置には、電気的な蓄電装置、通常ではコンデンサが設けられる。このようなコンデンサは
大抵容量が大きく、中間回路コンデンサとも呼ばれる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　車両構成要素が接続される場合には、最初に、中間回路コンデンサが充電され、引き続
いて、車両構成要素自体が作動される。このような中間回路コンデンサの充電は、通常で
は、プリチャージ回路を用いて実現される。その際に、急速充電によって、給電線内、プ
リチャージ回路の構成要素内、および、中間回路コンデンサ内で大電流が発生する。この
大電流は、これら構成要素の寿命を縮める可能性がある。ゆっくりとした充電は、構成要
素を痛めないが、車両構成要素を作動できるまで、対応してより長い時間が必要となる。
【０００４】
　独国特許出願公開第１０２０１００３８８９２号明細書にはさらに、プリチャージ抵抗
の現在の温度を推定するために、プリチャージ回路の動作データを収集する監視ユニット
が記載されている。このために、監視ユニットは、プリチャージ抵抗に接して配置された
温度センサを利用せず、プリチャージ抵抗を通って流れる電流と、バッテリ電圧と、時間
単位ごとの作動プロセスの数と、作動プロセスの長さと、周囲温度と、を測定し、これに
基づいて現在の温度を推定する。現在の温度が閾値を超えている場合には、プリチャージ
抵抗は過熱状態にある可能性があり、もはや駆動させてはならない。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明に基づいて、バッテリシステムを制御する方法が提供される。バッテリシステム
は、少なくとも１つのバッテリセルと、少なくとも１つのバッテリセルに接続された高電
圧ネットワークであって、少なくとも１つのプリチャージ抵抗を有するプリチャージ回路
を備えた上記高電圧ネットワークを備える。バッテリシステムは、特定の容量を有する中
間回路コンデンサを有する構成要素をさらに備える。本方法は、少なくとも以下の工程を
有する。すなわち、充電の前に、中間回路コンデンサの第１の電圧を測定する工程と、中
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間回路コンデンサを充電する工程と、充電の後に、中間回路コンデンサの第２の電圧を測
定する工程と、第１の電圧と第２の電圧とから電圧差を形成する工程と、中間回路コンデ
ンサの電圧差に基づいて、および、中間回路コンデンサの容量に基づいて、プリチャージ
抵抗により受け取られるエネルギーを定める工程と、を有する。
【０００６】
　さらに、本方法を実行するよう構成されたバッテリ管理ユニットを有するバッテリシス
テムが提案される。
【０００７】
　さらに、上記バッテリシステムを備えた車両が提案され、その際、バッテリシステムは
、車両の駆動システムと接続される。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明に係る方法によって、プリチャージ抵抗により実際に受け取られるエネルギーを
定めることが可能となる。プリチャージ抵抗への最大熱負荷を制限するために、公知の方
法は、通常では、実行された中間回路コンデンサの充電の回数を数える。所定数を超える
場合には、従来では、充電抵抗を介して充電が防止された。しかしながら、従来のこのよ
うな数える方法では、中間回路コンデンサが、僅かな電圧ごとに複数回連続して充電され
る可能性があり、したがって、観察期間に渡ってプリチャージ抵抗により放出される熱エ
ネルギーが、中間回路コンデンサがほぼ完全に充電される場合よりも少ないということが
考慮されていない。
【０００９】
　さらに、本発明に係る方法によって、プリチャージ抵抗への熱負荷を定め、これにより
、バッテリシステムのより良好な可用性を実現することが可能となる。プリチャージ（事
前充電）に関与する構成要素の寿命を長くすることが可能である。バッテリシステムの信
頼性も、本発明に係る方法によって改善することが可能である。
【００１０】
　本発明のさらなる別の構成において、最悪の場合にプリチャージ抵抗により受け取られ
るエネルギーを定めることが可能である。最悪の場合は、英語で「ｗｏｒｓｔ　ｃａｓｅ
」とも呼ばれ、特に、プリチャージ抵抗が、所定時間の間大電流に晒される状況を含む。
このことは、故障の場合、すなわち、接続された構成要素がショートし、バッテリ管理ユ
ニットが充電を中断するまで、プリチャージ抵抗に全電圧がかかる場合に起こりうる。プ
