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(57)【要約】
　本発明は、バッテリーパックを構成する多数のバッテ
リーセルを連結する導線のインピーダンスを考慮してバ
ッテリーセルの電圧を検出する方法及び装置を提供する
ことをその目的とする。
　本発明によれば、１つ以上のバッテリーセルが導線を
介して連結されるバッテリーパックのバッテリーセル電
圧の検出方法は、１つ以上のバッテリーセルそれぞれに
対し、前記導線のうち各バッテリーセルの電圧測定のた
めに電圧検出部と連結された部分から該当バッテリーセ
ルと連結された部分までの導線のインピーダンスを保存
するステップと、前記バッテリーパックの電流を検出す
るステップと、前記１つ以上のバッテリーセルそれぞれ
に対し、該当バッテリーセルに対応する導線のインピー
ダンスに前記電流を乗じて各バッテリーセルに対する補
正値を算出するステップと、前記１つ以上のバッテリー
セルの電圧をそれぞれ検出するステップと、前記１つ以
上のバッテリーセルの電圧それぞれを前記各バッテリー
セルに対する補正値に基づいて補正するステップと、を
含むことを特徴とする。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つ以上のバッテリーセルが導線を介して連結されるバッテリーパックのバッテリーセ
ル電圧の検出方法において、
　１つ以上のバッテリーセルそれぞれに対し、前記導線のうち各バッテリーセルの電圧測
定のために電圧検出部と連結された部分から該当バッテリーセルと連結された部分までの
導線のインピーダンスを保存するステップと、
　前記バッテリーパックの電流を検出するステップと、
　前記１つ以上のバッテリーセルそれぞれに対し、該当バッテリーセルに対応する導線の
インピーダンスに前記電流を乗じて各バッテリーセルに対する補正値を算出するステップ
と、
　前記１つ以上のバッテリーセルの電圧をそれぞれ検出するステップと、
　前記１つ以上のバッテリーセルの電圧それぞれを前記各バッテリーセルに対する補正値
に基づいて補正するステップと、を含むことを特徴とするバッテリーパックのバッテリー
セル電圧の検出方法。
【請求項２】
　前記バッテリーセルの補正は、
　前記バッテリーセルの充電または放電状態に応じて前記１つ以上のバッテリーセルの電
圧それぞれに前記各バッテリーセルに対する補正値を減算または加算することを特徴とす
る請求項１に記載のバッテリーパックのバッテリーセル電圧の検出方法。
【請求項３】
　前記バッテリーセルの充電または放電状態は、前記検出された電流に基づいて検出され
ることを特徴とする請求項２に記載のバッテリーパックのバッテリーセル電圧の検出方法
。
【請求項４】
　１つ以上のバッテリーセルが導線を介して連結されるバッテリーパックのバッテリーセ
ル電圧の検出装置において、
　前記１つ以上のバッテリーセルの電圧をそれぞれ検出する電圧検出部と、
　１つ以上のバッテリーセルそれぞれに対し、前記導線のうち各バッテリーセルの電圧測
定のために前記電圧検出部と連結された部分から該当バッテリーセルと連結された部分ま
での導線のインピーダンスを保存するメモリ部と、
　前記バッテリーパックの電流を検出する電流検出部と、
　前記１つ以上のバッテリーセルそれぞれに対し、該当バッテリーセルに対応する導線の
インピーダンスに前記電流を乗じて各バッテリーセルに対する補正値を算出し、前記１つ
以上のバッテリーセルの電圧それぞれを前記各バッテリーセルに対する補正値に基づいて
補正する制御部と、を含むことを特徴とするバッテリーパックのバッテリーセル電圧の検
出装置。
【請求項５】
