
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
充電装置の供給する充電電力を負荷へ供給するアダプタであって、
負荷側に接続可能であり、蓄電器を内蔵し負荷に電力を供給する電力供給装置と、
充電装置に装着可能であり、充電装置の充電電圧を制御し、前記電力供給装置の蓄電器へ
電力線を介して電力供給する接続装置と、
を備えることを特徴とするアダプタ。
【請求項２】
前記蓄電器は、コンデンサであることを特徴とする請求の範囲第１項に記載のアダプタ。
【請求項３】
充電装置の供給する充電電力を負荷へ供給するアダプタであって、
負荷側に備えられた識別子を読み取る読み取り器と、
前記読み取り器により読み出された識別子に応じて、充電装置の充電電圧を制御し前記負
荷へ供給させる制御部と、
を備えることを特徴とするアダプタ。
【請求項４】
前記充電装置からの電力を蓄えるための蓄電器を備えることを特徴とする請求の範囲第３
項に記載のアダプタ。
【請求項５】
充電装置に接続される充電側アダプタと、電動機器に接続される機器側アダプタと、充電
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側アダプタと機器側アダプタを接続するケーブルをもつアダプタであり、機器側アダプタ
には蓄電器が組み込まれており、ケーブルには小電力が継続的に流され、蓄電器から電動
機器に短時間に大電流が通電されるアダプタ。
【請求項６】
充電側アダプタは、充電装置に収容されている記憶装置に記憶されているプログラムより
も優先して充電装置のＣＰＵを作動させるプログラムを記憶している記憶装置を内蔵する
ことを特徴とする特許請求の範囲第５項のアダプタ。
【請求項７】
充電側アダプタは、充電装置に収容されているＣＰＵよりも優先して充電装置内の電子装
置を制御するＣＰＵを内蔵することを特徴とする特許請求の範囲第５項のアダプタ。
【請求項８】
機器側アダプタは、蓄電器となるコンデンサを内蔵することを特徴とする特許請求の範囲
第５項のアダプタ。
【請求項９】
充電装置に接続されるアダプタであり、充電装置に収容されている記憶装置に記憶されて
いるプログラムよりも優先して充電装置のＣＰＵを作動させるプログラムを記憶している
記憶装置を内蔵することを特徴とするアダプタ。
【請求項１０】
アダプタに接続された電動機器の形式等を示すデータを読み出す装置がアダプタに付加さ
れており、読み出されたデータに基づいて充電装置のＣＰＵを作動させるプログラムを選
択ないし修正することを特徴とする特許請求の範囲第９項のアダプタ。
【請求項１１】
充電装置に接続されるアダプタであり、充電装置に収容されているＣＰＵよりも優先して
充電装置内の電子装置を制御するＣＰＵを内蔵することを特徴とするアダプタ。
【請求項１２】
充電装置ＣＰＵがアダプタＣＰＵから制御コマンドを読み出して充電装置を制御すること
を特徴とする特許請求の範囲第１１項のアダプタ。
【請求項１３】
アダプタＣＰＵが充電装置ＣＰＵをバイパスして充電装置を制御することを特徴とする特
許請求の範囲第１１項のアダプタ。
【請求項１４】
アダプタＣＰＵが充電装置ＣＰＵとデータ送受信可能なことを特徴とする特許請求の範囲
第１１項のアダプタ。
【請求項１５】
アダプタＣＰＵが充電装置ＣＰＵと無線通信によってデータ送受信可能なことを特徴とす
る特許請求の範囲第１４項のアダプタ。
【請求項１６】
アダプタに接続される電動機器が、ランプ、加熱装置、冷却装置、盗難防止装置、電池パ
ック、電池パック活性化装置のいずれかである特許請求の範囲第１１項のアダプタ。
【請求項１７】
アダプタに接続される電動機器が、ランプ、加熱装置、冷却装置、盗難防止装置、電池パ
ック、電池パック活性化装置のいずれかである特許請求の範囲第９項のアダプタ。
【発明の詳細な説明】
技術分野
本発明は、２次電池を充電する充電装置に接続して用いるアダプタに関するものである。
背景技術
繰り返し充放電可能な充電式電池（２次電池）を電源とする各種ケーブルレス電動機器、
例えば、コードレス（この明細書ではケーブルレスという）の電動ドリルや電動鋸装置と
いったケーブルレス電動工具、あるいは、ケーブルレス電気掃除機といったケーブルレス
タイプの家庭用電動機器が広く普及している。また、充電装置から大電流を流すことによ
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って２次電池を急速充電する技術も普及している。
２個の電池パックを用いると、一方の電池パックでケーブルレス電動機器を駆動している
間に、他方の電池パックに対する急速充電を完了することができるために、電池パックを
交換することによって、ケーブルレス電動機器を連続使用することが可能となる。
しかしながらそのためには、一方の電池パックでケーブルレス電動機器を駆動している間
に、他方の電池パックに対する急速充電を完了しておく必要があり、何らかの理由でそれ
ができない場合には、例えば、もう一つの電池パックを使用場所に持参しわすれたような
