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(57)【要約】
【課題】　電源として燃料電池を備える電動工具用の充
電装置において、複数の二次電池（電池パック）を効率
良く充電することが可能な充電装置を提供する。
【解決手段】　電池情報に基づいて装着部１５に装着さ
れた１つ又は複数の電池パック１への充電電力を制御す
る。これにより、燃料電池５の最大出力電力を有効的に
利用しながら、各二次電池２に適した充電が可能となる
。したがって、複数の二次電池２を効率良く充電するこ
とが可能となり得る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　充放電可能な二次電池、及び当該二次電池に関する情報を出力可能な情報出力部が一体
化された電動工具用の電池パックの充電装置において、
　前記電池パックが着脱自在に装着可能な複数の充電ポートを有する装着部と、
　燃料と酸化剤とを酸化反応させて電力を発生させる燃料電池と、
　前記装着部に装着された前記電池パックに関する情報を前記情報出力部から取得する情
報取得部と、
　前記情報取得部で取得された情報に基づいて、前記装着部に装着された１つ又は複数の
電池パックへの充電電力を制御する制御部と
　を備えることを特徴とする電動工具用電池パックの充電装置。
【請求項２】
　充放電可能な二次電池、及び当該二次電池を充電する際の電力に関する情報（以下、許
容充電電力という。）を出力可能な情報出力部が一体化された電動工具用の電池パックの
充電装置において、
　前記電池パックが着脱自在に装着可能な複数の充電ポートを有する装着部と、
　燃料と酸化剤とを酸化反応させて電力を発生させる燃料電池と、
　前記装着部に装着された前記電池パックの許容充電電力を前記情報出力部から取得する
情報取得部と、
　前記情報取得部で取得された許容充電電力、及び前記燃料電池で出力可能な電力に基づ
いて、前記装着部に装着された１つ又は複数の電池パックへの充電電力を制御する制御部
と
　を備えることを特徴とする電動工具用電池パックの充電装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記燃料電池で出力可能な電力を前記装着部に装着された前記電池パッ
クの個数で除した値で各電池パックを充電する充電モードを有することを特徴とする請求
項２に記載の電動工具用電池パックの充電装置。
【請求項４】
　充放電可能な二次電池、及び当該二次電池を充電する際の電力に関する情報（以下、許
容充電電力という。）を出力可能な情報出力部が一体化された電動工具用の電池パックの
充電装置において、
　前記電池パックが着脱自在に装着可能な複数の充電ポートを有する装着部と、
　燃料と酸化剤とを酸化反応させて電力を発生させる燃料電池と、
　前記装着部に装着された前記電池パックの許容充電電力を前記情報出力部から取得する
情報取得部と、
　前記情報取得部で取得された各電池パック毎の許容充電電力に基づいて、前記装着部に
装着された各電池パックへの充電電力を制御する制御部と
　を備えることを特徴とする電動工具用電池パックの充電装置。
【請求項５】
　前記制御部は、許容充電電力が大きい電池パックへの充電電力を、許容充電電力が小さ
い電池パックへの充電電力に比べて大きくすることを特徴とする請求項４に記載の電動工
具用電池パックの充電装置。
【請求項６】
　充放電可能な二次電池、及び当該二次電池の種類を識別する情報（以下、識別情報とい
う。）を出力可能な情報出力部が一体化された電動工具用の電池パックの充電装置におい
て、
　前記電池パックが着脱自在に装着可能な複数の充電ポートを有する装着部と、
　燃料と酸化剤とを酸化反応させて電力を発生させる燃料電池と、
　前記装着部に装着された前記電池パックの識別情報を前記情報出力部から取得する情報
取得部と、
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　前記情報取得部で取得された各電池パック毎の識別情報に基づいて、前記装着部に装着
された各電池パックへの充電電力を制御する制御部と
　を備えることを特徴とする電動工具用電池パックの充電装置。
【請求項７】
　充放電可能な二次電池、及び当該二次電池の状態を示す情報（以下、状態情報という。
）を出力可能な情報出力部が一体化された電動工具用の電池パックの充電装置において、
　前記電池パックが着脱自在に装着可能な複数の充電ポートを有する装着部と、
　燃料と酸化剤とを酸化反応させて電力を発生させる燃料電池と、
　前記装着部に装着された前記電池パックの状態情報を前記情報出力部から取得する情報
取得部と、
　前記情報取得部で取得された各電池パック毎の状態情報に基づいて、前記装着部に装着
された各電池パックへの充電電力を制御する制御部と
　を備えることを特徴とする電動工具用電池パックの充電装置。
【請求項８】
　前記状態情報は、前記二次電池の温度を示す情報、及び当該二次電池への充電回数を示
す情報のうち少なくとも一方の情報を含む情報であることを特徴とする請求項７に記載の
電動工具用電池パックの充電装置。
【請求項９】
　充放電可能な二次電池、及び当該二次電池に関する情報を出力可能な情報出力部が一体
化された電動工具用の電池パックの充電装置において、
　前記電池パックが着脱自在に装着可能な複数の充電ポートを有する装着部と、
　燃料と酸化剤とを酸化反応させて電力を発生させる燃料電池と、
　前記装着部に装着された前記電池パックに関する情報を前記情報出力部から取得する情
報取得部と、
　前記情報取得部で取得された情報に基づいて、前記装着部に装着された複数の電池パッ
クのうち充電する電池パックを選択して充電する制御部と
　を備えることを特徴とする電動工具用電池パックの充電装置。
【請求項１０】
　前記制御部は、選択した複数の電池パックのうち最も早く前記装着部に装着された電池
パックから順に充電する充電モードを有することを特徴とする請求項９に記載の電動工具
用電池パックの充電装置。
【請求項１１】
　充放電可能な二次電池を有する電動工具用の電池パックの充電装置において、
　前記電池パックが着脱自在に装着可能な複数の充電ポートを有する装着部と、
　燃料と酸化剤とを酸化反応させて電力を発生させる燃料電池と、
　前記装着部に装着された複数の電池パックのうち、最も早く前記装着部に装着された電
池パックから順に充電する制御部と
　を備えることを特徴とする電動工具用電池パックの充電装置。
【請求項１２】
　充放電可能な二次電池、及び当該二次電池の種類を識別する情報（以下、識別情報とい
う。）を出力可能な情報出力部が一体化された電動工具用の電池パックの充電装置におい
て、
　前記電池パックが着脱自在に装着可能な複数の充電ポートを有する装着部と、
　燃料と酸化剤とを酸化反応させて電力を発生させる燃料電池と、
