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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のセルを直列に接続して所望の電圧を出力する組電池の、各セルの出力電圧の異常
を監視する組電池の電圧監視装置において、
　前記複数のセルは複数のブロックに分割され、各ブロック毎に該ブロックに含まれる各
セルの電圧異常を検出する電圧異常検出手段が設けられ、
　前記各電圧異常検出手段は、
　ブロックに含まれる各セルのセル電圧をアナログ信号として検出する電圧検出手段と、
　前記電圧検出手段で検出されたアナログのセル電圧をディジタル化するＡＤコンバータ
と、
　前記ディジタル化されたセル電圧と、予め設定した上限閾値、及び下限閾値とを比較し
て、各セル電圧が過充電、或いは過放電であるか否かを判定する比較手段と、
　前記比較手段による判定結果を、ディジタル化したディジタル判定信号、及びアナログ
化したアナログ判定信号として送信する送信手段と、を備え、
　更に、
　前記送信手段より送信されたディジタル判定信号、及びアナログ判定信号に基づいて、
前記各電圧異常検出手段が正常に作動しているか否かを判断し、且つ、前記ディジタル判
定信号に基づく各セルの過充電、過放電の情報と、前記アナログ判定信号に基づく各セル
の過充電、過放電の情報との一致、不一致を確認することにより、前記各電圧異常検出手
段との間の通信線にて通信エラーが発生しているか否かを判断する監視手段を備えたこと
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を特徴とする組電池の電圧監視装置。
【請求項２】
　前記監視手段は、前記ディジタル判定信号に基づく各セルの過充電、過放電の情報と、
前記アナログ判定信号に基づく各セルの過充電、過放電の情報とが不一致である場合に、
警報信号を出力することを特徴とする請求項１に記載の組電池の電圧監視装置。
【請求項３】
　前記電圧異常検出手段は、複数の単位セルが接続され且つ複数の単位セル電圧が印加さ
れる高電圧側回路内に設けられ、
　前記監視手段は、マイコンが接続され且つ該マイコンの駆動電圧が印加される低電圧側
回路内に設けられ、
　前記高電圧側回路と前記低電圧側回路は、絶縁インターフェースを介して接続されるこ
とを特徴とする請求項１または請求項２に記載の組電池の電圧監視装置。

                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の単位セルを直列接続して所望の電圧を出力する組電池の、各セル電圧
が正常であるか否かを判断する電圧監視装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、電気自動車やハイブリッド車両等では、モータの駆動電源として、高電圧バッ
テリを備えている。このような高電圧バッテリは、例えば、ニッケル・水素電池やリチウ
ム電池などの二次電池（蓄電式電池）の単位セルを複数個、直列に接続することにより高
電圧を得ている。
【０００３】
　また、二次電池は、充電時には各単位セルが同一の電力で充電され、放電時には各単位
セルが同一の電力で放電されるので、各単位セルの劣化状態が異なる場合には、二次電池
は過充電状態、或いは過放電状態になり易くなる。このため、二次電池が過充電状態、或
いは過放電状態とならないように、各単位セル毎の充電状態を確認する必要がある。そこ
で従来より、複数個（例えば、５５個）の単位セルを、例えば５個のブロックに分割し（
即ち、１１個の単位セルで１ブロック）、各ブロックの電圧を各ブロック毎に設けられた
電圧検出用ＩＣにより、リアルタイムで電圧を測定し、電圧に異常が発生しているか否か
を監視している。
【０００４】
　この際、電圧検出用ＩＣでは、１つのブロックに含まれる各単位セル（例えば、１１個
）の電圧を測定し、電圧検出用ＩＣが有するＡ／Ｄ変換器にて、測定したアナログの電圧
信号をディジタル信号に変換する。そして、ディジタル化された測定電圧とセル電圧の上
限閾値、及び下限閾値とを比較し、測定電圧が上限閾値以上である場合には過充電である
と判断し、下限閾値以下である場合には過放電であると判断する（例えば、特許文献１参
