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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セル端子を有するバッテリーセルと、
　前記バッテリーセルを収容するケースと、
　前記ケースに設けられ前記セル端子に電気的に接続されたバッテリー端子と、
　前記ケースに収容され前記バッテリーセルの充放電の許容および禁止を行う制御部とを
有するバッテリー装置であって、
　前記制御部は、前記バッテリーセルの充放電回数を計数する充放電回数計数部と、
　前記セル端子の出力電圧値を所定の時間間隔で検出する検出部とを備え、
　前記検出部で検出された最新の出力電圧値をＶ１とし、前記最新の出力電圧値Ｖ１の直
前に前記検出部で検出された出力電圧値をＶ０とした際、前記制御部は、前記検出部によ
って前記出力電圧値を検出する毎、前記最新の出力電圧値Ｖ１と前記直前の出力電圧値Ｖ
０との差分ΔＶ＝Ｖ１－Ｖ０の絶対値｜ΔＶ｜を算出するとともに、前記算出された絶対
値｜ΔＶ｜の総和を充放電積算値ＳΔＶとして算出して保持し、前記充放電回数として前
記放電積算値ＳΔＶを用いるように構成され、
　前記制御部は、前記充放電回数計数部で計数された前記充放電回数が所定の基準値未満
である場合に前記バッテリーセルの充電および放電を許容し、前記充放電回数が前記所定
の基準値以上である場合に前記バッテリーセルの充放電を禁止するように構成されている
、
　ことを特徴とするバッテリー装置。
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【請求項２】
　前記ケースに収容され前記バッテリーセルと前記バッテリー端子との電気的接続をオン
オフするスイッチ部を有し、前記制御部による前記バッテリーセルの充放電の禁止は、前
記制御部により前記スイッチ部をオフにすることでなされることを特徴とする請求項１記
載のバッテリー装置。
【請求項３】
　前記ケースに設けられたコントロール端子を有し、前記制御部は、前記コントロール端
子を介して外部装置との間で通信を行う通信部を有し、前記制御部による前記バッテリー
セルの充放電禁止は、前記制御部により前記通信部の通信動作を禁止することにより、前
記バッテリー装置を前記外部装置に装着して使用することが禁止されることでなされるこ
とを特徴とする請求項１記載のバッテリー装置。
【請求項４】
　前記ケースに設けられたコントロール端子を有し、前記制御部は、前記コントロール端
子を介して外部装置との間で通信を行う通信部を有し、前記制御部による前記バッテリー
セルの充放電の禁止は、前記制御部により前記通信部から前記外部装置に対して当該バッ
テリー装置が正規品であることを示す情報の送信を禁止することにより、前記バッテリー
装置を前記外部装置に装着して使用することが禁止されることでなされることを特徴とす
る請求項１記載のバッテリー装置。
【請求項５】
　前記制御部は不揮発性メモリを備え、前記制御部は前記検出部で検出された前記出力電
圧値を前記不揮発性メモリに記録するように構成され、前記最新の出力電圧値Ｖ１の直前
に前記検出部で検出された出力電圧値は、前記不揮発性メモリから読み出された値である
ことを特徴とする請求項１記載のバッテリー装置。
【請求項６】
　前記制御部は不揮発性メモリを備え、前記バッテリー装置が正規品であることを示す情
報は、前記不揮発性メモリに記録されており、前記バッテリー装置が正規品であることを
示す情報の送信を禁止は、前記不揮発性メモリに記録されている前記バッテリー装置が正
規品であることを示す情報を消去することによってなされることを特徴とする請求項４記
載のバッテリー装置。
【請求項７】
　前記バッテリー装置が正規品であることを示す情報は、前記バッテリー装置に固有に割
り当てられたＩＤ情報であるか、あるいは、前記ＩＤ情報とは別に構成された純正バッテ
リーセル情報であることを特徴とする請求項４記載のバッテリー装置。
【請求項８】
　前記バッテリーセルは、リチウムイオン電池、ニッケルカドミウム電池、ニッケル水素
電池の何れかで構成されていることを特徴とする請求項１記載のバッテリー装置。
【請求項９】
