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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バッテリーパックに含まれた複数のバッテリーセルの電圧をバランシングできるように
それぞれのバッテリーセルと連結された複数のセルバランス回路と、
　前記セルバランス回路と対応するバッテリーセルの正極端子と負極端子との間にそれぞ
れ設けられた診断抵抗と、
　それぞれのバッテリーセルに対応するセルバランス回路の電圧差を測定する電圧測定部
と、
　診断対象セルバランス回路をオンまたはオフさせ、前記電圧測定部を通じて測定された
隣接するセルバランス回路の電圧差に対する変化パターンから前記診断対象セルバランス
回路の異常有無を判別する制御部とを備えてなることを特徴とする、セルバランス回路の
異常診断装置。
【請求項２】
　前記隣接するセルバランス回路の電圧差が、
　前記隣接するセルバランス回路の一端と対応するバッテリーセルの負極端子とが連結さ
れた低電位ノードと、前記隣接するセルバランス回路の他端と対応するバッテリーセルの
正極端子とが連結された高電位ノードとの間の電圧差であることを特徴とする、請求項１
に記載のセルバランス回路の異常診断装置。
【請求項３】
　前記セルバランス回路が、
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　対応するバッテリーセルの電圧を放電させる放電抵抗と、
　前記対応するバッテリーセルと前記放電抵抗とを連結／解除するセルバランススイッチ
とを備えてなり、
　前記制御部は前記セルバランススイッチのオン／オフを制御してバッテリーセルの電圧
をバランシングすることを特徴とする、請求項１に記載のセルバランス回路の異常診断装
置。
【請求項４】
　前記セルバランス回路が、放電電流と逆方向の電流が前記放電抵抗を通じて流れること
を制限するダイオードをさらに備えてなることを特徴とする、請求項３に記載のセルバラ
ンス回路の異常診断装置。
【請求項５】
　前記セルバランススイッチが、電界効果トランジスタであることを特徴とする、請求項
３に記載のセルバランス回路の異常診断装置。
【請求項６】
　前記制御部が、
　前記隣接するセルバランス回路をオフさせた状態で前記診断対象セルバランス回路をオ
ンまたはオフさせ、
　前記電圧測定部を通じて前記診断対象セルバランス回路がオンまたはオフされたとき、
前記隣接するセルバランス回路の電圧差を測定することを特徴とする、請求項１に記載の
セルバランス回路の異常診断装置。
【請求項７】
　前記制御部が、
　前記診断対象セルバランス回路がオン状態であるときの前記隣接するセルバランス回路
の電圧差がセル電圧より高く、前記診断対象セルバランス回路がオフ状態であるときの前
記隣接するセルバランス回路の電圧差がセル電圧と対応すれば、前記診断対象セルバラン
ス回路が正常であると判別することを特徴とする、請求項１または請求項６に記載のセル
バランス回路の異常診断装置。
【請求項８】
　前記制御部が、
　前記診断対象セルバランス回路がオン状態であるとき及びオフ状態であるときの前記隣
接するセルバランス回路の電圧差がセル電圧と対応すれば、前記診断対象セルバランス回
路に断線が発生したと判別することを特徴とする、請求項１または請求項６に記載のセル
バランス回路の異常診断装置。
【請求項９】
　前記制御部が、
　前記診断対象セルバランス回路がオン状態であるとき及びオフ状態であるときの前記隣
接するセルバランス回路の電圧差がセル電圧より高ければ、前記診断対象セルバランス回
路に短絡が発生したと判別することを特徴とする、請求項１または請求項６に記載のセル
バランス回路の異常診断装置。
【請求項１０】
　前記制御部が、
　前記セルバランス回路に含まれたセルバランススイッチの動作を制御するスイッチ制御
モジュールと、
　前記電圧測定部から出力されるアナログ電圧信号をデジタル電圧信号に変換するＡ／Ｄ
変換モジュールと、
　前記Ａ／Ｄ変換モジュールからデジタル電圧信号の入力を受けて前記セルバランス回路
の異常有無を判別する中央演算モジュールとを備えてなることを特徴とする、請求項１に
記載のセルバランス回路の異常診断装置。
【請求項１１】
　前記セルバランス回路に異常が生じたことを視覚的または聴覚的に出力する異常警報機
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をさらに備えてなり、
　前記制御部は、前記セルバランス回路に異常が生じた場合、前記異常警報機を通じて前
記セルバランス回路に異常が生じたことを視覚的または聴覚的に警報することを特徴とす
る、請求項１に記載のセルバランス回路の異常診断装置。
【請求項１２】
　請求項１～１１の何れか一項に記載のセルバランス回路の異常診断装置を含むバッテリ
ー管理システム。
【請求項１３】
　請求項１～１１の何れか一項に記載のセルバランス回路の異常診断装置を含むバッテリ
ー駆動装置。
【請求項１４】
　請求項１～１１の何れか一項に記載のセルバランス回路の異常診断装置を含むバッテリ
ーパック。
【請求項１５】
　バッテリーパックに含まれた複数のバッテリーセルの電圧をバランシングできるように
それぞれのバッテリーセルと連結された複数のセルバランス回路の異常を診断する方法に
おいて、
　診断対象セルバランス回路と隣接するセルバランス回路をオフさせた状態で前記診断対
象セルバランススイッチをオンさせ、前記隣接するセルバランス回路の電圧差を測定する
ステップと、
　前記隣接するセルバランス回路をオフさせた状態で前記診断対象セルバランススイッチ
をオフさせ、前記隣接するセルバランス回路の電圧差を測定するステップと、
　前記診断対象セルバランス回路がオンまたはオフされたときの前記隣接するセルバラン
ス回路の電圧差に対する変化パターンから前記診断対象セルバランス回路の異常有無を判
別するステップとを備えてなることを特徴とする、セルバランス回路の異常診断方法。
【請求項１６】
　前記セルバランス回路の異常有無を判別するステップが、
　前記診断対象セルバランス回路がオン状態で測定された前記隣接するセルバランス回路
の電圧差より前記診断対象セルバランス回路がオフ状態で測定された前記隣接するセルバ
ランス回路の電圧差が低い場合、前記診断対象セルバランス回路が正常であると判別する
ことを特徴とする、請求項１５に記載のセルバランス回路の異常診断方法。
【請求項１７】