照）。その後、この判断の結果をディジタルのフェール信号として、低電圧側のマイコン
に送信することにより、マイコン側でセル電圧の異常を認識することができる。
【０００５】
　ところが、従来における電圧監視装置では、フェール信号をディジタル信号とし、所望
のディジタル通信方式でマイコン側に送信するので、ディジタル信号を送信するための通
信線にて通信エラーが発生した場合には、マイコン側にて過充電、或いは過放電等の電圧
異常が発生したことを認識することができなくなってしまう。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００６】
【特許文献１】特開２０１０－３５３３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、従来における電圧監視装置では、電圧検出用ＩＣからマイコンにディジ
タルのフェール信号を送信することにより、過充電の発生、及び過放電の発生を通知して
いるので、ディジタル信号の通信線にて通信エラーが発生した場合には、過充電或いは過
放電の発生をマイコン側に正確に伝送することができなくなるという問題が発生していた
。
【０００８】
　本発明は、このような従来の課題を解決するためになされたものであり、その目的とす
るところは、電圧異常検出手段で検出された過充電、或いは過放電のデータを確実に監視
装置側に伝送することが可能な組電池の電圧監視装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するため、本願請求項１に記載の発明は、複数のセルを直列に接続して
所望の電圧を出力する組電池の、各セルの出力電圧の異常を監視する組電池の電圧監視装
置において、前記複数のセルは複数のブロックに分割され、各ブロック毎に該ブロックに
含まれる各セルの電圧異常を検出する電圧異常検出手段が設けられ、前記各電圧異常検出
手段は、ブロックに含まれる各セルのセル電圧をアナログ信号として検出する電圧検出手
段と、前記電圧検出手段で検出されたアナログのセル電圧をディジタル化するＡＤコンバ
ータと、前記ディジタル化されたセル電圧と、予め設定した上限閾値、及び下限閾値とを
比較して、各セル電圧が過充電、或いは過放電であるか否かを判定する比較手段と、前記
比較手段による判定結果を、ディジタル化したディジタル判定信号、及びアナログ化した
アナログ判定信号として送信する送信手段と、を備え、更に、前記送信手段より送信され
たディジタル判定信号、及びアナログ判定信号に基づいて、前記各電圧異常検出手段が正
常に作動しているか否かを判断し、且つ、前記ディジタル判定信号に基づく各セルの過充
電、過放電の情報と、前記アナログ判定信号に基づく各セルの過充電、過放電の情報との
一致、不一致を確認することにより、前記各電圧異常検出手段との間の通信線にて通信エ
ラーが発生しているか否かを判断する監視手段を備えたことを特徴とする。
【００１１】
　請求項２に記載の発明は、前記監視手段は、前記ディジタル判定信号に基づく各セルの
過充電、過放電の情報と、前記アナログ判定信号に基づく各セルの過充電、過放電の情報
とが不一致である場合に、警報信号を出力することを特徴とする。
【００１２】
　請求項３に記載の発明は、前記電圧異常検出手段は、複数の単位セルが接続され且つ複
数の単位セル電圧が印加される高電圧側回路内に設けられ、前記監視手段は、マイコンが
接続され且つ該マイコンの駆動電圧が印加される低電圧側回路内に設けられ、前記高電圧
側回路と前記定電圧側回路は、絶縁インターフェースを介して接続されることを特徴とす
る。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明に係る組電池の電圧監視装置では、各電圧異常検出手段（例えば、電圧検出用Ｉ
Ｃ（２１－１）～（２１－ｎ））で検出される各単位セルの過充電、過放電を示すフェー
ル信号を、ディジタル信号、及びアナログ信号の双方に変換し、アナログのフェール信号
、及びディジタルのフェール信号の双方を監視手段（例えば、ＣＰＵ３２）に送信する。
そして、監視手段では、アナログのフェール信号と、ディジタルのフェール信号が一致す
る場合に、単位セルに過充電、過放電が発生していると判断する。また、双方のフェール
