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(57)【要約】
【課題】各電圧検出手段の消費電流を一定にすることに
より、単位電池のばらつきを防止する電圧検出装置を提
供する。
【解決手段】電池監視ＩＣ２１～２ｎは、対応するブロ
ックＣＢ1～ＣＢnからの電源供給を受けて動作し、当該
対応するブロックＣＢ1～ＣＢnを構成する単位電池Ｃ11

～Ｃmnの両端電圧を検出する。メインマイコン３は、電
池監視ＩＣ２１～２ｎの検出結果を受け取る。複数の電
池監視ＩＣ２１～２ｎが通信可能に直列に接続され、１
つの電池監視ＩＣ２ｎとメインマイコン３とが絶縁Ｉ／
Ｆ４を介して通信可能に接続される。メインマイコン３
と絶縁Ｉ／Ｆ４を介して通信可能に接続された電池監視
ＩＣ２ｎを除いた電池監視ＩＣ２１～２（ｎ－１）に対
応するブロックＣＢ1～ＣＢn-1からの電流を流して、電
池監視ＩＣ２１～２ｎで消費する電流を均一にするプル
ダウン抵抗Ｒ1～Ｒn-1を設けた。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに直列接続された複数の単位電池を複数に分割したブロック毎に対応して設けられ
ると共に前記対応するブロックからの電源供給を受けて動作し、当該対応するブロックを
構成する前記単位電池の両端電圧を検出する電圧検出手段と、前記電圧検出手段からの検
出結果を受け取る制御手段と、を備え、前記複数の電圧検出手段が通信可能に直列に接続
され、前記複数の電圧検出手段の１つと前記制御手段とが絶縁インタフェースを介して通
信可能に接続される電圧検出装置において、
　前記制御手段と絶縁インタフェースを介して通信可能に接続された電圧検出手段を除い
た電圧検出手段に前記対応するブロックからの電流を流して、前記電圧検出手段で消費す
る電流を均一にする電流消費体を設けた
　ことを特徴とする電圧検出装置。
【請求項２】
　前記直列に接続された複数の電圧検出手段のうち一端側の１つと前記制御手段とが絶縁
インタフェースを介して通信可能に接続されている
　ことを特徴とする請求項１に記載の電圧検出装置。
【請求項３】
　前記直列に接続された複数の電圧検出手段のうち他端側の１つに設けた前記電流消費体
が、他の前記電流消費体よりも大きな電流が流れるように設けられている
　ことを特徴とする請求項２に記載の電圧検出装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電圧検出装置に係り、特に、互いに直列接続された複数の単位電池の両端電
圧を検出する電圧検出装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、ハイブリッド自動車や電気自動車に搭載される組電池は、互いに直列接続され
た複数の単位電池から構成され、その両端に例えば２００Ｖ等の高電圧を発生させ、この
電力を用いて駆動用モータを駆動させる。このような組電池においては、過放電状態や過
充電状態とならないように、各単位電池の両端電圧を検出して監視する必要がある。
【０００３】
　上述した各単位電池の両端電圧を検出する電圧検出装置として、図４に示すようなもの
が提案されている（特許文献１、２）。同図に示すように、電圧検出装置１００は、組電
池ＢＨを構成する互いに直列接続された複数の単位電池Ｃ11～Ｃmn（ｍ、ｎは任意の整数
）の両端電圧を検出する装置である。
【０００４】
　上記電圧検出装置１００は、単位電池Ｃ11～Ｃmnの両端電圧をそれぞれ検出する複数の
電池監視ＩＣ２０１～２０ｎと、各電池監視ＩＣ２０１～２０ｎに対して検出命令を出力
したり、各電池監視ＩＣ２０１～２０ｎによる検出電圧を受け取るメインマイコン３００
と、を備えている。上記電池監視ＩＣ２０１～２０ｎは、それぞれの耐圧を下げるため、
単位電池Ｃ11～Ｃmnを複数に分割したブロックＣＢ1～ＣＢn毎に設けられ、各ブロックＣ
Ｂ1～ＣＢnから電源供給を受けて動作している。また、上記メインマイコン３００は、組