　前記制御部は、
　前記バッテリーセルの充電または放電状態に応じて前記１つ以上のバッテリーセルの電
圧それぞれに前記各バッテリーセルに対する補正値を減算または加算して補正することを
特徴とする請求項４に記載のバッテリーパックのバッテリーセル電圧の検出装置。
【請求項６】
　前記制御部は、
　前記バッテリーパックの電流に基づいて前記バッテリーセルの充電または放電状態を検
出することを特徴とする請求項５に記載のバッテリーパックのバッテリーセル電圧の検出
装置。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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　（技術分野）
　本発明はバッテリー管理システムに関し、より詳しくは、バッテリーパックを構成する
多数のバッテリーセルを連結する導線のインピーダンスを考慮してバッテリーセルの電圧
を検出する方法及び装置に関する。
【０００２】
　（背景技術）
　一般に、バッテリー管理システムにおいて、バッテリーセルに対する電圧及び電流の検
出はそれぞれ別に行われ、それら検出の精度を高めるための努力が続けられている。
【０００３】
　特に、前記バッテリーセルの電流検出技術はハードウェアにアルゴリズムが付け加えら
れ精度が向上しているが、前記バッテリーセルの電圧検出技術はハードウェア技術の開発
のみに留まっているのが実情である。
【０００４】
　前記バッテリー管理システムにおいて、最も重要なファクターは正確な電流検出による
バッテリー残存容量の算出である。前記残存容量は放電終了電圧の近くで容量補償が行わ
れ、このような補償の時期は基準電圧によって決定されるため、バッテリーセルの正確な
電圧検出はバッテリー残存容量の算出に必須のものである。
【０００５】
　従来のバッテリー管理システムの構成を図１を参照して説明する。
【０００６】
　図１を参照すれば、従来のバッテリー管理システムは、複数のバッテリーセルＣ１、Ｃ
２、Ｃ３を直列または並列で連結して構成したバッテリーパック、前記バッテリーパック
を構成する複数のバッテリーセルＣ１、Ｃ２、Ｃ３の電圧を検出する電圧検出部１０１、
前記バッテリーパックを通じて流れる充／放電電流を検出する抵抗１０２、前記抵抗１０
２の両端に流れる電流を検出する電流検出部１０３、前記電圧検出部１０１と電流検出部
１０３を通じて検出された電圧及び電流を累算して制御する制御部１０４、前記制御部１
０４と外部器機間の通信を担当する通信部１０５から構成される。前記電圧検出部１０１
、電流検出部１０３、制御部１０４、通信部１０５はワンチップ化された燃料ゲージング
ＩＣに含まれる。
【０００７】
　直列に接続された複数のバッテリーパックの正極（＋）は電源出力端子のうちプラス端
子Ｂ＋と接続され、負極（－）は電源出力端子のうちマイナス端子（Ｂ－）と接続される
。また、前記バッテリーパックの正極（＋）、負極（－）、及び前記バッテリーパックを
構成する複数のバッテリーセルＣ１、Ｃ２、Ｃ３の間の接点は電圧検出部１０１とそれぞ
れ接続される。
【０００８】
　前記電圧検出部１０１は、直列に接続された複数のバッテリーセルＣ１、Ｃ２、Ｃ３の
それぞれの接点に接続され、該バッテリーセルを連結する導線のインピーダンスを考慮せ
ず、それぞれの接点間の電圧を検出する。従って、電圧検出部１０１が測定した電圧には
前記導線のインピーダンスによる電圧の降下／上昇値程度の誤差が含まれる。
【０００９】
　このように、従来は、バッテリーセルを連結する導線のインピーダンスを考慮せずに電
圧を検出することによって、前記導線のインピーダンスによる誤差が含まれる問題があっ
