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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のセル（１０）を直列に接続して構成される組電池（１）からの電力供給により駆
動され、前記組電池（１）の電池状態を監視する監視手段（２１）と、
　前記監視手段（２１）の作動を制御する制御手段（２２）と、
　前記監視手段（２１）および前記制御手段（２２）を電気的に絶縁した状態で前記制御
手段（２２）側からの信号を前記監視手段（２１）側へ高速に伝達する高速バッファ回路
（２３ｂ）を有する第１絶縁信号伝達手段（２３）と、
　前記組電池（１）からの電力供給により前記高速バッファ回路（２３ｂ）を駆動するた
めの電力を生成する電源回路（２５）と、
　前記組電池（１）から前記監視手段（２１）への電力供給を制限する低電流動作モード
を実行する消費電流制御手段（２１２、２１３、２６）と、を備え、
　前記消費電流制御手段（２１２、２１３、２６）は、
　前記低電流動作モードの実行時に、前記組電池（１）から前記電源回路（２５）への電
力供給を間欠的に遮断し、
　さらに、前記組電池（１）から前記電源回路（２５）への電力供給中に、前記制御手段
（２２）から前記第１絶縁信号伝達手段（２３）を介して前記低電流動作モードの終了を
指示する起動指示信号が伝達されると、前記低電流動作モードを終了する電池監視装置で
あって、
　前記監視手段（２１）および前記制御手段（２２）を電気的に絶縁した状態で前記監視
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手段（２１）側からの信号を前記制御手段（２２）側へ伝達する第２絶縁信号伝達手段（
２４）を備え、
　前記消費電流制御手段（２１２、２１３、２６）は、前記低電流動作モードの実行時に
、前記電源回路（２５）への電力の供給状態を示す状態信号を前記第２絶縁信号伝達手段
（２４）を介して前記制御手段（２２）に伝達し、
　前記制御手段（２２）は、前記消費電流制御手段（２１２、２１３、２６）による前記
低電流動作モードを終了させる際には、前記消費電流制御手段（２１２、２１３、２６）
から伝達される前記状態信号が、前記電源回路（２５）への電力供給中を示すタイミング
で、前記起動指示信号を伝達することを特徴とする電池監視装置。
【請求項２】
　前記消費電流制御手段（２１２、２１３、２６）は、前記組電池（１）からの電力供給
により駆動され、前記低電流動作モードの実行時に、前記組電池（１）からの電力供給を
間欠的に遮断するタイマ手段（２１３、２６）を有することを特徴とする請求項１に記載
の電池監視装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数のセルが直列に接続されて構成される組電池を監視する電池監視装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、電池監視装置は、主に、組電池を構成する各セルの電圧変動等の電池状態を監視
する監視回路（監視手段）、および監視回路を制御する制御手段としてのマイクロコンピ
ュータ（以下、マイコンと略称する。）を備えている。
【０００３】
　電池監視装置における監視回路は、監視対象である組電池から電力供給されることで駆
動するように構成される一方、制御手段は、組電池と異なる補機電池等から電力供給され
ることで駆動するように構成されている。つまり、監視回路は、高電圧で駆動する高電圧
系を構成するのに対して、制御手段は、低電圧で駆動する低電圧系を構成する。
【０００４】
　このような電池監視装置では、低電圧系を構成する制御手段を保護するために、監視回
路と制御手段との間を電気的に絶縁した状態で、制御手段から監視回路へ信号を伝達する
絶縁信号伝達手段を介して接続する構成が採用されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００５】
　この特許文献１では、絶縁信号伝達手段として、監視回路側（組電池側）からの電力供
