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(57)【要約】
　本発明の一実施例によるバッテリーセルの電流量測定
装置は、並列に連結された複数の抵抗Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３
と、前記複数の抵抗のうち１つの抵抗Ｒ１の両端に接続
されて該抵抗両端の電圧を検出し、該検出された電圧に
基づいてバッテリー電流量を積算するメインチップと、
前記メインチップで積算されたバッテリーセルの電流量
が予め決められた閾値を超過する場合、他の抵抗Ｒ２、
Ｒ３のうち１つを選択するマルチプレクサと、前記複数
の抵抗にそれぞれ接続され、マルチプレクサの出力信号
によってオン／オフ動作するスイッチと、を含み、電流
を複数の抵抗に分配して抵抗から発生する熱による周囲
部品の損傷を防止し、より正確なバッテリーセルの電流
量を検出することができるという効果がある。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バッテリーセルの電流量測定装置であって、
　並列に連結された複数の抵抗（Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３）と、前記複数の抵抗のうち１つの抵
抗（Ｒ１）の両端に接続されて該抵抗両端の電圧を検出し、該検出された電圧に基づいて
バッテリー電流量を積算するメインチップと、
　前記メインチップで積算されたバッテリー電流量が予め決められた閾値を超過する場合
に他の抵抗（Ｒ２、Ｒ３）のうちの１つを選択するマルチプレクサと、
　前記複数の抵抗にそれぞれ接続され、マルチプレクサの出力信号に応じてオン／オフ動
作するスイッチと、を含むことを特徴とするバッテリーセルの電流量測定装置。
【請求項２】
　前記複数の抵抗はそれぞれ異なる抵抗値を有することを特徴とする請求項１に記載のバ
ッテリーセルの電流量測定装置。
【請求項３】
　前記スイッチはＦＥＴ及びＢＪＴを含むことを特徴とする請求項１に記載のバッテリー
セルの電流量測定装置。
【請求項４】
　前記マルチプレクサは選択回路を含むことを特徴とする請求項１に記載のバッテリーセ
ルの電流量測定装置。
【請求項５】
　バッテリーセルの電流量測定方法であって、
　複数の抵抗のうち１つの抵抗両端の電圧を検出するステップと、
　前記検出された電圧に基づいてバッテリーセルの電流量を累算するステップと、
　前記累算されたバッテリーセルの電流量が予め決められた閾値以上であるか否かを判断
するステップと、
　前記バッテリーセルの電流量が予め決められた閾値以上である場合にマルチプレクサに
制御信号を出力するステップと、
　前記制御信号によってマルチプレクサは前記抵抗以外の抵抗のうち１つに繋がれたスイ
ッチをオンさせるステップと、を含むことを特徴とするバッテリーセルの電流量測定方法
。
【請求項６】
　前記判断ステップでは、前記累算されたバッテリーセルの電流量が予め決められた閾値
より小さければ電圧検出ステップに復帰することを特徴とする請求項５に記載のバッテリ
ーセルの電流量測定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、バッテリーセルの電流量測定装置に関し、より詳しくは、抵抗値の相異なる
複数の抵抗を並列に連結したマルチ検出抵抗を利用してバッテリーセルの電流量を測定す
る装置及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のバッテリーセルの電流量計算法は、１つの固定された検出抵抗を利用して素子に
流れる電流を検出して積算する方法を用いた。この方法は、１つの抵抗を使うことで長時
間が経てば検出抵抗に流れる電流に因って熱が発生し、これによりバッテリーセルの電流
量の測定精度が落ちる問題点があった。
【０００３】
　このように、１つの検出抵抗を利用するバッテリーパック燃料測定システムについて、
図１を参照して説明する。
【０００４】
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　図１を参照すれば、既存のバッテリーパック燃料測定システム１００は、バッテリーセ
ルと、バッテリーセルから電流を検出するための１つの抵抗１０１と、該検出された電流
の量を検出して積算するメインチップ１０２と、で構成されている。
【０００５】
