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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　負荷に電気的に接続され、第１の電池ユニットと、第２の電池ユニットと、前記第１の
電池ユニットの正の電極を前記第２の電池ユニットの負の電極に接続する接続装置とを備
える電池モジュールに適用される電池モジュール検出方法であって、
　前記正の電極および前記負の電極間の電圧差を測定する工程と、
　前記負荷を流れる負荷電流を測定する工程と、
　前記正の電極および前記負の電極間の等価抵抗を前記負荷電流および前記電圧差に基づ
いて演算する工程とを備える、方法。
【請求項２】
　品質基準値を前記等価抵抗および抵抗規定値に基づいて演算する工程と、
　前記品質基準値および規定閾値を比較する工程と、
　前記品質基準値が前記規定閾値より大きい場合、保護機能を起動する工程とを更に備え
る、請求項１に記載の電池モジュール検出方法。
【請求項３】
　電圧検出モジュールの２個の検出端子を前記正の電極および前記負の電極にそれぞれ固
定して２個の電圧検出点を形成する工程を更に備える、請求項１に記載の電池モジュール
検出方法。
【請求項４】
　前記正の電極および前記電圧検出モジュール間、もしくは前記負の電極および前記電圧
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検出モジュール間に保護抵抗を直列接続する工程を更に備える、請求項１に記載の電池モ
ジュール検出方法。
【請求項５】
　負荷に電気的に接続され、第１の電池ユニットと、第２の電池ユニットと、前記第１の
電池ユニットの正の電極を前記第２の電池ユニットの負の電極に接続する接続装置とを備
える電池モジュールに適用される電池モジュール検出装置であって、
　前記正の電極および前記負の電極間の電圧差を測定する電圧検出モジュールと、
　前記電池モジュールおよび前記負荷間に直列接続され、前記電圧検出モジュールに電気
的に接続されて、前記負荷の負荷電流を測定する分路と、
　前記電圧検出モジュールに電気的に接続されて、前記正の電極および前記負の電極間の
等価抵抗を前記負荷電流および前記電圧差に基づいて演算する制御モジュールとを備える
、装置。
【請求項６】
　電池モジュールに関連する情報を表示する表示装置を更に備える、請求項５に記載の電
池モジュール検出装置。
【請求項７】
　前記電圧検出モジュールは、前記正の電極に電気的に接続される第１の検出端子、およ
び前記負の電極に電気的に接続される第２の検出端子を備え、前記電圧差を前記第１の検
出端子および第２の検出端子を介して測定する、請求項５に記載の電池モジュール検出装
置。
【請求項８】
　前記第１の検出端子および第２の検出端子を前記正の電極および前記負の電極にそれぞ
れ固定して２個の電圧検出点を形成する２個の検出端子固定機器を更に備える、請求項７
に記載の電池モジュール検出装置。
【請求項９】
　前記正の電極および前記電圧検出モジュール間、もしくは前記負の電極および前記電圧
検出モジュール間に直列接続される保護抵抗を更に備える、請求項５に記載の電池モジュ
ール検出装置。
【請求項１０】
　前記電圧検出モジュールは、前記検出端子間の前記電圧差を測定するためのミリボルト
計と、前記ミリボルト計により測定されるアナログ信号をデジタル信号に変換して、当該
デジタル信号を前記制御モジュールに送信するためのＡＤ変換器と、前記ミリボルト計に
より測定される前記検出端子を切換えるためのアナログ走査スイッチとを備える、請求項
６に記載の電池モジュール検出装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電池モジュール検出装置および電池モジュール検出方法に関し、より詳細に
は、電池モジュールの使用中に接続装置の抵抗を即時に測定して、抵抗を電池モジュール
の組立品質を示す指標とすることが可能な検出装置および検出方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電池は、化学反応により生成されたエネルギを電気エネルギに変換する装置である。各