電池ＢＨとは異なる低圧バッテリからの電源供給を受けて動作する。
【０００５】
　上述したような低圧バッテリから電源供給を受けるメインマイコン３００と高圧の組電
池ＢＨから電源供給を受ける電池監視ＩＣ２０１～２０ｎとの間の通信は、絶縁を図った
状態で行う必要があり、絶縁インタフェース（Ｉ／Ｆ）４００を用いて行う必要がある。
このため、１つの絶縁インタフェース４００で通信ができ、しかも、電池監視ＩＣ２０１
～２０ｎの増減等に容易に対応でき拡張性が高いデイジーチェーン方式が使用される。
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【０００６】
　デイジーチェーン方式によれば、図４に示すように、電池監視ＩＣ２０１～２０ｎは、
互いに直列接続され、複数の電池監視ＩＣ２０１～２０ｎの１つである最高電位の電池監
視ＩＣ２０ｎのみがメインマイコン３００と絶縁Ｉ／Ｆ４００を介して通信可能に接続さ
れている。以上の構成によれば、電池監視ＩＣ２０ｎは絶縁Ｉ／Ｆ４００を介してメイン
マイコン３００と直接通信し、電池監視ＩＣ２０１～２０（ｎ－１）は、自身よりも高電
位側の電池監視ＩＣ２０２～２０ｎ及び絶縁Ｉ／Ｆ４００を介してメインマイコン３００
と通信を行う。
【０００７】
　しかしながら、上述したデイジーチェーン方式によれば、メインマイコン３００と通信
する電池監視ＩＣ２０ｎと、電池監視ＩＣ間通信のみでメインマイコン３００と直接通信
しない電池監視ＩＣ２０１～２０（ｎ－１）と、が存在する。メインマイコン３００と直
接通信する電池監視ＩＣ２０ｎについては、メインマイコン３００との通信のための絶縁
Ｉ／Ｆ４００への電源供給があり、消費電流が増加する。また、電池監視ＩＣ２０１は、
高電位側の電池監視ＩＣ２０２と通信するのみで低電位側の電池監視ＩＣとの通信がない
分だけ消費電流が減少する。さらに、電池監視ＩＣ２０１～２０ｎの消費電流の個体のば
らつきにより、各電池監視ＩＣ２０１～２０ｎに電源供給するブロックＣＢ1～ＣＢn毎に
消費電流のばらつきが発生する。
【０００８】
　この消費電流のばらつきにより、単位電池Ｃ11～Ｃmnの両端電圧のばらつきが発生する
と、通常充放電に使用する電池容量の使用範囲が狭められ、電池容量を有効に使用できな
くなり無駄が発生する、という問題が生じていた。また、単位電池Ｃ11～Ｃmnの両端電圧
のばらつきを調整するための均等化放電が必要となっていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２０１１－１３４５７７号公報
【特許文献２】特開２０１１－５０１７６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　そこで、本発明は、各電圧検出手段の消費電流を一定にすることにより、単位電池のば
らつきを防止する電圧検出装置を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上述した課題を解決するための請求項１記載の発明は、互いに直列接続された複数の単
位電池を複数に分割したブロック毎に対応して設けられると共に前記対応するブロックか
らの電源供給を受けて動作し、当該対応するブロックを構成する前記単位電池の両端電圧
を検出する電圧検出手段と、前記電圧検出手段からの検出結果を受け取る制御手段と、を
備え、前記複数の電圧検出手段が通信可能に直列に接続され、前記複数の電圧検出手段の
１つと前記制御手段とが絶縁インタフェースを介して通信可能に接続される電圧検出装置
において、前記制御手段と絶縁インタフェースを介して通信可能に接続された電圧検出手
段を除いた電圧検出手段に前記対応するブロックからの電流を流して、前記電圧検出手段
で消費する電流を均一にする電流消費体を設けたことを特徴とする電圧検出装置に存する
。
【００１２】
　請求項２に記載の発明は、前記直列に接続された複数の電圧検出手段のうち一端側の１
つと前記制御手段とが絶縁インタフェースを介して通信可能に接続されていることを特徴
とする請求項１に記載の電圧検出装置に存する。