　前記装着部に装着された前記電池パックの識別情報を前記情報出力部から取得する情報
取得部と、
　前記情報取得部で取得された各電池パック毎の識別情報に基づいて、前記装着部に装着
された複数の電池パックのうち充電する電池パックを選択して充電する制御部と
　を備えることを特徴とする電動工具用電池パックの充電装置。
【請求項１３】



(4) JP 2015-154600 A 2015.8.24

10

20

30

40

50

　充放電可能な二次電池、及び当該二次電池の状態を示す情報（以下、状態情報という。
）を出力可能な情報出力部が一体化された電動工具用の電池パックの充電装置において、
　前記電池パックが着脱自在に装着可能な複数の充電ポートを有する装着部と、
　燃料と酸化剤とを酸化反応させて電力を発生させる燃料電池と、
　前記装着部に装着された前記電池パックの状態情報を前記情報出力部から取得する情報
取得部と、
　前記情報取得部で取得された各電池パック毎の状態情報に基づいて、前記装着部に装着
された複数の電池パックのうち充電する電池パックを選択して充電する制御部と
　を備えることを特徴とする電動工具用電池パックの充電装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電動工具用電池パックの充電装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、特許文献１には、電源として燃料電池を備える電動工具用の充電装置が記載さ
れている。そして、当該充電装置は複数の二次電池を充電できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】ＷＯ２０１１／１６２３５７
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、電源として燃料電池を備える電動工具用の充電装置において、複数の二次電
池（電池パック）を効率良く充電することが可能な充電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】
【０００５】
　本発明は、上記目的を達成するために、充放電可能な二次電池（２）、及び当該二次電
池（２）に関する情報を出力可能な情報出力部（３）が一体化された電動工具用の電池パ
ック（１）の充電装置において、電池パック（１）が着脱自在に装着可能な複数の充電ポ
ート（１５Ａ、１５Ｂ）を有する装着部（１５）と、燃料と酸化剤とを酸化反応させて電
力を発生させる燃料電池（５）と、装着部（１５）に装着された電池パック（１）に関す
る情報を情報出力部（３）から取得する情報取得部（１１）と、情報取得部（１１）で取
得された情報に基づいて、装着部（１５）に装着された１つ又は複数の電池パック（１）
への充電電力を制御する制御部（１１）とを備えることを特徴とする。
【０００６】
　これにより、本発明では、情報取得部（１１）で取得された各二次電池（２）の情報に
基づいて、装着部（１５）に装着された１つ又は複数の電池パック（１）への充電電力を
制御するので、各二次電池（２）に適した充電することが可能となる。したがって、複数
の二次電池（２）を効率良く充電することが可能となり得る。
【０００７】
　因みに、上記各手段等の括弧内の符号は、後述する実施形態に記載の具体的手段等との
対応関係を示す一例であり、本発明は上記各手段等の括弧内の符号に示された具体的手等
に限定されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の第１実施形態に係る電源装置１のブロック図である。
【図２】本発明の第１実施形態に係る電源装置１の外観図である。
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【図３】本発明の第１実施形態に係る電源装置１の電源制御を示すフローチャートである
。
【図４】本発明の第２実施形態に係る電源装置１の電源制御を示すフローチャートである
。
【図５】本発明の第３実施形態に係る電源装置１の外観図である。
【図６】本発明の第４実施形態に係る電源装置１のブロック図である。
【図７】識別情報を利用した充電電力の決定を示すフローチャートである。
【図８】状態情報を利用した充電電力の決定を示すフローチャートである。
【図９】本発明の第５実施形態に係る電源装置１の電源制御を示すフローチャートである
。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下に説明する「発明の実施形態」は実施形態の一例を示すものである。つまり、特許
請求の範囲に記載された発明特定事項等は、下記の実施形態に示された具体的手段や構造
等に限定されるものではない。
【００１０】
　少なくとも符号を付して説明した部材又は部位は、「複数」や「２つ以上」等の断りを
した場合を除き、少なくとも１つ設けられている。以下、本発明の実施形態に係る電動工
具用の充電装置を図面と共に説明する。
【００１１】
　なお、電動工具の用途は不問である。つまり、金属加工、木材加工、石材加工、又は園
芸用等の電動工具であってもよい。具体的には、電動ドリル、電動ドライバ、電動レンチ
、電動グラインダ、電動マルノコ、電動レシプロソー、電動ジグソー、電動ハンマ、電動
カッター、電動チェーンソー、電動カンナ、電動釘打ち機（鋲打ち機を含む）、電動ヘッ
ジトリマ、電動芝生バリカン、電動芝刈機、電動刈払機、電動ブロワー、又は電動クリー
ナ等の電動工具である。
【００１２】
　（第１実施形態）
　１．充電装置の構成
　１．１　概要
　図１に示す充電装置１０は電動工具用の電池パック１を充電する。電池パック１は、充
放電可能な二次電池２及び情報出力部３等を有するとともに、二次電池２及び情報出力部
３等が１つのパッケージとして一体化されたものである。なお、本実施形態に係る二次電
池２は、リチウムイオン電池である。
【００１３】
　情報出力部３は二次電池２に関する情報を出力することができる。本実施形態に係る情
報出力部３は電池制御部（図示せず。）の一部として構成されている。情報出力部３を含
む電池制御部は、ＣＰＵ、ＲＯＭ及びＲＡＭ等を有するマイクロコンピュータにて構成さ
れたものである。
【００１４】
　電池制御部には、二次電池２の電圧を検出する電圧センサ（図示せず。）、及び二次電
池２の温度を検出する温度センサ（図示せず。）等の二次電池２の状態を検出するセンサ
から出力信号が入力されている。
【００１５】
　そして、電池制御部は、二次電池２の電圧、温度、残容量、劣化状態、及び過充電状態
であるか否か等の監視項目について監視するとともに、それら監視項目の監視結果を情報
出力部３を介して充電装置１０に出力する。
【００１６】
　電池制御部は、累積充電回数や二次電池２の種類等に基づいて二次電池２の劣化状態を
判断する。電池制御部は、二次電池２の電圧に基づいて残容量及び過充電状態であるか否