　前記セルバランス回路の異常有無を判別するステップが、
　前記診断対象セルバランス回路がオン状態で測定された前記隣接するセルバランス回路
の電圧差と前記診断対象セルバランス回路がオフ状態で測定された前記隣接するセルバラ
ンス回路の電圧差がセル電圧と対応すれば、前記診断対象セルバランス回路に断線が発生
したと判別することを特徴とする、請求項１５に記載のセルバランス回路の異常診断方法
。
【請求項１８】
　前記セルバランス回路の異常有無を判別するステップが、
　前記診断対象セルバランス回路がオン状態で測定された前記隣接するセルバランス回路
の電圧差及び前記診断対象セルバランス回路がオフ状態で測定された前記隣接するセルバ
ランス回路の電圧差がセル電圧より高い場合、前記診断対象セルバランス回路に短絡が発
生したと判別することを特徴とする、請求項１５に記載のセルバランス回路の異常診断方
法。
【請求項１９】
　前記セルバランス回路に異常が生じたと判別された場合、前記セルバランス回路に異常
が生じたことを視覚的または聴覚的に警報するステップをさらに含むことを特徴とする、
請求項１５に記載のセルバランス回路の異常診断方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、セルバランス回路の異常診断装置及び方法に関し、より詳しくは、セルバラ
ンス回路に含まれたセルバランススイッチの異常有無を判別できるセルバランス回路の異
常診断装置及び方法に関する。
【０００２】
　本出願は、２０１０年３月５日出願の韓国特許出願第１０－２０１０－００１９９２４
号に基づく優先権を主張し、該当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】
　近年、化石エネルギーの枯渇と環境汚染の問題から化石エネルギーの代わりに電気エネ
ルギーを使用する電気自動車やハイブリッド自動車に対する関心が高くなっている。
【０００４】
　このような電気自動車やハイブリッド自動車が走行するためには、高出力を必要とする
駆動モーターを駆動させなければならない。そのために電気自動車やハイブリッド自動車
に使用されるバッテリーは、複数のバッテリーセルが直列で連結されたバッテリーパック
から出力される電気を電源として用いている。
【０００５】
　このようなバッテリーパックに含まれている複数のバッテリーセルは、安定性、寿命の
向上、及び高出力を得るためにそれぞれのバッテリーセルの電圧を均一に維持する必要が
ある。
【０００６】
　バッテリーパックに含まれたそれぞれのバッテリーセルの充電電圧を均一にバランシン
グする方法としては、電圧が相対的に低いバッテリーセルに充電電流を供給して電圧を上
昇させる方法、電圧が相対的に高いバッテリーセルを放電させて電圧を下降させる方法、
それぞれのバッテリーセルの電圧からバランシング目標電圧を決定し、目標電圧より電圧
の高いバッテリーセルは放電させ、目標電圧より電圧の低いバッテリーセルは充電させる
方法などが用いられていた。
【０００７】
　このようなセルバランス方法は、それぞれのバッテリーセルと連結されたセルバランス
回路によって具現される。セルバランス回路は、セルバランス動作の始めと終了を制御す
るスイッチング素子、及びバッテリーセルの電圧を放電させる放電抵抗を含む。
【０００８】
　しかし、セルバランス回路を用いてバッテリーセルのバランスを取る過程において、瞬
間的に過度な電流がセルバランス回路に流れ込むか、スイッチング素子に動作電圧以上の
過電圧が印加されるか、または放電抵抗を通じて過度な熱が発生するなどの異常状況が起
きれば、セルバランス回路に含まれた部品が短絡（ｓｈｏｒｔ）または断線（ｏｐｅｎ）
されて回路が正常に動作しないという問題が生じる。
【０００９】
　このような問題によってセルバランス回路が非正常的に動作すれば、該当回路に連結さ
れたバッテリーセルの電圧が他のバッテリーセルに比べて過度に高くなるか又は低くなる
ことで、バッテリーパックが爆発したり、バッテリーパックと連結された負荷の動作が急
に停止するなどの深刻な問題が引き起こされる恐れがある。
【００１０】
　このような問題を解決するためには、セルバランス回路の異常有無を診断できる別の診
断回路をセルバランス回路に組み込む必要がある。
【００１１】
　例えば、特許文献１には電界効果トランジスタ（ＦＥＴ）及び放電抵抗からなるセルバ
ランス回路、並びに前記電界効果トランジスタのソースとドレーンとの間に介在される抵
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抗をそれぞれのバッテリーセル毎に設け、相異なるレベルの基準電圧源が印加された２つ
の比較器を用いてソースとドレーンとの間の電圧差を抵抗を通じて測定し、測定された電
圧のレベル（ｈｉｇｈ、ｌｏｗ）によってセルバランス回路の異常有無を判別するセルバ
ランス回路の異常有無検出装置が開示されている。
【００１２】
　ところが、特許文献１は、セルバランス回路の異常有無を検出するため、診断回路とい
う別の回路構成を必要とし、それぞれの診断回路は２つの比較器をさらに必要とするため
、セルバランス回路の異常有無検出装置の製造コストが増加する問題点があった。また、
それぞれのセルに対応するセルバランス回路の異常有無を判別することは可能であるが、
全体セルバランス回路の異常が生じる場合には正確な異常原因を把握することができない
という問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開第２００７－０８５８４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、簡単な回路構成によってセルバラ
ンス回路の異常有無及び異常原因を正確に判別することができるセルバランス回路の異常
診断装置及び方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記の課題を達成するため、本発明の一態様によるセルバランス回路の異常診断装置は
、バッテリーパックに含まれた複数のバッテリーセルの電圧をバランシングできるように
それぞれのバッテリーセルと連結された複数のセルバランス回路と、前記セルバランス回
路と対応するバッテリーセルの正極端子と負極端子との間にそれぞれ設けられた診断抵抗
と、それぞれのバッテリーセルに対応するセルバランス回路の電圧差を測定する電圧測定
部と、診断対象セルバランス回路をオンまたはオフさせ、前記電圧測定部を通じて測定さ