【００１３】
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　請求項３に記載の発明は、前記直列に接続された複数の電圧検出手段のうち他端側の１
つに設けた前記電流消費体が、他の前記電流消費体よりも大きな電流が流れるように設け
られていることを特徴とする請求項２に記載の電圧検出装置に存する。
【発明の効果】
【００１４】
　以上説明したように請求項１記載の発明によれば、電流消費体を設けて各電圧検出手段
の消費電流を一定にすることにより、単位電池のばらつきを防止できる。
【００１５】
　請求項２記載の発明によれば、直列に接続された複数の電圧検出手段のうち一端側の１
つと制御手段とが絶縁インタフェースを介して通信可能に接続されているので、全ての電
圧検出手段を同じ構成にすることができる。
【００１６】
　請求項３記載の発明によれば、直列に接続された複数の電圧検出手段のうち他端側の１
つに設けた電流消費体が、他の電流消費体よりも大きな電流が流れるように設けられてい
るので、より確実に各電圧検出手段の消費電流を一定にすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の電圧検出装置の一実施形態を示すブロック図である。
【図２】図１に示す電圧検出装置を構成する電池監視ＩＣの詳細を示す図である。
【図３】図１に示すメインマイコンの処理手順を示すフローチャートである。
【図４】従来の電圧検出装置の一例を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の電圧検出装置について図１を参照して説明する。同図に示すように、電
圧検出装置１は、組電池ＢＨを構成する互いに直列接続された複数の単位電池Ｃ11～Ｃmn

の両端電圧をそれぞれ検出する装置である。上記単位電池Ｃ11～Ｃmn（ｍ、ｎは任意の整
数）は、本実施形態では１つの二次電池から構成されているが、複数の二次電池から構成
されていてもよい。
【００１９】
　上記組電池ＢＨは、例えば、エンジンと電動モータ（何れも図示せず）を走行駆動源と
して併用するハイブリッド電気自動車において前記電動モータの電源として用いられ、そ
の両端には、上記電動モータが必要に応じて負荷として接続されると共に、オルタネータ
等（図示せず）が必要に応じて充電器として接続される。また、上記単位電池Ｃ11～Ｃmn

は、ｎ個のブロックＣＢ1～ＣＢnに分けられている。各ブロックＣＢ1～ＣＢnは各々、ｍ
個の単位電池で構成されている。
【００２０】
　上記電圧検出装置１は、図１に示すように、各単位電池Ｃ11～Ｃmnの両端電圧をそれぞ
れ検出するｎ個の電圧検出手段としての電池監視ＩＣ２１～２ｎと、各電池監視ＩＣ２１
～２ｎに対して電圧検出命令を出力したり、各電池監視ＩＣ２１～２ｎによる検出電圧を
受け取る制御手段としてのメインマイコン３と、を備えている。上記電池監視ＩＣ２１～
２ｎは、各ブロックＣＢ1～ＣＢn毎に設けられ、各ブロックＣＢ1～ＣＢnから電源供給を
受けて動作している。また、上記電池監視ＩＣ２１～２ｎは、対応するブロックＣＢ1～
ＣＢnを構成する単位電池Ｃ11～Ｃmnの両端電圧をそれぞれ検出する。メインマイコン３
は、組電池ＢＨとは電気的に絶縁された低圧バッテリ（図示せず）からの電源供給を受け
て動作している。
【００２１】
　上記電圧検出装置１は所謂デイジーチェーン方式の装置であり、各電池監視ＩＣ２１～
２ｎは、通信ライン５を介して通信可能に互いに直列接続されている。通信ライン５は、
各電池監視ＩＣ２１～２ｎ間に接続され、各電池監視ＩＣ２２～２ｎから低電位側に隣接
する電池監視ＩＣ２１～２（ｎ－１）にデータを送信するための送信ライン５１と、各電
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池監視ＩＣ２１～２（ｎ－１）から高電位側に隣接する電池監視ＩＣ２２～２ｎにデータ
を送信するための受信ライン５２と、から構成されている。以上の構成により、各電池監