電池ユニットは、それぞれの化学反応の種類によって、決まった範囲の電圧のみ供給でき
る。したがって実際の適用においては、より高電圧もしくはその他の特定の電圧の電源を
供給するために、通常複数の電池ユニットを電池モジュールに対して直列もしくは並列接
続して、電力を出力する。
【０００３】
　電池モジュールは、直列もしくは並列接続される複数の電池ユニットからなる。電池モ
ジュールの品質は、電池ユニットの品質のみならず、電池ユニット間の接続技術によって
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も左右される。より高品質の電池モジュールを得るために、より高品質の電池ユニットを
予め選択して電池モジュールを形成してもよい。また、電池ユニット間の接続技術の品質
は、組立ておよび異なる電池ユニット間における接続機構の構成に関する技術により左右
される。
【０００４】
　電池モジュールにおいて、２個の電池ユニット間の接続は、異なる極性を有する２個の
電極をそれぞれ異なる電池ユニットに電気的に接続することにより実現される。詳細には
、２個の電極は直接接触していてもよく、もしくは金属棒もしくは金属線により接続され
ていてもよい。電極が直接接触している場合、処理、使用、検査、および維持管理の点か
ら考えると不都合がある。したがって、実際の適用においては、電極が同じ側となるよう
電池ユニットをまず並列に配置し、その後、接続用の金属棒により電極を接続するのが一
般的である。
【０００５】
　接続用の金属棒により電極を接続する場合、伝導品質の制御が難しいという問題を考慮
しなければならない。より詳細には、接続用の金属棒および電池ユニットの電極間の接触
点もしくは接触面において酸化もしくは緩みが発生し、抵抗を増大させる原因となる場合
がある。この条件下で電池モジュールを使用し続けると、緩みの発生した接触点もしくは
接触面の温度が高温になり、回路からの発火もしくはその他の電子的危険が発生する原因
となる。
【０００６】
　一般に、接続用の金属棒はねじにより電池ユニットの電極に固定され、したがって、電
池ユニットの組立品質は従来、ねじを取付ける際の固定トルクに左右されてきた。通常、
ねじを取付ける際の固定トルクが大きい程、より強固に固定して、接触領域が縮小するこ
とによる抵抗の増大を防止し、また、接続用の金属棒および電極の接触面が縮小するのを
防止して、接触面の酸化により抵抗が増大する可能性を少なくする。
【０００７】
　接続用の金属棒および電極を固定するねじの制御力は経時的に変化する可能性があり、
したがって、通常、組立品質および電池モジュール使用時の安全性を確保するため、ねじ
の固定品質をテストする必要がある。しかしながら、ねじの固定トルクは、電気ショック
および回路の短絡の危険を防止するため、電池モジュールが非通電状態であるという条件
下で測定する必要がある。上記の制限により、電池モジュールの組立品質を電池モジュー
ルの使用中に適時計測することは難しい。
【０００８】
　一方、組立作業中に発生する接続用の金属棒および電極の表面上の汚染物質（緑青もし
くは電解液等）は、接続用の金属棒および電極間の接触抵抗を増大させ、電池モジュール
が故障する原因となる。しかしながら、そのような抵抗の変化を一般的な低抵抗用オーム
計により測定することは難しい。詳細には、一般的な低抵抗用オーム計は受動素子（ケー
ブル等）の抵抗を測定するために用いられ、その測定範囲はミリオームレベルより高い。
しかしながら、電池の電極および接続棒間の接触抵抗の測定範囲は通常、ミリオームレベ
ルより低い。したがって、一般的な低抵抗用オーム計により接続用の金属棒および電極間
の接触抵抗における変化を測定することは難しい。更に、一般的な低抵抗用オーム計は金
属が伝導状態にあるという条件下で抵抗を測定するようには構成されていない。したがっ
て、電池が通電状態にある時に接続用の金属棒および電極間の接触抵抗を測定するために
使用すると、大きな危険を伴う場合がある。
【０００９】
　上述のように、電池が通電状態にある時に抵抗の変化を低抵抗用オーム計により測定す