場合には、電池切れとなってケーブルレス電動機器が使えなくなることがある。充電装置
があっても、電池切れとなった電池パックが再充電されるまでは、ケーブルレス電動機器
を駆動することができない。
発明の開示
本発明は、上述した課題を解決するためになされたものであり、その目的とするところは
、充電装置からケーブルを介してケーブルレス電動機器に駆動電力を供給し得るアダプタ
を提供することにある。これが可能となると、充電済み電池がなくなった後も、電池が再
度充電されるのを待つことなく、一時的にケーブルタイプの電動機器として、電動機器を
使用しつづけることが可能となる。
充電装置は電池に充電電圧を加えるものであり、充電装置から供給される電圧と、電池か
ら供給される電圧は概ね等しい。従って、電池切れとなった場合には、充電装置から供給
される充電用電力をそのまま電動機器に供給することによってその電動機器を駆動できる
ように思われる。
しかしながら、例えば３００ワットのケーブルレス電動機器を考える。１００ボルトの電
圧で駆動する場合の駆動電流は３アンペアであって、その程度の電流であれば通常のケー
ブルに流すことができる。それに対して電源とする電池電圧が１０ボルトであるとする。
すると３０アンペアの駆動電流を必要とする。即ち、充電装置と電動機器をケーブルで接
続して直接駆動する場合には、そのケーブルに大電流を流す必要がある。しかしながら、
ケーブルに生じる抵抗発熱は、電流の２乗に比例するために、通常のケーブルには３０ア
ンペアもの大電流は流せない。
即ち、１００ボルトといった商用電圧を利用する場合には、通常のケーブルで駆動電力を
供給することができるのに対し、１０ボルトといった低電圧を利用する場合には、通常の
ケーブルでは駆動電力を供給することができない。
そのために、充電装置と電動機器をケーブルで直接接続するだけでは電動機器を駆動でき
ず、何らかの工夫を必要とする。
本発明では、この問題を解決するために、アダプタを開発した。このアダプタは、充電装
置に接続される充電側アダプタと、電動機器に接続される機器側アダプタと、両者を接続
するケーブルから構成されている。
機器側アダプタは蓄電器を内蔵し、電動機器の駆動時には、電動機器に大電流を供給する
。先の例でいえば、３０アンペアの電流を供給する。充電側アダプタは充電装置からの充
電電力を受入れて、機器側アダプタの蓄電器を充電する。この充電電流は、電動機器の駆
動電流に比して低く、通常のケーブルに流すことができる。
例えば、電動ドライバで次々にネジを締め付ける作業では、ネジ締め作業の前後にネジの
位置合わせ作業等が必要とされ、作業者としては連続作業をしていても電動ドライバは間
欠的に運転される。ここで、１本のネジ締めのために電動ドライバが２秒駆動され、その
前後に８秒の作業が必要とされれば、３０アンペアを２秒間通電するのに必要な電力を蓄
電器に蓄電するために、１０秒間が利用できることになり、ケーブルに流す電流を１／５
に小さくすることができる。即ち、６アンペアを流しつづけておけば、アダプタから電動
機器に対して１０秒ごとに１回、３０アンペアを２秒間供給することができる。
このアダプタを利用することによって、ケーブルには小さな電流を継続的に流し、それを
アダプタの蓄電器に蓄積しておき、電動機器の駆動時にアダプタから電動機器に大電流を
供給することができる。
機器側アダプタに用いる蓄電器にはコンデサを用いることが好ましい。コンデンサは長寿
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命であるため、長期に渡って電動機器に電力を供給しつづけることができる。
また、充電側アダプタに充電装置の制御装置を組み込むことが好ましい。この場合、例え
ば、蓄電器が満充電されたときに充電装置からの充電電力の供給を停止させる制御や、充
電装置から出力される充電電圧を電動機器が必要とする電圧に調整する制御が可能となる
。
充電側アダプタに充電装置の制御装置を組み込む場合、充電装置に収容されている記憶装
置に記憶されているプログラムよりも優先して充電装置のＣＰＵを作動させるプログラム
を記憶している記憶装置を充電側アダプタに内蔵させることができる。あるいは、充電装
置に収容されているＣＰＵよりも優先して充電装置内の電子装置を制御するＣＰＵを充電
側アダプタに内蔵させる。
いずれの方式によっても、充電装置は実質上、アダプタによって制御される。
現状の充電装置は２次電池の充電専用に設計されており、せっかく持っている機能を使い
きっていない。例えば、前記したように、充電電流を電動機器に直接供給すれば、電池が
再充電されるのを待たずに電動機器が使用可能となるにもかかわらず、本発明のアダプタ
が創作されるまではそれができなかった。充電装置は充電のためのものであって、電動機
器を駆動する用い方はできなかった。
充電電力を供給できる能力を生かせば、充電装置を作業場所を照明する装置の電源として
用いることもできよう。作業者の飲み物を加熱したり冷却したりする装置の電源として用
いることもできよう。また、最近では作業場所で充電しているうちに、充電装置と電池パ