　前記バッテリー端子は正極端子と負極端子の２つの端子で構成され、前記コントロール
端子はシリアルデータの通信を行う１つの端子で構成されていることを特徴とする請求項
３または４記載のバッテリー装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はバッテリー装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話機やデジタルスチルカメラなどの携帯用電子機器では、バッテリー装置（バッ
テリーパック）を電源として用いている。
　バッテリー装置として、ケースと、ケースに収容されセル端子を有するバッテリーセル
と、ケースに設けられセル端子に電気的に接続されたバッテリー端子と、ケースに収容さ
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れバッテリーセルの充放電の許容および禁止を行う制御部とを有するものが提供されてい
る（特許文献１）。
　制御部は、バッテリーセルの過充電や過放電を防止し、これによりバッテリーセルを保
護する機能を有している。したがって、制御部は、バッテリーセル個々の電気的特性（仕
様）に合わせて設計されている。
【特許文献１】特許第３３７１１４６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、使用済みのバッテリー装置を分解してバッテリーセルと制御部を取り出し、
これらを組み合わせることにより、いわゆる改造バッテリー装置が製造され、流通される
ことが懸念されている。
　このような改造バッテリー装置は、バッテリーセルが既に劣化しているため、正規のバ
ッテリー装置よりも寿命が短いといった欠点だけではなく、バッテリーセルに適合しない
制御部が組み合わされることで過充電や過放電が適切に防止されないおそれがあり、した
がって、改造バッテリー装置を電子機器に装着すると所望の性能を奏することができず、
電子機器の故障を招くおそれもあり、ユーザーの利便性が阻害される。
　本発明はこのような事情に鑑みなされたもので、その目的は、バッテリー装置が改造さ
れたとしてもその改造バッテリー装置が実質的に機能しないようにすることにより改造バ
ッテリー装置の製造や流通を抑止し、ユーザーの利便性の向上を図る有利なバッテリー装
置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上述の目的を達成するため、本発明は、セル端子を有するバッテリーセルと、前記バッ
テリーセルを収容するケースと、前記ケースに設けられ前記セル端子に電気的に接続され
たバッテリー端子と、前記ケースに収容され前記バッテリーセルの充放電の許容および禁
止を行う制御部とを有するバッテリー装置であって、前記制御部は、前記バッテリーセル
の充放電回数を計数する充放電回数計数部と、前記セル端子の出力電圧値を所定の時間間
隔で検出する検出部とを備え、前記検出部で検出された最新の出力電圧値をＶ１とし、前
記最新の出力電圧値Ｖ１の直前に前記検出部で検出された出力電圧値をＶ０とした際、前
記制御部は、前記検出部によって前記出力電圧値を検出する毎、前記最新の出力電圧値Ｖ
１と前記直前の出力電圧値Ｖ０との差分ΔＶ＝Ｖ１－Ｖ０の絶対値｜ΔＶ｜を算出すると
ともに、前記算出された絶対値｜ΔＶ｜の総和を充放電積算値ＳΔＶとして算出して保持
し、前記充放電回数として前記放電積算値ＳΔＶを用いるように構成され、前記制御部は
、前記充放電回数計数部で計数された前記充放電回数が所定の基準値未満である場合に前
記バッテリーセルの充電および放電を許容し、前記充放電回数が前記所定の基準値以上で
ある場合に前記バッテリーセルの充放電を禁止するように構成されていることを特徴とす
る。
【発明の効果】
【０００５】
　本発明によれば、バッテリー装置を改造しても、その改造されたバッテリー装置を実質
的に機能しないようにすることができるため、改造バッテリー装置の製造や流通を抑止し
、ユーザーの利便性の向上を図る有利となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
（第１の実施の形態）