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かを判断する。上記の判断等を実行するためのプログラム及び二次電池２の種類等の情報
は、ＲＯＭ等の不揮発性記憶部に予め記憶されている。
【００１７】
　電池パック１が充電装置１０に装着されると、充電装置１０と電池制御部（情報出力部
３）との間で各監視項目の監視結果を示す情報は送受信される。充電装置１０の基本的機
能は、以下の２つである。
【００１８】
　すなわち、（ａ）充電装置１０は、二次電池２が満充電未満である旨の情報を受信する
と、当該電池パック１の二次電池２に電力を供給して充電を開始する。（ｂ）充電装置１
０は、二次電池２が過充電である旨の情報を受信すると、当該電池パック１の二次電池２
への電力供給を停止する。
【００１９】
　１．２　充電装置の構成
　図１に示すように、充電装置１０は、燃料カートリッジ４、燃料電池５、充電回路７、
二次電池９、制御部１１及び装着部１５等を有している。燃料カートリッジ４等の構成機
器は、図２に示すケーシング１３内に収納されている。燃料カートリッジ４には燃料電池
５に供給される燃料が充填されている。
【００２０】
　燃料カートリッジ４は着脱自在にケーシング１３に装着されている。燃料カートリッジ
４に充填された燃料が枯渇した場合には、燃料を再充填するのではなく、当該燃料カート
リッジ４を新しい燃料カートリッジ４に交換する必要がある。
【００２１】
　ケーシング１３には、空気を取り込む吸気口１３Ａが設けられている。吸気口１３Ａか
ら取り込まれた空気は、酸化剤として燃料電池５に供給されるとともに、冷却用の空気と
して燃料電池５及び二次電池９等に送風される。そして、燃料電池５等の冷却を終えた空
気等はファン１３Ｂにて外部に排出される。
【００２２】
　装着部１５は、電池パック１が接続される部位であって、図１に示すように、電池パッ
ク１が着脱自在に装着される複数の充電ポート１５Ａ、１５Ｂ等を有している。各充電ポ
ート１５Ａ、１５Ｂには、情報出力部３との間で情報を送受信するための信号ポート１５
Ｃ、１５Ｄが設けられている。
【００２３】
　第１充電回路１７Ａは充電ポート１５Ａ（以下、第１充電ポート１５Ａという。）に充
電用の電力を供給する。第２充電回路１７Ｂは充電ポート１５Ｂ（以下、第２充電ポート
１５Ｂという。）に充電用の電力を供給する。
【００２４】
　第１充電回路１７Ａ及び第２充電回路１７Ｂは、二次電池９を介して燃料電池５で発生
した電力を第１充電ポート１５Ａ及び第２充電ポート１５Ｂに出力する。燃料電池５は燃
料と酸化剤とを酸化反応させることにより電力を発生させる。
【００２５】
　本実施形態に係る燃料電池５は、改質後の燃料（水素）ではなく、燃料カートリッジ４
に蓄えられた液体燃料（メタノール）を直接供給する直接メタノール型燃料電池（ＤＭＦ
Ｃ）である。なお、本実施形態では、燃料電池５に燃料を送り出すためのポンプ等は設け
られておらず、燃料カートリッジ４内の圧力と燃料電池５内の圧力との差圧を利用して燃
料を供給する。
【００２６】
　二次電池９は充放電可能な化学電池である。本実施形態では、二次電池９としてリチウ
ムイオン電池を採用している。充電回路７は燃料電池５から二次電池９に入力される入力
電力を制御するための回路である。電磁弁４Ａは燃料カートリッジ４から燃料電池５に供
給される燃料の量を調節するバルブである。
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【００２７】
　制御部１１は、電磁弁４Ａ、充電回路７、第１充電回路１７Ａ及び第２充電回路１７Ｂ
の作動を制御する。すなわち、制御部１１は、電磁弁４Ａ及び充電回路７の作動を制御す
ることにより、燃料電池５から出力される出力電力を制御する。
【００２８】
　制御部１１は、信号ポート１５Ｃを介して取得した二次電池２に関する情報を利用して
第１充電回路１７Ａを制御する。同様に、制御部１１は、信号ポート１５Ｄを介して取得
した二次電池２に関する情報を利用して第２充電回路１７Ｂを制御する。つまり、制御部
１１は信号ポート１５Ｃ、１５Ｄと協働して、電池パック１に関する情報（以下、電池情
報という。）を情報出力部３から取得する情報取得部として機能する。
【００２９】
　制御部１１は、ＣＰＵ、ＲＯＭ及びＣＰＵ等を有するマイクロコンピュータにて構成さ
れている。第１充電回路１７Ａ及び第２充電回路１７Ｂ等の作動を制御するためのプログ
ラム等は、ＲＯＭ等の不揮発性記憶部に予め記憶されている。そして、ＣＰＵは、ＲＯＭ
等に記憶されているプログラム等を読み込んで第１充電回路１７Ａ等の制御を実行する。
【００３０】
　２．充電制御
　２．１　充電制御の概要
　制御部１１は、電池情報に基づいて装着部１５に装着された１つ又は複数の電池パック
１への充電電力を制御する。
【００３１】
　すなわち、本実施形態に係る制御部１１は、電池情報として、二次電池２を充電する際
の電力に関する情報（以下、許容充電電力という。）を取得するとともに、その取得した
許容充電電力、及び燃料電池５で出力可能な電力（以下、最大出力電力という。）に基づ
いて、装着部１５に装着された１つ又は複数の電池パック１への充電電力を制御する。
【００３２】
　具体的には、制御部１１は、装着部１５に装着された電池パック１が１つの場合には、
当該電池パック１の情報出力部３から取得した許容充電電力を充電電力として、第１充電
回路１７Ａ又は第２充電回路１７Ｂから出力させる第１充電モードを実行する。
【００３３】
　なお、許容充電電力が最大出力電力より大きい場合には、制御部１１は、最大出力電力
を充電電力として第１充電モードを実行する。許容充電電力とは、二次電池２を充電する
際に必要な電力であって、電池制御部が必要と判断した値の電力である。
【００３４】
　このため、許容充電電力（以下、必要充電電力ともいう。）の値は、固定値ではなく、
二次電池２の劣化状態（充電回数等）や温度等の二次電池２の状態を示す情報（以下、状
態情報ともいう。）により変動する。つまり、電池制御部は、二次電池２の劣化が進行し
た場合や二次電池２の温度が上昇した場合には、必要充電電力（許容充電電力）を小さい
値に変更する。
【００３５】
　そして、制御部１１は、装着部１５に装着された電池パック１が複数（本実施形態では
２つ）の場合には、最大出力電力を装着部１５に装着された電池パック１の個数（本実施
形態では２）で除した値で各電池パック１を充電する第２充電モードを実行する。
【００３６】
　２．２　充電制御の詳細
　図３は、本実施形態に係る充電制御を示すフローチャートであって、燃料電池５の最大
出力電力を２００Ｗとし、電池パック１の必要充電電力が２００Ｗ以下である場合を例に
図示したものである。
【００３７】
　図３に示す制御（以下、充電制御という。）は、上記不揮発性記憶部に予め記憶されて