ックが盗まれる事故が多く発生している。充電装置から供給される充電電力を利用すれば
、盗難防止装置も実現することができるはずである。
しかしながら、現状の充電装置は、２次電池の充電専用機として設計されているに過ぎず
、充電装置の持つ機能を利用して充電装置の利用範囲を拡大する試みは何らなされていな
い。
本発明は、また、充電装置の持つ機能を様々に利用可能なアダプタを開発した。このアダ
プタは、充電装置に接続される充電側アダプタと、電池パック以外の電動機器、例えば、
ランプ、ヒータ、クーラ、盗難防止装置等のために必要な電力が出力されるように充電装
置を制御する制御装置を有する。
この場合、ランプ、ヒータ、クーラ、盗難防止装置等の電動機器は、アダプタに一体化さ
れていてもよく、アダプタに接続されるものであってもよい。
後者の場合には、アダプタに、接続される電動機器を特定するのに必要なデータを読み取
る装置を内蔵させておくことが好ましい。例えば、アダプタにランプが接続された場合に
はアダプタにその情報が入力され、ヒータが接続された場合にはアダプタにその情報が入
力されることが好ましい。
さらに、アダプタは、電動機器の特性に合わせて充電装置を制御する制御装置を内蔵して
いることが好ましい。ランプが接続された場合にはランプを駆動するのに適した電力が供
給され、ヒータが接続された場合にはヒータを駆動するのに適した電力が供給されること
が好ましい。電動機器がアダプタに一体化されている場合にも、この制御装置を必要とす
る。
さらに、アダプタは、充電装置の特性を読み取り可能となっていることが好ましい。この
場合、例えばヒータを接続して飲み物を加熱する場合に、充電装置の能力に応じてヒータ
に加える電力を的確に制御することができる。
現状の充電装置は、柔軟性に欠けている。通常は、充電可能な電池種類が限られており、
充電装置が存在していてもタイプが合わないために充電できないことが頻繁に起こってい
る。充電の仕方は電池寿命に密接に影響する。少々電池寿命が短くなっても急速充電を必
要とするユーザもいれば、急速充電を必要としないユーザもいる。現在の充電装置はこの
ような各種事情に対応することが出来ず、画一的な充電電流制御になっている。
本発明は、また、従来の充電装置が柔軟性に乏しいという問題を解決するアダプタを創作
した。このアダプタによって、例えば、充電装置が開発された以後に開発された電池パッ
クであって本来なら充電できない電池パックに対する充電を可能とする。急速充電を必要
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としないユーザには、アダプタによって電池寿命を低下させない緩速充電を適用する。あ
るいは、特別の急速充電を必要とする場合に、アダプタによって２台の充電装置を同時に
用いた超急速充電を可能とする。本発明のアダプタによって、充電装置の利用範囲は格段
に広げられる。
本発明の一つの態様のアダプタは、充電装置に収容されている記憶装置に記憶されている
プログラムよりも優先して充電装置のＣＰＵを作動させるプログラムを記憶している記憶
装置を内蔵している。さらに、このアダプタには、アダプタに接続された電動機器の形式
等を示すデータを読み出す装置が付加されており、読み出されたデータに基づいて充電装
置のＣＰＵを作動させるプログラムを選択ないし修正することが好ましい。
本発明の他の一つの態様のアダプタは、充電装置に収容されているＣＰＵよりも優先して
充電装置内の電子装置を制御するＣＰＵを内蔵している。充電装置に収容されているＣＰ
Ｕよりもアダプタに収容されているＣＰＵを優先させるのは各種の方式がとりえ、例えば
、充電装置ＣＰＵがアダプタＣＰＵから制御コマンドを読み出して充電装置を制御する方
式がとりえる。あるいは、アダプタＣＰＵが充電装置ＣＰＵをバイパスして充電装置内の
電子機器を直接制御する方式であってもよい。あるいは、アダプタＣＰＵと充電装置ＣＰ
Ｕとの間でデータの送受信可能をして充電装置を制御する方式であってもよい。アダプタ
ＣＰＵと充電装置ＣＰＵが無線通信によってデータを送受信可能なことが望ましい。
以下に、本発明の詳細を説明するが、本発明の保護範囲は、詳細な説明に例示したものに
限られるものでなく、特許請求の範囲によって定められる。
なお、この出願の明細書は、本出願人が２００１年の２月２６日に出願した米国特許出願
（出願番号０９／７９４，７４６）の明細書と図面を引用するものであり、それらの明細
書と図面はこの出願の明細書の一部であり、また図面の一部である。
発明を実施するための最良の形態
（第１実施形態）
以下、本発明の実施形態に係るアダプタについて図を参照して説明する。図１は、通常は
電池パックで駆動される電動機器７０（この場合、ケーブルレス電動ドリルが例示されて
いる）に電池パックを取り付けず、代わりに、アダプタ３０を接続して充電装置１０から
供給される電力で電動機器７０が駆動される場合を示す。
アダプタ３０は、充電装置１０に接続される充電側アダプタ４０と、電動機器７０に接続