給が不要なフォトカプラを採用している。さらに、電池監視装置の監視回路側の暗電流に
よる組電池の電力消費を抑えるために、監視回路の不使用時等に、組電池から監視回路等
への電力供給を遮断する低電流動作モード（休止状態）に移行するように構成されている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－７０１７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、電池監視装置では、組電池の各セルの過放電状態における急速な劣化の進行
や、過充電状態による故障から保護するために、過充電や過放電を正確かつ高速に検出す
ることが望まれている。
【０００８】
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　そこで、本発明者らは、電池監視装置に、制御手段側から監視回路側への信号伝達を高
速化するための高速バッファ回路を有する絶縁信号伝達手段、および組電池からの電力供
給を受けて高速バッファ回路を駆動するための電源回路を設けることを検討している。
【０００９】
　しかし、単に、電池監視装置に高速バッファ回路および電源回路を設ける構成とすると
、制御手段側からの指示信号を監視回路に伝達可能とするために、常に組電池から電源回
路への電力供給を維持して、高速バッファ回路を駆動し続ける必要がある。この場合、監
視回路を低電流動作モードに移行させたとしても、常時高速バッファ回路が駆動し続ける
ため、低電流消費モードにおける組電池の消費電力を適切に抑えることができない。
【００１０】
　本発明は上記点に鑑みて、制御手段側から監視手段側への信号伝達を高速に行うと共に
、低電流消費モードの実行時における組電池の消費電力を適切に抑えることが可能な電池
監視装置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】
【００１１】
　上記目的を達成するため、請求項１に記載の発明では、複数のセル（１０）を直列に接
続して構成される組電池（１）からの電力供給により駆動され、組電池（１）の電池状態
を監視する監視手段（２１）と、監視手段（２１）の作動を制御する制御手段（２２）と
、監視手段（２１）および制御手段（２２）を電気的に絶縁した状態で制御手段（２２）
側からの信号を監視手段（２１）側へ高速に伝達する高速バッファ回路（２３ｂ）を有す
る第１絶縁信号伝達手段（２３）と、組電池（１）からの電力供給により高速バッファ回
路（２３ｂ）を駆動するための電力を生成する電源回路（２５）と、組電池（１）から監
視手段（２１）への電力供給を制限する低電流動作モードを実行する消費電流制御手段（
２１２、２１３、２６）と、を備える。そして、消費電流制御手段（２１２、２１３、２
６）は、低電流動作モードの実行時に、組電池（１）から電源回路（２５）への電力供給
を間欠的に遮断し、さらに、組電池（１）から電源回路（２５）への電力供給中に、制御
手段（２２）から第１絶縁信号伝達手段（２３）を介して低電流動作モードの終了を指示
する起動指示信号が伝達されると、低電流動作モードを終了することを特徴とする。
【００１２】
　これによれば、制御手段（２２）側から監視手段（２１）側への信号伝達を高速バッフ
ァ回路（２３ｂ）を介して行う構成としているので、制御手段（２２）側から監視手段（
２１）側への信号伝達を高速に行うことができる。
【００１３】
　加えて、監視手段（２１）への電力供給を制限する低電流動作モードの実行時に、電源
回路（２５）への電力供給を間欠的に遮断する構成としているので、低電流動作モードの
実行時における組電池（１）の消費電力を適切に抑えることができる。
【００１６】
　さらに、請求項１に記載の発明では、監視手段（２１）および制御手段（２２）を電気
的に絶縁した状態で監視手段（２１）側からの信号を制御手段（２２）側へ伝達する第２
絶縁信号伝達手段（２４）を備え、消費電流制御手段（２１２、２１３、２６）は、低電
流動作モードの実行時に、電源回路（２５）への電力の供給状態を示す状態信号を第２絶