信号が一致しない場合には、電圧異常検出手段と監視手段を接続する通信線（例えば、通
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信線Ｌ１～Ｌ３）に通信エラーが発生しているものと判断する。
【００１４】
　従って、単位セルに過充電、或いは過放電が発生していることを確実に認識することが
でき、過充電、過放電の検出精度を著しく向上させることができる。更に、通信線に通信
エラーが発生している場合には、これを即時に認識することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施形態に係る組電池の電圧監視装置の構成を示すブロック図である
。
【図２】本発明の一実施形態に係る組電池の電圧監視装置に設けられる電圧検出用ＩＣの
詳細な構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る組電池の電圧監視装置の、電圧検出用ＩＣより送信さ
れるディジタル信号、及びアナログ信号を示す波形図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る組電池の電圧監視装置の、電圧検出用ＩＣより送信さ
れるアナログ信号の詳細を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。図１は、本発明の一実施形態に係
る電圧監視装置１０、及び複数の単位セルＢＴ１～ＢＴ５５からなる二次電池１３（組電
池）を示すブロック図、図２は、第１電圧検出用ＩＣ（２１－１）の詳細な構成を示すブ
ロック図である。本実施形態で採用する二次電池１３は、例えば、電気自動車やハイブリ
ッド車両等に用いられるモータを駆動するための高圧バッテリとして用いられる。
【００１７】
　図１に示すように、本実施形態に係る電圧監視装置１０は、絶縁デバイス４１，４２を
介して、高電圧側装置１１と低電圧側装置１２に分離されている。
【００１８】
　高電圧側装置１１は、ｎ個の電圧検出用ＩＣ、即ち、第１電圧検出用ＩＣ（２１－１）
～第ｎ電圧検出用ＩＣ（２１－ｎ）を備えている。そして、各電圧検出用ＩＣ（２１－１
）～（２１－ｎ）は、複数の単位セルに接続されており、各単位セルの電圧を測定する。
【００１９】
　低電圧側装置１２は、ＣＰＵ３２（監視手段）を備えたマイコン３１を有している。Ｃ
ＰＵ３２は、高電圧側装置１１の各電圧検出用ＩＣ（２１－１）～第ｎ電圧検出用ＩＣ（
２１－ｎ）で検出される各単位セルの電圧を受信して、各単位セルの電圧を図示省略のデ
ィスプレイ等に表示すると共に、各電圧検出用ＩＣ（２１－１）～第ｎ電圧検出用ＩＣ（
２１－ｎ）より送信される過充電、過放電データ（フェール信号）に基づいて、単位セル
の電圧が過充電状態、或いは過放電状態となった場合にこれを報知する。
【００２０】
　また、各電圧検出用ＩＣ（２１－１）～（２１－ｎ）は、それぞれ、ＡＤコンバータ（
Ａ／Ｄ変換手段）２６を備えており（図２参照）、基準電源２２より出力されるＡ／Ｄ変
換用の電圧Ｖrefを用いて、各電圧検出用ＩＣ（２１－１）～（２１－ｎ）のセル電圧（
アナログの電圧信号）をディジタルの電圧信号に変換する。
【００２１】
　また、各電圧検出用ＩＣ（２１－１）～（２１－ｎ）は、それぞれ隣合うものどうしが
ディジタル通信線Ｌ１，Ｌ２を介して接続され、更に、絶縁デバイス４２を介してマイコ
ン３１に接続されている。従って、マイコン３１より出力されるＴＸ信号（例えば、電圧
検出指令信号）は、ディジーチェーン通信により各電圧検出用ＩＣ（２１－１）～（２１
－ｎ）に送信され、各電圧検出用ＩＣ（２１－１）～（２１－ｎ）より出力されるＲＸ信
号（例えば、過充電、過放電を示すフェール信号）は、ディジーチェーン通信によりマイ
コン３１に送信される。
【００２２】
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　更に、各電圧検出用ＩＣ（２１－１）～（２１－ｎ）は、それぞれ隣合うものどうしが
アナログ通信線Ｌ３を介して接続され、更に、絶縁デバイス４１を介してマイコン３１の
ＣＰＵ３２に接続されている。
【００２３】
　次に、図２を参照して各電圧検出用ＩＣ（２１－１）～（２１－ｎ）の詳細な構成につ
いて説明する。なお、ここでは第１電圧検出用ＩＣ（２１－１）を例に挙げて説明する。