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いるとともに、充電装置１０の起動スイッチ（図示せず。）が投入されたときにＣＰＵに
読み込まれて起動する。起動スイッチが遮断されると、その時点で充電制御は停止する。
【００３８】
　充電制御が起動されると、第１充電ポート１５Ａ及び第２充電ポート１５Ｂのいずれか
に充電が必要な電池パック１が接続されているか否が、電池情報に基づいて判断される（
Ｓ１）。なお、充電が必要な電池パック１には、未充電の電池パック１、つまり新品の電
池パック１も含まれる。
【００３９】
　第１充電ポート１５Ａ及び第２充電ポート１５Ｂのいずれにも充電が必要な電池パック
１が接続されていないと判断された場合には（Ｓ１：ＮＯ）、第１充電回路１７Ａ及び第
２充電回路１７Ｂのうちいずれかの充電回路において、充電電力が出力されていない状態
が所定時間（例えば、１分）以上継続しているか否かが判断される（Ｓ３）。
【００４０】
　充電電力が出力されていない状態が所定時間以上継続していると判断された場合には（
Ｓ３：ＹＥＳ）、その出力されていない状態が所定時間以上継続していると判断された充
電回路が停止状態とされた後（Ｓ５）、Ｓ１が実行される。充電電力が出力されていない
状態が所定時間以上継続していないと判断された場合には（Ｓ３：ＮＯ）、充電回路が停
止されることなく、Ｓ１が実行される。
【００４１】
　第１充電ポート１５Ａ及び第２充電ポート１５Ｂのいずれかに充電が必要な電池パック
１が接続されていると判断された場合には（Ｓ１：ＹＥＳ）、充電が必要な電池パック１
は２つであるか否かが判断される（Ｓ７）。
【００４２】
　充電が必要な電池パック１は２つであると判断された場合には（Ｓ７：ＹＥＳ）、燃料
電池５の最大出力電力（２００Ｗ）を装着された電池パック１の個数（本実施形態では２
）で除した値（１００Ｗ）を充電電力として、各電池パック１を充電する第２充電モード
が実行される（Ｓ９）。
【００４３】
　充電が必要な電池パック１は２つでない、つまり充電が必要な電池パック１は１つであ
ると判断された場合には（Ｓ７：ＮＯ）、各充電ポート１５Ａ、１５Ｂの充電電力を１０
０Ｗ以下とする制限（第２充電モード）が解除される（Ｓ１１）。
【００４４】
　なお、本実施形態に係る充電装置１０は、第１充電モード及び第２充電モードのいずれ
かで充電モードで作動するので、第２充電モードが解除されると、充電モードは自動的に
第１充電モードに移行する。同様に、第１充電モードが解除されると、充電モードは自動
的に第２充電モードに移行する。
【００４５】
　第２充電モードが解除されると（Ｓ１１）、充電が必要な電池パック１は２つであるか
否かが判断される（Ｓ１３）。充電が必要な電池パック１は２つであると判断された場合
には（Ｓ１３：ＹＥＳ）、第２充電モードが実行される（Ｓ９）。
【００４６】
　充電が必要な電池パック１は２つでないと判断された場合には（Ｓ１３：ＮＯ）、充電
が必要な電池パック１は１つであるか否かが判断される（Ｓ１５）。充電が必要な電池パ
ック１は１つであると判断された場合には（Ｓ１５：ＹＥＳ）、Ｓ１１が実行されて充電
モードが第１充電モードになる。
【００４７】
　充電が必要な電池パック１は１つでないと判断された場合には（Ｓ１５：ＮＯ）、装着
部１５に電池パック１が装着されていない状態であるので、再び、Ｓ１に戻る。
　３．本実施形態に係る充電装置の特徴
　本実施形態では、電池情報に基づいて装着部１５に装着された１つ又は複数の電池パッ
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ク１への充電電力を制御するので、燃料電池５の最大出力電力を有効的に利用しながら、
各二次電池２に適した充電が可能となる。したがって、複数の二次電池２を効率良く充電
することが可能となり得る。
【００４８】
　（第２実施形態）
　１．本実施形態に係る充電装置の概要
　本実施形態では、各信号ポート１５Ｃ、１５Ｄを介して取得された各電池パック１毎の
許容充電電力、つまり各電池パック１毎の必要充電電力に基づいて装着部１５に装着され
た各電池パック１への充電電力を制御する。具体的には、制御部１１は、必要充電電力が
大きい電池パック１への充電電力を、必要充電電力が小さい電池パック１への充電電力に
比べて大きくする。
【００４９】
　２．充電制御の詳細
　図４は本実施形態に係る充電制御を示すフローチャートであって、燃料電池５の最大出
力電力を２００Ｗとし、電池パック１の必要充電電力が２００Ｗ以下である場合を例に図
示したものである。
【００５０】
　図４に示す充電制御は、上記不揮発性記憶部に予め記憶されているとともに、充電装置
１０の起動スイッチが投入されたときにＣＰＵに読み込まれて起動する。起動スイッチが
遮断されると、その時点で充電制御は停止する。
【００５１】
　充電制御が起動されると、第１充電ポート１５Ａ及び第２充電ポート１５Ｂのいずれか
に充電が必要な電池パック１が接続されているか否が、電池情報に基づいて判断される（
Ｓ２１）。なお、充電が必要な電池パック１には、未充電の電池パック１、つまり新品の
電池パック１も含まれる。
【００５２】
　第１充電ポート１５Ａ及び第２充電ポート１５Ｂのいずれにも充電が必要な電池パック
１が接続されていないと判断された場合には（Ｓ２１：ＮＯ）、第１充電回路１７Ａ及び
第２充電回路１７Ｂのうちいずれかの充電回路において、充電電力が出力されていない状
態が所定時間（例えば、１分）以上継続しているか否かが判断される（Ｓ２３）。
【００５３】
　充電電力が出力されていない状態が所定時間以上継続していると判断された場合には（
Ｓ２３：ＹＥＳ）、その出力されていない状態が所定時間以上継続していると判断された
充電回路が停止状態とされた後（Ｓ２５）、Ｓ２１が実行される。充電電力が出力されて
いない状態が所定時間以上継続していないと判断された場合には（Ｓ２３：ＮＯ）、充電
回路が停止されることなく、Ｓ２１が実行される。
【００５４】
　第１充電ポート１５Ａ及び第２充電ポート１５Ｂのいずれかに充電が必要な電池パック
１が接続されていると判断された場合には（Ｓ２１：ＹＥＳ）、充電が必要な電池パック
１は２つであるか否かが判断される（Ｓ２７）。
【００５５】
　充電が必要な電池パック１は２つであると判断された場合には（Ｓ２７：ＹＥＳ）、装
着部１５に装着された２の電池パック１のうちいずれかの必要充電電力が所定の第１電力
以下であるか否かが判断される（Ｓ２９）。
【００５６】
　なお、第１電力は、燃料電池５の最大出力電力を装着部１５に装着された電池パック１
の個数で除した値である。したがって、本実施形態に係る所定電力は、２００Ｗを２で除
した値、つまり１００Ｗである。
【００５７】
　装着部１５に装着された複数（２つ）の電池パック１のうちいずれかの必要充電電力が