た。
【００１０】
　このような誤差は、実際にバッテリーの残存容量算出の精度を低下させ、バッテリーパ
ックの使用期間の短縮や非正常的な保護動作の原因になった。
【００１１】
さらに、前述した誤差はバッテリーパックに流れる電流が増加するほど大きくなる問題が
あった。
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【００１２】
　（発明の開示）
　本発明は、前述した従来の問題点を克服するためのものであり、バッテリーパックを構
成する多数のバッテリーセルを連結する導線のインピーダンスを考慮してバッテリーセル
の電圧を検出する方法及び装置を提供することをその目的とする。
【００１３】
　上記目的を達成して従来技術の問題点を解決するための本発明によれば、１つ以上のバ
ッテリーセルが導線を介して連結されるバッテリーパックのバッテリーセル電圧の検出方
法は、１つ以上のバッテリーセルそれぞれに対し、前記導線のうち各バッテリーセルの電
圧測定のために電圧検出部と連結された部分から該当バッテリーセルと連結された部分ま
での導線のインピーダンスを保存するステップと、前記バッテリーパックの電流を検出す
るステップと、前記１つ以上のバッテリーセルそれぞれに対し、該当バッテリーセルに対
応する導線のインピーダンスに前記電流を乗じて各バッテリーセルに対する補正値を算出
するステップと、前記１つ以上のバッテリーセルの電圧をそれぞれ検出するステップと、
前記１つ以上のバッテリーセルの電圧それぞれを前記各バッテリーセルに対する補正値に
基づいて補正するステップと、を含むことを特徴とする。
【００１４】
　そして、１つ以上のバッテリーセルが導線を介して連結されるバッテリーパックのバッ
テリーセル電圧の検出装置は、前記１つ以上のバッテリーセルの電圧をそれぞれ検出する
電圧検出部と、１つ以上のバッテリーセルそれぞれに対し、前記導線のうち各バッテリー
セルの電圧測定のために前記電圧検出部と連結された部分から該当バッテリーセルと連結
された部分までの導線のインピーダンスを保存するメモリ部と、前記バッテリーパックの
電流を検出する電流検出部と、前記１つ以上のバッテリーセルそれぞれに対し、該当バッ
テリーセルに対応する導線のインピーダンスに前記電流を乗じて各バッテリーセルに対す
る補正値を算出し、前記１つ以上のバッテリーセルの電圧それぞれを前記各バッテリーセ
ルに対する補正値に基づいて補正する制御部と、を含むことを特徴とする。
【００１５】
　（発明を実施するための最良の形態）
　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。
【００１６】
　図２は、本発明の望ましい実施例によるバッテリー管理システムの構成図である。
【００１７】
　前記バッテリー管理システム２００に備えられるバッテリーパックは第１ないし第３バ
ッテリーセルＢＣ１～ＢＣ３から構成され、第１ないし第３バッテリーセルＢＣ１～ＢＣ
３は第１ないし第４導線Ａ１～Ａ４を介して直列に連結される。また、前記バッテリーパ
ックの主電流は、第１ないし第３バッテリーセルＢＣ１～ＢＣ３及び第１ないし第４導線
Ａ１～Ａ４を通じて流れる。
【００１８】
　第１導線Ａ１は、第１バッテリーセルＢＣ１の正極（＋）と電圧検出部２０２の第１端
子と連結される。前記第１端子と第１導線Ａ１は第１リード線で連結され、前記第１リー
ド線にはバッテリーパックの主電流が流れないので、前記第１リード線によるインピーダ
ンスは考慮しなくても良い。
【００１９】
　第２導線Ａ２は、第１バッテリーセルＢＣ１の負極（－）と第２バッテリーセルＢＣ２