【００２４】
　図２に示すように、第１電圧検出用ＩＣ（２１－１）は、複数の単位セルＢＴ１～ＢＴ
１１（ここでは、一例として１１個としている）と接続され、これらの出力電力を検出し
、且つ検出した各単位セルＢＴ１～ＢＴ１１の電圧信号を１系統の時系列的な信号に変換
するマルチプレクサ５１と、マルチプレクサ５１より出力される電圧信号（アナログ信号
）をディジタル化するＡＤコンバータ５２と、該ＡＤコンバータ５２でディジタル化され
た電圧信号を記憶するセル電圧記憶部５３を有している。
【００２５】
　また、セル電圧の過充電を判定するための上限閾値、及び過放電を判定するための下限
閾値を記憶する閾値記憶部５５と、各単位セルＢＴ１～ＢＴ１１のセル電圧と、閾値記憶
部５５に記憶されている上限閾値、及び下限閾値を比較する比較器５４（比較手段）と、
比較器５４による判定結果を記憶する判定結果レジスタ５６と、ＤＡコンバータ５７、及
びディジタル通信回路５８を備えている。
【００２６】
　判定結果レジスタ５６は、ある単位セルのセル電圧が上限閾値以上となった場合には、
この単位セルを過充電状態であると判定し、セル電圧が下限閾値以下となった場合には、
この単位セルを過放電状態であると判定して、この判定結果を記憶する。
【００２７】
　ＤＡコンバータ５７は、判定結果レジスタ５６に記憶されている判定結果のデータ（デ
ィジタル信号）をアナログ信号に変換し、図１に示すアナログ通信線Ｌ３、及び絶縁デバ
イス４１を経由してマイコン３１のＣＰＵ３２に送信する。この際、ＤＡコンバータ５７
は、通信の周期をｘ［ｍsec］とした場合に、図３（ｂ）に示すように、この周期ｘを時
間Ｔ１、Ｔ２に分割し、各時間Ｔ１，Ｔ２における出力レベルの「Ｈｉ」、「Ｌｏ」の組
み合わせにより、過充電、及び過放電を示す信号（フェール信号）を生成する。
【００２８】
　本実施形態では、図４に示すように、時間Ｔ１，Ｔ２が共にＨｉである場合には、異常
無しとし、時間Ｔ１がＬｏ、時間Ｔ２がＨｉである場合には、過充電が発生していること
を示し、時間Ｔ１がＨｉ、時間Ｔ２がＬｏである場合には、過放電が発生していることを
示し、時間Ｔ１，Ｔ２が共にＬｏである場合には、過充電及び過放電の双方が発生してい
ることを示す。なお、フェール信号を決める手法は、図４に示す例に限定されるものでは
ない。
【００２９】
　ディジタル通信回路５８は、所定のディジタル通信方式を用い、通信周期ｘ［ｍsec］
でセル電圧記憶部５３に記憶されている電圧データ、及び判定結果レジスタ５６に記憶さ
れている判定結果のデータを送信する。その結果、例えば、図３（ａ）に示すように、「
１」、「０」で変化するディジタル信号が図１に示すディジタル通信線Ｌ２、及び絶縁デ
バイス４２を経由してマイコン３１のＣＰＵ３２に送信される。また、図３（ａ）に示す
データ列のうち、例えば、「ｄ１」に示すデータが、各単位セルＢＴ１～ＢＴ１１の過充
電、過放電を示す信号（フェール信号）とされている。
【００３０】
　次に、上述のように構成された本実施形態に係る電圧監視装置の動作について説明する
。初めに、ＣＰＵ３２は、予め設定したｘ［ｍsec］の周期で、絶縁デバイス４２及びデ
ィジタル通信線Ｌ１を介して、各電圧検出用ＩＣ（２１－１）～（２１－ｎ）に電圧検出
指令信号を送信する。
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【００３１】
　各電圧検出用ＩＣ（２１－１）～（２１－ｎ）は、電圧検出指令信号を受信すると、各
単位セルＢＴ１～ＢＴ１１の電圧をＡＤコンバータ５２でディジタル化し、ディジタル化
した電圧信号をセル電圧記憶部５３に記憶する。その後、比較器５４において、セル電圧
記憶部５３に記憶されてる各単位セルＢＴ１～ＢＴ１１の電圧信号と、閾値記憶部５５に
記憶されている上限閾値、及び下限閾値と比較し、各単位セルＢＴ１～ＢＴ１１の電圧が
過充電であるか（上限閾値以上であるか）、或いは過放電であるか（下限閾値以下である
か）を判定する。
【００３２】
　そして、この判定結果は、判定結果レジスタ５６に一旦記憶され、その後、ＤＡコンバ
ータ５７、及びディジタル通信回路５８に出力される。
【００３３】
　ＤＡコンバータは、判定結果レジスタ５６にて判定された各単位セルＢＴ１～ＢＴ１１