　次に本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
　図１はバッテリー装置１０の構成を示す説明図、図２はバッテリー装置１０のブロック
図である。
　図１、図２に示すように、バッテリー装置１０はケース１２を有し、ケース１２にバッ
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テリーセル１４と制御基板１８とが収容されている。
　バッテリーセル１４は二次電池で構成され、本実施の形態では矩形板状のリチウムイオ
ン電池で構成されている。なお、二次電池としては、ニッケルカドミウム電池、ニッケル
水素電池など任意のものを採用可能である。
　バッテリーセル１４の一側面には、正極のセル端子１６Ａ、負極のセル端子１６Ｂが設
けられている。
　制御基板１８は、帯板状を呈し裏面がバッテリーセル１４の一側面に重ね合わされた状
態でケース１２に保持されている。
　制御基板１８の裏面はセル端子１６Ａ、１６Ｂと電気的に接続されている。
　制御基板１８の表面には正極のバッテリー端子２０Ａと、負極のバッテリー端子２０Ｂ
と、コントロール端子２２とが長手方向に間隔をおいて設けられており、これらバッテリ
ー端子２０Ａ、２０Ｂ、コントロール端子２２は、ケース１２の一側面に設けられた開口
から外方に露出されている。
　制御基板１８には複数の電子部品が実装され制御部２０が構成されている。
【０００７】
　図２に示すように、制御部２０は、マイクロコンピュータ２４と、充電ＦＥＴ２６と、
放電ＦＥＴ２８とを備え、バッテリーセル１４の過充電や過放電を防止し、これによりバ
ッテリーセル１４を保護する機能を有し、バッテリーセル１４個々の電気的特性（仕様）
に合わせて設計されている。
　バッテリーセル１４の正極のセル端子１６Ａは、端子２００２および、直列に接続され
た充電ＦＥＴ２６と放電ＦＥＴ２８を介して正極のバッテリー端子２０Ａに電気的に接続
されるとともに、マイクロコンピュータ２４に接続されている。
　バッテリーセル１４の負極のセル端子１６Ｂは、端子２００４を介して負極のバッテリ
ー端子２０Ｂに電気的に接続されるとともに、マイクロコンピュータ２４に接続されてい
る。
　詳細に説明すると、セル端子１６Ａは制御部２０の端子２００２を介して充電ＦＥＴ２
６のソースに接続され、充電ＦＥＴ２６のドレインは放電ＦＥＴ２８のソースに接続され
、放電ＦＥＴ２８のドレインはバッテリー端子２０Ａに接続されている。
　充電ＦＥＴ２６のソースとドレインの間にはボディダイオード（付加ダイオード）２６
０２が形成され、放電ＦＥＴ２８のソースとドレインの間にもボディダイオード（付加ダ
イオード）２８０２が形成されている。
　充電ＦＥＴ２６のゲートと放電ＦＥＴ２８のゲートには、後述する制御部２０のドライ
バ３０から供給される駆動信号が与えられ、これにより、充電ＦＥＴ２６と放電ＦＥＴ２
８のオン、オフ動作が制御される。
　本実施の形態では、充電ＦＥＴ２６と放電ＦＥＴ２８によりバッテリーセル１４とバッ
テリー端子２０Ａ、２０Ｂとの電気的接続をオンオフするスイッチ部が構成されている。
なお、スイッチ部は、バッテリーセル１４とバッテリー端子２０Ａ、２０Ｂとの電気的接
続をオンオフする機能を有するものであればよく、ＦＥＴに限定されるものではない。
【０００８】
　マイクロコンピュータ２４は、ドライバ３０、Ａ／Ｄコンバータ３２、不揮発性メモリ
３４、通信インターフェース３６、ＣＰＵ３８などを含んで構成されている。
　Ａ／Ｄコンバータ３２は、端子２００２を介して正極のセル端子１６Ａに接続されるこ
とで、バッテリーセル１４の出力電圧を検出してアナログデータからデジタルデータに変
換し、出力電圧値ＶとしてＣＰＵ３８に供給している。
　したがって、本実施の形態では、Ａ／Ｄコンバータ３２によってセル端子１６Ａ、１６
Ｂの出力電圧値Ｖを所定の時間間隔で検出する検出部が構成されている。
　不揮発性メモリ３４（ＥＥＰＲＯＭ）は、例えばフラッシュメモリなどで構成され、供
給される電源がオフとなっても記憶内容を保持するものである。
　不揮発性メモリ３４には、ＣＰＵ３８により種々の情報が記録される。
　記録される情報としては、出力電圧値Ｖ、バッテリー装置１０が正規品であることを示
