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AVR354 : 深下電圧回復(DUVR)動作の使い方
要点
■
■
■

予備充電FETまたは電流制限抵抗の使用なしでの0Vからのﾘﾁｳﾑ ｲｵﾝ電池ｾﾙ充電
急速充電閾値以下で電池正極電圧を調整することで予備充電を保つ電流制限充電器
充電手順中の完全なMCU操作

®

1. 序説
深く放電された状態からﾘﾁｳﾑ ｲｵﾝ電池ｾﾙを充電し、同時に充電手順の完全な制御を保つこ
とは多くの応用に於いて挑戦です。High側FETの解決策に対して共通的に使用される方法は
N-ch FETでの解決策に関して図1-1.で示されるように、充放電FETの共通ﾄﾞﾚｲﾝ節と電池ｾﾙ
間の抵抗と直列の予備充電FETを加えることです。充電FETの完全なON切り換えが安全なﾚ
ﾍﾞﾙにｾﾙ電圧が上昇するまで、充電電流は始めに予備充電FETを通して供給されます。深く
放電した電池ｾﾙでの充電FETのON切り換えは、潜在的にﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗを停止する、ｽﾏｰﾄ
ﾊﾞｯﾃﾘ装置への入力電圧での即時低下を引き起こすでしょう。
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ﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗ
応用記述

図1-1. 予備充電FET付き回路構成図
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2. 電流制限付き充電器
多くのﾘﾁｳﾑ ｲｵﾝ電池充電器は深く放電したｾﾙの予備充電に対する組み込み電流制限を持ちます。充電器によって供給される電
流は電池ﾊﾟｯｸの正端子(VBATT)で見える電圧によって判断されます。BATT端子上の電圧が予め定義された(または設定可能な)急
速充電閾値(VFC)以下なら、充電器は予備充電電流(IPC)を供給します。急速充電閾値以上で、充電器は急速充電電流(IFC)を供給
します。電流制限付き充電器に対する代表的なI-V特性は図2-1.で示されます。VFCの実際の値は応用で使用される充電器に対し
て確認されなければなりません。
通常、充電器は電池が充電器に挿入されてから充電周期が始まるまでの検出時間(tDET)を持ちます。この時間中、充電器は予備
充電電流を供給します。tDET経過後、充電器は充電手順を開始する前にBATT端子上の電圧を測定します。tDET経過時にVBATT
が急速充電閾値以下なら、これはｾﾙが深く放電され、充電器が予備充電動作で始動することを示します。相応して、電圧が急速充
電閾値以上なら、充電器は直接急速充電動作で始動します。
図2-1. 電流制限付き充電器に対する時間の関数としての代表的な充電電流
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3. 深下電圧回復(DUVR)動作 - 動作の理屈
DUVR動作はATMELのｽﾏｰﾄ ﾊﾞｯﾃﾘ ﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗ、ATmega8HVA,ATmega16HVA,ATmega4HVD,ATmega8HVDに対する自立型
予備充電動作を表します。これは例えｾﾙ電圧がﾁｯﾌﾟの最低動作電圧以下でも、制御されたｾﾙの充電を意図されています。充電は
予備充電FETや電流制限抵抗器を使用しないで行われ、予備充電の段階中に充電器は電流制限されると仮定します。この応用記
述ではATmega16HVAが例として使用されますが、別注がなければどのﾃﾞﾊﾞｲｽも使用できると仮定することができます。動作回路は
図3-1.で示されます。
原則はｾﾙ電圧が低い時に電池正端子電圧(VBATT)を充電器の急速充電閾値 図3-1. 動作回路
以下に保つのと同時に、安定なﾁｯﾌﾟ動作を保証するためにVFET節を充分高く
VDS,CFET
保つことです。DUVR動作では充電FETが自律型ﾊｰﾄﾞｳｪｱによって完全に制御
+
され、ｿﾌﾄｳｪｱで制御される充電FET許可(CFE)ﾋﾞｯﾄを無効にします。充電FETは
VIN
＋ BATT+
部分的にONへ切り換えられ、予備充電電流に対する経路を提供します。VFET
はｽﾏｰﾄ ﾊﾞｯﾃﾘ ﾁｯﾌﾟの最低動作電圧以上の一定水準に調整され、同時にVBAT
Tを充電器の急速充電閾値以下に保ちます。これは充電FET抵抗をVFETと電
OC VFET OD
池ｾﾙ間で適合する電圧降下(VDS,CFET)を提供する点へ調整することによって
ATmega16HVA
行われます。
GND
ｾﾙ電圧が増すので、VDS,CFETは徐々に減少し、結局、充電FETが完全にON
へ切り換わります。この時点で、充電FETが許可(CFEﾋﾞｯﾄの設定(1))されている
－ BATTことをｿﾌﾄｳｪｱが確認している限り、DUVR動作の抜け出しは安全です。完全な応
用例は5章で与えられます。
安全予防処置として、充電FETはﾘｾｯﾄ中、または電池保護事象が起こっている場合、常にOFFへ切り換えられます(電池保護の詳
細に関してはﾃﾞｰﾀｼｰﾄをご覧ください)。この機能は完全に自律で、DUVR動作と無関係です。このﾘｾｯﾄ中の充電FET禁止必要条件
が、ﾁｯﾌﾟの始動時間経過前にDUVR動作を許可することができない理由です。従って、ｽﾏｰﾄ ﾊﾞｯﾃﾘ ﾁｯﾌﾟは、例え予備充電動作で
自律型ﾊｰﾄﾞｳｪｱが充電FETを制御しても、電池ﾊﾟｯｸに対する完全な安全性を提供します。
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4. ｼｽﾃﾑ設計での考慮
深下電圧回復(DUVR)動作を使用する前に、いくつかの重要な考慮に注意しなければなりません。後続する副項は最適な方法で
DUVR動作を利用するのに必要な情報を含みます。