れた隣接するセルバランス回路の電圧差に対する変化パターンから前記診断対象セルバラ
ンス回路の異常有無を判別する制御部と、を含む。
【００１６】
　望ましくは、前記隣接するセルバランス回路の電圧差は、前記隣接するセルバランス回
路の一端と対応するバッテリーセルの負極端子とが連結された低電位ノードと、前記隣接
するセルバランス回路の他端と対応するバッテリーセルの正極端子とが連結された高電位
ノードとの間の電圧差を意味する。
【００１７】
　望ましくは、前記セルバランス回路は、対応するバッテリーセルの電圧を放電させる放
電抵抗と、前記対応するバッテリーセルと前記放電抵抗とを連結／解除するセルバランス
スイッチとを含み、前記制御部は前記セルバランススイッチのオン／オフを制御してバッ
テリーセルの電圧をバランシングする。
【００１８】
　本発明によれば、前記セルバランス回路は放電電流と逆方向の電流が前記放電抵抗を通
じて流れることを制限するダイオードをさらに含む。
【００１９】
　本発明によれば、前記セルバランススイッチは電界効果トランジスター（ｆｉｅｌｄ 
ｅｆｆｅｃｔ ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ；ＦＥＴ）である。
【００２０】
　望ましくは、前記制御部は、前記隣接するセルバランス回路をオフさせた状態で前記診
断対象セルバランス回路をオンまたはオフさせ、前記電圧測定部を通じて前記診断対象セ
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ルバランス回路がオンまたはオフされたとき、前記隣接するセルバランス回路の電圧差を
測定する。
【００２１】
　本発明の一態様によれば、前記診断対象セルバランス回路がオン状態であるとき、前記
隣接するセルバランス回路の電圧差がセル電圧より高く、前記診断対象セルバランス回路
がオフ状態であるとき、前記隣接するセルバランス回路の電圧差がセル電圧と対応すれば
、前記診断対象セルバランス回路が正常であると判別する。
【００２２】
　また、本発明の一態様によれば、前記制御部は、前記診断対象セルバランス回路がオン
状態であるときとオフ状態であるとき、前記隣接するセルバランス回路の電圧差がセル電
圧と対応すれば、前記診断対象セルバランス回路に断線が発生したと判別する。
【００２３】
　さらに、本発明の一態様によれば、前記制御部は、前記診断対象セルバランス回路がオ
ン状態であるときとオフ状態であるとき、前記隣接するセルバランス回路の電圧差がセル
電圧より高ければ、前記診断対象セルバランス回路に短絡が発生したと判別する。
【００２４】
　上記の課題を達成するため、本発明の一態様によるセルバランス回路の異常診断装置は
、バッテリーパックに含まれた複数のバッテリーセルの電圧をバランシングできるように
それぞれのバッテリーセルと連結された複数のセルバランス回路、それぞれのバッテリー
セルに対応するセルバランス回路の電圧差を測定する電圧測定部と、最高電位側または最
低電位側のバッテリーセルとそれと対応するセルバランス回路との間に設けられた放電抵
抗と診断スイッチ、及び全体セルバランス回路がオンまたはオフされた状態で前記診断ス
イッチをオンまたはオフさせ、前記診断スイッチのオン状態とオフ状態で前記電圧測定部
を通じて測定された全体セルバランス回路の電圧差に対する変化パターンから全体セルバ
ランス回路の異常有無を診断する制御部を含む。
【００２５】
　本発明の一態様によれば、前記制御部は、前記全体セルバランス回路をオンさせた状態
で、前記診断スイッチをオンさせたときの前記全体セルバランス回路の電圧差と前記診断
スイッチをオフさせたときの前記全体セルバランス回路の電圧差が全体セル電圧と対応す
れば、前記全体セルバランス回路に断線が発生したと判別する。
【００２６】
　また、本発明の一態様によれば、前記制御部は、前記全体セルバランス回路をオフさせ
た状態で、前記診断スイッチをオンさせたときの前記全体セルバランス回路の電圧差より
前記診断スイッチをオフさせたときの前記全体セルバランス回路の電圧差が低ければ、前
記全体セルバランス回路に短絡が発生したと判別する。
【００２７】
　本発明によれば、前記制御部は、前記セルバランス回路に含まれたセルバランススイッ
チの動作を制御するスイッチ制御モジュールと、前記電圧測定部から出力されるアナログ
電圧信号をデジタル電圧信号に変換するＡ／Ｄ変換モジュールと、前記Ａ／Ｄ変換モジュ
ールからデジタル電圧信号の入力を受けて前記セルバランス回路の異常有無を判別する中
央演算モジュールと、を含む。
【００２８】
　選択的に、前記セルバランス回路に異常が生じたことを視覚的または聴覚的に出力する
異常警報機をさらに含み、前記制御部は、前記セルバランス回路に異常が生じた場合、前
記異常警報機を通じて前記セルバランス回路に異常が生じたことを視覚的または聴覚的に
警報する。
【００２９】
　本発明の課題は、上述したセルバランス回路の異常診断装置を含むバッテリー管理シス
テム、バッテリー駆動装置、またはバッテリーパックによって達成することができる。
【００３０】
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　上記の課題を達成するため、本発明の他の態様によるセルバランス回路の異常診断方法
は、バッテリーパックに含まれた複数のバッテリーセルの電圧をバランシングできるよう
にそれぞれのバッテリーセルと連結された複数のセルバランス回路の異常を診断する方法
において、診断対象セルバランス回路と隣接するセルバランス回路をオフさせた状態で前
記診断対象セルバランススイッチをオンさせ、前記隣接するセルバランス回路の電圧差を
測定するステップと、前記隣接するセルバランス回路をオフさせた状態で前記診断対象セ
ルバランススイッチをオフさせ、前記隣接するセルバランス回路の電圧差を測定するステ
ップと、前記診断対象セルバランス回路がオンまたはオフされたとき、前記隣接するセル
バランス回路の電圧差変化パターンから前記診断対象セルバランス回路の異常有無を判別
するステップと、を含む。
【００３１】
　上記の課題を達成するため、本発明の他の態様によるセルバランス回路の異常診断方法
は、バッテリーパックに含まれた複数のバッテリーセルの電圧をバランシングできるよう
にそれぞれのバッテリーセルと連結された複数のセルバランス回路と、最高電位側または
最低電位側のバッテリーセルとそれと対応するセルバランス回路との間に設けられた放電
抵抗及び診断スイッチを用いて全体セルバランス回路の異常を診断する方法において、全