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す純正セル情報Ｄ１（純正バッテリーセル情報）、このバッテリー装置１０固有に割り当
てられたＩＤ情報（識別情報）Ｄ２、バッテリー装置１０が製造直後でありまだ使用され
ていないことを示す未使用情報Ｄ３、後述する深放電到達情報Ｄ４などであり、純正セル
情報Ｄ１、ＩＤ情報（識別情報）Ｄ２、未使用情報Ｄ３は工場出荷時に予め記録されてい
る。
【０００９】
　通信インターフェース３６は、ＣＰＵ３８がコントロール端子２２を介して外部装置と
の間で双方向に通信を行う際に用いられるインターフェースであり、本実施の形態では、
従来公知のシリアルペリフェラルインターフェース（ＳＰＩ）で構成されている。
　したがって、本実施の形態では、ＣＰＵ３８と通信インターフェース３６によって外部
装置と通信を行う通信部が構成されている。なお、通信部は外部装置と通信を行うことが
できればよいのであり、シリアル通信に限定されるものではない。
　ＣＰＵ３８は、不図示のＲＯＭに格納されたプログラムを実行することにより動作する
ものであり、ドライバ３０、Ａ／Ｄコンバータ３２、不揮発性メモリ３４、通信インター
フェース３６の制御を司るものであり、バッテリーセル１４のセル端子１６Ａ、１６Ｂを
介して供給される直流電源によって動作を行うものである。
【００１０】
　次に、改造バッテリー装置ではなく、正規なバッテリー装置１０を用いた場合における
バッテリーセル１４の出力電圧Ｖの変化と、充電ＦＥＴ２６および放電ＦＥＴ２８のオン
、オフ動作について説明する。
　図３はバッテリーセル１４と充電ＦＥＴ２６および放電ＦＥＴ２８の動作を模式的に説
明した図であり、横軸に時間、縦軸にセル１４の出力電圧値Ｖを示す。
【００１１】
　まず、バッテリー装置１０の放電時の動作について説明する。
　満充電時においては、出力電圧Ｖ＝Ｅ０である。
　この状態でバッテリー装置１０が電子機器に装着されると、電子機器からの要求に応じ
て、ＣＰＵ３８は不揮発性メモリ３４から読み出した純正セル情報Ｄ１、ＩＤ情報Ｄ２を
電子機器に送信する。電子機器は、これら純正セル情報Ｄ１、ＩＤ情報Ｄ２が正規なもの
であると確認すると、正常に確認された旨の情報をＣＰＵ３８に返す。
　これによりＣＰＵ３８は、ドライバ３０を介して充電ＦＥＴ２６および放電ＦＥＴ２８
の双方をオン状態とし、バッテリーセル１４の電圧値が充電ＦＥＴ２６および放電ＦＥＴ
２８の双方を通過してバッテリー端子２０Ａ、２０Ｂから電子機器に供給される。
　なお、ＣＰＵ３８は、所定の時間間隔でバッテリーセル１４の出力電圧値Ｖを監視して
いる。
【００１２】
　バッテリーセル１４の放電が進むにつれて出力電圧値Ｖが電圧値Ｅ０から徐々に低下す
る。
　さらに放電が進み、やがて出力電圧値Ｖが過放電状態（電圧値Ｅ１以下）に到ると、Ｃ
ＰＵ３８は、充電ＦＥＴ２６をオンに維持したまま、放電ＦＥＴ２８をオフとすることで
、それ以上の放電を停止する。
　これにより、バッテリー装置１０から外部への放電は停止されるが、ＣＰＵ３８による
電力消費（放電）は継続される。
　やがて、出力電圧値ＶがＣＰＵ３８の安定動作ができなくなる電圧値（例えば２．２Ｖ
）である深放電状態に到ると、ＣＰＵ３８は、深放電状態に到った旨を示す深放電到達情
報Ｄ４を不揮発性メモリ３４に記録した後、自らシャットダウンする。
　深放電状態であっても、微小なリーク電流によりバッテリーセル１４の放電が続くため
、この状態を長期間放置すると、バッテリーセル１４の出力電圧値Ｖ＝Ｅ３＝０となる。
【００１３】
　次に、バッテリー装置１０の充電時の動作について説明する。
　深放電状態にあるバッテリー装置１０を充電装置に装着すると、バッテリー端子２０Ａ
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、２０Ｂを介して充電が開始される。
　この際、放電ＦＥＴ２８はオフであるが、放電ＦＥＴ２８のボディダイオード２８０２
が充電電流に対して順方向にあるため、ボディダイオード２８０２とオン状態の充電ＦＥ
Ｔ２６を介して小さい充電電流で充電が行われる。
　バッテリーセル１４の出力電圧値Ｖが上昇し、ＣＰＵ３８が動作できる電圧値領域（電
