


NGK INSULATORS & onsemiによるサポート

“NGK & onsemiからのサポート” 

事前に最適なパラメータ/データを提供する

1) 検証時間の削減

2) 入れ替えリスクの軽減

+

* EnerCera is a products of NGK Insulators, Ltd. *NGK EnerCera Lithium-ion battery 
image (used with permission from NGK Insulators, Ltd.)



顧客へのサポート

• *NGKエナセラバッテリー & 
onsemiバッテリーセンシング
(Fuel Gauge) ICとのマッチング
データを提供し、評価プロセス
の短縮を実現

• FGツールにより、低消費電力動
作の検証を容易にできる

• *NGKエナセラバッテリー & 
onsemi ソリューションがシステ
ムの小型化に貢献

* EnerCera, エナセラは、日本ガイシ株式会社の製品です

NGK INSULATORS & onsemiによるサポート



onsemiバッテリーセンシングソリューションの課題と意義

バッテリーセンシング機能
• RSOCのレポートに対応
• バッテリーの電圧、温度、劣化具合
のレポートに対応
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NGK EnerCeraリチウムイオン電池のイメージ図
（日本ガイシ株式会社の許諾を得て使用しています）

パワーシステムの要求事項
• 高い安全性
• 長時間稼働

バッテリーセンシングの役割
• システムの安全性を保持
• エネルギーの有効利用を支援

Battery 
sensing

安全
マージン



電池組成の化学的物理学に裏付けられた電池プロファイル

による独自の測定方法により温度変化やバッテリ劣化に対
しても高精度な残量計測を実現

高精度

業界最小の消費電力

デュアルクロックアーキテクチャにより極めて低い動作電
力を実現

低消費電力

変化に対して安定した高精度な計測

BoM数の削減

電流測定用外付け抵抗が不要なアルゴリズム採用。プリン
ト基板への実装面積を小さくすることで、製品の設計自由
度を高め、コストメリットに寄与

電流測定用
外付け抵抗不要

onsemi バッテリーセンシングソリューション主な特長



高精度な残量計測の実現

onsemi ソリューションの特長

• 実測値と電池の化学的性質に基づいたパラメータを
持つ独自のルックアップテーブルを活用したバッテ
リープロファイリング

• さまざまな環境下でも安定した測定を実現するバッ
テリの内部抵抗

onsemi のバッテリーセンシング技術は、下記
の条件に関わらず安定した精度を実現

• バッテリの劣化

• 温度変化

• 充放電の繰り返し

Fuel Gauge 
感知条件

温度

電圧

電流

計算

報告事項

バッテリープロ
ファイル

(NV メモリー)

バッテリープロファイルテーブルに対応する
複数のパラメータ

充電電流，放電電流

温度、 からの電圧変化



LC709204F

低消費電力

• LC709204Fの消費電流はわずか2μAと圧倒的な低さを実現

• 動作時の消費電力が極めて低い

98.2%

(80 mAh Battery)

顧客製品を30日間倉庫に
保管した場合の電池残量

（計算値）

LC709204F

測定方法
onsemi
独自技術

消費電流
(稼働モード)

2 μA

消費電力



電流測定用外付け抵抗 不要

外部部品数
電流測定用外付け抵抗

抵抗器
キャパシター

フットプリントイメージ

電流測定用外付け抵抗不要

電流測定用外付け抵抗の代表例(5 mΩ, 1%) :
顧客メリット(小型化): 
• ウェアラブルや小型のアプリケーションでは、電流測定用

外付け抵抗がないことの重要性が高まっている
• 電流測定用外付け抵抗のためのフットプリントは、外付け

抵抗パッケージ寸法より大きい

C
1.48 mm x
1.91 mm

C

PCBフットプリント：配線パターン

電流測定用
外付け抵抗なし

電流測定用
外付け抵抗あり



LC709204F

業界最小クラスの低消費電力と

サイズを実現したベースモデル

は、安全性と柔軟なサイズ設計

のために充実した警告機能に対

応

• 外部部品 :

• 低消費電流：

バッテリーモニターレポートの強化
LC709204

F

onsemiバッテリーセンシングベースモデル LC709204F



高精度なゲージング
変化に対して安定した高精度な計測

消費電力を極限まで抑え、バッテリー状況をモニタリングする

電流測定用外付けBoM抵抗なし、数の削減

onsemi バッテリーセンシングソリューション

Key Take Away



サポート

https://www.onsemi.jp/pub/Collateral/LC709204F-D.PDF
https://www.onsemi.jp/pub/Collateral/AND9985-D.PDF
https://www.onsemi.com/design/tools-software/evaluation-board/lc709204fxe-N01-gevb
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Notes:

Model LC709204FXE

Algorithm HG-CVR2 *1

Package WLCSP12

Size 1.48 mm x 1.91 mm x 0.51 mm

Pin Pitch 0.4 mm

Max Voltage 5.0 V

Accuracy ±2.0%

Operating Idd 2.0 μA

Rescaling √

Alarm 5

Sense Temperature 2xNTC Thermistor , Host Reported 

Basic Report *2 √

Advanced Report *3 √

Battery Lifetime Report *4 √

Current Report *5 Option *6

User ID √

Battery Embedded/Removal √

Embedded Battery Profile 5

*1:  HG-CVR2 - Increased look-up tables to increase the device gauging accuracy
- Improved sampling timing to reduce the overall power consumption

*2:  Basic Report - RSOC, Cell Voltage, Cell Temperature
*3:  Advanced Report - Rescaled RSOC, Time to Empty, Time to Full, Ambient Temperature
*4:  Battery Lifetime Report - Cycle Count, SOH(State of Health), Total Run Time
*5:  Current Report - Remaining Capacity, FCC, Average Current, Dynamic Current
*6:  Contact your onsemi FAE



IC LC709204F

Advanced
Reports

• Rescaled RSOC
• Time to Empty
• Time to Full
• Ambient Temperature
• Battery Status

Alarm 
Conditions

• High/Low Voltage
• Low RSOC
• High/Low Temperature
• Over-Charge/Discharge Current *1

Battery Lifetime 
Reports

• SOH
• Cycle Count
• Max/Min Cell Voltage
• Max/Min Cell Temperature
• Total Runtime
• Accumulated Temperature
• Accumulated RSOC
• Ave/Dynamic Cell Current *1

• Full Charge/Remaining Capacity *1

*1.  Optional. Please contact your onsemi FAE for details.

• LC709204F sends an alert to a host via an alarm function with little or no delay, when battery operating conditions 
exceed the parameters set up by the customer

• A record of historical data and stresses applied to the battery are logged in the battery lifetime report