4.1. 時期尚早の急速充電回避
予備充電中にBATT端子の電圧(VBATT)を指定された急速充電閾値よりも低く保つためには、外部放電FETのﾊﾟﾗﾒｰﾀを考慮するこ
とが重要です。深く放電された電池ｾﾙに対するDUVR動作でのVBATTは、式4-1.で指定されるように計算することができます。
式4-1. 電池ﾊﾟｯｸ正端子電圧
VBATT = VFETDUVR - VB
VFETDUVRは低いｾﾙ電圧に対するDUVR動作で調整されたVFET電圧を表し、VBは放電FETの本体ﾀﾞｲｵｰﾄﾞに対する降下電圧で
す。ｾﾙ電圧がVFETDUVRを越えると、結局、VFET電圧がVFETDUVR以上に増加し、故にこの式はｾﾙ電圧が低い間だけ有効なこと
に注意してください。応用に対する充電器の急速充電閾値がVFCの場合、許される放電FET本体ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ最大電圧降下は式4-2.で
与えられます。
式4-2. 放電FET本体ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ最大許容電圧降下
VB,max = VFC - VFETDUVR - 余裕分
100mVの余裕でのVFC=3.0VとVFETDUVR=2.1Vの使用はﾀﾞｲｵｰﾄﾞに対して800mVの最大許容電圧降下を生じます。100mA程度に
類する予備充電電流については、ｽﾏｰﾄ ﾊﾞｯﾃﾘ応用で使用される殆どのFETに対して決してこの電圧を超えないでしょう。
高いVBを持つ放電FETが使用される、または充電器の急速充電閾値が非常に低い場合、ｼｽﾃﾑは式4-1.からVBを消去するために
予備充電中でも放電FETをONに切り換えるかもしれません。
充電中の放電FET開通は充電器が未だ接続されているかを調べる必要性を増すかもしれません。充電器の存在はCC-ADC変換結
果の極性を監視することによって容易に判定することができます(ATmega8HVA/16HVA)。放電電流が流れている(または電流が流
れていない)場合、これは充電器が取り去られ、電池ﾊﾟｯｸの予期せぬ流出の危険を低減するために放電FETが禁止されているであ
ろうことを示します。
電池ｾﾙは電池保護回路が許可されている限り、充電周期全体中の高い充放電電流から保護されます。

4.2. 正しい始動時間選択
ATmega8HVA/16HVA,ATmega4HVD/8HVDの始動時間と充電器のtDETﾊﾟﾗﾒｰﾀの調和が重要です。これは充電器が予期せず急
速充電動作に決して移行しないことを保証します。ﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗの始動時間は主に始動時間(SUT)ﾋｭｰｽﾞ設定によって決められま
す。けれども、他のいくつかのﾊﾟﾗﾒｰﾀもｼｽﾃﾑ設計に於いて考慮されるべきです。始動の仕組みに関係するﾀｲﾐﾝｸﾞ値が表4-1.で一
覧にされます。
表4-1. ｼｽﾃﾑ ﾚﾍﾞﾙでの始動考察
番号
ﾊﾟﾗﾒｰﾀ
1 充電器接続から内部電源ONﾘｾｯﾄ開放までの時間
2