リチャージ抵抗に全バッテリ電圧が印加される場合に、上記受け取られるエネルギーは、
バッテリ電圧の２乗を、プリチャージ抵抗のオーム抵抗で割って商を形成し、この商に大
電流が流れる時間を乗算することで定めることが可能である。好適に、プリチャージ抵抗
は、このような個別の電流パルス負荷に耐えられるよう構成される。
【００１１】
　さらなる別の好適な処理工程において、プリチャージ抵抗により放出されるエネルギー
を定めることが可能である。プリチャージ抵抗がクリティカルなエネルギーを受け取った
かどうか、または、当該エネルギーを受け取る前なのかを定めるために、特に、受け取ら
れたエネルギーと放出されたエネルギーとの差分が計算される。その際、放出されるエネ
ルギーは、基本的に、プリチャージ抵抗の熱容量と、プリチャージ抵抗の温度と、周囲と
の温度差とに依存する。さらに好適に、プリチャージ抵抗について、所定期間に渡る最大
電力が設定される。この最大電力は、プリチャージ抵抗の熱負荷耐性と、プリチャージ抵
抗により放出されるエネルギーとに基づきうる。所定時間に渡り最大電力を超える場合に
は、プリチャージ抵抗に過負荷がかかっている可能性がある。
【００１２】
　好適に、本発明は、中間回路コンデンサの充電曲線を予測する工程をさらに含む。コン
デンサの充電曲線は、一般的には１－ｅｘ関数に導かれ、その際、ｘは、分子が時間で、
分母が、コンデンサ容量が乗算されたプリチャージ抵抗の商である。１－ｅｘ充電曲線は
、中間回路コンデンサの充電中にプリチャージ回路に印加される充電電圧、すなわち特に
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バッテリ電圧に近似する。さらに、中間回路コンデンサの充電曲線を測定し、予測された
充電曲線と、測定された充電曲線とを比較することは有利である。予測された充電曲線と
測定された充電曲線とが一致しない場合には故障と確定することが可能である。この故障
は、バッテリシステム内、または、バッテリシステムの構成要素内、例えば中間回路コン
デンサ内に存在しうる。
【００１３】
　さらなる別の好適な実施形態において、本方法は、放電リレーと放電抵抗とを備える放
電回路を介して、中間回路コンデンサを放電させる工程をさらに含んでもよい。
【００１４】
　さらなる別の実施形態において、バッテリシステムは、少なくとも１つのバッテリセル
と、高電圧ネットワークと、構成要素とを備えうる。高電圧ネットワークは、特に少なく
とも１つのバッテリセルに接続され、基本的にプリチャージ回路を備える。プリチャージ
回路は、駆動接触器と、プリチャージ接触器およびプリチャージ抵抗から成る直列回路と
を備えてもよく、その際、直列回路は駆動接触器に並列に接続される。構成要素は、好適
に中間回路コンデンサを備え、その際、プリチャージ回路と構成要素とは、少なくとも１
つのバッテリセルについて、直列回路を形成することが可能である。さらに、構成要素は
、放電リレーと、当該放電リレーに対して直列に接続された放電抵抗とを好適に備える放
電回路を備える。放電回路は、特に中間回路コンデンサに並列に接続される。
【００１５】
　好適に、バッテリシステムは、リチウムイオンバッテリシステムである。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
　本発明の実施例が、図面および以下の明細書の記載によって詳細に解説される。
【図１】本発明の第１の実施例に係るバッテリシステムである。
【図２】中間回路コンデンサの受け取った電力を示すグラフである。
【図３】中間回路コンデンサの受け取った電力を示すさらなる別のグラフである。
【図４】本発明の一実施例に係る方法を示す。
【図５】本発明のさらなる別の実施例に係る方法を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本特許出願の範囲において、「受け取られるエネルギー」という概念、および「放出さ
れるエネルギー」という概念が利用される。「受け取られるエネルギー」は、連続する電
流の流れとしての電気エネルギーが関わっている。受け取られるエネルギーの一例が、図
２の枠内で検討される。「放出されるエネルギー」は、熱エネルギーが関わっている。
【００１８】
　図１は、本発明の第１の実施例に係るバッテリシステム１００を示している。この第１
の実施例では、複数のリチウムイオンバッテリセル１０２の直列回路と、高電圧ネットワ