視ＩＣ２１～２ｎは、隣接する電池監視ＩＣ２１～２ｎと双方向通信可能に設けられてい
る。
【００２２】
　また、直列に接続された複数の電池監視ＩＣ２１～２ｎのうち最高電位側（一端側）の
電池監視ＩＣ２ｎのみ通信ライン６を介してメインマイコン３に通信可能に接続されてい
る。通信ライン６には、絶縁Ｉ／Ｆ４が設けられていて、電池監視ＩＣ２ｎとメインマイ
コン３との通信を電気的に絶縁した状態で行うことができる。絶縁Ｉ／Ｆ４としては、例
えば発光素子及び受光素子からなるフォトカプラといった光を媒体にしたものや、磁気カ
プラといった磁気を媒体にしたものが公知である。通信ライン６は、電池監視ＩＣ２ｎに
データを送信するための送信ライン６１と、電池監視ＩＣ２ｎからのデータを受信するた
めの受信ライン６２と、から構成され、メインマイコン３は、電池監視ＩＣ２ｎと双方向
通信可能に設けられている。
【００２３】
　次に、上記電池監視ＩＣ２１～２ｎの構成の詳細について図２を参照して説明する。な
お、電池監視ＩＣ２１～２ｎは、互いに同等の構成であるため、ここでは任意の電池監視
ＩＣ２ｐを代表して説明する（ｐは１以上ｎ以下の任意の整数）。図２に示すように、電
池監視ＩＣ２ｐは、対応するブロックＣＢpを構成する各単位電池Ｃ1p～Ｃmpの＋側が接
続される端子Ｖ1～Ｖmと、単位電池Ｃ1pの－側が接続される端子ＶSS1と、を備えている
。
【００２４】
　また、電池監視ＩＣ２ｐは、端子Ｖ1～Ｖmの１つを後述するＡ／Ｄ変換器８の入力に接
続する切替スイッチ７と、入力されたアナログの電圧をデジタルに変換するＡ／Ｄ変換器
８と、切替スイッチ７を制御する制御ロジック回路９と、Ａ／Ｄ変換器８や制御ロジック
回路９を制御するコントロール部１０と、これらＡ／Ｄ変換器８、制御ロジック回路９及
びコントロール部１０に供給する電源電圧を生成する電源回路１１と、遮断スイッチＳと
、電源端子ＶDDと、を備えている。
【００２５】
　上記電源回路１１は、対応するブロックＣＢpの両端電圧から所定電圧の電源電圧を生
成し、生成した電源電圧をＡ／Ｄ変換器８、制御ロジック回路９やコントロール部１０に
供給する。遮断スイッチＳは、ブロックＣＢpの＋側と電源回路１１との間に設けられて
いる。遮断スイッチＳは、電源回路１１に対するブロックＣＢpの両端電圧の供給をオン
オフして、電池監視ＩＣ２ｐに対する電源供給をオンオフするスイッチである。また、電
源端子ＶDDからは、電源回路１１が生成した電源電圧の＋側が出力される。
【００２６】
　また、上述した電圧検出装置１は、図１に示すように、電源ライン１２と、絶縁Ｉ／Ｆ
１３と、ｎ個のレベルシフト回路１４と、を備えていて、これらによりメインマイコン３
からの電源信号の出力に応じて遮断スイッチＳを一斉にオンオフできるようになっている
。電源ライン１２は、一端がメインマイコン３に接続され、他端が複数に分岐されて各電
池監視ＩＣ２１～２ｎの遮断スイッチＳを構成するトランジスタのベースに接続されてい
る。絶縁Ｉ／Ｆ１３は、電源ライン１２の分岐前の一端に設けられていて、遮断スイッチ
Ｓとメインマイコン３とを電気的に絶縁した状態で結合するものである。ｎ個のレベルシ
フト回路１４は、電源ライン１２の分岐した各部に設けられていて、メインマイコン３か
ら送信された電源信号を、遮断スイッチＳをオンオフするために適切な信号レベルに変換
する。
【００２７】
　上記電池監視ＩＣ２ｎの電源端子ＶDDとブロックＣＢnの－側との間には、絶縁Ｉ／Ｆ
４、１３の高圧側が接続され、絶縁Ｉ／Ｆ４、１３の高圧側は、ブロックＣＢnからの電
源供給を受けて動作している。絶縁Ｉ／Ｆ４、１３の低圧側は、低圧バッテリ（図示せず
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）からの電源供給を受けて動作している。また、上記電池監視ＩＣ２ｎを除いた電池監視
ＩＣ２１～２（ｎ－１）の電源端子ＶDDと各電池監視ＩＣ２１～２（ｎ－１）に対応する
ブロックＣＢ1～ＣＢn-1の－側との間には、電流消費体としてのプルダウン抵抗Ｒ1～Ｒn

