
JP 4171742 B2 2008.10.29

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つ以上のバッテリセルが直列接続されたバッテリセル群と；
　センシングワイヤにより，前記各バッテリセルの負極および正極と接続されて，各バッ
テリセルの電圧を感知するセル電圧感知部と；
　前記バッテリセル群の正極または負極の一側端子と外部端子との間の大電流ラインに直
列接続されたスイッチ部と；
　前記バッテリセルが過充電状態であるか，センシングワイヤが断線した場合における前
記セル電圧感知部から信号の入力を受けて，前記スイッチ部をオフさせるような所定の制
御信号を出力する制御部と；
を含み，
　前記セル電圧感知部は，
　各バッテリセルの負極および正極間に，センシングワイヤを介して前記バッテリセルに
並列接続された少なくとも１つの分圧抵抗と；
　前記各バッテリセルに並列接続された分圧抵抗における電圧値に応じた信号を出力する
比較器と；
を備え，
　前記各分圧抵抗は直列接続され，前記各分圧抵抗の抵抗値の値は並列接続されるバッテ
リセルごとに異なることを特徴とする，バッテリパックの保護回路。
【請求項２】
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　前記セル電圧感知部は，
　前記分圧抵抗に連結された基準電圧源と；
　入力端子は前記分圧抵抗および基準電圧源と接続され，出力端子は前記制御部に連結さ
れた比較器と；
を含むことを特徴とする，請求項１に記載のバッテリパックの保護回路。
【請求項３】
　前記セル電圧感知部は，
　前記各バッテリセルの負極に接続された基準電圧源と；
　前記各基準電圧源は非反転端子に接続され，前記各分圧抵抗は反転端子に接続され，前
記非反転端子に印加される電圧に比べて反転端子に印加される電圧が大きい場合，反転信
号を制御部に出力する比較器と；
を含むことを特徴とする，請求項１に記載のバッテリパックの保護回路。
【請求項４】
　前記比較器は，バッテリセルに接続されたセンシングワイヤが断線した場合，反転信号
を制御部に出力することを特徴とする，請求項３に記載のバッテリパックの保護回路。
【請求項５】
　前記制御部は，前記セル電圧感知部から反転信号が入力された場合，前記スイッチ部が
オフされるような制御信号を，前記スイッチ部に出力することを特徴とする，請求項１に
記載のバッテリパックの保護回路。
【請求項６】
　前記バッテリセルと外部端子との間の大電流ラインには，前記バッテリセルに流れる電
流を感知する電流感知部が直列接続されることを特徴とする，請求項１に記載のバッテリ
パックの保護回路。
【請求項７】
　前記スイッチ部は，充電ＦＥＴ素子および放電ＦＥＴ素子が直列で接続され，前記各素
子のゲートには，制御部の出力信号が入力されることを特徴とする，請求項１に記載のバ
ッテリパックの保護回路。
【請求項８】
　前記スイッチ部の充電ＦＥＴ素子は，バッテリセルが過充電状態である場合，制御部の
出力信号によりオフされることを特徴とする，請求項７に記載のバッテリパックの保護回
路。
【請求項９】
　前記スイッチ部の充電ＦＥＴ素子は，センシングワイヤが断線した場合，制御部の出力
信号によりオフされることを特徴とする，請求項７に記載のバッテリパックの保護回路。
【請求項１０】
　前記スイッチ部は，セルフコントロールプロテクタおよび前記セルフコントロールプロ
テクタを作動させるＦＥＴ素子からなることを特徴とする，請求項１に記載のバッテリパ
ックの保護回路。
【請求項１１】
　前記セルフコントロールプロテクタは，少なくとも１つ以上のフューズがバッテリセル
と外部端子との間の大電流ラインに直列接続されており，前記フューズ間には前記フュー
ズに熱を与えるコイルが接続されており，前記コイルはＦＥＴ素子を経由してバッテリセ
ルに接続され，前記ＦＥＴ素子のゲートは前記制御部の出力信号が入力されることを特徴
とする，請求項１０に記載のバッテリパックの保護回路。
【請求項１２】
　前記制御部は，バッテリセルの過充電またはセンシングワイヤが断線した場合，所定の