ーク１０４とが示され、その際に、高電圧ネットワーク１０４は、複数のリチウムイオン
バッテリセル１０２の直列回路に接続される。高電圧ネットワーク１０４は、さらなる別
の構成要素１０６と接続可能であり、この構成要素１０６は、例えば、中間回路コンデン
サ１０８、放電回路、パルスインバータ、または、電動機のような他の消費機器を含んで
もよい。
【００１９】
　高電圧ネットワーク１０４はプリチャージ回路を備え、このプリチャージ回路自体は、
駆動接触器１１０と、プリチャージ接触器１１２およびプリチャージ抵抗１１４から成る
直列回路と、を備え、その際に、この直列回路は、駆動接触器１１２に並列に接続される
。プリチャージ回路と中間回路コンデンサ１０８とは、リチウムイオンバッテリセル１０
２に関して直列回路を形成する。リチウムイオンバッテリセル１０２は、バッテリまたは
蓄電池を形成する。
【００２０】
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　放電回路は、放電リレー１１６と、当該放電リレー１１６に対して直列に接続された放
電抵抗１１８とを備える。放電回路は、構成要素１０６または中間回路コンデンサ１０８
に対して並列に接続される。
【００２１】
　バッテリシステム１００はさらに、以下で特に図４、５で記載する方法の１つを実行す
るよう構成されたバッテリ管理ユニット１２０を備える。
【００２２】
　電動機、補助発電機、バッテリシステム１００の消費機器としての充電ユニットのよう
な車両構成要素の駆動によって、特に、当該車両構成要素の作動または停止の際にピーク
負荷が引き起こされ、このピーク負荷は、通常ではバッテリシステム１００内の電子的な
蓄電器内に蓄えられる。中間回路コンデンサ１０８は、このような電子的蓄電器を形成す
る。車両構成要素が、バッテリシステム１００に接続される場合には、最初に中間回路コ
ンデンサ１０８が充電され、その後、車両構成要素自体が作動される。中間回路コンデン
サ１０８の充電は、リチウムイオンバッテリセル１０２からプリチャージ抵抗１１４を介
して行われ、その際に、バッテリ管理ユニット１２０は、プリチャージ接触器１１２がプ
リチャージ抵抗１１４とリチウムイオンバッテリセル１０２とを接続するように、プリチ
ャージ接触器１１２を制御する。中間回路コンデンサ１０８の充電が終了した後に、バッ
テリ管理ユニット１２０は、車両構成要素を作動させるために駆動接触器１１０を閉鎖す
る。
【００２３】
　中間回路コンデンサ１０８の急速充電により、給電線内および高電圧ネットワーク１０
４の構成要素内で大電流が発生する。この大電流によって、該当する給電線および構成要
素の寿命が短くなる。ゆっくりとした充電であれば、上記構成要素は傷まないだろうが、
車両構成要素を作動できるまでに、対応してより長い時間が必要となる。
【００２４】
　中間回路コンデンサ１０８を通る電流は、当該中間回路コンデンサ１０８が充電される
程度に応じて下がる。これに関して、図２は、時間ｔ１に渡る充電の間にプリチャージ抵
抗１１４により受け取られる電力の推移を示している。図２に示される電力曲線の面積は
、プリチャージ抵抗により受け取られるエネルギーに相当する。その際、コンデンサの充
電の開始時に、高い電力ＰＰが抵抗内で受け取られ、熱に変換される。図２は、例えば、
３回の連続する事前充電を示している。
【００２５】
　その際に、複数回実行された充電による負荷は、図３で電力の推移ＰＣとして示される
ように、時間ｔｖに渡り積算された個々の負荷に相当する。
【００２６】
　図４には、本発明の一実施例に係る方法４００が示されている。第１の工程４０２にお
いて、バッテリ管理ユニット１２０は、中間回路コンデンサ１０８の第１の電圧を測定す
る。次の工程４０４において、バッテリ管理ユニット１２０は、中間回路コンデンサ１０
８が充電されるように、プリチャージ回路を制御する。次の工程４０６において、バッテ
リ管理ユニット１２０は、充電後の中間回路コンデンサ１０８の第２の電圧を測定し、引
き続いて工程４０８において、測定された第１の電圧と第２の電圧との電圧差を形成する
。バッテリ管理ユニット１２０は、次の工程４１０において、プリチャージ抵抗により受
け取られたエネルギーを定める。
【００２７】
　図５には、本発明のさらなる別の実施例に係る方法５００が示されている。第１の処理
工程５０２において、プリチャージ抵抗の初期温度が、不揮発性メモリから読み出され、
または、例えば、約６０℃の周囲温度の高さに定められる。次の工程５０４において、プ