体セルバランス回路をオンまたはオフさせた状態で前記診断スイッチをオンまたはオフさ
せたとき、前記全体セルバランス回路の電圧差を測定するステップと、前記診断スイッチ
をオンまたはオフさせたとき、前記全体セルバランス回路の電圧差変化パターンから前記
全体セルバランス回路の異常有無を判別するステップと、を含む。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明によれば、簡単な回路構成によってセルバランス回路の異常有無及び異常原因を
診断することができる。また、全体セルバランス回路が断線または短絡した場合にも、異
常原因を正確に判別することができる。したがって、セルバランス回路の異常によってバ
ッテリーや負荷に損傷が生じることを予め防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
　本明細書に添付される次の図面は、本発明の望ましい実施例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さらに理解させる役割をするため、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。
【図１】本発明の望ましい実施例によるセルバランス回路の異常診断装置を示した回路構
成図である。
【図２】本発明の望ましい実施例による制御部の構成を示したブロック図である。
【図３】本発明の望ましい実施例によるセルバランス回路の異常有無及び異常原因を判別
する方法を説明するための図である。
【図４】本発明の望ましい実施例によるセルバランス回路の異常有無及び異常原因を判別
する方法を説明するための図である。
【図５】本発明の望ましい実施例によるセルバランス回路の異常有無及び異常原因を判別
する方法を説明するための図である。
【図６】本発明の望ましい実施例によるセルバランス回路の異常を診断する方法を説明す
るためのフロー図である。
【図７】本発明の望ましい実施例による全体セルバランス回路の異常を診断する方法を説
明するためのフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　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通常的や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ずる意味及び概念で解釈されね
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ばならない。したがって、本明細書に記載された実施例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例に過ぎず、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。
【００３５】
　図１は、本発明の望ましい実施例によるセルバランス回路の異常診断装置を示した回路
構成図である。図１にはセルが３個である場合が例示されているが、本発明がセルの個数
によって限定されることはない。
【００３６】
　図１を参照すれば、本発明によるセルバランス回路の異常診断装置は、バッテリーパッ
ク１０に含まれた複数のバッテリーセルＶＢ１、ＶＢ２、ＶＢ３の電圧をバランシングで
きるようにそれぞれのバッテリーセルと連結された複数のセルバランス回路２０、前記セ
ルバランス回路２０とそれぞれのバッテリーセルＶＢ１、ＶＢ２、ＶＢ３の正極端子及び
負極端子との間にそれぞれ設けられた診断抵抗Ｒｍ、それぞれのバッテリーセルＶＢ１、
ＶＢ２、ＶＢ３に対応するセルバランス回路２０の電圧差を測定する電圧測定部３０、及
び前記電圧測定部３０を通じて測定された隣接するセルバランス回路２０の電圧差に対す
る変化パターンからセルバランス回路２０の異常有無を判別する制御部４０を含む。
【００３７】
　前記セルバランス回路２０は、制御部４０の制御に従ってそれぞれのバッテリーセルＶ
Ｂ１、ＶＢ２、ＶＢ３の電圧をバランシングするバッテリーパック１０の保護回路である
。
【００３８】
　前記セルバランス回路２０は、それぞれのバッテリーセルＶＢ１、ＶＢ２、ＶＢ３の正
極及び負極端子に連結された電圧測定ラインと並列で連結される。このとき、セルバラン
ス回路２０の一端とバッテリーセルＶＢ１、ＶＢ２、ＶＢ３の正極端子から延びた電圧測
定ラインと連結されたノードが高電位ノードＡであり、セルバランス回路２０の他端とバ
ッテリーセルＶＢ１、ＶＢ２、ＶＢ３の負極端子から延びた電圧測定ラインと連結された
ノードが低電位ノードＢである。また、セルバランス回路２０の電圧差は、前記高電位ノ
ードＡと低電位ノードＢとの間の電圧差を意味する。ここで、前記高電位ノードＡ及び低
電位ノードＢは、前記セルバランス回路２０と電圧測定ラインとが接続する相対的な地点
であって、例えば、第１セルＶＢ１の正極と接続して延びたセル電圧測定ラインとセルバ
ランス回路２０とが接続する地点は高電位ノードＡになり、該高電位ノードＡは再び、第
２セルＶＢ２の負極と接続して延びたセル電圧測定ラインとセルバランス回路２０とが接
続する地点では低電位ノードＢになる。
【００３９】
　前記セルバランス回路２０は、バッテリーセルＶＢ１、ＶＢ２、ＶＢ３のセル電圧を放
電させる放電抵抗Ｒｄ、及びバッテリーセルＶＢ１、ＶＢ２、ＶＢ３と放電抵抗Ｒｄとを
連結／解除するセルバランススイッチＳＷｂ１、ＳＷｂ２、ＳＷｂ３を含む。また、選択
的に、セルバランス回路２０の低電位ノードＢ側には放電電流と逆方向の電流が放電抵抗
Ｒｄを通じて流れることを制限するダイオードＤがさらに含まれ得る。ここで、前記セル
バランススイッチＳＷｂ１、ＳＷｂ２、ＳＷｂ３としては電界効果トランジスター（ＦＥ
Ｔ）を使用することが望ましい。電界効果トランジスターは、ソース端子、ドレーン端子
及びゲート端子を備え、ゲート端子には前記制御部４０の制御に従って駆動電圧が印加さ
れ、駆動電圧の印加によってセルバランス回路２０がオンされて前記放電抵抗Ｒｄを通じ
てセル電圧が放電する。
【００４０】
　前記診断抵抗Ｒｍは、セルバランススイッチＳＷｂ１、ＳＷｂ２、ＳＷｂ３の異常を診
断するために採用した構成要素であって、セル電圧が放電して放電抵抗Ｒｄを通じて放電
電流が流れるときと流れないときとのセルバランス回路２０の電圧差に変化を引き起こす
。すなわち、セルバランススイッチＳＷｂ１、ＳＷｂ２、ＳＷｂ３がオンされるか又はセ