制御信号を前記ＦＥＴ素子のゲートに出力し，前記所定の制御信号は，前記セルフコント
ロールプロテクタのコイルに電流を流し，フューズを断線させるような制御信号であるこ
とを特徴とする，請求項１１に記載のバッテリパックの保護回路。
【請求項１３】
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　前記スイッチ部は，セルフコントロールプロテクタおよび前記セルフコントロールプロ
テクタを作動させるＦＥＴ素子を更に含むことを特徴とする，請求項７に記載のバッテリ
パックの保護回路。
【請求項１４】
　前記セル電圧感知部は，前記制御部と集積回路上に一体形成されることを特徴とする，
請求項１に記載のバッテリパックの保護回路。
【請求項１５】
　前記セル電圧感知部は，前記制御部と分離した集積回路として具現されることを特徴と
する，請求項１に記載のバッテリパックの保護回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は，バッテリパックの保護回路に関し，より詳しくは，バッテリセルの過充電を
防止できるバッテリパックの保護回路に関する。
【背景技術】
【０００２】
　１つのバッテリセルだけでは容量や電圧が充分でないため，これをノートブックＰＣ（
Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）などの電源として使用するのは困難であることが
一般に知られている。したがって，このようなノートブックＰＣなどの電源には，複数の
バッテリセルが直列および／または並列で接続されたバッテリセル装置またはバッテリパ
ックが使用される。
【０００３】
　上述したようなバッテリパックは，バッテリセルの充放電状態を制御し，また過充電や
過放電により発生する各種危険を防止する保護回路が組立てられる。併せて，このような
保護回路には各バッテリセルの電圧を感知するためにセンシングワイヤが接続される。
【０００４】
　例えば，３個のバッテリセルが直列接続されている場合，４個のセンシングワイヤが必
要である。すなわち，第１バッテリセルの負極に接続されて最低の電圧を感知する第１ワ
イヤ，第１バッテリセルの正極と第２バッテリセルの負極との間に接続されて第１バッテ
リセルの最大電圧（または，第２バッテリセルの最低電圧）を感知する第２ワイヤ，第２
バッテリセルの正極と第３バッテリセルの負極との間に接続されて第２バッテリセルの最
大電圧（または，第３バッテリセルの最低電圧）を感知する第３ワイヤ，第３バッテリセ
ルの正極に接続されて最大電圧を感知する第４ワイヤからなっている。
【０００５】
　また，このような回路構成において，第１バッテリセルの電圧は第１ワイヤと第２ワイ
ヤにより，第２バッテリセルの電圧は第２ワイヤと第３ワイヤにより，第３バッテリセル
の電圧は第３ワイヤと第４ワイヤにより感知される。
【０００６】
　したがって，各バッテリセルに対する電圧を全て感知することによって，全バッテリセ
ルの過充電だけでなく，ある特定のバッテリセルの過充電状態も感知することができる。
このような過充電状態が感知された場合，充電は直ちに中止される。
【０００７】
　ところが，このような従来の保護回路には特定のセンシングワイヤが断線した際，ある
特定のバッテリセルの過充電状態を感知できる手段または方法が含まれていない問題があ
る。例えば，第２ワイヤが断線した際，第１ワイヤおよび第４ワイヤにより全バッテリセ
ルの総電圧は感知できるが，第１バッテリセルのみの電圧を独立して感知できない。すな
わち，第１ワイヤおよび第３ワイヤにより第１バッテリセルおよび第２バッテリセルの合
わせられた電圧の平均値が感知されるだけである。
【０００８】
　このような場合，例えば，第１バッテリセルが過充電状態であるにも関わらず，第２バ
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ッテリセルと合わせられた電圧が感知されるので，第１バッテリセルの過充電状態が正確
に分らない。したがって，第１バッテリセルは過充電され続け，第１バッテリセルが爆発