縁信号伝達手段（２４）を介して制御手段（２２）に伝達し、制御手段（２２）は、消費
電流制御手段（２１２、２１３、２６）による低電流動作モードを終了させる際には、消
費電流制御手段（２１２、２１３、２６）から伝達される状態信号が、電源回路（２５）
への電力供給中を示すタイミングで、起動指示信号を伝達することを特徴とする。
【００１７】
　これによれば、制御手段（２２）が組電池（１）から電源回路（２５）への電力供給中
に低電流動作モードの終了を指示する起動指示信号を伝達できるので、確実に低電流動作
モードを終了させて、監視手段（２１）を起動させることができる。
【００１８】
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　具体的には、請求項２に記載の発明のように、消費電流制御手段（２１２、２１３、２
６）を、組電池（１）からの電力供給により駆動され、低電流動作モードの実行時に、組
電池（１）からの電力供給を間欠的に遮断するタイマ手段（２１３、２６）を有する構成
としてもよい。
【００１９】
　なお、この欄および特許請求の範囲で記載した各手段の括弧内の符号は、後述する実施
形態に記載の具体的手段との対応関係の一例を示すものである。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】第１実施形態に係る電池監視装置を含む制御システムの全体構成図である。
【図２】第１実施形態に係る監視回路の消費電流制御部が実行する低電流動作モードの流
れを示すフローチャートである。
【図３】第１実施形態に係る監視回路における低電流動作モードを説明するためのタイミ
ングチャートである。
【図４】第１実施形態に係る電池監視装置の低電流動作モード時の消費電流を説明するた
めの説明図である。
【図５】第２実施形態に係る監視回路における低電流動作モードを説明するためのタイミ
ングチャートである。
【図６】他の実施形態に係る電池監視装置を含む制御システムの全体構成図である。
【図７】他の実施形態に係る電池監視装置を含む制御システムの全体構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施形態について図に基づいて説明する。なお、以下の各実施形態相互
において、互いに同一もしくは均等である部分には、図中、同一符号を付してある。
【００２２】
　（第１実施形態）
　本発明の第１実施形態について図１～図４に基づいて説明する。本実施形態では、車載
高圧バッテリを構成する組電池１の制御システムに本発明の電池監視装置２を適用してい
る。図１の制御システムの模式的な全体構成図に示すように、本実施形態の制御システム
は、主たる構成として、組電池１、および組電池１を監視する電池監視装置２を備える。
【００２３】
　本実施形態の組電池１は、図示しない車両走行用の電動機（走行用モータ）等の各種電
気機器に電力を供給するものである。具体的には、組電池１は、リチウムイオン電池等か
らなるセル１０を複数直列に接続したものである。
【００２４】
　このように構成される組電池１には、検出ラインを介して電池監視装置２が接続されて
いる。この電池監視装置２は、組電池１を構成する各セル１０の電池状態（過放電状態や
過充電状態等）を監視する過充放電検出機能を有する装置である。なお、過放電状態は、
各セル１０の両端の電圧が信頼性の低下を招く過度な低電圧となる異常状態を意味し、過
充電状態は、各セル１０の両端の電圧が信頼性の低下を招く過度な高電圧となる異常状態
を意味する。
【００２５】
　具体的には、電池監視装置２は、主たる構成要素として、各セル１０の電池状態を監視
する監視手段としての監視回路２１、監視回路２１等の作動を制御する制御手段としての
マイコン２２、および監視回路２１とマイコン２２との間を電気的に絶縁した状態で信号
伝達を可能とする第１、第２絶縁信号伝達部２３、２４を備えている。
【００２６】
　この監視回路２１は、高電圧の組電池１を電源とし、マイコン２２は、図示しない低電
圧の補助バッテリ（例えば、１２Ｖバッテリ）を電源としている。従って、本実施形態で
は、監視回路２１が高電圧で駆動する高電圧系を構成し、マイコン２２が低電圧で駆動す