　このようなバッテリーパック燃料測定システムは、検出抵抗１０１に流れる電流を一定
時間間隔でメインチップ１０２で検出して持続的にその電流の量を累積する方式を採択す
る。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、このような従来のシステムで利用する方法は、充電や放電中に検出抵抗１０１
に流れる電流が多ければ温度が上昇することでメインチップ１０２に累積される電流量の
精度が落ち、これにより周囲の素子に悪影響を及ぼす問題点があった。
【０００７】
　したがって、充電や放電中に検出抵抗１０１の発熱に因る周囲の部品の損傷を防止し、
より正確なバッテリー電流量を検出できる方法が求められた。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前述した問題点を解決するために、本発明は抵抗値の相異なる複数の抵抗を並列に連結
して各抵抗両端の電圧を検出し、その電圧に基づいて電流量を計算することで、抵抗の発
熱に因る周囲部品の損傷を防止し、より正確なバッテリー電流量を検出するようにしたも
のである。
【０００９】
　このような目的を達成するため、本発明の一実施例によるバッテリーセルの電流量測定
装置は並列に連結された複数の抵抗（Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３）と、該複数の抵抗のうち１つの
抵抗（Ｒ１）の両端に接続されて該抵抗両端の電圧を検出し、該検出された電圧に基づい
てバッテリー電流量を積算するメインチップと、該メインチップで積算されたバッテリー
セルの電流量が予め決められた閾値を超過する場合、他の抵抗（Ｒ２、Ｒ３）のうちの１
つを選択するマルチプレクサと、該複数の抵抗にそれぞれ接続され、マルチプレクサの出
力信号に応じてオン／オフ動作するスイッチと、を含む。
【００１０】
　本発明によるバッテリーセルの電流量測定装置において、複数の抵抗はそれぞれ異なる
抵抗値を有することが望ましい。
【００１１】
　本発明によるバッテリーセルの電流量測定装置において、スイッチはＦＥＴ及びＢＪＴ
を含むことが望ましい。
【００１２】
　本発明によるバッテリーセルの電流量測定装置において、マルチプレクサは選択回路を
含むことが望ましい。
【００１３】
　本発明の他の実施例によるバッテリーセルの電流量測定方法は、複数の抵抗のうち１つ
の抵抗両端の電圧を検出するステップと、該検出された電圧に基づいてバッテリー電流量
を累算するステップと、該累算されたバッテリーセルの電流量が予め決められた閾値以上
であるか否かを判断するステップと、該バッテリーセルの電流量が予め決められた閾値以
上である場合、マルチプレクサに制御信号を出力するステップと、該制御信号にマルチプ
レクサが出力信号を発生させて検出中の抵抗以外の抵抗のスイッチをオンさせるステップ
と、を含む。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、添付された図面を参照して本発明の望ましい実施例について詳しく説明する。
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【００１５】
　図２は、本発明の一実施例による、複数の検出抵抗を利用してバッテリーセルの電流量
を測定する装置２００を示した図である。
【００１６】
　図２を参照すれば、本発明の一実施例によるバッテリーセルの電流量測定装置２００は
、バッテリーセルからの電流を検出する複数の抵抗Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３と、該検出された電
流量を累算するメインチップ２０１と、複数の抵抗にそれぞれ接続されている複数のスイ
ッチＳ１、Ｓ２、Ｓ３と、メインチップ２０１の制御信号に応じてスイッチをオン／オフ
動作させるマルチプレクサ２０２とを含む。
【００１７】
　本発明によるバッテリーセルの電流量測定装置２００は、バッテリーセルＣ１、Ｃ２、
Ｃ３、Ｃ４から複数の抵抗Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３に電流が流れる。該バッテリーセルＣ１、Ｃ
２、Ｃ３は複数の抵抗Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３と並列で接続される。このように、バッテリーセ