したり，火災に繋がったりする危険がある。さらに，第２バッテリセルの電圧も正確に感
知できないので，第２バッテリセルの過充電も防止できなくなる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は，上記問題点に鑑みてなされたものであって，本発明の目的は，バッテリセル
の電圧を感知するセンシングワイヤの断線の可否を感知すると共に，大電流の流れを遮断
してバッテリセルの過充電が防止できるバッテリパックの保護回路を提供することである
。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するために，本発明のある観点によれば，少なくとも１つ以上のバッテ
リセルが直列接続されたバッテリセル群と；センシングワイヤにより，上記各バッテリセ
ルの負極および正極と接続されて，各バッテリセルの電圧を感知するセル電圧感知部と；
上記バッテリセル群の正極または負極の一側端子と外部端子との間の大電流ラインに直列
接続されたスイッチ部と；上記バッテリセルが過充電状態であるか，センシングワイヤが
断線した場合における上記セル電圧感知部から信号の入力を受けて，上記スイッチ部をオ
フさせるような所定の制御信号を出力する制御部と；を含むことを特徴とする，バッテリ
パックの保護回路が提供される。
【００１１】
　上記セル電圧感知部は，バッテリセルに接続された分圧抵抗と；上記分圧抵抗に連結さ
れた基準電圧源と；上記分圧抵抗および基準電圧源と入力端子が接続され，出力端は上記
制御部に連結された比較器と；を含むとしてもよい。
【００１２】
　上記セル電圧感知部は，各バッテリセルの負極および正極間に，センシングワイヤを介
して上記バッテリセルに並列接続された少なくとも１つの分圧抵抗と；上記各バッテリセ
ルの負極に接続された基準電圧源と；上記各基準電圧源は非反転端子に接続され，上記各
分圧抵抗は反転端子に接続され，上記非反転端子に印加される電圧に比べて反転端子に印
加される電圧が大きい場合，反転信号を制御部に出力する比較器と；を含むとしてもよい
。
【００１３】
　上記各バッテリセルに並列接続された分圧抵抗の抵抗値は，各バッテリセルに対応する
分圧抵抗ごとに異なるように設定されるとしてもよい。係る構成により，センシングワイ
ヤが断線した場合，各分圧抵抗に印加される電圧が変化するため，センシングワイヤの断
線を感知することができる。
【００１４】
　上記比較器は，バッテリセルに接続されたセンシングワイヤが断線した場合，反転信号
を制御部に出力するとしてもよい。係る構成により，バッテリセルの過充電が感知されず
に充電され続けることを回避できる。
【００１５】
　上記制御部は，上記セル電圧感知部から反転信号が入力された場合，上記スイッチ部に
制御信号を出力して，上記スイッチ部がオフされるようにするとしてもよい。
【００１６】
　上記バッテリセルと外部端子との間の大電流ラインには，上記バッテリセルに流れる電
流を感知する電流感知部が直列接続されるとしてもよい。係る構成において，電流感知部
は各バッテリセルに過充電電流が印加されることを防止するよう作用する。
【００１７】
　上記スイッチ部は，充電ＦＥＴ素子および放電ＦＥＴ素子が直列で接続され，上記各素
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子のゲートには，制御部の出力信号が入力されるとしてもよい。
【００１８】
　上記スイッチ部の充電ＦＥＴ素子は，バッテリセルが過充電状態である場合，制御部の
出力信号によりオフされるとしてもよい。係る構成により，バッテリセルの放電が制限さ
れることなく，充電のみを制限することができる。
【００１９】
　上記スイッチ部の充電ＦＥＴ素子は，センシングワイヤが断線した場合，制御部の出力
信号によりオフされるとしてもよい。係る構成により，過充電状態を検知できない状態と
なった場合，その時点で充電を制限することができる。
【００２０】
　上記スイッチ部は，セルフコントロールプロテクタおよび上記セルフコントロールプロ
テクタを作動させるＦＥＴ素子からなるとしてもよい。
【００２１】