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る低電圧系を構成する。
【００２７】
　監視回路２１は、複数のセル１０の両極端子に検出ラインを介して接続され、接続され
た各セル１０の両極電圧を検出し、その結果をマイコン２２側へ出力するように構成され
ている。
【００２８】
　監視回路２１には、複数のセル１０の両端電圧を検出する電圧検出部２１１、組電池１
の不使用時等に組電池１から監視回路２１への電力供給を制限する低電流動作モードを実
行する消費電流制御部２１２、タイマ部２１３等が設けられている。
【００２９】
　本実施形態の電圧検出部２１１は、各セル１０に接続された複数の選択スイッチのうち
、任意の選択スイッチをオンオフ可能に構成されたマルチプレクサ（図示略）、マルチプ
レクサを介して取得した電圧値（アナログ信号）をデジタル信号に変換してマイコン２２
側へ出力するＡＤ変換器（図示略）等で構成されている。
【００３０】
　本実施形態の消費電流制御部２１２は、マイコン２２側から監視回路２１側へ低電流動
作モードへの移行を指示する制御信号が伝達された際に、組電池１から監視回路２１への
電力供給を制限する低電流動作モードを実行する実行手段である。
【００３１】
　具体的には、消費電流制御部２１２は、低電流動作モード時に、組電池１から自身への
電力供給、およびタイマ部２１３への電力供給を除いて、監視回路２１の電圧検出部２１
１等の各構成に対する組電池１からの電力供給を遮断すると共に、後述する組電池１から
電源回路２５への電力供給を間欠的に遮断する。
【００３２】
　タイマ部２１３は、低電流動作モードの実行時に、電源回路２５への電力供給を間欠的
に遮断するためのタイマ手段を構成する。本実施形態では、タイマ部２１３を水晶振動子
を有する発振回路で構成している。なお、本実施形態では、消費電流制御部２１２および
タイマ部２１３が消費電流制御手段を構成している。
【００３３】
　続いて、マイコン２２は、図示しないＭＰＵ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＲＡＭ、入出力
部等からなる周知のマイクロコンピュータであって、ＲＯＭ等の記憶手段に記憶されたプ
ログラムに従って各制御処理を実行する制御手段である。
【００３４】
　本実施形態のマイコン２２は、例えば、車両停止等のように、組電池１から車両走行用
の電動機等の各種電気機器への電力供給が不要となり、組電池１を構成する各セル１０の
電圧変動が生じ難い状況となっている際に、監視回路２１の消費電流制御部２１２に低電
流動作モードへの移行を指示する制御信号を出力する。
【００３５】
　第１絶縁信号伝達部２３は、高電圧で駆動する監視回路２１側と低電圧で駆動するマイ
コン２２側とを電気的に絶縁した状態で、マイコン２２側から監視回路２１側へ信号を伝
達する第１絶縁信号伝達手段として機能する。
【００３６】
　本実施形態の第１絶縁信号伝達部２３は、マイコン２２側に発光素子２３ａ、監視回路
２１側に受光素子（図示略）および高速バッファ回路２３ｂを有する光結合型の高速フォ
トカプラで構成されている。なお、高速バッファ回路２３ｂは、マイコン２２側から監視
回路２１側への信号伝達を高速化するための回路である。
【００３７】
　第２絶縁信号伝達部２４は、高電圧で駆動する監視回路２１側と低電圧で駆動するマイ
コン２２側とを電気的に絶縁した状態で、監視回路２１側からマイコン２２側へ信号を伝
達する第２絶縁信号伝達手段として機能する。
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【００３８】
　本実施形態の第２絶縁信号伝達部２４は、監視回路２１側に発光素子２４ａ、マイコン
２２側に受光素子（図示略）および高速バッファ回路２４ｂを有する光結合型の高速フォ
トカプラで構成されている。なお、高速バッファ回路２４ｂは、監視回路２１側からマイ
コン２２側への信号伝達を高速化するための回路である。
【００３９】
　電源回路２５は、組電池１からの電力供給により第１絶縁信号伝達部２３の高速バッフ