(9) JP 5101748 B2 2012.12.19

10

20

30

40

50

ルバランススイッチＳＷｂ１、ＳＷｂ２、ＳＷｂ３が短絡すれば、矢印で示された放電ル
ーフを通じて放電電流が流れる。このとき、高電位ノードの電位は高電位ノード側の診断
抵抗Ｒｍに流れる放電電流によって放電電流が流れない場合に比べて減少し、低電位ノー
ドの電位は低電位ノード側の診断抵抗Ｒｍに流れる放電電流によって放電電流が流れない
場合に比べて上昇する。その結果、放電電流が流れるセルバランス回路２０のノード間の
電圧差は、放電電流が流れない場合より減少する。逆に、セルバランススイッチＳＷｂ１

、ＳＷｂ２、ＳＷｂ３がオフされるか又はセルバランススイッチＳＷｂ１、ＳＷｂ２、Ｓ
Ｗｂ３が断線すれば、放電ルーフに放電電流が流れないため、セルバランス回路２０のノ
ード間の電圧差はセル電圧と同じ電圧値を有する。放電ルーフに放電電流が流れなければ
、診断抵抗Ｒｍを通じて電圧が降下することなく、ノード間にセル電圧がそのまま印加さ
れるためである。
【００４１】
　前記電圧測定部３０は、セルバランス回路２０の異常を診断するため、前記制御部４０
の制御に従ってセルバランススイッチＳＷｂ１、ＳＷｂ２、ＳＷｂ３がオンまたはオフさ
れれば、セルバランス回路２０の高電位ノードＡと低電位ノードＢとの間の電圧差を測定
してアナログ電圧信号に出力する。
【００４２】
　望ましくは、前記電圧測定部３０は、それぞれのバッテリーセルＶＢ１、ＶＢ２、ＶＢ

３の電圧を周期的に測定するために通常使用する回路をそのまま用いる。この場合、セル
バランス回路２０の異常を診断するために別途の電圧測定部３０を設けなくても済むとい
う利点がある。
【００４３】
　図２は、本発明の望ましい実施例による制御部の構成をより具体的に示したブロック図
である。
【００４４】
　図２に示されたように、前記制御部４０はＡ／Ｄ変換モジュール４１、中央演算モジュ
ール４２、及びスイッチ制御モジュール４３を含む。
【００４５】
　前記Ａ／Ｄ変換モジュール４１は、電圧測定部３０から出力されるアナログ電圧信号を
デジタル電圧信号に変換して中央演算モジュール４２に出力する。前記アナログ電圧信号
は、それぞれのバッテリーセルＶＢ１、ＶＢ２、ＶＢ３のセル電圧に対応する信号、及び
セルバランス回路２０の電圧差に対応する電圧信号を含む。
【００４６】
　前記中央演算モジュール４２は、前記Ａ／Ｄ変換モジュール４１からデジタル電圧信号
の入力を受けてセルバランス回路２０の異常有無及び異常原因を判別する。すなわち、前
記中央演算モジュール４２は、診断対象セルバランス回路２０と隣接するセルバランス回
路２０の電圧差の変化パターンから診断対象セルバランス回路２０の異常有無及び異常原
因を判別する。
【００４７】
　前記スイッチ制御モジュール４３は、セルバランス回路２０に含まれたセルバランスス
イッチＳＷｂ１、ＳＷｂ２、ＳＷｂ３のオン／オフを制御する。
【００４８】
　本発明の望ましい実施例によるセルバランス回路の異常診断装置が、セルバランス回路
２０の異常有無及び異常原因を判別する過程を第２セルＶＢ２に該当するセルバランス回
路２０の異常診断過程を中心に説明すれば、次のようである。
【００４９】
　まず、前記制御部４０は、診断対象になる第２セルＶＢ２に隣接する第１セルＶＢ１及
び第３セルＶＢ３のセルバランススイッチＳＷｂ１、ＳＷｂ３をオフさせ、第２セルＶＢ