　上記セルフコントロールプロテクタは，少なくとも１つ以上のフューズがバッテリセル
と外部端子との間の大電流ラインに直列接続されており，上記フューズ間には上記フュー
ズに熱を与えるコイルが接続されており，上記コイルはＦＥＴ素子を経由してバッテリセ
ルに接続され，上記ＦＥＴ素子のゲートは上記制御部の出力信号が入力されるとしてもよ
い。
【００２２】
　上記制御部は，バッテリセルの過充電またはセンシングワイヤが断線した場合，所定の
制御信号を上記ＦＥＴ素子のゲートに出力し，上記所定の制御信号は，上記セルフコント
ロールプロテクタのコイルに電流を流し，フューズを断線させるような制御信号であると
してもよい。
【００２３】
　上記スイッチ部は，セルフコントロールプロテクタと，上記セルフコントロールプロテ
クタを作動させるＦＥＴ素子とを更に含むとしてもよい。
【００２４】
　上記セル電圧感知部は，上記制御部と集積回路上に一体形成されるとしてもよい。
【００２５】
　上記セル電圧感知部は，上記制御部と分離した集積回路として具現されるとしてもよい
。
【発明の効果】
【００２６】
　上述のように，本発明に係るバッテリパックの保護回路は，各バッテリセルの電圧を感
知するセンシングワイヤの断線の可否を正確に感知し，このようなセンシングワイヤが断
線した場合，大電流の流れを直ちに中断させることによって，特定のバッテリセルの過充
電現状が抑制できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　以下に添付図面を参照しながら，本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお，本明細書および図面において，実質的に同一の機能構成を有する構成要素について
は，同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００２８】
　図１に示すように，本実施形態によるバッテリパックの保護回路１００は，１つのバッ
テリセル１１１，１１２，１１３と，上記各バッテリセル１１１，１１２，１１３の電圧
を感知するセル電圧感知部１２０と，大電流ラインに直列接続されたスイッチ部１３０と
，所定のバッテリセル１１１，１１２，１１３が過充電状態になったりまたはバッテリセ
ル１１１，１１２，１１３に接続されたセンシングワイヤｗ１，ｗ２，ｗ３，ｗ４が断線
したりすると，上記セル電圧感知部１２０からの入力信号を受け，上記スイッチ部１３０
を作動させて大電流の流れを遮断する制御部１４０とを含む。
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【００２９】
　ここで，図面には３個のバッテリセル１１１，１１２，１１３のみを図示したが，これ
は一例に過ぎない。すなわち，本実施形態は少なくとも１つ，例えば２個のバッテリセル
または４個以上のバッテリセルにもそのまま適用可能である。また，本実施形態では，上
記バッテリセル１１１，１１２，１１３が外部端子（Ｐ＋，Ｐ－）（すなわち，正極端子
および負極端子）に接続されており，充電電流を感知するための電流感知部１５０も大電
流ラインに直列接続されている。
【００３０】
　図２に示すように，第１バッテリセル１１１，第２バッテリセル１１２および第３バッ
テリセル１１３は直列に接続されている。また，第１バッテリセル１１１の負極には第１
センシングワイヤｗ１が，第１バッテリセル１１１の正極と第２バッテリセル１１２の負
極との間には第２センシングワイヤｗ２が，第２バッテリセル１１２の正極と第３バッテ
リセル１１３の負極との間には第３センシングワイヤｗ３が，第３バッテリセル１１３の
正極には第４センシングワイヤｗ４がそれぞれ接続されている。
【００３１】
　上記第１センシングワイヤｗ１および第２センシングワイヤｗ２により第１バッテリセ
ル１１１の電圧が感知され，第２センシングワイヤｗ２および第３センシングワイヤｗ３
により第２バッテリセル１１２の電圧が感知され，第３センシングワイヤｗ３および第４
センシングワイヤｗ４により第３バッテリセル１１３の電圧が感知される。
【００３２】