の正極（＋）間に連結される。特に、第２導線Ａ２と第１バッテリーセルＢＣ１の負極（
－）の連結地点は電圧検出部２０２の第２端子と第２リード線で連結され、前記第２リー
ド線にはバッテリーパックの主電流が流れないので、前記第２リード線によるインピーダ
ンスは考慮しなくても良い。
【００２０】
　第３導線Ａ３は、第２バッテリーセルＢＣ２の負極（－）と第３バッテリーセルＢＣ３
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＋）の連結地点は電圧検出部２０２の第３端子と第３リード線で連結され、前記第３リー
ド線にはバッテリーパックの主電流が流れないので、前記第３リード線によるインピーダ
ンスは考慮しなくても良い。
【００２１】
　第４導線Ａ４は、第３バッテリーセルＢＣ３と電圧検出部２０２の第４端子と連結され
る。前記第４端子と第４導線Ａ４は第４リード線で連結され、前記第４リード線にはバッ
テリーパックの主電流が流れないので、前記第４リード線によるインピーダンスは考慮し
なくても良い。
【００２２】
　第１バッテリーセルＢＣ１に対して電圧検出部２０２は、第１導線Ａ１の終端部分と第
１バッテリーセルＢＣ１の負極間の電圧を測定する。この場合、第１バッテリーセルＢＣ
１の電圧には、第１導線Ａ１のインピーダンスによる電圧降下または上昇が考慮されなけ
ればならない。
【００２３】
　また、第２バッテリーセルＢＣ２に対して電圧検出部２０２は、第１バッテリーセルＢ
Ｃ１の負極と第３バッテリーセルＢＣ２の正極間の電圧を測定する。この場合、第２バッ
テリーセルＢＣ２の電圧には、第２導線Ａ２及び第３導線Ａ３のインピーダンスによる電
圧降下または上昇が考慮されなければならない。
【００２４】
　また、第３バッテリーセルＢＣ３に対して電圧検出部２０２は、第３バッテリーセルＢ
Ｃ３の正極と第４導線Ａ４の終端部分間の電圧を測定する。この場合、第３バッテリーセ
ルＢＣ３の電圧には、第４導線Ａ４のインピーダンスによる電圧降下または上昇が考慮さ
れなければならない。
【００２５】
　このように、電圧検出部２０２は第１ないし第３バッテリーＢ１～Ｂ３の電圧を検出し
、その結果を制御部２０４に提供する。
【００２６】
　電流検出部２０３は電流検出抵抗２０２を通じて流れる電流を検出し、その結果を制御
部２０４に提供する。
【００２７】
　制御部２０４は、電圧検出部２０２及び電流検出部２０３を通じて測定されたバッテリ
ーセルの電圧測定値及び電流測定値に基づいてバッテリーパック制御のための各種情報を
生成する。特に、本発明の望ましい実施例によれば、制御部２０４はメモリ部２０６に保
存された第１ないし第３バッテリーＢＣ１～ＢＣ３にそれぞれ対応する導線のインピーダ
ンス測定値を用いてバッテリーセルの電圧測定値を補正する。
【００２８】
　通信部２０５は外部器機と制御部２０４間の通信を担当し、特に、前記第１ないし第３
バッテリーＢＣ１～ＢＣ３にそれぞれ対応する導線のインピーダンス測定値の入力を受け
て制御部２０４に提供する。
【００２９】
　メモリ部２０６は制御部２０４の処理プログラムを含む多様な情報を保存し、特に、本
発明の望ましい実施例によれば、表１に示したように第１ないし第３バッテリーＢＣ１～
ＢＣ３にそれぞれ対応する導線のインピーダンス測定値を保存する。
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【表１】

【００３０】
　表１によれば、第１インピーダンスＩｍｐｅｄａｎｃｅ＿Ｖｏｌｔａｇｅ＿Ｂ１は第１
導線Ａ１のインピーダンスであり、第２インピーダンスＩｍｐｅｄａｎｃｅ＿Ｖｏｌｔａ