２のセルバランススイッチＳＷｂ２をオンさせる。その後、第１セルＶＢ１と第３セルＶ
Ｂ３に対応するセルバランス回路２０の電圧差を電圧測定部３０を通じて測定して保存す
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る。次いで、制御部４０は第２セルＶＢ２のセルバランススイッチＳＷｂ２をオフさせた
後、第１セルＶＢ１と第３セルＶＢ３に対応するセルバランス回路２０の電圧差を電圧測
定部３０を通じて測定して保存する。このとき、前記制御部４０は第２セルＶＢ２のセル
バランススイッチＳＷｂ２を異時的にオンまたはオフさせる。ここで、「異時的」とは、
時間間隔を置いてセルバランススイッチＳＷｂ２のオン／オフを制御することを意味し、
以下においても同様である。その後、制御部４０は第２セルＶＢ２のセルバランススイッ
チＳＷｂ２がオンまたはオフされるときの隣接するセルに対応するセルバランス回路２０
の電圧差の変化パターンを分析し、第２セルＶＢ２に対応するセルバランス回路２０の異
常有無及び異常原因を判別する。
【００５０】
＜ケース１：第２セルのセルバランス回路が正常である場合＞
　図３に示されたように、第２セルＶＢ２のセルバランススイッチＳＷｂ２がオンされれ
ば、隣接する第１セルＶＢ１及び第３セルＶＢ３に対応するセルバランス回路２０の電圧
差ＶＡＢはそれぞれのバッテリーセルの電圧Ｖ１、Ｖ３より上昇する。第２セルＶＢ２の
セルバランススイッチＳＷｂ２がオンされれば、第２セルＶＢ２の放電ルーフに放電電流
が流れるため、第１セルＶＢ１の高電位ノードの電位は上昇し、第３セルＶＢ３の低電位
ノードの電位は下降する。結果的に、第１セルＶＢ１及び第３セルＶＢ３に対応するセル
バランス回路２０の電圧差ＶＡＢがそれぞれのバッテリーセルの電圧Ｖ１、Ｖ３より上昇
する。そして、第２セルＶＢ２のセルバランススイッチＳＷｂ２がオフされれば、隣接す
る第１セルＶＢ１及び第３セルＶＢ３に対応するセルバランス回路２０の電圧差ＶＡＢは
それぞれのバッテリーセルのセル電圧Ｖ１、Ｖ３と同一になる。
【００５１】
　したがって、制御部は診断対象セルバランス回路がオン状態であるとき、隣接するセル
バランス回路の電圧差がセル電圧より高く、診断対象セルバランス回路がオフ状態である
とき、隣接するセルバランス回路の電圧差がセル電圧と対応すれば、診断対象セルバラン
ス回路が正常であると判別する。
【００５２】
＜ケース２：第２セルのセルバランス回路に短絡が発生した場合＞
　図４に示されたように、第２セルＶＢ２のセルバランススイッチＳＷｂ２が短絡してい
れば、セルバランススイッチＳＷｂ２のオンまたはオフと関係なく、放電ルーフを通じて
放電電流が流れる。その結果、第１セルＶＢ１と第３セルＶＢ３に対応するセルバランス
回路２０の電圧差ＶＡＢは、第２セルＶＢ２のセルバランススイッチＳＷｂ２のオンまた
はオフに係らず、それぞれのバッテリーセルの電圧Ｖ１、Ｖ３より高い電圧値を有する。
第２セルＶＢ２の放電ルーフを通じて放電電流が流れる場合、隣接するバッテリーセルに
対応するセルバランス回路２０の電圧差の上昇する理由は、ケース１で説明した通りであ
る。
【００５３】
　したがって、制御部は、診断対象セルバランス回路がオン状態であるとき及びオフ状態
であるときともに隣接するセルバランス回路の電圧差がセル電圧より高く、且つ、同じで
あれば、診断対象セルバランス回路に短絡が発生したと判別する。
【００５４】
＜ケース３：第２セルのセルバランス回路に断線が発生した場合＞
　図５に示されたように、第２セルＶＢ２のセルバランススイッチＳＷｂ２が断線した状
態であれば、セルバランススイッチＳＷｂ２がオンまたはオフされても放電ルーフに放電
電流が流れない。したがって、第１セルＶＢ１と第３セルＶＢ３に対応するセルバランス
回路２０の電圧差ＶＡＢは、第２セルＶＢ２のセルバランススイッチＳＷｂ２のオンまた
はオフと関係なく、それぞれのバッテリーセルのセル電圧Ｖ１、Ｖ３と同じ電圧値を有す
る。
【００５５】
　したがって、制御部は、診断対象セルバランス回路がオン状態であるとき及びオフ状態
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であるときともに隣接するセルバランス回路の電圧差がセル電圧と対応すれば、診断対象
セルバランス回路に断線が発生したと判別する。
【００５６】
　一方、セルバランス回路に断線が発生する場合には、セルバランススイッチの断線だけ
でなく、放電抵抗Ｒｄが断線した場合またはセルバランス回路内部の回路線路が断線した
場合が全て含まれる。このような場合にも診断対象セルバランス回路と隣接するセルバラ
ンス回路との電圧差の変化パターンは、図５に示された電圧差の変化パターンと同様の様
相を示すことは自明である。
【００５７】
　本発明によるセルバランス回路の異常診断装置は、全体セルバランス回路が短絡または
断線したとき、これを正確に診断できる追加的な回路構成をさらに含み得る。
【００５８】
　より具体的に、図１に示されたように、本発明によるセルバランス回路の異常診断装置
は、最低電位側に位置したバッテリーセルＶＢ１と連結されたセルバランス回路２０とこ
れと対応するバッテリーセルＶＢ１との間に設けられた放電抵抗Ｒｚ及び診断スイッチＳ
Ｗｚをさらに含み得る。なお、前記放電抵抗Ｒｚ及び診断スイッチＳＷｚが、最高電位側
に位置したバッテリーセルＶＢ３と連結されたセルバランス回路２０とこれと対応するバ
ッテリーセルＶＢ３との間に設けられ得ることも勿論である。
【００５９】
　本発明によるセルバランス回路の異常診断装置により全体セルバランス回路の異常有無
及び異常原因を判別する過程は、次のようである。
【００６０】
　まず、前記制御部４０は、全体セルバランススイッチＳＷｂ１、ＳＷｂ２、ＳＷｂ３を
オンさせた状態でそれぞれのバッテリーセルＶＢ１、ＶＢ２、ＶＢ３に対応するそれぞれ
のセルバランス回路２０の電圧差を前記電圧測定部３０を通じて測定し、測定されたそれ
ぞれの電圧差を合算して全体セルバランス回路２０の電圧差を１次的に算出する。その後
、全体セルバランススイッチＳＷｂ１、ＳＷｂ２、ＳＷｂ３をオンさせた状態で前記診断
スイッチＳＷｚをオンさせた後、この状態でそれぞれのバッテリーセルＶＢ１、ＶＢ２、
ＶＢ３に対応するそれぞれのセルバランス回路２０の電圧差を前記電圧測定部３０を通じ
て測定し、測定されたそれぞれの電圧差を合算して全体セルバランス回路２０の電圧差を
２次的に算出する。その後、前記制御部４０は、１次的に算出された全体セルバランス回
路の電圧差と２次的に算出された全体セルバランス回路の電圧差とが同じであるか否かを
判断し、もし同じであれば全体セルバランス回路に断線が発生したと判別する。
【００６１】
　逆に、前記制御部４０は全体セルバランススイッチＳＷｂ１、ＳＷｂ２、ＳＷｂ３をオ
フさせた状態でそれぞれのバッテリーセルＶＢ１、ＶＢ２、ＶＢ３に対応するそれぞれの
セルバランス回路２０の電圧差を前記電圧測定部３０を通じて測定し、測定されたそれぞ
れの電圧差を合算して全体セルバランス回路２０の電圧差を１次的に算出する。その後、
全体セルバランススイッチＳＷｂ１、ＳＷｂ２、ＳＷｂ３をオフさせた状態で前記診断ス
イッチＳＷｚをオンさせた後、この状態でそれぞれのバッテリーセルＶＢ１、ＶＢ２、Ｖ
Ｂ３に対応するそれぞれのセルバランス回路２０の電圧差を前記電圧測定部３０を通じて
測定し、測定されたそれぞれの電圧差を合算して全体セルバランス回路２０の電圧差を２
次的に算出する。その後、前記制御部４０は１次的に算出された全体セルバランス回路の
電圧差より２次的に算出された全体セルバランス回路の電圧差が小さいか否かを判断し、
もし小さければ全体セルバランス回路に短絡が発生したと判別する。
【００６２】
　全体セルバランス回路で断線が発生すると、放電抵抗Ｒｚ側に放電電流が流れないため
、１次的に算出された全体セルバランス回路の電圧差と２次的に算出された全体セルバラ
ンス回路の電圧差とが同一になる。逆に、全体セルバランス回路で短絡が発生すると、放
電抵抗Ｒｚ側に放電電流が流れ込むことで放電抵抗Ｒｚによる電圧降下効果が全体セルバ