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第１電力以下でない、つまり、いずれかの電池パック１の必要充電電力が第１電力より大
きいと判断された場合には（Ｓ２９：ＮＯ）、充電電力を第１電力（１００Ｗ）に制限し
た状態で各電池パック１を充電する第２充電モードが実行される（Ｓ３１）。
【００５８】
　装着部１５に装着された２つの電池パック１のうちいずれかの必要充電電力が第１電力
以下であると判断された場合には（Ｓ２９：ＹＥＳ）、第１充電ポート１５Ａに装着され
た電池パック１（以下、電池パックＡと記す。）の必要充電電力が、第２充電ポート１５
Ｂに装着された電池パック１（以下、電池パックＢと記す。）の必要充電電力より大きい
か否かが判断される（Ｓ３３）。
【００５９】
　電池パックＡの必要充電電力が電池パックＢの必要充電電力より大きいと判断された場
合には（Ｓ３３：ＹＥＳ）、（ａ）第２充電回路１７Ｂ（第２充電ポート１５Ｂ）から出
力される充電電力を電池パックＢの必要充電電力とし、かつ、（ｂ）第１充電回路１７Ａ
（第１充電ポート１５Ａ）から出力される充電電力を「最大出力電力から第２充電回路１
７Ｂから出力される充電電力を減じた値」とする第３充電モードが実行される（Ｓ３５）
。
【００６０】
　電池パックＡの必要充電電力が、電池パックＢの必要充電電力より大きくない、つまり
、電池パックＡの必要充電電力が電池パックＢの必要充電電力以下であると判断された場
合には（Ｓ３３：ＮＯ）、（ｃ）第１充電回路１７Ａ（第１充電ポート１５Ａ）から出力
される充電電力を電池パックＡの必要充電電力とし、かつ、（ｄ）第２充電回路１７Ｂ（
第２充電ポート１５Ｂ）から出力される充電電力を「最大出力電力から第１充電回路１７
Ａから出力される充電電力を減じた値」とする第４充電モードが実行される（Ｓ３７）。
【００６１】
　充電が必要な電池パック１は２つでない、つまり充電が必要な電池パック１は１つであ
ると判断された場合には（Ｓ２７：ＮＯ）、各充電ポート１５Ａ、１５Ｂの充電電力を上
記第１電力以下に制限する第２充電モードが解除されて第１充電モードとなる（Ｓ３９）
。
【００６２】
　第２充電モードが解除されると（Ｓ３９）、充電が必要な電池パック１は２つであるか
否かが判断される（Ｓ４１）。充電が必要な電池パック１は２つであると判断された場合
には（Ｓ４１：ＹＥＳ）、第２充電モードが実行される（Ｓ３１）。
【００６３】
　充電が必要な電池パック１は２つでないと判断された場合には（Ｓ４１：ＮＯ）、充電
が必要な電池パック１は１つであるか否かが判断される（Ｓ４３）。充電が必要な電池パ
ック１は１つであると判断された場合には（Ｓ４３：ＹＥＳ）、Ｓ３９が実行されて充電
モードが第１充電モードになる。
【００６４】
　充電が必要な電池パック１は１つでないと判断された場合には（Ｓ４３：ＮＯ）、装着
部１５に電池パック１が装着されていない状態であるので、再び、Ｓ２１に戻る。
　３．本実施形態に係る充電装置の特徴
　本実施形態では、各電池パック１毎の必要充電電力に基づいて装着部１５に装着された
１つ又は複数の電池パック１への充電電力を制御するので、燃料電池５の最大出力電力を
有効的に利用しながら、各二次電池２に適した充電が可能となる。したがって、複数の二
次電池２を効率良く充電することが可能となり得る。
【００６５】
　（第３実施形態）
　１．本実施形態に係る充電装置の概要
　本実施形態では、装着部１５に装着された複数の電池パック１のうち充電する電池パッ
ク１を電池情報に基づいて選択して充電するとともに、装着部１５に装着された複数の電
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池パック１のうち、最も早く装着部１５に装着された電池パック１から順に充電する。
【００６６】
　２．充電制御の詳細
　図５は本実施形態に係る充電制御を示すフローチャートであって、燃料電池５の最大出
力電力を２００Ｗとし、電池パック１の必要充電電力が２００Ｗ以下である場合を例に図
示したものである。
【００６７】
　図５に示す充電制御は、上記不揮発性記憶部に予め記憶されているとともに、充電装置
１０の起動スイッチが投入されたときにＣＰＵに読み込まれて起動する。起動スイッチが
遮断されると、その時点で充電制御は停止する。
【００６８】
　充電制御が起動されると、第１充電ポート１５Ａ及び第２充電ポート１５Ｂのいずれか
に充電が必要な電池パック１が接続されているか否かが、電池情報に基づいて判断される
（Ｓ５１）。なお、充電が必要な電池パック１には、未充電の電池パック１、つまり新品
の電池パック１も含まれる。
【００６９】
　第１充電ポート１５Ａ及び第２充電ポート１５Ｂのいずれにも充電が必要な電池パック
１が接続されていないと判断された場合には（Ｓ５１：ＮＯ）、第１充電回路１７Ａ及び
第２充電回路１７Ｂのうちいずれかの充電回路において、充電電力が出力されていない状
態が所定時間（例えば、１分）以上継続しているか否かが判断される（Ｓ５３）。
【００７０】
　充電電力が出力されていない状態が所定時間以上継続していると判断された場合には（
Ｓ５３：ＹＥＳ）、その出力されていない状態が所定時間以上継続していると判断された
充電回路が停止状態とされた後（Ｓ５５）、Ｓ５１が実行される。充電電力が出力されて
いない状態が所定時間以上継続していないと判断された場合には（Ｓ５３：ＮＯ）、充電
回路が停止されることなく、Ｓ５１が実行される。
【００７１】
　第１充電ポート１５Ａ及び第２充電ポート１５Ｂのいずれかに充電が必要な電池パック
１が接続されていると判断された場合には（Ｓ５１：ＹＥＳ）、充電ポート設定が実行さ
れる（Ｓ５７）。
【００７２】
　すなわち、Ｓ５７では、いずれかの充電ポートのうち最も早く電池パック１が装着され
た充電ポートが充電ポートＡに設定され、他方の充電ポートが充電ポートＢに設定される
。なお、以下、第１充電回路１７Ａ及び第２充電回路１７Ｂのうち充電ポートＡに対応す
る充電回路を充電回路Ａとし、かつ、充電ポートＢに対応する充電回路を充電回路Ｂとす
る。
【００７３】
　Ｓ５７が実行されると、充電ポートＡに装着された電池パック１（以下、電池パックＡ
という。）から取得した必要充電電力が最大出力電力（２００Ｗ）以上であるか否かが判
断される（Ｓ５９）。なお、充電ポートＢに装着された電池パック１を、以下、電池パッ
クＢという。
【００７４】
　電池パックＡの必要充電電力が最大出力電力（２００Ｗ）以上であると判断された場合
には（Ｓ５９：ＹＥＳ）、制御部１１は充電回路Ｂの出力を０に制限するとともに、充電
回路Ａの出力を最大出力電力（２００Ｗ）として電池パックＡの充電を実行する（Ｓ６１
）。
【００７５】
　電池パックＡの必要充電電力が最大出力電力（２００Ｗ）以上でないと判断された場合
には（Ｓ５９：ＮＯ）、充電回路Ａは出力しているか否か、つまり、電池パックＡへの充