ァ回路２３ｂを駆動するための電力を生成する回路であり、監視回路２１の消費電流制御
部２１２によって作動が制御される。
【００４０】
　以上が、本実施形態に係る電池監視装置２の全体構成であり、以下、本実施形態に係る
電池監視装置２の作動を説明する。
【００４１】
　まず、電池監視装置２による各セル１０の電池状態の監視について説明する。電池監視
装置２による各セル１０の電池状態の監視は、組電池１から監視回路２１および電源回路
２５に電力が充分に供給されている状態で、上位システムから電池状態の監視を指示する
制御信号がマイコン２２に入力されると実行される。
【００４２】
　マイコン２２は、第１絶縁信号伝達部２３を介して、監視回路２１に対して、各セル１
０の電池状態の監視を指示する制御信号を出力する。当該制御信号を受信した監視回路２
１は、電圧検出部２１１にて各セル１０の両端電圧を検出し、その検出結果を第２絶縁信
号伝達部２４を介してマイコン２２側へ出力する。監視回路２１からの検出結果を受信し
たマイコン２２は、当該検出結果を用いて各セル１０の電池状態（過放電状態、過充電状
態等）を診断する。
【００４３】
　次に、監視回路２１の消費電流制御部２１２が実行する低電流動作モードについて図２
に示すフローチャートを用いて説明する。
【００４４】
　図２に示すように、マイコン２２側からの低電流動作モードへの移行を指示する移行指
示信号を受信したか否かを判定する（Ｓ１０）。この結果、移行指示信号を受信していな
いと判定された場合には、移行指示信号を受信するまで待機する。
【００４５】
　一方、ステップＳ１０にて、移行指示信号を受信したと判定された場合には、組電池１
から監視回路２１への電力供給を制限する（Ｓ２０）。このステップＳ２０では、監視回
路２１の構成要素のうち、消費電流制御部２１２およびタイマ部２１３以外への組電池１
からの電力供給を遮断する。
【００４６】
　続いて、タイマ部２１３のカウント値Ｔｃを初期化（Ｔｃ＝０）する（Ｓ３０）。そし
て、組電池１から電源回路２５への電力供給を遮断し（Ｓ４０）、タイマ部２１３のタイ
マカウントを開始（Ｔｃ＝Ｔｃ＋１）する（Ｓ５０）。
【００４７】
　続いて、タイマ部２１３のカウント値Ｔｃが予め定めた基準時間Ｔｔｈを経過したか否
かを判定する（Ｓ６０）。なお、基準時間Ｔｔｈは、電源回路２５への電力供給の遮断を
継続する基準オフ時間Ｔｏｆｆとなる。
【００４８】
　この結果、タイマ部２１３のカウント値Ｔｃが基準時間Ｔｔｈを経過していないと判定
された場合、組電池１から電源回路２５への電力供給の遮断（Ｓ４０）、およびタイマ部
２１３のタイマカウント（Ｓ５０）を継続する。
【００４９】
　一方、ステップＳ６０にて、タイマ部２１３のカウント値Ｔｃが基準時間Ｔｔｈを経過
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したと判定された場合、組電池１から電源回路２５への電力供給の遮断を解除し、組電池
１から電源回路２５への電力供給を再開する（Ｓ７０）。この際、電源回路２５への電力
供給を予め定めた基準オン時間Ｔｏｎ継続する。
【００５０】
　続いて、電源回路２５への組電池１からの電力供給を再開してから基準オン時間Ｔｏｎ
が経過するまでに、マイコン２２側からの監視回路２１の起動を指示する起動指示信号を
受信したか否かを判定する（Ｓ８０）。
【００５１】
　この結果、起動指示信号を受信していないと判定された場合、ステップＳ２０に戻り、
組電池１から監視回路２１への電力供給の制限（Ｓ２０）、および組電池１から電源回路
２５への電力供給の遮断（Ｓ４０）を行う。すなわち、低電流動作モードでは、マイコン
２２側から起動指示信号を受信するまでの間、電源回路２５への組電池１からの電力供給
を間欠的に遮断する。
【００５２】
　一方、起動指示信号を受信したと判定された場合、監視回路２１への電力供給の制限を
解除し（Ｓ９０）、低電流動作モードを終了する。
【００５３】
　ここで、マイコン２２から監視回路２１への起動指示信号の伝達が、電源回路２５への
電力供給が遮断されている際に行われると、第１絶縁信号伝達部２３の高速バッファ回路