の過充電状態、或いは過放電状態のデータに基づいて、図３（ｂ）に示す如くの「Ｈｉ」
、「Ｌｏ」からなるフェール信号を生成する。例えば、各単位セルＢＴ１～ＢＴ１１の全
てが正常な電圧である場合には、時間Ｔ１，Ｔ２共に「Ｈｉ」とし、各単位セルＢＴ１～
ＢＴ１１のうち、少なくとも１つが過充電であり、過放電の単位セルが存在しない場合に
は時間Ｔ１を「Ｌｏ」、時間Ｔ２を「Ｈｉ」とし、各単位セルＢＴ１～ＢＴ１１のうち、
少なくとも１つが過放電であり、過充電の単位セルが存在しない場合には時間Ｔ１を「Ｈ
ｉ」、時間Ｔ２を「Ｌｏ」とし、各単位セルＢＴ１～ＢＴ１１のうち、少なくとも１つが
過充電であり、少なくとも１つが過放電である場合には、時間Ｔ１，Ｔ２共に「Ｌｏ」と
する。
【００３４】
　そして、このフェール信号をアナログ通信線Ｌ３、及び絶縁デバイス４１を経由してＣ
ＰＵ３２に送信する。
【００３５】
　他方、ディジタル通信回路５８は、所定のディジタル通信方式により、セル電圧記憶部
５３に記憶されている電圧信号、及び判定結果レジスタ５６に記憶されているフェール信
号を、ディジタル通信線Ｌ２、及び絶縁デバイス４１を経由してＣＰＵ３２に送信する。
【００３６】
　そして、ＣＰＵ３２は、アナログ通信線Ｌ３を介して送信されるアナログのフェール信
号と、ディジタル通信線Ｌ２を介して送信されるディジタルのフェール信号を受信し、こ
れらの双方のフェール信号に基づいて、各電圧検出用ＩＣ（２１－１）～（２１－ｎ）に
接続された単位セルに過充電、或いは過放電が発生しているか否かを判定する。この判定
処理では、アナログのフェール信号とディジタルのフェール信号の双方が一致している場
合に過充電、過放電を判定する。また、双方のフェール信号が一致しない場合には、通信
エラーが発生しているものと見なして、警報信号等により操作者に通知する。従って、通
信線Ｌ１～Ｌ３に異常が発生した場合であっても、確実に各単位セルの過充電、過放電を
検出することができる。
【００３７】
　このようにして、本実施形態に係る電圧監視装置１０では、各電圧検出用ＩＣ（２１－
１）～（２１－ｎ）で検出される各単位セルの過充電、過放電を示すフェール信号を、デ
ィジタル信号、及びアナログ信号の双方でＣＰＵ３２に送信する。そして、ＣＰＵ３２で
は、アナログのフェール信号と、ディジタルのフェール信号が一致する場合に、単位セル
に過充電、過放電が発生していると判断する。また、双方のフェール信号が一致しない場
合には、通信線Ｌ１～Ｌ３を経由するデータ通信にエラーが発生しているものと判断して
、警報信号等により操作者に通知する。
【００３８】
　従って、単位セルに過充電、或いは過放電が発生していることを確実に認識することが
でき、過充電、過放電の検出精度を著しく向上させることができる。更に、通信線Ｌ１～
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【００３９】
　また、本実施形態では、通常用いられるディジタル信号による通信に加えて、アナログ
信号によるフェール信号を用いており、ディジタル信号自体を冗長化する構成ではないの
で、回路規模を小型化することができ、且つコストアップを抑えることができる。
【００４０】
　以上、本発明の組電池の電圧監視装置を図示の実施形態に基づいて説明したが、本発明
はこれに限定されるものではなく、各部の構成は、同様の機能を有する任意の構成のもの
に置き換えることができる。
【産業上の利用可能性】
【００４１】
　本発明は、組電池に設けられる単位セルの過充電、過放電を高精度に検出する上で極め
て有用である。
【符号の説明】
【００４２】
　１０　電圧監視装置
　１１　高圧側回路　１２　低圧側回路
　２１-1～２１-n　電圧検出回路（電圧異常検出手段）
　２２　基準電圧
　３１　マイコン
　３２　ＣＰＵ（監視手段）
　４１　絶縁デバイス
　４２　絶縁デバイス
　５１　マルチプレクサ
　５２　ＡＤコンバータ（電圧検出手段）
　５３　セル電圧記憶部
　５４　比較器（比較手段）
　５５　閾値記憶部
　５６　判定結果レジスタ
　５７　ＤＡコンバータ（送信手段）
　５８　ディジタル通信回路（送信手段）
　ＢＴ１～ＢＴ１１　単位セル
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