される機器側アダプタ４５と、両者４０，４５を接続するケーブル４４から構成されてい
る。
図２（Ａ）は、充電装置１０にアダプタ３０が取り付けられたときの機能ブロック図を示
し、図２（Ｂ）は、充電装置１０に電池パック５０が取り付けられたときの機能ブロック
図を示す。充電装置１０には、アダプタ３０または電池パック５０のいずれかが接続され
る。図３は充電装置１０の外観を示し、図４は電池パック５０の外観を示し、図５は電池
パック５０が装着された電動機器７０を示す。
まず、充電装置１０によって充電される電池パック５０の構成を図４に基づいて説明する
。電池パック５０は、略角柱状に形成された樹脂製のケーシング５１内に、図２（Ｂ）に
示すように、複数個のニッケル水素電池５８が直列に接続された電池群を内蔵するもので
、電池群５８の温度を検出するための温度センサＴＭと、電池パック７０の形式等の情報
を保持するＥＥＰＲＯＭ６１とを備える。温度センサＴＭは、温度によって電気抵抗値が
変化するサーミスタからなる。
図４に示すように、電池パック５０のケーシング５１の上端側には、電池パック５０を電
動機器７０や充電装置１０に装着する際に、相手側に嵌合可能な一対の嵌合溝５３を形成
した一対の嵌入部５２がレール状に並列して設けられている。ケーシング５１の上端側に
は、一対の嵌入部５２の間にプラス端子溝５７とマイナス端子溝５９およびコネクタ６０
が設けられている。
プラス端子溝５７とマイナス端子溝５９の中には、図２（Ｂ）に示すプラス端子５８ａと
マイナス端子５８ｂがそれぞれ設けられており、電動機器７０や充電装置１０に電池パッ
ク５０を装着したときに、これらの端子５８ａや５８ｂが相手側の受電端子や出力端子と
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接触し得るように構成されている。コネクタ６０の内部には、図２（Ｂ）に示す温度セン
サＴＭやＥＥＰＲＯＭ６１を接続するための端子６０ａと６０ｂが備えられている。
上述のように構成された電池パック５０は、図５に示すように、電動ドリル等の電動機器
７０に装着されて使用される。電動機器７０は、使用者が把持するグリップ７４よりも下
方に電池パック取付部７５が形成されている。通常は、電池パック取付部７５に、充電さ
れた電池パック５０を取付けてケーブルレス電動ドリルとして使用される。この場合、電
池パック５０から電動機器７０に駆動電力が供給され、電動機器７０は図示しないモータ
によってチャック７６を回転させる。
充電済電池が無くなった場合には、図１に示すアダプタ３０を利用して電動機器７０を駆
動することができる。このために、電池パック取付部７５には、図４に示す電池パック５
０の他に、図１に示すように、アダプタ３０のうちの機器側アダプタ４５（電力供給装置
）を取り付けることができる。図１に示す接続状態では、充電装置１０からアダプタ３０
を介して電動機器７０に駆動電力が供給され、電動機器７０はその駆動電力を使って図示
しないモータによってチャック７６を回転させる。
電池パック５０を充電したり電動機器７０に駆動電力を供給したりする充電装置１０の構
成を、図２（Ａ），（Ｂ）、図３、図１１に基づいて説明する。図３に示すように、充電
装置１０は樹脂製の筐体１１を有し、この筐体１１には、電池パック５０を装着可能な嵌
合部１２が成形されている。また充電装置１０の筐体１１には、充電中の電池パック５０
の容量を表示する容量表示ランプや、充電装置１０の動作状況を示す状態表示ランプ等、
種々の図示しないインジケータ（表示装置）が設けられており、これらは後述する制御回
路によって点灯制御される。
嵌合部１２には、電池パック５０の嵌合溝５３を案内可能なガイド１４が形成されている
。またこの嵌合部１２には、電池パック５０のプラス端子５８ａとマイナス端子５８ｂに
接続可能な出力端子が設けられている。さらに嵌合部１２には、電池パック５０のコネク
タ６０内の端子６０ａ、６０ｂに接続可能な端子が設けられている。これらにより、充電
装置１０内の制御回路が、電池パック５０から所定の温度情報等をこのコネクタを介して
得ることができる。
図２（Ｂ）に示すように、充電装置１０の制御回路は、機能的にみたときに、電源回路２
２、充電電流制御部２４、制御部２６、電圧検出部２７、温度検出部２８、記憶部２９等
から構成される。電源回路２２は、電池パック５０内の電池群５８を充電可能な容量を有
するように設定されている。温度検出部２８は、充電中の電池温度を温度センサＴＭによ
り検出可能に構成されており、電圧検出部２７は、電池電圧を検出できるように構成され
ている。記憶部２９は所定のマップ（電池温度の昇温スピードに対応して、そのときに通
電することが好ましい充電電流値を記憶している）等の電流値制御情報を記憶するもので
ある。
制御部２６は、温度検出部２８から出力された温度値を微分して温度上昇スピードを求め
たうえで記憶部２９の電流値制御情報に基づいて充電電流値を算出し、算出された電流値
を電流指令値として充電電流制御部２４へ出力し得るように構成されている。充電電流制