ることはできず、ねじの固定トルクの変化により抵抗の変化を知ることはできない。した
がって実際の適用においては、ねじの固定トルクの変化は電池モジュールの組立品質を示
す理想的な数値指標とは言えず、また、電池モジュールの組立品質を即時に計測するその
他の効果的な方法もない。
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　したがって本発明の範囲は、上記の先行技術における問題を解決するため、電池モジュ
ールに適用される電池モジュール検出方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　一実施の形態によれば、電池モジュールは負荷に電気的に接続され、第１の電池ユニッ
トと、第２の電池ユニットと、接続装置とを含み、前記接続装置は、前記第１の電池ユニ
ットの正の電極を前記第２の電池ユニットの負の電極に接続する。電池モジュール検出方
法は以下の工程を含む。前記方法においては、まず、前記正の電極および前記負の電極間
の電圧差を測定する。次に、前記負荷の負荷電流を測定する。最後に、前記正の電極およ
び前記負の電極間の等価抵抗を前記負荷電流および前記電圧差に基づいて演算する。
【００１２】
　本発明の他の範囲は、上記の先行技術における問題を解決するため、電池モジュールに
適用される電池モジュール検出装置を提供することである。
【００１３】
　一実施の形態によれば、電池モジュールは負荷に電気的に接続され、第１の電池ユニッ
トと、第２の電池ユニットと、接続装置とを含み、前記接続装置は、前記第１の電池ユニ
ット正の電極を前記第２の電池ユニットの負の電極に接続する。前記電池モジュール検出
装置は、電圧検出モジュールと、分路と、制御モジュールとを含む。前記電圧検出モジュ
ールは、前記正の電極および前記負の電極間の電圧差を測定する。前記分路は、前記電池
モジュールおよび前記負荷間に直列接続され、前記電圧検出モジュールに電気的に接続さ
れる。前記分路は、前記負荷の負荷電流を測定する。前記制御モジュールは、前記電圧検
出モジュールに電気的に接続されて、前記正の電極および前記負の電極間の等価抵抗を前
記負荷電流および前記電圧差に基づいて演算する。
【発明の効果】
【００１４】
　まず第一に、本発明の電池モジュール検出装置および電池モジュール検出方法において
は、異なる電池ユニット上で電気的に接続される２個の電極間の電圧差および負荷の負荷
電流を、前記電池モジュールが通電状態にある時に測定できる。前記２個の電極間の等価
抵抗を前記電圧差および前記負荷電流に基づいて即時に演算できる。前記等価抵抗は前記
接続装置および電極間の伝導品質を効果的に示すため、電池の組立品質を示す数値指標と
することができる。本発明の電池モジュール検出装置および電池モジュール検出方法にお
いては、等価抵抗の変化を即時に検出し、前記電池モジュールの組立において不具合が発
生した位置を迅速に示す。したがって使用者は、接触部分に発生した不具合を即時に改善
して、低い組立品質が原因で発生する事故もしくは損傷を防止することができる。
【００１５】
　当業者にとって、様々な図および図面で示す以下の好ましい実施の形態の詳細な説明を
読めば、本発明の目的は自明である。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】図１は、本発明の実施の形態による電池モジュール検出装置の概略図を示す。
【図２】図２は、本発明の実施の形態による電池モジュール検出装置の概略図を示す。
【図３】図３は、本発明の実施の形態による電池モジュール検出方法のフローチャートを
示す。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明は、電池モジュールの組立品質を即時に計測する電池モジュール検出装置および
電池モジュール検出方法を提供する。本発明による電池モジュール検出装置および電池モ
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ジュール検出方法の実施の形態を以下に示す。
【００１８】