-1がそれぞれ接続されている。このプルダウン抵抗Ｒ1～Ｒn-1は各々、各電池監視ＩＣ２
１～２（ｎ－１）に対応するブロックＣＢ1～ＣＢn-1からの電流を流して、各電池監視Ｉ
Ｃ２１～２ｎで消費する電流を均一にするための抵抗である。
【００２８】
　上述した背景技術でも説明したように、デイジーチェーン方式の電圧検出装置１では、
メインマイコン３に接続される電池監視ＩＣ２ｎの消費電流が最も多くなる。また、直列
接続された複数の電池監視ＩＣ２１～２ｎのうち最低電位側（他端側）の電池監視ＩＣ２
１での消費電流が最も少なくなる。上述したようにプルダウン抵抗Ｒ1～Ｒn-1を追加する
ことによって、このプルダウン抵抗Ｒ1～Ｒn-1に流れる消費電流によって各電池監視ＩＣ
２１～２ｎの消費電流のばらつきに対して、最大の消費電流となる電池監視ＩＣ２ｎの消
費電流に合わせるように、その他の電池監視ＩＣ２１～２（ｎ－１）の消費電流を増加さ
せ、消費電流のばらつきがなく均一と成るように調整する。
【００２９】
　なお、各電池監視ＩＣ２１～２ｎの消費電流のばらつきの原因としては以下の要因が考
えられる。
（１）メインマイコン３と通信する電池監視ＩＣ２ｎについて、メインマイコン３と通信
のための絶縁Ｉ／Ｆ４、１３への電源供給のための消費電流増加分に起因するばらつき
（２）電池監視ＩＣ２１の低電位側の電池監視ＩＣとの通信がないことに起因するばらつ
き
（３）電池監視ＩＣ２１～２ｎごとの消費電流の個体ばらつき
【００３０】
　そして、これらの原因を考慮して電池監視ＩＣ２１～２ｎの消費電流が均一になるよう
にプルダウン抵抗Ｒ1～Ｒn-1の抵抗値を定める。詳しく説明すると、上述したように電池
監視ＩＣ２１の消費電流が最も少ないので、この電池監視ＩＣ２１に設けられるプルダウ
ン抵抗Ｒ1に流れる電流が、他のプルダウン抵抗Ｒ2～Ｒn-1に流れる電流よりも大きな電
流が流れるような抵抗値に設けられている。
【００３１】
　次に、上述した構成の電圧検出装置１の動作について図３を参照して説明する。メイン
マイコン３は、イグニッションスイッチのオン又はオフなどのトリガに応じて電圧検出処
理を開始する。まず、メインマイコン３は、電源ライン１２に電源信号を送信する（ステ
ップＳ１）。この電源信号の送信によって全ての電池監視ＩＣ２１～２ｎの遮断スイッチ
Ｓがオンされて、各電池監視ＩＣ２１～２ｎの各部に電源回路１１からの電源電圧が供給
されて、電池監視ＩＣ２１～２ｎが動作を開始する。また、遮断スイッチＳのオンに応じ
て電源端子ＶDDからも電源電圧が出力され、プルダウン抵抗Ｒ1～Ｒn-1に電流が流れ始め
る。
【００３２】
　その後、メインマイコン３は、各電池監視ＩＣ２１～２ｎ宛に順次、電圧検出命令を出
力して、電池監視ＩＣ２１～２ｎに単位電池Ｃ11～Ｃmnの＋側電圧を検出させる（ステッ
プＳ２）。各電池監視ＩＣ２１～２ｎのコントロール部１０は、電圧検出命令を受け取る
とその宛先が自身宛か否かを判定する。自身宛ではない電圧検出命令を受信すると、低電
位側に隣接する電池監視ＩＣ２１～２（ｎ－１）にその電圧検出命令を転送する。一方、
自身宛の電圧検出命令を受信すると、制御ロジック回路９を制御して切替スイッチ７によ
り端子Ｖ1～Ｖmを順次Ａ／Ｄ変換器８の入力に接続する。これにより、Ａ／Ｄ変換器８は
、端子Ｖ1～Ｖmに入力された電圧を順次Ａ／Ｄ変換し、これをコントロール部１０が検出
電圧として順次メインマイコン３に向けて送信する。電池監視ＩＣ２ｎから送信された検
出電圧は、直接メインマイコン３に送信される。電池監視ＩＣ２１～２（ｎ－１）から送
信された検出電圧は、自身よりも高電位側の電池監視ＩＣ２２～２ｎを経由してメインマ
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イコン３に送信される。これにより、単位電池Ｃ11～Ｃmnの＋側電圧が順次メインマイコ
ン３に送信される。
【００３３】
　マインマイコン３は、全ての単位電池Ｃ11～Ｃmnの両端電圧の検出が終了すると、電源