御部２４は、制御部２６からの電流指令値に基づいて電源回路２２を制御し、電池パック
５０に供給する充電電流を調整するように構成されている。
なお、上述した電源回路２２、充電電流制御部２４、制御部２６、電圧検出部２７、温度
検出部２８、記憶部２９等は、本願出願人による先の特許出願（特願平１１－０８１２４
７号）に開示する充電装置の構成と実質的に同様であり、温度センサＴＭにより電池群５
８の温度を検出し、検出温度に基づいて充電電流を制御して充電を行う構成である。
このように構成された充電装置１０の嵌合部１２に電池パック５０が装着されると、所定
のアルゴリズムによって、制御部２６が、電源回路２２、充電電流制御部２４、電圧検出
部２７、温度検出部２８、記憶部２９等を制御し、電池パック５０内の電池群５８を充電
する。そして、充電中は電池パック５０の容量を表示する容量表示ランプを点灯させ、ま
た充電が完了すると充電を停止してその旨を同ランプにより告知する。また、制御部２６
は、通信部を構成し得る通信ポート２６ａを備え、後述するようにアダプタ３０からの制
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御により、充電電流を制御し得るように構成されている。
図１１は、同種の充電装置１１０のハードウエア構成を示し、電池パック１６０が接続さ
れた様子を示す。
電池パック１６０は、直列に接続された電池群１６２を内蔵している。直列に接続された
電池群１６２の電圧は、充電装置１１０の充電電圧よりも高い。電池群１６２は２グルー
プに分類され、Ａグループの電池電圧と、Ｂグループの電池電圧と、充電装置１１０の充
電電圧が等しい。即ち、電池パック１６０の電池電圧は、充電装置１１０の充電電圧の２
倍に等しい。電池パック１６０には、その電池パックを充電するための充電電流の最適値
を計算するのに必要なパラメータＡ，Ｂ・・が記憶されている。パラメータは電池パック
の種類ごとに相違する。タイプ１の電池パックには、パラメータＡ１、Ｂ１・・が記憶さ
れ、タイプ２の電池パックには、パラメータＡ２、Ｂ２・・が記憶されている。電池パッ
ク１６０内には、温度によって電気抵抗値が変化するサーミスタ１６６が収容されている
。サーミスタ１６６は電池群１６２に隣接して配置されている。
充電装置１１０は、交流を直流の一定電圧に変換する定電圧コンバータ１１２を備えてい
る。定電圧コンバータ１１２で調整可能な電圧はＣＰＵ１３２によって制御され、例えば
、１２ボルトの直流電圧に調整したり、１６ボルトの直流電圧に調整したりする。定電圧
コンバータ１１２の出力側には、充電電流値を調整するスイッチング素子１１４が接続さ
れており、スイッチング素子１１４は、ＣＰＵ１３２と駆動回路１２２によって断続的に
オン・オフされる。基本周期は決まっており、その基本周期の中でオン時間を長く取るこ
とで大きな充電電流に調整し、オン時間を短く取ることで小さな電流値に調整する。
スイッチ１１６は、充電電圧以上の電池電圧を持つ電池パックを充電するためのものであ
り、Ａ接点に切換えることで電池群１６２Ａを充電し、Ｂ接点に切換えることで電池群１
６２Ｂを充電する。このようにして、例えば、１２ボルトを出力する充電装置１１０が電
池群１６２を２４ボルトに充電することができる。
図示の１３８は、電子装置駆動用の電圧に変換するコンバータであり、変換された電圧が
ＣＰＵ１３２等に送られる。ＣＰＵ１３２は、定電圧コンバータ１１２を制御して充電装
置１１０から供給される電圧を制御する。また、スイッチング素子１１４を制御して充電
電流を制御する。さらにスイッチ１１６の切換えを制御する。ＣＰＵ１３２は、ＲＯＭ１
２８に記録されているプログラムに従って、定電圧コンバータ１１２とスイッチング素子
１１４とスイッチ１１６を制御する。このプラグラムは、電池パック１６０のＥＥＰＲＯ
Ｍ１６４に記憶されているパラメータを使用して充電電圧や充電電流を計算する処理手順
を含んでいる。電池パック１６０に記憶されているパラメータを使用して計算することに
よって、その種類の電池パックを充電するのに最適な充電電圧と充電電流が計算され、充
電装置１１０から供給される電圧と電流が、計算された充電電圧と充電電流に制御される
。ＣＰＵ１３２と電池パックのＥＥＰＲＯＭ１６４は、通信ポート１３４によってデータ
の送受信が可能に接続される。
充電装置１１０は、この他、冷却ファン１１８と表示装置１２０を備えており、これらは
ＣＰＵ１３２によって駆動回路１２２を介して制御される。なお、充電装置１１０内の温
度を検出するために、サーミスタ１２４を内蔵している。抵抗とサーミスタ１２４で分圧
されるノード１２６の電圧が、温度に対応して変化することから充電装置１１０内の温度
がＣＰＵ１３２に入力される。
図１は、本発明の第１実施形態に係るアダプタ３０を示し、図２（Ａ）は、アダプタ３０
と充電装置１０の制御回路の機能的ブロックを示している。図１を参照して上述したよう
に、アダプタ３０は、充電装置１０に取り付けられる充電側アダプタ（接続装置）４０と
、電動ドリル等の電動機器７０側に接続される機器側アダプタ（電力供給装置）４５と、