電が実行されているか否かが判断される（Ｓ６３）。
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【００７６】
　充電回路Ａは出力していると判断された場合には（Ｓ６３：ＹＥＳ）、充電回路Ｂの出
力が「最大出力電力（２００Ｗ）から電池パックＡが要求する必要充電電力を減じた値（
以下、設定出力Ｂという、）」に設定される（Ｓ６５）。なお、電池パックＢが要求する
必要充電電力が設定出力Ｂより小さい場合には、充電回路Ｂの出力は電池パックＢが要求
する必要充電電力となる。
【００７７】
　充電回路Ａは出力していないと判断された場合、つまり電池パックＡへの充電が終了し
た場合には（Ｓ６３：ＮＯ）、充電回路Ｂの出力を０とする制限が解除され、電池パック
Ｂへの充電が開始される（Ｓ６７）。
【００７８】
　このとき、充電回路Ｂの出力は、電池パックＢが要求する必要充電電力となる。これに
より、装着部１５に装着された複数の電池パック１のうち、最も早く装着部１５に装着さ
れた電池パック１から順に充電されることになる。
【００７９】
　３．本実施形態に係る充電装置の特徴
　本実施形態では、装着部１５に装着された複数の電池パック１のうち充電する電池パッ
ク１を電池情報に基づいて選択して充電するとともに、装着部１５に装着された複数の電
池パック１のうち、最も早く装着部１５に装着された電池パック１から順に充電するので
、燃料電池５の最大出力電力を効果的に用いながら、複数の二次電池２を効率良く充電す
ることが可能となり得る。
【００８０】
　（第４実施形態）
　１．本実施形態に係る充電装置の概要
　上述の実施形態では、電池パック１の電池制御部にて必要充電電力が決定され、その決
定された必要充電電力を電池情報として充電装置１０が取得していた。
【００８１】
　これに対して、本実施形態に係る充電装置１０は、（ａ）二次電池２の状態情報及び（
ｂ）電池パック１（二次電池２）の種類を示す識別情報を電池情報として取得するととも
に、その取得した電池情報を利用して、各電池パック１毎の充電電力を決定する。
【００８２】
　すなわち、上述の実施形態では、電池パック１から取得した必要充電電力を充電電力と
して充電を実行する充電モードを有していたが、本実施形態に係る充電装置１０は、状態
情報等の電池情報を利用して、充電装置１０自らが必要充電電力に相当する電力を決定す
るとともに、その決定された電力を充電電力として充電を実行する充電モードを有してい
る。
【００８３】
　２．１　充電制御の詳細
　図６は本実施形態に係る充電制御を示すフローチャートであって、燃料電池５の最大出
力電力を２００Ｗとし、電池パック１を充電する際の最大充電電力が２００Ｗ以下である
場合を例に図示したものである。
【００８４】
　図６に示す充電制御は、上記不揮発性記憶部に予め記憶されているとともに、充電装置
１０の起動スイッチが投入されたときにＣＰＵに読み込まれて起動する。起動スイッチが
遮断されると、その時点で充電制御は停止する。
【００８５】
　充電制御が起動されると、第１充電ポート１５Ａ及び第２充電ポート１５Ｂのいずれか
に充電が必要な電池パック１が接続されているか否が、電池情報に基づいて判断される（
Ｓ７１）。なお、充電が必要な電池パック１には、未充電の電池パック１、つまり新品の
電池パック１も含まれる。
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【００８６】
　第１充電ポート１５Ａ及び第２充電ポート１５Ｂのいずれにも充電が必要な電池パック
１が接続されていないと判断された場合には（Ｓ７１：ＮＯ）、第１充電回路１７Ａ及び
第２充電回路１７Ｂのうちいずれかの充電回路において、充電電力が出力されていない状
態が所定時間（例えば、１分）以上継続しているか否かが判断される（Ｓ７３）。
【００８７】
　充電電力が出力されていない状態が所定時間以上継続していると判断された場合には（
Ｓ７３：ＹＥＳ）、その出力されていない状態が所定時間以上継続していると判断された
充電回路が停止状態とされた後（Ｓ７５）、Ｓ７１が実行される。充電電力が出力されて
いない状態が所定時間以上継続していないと判断された場合には（Ｓ７３：ＮＯ）、充電
回路が停止されることなく、Ｓ７１が実行される。
【００８８】
　第１充電ポート１５Ａ及び第２充電ポート１５Ｂのいずれかに充電が必要な電池パック
１が接続されていると判断された場合には（Ｓ７１：ＹＥＳ）、充電が必要な電池パック
１は２つであるか否かが判断される（Ｓ７７）。
【００８９】
　充電が必要な電池パック１は２つであると判断された場合には（Ｓ７７：ＹＥＳ）、各
電池パック１に関する識別情報及び状態情報が各情報出力部３を介して取得された後（Ｓ
７９）、当該取得された電池情報に基づいて各電池パック１毎の充電電力が制御部１１に
て決定される（Ｓ８１）。
【００９０】
　なお、制御部１１にて実行される「取得された電池情報を利用した充電電力の決定手法
」、つまりＳ８１の詳細は後述する。
　次に、装着部１５に装着された２の電池パック１のうちいずれかの充電電力が上記した
第１電力以下であるか否かが判断される（Ｓ８３）。装着部１５に装着された複数（２つ
）の電池パック１のうちいずれかの充電電力が第１電力以下でないと判断された場合には
（Ｓ８３：ＮＯ）、充電電力を第１電力（１００Ｗ）に制限した状態で各電池パック１を
充電する第２充電モードが実行される（Ｓ８５）。
【００９１】
　装着部１５に装着された２の電池パック１のうちいずれかの充電電力が第１電力以下で
あると判断された場合には（Ｓ８３：ＹＥＳ）、第１充電ポート１５Ａに装着された電池
パック１（以下、電池パックＡと記す。）の充電電力が、第２充電ポート１５Ｂに装着さ
れた電池パック１（以下、電池パックＢと記す。）の充電電力より大きいか否かが判断さ
れる（Ｓ８７）。
【００９２】
　電池パックＡの充電電力が電池パックＢの充電電力より大きいと判断された場合には（
Ｓ８７：ＹＥＳ）、（ａ）第２充電回路１７Ｂ（第２充電ポート１５Ｂ）の出力を電池パ
ックＢの充電電力とし、かつ、（ｂ）第１充電回路１７Ａ（第１充電ポート１５Ａ）の出
力を「最大出力電力から第２充電回路１７Ｂの出力を減じた値」とする第５充電モードが
実行される（Ｓ８９）。
【００９３】
　電池パックＡの充電電力が、電池パックＢの充電電力より大きくないと判断された場合
には（Ｓ８７：ＮＯ）、（ｃ）第１充電回路１７Ａ（第１充電ポート１５Ａ）の出力を電
池パックＡの充電電力とし、かつ、（ｄ）第２充電回路１７Ｂ（第２充電ポート１５Ｂ）
の出力を「最大出力電力から第１充電回路１７Ａの出力を減じた値」とする第６充電モー
ドが実行される（Ｓ９１）。
【００９４】
　充電が必要な電池パック１は２つでない、つまり充電が必要な電池パック１は１つであ
ると判断された場合には（Ｓ７７：ＮＯ）、各充電ポート１５Ａ、１５Ｂの充電電力を上