　セル電圧感知部１２０は，複数の分圧抵抗Ｒ１～Ｒ６および複数の比較器１２１，１２
２，１２３からなっている。すなわち，第１バッテリセル１１１には並列に分圧抵抗Ｒ１
，Ｒ２が接続されており，このうちの分圧抵抗Ｒ１は接地端に接続されている。また，上
記接地端を通じて基準電圧（Ｖｒｅｆ）が提供されており，上記基準電圧（Ｖｒｅｆ）は
比較器１２１の非反転端子に接続されている。さらに，上記分圧抵抗Ｒ１とＲ２との間に
は，上記比較器１２１の反転端子が接続されている。
【００３３】
　したがって，上記第１バッテリセル１１１の充電電圧が所定値より高い場合，すなわち
上記分圧抵抗Ｒ１に印加される電圧（ＶＲ１）が基準電圧（Ｖｒｅｆ）より高い場合には
，上記比較器１２１が反転信号を制御部１４０に出力する。上記反転信号を入力されるこ
とにより，上記制御部１４０は，上記第１バッテリセル１１１が過充電状態であることを
感知することになる。同様に，上記第２バッテリセル１１２には分圧抵抗Ｒ３，Ｒ４およ
び他の比較器１２２が接続されて上記のような作動をし，また第３バッテリセル１１３に
も分圧抵抗Ｒ５，Ｒ６および又別の比較器１２３が接続されて上記のような作動をするこ
とになる。
【００３４】
　ここで，分圧抵抗Ｒ１，Ｒ２と，Ｒ３，Ｒ４と，Ｒ５，Ｒ６とには，各々異なる抵抗値
を設定するとしてもよく，これに対する理由は後述する。
【００３５】
　上記セル電圧感知部１２０は上記制御部１４０と共に１つの集積回路で具現されてもよ
く，上記制御部１４０の外部に別途の集積回路で具現されるとしてもよい。すなわち，上
記セル電圧感知部１２０はアナログ回路であり，上記制御部１４０は論理回路であるが，
１つの半導体チップにアナログ信号処理部および論理信号処理部を各々設計して形成して
もよく，アナログ回路はアナログ回路同士，そして，論理回路は論理回路同士分割して別
途の半導体チップに形成してもよい。
【００３６】
　次に，スイッチ部１３０は第３バッテリセル１１３の正極および外部正極端子（Ｐ＋）
間の大電流ラインに接続されている。より詳しくは，上記スイッチ部１３０は充電ＦＥＴ
素子１３１および放電ＦＥＴ素子１３２からなるとしてもよい。また，上記充電ＦＥＴ素
子１３１および放電ＦＥＴ素子１３２は各々寄生ダイオードが形成されており，各素子の
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ゲートは，制御部１４０の信号を入力受けるようになっている。ここで，上記充電ＦＥＴ
素子１３１はバッテリセルの過充電時にオフされ，放電ＦＥＴ素子１３２はバッテリセル
の過放電時にオフされる。
【００３７】
　併せて，上記スイッチ部１３０はセルフコントロールプロテクタ（ｓｅｌｆ　ｃｏｎｔ
ｒｏｌ　ｐｒｏｔｅｃｔｏｒ）を更に含むことができる。すなわち，上記セルフコントロ
ールプロテクタは大電流ラインに直列接続されたフューズ（ｆｕｓｅ）１３３と，上記フ
ューズ１３３を溶断させるためのコイル１３４と，上記コイル１３４に電流を流すための
ＦＥＴ素子１３５とからなるとしてもよい。上記ＦＥＴ素子１３５のゲートも上記制御部
１４０の出力信号を入力される。
【００３８】
　このようなセルフコントロールプロテクタも上記制御部１４０がＦＥＴ素子１３５に所
定の電気的信号を出力すれば，コイル１３４に大電流が流れ，これに伴って発生する熱に
よりフューズ１３３が溶断される。
【００３９】
　一方，上記制御部１４０は通常の集積回路，ロジック回路またはマイクロコンピュータ
であることができる。このような制御部１４０は上記セル電圧感知部１２０からバッテリ
セル１１１，１１２，１１３の過充電情報が入力されるか，または，センシングワイヤｗ
１，ｗ２，ｗ３，ｗ４の断線信号が入力される際，上記スイッチ部１３０を作動させるこ
とによって，各バッテリセル１１１，１１２，１１３の過充電状態を防止する役割をする
。
【００４０】
　さらに，上記制御部１４０は大電流ラインに直列に接続された電流感知部１５０の信号
を入力受けることができる。したがって，上記制御部１４０は上記電流感知部１５０によ
り過充電電流がバッテリセル１１１，１１２，１１３に印加されないようにスイッチ部１