ルと複数の抵抗とが並列で接続されることで、バッテリーセルからの電流はそれぞれの抵
抗に分配されることができ、この抵抗はそれぞれ抵抗値が異なる。
【００１８】
　まず、バッテリーセルＣ１、Ｃ２、Ｃ３からの電流は複数の抵抗のうち１つの抵抗Ｒ１
を通じて流れる。メインチップ２０１は抵抗Ｒ１の両端の電圧を検出して電流量として累
算する。このように累算される電流量は時間の経過と共に所定の閾値に到逹する。
【００１９】
　抵抗Ｒ１から検出される電流量が所定の閾値に到逹すれば、メインチップ２０１は抵抗
Ｒ２のスイッチＳ２をオンさせることをマルチプレクサ２０２に指示する。マルチプレク
サ２０２は、メインチップ２０１の指示に従って抵抗Ｒ２に接続されているスイッチＳ２
をオンさせる。なお、マルチプレクサ２０２は選択回路で構成することができる。
【００２０】
　これにより、バッテリーセルＣ１、Ｃ２、Ｃ３、Ｃ４からの電流は抵抗Ｒ１、Ｒ２を通
じて分配されて流れる。メインチップ２０１は抵抗Ｒ１、Ｒ２両端の電圧を検出してそれ
ぞれの電流量を累算する。同様に、このように累算される電流量は時間の経過と共に所定
の閾値に到逹する。
【００２１】
　抵抗Ｒ１、Ｒ２から検出される電流量が所定の閾値に到逹すれば、メインチップ２０１
は抵抗Ｒ３のスイッチをオンさせることをマルチプレクサ２０２に指示する。マルチプレ
クサ２０２は、メインチップ２０１の指示に従って抵抗Ｒ３に接続されているスイッチＳ
３をオンさせる。これらスイッチＳ１、Ｓ２、Ｓ３はＦＥＴ及びＢＪＴでなり得る。
【００２２】
　このように、従来１つの検出抵抗を利用してバッテリーセルの電流量を測定する際に発
生する発熱の問題を、複数の検出抵抗を利用してバッテリーセルから流れる電流を分配さ
せることで解決する。
【００２３】
　したがって、本発明によるバッテリーセルの電流量算出装置は、抵抗の発熱に因る周囲
部品の損傷を防止することができ、より正確なバッテリーセルの電流量を検出することが
できる。
【００２４】
　このような構成に基づいてバッテリーセルの電流量算出方法を図３を参照して説明する
。
【００２５】
　図３を参照すれば、ステップＳ３０１ではバッテリーセルから複数の抵抗のうち１つの
抵抗の両端電圧をメインチップ２０１で検出する。
【００２６】
　ステップＳ３０２では、メインチップ２０１で抵抗両端の検出電圧に基づいてバッテリ
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【００２７】
　ステップＳ３０３では、メインチップ２０１に累算される電流量が所定の閾値以上であ
るか否かを持続的に判断する。
【００２８】
　ステップＳ３０４では、メインチップ２０１に累算される電流量が所定の閾値以上であ
ればマルチプレクサ２０２に制御信号を出力し、その累算される電流量が所定の閾値を超
過しなければステップ３０１に復帰する。
【００２９】
　ステップＳ３０５では、メインチップ２０１の制御信号に応じてマルチプレクサ２０２
は検出中の抵抗以外の抵抗に接続されているスイッチをオンさせて終了する。
【００３０】
　本発明の技術的思想は、前述した望ましい実施例によって具体的に述べられたが、上記
の実施例は説明のためのものでありその制限のためのものではない。また、当業者であれ
ば本発明の技術的思想の範囲で多様な実施例が可能であることを理解することができるで
あろう。
【産業上の利用可能性】
【００３１】
　本発明は、バッテリーセルの電流量を算出する装置及び方法であって、抵抗値の相異な
る複数の抵抗を並列に連結してその抵抗に流れる電流を分配する方式を通じ、抵抗から発
生する熱に因る周囲部品の損傷を防止してより正確なバッテリー電流量を検出することが
できるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】図１は、従来の検出抵抗を利用してバッテリーセルの電流量を測定する装置の概
略図である。
【図２】図２は、本発明の一実施例による、複数の検出抵抗を利用してバッテリーセルの
電流量を測定する装置を示した図である。
【図３】図３は、本発明の一実施例による、複数の検出抵抗を利用してバッテリーセルの
電流量を測定する方法を示した図である。
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【国際調査報告】
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