接続装置４０からの電流を電力供給装置４５へ送るための電力線（ケーブル）４４とから
なる。アダプタ３０は、充電装置１０と電動機器７０との間に介在し、充電装置１０から
の駆動電力を電動機器７０へ供給する。
図１に示すように、アダプタ３０の接続装置（充電側アダプタ）４０の下面には、図３を
参照して上述した充電装置１０の嵌合部１２に嵌合可能な嵌合部３２が形成されている。
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充電側アダプタ４０の下面の嵌合部３２には、充電装置１０のプラス出力端子、マイナス
出力端子、及び、コネクタと接続するための図示しないプラス受電端子、マイナス受電端
子、及び、コネクタが設けられている。接続装置（充電側アダプタ）４０の側面には、レ
バー３６にて上下方向に付勢されるフック３４が設けられている。側面のフック３４は、
充電装置１０のフック受け１８と係合することで、充電装置１０と接続装置（充電側アダ
プタ）４０との接続がなされる。
一方、電力供給装置（機器側アダプタ）４５の上面には、図４を参照して上述した電池パ
ック５０と同様な、電動機器７０に装着する際に相手側に嵌合可能な一対の嵌入部（図示
せず）がレール状に並列して設けられている。一対の嵌入部に挟まれるようにプラス端子
溝、マイナス端子溝（図示せず）が設けられている。図２（Ａ）に示すように、電力供給
装置（機器側アダプタ）４５には、蓄電器（コンデンサ）Ｃが内蔵され、充電装置１０か
ら供給された充電電力がコンデンサＣに一旦蓄えられ、コンデンサＣに蓄積された電力が
電動機器７０へ供給されるように構成されている。
アダプタ３０の接続装置（充電側アダプタ）４０は、図２（Ａ）に示すように、制御部４
１と、充電装置１０の電源回路２２から供給される電圧を検出する電圧検出部４３とから
主としてなる。接続装置（充電側アダプタ）４０は、充電装置１０側から電力の供給を受
けて動作するように構成されている。アダプタ３０の制御部４１は、通信機能を有し、充
電装置１０の制御部２６との間で情報通信を行う。即ち、通信ポート４１ａを介して充電
装置１０の制御部２６の通信ポート２６ａとの通信を確立する。
引き続き、アダプタ３０及び充電装置１０の動作について、図６、図７のフローチャート
を参照して説明する。図６はアダプタ３０の主制御を示し、図７は充電装置１０の主制御
を示している。
アダプタ３０の制御動作の説明に先立ち、充電装置１０の動作について、図７のフローチ
ャートを参照して説明する。この処理の結果、充電装置１０にＥＥＰＲＯＭ６１を備える
電池パック５０が装填された際には、自らの制御プログラム（図１１のＲＯＭ１２８に記
憶されている）に従って充電を行い、充電装置１０にアダプタ３０が装填された際には、
アダプタ３０からの指令に従って電源回路２２から指令値に応じた電流を供給する。
まず、図２（Ｂ）に示すように、電池パック５０が装填された際の動作について説明する
。この場合には、アダプタ３０が装着されないので、図７のステップＳ５２でＮｏとなる
。充電装置１０に電池パック５０が装填されると、制御部２６が電圧検出部２７で電池電
圧を検出すること、および／または、制御部２６が温度検出部２８で電池温度を検出する
ことによって、充電装置１０に電池パック５０が装填されたことを検出し、図７のステッ
プＳ６４でＹＥＳとなる。そこで、ＥＥＰＲＯＭ６１の情報を読み出す（ステップＳ６６
）。次に、記憶部２９ないしはＲＯＭ１２８に保持されている各種電池パック用の制御プ
ログラムの中から、装着された電池パック５０の型式に適合する制御プログラムを検索す
る（ステップＳ６８）。そして、電圧検出部２７及び温度検出部２８により電池５８の電
圧・温度を検出する（ステップＳ７０）。電池電圧と温度に基づき充電を完了したかを判
断し（ステップＳ７２）、充電が完了するまでは（ステップＳ７２でＮｏとなる間）、電
池電圧と電池温度に基づいて決定した充電電流を電源回路２２から電池５８へ供給する。
即ち、温度検出部２８から出力された温度値を微分して温度上昇速度を求めたうえで記憶
部２９の制御プログラムに基づいて電流値を算出し、この電流値を電流指令値として充電
電流制御部２４へ出力し、充電電流を制御する。そして、電池温度及び電池電圧に基づい
て充電の完了を検出すると（ステップＳ７２でＹＥＳとなると）、充電を停止し（ステッ
プＳ８０）、処理を終了する。
次に、図２（Ａ）に示すようにアダプタ３０の充電側アダプタ（接続装置）４０が充電装
置１０に装着された際の動作について図６及び図７を参照して説明する。アダプタ３０の
接続装置４０の制御部４１は、充電装置１０へ装填されたことを検出すると（図６に示す
ステップＳ１２がＹＥＳとなると）、充電装置１０側の制御部２６との通信を開始する（
ステップＳ１４）。先ず、充電装置の制御部２６に対して、最大供給電流等の充電装置１
０の性能を問い合わせる。このときに、図７に示すステップＳ５４はＹＥＳとなり、充電