　図１は、本発明の実施の形態による電池モジュール検出装置１ａの概略図を示す。図２
は、本発明の実施の形態による電池モジュール検出装置１ｂの概略図を示す。図３は、本
発明の実施の形態による電池モジュール検出方法のフローチャートを示す。
【００１９】
　図１を参照する。図１は、本発明の第１の実施の形態による電池モジュール検出装置１
ａを示す。前記電池モジュール検出装置１ａは電池モジュール２ａのテストに用いられ、
前記電池モジュール２ａは第１の電池ユニット２１、第２の電池ユニット２２、および接
続装置２３を含む。前記第１の電池ユニット２１は、正の電極２１１および対応する極性
を有する第１の出力電極２１２を含む。第２の電池ユニット２２は、負の電極２２１およ
び対応する極性を有する第２の出力電極２２２を含む。前記接続装置２３は前記第１の電
池ユニット２１の前記正の電極２１１および前記第２の電池ユニット２２の前記負の電極
２２１を電気的に接続する。前記接続装置２３は２個の固定装置２４を介して前記正の電
極２１１および前記負の電極２２１上にそれぞれ固定される。実際には、前記固定装置２
４はねじもしくはその他の類似の固定素子からなっていてもよい。前記電池モジュール２
ａは負荷３に電気的に接続される。より詳細には、前記負荷３の一方端は、第１の線３１
を介して前記第１の電池ユニット２１の前記第１の出力電極２１２に電気的に接続され、
前記負荷３の他方端は、第２の線３２および第３の線３３を介して第２の電池ユニット２
２の第２の出力電極２２２に電気的に接続される。
【００２０】
　前記電池モジュール検出装置１ａは、分路１１、電圧検出モジュール１２、制御モジュ
ール１３、および表示装置１４を含む。前記分路１１は前記電池モジュール２ａおよび前
記負荷３間に直列接続され、前記電圧検出モジュール１２に電気的に接続される。前記分
路１１は、前記負荷３の負荷電流の測定に用いられる。この負荷電流は、前記接続装置２
３を流れる電流である。前記電圧検出モジュール１２は主に、前記正の電極２１１および
前記負の電極２２１間の電圧差の測定に用いられる。前記制御モジュール１３は前記電圧
検出モジュール１２および前記表示装置１４に電気的に接続され、また、測定された負荷
電流および電圧差、およびオームの法則による公式（Ｖ＝Ｉ＊Ｒ）により、前記正の電極
２１１および前記負の電極２２１間の等価抵抗を演算するために用いられる。更に、前記
制御モジュール１３は、上述の演算した等価抵抗等、前記電池モジュール２ａに関する情
報を前記表示装置１４上に表示させることも可能である。
【００２１】
　より詳細には、前記電圧検出モジュール１２は、ＡＤ変換器１２１、ミリボルト計１２
２、アナログ走査スイッチ１２３、および複数の検出端子を更に含んでいてもよい。前記
複数の検出端子は、検出端子固定装置１２６を介して、前記電池モジュール２ａ、前記負
荷３、および回路の任意の点上に配置されて電圧の計測点を形成してもよい。実際の適用
においては、前記検出端子固定装置１２６は、前記検出端子を前記電極もしくはその他の
接触点、もしくはその他の保持装置上に固定するねじからなっていてもよい。前記ミリボ
ルト計１２２は、前記検出端子（もしくは電圧検出点）間の電圧差を測定する。前記アナ
ログ走査スイッチ１２３は、前記ミリボルト計１２２により測定される前記検出端子を切
換える。前記ＡＤ変換器１２１は、前記ミリボルト計１２２により測定されるアナログ信
号をデジタル信号に変換し、当該デジタル信号を前記制御モジュール１３に送信する。
【００２２】
　前記複数の検出端子は、第１の検出端子１２４および第２の検出端子１２５を含む。前
記第１の検出端子１２４および第２の検出端子１２５は電気的に接続しており、前記検出
端子固定装置１２６を介して前記正の電極２１１および前記負の電極２２１上にそれぞれ
固定されて２個の電圧計測点を形成する。これにより、前記ミリボルト計１２２は、アナ
ログ走査スイッチ１２３により前記第１の検出端子１２４もしくは第２の検出端子１２５
を選択して、前記正の電極２１１および前記負の電極２２１間の電圧差を測定できる。
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【００２３】