３０を作動させる。一例として，上記電流感知部１５０は抵抗素子であって，その抵抗値
は把握できるので，両端の電圧を感知することにより，その抵抗素子を通過する電流が計
算できる。
【００４１】
　このような構成をなす本実施形態によるバッテリパックの保護回路１００において，特
定のバッテリセルが過充電状態である場合および特定のセンシングワイヤが断線状態時で
ある場合の動作を説明すれば次の通りである。
【００４２】
　例えば，第１バッテリセル１１１が過充電状態になったと仮定する。すると，上記第１
バッテリセル１１１に並列して接続された分圧抵抗Ｒ１にはＶＲ１＝［Ｒ１／（Ｒ１＋Ｒ
２）］＊ＶＢ１の電圧が印加され，この値は比較器１２１の反転端子に入力される。ここ
で，上記ＶＢ１は第１バッテリセル１１１の電圧である。一方，上記比較器１２１の非反
転端子には基準電圧（Ｖｒｅｆ）が印加されている状態である。ここで，上記基準電圧（
Ｖｒｅｆ）は，第１バッテリセル１１１の過充電電圧より低い値で設定されている。
【００４３】
　ところが，上記のように，第１バッテリセル１１１が過充電状態になれば，上記分圧抵
抗Ｒ１に印加される電圧（ＶＲ１）は上記基準電圧（Ｖｒｅｆ）より高まる。したがって
，比較器１２１は状態反転信号を制御部１４０に出力する。
【００４４】
　すると，上記制御部１４０はスイッチ部１３０を作動させる。例えば，上記制御部１４
０が充電ＦＥＴ素子１３１のゲートに所定信号を印加することによって，充電ＦＥＴ素子
１３１はオフされる。上記充電ＦＥＴ素子１３１には，充電電流に対して逆方向に寄生ダ
イオードが形成されているので，大電流の流れは直ちに中断される。
【００４５】
　一方，上記充電ＦＥＴ素子１３１が上記動作をせず，続けてバッテリセル１１１，１２
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，１１３に充電電流が流れる場合がある。すなわち，充電ＦＥＴ素子１３１が故障を起こ
した場合である。このような状態で，制御部１４０は別のＦＥＴ素子１３５のゲートに所
定信号を出力することによって，セルフコントロールプロテクタを作動させる。すなわち
，コイル１３４に所定電流が流れるようにすることで，上記コイル１３４から発生する熱
によりフューズ１３３が溶断されるようにする。
【００４６】
　換言すれば，上記セルフコントロールプロテクタは，充電ＦＥＴ素子１３１が正常に作
動しない際に作動して大電流の流れを遮断する役割を有する。なお，上記充電ＦＥＴ素子
１３１は可逆的に作動するが，上記セルフコントロールプロテクタは非可逆的に作動する
。
【００４７】
　一方，上記第１バッテリセル１１１の正極に接続された第２センシングワイヤｗ２の断
線前の分圧抵抗Ｒ１に印加される第１バッテリセル１１１の電圧を計算すれば下記の通り
である。ここで，分圧抵抗Ｒ１，Ｒ２の抵抗値は４ＫΩ，分圧抵抗Ｒ３，Ｒ４の抵抗値は
３ＫΩ，分圧抵抗Ｒ５，Ｒ６の抵抗値は２ＫΩであり，第１バッテリセル１１１および第
２バッテリセル１１２の電圧は各々４Ｖ，基準電圧（Ｖｒｅｆ）は２．１Ｖと仮定する。
【００４８】
　すると，ＶＲ１＝［Ｒ１／（Ｒ１＋Ｒ２）］＊ＶＢ１によりＶＲ１＝［４／（４＋４）
］＊４＝２Ｖとなる。すなわち，分圧抵抗Ｒ１に印加される第１バッテリセル１１１の電
圧は第２センシングワイヤｗ２の断線前には約２Ｖである。したがって，このような断線
前の電圧（２Ｖ）は基準電圧（Ｖｒｅｆ）より低い値であるので，比較器１２１は制御部
１４０に反転信号を出力しない。
【００４９】
　ところが，第２センシングワイヤｗ２が断線すれば，上記分圧抵抗Ｒ１には第１バッテ
リセル１１１および第２バッテリセル１１２が合わせられた電圧が印加される。
【００５０】
　これを計算式で表現すれば，ＶＲ１＝［Ｒ１／（Ｒ１＋Ｒ２＋Ｒ３＋Ｒ４）］＊（ＶＢ
１＋ＶＢ２）となる。ここで，ＶＢ２は第２バッテリセル１１２の電圧である。したがっ
て，分圧抵抗Ｒ１に印加される電圧は，ＶＲ１＝［４／（４＋４＋３＋３）］＊（４＋４
）＝２．２８Ｖとなる。
【００５１】
　上記のように，第２センシングワイヤｗ２が断線した場合には，比較器１２１の反転端