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装置１０の制御部２６は、充電装置１０の性能のデータをアダプタ３０の制御部４１へ転
送する（ステップＳ５６）。これにより、アダプタ３０側で、充電装置１０の性能を認識
する（図６に示すステップＳ１６）。
そして、図２（Ａ）に示すようにアダプタ３０の電力供給装置（機器側アダプタ）４５が
電動機器７０等の負荷に装填されると、制御部４１は、図示しないセンサにより装填され
たことを検出し（ステップＳ１８でＹＥＳとなる）、充電電流の供給を開始させる。先ず
、充電装置１０が、電動機器７０に装着される電池パック５０の電圧と同じ電圧を出力す
るようにする。また、コンデンサＣへ供給する電流値を算出する（ステップＳ２２）。そ
して、算出した充電電流値の指令を、充電装置１０側の制御部２６へ送出する（ステップ
Ｓ２４）。
充電装置１０の制御部２６は、アダプタ３０が装着されている際には（図７に示すステッ
プＳ５２がＹＥＳのとき）、アダプタ３０からの指令を待機している（ステップＳ６０）
。そして、上述したようにアダプタ３０から充電電流値の指令を受けると（ステップＳ６
０でＹＥＳとなると）、当該指令値に応じて電源回路２２を制御し、コンデンサＣへ電力
を供給する（ステップＳ６２）。
そして、電動機器７０から電力供給装置（機器側アダプタ）４５が外されたことをアダプ
タ３０の制御部４１が検出すると（図６に示すステップＳ２６がＹＥＳとなると）処理を
終了する。
明らかに、アダプタの使用中は、充電装置に内蔵されている制御装置に優先して、アダプ
タに内蔵されている制御装置が充電装置を制御する。
この第１実施形態では、充電側アダプタ（接続装置）４０が、充電装置１０の充電電圧と
充電電流を制御し、電力線４４を介して機器側アダプタ（電力供給装置）４５のコンデン
サＣに電力を蓄える。このため、小さな電流を継続的に電力線４４に流してコンデンサＣ
に電力を蓄えることが可能となる。そして、電動機器（電動ドリル等）７０に装着された
機器側アダプタ（電力供給装置）４５のコンデンサＣに蓄えた電力を電動機器７０に供給
するために、電動機器に対して瞬時的に大電力を供給することができる。このため、間欠
的に電動機器（ドリル等）７０を動作させる限り、コンデンサＣの電圧降下が起きず、電
池パック５０を用いることなく快適に電動機器７０を使用することができる。また、本実
施形態では、長寿命のコンデンサを用いて蓄電するために長期に渡って電動機器に電力を
安定して供給することができる。
（第２実施形態）
引き続き、本発明の第２実施形態に係るアダプタ１３０について説明する。図８はアダプ
タ１３０の説明図であり、図９はアダプタ１３０のブロック図であり、図１０はアダプタ
１３０の制御部による処理手順を示すフローチャートである。
第１実施形態のアダプタ３０は、充電側アダプタ（接続装置）４０と機器側アダプタ（電
力供給装置）４５とからなっていたが、第２実施形態のアダプタ１３０は一体に形成され
ている。また、第１実施形態のアダプタ３０は、一定の電圧を電動機器側に供給したが、
この第２実施形態では、負荷（電動機器）側の要求に応じた電圧を供給するように構成さ
れている。
図８に示すように、アダプタ１３０には、ランプ（負荷）１５０が直接接続される。図９
に示すように、ランプ１５０には、電球１５１と、スイッチ１５２と、ＥＥＰＲＯＭ１６
１が備えられ、スイッチ１５２がオンした際に、電球１５１が点灯するように構成されて
いる。電球１５１は、１２Ｖで点灯するように設定されており、ＥＥＰＲＯＭ１６１には
、充電装置１０から１２Ｖを供給させる識別情報が書き込まれている。第２実施形態のア
ダプタ１３０の制御部１４１は、読み取り器を構成し、ランプ１５０のＥＥＥＰＲＯＭ１
６１の上記識別情報を読み出し、充電装置１０側の制御部２６に指令を送り、電源回路２
２を介して１２Ｖの電力をランプ１５０へ供給させる。
図８ではアダプタ１３０にランプ１５０が接続された様子が示されているが、アダプタ１
３０に接続可能な電動機器はランプに限られず、ラジオ、テレビ、測定器等の電動機器が
接続可能になっている。アダプタ１３０に接続可能な電動機器はＥＥＰＲＯＭ１６１を内
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蔵し、アダプタ１３０にどの電動機器が接続されたのかの情報が読み取り可能となってい
る。
このアダプタ１３０の制御部１４１の処理について、図１０のフローチャートを参照して
説明する。ステップＳ１２～ステップＳ１８までの動作は、図６を参照して上述した第１
実施形態のステップＳ１２～ステップＳ１８と同様である。ステップＳ２０にて、制御部
１４１は、ランプ１５０等のＥＥＰＲＯＭ１６１の識別情報（負荷設定電圧）を読み出す
。そして、充電電流の供給を開始させる。先ず、識別情報に基づいて導かれる電圧（ラン
プが接続された場合には１２ボルト）になるように充電装置１０の出力電圧を調整する。
次に、コンデンサＣへの供給電流値を算出する（ステップＳ２２）。そして、算出した充