(12) JP 5101748 B2 2012.12.19

10

20

30

40

50

ランス回路の電圧差に反映されるため、１次的に算出された全体セルバランス回路の電圧
差より２次的に算出された全体セルバランス回路の電圧差が低くなる。
【００６３】
　図２に示されたように、本発明によるセルバランス回路の異常診断装置は異常警報機５
０をさらに含み得る。この場合、前記制御部４０はセルバランス回路２０に異常が生じた
場合、異常が生じたことを異常警報機５０を通じて外部に知らせる。すなわち、前記制御
部４０は、セルバランス回路２０に異常があると判別した場合、異常発生信号を異常警報
機５０に伝達し、異常警報機５０を通じて視覚的または聴覚的に異常が生じたことを外部
に警報し得る。
【００６４】
　前記異常警報機５０は、ＬＥＤ、ＬＣＤ、アラーム警報機、またはこれらの組合せを含
む。この場合、前記異常発生信号が入力されれば、前記異常警報機５０はＬＥＤを点滅す
るか、ＬＣＤに警告メッセージを出力するか、またはアラームブザー音を鳴らし、ユーザ
にセルバランススイッチに異常が生じたことを警報し得る。前記ＬＥＤ、ＬＣＤ及びアラ
ーム警報機は、異常警報機５０の一例に過ぎず、他の変形された形態の視覚的または聴覚
的アラーム装置を異常警報機として採用できることは当業者には自明である。
【００６５】
　上述したセルバランス回路の異常診断は、一定周期で繰り返して行われても良く、ユー
ザの診断命令または制御部４０の制御アルゴリズムで自動的に発される診断命令に従って
行われても良い。
【００６６】
　また、上述した動作を行う制御部４０は、セルバランス回路の異常診断方法をプログラ
ム化したコードを実行可能なマイクロプロセッサーで構成しても良く、セルバランス回路
の異常診断方法の制御フローを論理回路として具現した注文型半導体チップ（ＡＳＩＣ）
で構成しても良いが、本発明がこれらに限定されることはない。
【００６７】
　上述した本発明によるセルバランス回路の異常診断装置は、バッテリーパックから電源
が供給されるバッテリーパック駆動装置に組み込んで使用し得る。
【００６８】
　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組み込んで使用し得る。
【００６９】
　他の例として、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を搭載した各種動力装置に組み込んで使用し得る。
【００７０】
　また、本発明によるセルバランス回路の異常診断装置は、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システ
ム（Ｂａｔｔｅｒｙ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｓｙｓｔｅｍ；ＢＭＳ）に組み込んで使用し
得る。
【００７１】
　さらに、本発明によるセルバランス回路の異常診断装置は、バッテリーパック内に組み
込んで使用し得る。
【００７２】
　図６は、本発明の望ましい実施例によるセルバランス回路の異常診断方法を説明するた
めに示したフロー図である。以下、セルバランス回路２０をオン／オフさせるとは、セル
バランス回路２０内に含まれたセルバランススイッチＳＷｂ１、ＳＷｂ２、ＳＷｂ３をオ
ン／オフさせることを意味する。
【００７３】
　まず、ステップＳ１１において、制御部は電圧測定部を通じてそれぞれのバッテリーセ
ルのセル電圧を測定して保存する。このとき、制御部はそれぞれのバッテリーセルに対応
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するセルバランス回路をオフさせる。
【００７４】
　ステップＳ１２において、制御部は診断対象セルバランス回路と隣接するセルバランス
回路をオフさせる。
【００７５】
　ステップＳ１３において、制御部は隣接するセルバランス回路をオフさせた状態で診断
対象セルバランス回路をオンさせ、隣接するセルバランス回路の電圧差を測定して保存す
る。
【００７６】
　ステップＳ１４において、制御部は隣接するセルバランス回路をオフさせた状態で診断
対象セルバランス回路をオフさせ、隣接するセルバランス回路の電圧差を測定して保存す
る。
【００７７】
　ステップＳ１５において、制御部は診断対象セルバランス回路がオンされたとき及びオ
フされたときの隣接するセルバランス回路の電圧差の変化パターンから診断対象セルバラ
ンス回路の異常有無及び異常原因を判別する。
【００７８】
　すなわち、制御部は、前記診断対象セルバランス回路がオンされたときに測定された隣
接するセルバランス回路の電圧差がセル電圧より高く、前記診断対象セルバランス回路が
オフされたときに測定された隣接するセルバランス回路の電圧差がセル電圧と対応すれば
、診断対象セルバランス回路が正常であると判別する。
【００７９】
　また、制御部は、前記診断対象セルバランス回路がオンされたとき及びオフされたとき
に測定された隣接するセルバランス回路の電圧差がセル電圧と対応すれば、診断対象セル
バランス回路に断線が発生したと判別する。
【００８０】
　また、制御部は、前記診断対象セルバランス回路がオンされたとき及びオフされたとき
に測定された隣接するセルバランス回路の電圧差がセル電圧より高くて変化がなければ、
診断対象セルバランス回路に短絡が発生したと判別する。