記第１電力以下に制限する第２充電モードが解除されて第１充電モードとなる（Ｓ９３）
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。
【００９５】
　第２充電モードが解除されると（Ｓ９３）、充電が必要な電池パック１は２つであるか
否かが判断される（Ｓ９５）。充電が必要な電池パック１は２つであると判断された場合
には（Ｓ９５：ＹＥＳ）、Ｓ７９が実行される。
【００９６】
　充電が必要な電池パック１は２でないと判断された場合には（Ｓ９５：ＮＯ）、充電が
必要な電池パック１は１つであるか否かが判断される（Ｓ９７）。充電が必要な電池パッ
ク１は１つであると判断された場合には（Ｓ９７：ＹＥＳ）、Ｓ９３が実行されて充電モ
ードが第１充電モードになる。
【００９７】
　充電が必要な電池パック１は１つでないと判断された場合には（Ｓ９７：ＮＯ）、装着
部１５に電池パック１が装着されていない状態であるので、再び、Ｓ７１に戻る。
　２．２　取得された電池情報を利用した充電電力の決定手法
　＜識別情報を利用した充電電力の決定（図７参照）＞
　本実施形態に係る電池パック１の二次電池２は、複数の電池セル（以下、単位電池とも
いう。）が直列及び並列に接続されて構成されている。
【００９８】
　したがって、識別情報、つまり二次電池２の種類とは、直列に接続された単位電池の個
数（以下、直列ユニットという。）、並列に接続された直列ユニットの個数、及び単位電
池の出力電力により特定される。なお、本実施形態に係る充電装置１０では、出力電力が
５Ｗの電池パック１、及び出力電力が１０Ｗの電池パック１に対して対応可能である。
【００９９】
　そして、識別情報を利用した充電電力の決定制御においては、図７に示すように、識別
情報として、直列に接続された単位電池の個数、並列に接続された直列ユニットの個数、
及び単位電池の出力電力が取得された後（Ｓ１００）、出力電力が１０Ｗであるか否かが
判断される（Ｓ１０２）。
【０１００】
　出力電力が１０Ｗであると判断された場合には（Ｓ１０２：ＹＥＳ）、定格電力を示す
変数に１０が入力される（Ｓ１０４）。出力電力が１０Ｗでないと判断された場合には（
Ｓ１０２：ＮＯ）、定格電力を示す変数に５が入力される（Ｓ１０６）。
【０１０１】
　そして、直列に接続された単位電池の個数、並列に接続された直列ユニットの個数、及
び定格出力を乗算した値が充電電力とされる（Ｓ１０８）。
　＜状態情報を利用した充電電力の決定（図８参照）＞
　状態情報として、二次電池２の温度、二次電池２の電圧、充電回数の累計が取得された
後（Ｓ１１０）、二次電池２の温度が第１所定温度（例えば、１０℃）以上であるか否か
が判断される（Ｓ１１２）。
【０１０２】
　二次電池２の温度が第１所定温度（例えば、１０℃）以上であると判断された場合には
（Ｓ１１２：ＹＥＳ）、充電電流が第１電流値（例えば、３Ａ）に設定される（Ｓ１１４
）。二次電池２の温度が第１所定温度未満であると判断された場合には（Ｓ１１２：ＮＯ
）、充電電流が第１電流値より小さい第２電流値（例えば、１Ａ）に設定される（Ｓ１１
６）。
【０１０３】
　次に、充電回数の累計が所定回数（例えは、３００回）以上であるか否かが判断される
（Ｓ１１８）。充電回数の累計が上記の所定回数以上であると判断された場合には（Ｓ１
１８：ＹＥＳ）、充電電流が第１電流値より小さい第３電流値（例えば、１Ａ）に設定さ
れる（Ｓ１２０）。
【０１０４】
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　充電回数の累計が上記の所定回数未満であると判断された場合には（Ｓ１１８：ＮＯ）
、Ｓ１１４又はＳ１１６にて設定された充電電流が保持される。そして、二次電池２の電
圧に充電電流が乗算された値が充電電力とされる（Ｓ１２２）。
【０１０５】
　３．本実施形態に係る充電装置の特徴
　本実施形態では、各電池パック１毎の状態情報及び識別情報に基づいて装着部１５に装
着された１つ又は複数の電池パック１への充電電力を制御するので、燃料電池５の最大出
力電力を有効的に利用しながら、各二次電池２に適した充電が可能となる。したがって、
複数の二次電池２を効率良く充電することが可能となり得る。
【０１０６】
　（第５実施形態）
　１．本実施形態に係る充電装置の概要
　本実施形態は第４実施形態の変形例である。すなわち、本実施形態に係る充電装置１０
は、状態情報等の電池情報を利用して、充電装置１０自らが必要充電電力に相当する電力
を決定するとともに、その決定された電力を充電電力に基づいて充電する電池パック１を
選択して充電を実行する充電モードを有している。
【０１０７】
　２．充電制御の詳細
　図９は本実施形態に係る充電制御を示すフローチャートであって、燃料電池５の最大出
力電力を２００Ｗとし、電池パック１を充電する際の最大充電電力が２００Ｗ以下である
場合を例に図示したものである。
【０１０８】
　図９に示す充電制御は、上記不揮発性記憶部に予め記憶されているとともに、充電装置
１０の起動スイッチが投入されたときにＣＰＵに読み込まれて起動する。起動スイッチが
遮断されると、その時点で充電制御は停止する。
【０１０９】
　充電制御が起動されると、第１充電ポート１５Ａ及び第２充電ポート１５Ｂのいずれか
に充電が必要な電池パック１が接続されているか否かが、電池情報に基づいて判断される
（Ｓ１３１）。なお、充電が必要な電池パック１には、未充電の電池パック１、つまり新
品の電池パック１も含まれる。
【０１１０】
　第１充電ポート１５Ａ及び第２充電ポート１５Ｂのいずれにも充電が必要な電池パック
１が接続されていないと判断された場合には（Ｓ１３１：ＮＯ）、第１充電回路１７Ａ及
び第２充電回路１７Ｂのうちいずれかの充電回路において、充電電力が出力されていない
状態が所定時間（例えば、１分）以上継続しているか否かが判断される（Ｓ１３３）。
【０１１１】
　充電電力が出力されていない状態が所定時間以上継続していると判断された場合には（
Ｓ１３３：ＹＥＳ）、その出力されていない状態が所定時間以上継続していると判断され
た充電回路が停止状態とされた後（Ｓ１３５）、Ｓ１３１が実行される。充電電力が出力
されていない状態が所定時間以上継続していないと判断された場合には（Ｓ１３３：ＮＯ
）、充電回路が停止されることなく、Ｓ１３１が実行される。
【０１１２】
　第１充電ポート１５Ａ及び第２充電ポート１５Ｂのいずれかに充電が必要な電池パック
１が接続されていると判断された場合には（Ｓ１３１：ＹＥＳ）、充電が必要な電池パッ
ク１は２つであるか否かが判断される（Ｓ１３７）。
【０１１３】
　充電が必要な電池パック１は２つであると判断された場合には（Ｓ１３７：ＹＥＳ）、
各電池パック１に関する識別情報及び状態情報が各情報出力部３を介して取得された後（
Ｓ１３９）、当該取得された電池情報に基づいて各電池パック１毎の充電電力が決定され