電源ONﾘｾｯﾄ開放から内部ﾘｾｯﾄ開放までの時間

3

内部ﾘｾｯﾄ開放からDUVR動作許可までの時間

4

DUVR動作許可からVFET電圧のVFETDUVRでの
安定までの時間

5

充電器接続からDUVR動作有効までの総時間

7

内部ﾘｾｯﾄ開放から応用ｺｰﾄﾞによって放電FETが
許可され得るまでの時間
応用ｺｰﾄﾞでの放電FET許可からVB減少までの時間

8

充電器接続からVB減少までの総時間

6

時間 (注)
注釈
5ms
代表値、外部CREGｺﾝﾃﾞﾝｻ容量依存
公称範囲、SUTﾋｭｰｽﾞ依存、
4～512ms
実際の範囲はULP発振器周波数依存
0ms
ﾘｾｯﾄ後直ちに許可
1ms

代表値、ｾﾙ電圧とFET型式に依存

10～518ms

SUTﾋｭｰｽﾞ設定に依存する公称値、
1～4の合計として計算

1ms

ｿﾌﾄｳｪｱ実装に依存

1ms

代表値、VFETとFET型式に依存
SUTﾋｭｰｽﾞ設定に依存する公称値、
11～519ms
1,2,6,7の合計として計算

注: この列の値は与えられた応用に対する代表値です。実際の値はこれらの数値から変動するかもしれず、各応用に対して明
確に調査されなければなりません。ﾃﾞｰﾀｼｰﾄに於いて最小と最大の指定値を持つﾁｯﾌﾟのﾊﾟﾗﾒｰﾀについては、ﾀｲﾐﾝｸﾞが重
要な場合に最悪の考察が使用されるべきです。
一旦内部ﾘｾｯﾄが開放されると、既定としてDUVR動作に移行します。低いｾﾙ電圧については、ﾊｰﾄﾞｳｪｱによって充電FETが充分に
ONされている限り、VFETがVFETDUVRで安定するでしょう。SUTﾋｭｰｽﾞ選択と始動のより多くの詳細についてはﾃﾞｰﾀｼｰﾄを参照して
ください。
始動中にVBATTが急速充電閾値以上に上昇するため、tDETﾊﾟﾗﾒｰﾀはｼｽﾃﾑ設計での考察が重要です。ｽﾏｰﾄ ﾊﾞｯﾃﾘ ﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄ
ﾛｰﾗに対してのtDETよりも長い始動時間選択は充電器に早すぎる急速充電動作をもたらすかもしれません。
3

4.3. 電力消費最小化
DUVR動作はVFETを調整するためにｸﾛｯｸ駆動された調整の仕組みを使用するので、この動作種別は常に固定の高い周波数のｸ
ﾛｯｸを必要とします。実際問題として、これはﾁｯﾌﾟの様々な休止形態に関係なく、DUVR動作で常にﾁｯﾌﾟの高速RC発振器が許可さ
れることを意味します。ﾊﾟﾜｰｾｰﾌﾞ休止形態に対して、DUVR動作は僅かに電力消費を増すでしょう。充電器が接続されている限り、
増加した電力消費は重要ではありません。けれども、応用は電池放電中の過度の電流消費を避ける必要がない時は必ず、DUVR動
作を常に禁止することに注意すべきです。これは深い休止形態を使用する時に特に重要です。

4.4. 低すぎるｾﾙ電圧時の充電FET許可
ﾁｯﾌﾟが動作できる水準(電圧)にｾﾙ電圧が達する前に充電FETが完全にONに切り換えられた場合(ｿﾌﾄｳｪｱによる充電FET許可)、
VFETが直ぐに降下し、電圧調整器は充分な水準でVREG電圧をもはや保つことができません。ATmega8HVA/16HVAについては、
VREG電圧が低電圧検出(BOD)ﾚﾍﾞﾙ以下に降下した時にﾁｯﾌﾟがBODﾘｾｯﾄへ移行します。BODﾘｾｯﾄは直ちに充電FETをOFFに切
り換え、充電器が存在しているなら、再びVFET電圧の上昇を引き起こします。これは殆ど直ぐにﾁｯﾌﾟをBODﾘｾｯﾄから回復させ、ﾘｾｯ
ﾄ後の始動時間経過で標準動作が再開され得ます。ATmega4HVD/8HVDについては、低すぎるVREG降下時にﾁｯﾌﾟが電圧消失検
出(BLOD)ﾘｾｯﾄ/ﾊﾟﾜｰｵﾌ動作へ移行します。

4.5. 時期尚早の充電器切断/ﾊﾟﾙｽ充電
充電器がﾊﾟﾙｽ充電の仕組みを使用、またはｾﾙ電圧がﾁｯﾌﾟの最低動作電圧以下の時に何らかの理由で充電器が切断された場合、
ﾃﾞﾊﾞｲｽはVFETまたはVREGのどちらかが低すぎる時にﾊﾟﾜｰｵﾌ動作へ移行します。充電器が再びONに切り換わると、ﾊﾟﾜｰｵﾌ動作
から通常の始動手順が行われます。
充電器が再接続される、またはVFETかVREGがそれらの最低値以下へ低下する前にﾊﾟﾙｽ充電が再開される場合、ﾁｯﾌﾟはBODﾘｾｯ
ﾄまたはﾊﾟﾜｰｵﾌ動作へ移行することなく、通常動作を続けるでしょう。