リチャージ抵抗により放出された、熱の形態によるエネルギーが定められ、その際、熱放
出によってプリチャージ抵抗の冷却がもたらされる。
【００２８】
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　プリチャージ抵抗の熱放出および温度変化は、工程５０４において、以下のように定め
ることが可能である。
【００２９】
【数１】

　ただし、
　Ｔは、プリチャージ抵抗の定められた現在の温度であり、
　Ｗは、プリチャージ抵抗により放出されたエネルギーであり、
　Ｃｐは、ジュールごとケルビンによるプリ-チャージ抵抗の熱容量であり、
　Ｇｔｈは、周囲温度での、ワットごとケルビンによる熱伝導率であり、
　ＴUmgebung,maxは、最大周囲温度であり、
　ｔabgelaufenは、熱放出の間に経過した時間
【００３０】
　次の工程５０６において、最悪の場合（ｗｏｒｓｔ　ｃａｓｅ）にプリチャージ抵抗に
より受け取られるエネルギーが、以下のように定められる。
【００３１】
【数２】

　ただし、Ｗｗ．ｃ．は、単位ジュールによる、最悪の場合（ｗｏｒｓｔ　ｃａｓｅ）に
プリチャージ抵抗１１４により受け取られるエネルギーであって、バッテリセル１０２の
全電圧、すなわち、バッテリ電圧ＵBatterie、プリチャージ抵抗のオーム抵抗Ｒｖ、およ
び、上記エネルギーが受け取られる時間ｔから獲得される上記エネルギー
【００３２】
　次の工程５０８において、最悪の場合のプリチャージ抵抗１１４の温度Ｔｗ．ｃ．が、
以下のように定められる。
【００３３】
【数３】

　ただし、Ｔは、第１回目の処理過程でのプリチャージ抵抗１１４の現在の温度、すなわ
ち、例えば周囲温度
【００３４】
　次の工程５１０において、最悪の場合の温度Ｔｗ．ｃ．が、プリチャージ抵抗について
定められた最大温度よりも低いかという条件について検査される。この条件が満たされる
場合には、本法は、次の工程５１２に進む。工程５１２では、中間回路コンデンサ１０８
が充電されまたは事前充電される。工程５１０において上記条件が満たされない場合には
、本方法５００は、工程５０４に戻り、工程５０４で、プリチャージ抵抗１１４が冷却さ
れ、または、プリチャージ抵抗１１４の冷却が確認される。
【００３５】
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　工程５１４において、プリチャージ抵抗により実際に受け取られたエネルギーが、以下
のように定められる。
【００３６】
【数４】

　ただし、
　Ｗは、定められた、プリチャージ抵抗により受け取られたエネルギーであり、
　ＵBatterieは、バッテリの全電圧であり、その際、この全電圧から、バッテリセルとプ
リチャージ抵抗１１４との間の接続要素の電圧ＵLinkが減算され、
　Ｒｖは、プリチャージ抵抗のオーム抵抗であり、
　ｔLadeは、中間回路コンデンサ１０８の充電の間に経過した時間
【００３７】
　次の工程５１６において、充電プロセスが終了したかという条件について検査される。
この条件が満たされる場合には、本方法５００は次の工程５１８に進む。５１６において
上記条件が満たされない場合には、本方法５００は工程５１４に戻り、中間回路コンデン
サ１０８はさらに充電され、その間に、プリチャージ抵抗により受け取られるエネルギー
が引き続き定められる。
【００３８】
　工程５１８では、中間回路コンデンサ１０８の事前充電終了後のプリチャージ抵抗１１
４の加熱または温度Ｔが、以下のように定められる。
【００３９】
【数５】

【００４０】
　図４および５に記載される方法は、バッテリシステム１００内のプリチャージ抵抗１１
４の熱防護のために利用することが可能であり、その際に、バッテリ管理ユニット１２０
は、このような方法を実行するよう構成される。バッテリシステム１００自体は車両内で
利用することが可能であり、車両の信頼性をより高めるために役立つ。
【００４１】
　オームの法則に対応して、充電の前または後に電圧を定める代わりに、事前充電の間の
電流フロー測定することも可能である。これについて、プリチャージ抵抗の受け取られた
エネルギーについての数式が、対応して有効である。
【００４２】
　さらなる別の実施例において、中間回路を充電するために、プリチャージ抵抗の箇所で
さらなる別のプリチャージ回路を利用することが可能である。
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