信号の送信を停止する（ステップＳ３）。これにより、全ての電池監視ＩＣ２１～２ｎの
遮断スイッチＳがオフされて、電源回路１１からの電源電圧の供給が遮断されて、電池監
視ＩＣ２１～２ｎが動作を停止する。また、遮断スイッチＳのオフに応じて電源端子ＶDD

からの電源電圧の出力が遮断され、プルダウン抵抗Ｒ1～Ｒn-1に流れる電流も遮断される
。
【００３４】
　上述した実施形態によれば、プルダウン抵抗Ｒ1～Ｒn-1を設けて各電池監視ＩＣ２１～
２ｎの消費電流を一定にすることにより、単位電池Ｃ11～Ｃmnのばらつきを防止できる。
よって、メインマイコン３と通信のための絶縁Ｉ／Ｆ４への電源供給のための消費電流増
加分による消費電流のばらつきが解消される。また、電圧検出装置１のデイジー通信によ
る多段接続構成における低電位側への通信接続有無による消費電流のばらつきが解消され
る（電池監視ＩＣ２１の低電位側ＩＣとの通信がないことによる消費電流ばらつきが解消
される）。電池監視ＩＣ２１～２ｎ毎の消費電流の個体ばらつきが解消される。結果、各
ブロックＣＢ1～ＣＢn毎の両端電圧のばらつきを防止することができ、通常充放電に使用
する電池容量の使用範囲が狭められず、電池容量を有効に使用できるようになり、無駄が
なくなり、車両燃費向上につながる。また、単位電池Ｃ11～Ｃmnのばらつき調整のための
均等化放電が不要又は低頻度ですむようになり、抵抗消費式放電の場合、電池容量を無駄
に消費することがなくなる。
【００３５】
　また、上述した実施形態によれば、直列に接続された複数の電池監視ＩＣ２１～２ｎの
うち一端側の１つである電池監視ＩＣ２ｎとメインマイコン３とが絶縁Ｉ／Ｆ４を介して
通信可能に接続されているので、全ての電池監視ＩＣ２１～２ｎを同じ構成にすることが
できる。（例えば電池監視ＩＣ２２をメインマイコン３と接続するためには、電池監視Ｉ
Ｃ２３、２１に加えてメインマイコン３と接続するための端子を設ける必要があり、電池
監視ＩＣ２２だけ端子数が多いものを用いる必要がある。）
【００３６】
　また、上述した実施形態によれば、直列接続された複数の電池監視ＩＣ２１～２ｎのう
ち他端側の１つである電池監視ＩＣ２１に設けたプルダウン抵抗Ｒ1が、他のプルダウン
抵抗Ｒ2～Ｒn-1よりも大きな電流が流れるように設けられているので、より確実に電池監
視ＩＣ２１～２ｎの消費電流を一定にすることができる。
【００３７】
　なお、上述した実施形態では、最高電位側の電池監視ＩＣ２ｎが絶縁Ｉ／Ｆ４を介して
直接メインマイコン３に接続されていたが、本発明はこれに限ったものではない。複数の
電池監視ＩＣ２１～２ｎの１つがメインマイコン３に通信可能に接続されていればよく、
例えば最低電位側の電池監視ＩＣ２１が絶縁Ｉ／Ｆ４を介してメインマイコン３に接続さ
れていてもよい。
【００３８】
　また、上述した実施形態では、各ブロックＣＢ1～ＣＢnを構成する単位電池数は各々ｍ
個で同一となっているが、各ブロックＣＢ1～ＣＢn毎に異なる単位電池数となっていても
よい。
【００３９】
　また、上述した実施形態では、電池監視ＩＣ２１～２ｎで消費する電流を均一にするた
めにプルダウン抵抗Ｒ1～Ｒn-1を設けているが、消費電流均一化の機能を果たすことがで
きる定電流回路や電気素子であれば抵抗でなくともよい。
【００４０】
　また、前述した実施形態は本発明の代表的な形態を示したに過ぎず、本発明は、実施形
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態に限定されるものではない。即ち、本発明の骨子を逸脱しない範囲で種々変形して実施
することができる。
【符号の説明】
【００４１】
　１　電圧検出装置
　３　メインマイコン（制御手段）
　４　絶縁Ｉ／Ｆ（絶縁インタフェース）
　２１～２ｎ　電池監視ＩＣ（電圧検出手段）
　Ｃ11～Ｃmn　単位電池
　ＣＢ1～ＣＢn　ブロック
　Ｒ1～Ｒn-1　プルダウン抵抗（電流消費体）

【図１】 【図２】
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