【００８１】
　ステップＳ１６において、制御部はセルバランス回路の異常有無の判別結果に応じてプ
ロセスを２元化させる。もし、診断対象セルバランス回路に異常が生じていないと判別さ
れれば、制御部はセルバランス回路の異常診断のためのプロセスを終了する。一方、診断
対象セルバランス回路に異常が生じたと判別されれば、制御部はプロセスをステップＳ１
７に移行する。ステップＳ１７において、診断対象セルバランス回路に異常が生じたこと
を異常警報機を通じてユーザに視覚的または聴覚的に警報する。
【００８２】
　上述したステップＳ１１ないしステップＳ１７は、それぞれのバッテリーセルに対応す
るセルバランス回路毎に行われても良い。また、セルバランス回路の異常診断は、一定周
期で繰り返されてもよく、ユーザの診断命令または制御部の制御アルゴリズムで自動的に
発される診断命令に従って実行されてもよいことは当業者には自明である。
【００８３】
　図７は、全体セルバランス回路の異常を診断する方法を説明するために示したフロー図
である。
【００８４】
　まず、ステップＳ２１において、制御部は全体セルバランス回路をオンさせて診断スイ
ッチをオフさせた状態で電圧測定部を通じてそれぞれのセルバランス回路の電圧差を測定
し、測定されたそれぞれの電圧差を合算して全体セルバランス回路の電圧差を１次的に算
出する。
【００８５】
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　ステップＳ２２において、制御部は全体セルバランス回路をオンさせた状態で診断スイ
ッチをオンさせて電圧測定部を通じてそれぞれのセルバランス回路の電圧差を測定し、測
定されたそれぞれの電圧差を合算して全体セルバランス回路の電圧差を２次的に算出する
。
【００８６】
　ステップＳ２３において、制御部は１次的に算出された全体セルバランス回路の電圧差
と２次的に算出された全体セルバランス回路の電圧差とを比べる。もし、２つの電圧差の
値が同じであれば、制御部は全体セルバランス回路に断線が発生したと判別する。
【００８７】
　ステップＳ２４において、制御部は全体セルバランス回路の異常診断結果に応じてプロ
セスを２元化させる。もし、全体セルバランス回路に断線が発生したと判別されれば、プ
ロセスをステップＳ２９に移行し、全体セルバランス回路に断線が発生したことを異常警
報機を通じてユーザに視覚的または聴覚的に知らせる。一方、全体セルバランス回路に断
線が発生していないと判別されれば、プロセスをステップＳ２５に移行する。
【００８８】
　次いで、ステップＳ２５において、制御部は診断スイッチをオフさせて全体セルバラン
ス回路をオフさせた状態で電圧測定部を通じてそれぞれのセルバランス回路の電圧差を測
定し、測定されたそれぞれの電圧差を合算して全体セルバランス回路の電圧差を１次的に
算出する。
【００８９】
　ステップＳ２６において、制御部は全体セルバランス回路をオフさせた状態で診断スイ
ッチをオンさせて電圧測定部を通じてそれぞれのセルバランス回路の電圧差を測定し、測
定されたそれぞれの電圧差を合算して全体セルバランス回路の電圧差を２次的に算出する
。
【００９０】
　ステップＳ２７において、制御部は１次的に算出された全体セルバランス回路の電圧差
と２次的に算出された全体セルバランス回路の電圧差とを比べる。もし、２次的に算出さ
れた全体セルバランス回路の電圧差が１次的に算出された全体セルバランス回路の電圧差
より小さければ、全体セルバランス回路に短絡が発生したと判別する。
【００９１】
　ステップＳ２８において、制御部は全体セルバランス回路の異常診断結果に応じてプロ
セスを２元化させる。もし、全体セルバランス回路に短絡が発生したと判別されれば、プ
ロセスをステップＳ２９に移行し、全体セルバランス回路に短絡が発生したことを異常警
報機を通じてユーザに視覚的または聴覚的に知らせる。一方、全体セルバランス回路に短
絡が発生していないと判別されれば、制御部は全体セルバランス回路の異常診断過程を終
了させる。
【００９２】
　本発明によるセルバランス回路の異常診断は、バッテリーパックの使用中に一定周期で
繰り返して行われても良く、ユーザの診断命令または制御部の制御アルゴリズムで自動的
に発される診断命令に従って行われても良いことは当業者には自明である。
【００９３】
　また、セルバランス回路の異常診断結果を異常警報機を通じて出力する構成は省かれて
も良い。この場合、制御部は異常診断結果及び異常原因をメモリーに保存することが望ま
しい。
【００９４】
　本発明は、セルバランス回路及び診断スイッチのオン／オフ順によって限定されず、実
施例に示されたセルバランス回路及び診断スイッチのオン／オフ順は本発明の技術的思想
の範囲内で変更することができる。
【００９５】
　以上、本発明を限定された実施例と図面によって説明したが、本発明はこれに限定され
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るものではなく、本発明が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。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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