子に断線する前の電圧（２Ｖ）より高い電圧（２．２８Ｖ）が入力される。したがって，
上記第２センシングワイヤｗ２の断線時に入力される電圧（２．２８Ｖ）は基準電圧（Ｖ
ｒｅｆ）より大きい値になることによって，上記比較器１２１はあたかも第１バッテリセ
ル１１１が過充電状態である場合と同様に反転信号を制御部１４０に出力する。
【００５２】
　すると，上記制御部１４０はスイッチ部１３０，すなわち，充電ＦＥＴ素子１３１また
はセルフコントロールプロテクタを作動させることによって，充電動作を停止させ，本実
施形態によるバッテリパックの保護回路作動が完了する。
【００５３】
　他の例として，上記第２バッテリセル１１２の正極に接続された第３センシングワイヤ
ｗ３の断線前の分圧抵抗Ｒ３に印加される第２バッテリセル１１２の電圧を計算すれば下
記の通りである。
【００５４】
　すなわち，ＶＲ３＝［Ｒ３／（Ｒ３＋Ｒ４）］＊ＶＢ２によりＶＲ３＝［３／（３＋３
）］＊４＝２Ｖとなる。すなわち，分圧抵抗Ｒ３に印加される第２バッテリセル１１２の
電圧は第３センシングワイヤｗ３の断線前には２Ｖである。したがって，このような断線
前の電圧（２Ｖ）は基準電圧（Ｖｒｅｆ）より低い値であるので，比較器１２２は制御部
１４０に反転信号を出力しない。
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【００５５】
　ところが，第３センシングワイヤｗ３が断線すれば上記分圧抵抗Ｒ３には第２バッテリ
セル１１２および第３バッテリセル１１３が合わせられた電圧が印加される。
【００５６】
　これを計算式で表現すれば，ＶＲ３＝［Ｒ３／（Ｒ３＋Ｒ４＋Ｒ５＋Ｒ６）］＊（ＶＢ
２＋ＶＢ３）となる。ここで，ＶＢ３は第３バッテリセル１１３の電圧である。したがっ
て，分圧抵抗Ｒ３に印加される電圧はＶＲ３＝［３／（３＋３＋２＋２）］＊（４＋４）
＝２．４Ｖとなる。
【００５７】
　上記のように，第３センシングワイヤｗ３が断線した場合には比較器１２２の反転端子
に断線する前の電圧（２Ｖ）より高い電圧（２．４Ｖ）が入力される。したがって，上記
第３センシングワイヤｗ３の断線時に入力される電圧（２．４Ｖ）は基準電圧（Ｖｒｅｆ
）より大きい値になることによって，上記比較器１２２はあたかも第２バッテリセル１１
２が過充電状態である場合と同様に反転信号を制御部１４０に出力することになる。
【００５８】
　すると，上記制御部１４０はスイッチ部１３０，すなわち，充電ＦＥＴ素子１３１また
はセルフコントロールプロテクタを作動させることによって，充電動作が停止するように
して，本実施形態によるバッテリパックの保護回路作動が完了する。
【００５９】
　以上，添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが，本発明は
係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば，特許請求の範囲に記載さ
れた範疇内において，各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり，それ
らについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】本実施形態に係るバッテリパックの保護回路を示すブロックダイヤグラムである
。
【図２】本実施形態に係るバッテリパックの保護回路を示す回路図である。
【符号の説明】
【００６１】
　１００　　本発明に係るバッテリパックの保護回路
　１１１，１１２，１１３　　第１，２，３のバッテリセル
　１２０　　セル電圧感知部
　Ｒ１～Ｒ６　　分圧抵抗
　Ｖｒｅｆ　　基準電圧源
　１２１，１２２，１２３　　比較器
　１３０　　スイッチ部
　１３１　　充電ＦＥＴ素子
　１３２　　放電ＦＥＴ素子
　１３３　　フューズ
　１３４　　コイル
　１３５　　ＦＥＴ素子
　１４０　　制御部
　１５０　　電流感知部
　Ｐ＋，Ｐ－　　外部端子　
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