圧値Ｅ４から電圧値Ｅ５の間）に到ると、ＣＰＵ３８が起動して充電ＦＥＴ２６および放
電ＦＥＴ２８を共にオンとして通常の充電状態とする。これにより、オン状態の充電ＦＥ
Ｔ２６および放電ＦＥＴ２８を介して大きい充電電流で充電が行われる。
　やがて、バッテリーセル１４の出力電圧値Ｖが満充電状態（電圧値Ｅ０）に到ると、充
電装置が自動的にオフとなり充電を終了する。
　また、何らかの原因により、満充電状態を過ぎても充電が継続されると、出力電圧値Ｖ
が過充電状態（電圧値Ｅ６）に到る。
　過充電状態ではバッテリーセル１４の劣化を招くため、ＣＰＵ３８は過充電状態を検出
すると、充電ＦＥＴ２６をオフとし、放電ＦＥＴ２８をオンに維持する。これにより、そ
れ以上の充電が禁止され、放電のみが許容されることになる。
【００１４】
　次に、バッテリー装置１０の動作について図４のフローチャートを参照して説明する。
　まず、ＣＰＵ３８が起動すると、ＣＰＵ３８は不揮発性メモリ３４に記録されている純
正セル情報Ｄ１を読み出し、その純正セル情報Ｄ１が真正なものであるか否かを判定する
（ステップＳ１０）。
　純正セル情報Ｄ１が真正なものでなければ、ＣＰＵ３８は、バッテリー装置１０が改造
されたものと判断し、充電ＦＥＴ２６および放電ＦＥＴ２８を共にオフとする（ステップ
Ｓ１８）。これにより、バッテリー装置１０による充電動作、放電動作が共に禁止される
。
　次に、コントロール端子２２を介しての通信を禁止する（ステップＳ２０）。これによ
り、バッテリー装置１０を電子機器に装着して使用することも禁止される。
　一方、ステップＳ１０で純正セル情報Ｄ１が真正であると判定された場合には、ＣＰＵ
３８はＡ／Ｄコンバータ３２により出力電圧値Ｖを検出し（ステップＳ１２）、後述する
３つの条件Ａ、Ｂ、Ｃの何れかを満たすか否かを判定する（ステップＳ１４）。
【００１５】
　ステップＳ１４で判定される３つの条件Ａ、Ｂ、Ｃについて説明する。
　条件Ａは、ステップＳ１２で検出された最新の出力電圧値をＶ１とし、この最新の出力
電圧値Ｖ１の直前に検出された出力電圧値をＶ０とした際、差分ΔＶ＝Ｖ１－Ｖ０の絶対
値｜ΔＶ｜が所定の基準値（第１の所定の基準値）未満であることである。
　改造のためバッテリーセル１４がいったん制御部２０から取り外されて、出力電圧値Ｖ
が大きく低下した場合には、条件Ａを満足しないことになる。
　条件Ｂは、不揮発性メモリ３４に未使用情報Ｄ３が記録されていることである。
　すなわち、条件Ｂは、製造直後に初めてＣＰＵ３８が起動した場合には、不揮発性メモ
リ３４に出力電圧値Ｖが記録されていないため、強制的に次のステップＳ１６に処理を進
めるために設けられている。
　条件Ｃは、不揮発性メモリ３４に深放電到達情報Ｄ４が記録されていることである。
　深放電に到達してしまった場合には、条件Ａを満たすことができないので、強制的に次
のステップＳ１６に処理を進めるために設けられている。
　ステップＳ１４では、３つの条件Ａ、Ｂ、Ｃの何れか１つを満たすならば、バッテリー
装置１０は改造されていないものと判定し、不揮発性メモリ３４に記録されている出力電
圧値を前記最新の出力電圧値に書き換えて記録し（ステップＳ１６）、ステップＳ１２に
戻り同様の処理を繰り返して実行される。
　この状態で、バッテリー装置１０が電子機器に装着されると、通常に放電がなされる。
　なお、ステップＳ１２、Ｓ１４、Ｓ１６は所定の時間（例えば、１秒に満たない時間）
で繰り返される。
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【００１６】
　ステップＳ１４で、３つの条件Ａ、Ｂ、Ｃの何れも満たさない場合には、ＣＰＵ３８は
バッテリー装置１０が改造されたものと判断し、不揮発性メモリ３４の純正セル情報Ｄ１
を消去する（ステップＳ２２）。これにより、再度、このバッテリー装置１０のＣＰＵ３
８が起動されても、上述したステップＳ１０で純正セル情報Ｄ１が真正なものでないと判
定され、バッテリー装置１０の使用が禁止され、充電および放電が禁止される。
　次いで、充電ＦＥＴ２６および放電ＦＥＴ２８を共にオフとし（ステップＳ２４）、コ
ントロール端子２２を介しての通信を禁止する（ステップＳ２６）。通信の禁止は例えば