　更に、前記電池モジュール検出装置１ａは、電圧計測点および前記電圧検出モジュール
１２間に直列接続される複数の保護抵抗器１２７を更に含んでいてもよい。例えば、前記
保護抵抗器１２７は前記電圧検出モジュール１２および前記正の電極２１１間、もしくは
前記電圧検出モジュール１２および前記負の電極２２１間に直列接続されて、電圧測定時
の短絡により発生する危険を防止してもよい。実際の適用においては、前記保護抵抗器１
２７はまた、前記検出端子と前記ミリボルト計１２２もしくは、図１に示すように前記ア
ナログ走査スイッチ１２３との間に直列接続してもよい。
【００２４】
　これにより、前記電池モジュール検出装置１ａは、前記電池モジュール２ａが電力供給
すると即時に前記接続装置２３の等価抵抗を得ることができる。前記等価抵抗に影響を与
える要因には、前記接続装置２３自体の抵抗および前記接続装置２３および前記正の電極
２１１もしくは前記負の電極２２１間の接触抵抗が含まれるため、前記等価抵抗により、
前記接続装置２３の組立品質を数値化した値で示すことができる。同様に、前記電池モジ
ュール検出装置１ａは更に、前記第１の線３１、前記第２の線３２、および前記第３の線
３３の等価抵抗を、前記電圧検出モジュール１２のその他の検出端子を介して即時に測定
することができる。計測した等価抵抗のうち急激に上昇しているものがある場合、線の接
触点に緩みもしくは経年劣化が発生したものがあることを意味する。
【００２５】
　前記電池モジュール検出装置１ａは、接触点間の等価抵抗を即時に測定するだけではな
く、保護機能を更に有する。詳細には、前記電池モジュール２ａが最初に使用もしくは設
置された際に、前記電池モジュール検出装置１ａは前記制御モジュール１３に電圧計測点
間の等価抵抗を記録させて、抵抗規定値を得ることができる。前記電池モジュール２ａが
前記負荷３に電力供給すると、前記制御モジュールは瞬間等価抵抗を順次演算し、前記抵
抗規定値および瞬間等価抵抗により品質基準値を演算する。前記品質基準値が閾値より大
きい場合、前記電池モジュール検出装置１ａは保護機能を起動して使用者に回路の異常を
警告する。例えば、前記品質基準値は前記瞬間等価抵抗を前記抵抗規定値で割った値でも
よく、規定閾値は１０に設定してもよい。演算された前記品質基準値が前記規定閾値より
大きい場合、前記瞬間等価抵抗が前記抵抗規定値の１０倍であることを意味する。したが
って前記電池モジュール検出装置１ａは、前記表示装置１４を介して使用者に警告、もし
くは前記電池モジュール２ａにより供給される電力を遮断することができる。
【００２６】
　本発明による電池モジュール検出装置の利点をより明確に説明するために、以下に定理
およびデータに基づいて説明する。図２を参照して、図２は、本発明の第２の実施の形態
による電池モジュール検出装置１ｂを示す。本実施の形態において、電池モジュール２ｂ
は、接続装置２６により直列接続される６個の電池ユニット２５により形成される。前記
電池ユニット２５により供給される電圧は３．３３ボルトである。前記接続装置２６が前
記電池ユニット２５上に適切に配置されると、各接続装置２６は０．２ｍΩの等価抵抗を
有する。
【００２７】
　前記負荷３を流れる電流が５０Ａである場合、電力方程式（Ｐ＝Ｉ×Ｖ）によれば、負
荷電流５０Ａ下で前記電池モジュール２ｂにより供給される総電力は、Ｐ２ｂ＝５０Ａ×
３．３３Ｖ×６＝９９９Ｗである。電力方程式（Ｐ＝Ｉ２×Ｒ）によれば、前記接続装置
２６は初期電力Ｐ２６＝５０Ａ×５０Ａ×０．２ｍΩ＝０．５Ｗを有する。前記接続装置
２６のうち１個に緩みもしくは経年劣化が発生した場合、その等価抵抗は１０倍の２ｍΩ
に上昇し、瞬間消費電力はＰ２６´＝５０Ａ×５０Ａ×２ｍΩ＝５Ｗとなる。この点から
すると、前記接続装置２６により増加する消費電力は４．５Ｗとなるが、増加率は前記電
池モジュール２ｂにより供給される総電力の０．４５％にすぎない。前記電池モジュール
２ｂが前記負荷３に電力を連続的に供給する場合、前記負荷３に対する非常に小さな電力
変化を検出することは難しい。しかしながら、等価抵抗の観測点を形成することにより、