る（Ｓ１４１）。
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【０１１４】
　なお、制御部１１にて実行される「取得された電池情報を利用した充電電力の決定手法
」は第４実施形態と同じである。
　装着部１５に装着された２つの電池パック１のうちいずれかの充電電力が最大出力電力
（２００Ｗ）以上であるか否か判断される（Ｓ１４３）。いずれの電池パック１も充電電
力が最大出力電力未満であると判断された場合には（Ｓ１４３：ＮＯ）、装着部１５に装
着された２つの電池パック１のうちいずれかの充電電力が上記した第１電力以下であるか
否かが判断される（Ｓ１４５）。
【０１１５】
　装着部１５に装着された複数（２つ）の電池パック１のうちいずれかの充電電力が第１
電力以下でないと判断された場合には（Ｓ１４５：ＮＯ）、充電電力を第１電力（１００
Ｗ）に制限した状態で各電池パック１を充電する第２充電モードが実行される（Ｓ１４７
）。
【０１１６】
　装着部１５に装着された２つの電池パック１のうちいずれかの充電電力が第１電力以下
であると判断された場合には（Ｓ１４５：ＹＥＳ）、第１充電ポート１５Ａに装着された
電池パック１（以下、電池パックＡと記す。）の充電電力が、第２充電ポート１５Ｂに装
着された電池パック１（以下、電池パックＢと記す。）の充電電力より大きいか否かが判
断される（Ｓ１４９）。
【０１１７】
　電池パックＡの充電電力が電池パックＢの充電電力より大きいと判断された場合には（
Ｓ１４９：ＹＥＳ）、（ａ）第２充電回路１７Ｂ（第２充電ポート１５Ｂ）の出力を電池
パックＢの充電電力とし、かつ、（ｂ）第１充電回路１７Ａ（第１充電ポート１５Ａ）の
出力を「最大出力電力から第２充電回路１７Ｂの出力を減じた値」とする第５充電モード
が実行される（Ｓ１５１）。
【０１１８】
　電池パックＡの充電電力が、電池パックＢの充電電力より大きくないと判断された場合
には（Ｓ１４９：ＮＯ）、（ｃ）第１充電回路１７Ａ（第１充電ポート１５Ａ）の出力を
電池パックＡの充電電力とし、かつ、（ｄ）第２充電回路１７Ｂ（第２充電ポート１５Ｂ
）の出力を「最大出力電力から第１充電回路１７Ａの出力を減じた値」とする第６充電モ
ードが実行される（Ｓ１５３）。
【０１１９】
　Ｓ１４３にて、装着部１５に装着された２つの電池パック１のうちいずれかの充電電力
が最大出力電力（２００Ｗ）以上であると判断された場合には（Ｓ１４３：ＹＥＳ）、充
電電力が２００Ｗ未満であると判断された電池パック１が接続されている充電回路（第１
充電回路１７Ａ又は第２充電回路１７Ｂ）の出力が停止される（Ｓ１５５）。
【０１２０】
　つまり、Ｓ１５５では、充電電力が２００Ｗ以上であると判断された電池パック１が選
択され、その選択された電池パック１対して最大出力電力にて充電が実行される。なお、
いずれの電池パック１も充電電力が最大出力電力（２００Ｗ）以上である場合には、装着
部１５に最も早く装着された電池パック１が選択されてＳ１５５が実行される。
【０１２１】
　充電が必要な電池パック１は２つでない、つまり充電が必要な電池パック１は１つであ
ると判断された場合には（Ｓ１３７：ＮＯ）、各充電ポート１５Ａ、１５Ｂの充電電力を
上記第１電力以下に制限する第２充電モード、又は充電回路の出力停止（Ｓ１５５）が解
除されて第１充電モードとなる（Ｓ１５７）。
【０１２２】
　第２充電モードが解除されると（Ｓ１５７）、充電が必要な電池パック１は２つである
か否かが判断される（Ｓ１５９）。充電が必要な電池パック１は２つであると判断された
場合には（Ｓ１５９：ＹＥＳ）、Ｓ１３９が実行される。
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【０１２３】
　充電が必要な電池パック１は２つでないと判断された場合には（Ｓ１５９：ＮＯ）、充
電が必要な電池パック１は１つであるか否かが判断される（Ｓ１６１）。充電が必要な電
池パック１は１つであると判断された場合には（Ｓ１６１：ＹＥＳ）、Ｓ１５７が実行さ
れて充電モードが第１充電モードになる。これにより、Ｓ１５５にて出力が停止された充
電回路に接続されていた電池パック１への充電が開始される。
【０１２４】
　充電が必要な電池パック１は１つでないと判断された場合には（Ｓ１６１：ＮＯ）、装
着部１５に電池パック１が装着されていない状態であるので、再び、Ｓ１３１に戻る。
　３．本実施形態に係る充電装置の特徴
　本実施形態では、本実施形態に係る充電装置１０は、状態情報等の電池情報を利用して
、充電装置１０自らが必要充電電力に相当する電力を決定するとともに、その決定された
電力を充電電力に基づいて充電する電池パック１を選択して充電を実行するので、燃料電
池５の最大出力電力を有効的に利用しながら、各二次電池２に適した充電が可能となる。
したがって、複数の二次電池２を効率良く充電することが可能となり得る。
【０１２５】
　（その他の実施形態）
　上述の実施形態では、着脱自在な燃料カートリッジ４に燃料が充填されていたが、本発
明はこれに限定されるものではなく、例えば、燃料を配管にて供給する据え置き型の電源
装置にも適用できる。
【０１２６】
　上述の実施形態に係る燃料電池５は直接メタノール型燃料電池であったが、本発明はこ
れに限定されるものではなく、その他方式の燃料電池であってもよい。
　上述の実施形態に係る二次電池９はリチウムイオン電池であったが、本発明はこれに限
定されるものではなく、その他の二次電池又はキャパシタ等であってもよい。
【０１２７】
　第３実施形態では、装着部１５に装着された複数の電池パック１のうち、最も早く装着
部１５に装着された電池パック１を選択して充電したが、本発明はこれに限定されるもの
ではない。
【０１２８】
　例えば、装着部１５に装着された複数の電池パック１のうち、最も必要充電電力が大き
い電池パックを選択して充電するとともに、その選択された電池パックから順に充電して
もよい。つまり、いずれの充電パックを最初に充電すべきかを電池パックを電池情報に基
づいて選択し、その選択された電池パックから順に充電してもよい。
【０１２９】
　本発明は、特許請求の範囲に記載された発明の趣旨に合致するものであればよく、上述
の実施形態に限定されるものではない。したがって、上述した複数の実施形態のうち少な
くとも２つの実施形態に組み合わせてもよい。
【符号の説明】
【０１３０】
　１… 電池パック　２… 二次電池　３… 情報出力部
　４… 燃料カートリッジ　４Ａ… 電磁弁　５… 燃料電池
　７… 充電回路　９… 二次電池　１０… 充電装置　１１… 制御部
　１３… ケーシング　１３Ａ… 吸気口　１３Ｂ… ファン
　１５… 装着部　１５Ａ、１５Ｂ… 充電ポート
　１５Ｃ、１５Ｄ… 信号ポート
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