ｇｅ＿Ｂ２は第２導線Ａ２及び第３導線Ａ３のインピーダンスの和であり、第３インピー
ダンスＩｍｐｅｄａｎｃｅ＿Ｖｏｌｔａｇｅ＿Ｂ３は第４導線Ａ４のインピーダンスの和
である。
【００３１】
　ここで、前記第１ないし第３バッテリーセルＢＣ１～ＢＣ３に対応する第１インピーダ
ンスＩｍｐｅｄａｎｃｅ＿Ｖｏｌｔａｇｅ＿Ｂ１、第２インピーダンスＩｍｐｅｄａｎｃ
ｅ＿Ｖｏｌｔａｇｅ＿Ｂ２、及び第３インピーダンスＩｍｐｅｄａｎｃｅ＿Ｖｏｌｔａｇ
ｅ＿Ｂ３は、ミリオームメータ（図示せず）を通じて測定され、通信部２０５を通じて制
御部２０４に提供され、制御部２０４は前記インピーダンスをメモリ部２０６に保存する
。
【００３２】
　また、前述した電圧検出部２０２、電流検出部２０３、制御部２０４、通信部２０５、
メモリ部２０６は、ワンチップ化された燃料ゲージングＩＣに含まれることができる。
【００３３】
　以下、前記バッテリー管理装置に適用可能なバッテリーセル電圧の測定方法を図３のフ
ロー図を参照して説明する。
【００３４】
　制御部２０４は、電圧検出部２０２を通じてバッテリーパックを構成する第１ないし第
３バッテリーセルＢＣ１～ＢＣ３の電圧を測定する。前記測定された電圧は表２に示した
ようであり、これはメモリ部２０６に一時的に保存される（ステップ３００）。
【表２】

【００３５】
　その後、制御部２０４は電流検出部２０３を通じてバッテリーパックの電流を測定し（
ステップ３０２）、メモリ部２０６に予め保存された第１ないし第３バッテリーセルＢＣ
１～ＢＣ３に対応する第１ないし第３インピーダンスＩｍｐｅｄａｎｃｅ＿Ｖｏｌｔａｇ
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ｅ＿Ｂ１、Ｉｍｐｅｄａｎｃｅ＿Ｖｏｌｔａｇｅ＿Ｂ２、Ｉｍｐｅｄａｎｃｅ＿Ｖｏｌｔ
ａｇｅ＿Ｂ３を読み出す（ステップ３０４）。
【００３６】
　次いで、制御部２０４は電流検出部２０３を通じて検出された電流値にメモリ部２０６
に保存された第１ないし第３バッテリーセルＢＣ１～ＢＣ３に対応する第１ないし第３イ
ンピーダンスＩｍｐｅｄａｎｃｅ＿Ｖｏｌｔａｇｅ＿Ｂ１、Ｉｍｐｅｄａｎｃｅ＿Ｖｏｌ
ｔａｇｅ＿Ｂ２、Ｉｍｐｅｄａｎｃｅ＿Ｖｏｌｔａｇｅ＿Ｂ３をそれぞれ乗じて、第１な
いし第３バッテリーセルＢＣ１～ＢＣ３それぞれに対する補正値を生成する。ここで、前
記補正値の生成は数式１による。
　（数式１）
　第１インピーダンス（Ｉｍｐｅｄａｎｃｅ＿Ｖｏｌｔａｇｅ＿Ｂ１）×電流
　＝第１バッテリーセルＢＣ１に対する補正値
　第２インピーダンス（Ｉｍｐｅｄａｎｃｅ＿Ｖｏｌｔａｇｅ＿Ｂ２）×電流
　＝第２バッテリーセルＢＣ２に対する補正値
　第３インピーダンス（Ｉｍｐｅｄａｎｃｅ＿Ｖｏｌｔａｇｅ＿Ｂ３）×電流
　＝第３バッテリーセルＢＣ３に対する補正値
【００３７】
　前記数式１によって補正値の生成が完了すると、制御部２０４は電流検出部２０３を通
じて検出した電流値に基づき充電状態であるかまたは放電状態であるかをチェックする（
ステップ３０８）。
【００３８】
　前記電流値に基づいてチェックした結果、放電状態であれば、制御部２０４は測定され
た第１ないし第３バッテリーセルＢＣ１～ＢＣ３の電圧それぞれに算出された第１バッテ
リーセルＢＣ１に対する補正値、第２バッテリーセルＢＣ２に対する補正値、第３バッテ
リーセルＢＣ３に対する補正値を加算して、第１ないし第３バッテリーセルＢＣ１～ＢＣ
３に対する最終電圧を算出する（ステップ３１０）。ここで、最終バッテリーセル電圧の
生成式は下記数式２のようになる。
　（数式２）
　第１バッテリーセルＢＣ１の測定電圧（Ｒｅａｌ＿Ｖｏｌｔａｇｅ＿Ｂ１）＋第１バッ