２３ｂが駆動していないので、監視回路２１を起動させることができない。このため、監
視回路２１を確実に起動させるためには、組電池１から電源回路２５への電力供給に同期
して、マイコン２２から監視回路２１へ起動指示信号を伝達する必要がある。
【００５４】
　そこで、本実施形態では、監視回路２１を起動させる際（低電流動作モードを終了させ
る際）には、低電流動作モードの実行時における電源回路２５への電力供給の間欠的な遮
断時間（Ｔｏｆｆ）よりも長い時間、第１絶縁信号伝達部２３の発光素子２３ａを発光さ
せて、起動指示信号の伝達を継続する。より好ましくは、図３のタイミングチャートに示
すように、低電流動作モードの実行時における基準オン時間Ｔｏｎと基準オフ時間Ｔｏｆ
ｆの合算値Ｔ（ｔ１からｔ２までの時間）に、基準オン時間Ｔｏｎを加算した時間Ｔα（
＝Ｔ＋Ｔｏｎ）以上（ｔ３からｔ５までの時間）、起動指示信号の伝達を継続する。
【００５５】
　以上説明した本実施形態によれば、マイコン２２側から監視回路２１側への信号伝達を
高速バッファ回路２３ｂを介して行う構成としているので、マイコン２２側から監視回路
２１側への信号伝達を高速に行うことができる。
【００５６】
　加えて、監視回路２１への電力供給を制限する低電流動作モードの実行時に、電源回路
２５への電力供給を間欠的に遮断する構成としているので、低電流動作モードの実行時に
おける組電池１の消費電力を適切に抑えることができる。
【００５７】
　ここで、図４は、低電流動作モードを実行した際の監視回路２１側における消費電流（
暗電流）を説明するための説明図である。なお、図４（ａ）が、低電流動作モードの実行
時に電源回路２５を間欠的に遮断しない場合、図４（ｂ）が、低電流動作モードの実行時
に電源回路２５を間欠的に遮断する場合の消費電流の変化を示している。
【００５８】
　図４（ａ）に示すように、低電流動作モードの実行時に電源回路２５を間欠的に遮断し
ない場合、低電流動作モードの実行時に常に電源回路２５へ組電池１から電力が供給され
るので、組電池１全体としての消費電流を充分に抑えることができない。
【００５９】
　これに対して、図４（ｂ）に示すように、低電流動作モードの実行時に電源回路２５を
間欠的に遮断する場合、低電流動作モードの実行時に常に監視回路２１のタイマ部２１３
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へ電力が供給されるものの、電源回路２５への電力供給が間欠的に遮断されるので、組電
池１全体としての消費電流を充分に抑えることができる。
【００６０】
　従って、本実施形態の電池監視装置２によれば、マイコン２２側から監視回路２１側へ
の信号伝達を高速に行うと共に、低電流消費モードの実行時における組電池１の消費電力
を適切に抑えることができる。
【００６１】
　また、本実施形態では、組電池１から電源回路２５への電力供給に同期して、マイコン
２２から監視回路２１へ起動指示信号を伝達する構成としているので、マイコン２２から
の起動指示信号に応じて、確実に低電流動作モードを終了させて、監視回路２１を起動さ
せることができる。
【００６２】
　（第２実施形態）
　第２実施形態では、第１実施形態に対して監視回路２１を起動させる際（低電流動作モ
ードを終了させる際）の制御処理を変更した例について説明する。なお、図５は、本実施
形態に係る監視回路２１における低電流動作モードを説明するためのタイミングチャート
である。
【００６３】
　本実施形態では、低電流動作モードの実行時に、監視回路２１の消費電流制御部２１２
にて電源回路２５への電力の供給状態を示す状態信号を、第２絶縁信号伝達部２４を介し
てマイコン２２に伝達するようにしている。具体的には、図２のステップＳ７０にて電源
回路２５への電力供給を再開した際に、電源回路２５への電力供給が行われていることを
示すＨｉ信号を、第２絶縁信号伝達部２４を介してマイコン２２に伝達する。
【００６４】
　一方、マイコン２２は、図５に示すように、監視回路２１の消費電流制御部２１２によ
る低電流動作モードを終了させる際には、消費電流制御部２１２から伝達される状態信号