シリアルデータを０または１に固定することでなされる。ステップＳ２２、Ｓ２４によっ
ても、バッテリー装置１０の使用が禁止され、充電および放電が禁止される。
【００１７】
　本実施の形態のバッテリー装置１０によれば、バッテリーセル１４の出力電圧値Ｖの変
化量が所定の基準値以上である場合にバッテリーセル１４の充放電を禁止するので、バッ
テリー装置１０の制御部２０からバッテリーセル１４を取り外して別のバッテリーセル１
４に交換して改造しても、その改造されたバッテリー装置を実質的に機能しないようにす
ることができ、したがって、改造バッテリー装置の製造や流通を抑止し、ユーザーの利便
性の向上を図る有利となる。
　また、本実施の形態では、制御部２０のハードウェアの構成は、従来のものと同じであ
り、ＣＰＵ３８の処理のみが異なっている。すなわち、ＣＰＵ３８の実行する制御プログ
ラムのみを変更すればよいのでコストを増大を抑制でき有利となる。
　また、バッテリー装置１０が改造作業以外の何らかの原因でショートするなどしてバッ
テリーセル１４の出力電圧値Ｖの変化量が所定の基準値以上となった場合でも、バッテリ
ーセル１４の充放電を禁止するので、バッテリー装置１０やバッテリー装置１０が装着さ
れる電子機器の保護を図る上で有利となる。
　また、本実施の形態では、不揮発性メモリ３４に最新の出力電圧値Ｖを記録しているた
め、揮発性メモリ３４に記録されている出力電圧値Ｖを、例えば、コントロール端子２２
経由で読み出すことができる。したがって、バッテリー装置１０の不良解析を、バッテリ
ー装置１０を分解することなく効率的に行うことができ有利である。
　また、本実施の形態では、制御部２０によるバッテリーセル１４の充放電の禁止を、不
揮発性メモリ３４の純正セル情報Ｄ１を消去することで行っているので、制御部２０が搭
載された制御基板１８を再利用することが禁止でき、バッテリー装置１０の改造を抑止す
る上で有利となる。
【００１８】
　なお、本実施の形態では、制御部２０によるバッテリーセル１４の充放電の禁止を、純
正セル情報Ｄ１を消去して純正セル情報Ｄ１の送信動作を禁止し、かつ、充電ＦＥＴ２６
および放電ＦＥＴ２８をオフとし、かつ、制御部２０による通信動作を禁止するという３
つの動作で行ったが、これら３つの動作のうちの１つ、あるいは、２つを実行するように
しても制御部２０によるバッテリーセル１４の充放電の禁止を行うことができることは無
論である。
　しかしながら、本実施の形態のように、これら３つの動作の全てを行うと、改造された
バッテリー装置の動作をより確実に禁止させる上で有利となる。
　また、本実施の形態では、制御部２０によるバッテリーセル１４の充放電の禁止を、純
正セル情報Ｄ１を消去して純正セル情報Ｄ１の送信動作を禁止することで行ったが、制御
部２０によるバッテリーセル１４の充放電の禁止を、ＩＤ情報Ｄ２を消去してＩＤ情報Ｄ
２の送信動作を禁止することで行ってもよい。
　また、本実施の形態では、充電ＦＥＴ２６および放電ＦＥＴ２８の双方をオフとするこ
とでバッテリーセル１４の充放電の禁止を行った場合について説明したが、充電ＦＥＴ２
６および放電ＦＥＴ２８の一方をオフとすることでバッテリーセル１４の充電または放電
を禁止するようにしてもよい。しかしながら、本実施の形態のように充電ＦＥＴ２６およ
び放電ＦＥＴ２８の双方をオフとすれば、バッテリーセル１４の充電および放電の双方が
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不能となるため、改造されたバッテリー装置の使用をより確実に禁止する上で有利である
。
【００１９】
（第２の実施の形態）
　次に第２の実施の形態について説明する。
　第１の実施の形態では、バッテリーセル１４を制御部２０から取り外す際に、Ａ／Ｄコ
ンバータ３２で検出する出力電圧値Ｖが大きく低下することを利用して、バッテリーセル
１４が取り外されたことを判別するようにした。
　しかしながら、バッテリーセル１４を制御部２０から取り外す際に、別の電源供給手段
からＡ／Ｄコンバータ３２に電圧を供給することで出力電圧値Ｖが大きく低下することを
回避することも考えられる。
　そのため、第２の実施の形態では、バッテリーセル１４に対する充放電回数を計数し、