テリーセルＢＣ１の補正値＝第１バッテリーセルＢＣ１の最終電圧（Ｃｏｒｒｅｃｔｉｏ
ｎ＿Ｖｏｌｔａｇｅ＿Ｂ１）
　第２バッテリーセルＢＣ２の測定電圧（Ｒｅａｌ＿Ｖｏｌｔａｇｅ＿Ｂ２）＋第２バッ
テリーセルＢＣ２の補正値＝第２バッテリーセルＢＣ２の最終電圧（Ｃｏｒｒｅｃｔｉｏ
ｎ＿Ｖｏｌｔａｇｅ＿Ｂ２）
　第３バッテリーセルＢＣ３の測定電圧（Ｒｅａｌ＿Ｖｏｌｔａｇｅ＿Ｂ３）＋第３バッ
テリーセルＢＣ３の補正値＝第３バッテリーセルＢＣ３の最終電圧（Ｃｏｒｒｅｃｔｉｏ
ｎ＿Ｖｏｌｔａｇｅ＿Ｂ３）
【００３９】
　前述したステップ３０８で前記電流値に基づいてチェックした結果、充電状態であれば
、制御部２０４は測定された第１ないし第３バッテリーセルＢＣ１～ＢＣ３の電圧それぞ
れから算出された第１バッテリーセルＢＣ１に対する補正値、第２バッテリーセルＢＣ２
に対する補正値、第３バッテリーセルＢＣ３に対する補正値を減算して第１ないし第３バ
ッテリーセルＢＣ１～ＢＣ３に対する最終電圧を算出する。ここで、充電時の最終バッテ
リーセル電圧の生成式は下記数式３のようになる。
　（数式３）
　第１バッテリーセルＢＣ１の測定電圧（Ｒｅａｌ＿Ｖｏｌｔａｇｅ＿Ｂ１）－第１バッ
テリーセルＢＣ１の補正値＝第１バッテリーセルＢＣ１の最終電圧（Ｃｏｒｒｅｃｔｉｏ
ｎ＿Ｖｏｌｔａｇｅ＿Ｂ１）
　第２バッテリーセルＢＣ２の測定電圧（Ｒｅａｌ＿Ｖｏｌｔａｇｅ＿Ｂ２）－第２バッ
テリーセルＢＣ２の補正値＝第２バッテリーセルＢＣ２の最終電圧（Ｃｏｒｒｅｃｔｉｏ
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　第３バッテリーセルＢＣ３の測定電圧（Ｒｅａｌ＿Ｖｏｌｔａｇｅ＿Ｂ３）－第３バッ
テリーセルＢＣ３の補正値＝第３バッテリーセルＢＣ３の最終電圧（Ｃｏｒｒｅｃｔｉｏ
ｎ＿Ｖｏｌｔａｇｅ＿Ｂ３）
【００４０】
　前述したように、本発明はバッテリーセルを連結する導線のインピーダンスによる電圧
降下または上昇を考慮してバッテリーセルの電圧を補正することで、バッテリーセルの電
圧を正確に測定することができるようにする。
【００４１】
　本発明の実施例は多様なコンピューターで具現される動作を行うためのプログラム命令
を含むコンピューター可読媒体を含む。前記コンピューター可読媒体は、プログラム命令
、データファイル、データ構造などを単独または組み合わせて含むことができる。前記媒
体のプログラム命令は、本発明のために特別に設計されて構成されたものであるか、また
はコンピューターソフトウェア当業者に公知されて使用可能なものであり得る。
【００４２】
　（産業上の利用可能性）
　前述したように、本発明はバッテリーパックを構成する多数のバッテリーセルを連結す
る導線のインピーダンスを考慮してバッテリーセルの電圧を検出することで、バッテリー
の残存容量の測定などバッテリー管理のための各種情報を推定するときに、推定値の信頼
性が向上する利点がある。
【００４３】
　以上、本発明を限定された実施例及び図面によって説明したが、本発明は前述した実施
例に限定されることなく、本発明が属する分野で通常の知識を持った者にとっては、特許
請求の範囲の技術的思想の範囲内で多様な修正及び変形が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】従来のバッテリー管理システムの構成図である。
【図２】本発明の望ましい実施例によるバッテリー管理システムの構成図である。
【図３】本発明の望ましい実施例によるバッテリーセルの電圧検出方法のフロー図である
。
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【手続補正書】