が、電源回路２５への電力供給中を示すタイミングで、起動指示信号を監視回路２１側へ
伝達するようにしている。具体的には、マイコン２２は、消費電流制御部２１２からＨｉ
信号が伝達されたタイミングで、起動指示信号を監視回路２１側へ伝達する。
【００６５】
　本実施形態によっても、組電池１から電源回路２５への電力供給に同期して、マイコン
２２から監視回路２１へ起動指示信号を伝達する構成としているので、マイコン２２から
の起動指示信号に応じて、確実に低電流動作モードを終了させて、監視回路２１を起動さ
せることができる。
【００６６】
　（他の実施形態）
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく
、例えば、以下のように種々変形可能である。
【００６７】
　（１）上述の各実施形態では、監視回路２１にタイマ部２１３を内蔵する例を説明した
が、これに限定されず、監視回路２１と別体でタイマ回路２６を設けるようにしてもよい
。なお、タイマ回路２６は、組電池１からの電力供給により駆動するものとする。
【００６８】
　例えば、図６の全体構成図に示すように、監視回路２１とタイマ回路２６を別体で構成
し、監視回路２１の消費電流制御部２１２が低電流動作モード時にタイマ回路２６のカウ
ント値Ｔｃを参照する構成としてもよい。
【００６９】
　また、図７の全体構成図に示すように、低電流動作モード時に、監視回路２１と別体で
構成したタイマ回路２６にて、組電池１から電源回路２５への電力供給を間欠的に遮断す
るようにしてもよい。この場合、監視回路２１の消費電流制御部２１２にてタイマ回路２
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【００７０】
　（２）上述の各実施形態では、タイマ部２１３およびタイマ回路２６を、水晶振動子を
有する発振回路で構成するカウント方式の回路について説明したが、これに限定されず、
例えば、コンデンサおよび抵抗から構成される電荷チャージ方式の回路をタイマ部２１３
やタイマ回路２６として採用するようにしてもよい。
【００７１】
　（３）上述の実施形態では、各絶縁信号伝達部２３、２４の双方に高速バッファ回路２
３ｂ、２４ｂを設ける例を説明したが、第１絶縁信号伝達部２３にだけ高速バッファ回路
２３ｂを設けるようにしてもよい。
【００７２】
　（４）上述の実施形態では、各絶縁信号伝達部２３、２４を光結合型の高速フォトカプ
ラで構成する例を説明したが、これに限定されず、例えば、各絶縁信号伝達部２３、２４
を容量結合型の絶縁素子や磁気結合型の絶縁素子で構成するようにしてもよい。
【００７３】
　（５）上述の各実施形態では、各セル１０の電池状態を監視する監視手段を単一の監視
回路２１で構成する例を説明したが、これに限定さない。例えば、組電池１を構成する複
数のセル１０を、所定数毎にグループ化し、当該グループ化したセルブロックに対応して
複数の監視回路２１を設けるようにしてもよい。この場合、複数の監視回路２１それぞれ
に各絶縁信号伝達部２３、２４を設けることが考えられるが、電池監視装置２の構成が複
雑化してしまう。このため、各監視回路２１をディジーチェーン方式により接続し、各監
視回路２１のうち、一部の監視回路２１に各絶縁信号伝達部２３、２４を設けるようにし
てもよい。
【００７４】
　（６）上述の各実施形態では、電池監視装置２を車載高圧バッテリに適用する例を説明
したが、車載高圧バッテリに限らず、他のバッテリに電池監視装置２を適用してもよい。
【符号の説明】
【００７５】
　１　　　　組電池
　１０　　　セル
　２１　　　監視回路（監視手段）
　２１２　　消費電流制御部（消費電流制御手段）
　２１３　　タイマ部（タイマ手段）
　２２　　　マイコン（制御手段）
　２３　　　第１絶縁信号伝達部（第１絶縁信号伝達手段）
　２３ｂ　　高速バッファ回路
　２４　　　第２絶縁信号伝達部（第１絶縁信号伝達手段）
　２６　　　タイマ回路（タイマ手段）
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