この充放電回数が所定値を超えた場合には、バッテリーセル１４の充放電を禁止するよう
にすることで、上述の回避策が講じられたとしても改造されたバッテリー装置１０を実質
的に機能させないようにしている。
【００２０】
　図５は第２の実施の形態のバッテリー装置１０のフローチャートである。なお、以下の
実施の形態では、第１の実施の形態と同一あるいは同様のステップ、部分、部材には同一
の符号を付してその説明を省略する。
　図５に示すように、第１の実施の形態を示す図４のフローチャートとの違いはステップ
Ｓ３０、Ｓ３２が追加されている点である。
　すなわち、ステップＳ３０では、ステップＳ１２で算出された出力電圧値の差分の絶対
値｜ΔＶ｜を不揮発性メモリ３４に加算することで、絶対値｜ΔＶ｜の総和を充放電積算
値ＳΔＶとして保持する。
　そして、ステップＳ３２では、充放電積算値ＳΔＶが所定の基準値（第２の所定の基準
値）未満であるか否かを判定し、充放電積算値ＳΔＶが所定の基準値未満である場合には
、ステップＳ１６に移行し、不揮発性メモリ３４に記録されている出力電圧値を前記最新
の出力電圧値に書き換えて記録し、ステップＳ１２に戻り同様の処理を繰り返して実行す
る。
　この状態で、バッテリー装置１０が電子機器に装着されると、通常に放電がなされる。
　また、ステップＳ３２で充放電積算値ＳΔＶが所定の基準値以上である場合には、ステ
ップＳ２２に移行する。
　すなわち、第２の実施の形態では、充放電回数として充放電積算値ＳΔＶを用いており
、充放電積算値ＳΔＶ（充放電回数）が所定の基準値未満である場合にバッテリーセル１
４の充電および放電を許容し、充放電積算値ＳΔＶ（充放電回数）が所定の基準値以上で
ある場合にバッテリーセル１４の充放電を禁止している。
　なお、第２の実施の形態では、ＣＰＵ３８と不揮発性メモリ３４によって特許請求の範
囲の充放電回数計数部が構成されている。
【００２１】
　第２の実施の形態では、第１の実施の形態の効果に加え、所定の充放電回数を超えると
、バッテリーセル１４の充放電が禁止されるので、バッテリーセル１４を制御部２０から
取り外す際に、別の電源供給手段によりＡ／Ｄコンバータ３２に電圧を供給することで出
力電圧値Ｖが大きく低下することを回避したとしても、改造されたバッテリー装置１０を
実質的に機能させないようにすることができ、したがって、改造バッテリー装置の製造や
流通を抑止し、ユーザーの利便性の向上を図る有利となる。
　また、第２の実施の形態においても、制御部２０のハードウェアの構成は、従来のもの
と同じであり、ＣＰＵ３８の処理のみが異なっている。すなわち、ＣＰＵ３８の実行する
制御プログラムのみを変更すればよいのでコストの増大を抑制でき有利となる。
【００２２】
　なお、第２の実施の形態では、充放電回数としてバッテリーセル１４の出力電圧値の差
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分ΔＶの総和（充放電積算値ＳΔＶ）を用いたが、バッテリーセル１４からの出力電流値
Ｉの差分ΔＩの総和（充放電積算値ＳΔＩ）を充放電回数として用いることもできる。
　その場合には、図６に示すように、バッテリー端子２０Ａと放電ＦＥＴ２８との間に例
えば、数十ｍΩ程度の抵抗４０を直列に接続するとともに、その抵抗４０の両端の電位差
をＡ／Ｄコンバータ４２で計測し、その計測した電位差値ＥをＣＰＵ３８に供給しＣＰＵ
３８で出力電流値Ｉに換算するようにすればよい。
　すなわち、抵抗４０とＡ／Ｄコンバータ４２によって検出部が構成されており、最新の
出力電流値Ｉ１の直前に前記検出部で検出された出力電流値をＩ０とした際、制御部２０
は、前記検出部によって出力電流値を検出する毎、最新の出力電流値Ｉ１と直前の出力電
流値Ｉ０との差分ΔＩ＝Ｉ１－Ｉ０の絶対値｜ΔＩ｜を算出するとともに、算出された絶
対値｜ΔＩ｜の総和を充放電積算値ＳΔＩとして算出して保持することになる。
　なお、従来のバッテリー装置においても、抵抗４０とＡ／Ｄコンバータ４２を設けて出
力電流値Ｉを計測し、その出力電流値Ｉを電子機器に送信することが既になされている。
　したがって、この場合においても、充放電積算値ＳΔＩを求めるために、新たに抵抗４