5. 応用例
本項はDUVR動作と電流制限された充電器を使用し、ﾊﾟﾜｰｵﾌ動作からの始動を含むｼｽﾃﾑ設計の例を含みます。これは以下の前
提で行われます。
・ 初期ｾﾙ電圧(VCELL)は1.0Vで、ﾁｯﾌﾟはﾊﾟﾜｰｵﾌ動作です。
・ 充電器の急速充電閾値は3.0Vです。
・ 充電器の検出時間(tDET)は60msです。
・ 放電FETの本体ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ電圧降下は予備充電電流50mAで0,5Vです。
放電FETの本体ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ電圧降下は充電器の急速充電閾値(VFC)に比べて低いので、放電FETは初期充電の間、OFFに切り換え
られます。ﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗに対する始動時間は電池が検出される前に電池ﾊﾟｯｸ正端子がVFC以下に調整されるのを保証するために
32msに設定されます。
充電手順は図5-1.で図解されます。動作回路は図1-1.で記述されます。
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図5-1. 応用例(1ｾﾙ応用)
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図5-1.で示される事象に対する説明は表5-1.で一覧にされます。
表5-1. 図5-1.に対する説明
時間
注釈
充電器が接続されます。充電FETと放電FETの両方が完全にOFFへ切り換えられ、VFETとVBATTを素早く電池充電器
t=t0 電圧へ上昇させます。ﾃﾞﾊﾞｲｽは始動時間が過ぎる(t1として示される時間)までﾘｾｯﾄ状態を保たれます。ﾘｾｯﾄ区間を通り
過ぎると、VBATTはVFC閾値以上です。放電FETの本体ﾀﾞｲｵｰﾄﾞを通して流れる電流が非常に小さいので、V BATTと
VFETは殆ど等しくなります。

t=t1

ﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗの始動時間が過ぎ、ﾁｯﾌﾟはﾘｾｯﾄ状態から抜け出します。DUVR動作が自動的に許可され、例え充電FET
許可(CFE)ﾋﾞｯﾄが解除(0)されていても、充電FETが少しONに切り換えられます。充電FETを許可することがVFET電圧を
VFETDUVRへ急速に低下させます。BATT電圧はVFET+VBに等しく、直ぐに適切なVFC以下になります。電池ｾﾙは放
電FETの本体ﾀﾞｲｵｰﾄﾞと充電FETのﾄﾞﾚｲﾝ-ｿｰｽ間ﾁｬﾈﾙを通して充電されつつあります。

tDETが過ぎ、充電器はVBATT電圧を測定します。この電圧が適切なVFC以下なので、充電器は予備充電電流の印加を
t=t2 続けます。VFET電圧はVFET
DUVRで一定に保たれ、一方でVCELLは増加します。

t=t3

VCELLが増加し、そのために今やVFETDUVRと等しくなります。実行としては、充電FETが完全にONへ切り換えられ、こ
れ以上はDUVR動作が無効です。この時点からVFETはVCELLに従い、そしてそれが増加するので、VFETとVBATTの
両方が増加を始めます。今や、CFEﾋﾞｯﾄを許可(=1)することによる充電FETのON切り換えは安全で、そしてDUVR動作を
禁止してください。常にDUVR動作が禁止される前にCFEﾋﾞｯﾄが設定(1)されることに注意することが重要です。この規則
に従わない場合は、ﾁｯﾌﾟに於いて低電圧検出(BOD)ﾘｾｯﾄまたはﾊﾟﾜｰｵﾌ動作を潜在的に引き起こす、VFET電圧低下
になるでしょう。
今やV

がV

に達し、充電器は急速充電動作へ移行します。電流が増加するので、放電FETの本体ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ上の

FC
t=t4 電圧(VBATT
B)が増加します。

本体ﾀﾞｲｵｰﾄﾞでの大きな電力浪費を避けるために、放電FETはONへ切り換えられるべきです。このFETがONに切り換え

t=t5 られると、BATT電圧はVBに応じた電圧に低下します。早すぎる放電FETの許可はVBATTを一時的にVFC以下に低下さ
せるかもしれません。充電器は電圧調整段階へ移行するまで一定の急速充電電流を供給し続けます。

t=t6 充電器が電圧調整段階へ移行し、充電電流が減少します。
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