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等価抵抗の上昇を１０倍した値により接続品質の変化を明確に示すことができる。
【００２８】
　図３を参照して、図３は、本発明の実施の形態による電池モジュール検出方法のフロー
チャートを示す。この方法は前記電池モジュール検出装置１ａに適用可能なため、以下に
おいて、前記電池モジュール検出装置１ａを例にして流れを説明する。
【００２９】
　図３に示すように、本発明による方法は以下の工程を含む。まず、前記電圧検出モジュ
ール１２の前記第１の検出端子１２４を前記正の電極２１１上に固定し、第２の検出端子
１２５を前記負の電極２２１上に固定して、２個の電圧検出点を形成する（工程Ｓ４０）
。次に、２個の保護抵抗器１２７を前記電圧検出モジュール１２および前記正の電極２１
１間、および前記電圧検出モジュール１２および前記負の電極２２１間でそれぞれ直列接
続して（工程Ｓ４１）、測定の際に発生する短絡による危険を防止する。次に、前記電圧
検出モジュール１２により前記正の電極２１１および前記負の電極２２１間の電圧差を測
定し（工程Ｓ４２）、前記分路１１により前記負荷３を流れる電流を測定する（工程Ｓ４
３）。その後、前記制御モジュール１３により、前記正の電極２１１および前記負の電極
２２１間の等価抵抗を前記測定した電圧差および電流に基づいて演算する（工程Ｓ４４）
。
【００３０】
　更に、前記制御モジュール１３により、前記等価抵抗および抵抗規定値に基づいて（工
程Ｓ４５）品質基準値を演算する（工程Ｓ４５）。前記抵抗規定値は、前記電池モジュー
ル２ａが非通電の状態で測定される、前記正の電極２１１および前記負の電極２２１間の
等価抵抗であってもよい。もしくは、前記抵抗規定値は、前記電池モジュール２ａが組立
てられ、通電した状態で前記電池モジュール検出装置１ａおよび検出方法により測定され
る等価抵抗であってもよい。前記品質基準値は例えば、前記抵抗規定値から前記等価抵抗
を引いた値であり、もしくは前記等価抵抗を前記抵抗規定値により割った値である。
【００３１】
　次に、前記制御モジュール１３により前記品質基準値および規定閾値を比較する（工程
Ｓ４６）。前記品質基準値が前記規定閾値より大きい場合、前記保護機能を起動する（工
程Ｓ４７）。実際には、前記電池モジュール検出装置１ａの前記保護機能は、前記表示装
置１４上で文字列もしくは画像として表示してもよく、もしくは前記電池モジュール検出
装置１ａの規定値ブザーにより警告を行ってもよい。更に、前記電池モジュール検出装置
１ａはまた、前記電池モジュール２ａにより供給される電力を遮断して、前記保護機能が
起動された後に回路を保護する遮断機能を有していてもよい。
【００３２】
　まず第一に、本発明による電池モジュール検出装置および電池モジュール検出方法によ
れば、電池モジュールにおける接続装置もしくは線の等価抵抗および負荷を、電池モジュ
ールの使用中に即時かつ動的に演算可能である。これにより、接続装置の接触抵抗を低抵
抗用オーム計では測定不可能であるという不都合を解決することができる。等価抵抗の変
化を計測することにより、電池モジュールの組立部材に緩みが発生したか、もしくは接触
抵抗が増大したかを効果的に計測することができる。本発明によれば、電気自動車用電池
、魚雷用電池、潜水艦用電池、もしくは電力供給源として電池パック（無停電電源装置の
電池パック等）を使用するその他のシステム等、どんな種類の電池でもリアルタイム検出
および計測することが可能である。本発明の電池モジュール検出装置によれば、電池モジ
ュール全体の状態を制御して電池モジュールが原因で発生する危険を防止し、これにより
電池モジュールの維持管理のコストを大幅に削減し、電池モジュールの安全性を向上する
ことができる。
【００３３】
　本発明は好ましい実施の形態を参照して図示および説明したが、本発明は当該実施の形
態の詳細に制限されるものではなく、添付の特許請求の範囲内で様々な改良を加えてもよ
いと理解されるものとする。
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