０とＡ／Ｄコンバータ４２を設ける必要はないため、制御部２０のハードウェアの構成は
、従来のものと同じで済み、ＣＰＵ３８の実行する制御プログラムのみを変更すればよい
のでコストの増大を抑制でき有利となる。
【００２３】
　なお、第２の実施の形態では、充電時、放電時の双方で充放電積算値ＳΔＶを算出した
が、放電時においては、バッテリーセル１４の出力電圧が消費電力の一時的な増加により
一時的に大きく低下する場合があり、充放電積算値ＳΔＶの誤差が大きくなる。これを解
消するため、電圧が一時的に大きく変化せず、安定して変動する充電時においてのみ、充
電積算値ＳΔＶを算出するようにしてもよい。
　また、第２の実施の形態では、充放電積算値として電圧あるいは電流を用いる場合につ
いて説明したが、電圧と電流の積である電力を充放電積算値として算出してもよい。
　また、バッテリー装置１０に時間を計る計時部（例えばクロックを計数するカウンタな
ど）を設け、バッテリー装置１０の使用が開始されてからの使用時間を計時部で計測して
おき、その使用時間が所定の基準値（絶対使用可能期間）を超えたならば、第１、第２の
実施の形態と同様に制御部２０によりバッテリーセル１４の充放電を禁止するようにして
もよい。
　あるいは、バッテリー装置１０に計時部を設ける代わりにバッテリー装置１０が装着さ
れる電子機器からバッテリー装置１０の制御部２０に対して時刻情報（年月日および時刻
）を送信するようにしておき、バッテリー装置１０の制御部２０において、使用が開始さ
れてからの使用時間を前記送信される時刻情報に基づいて算出しておき、その使用時間が
所定の基準値（絶対使用可能期間）を超えたならば、第１、第２の実施の形態と同様に制
御部２０によりバッテリーセル１４の充放電を禁止するようにしてもよい。
　また、電子機器においても上記と同様の構成が適用可能であり、使用時間が絶対使用可
能期間を超えたならば、電子機器の制御部によりその電子機器の動作を禁止するように構
成することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】バッテリー装置１０の構成を示す説明図である。
【図２】バッテリー装置１０のブロック図である。
【図３】バッテリーセル１４と充電ＦＥＴ２６および放電ＦＥＴ２８の動作を模式的に説
明した図である。
【図４】第１の実施の形態のバッテリー装置１０のフローチャートである。
【図５】第２の実施の形態のバッテリー装置１０のフローチャートである。
【図６】変形例におけるバッテリー装置１０のブロック図である。
【符号の説明】
【００２５】
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　１０……バッテリー装置、１２……ケース、１４……バッテリーセル、１６Ａ，１６Ｂ
……セル端子、２０Ａ，２０Ｂ……バッテリー端子、２０……制御部。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(12) JP 4375318 B2 2009.12.2

10

フロントページの続き

(72)発明者  土谷　之雄
            東京都品川区北品川６丁目７番３５号　ソニー株式会社内

    審査官  前田　寛之

(56)参考文献  特開平１０－０８４６３８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－１３５８５４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－０１７０５０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－１６８４９０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－０１４１４８（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｍ　　１０／４４　　　　
              Ｈ０１Ｍ　　１０／４８　　　　
              Ｈ０２Ｊ　　　７／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