【提出日】平成19年1月9日(2007.1.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つ以上のバッテリーセルが導線を介して連結されるバッテリーパックのバッテリーセ
ル電圧の検出方法において、
　１つ以上のバッテリーセルそれぞれに対し、各バッテリーセルの電圧測定地点の間に存
在するインピーダンスを保存するステップと、
　前記バッテリーパックの電流を検出するステップと、
　前記１つ以上のバッテリーセルそれぞれに対し、該当バッテリーセルに対応する導線の
インピーダンスに前記電流を乗じて各バッテリーセルに対する電圧補正値を算出するステ
ップと、
　前記１つ以上のバッテリーセルの電圧をそれぞれ検出するステップと、
　充電時には各バッテリーセルの電圧に該当する電圧補正値を減算し、放電時には各バッ
テリーセルの電圧に該当する電圧補正値を加算するようにして、前記１つ以上のバッテリ
ーセルの電圧それぞれを前記各バッテリーセルに対する電圧補正値に基づいて補正するス
テップと、を含むことを特徴とするバッテリーパックのバッテリーセル電圧の検出方法。
【請求項２】
　前記バッテリーセルの充電または放電状態は、前記検出された電流に基づいて検出され
ることを特徴とする請求項１に記載のバッテリーパックのバッテリーセル電圧の検出方法
。
【請求項３】
　１つ以上のバッテリーセルが導線を介して連結されるバッテリーパックのバッテリーセ
ル電圧の検出装置において、
　前記１つ以上のバッテリーセルの電圧をそれぞれ検出する電圧検出部と、
　１つ以上のバッテリーセルそれぞれに対し、各バッテリーセルの電圧測定地点の間に存
在するインピーダンスが保存されているメモリ部と、
　前記バッテリーパックの電流を検出する電流検出部と、
　前記１つ以上のバッテリーセルそれぞれに対し、該当バッテリーセルに対応する導線の
インピーダンスに前記電流を乗じて各バッテリーセルに対する電圧補正値を算出し、充電
時には各バッテリーセルの電圧に該当する電圧補正値を減算し、放電時には各バッテリー
セルの電圧に該当する電圧補正値を加算して前記１つ以上のバッテリーセルの電圧それぞ
れを前記各バッテリーセルに対する電圧補正値に基づいて補正するする制御部と、を含む
ことを特徴とするバッテリーパックのバッテリーセル電圧の検出装置。
【請求項４】
　前記制御部は、
　前記バッテリーパックの電流に基づいて前記バッテリーセルの充電または放電状態を検
出することを特徴とする請求項３に記載のバッテリーパックのバッテリーセル電圧の検出
装置。
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【要約の続き】
　さらに、１つ以上のバッテリーセルが導線を介して連結されるバッテリーパックのバッテリーセル電圧の検出装置
は、前記１つ以上のバッテリーセルの電圧をそれぞれ検出する電圧検出部と、１つ以上のバッテリーセルそれぞれに
対し、前記導線のうち各バッテリーセルの電圧測定のために前記電圧検出部と連結された部分から該当バッテリーセ
ルと連結された部分までの導線のインピーダンスを保存するメモリ部と、前記バッテリーパックの電流を検出する電
流検出部と、前記１つ以上のバッテリーセルそれぞれに対し、該当バッテリーセルに対応する導線のインピーダンス
に前記電流を乗じて各バッテリーセルに対する補正値を算出し、前記１つ以上のバッテリーセルの電圧それぞれを前
記各バッテリーセルに対する補正値に基づいて補正する制御部と、を含むことを特徴とする。
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