電電流値の指令を、充電装置１０側の制御部２６へ送出する（ステップＳ２４）。そして
アダプタ１３０からランプ１５０が外されたことを制御部１４１が検出すると（ステップ
Ｓ２６がＹＥＳとなると）、処理を終了する。
第２実施形態では、制御部１４１が電動機器（負荷）１５０側に備えられたＥＥＰＲＯＭ
１６１の識別子を読み取り、読み出された識別子に応じて充電装置１０の充電電圧を制御
する。このため、負荷の必要とする電圧を供給することが可能となる。また、第２実施形
態では、アダプタ１３０が、充電装置１０からの電力を蓄えるためのコンデンサＣを備え
るので、負荷に対して瞬時的に大電力を供給することができる。
なお、上述した実施形態では、充電装置１０が充電電流を制御するように構成されていた
が、充電電圧を調整するタイプの充電装置に本発明のアダプタを適用し得ることは言うま
でもない。また、充電電流と充電電圧の双方を調整するタイプの充電装置に用いることも
できる。
（充電装置の基本構成）
以下に説明する各種アダプタと各種の改良された電池パックは、図１１に示す充電装置１
１０に接続されて用いられる。この充電装置１１０はフレキシブルに使用することが可能
になっている。この充電装置１１０を最初に説明する。
充電装置１１０は、定電圧コンバータ１１２、スイッチング素子１１４、スイッチ１１６
、ＣＰＵ１３２、ＲＯＭ１２８、通信ポート１３４、駆動回路１２２、冷却ファン１１８
、表示装置１２０、制御電圧用コンバータ１３８、サーミスタ１２４等を備えている。
ＣＰＵ１３２は、通信ポート１３４を介して外部機器との間でデータの送受が可能である
。図１１の場合、電池パック１６０のＥＥＰＲＯＭ１６４に記憶されているデータをＣＰ
Ｕ１３２によって読み出すことができる。ＲＯＭ１２８はＣＰＵ１３２を動作させるプロ
グラムを記憶しており、このプログラムに、ＣＰＵ１３２によって外部機器からデータを
読み出したり、外部機器にデータを出力したり、外部機器から入力したデータを利用して
計算させる処理がプログラムされている。
ＣＰＵ１３２は、定電圧コンバータ１１２を制御して充電装置１１０から出力される電圧
を計算された値に制御する。ＣＰＵ１３２は、スイッチング素子１１４を制御して充電装
置１１０から出力される充電電流を計算された値に制御する。ＣＰＵ１３２は、スイッチ
１１６を制御する。
この回路構成を備えることによって、充電装置１１０は、計算された電圧と電流を持つ充
電電力を外部に供給し、スイッチ１１６によって出力端子を切換える。電圧と電流の計算
は、基本的にＲＯＭ１２８に記憶されたプログラムによって行なわれ、必要に応じて、外
部機器から入力されるデータと、サーミスタ１６６の抵抗値に関するデータが用いられる
。充電装置１１０に内蔵されているサーミスタ１２４によって充電装置１１０内温度デー
タが収集される。
ＣＰＵ１３２は、場合によって、外部機器に内蔵されているＣＰＵからの信号を入力して
そのまま制御機器に出力することがあり、この場合、外部機器によって充電装置１１０が
制御されることになる。ＣＰＵ１３２は、場合によって、外部機器に記憶されているプロ
グラムに従って動作することがあり、この場合には、外部機器が予定している処理手順を
充電装置ＣＰＵ１３２が実行する。
定電圧コンバータ１１２で調整される電圧はＣＰＵ１３２によって制御され、例えば、１
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２ボルトの直流電圧に調整したり、１６ボルトの直流電圧に調整したりする。定電圧コン
バータ１１２の出力側には、充電電流値を調整するスイッチング素子１１４が接続されて
おり、スイッチング素子１１４は、ＣＰＵ１３２と駆動回路１２２によって断続的にオン
・オフされる。基本周期は決まっており、その基本周期の中でオン時間を長く取ることで
大きな充電電流に調整し、オン時間を短く取ることで小さな電流値に調整する。スイッチ
１１６は、充電電圧以上の電池電圧を持つ電池パックを充電するためのものであり、Ａ接
点に切換えることで電池群１６２Ａを充電し、Ｂ接点に切換えることで電池群１６２Ｂを
充電する。このようにして、例えば、充電装置１１０が１２ボルトを出力するときに電池
群１６２を２４ボルトに充電することができる。
電子装置駆動用の電圧に変換するコンバータ１３８で調整された定電圧がＣＰＵ１３２等
に送られる。ＣＰＵ１３２は、定電圧コンバータ１１２を制御して充電装置１１０の電圧
を調整する。また、スイッチング素子１１４を制御して充電電流を調整する。さらには、
スイッチ１１６の切換えを制御する。ＣＰＵ１３２は、ＲＯＭ１２８に記録されているプ
ログラムに従って、定電圧コンバータ１１２と、スイッチング素子１１４と、スイッチ１
１６を制御する。プラグラムは、電池パック１６０のＥＥＰＲＯＭ１６４に記憶されてい
るパラメータを使用して計算する処理手順を含んでいる。パラメータを使用して計算する
ことによって、その電池パック１６０を充電するのに最適な充電電圧と充電電流が計算さ
れ、計算された充電電圧と充電電流に調整される。ＣＰＵ１３２と電池パックのＥＥＰＲ
ＯＭ１６４は、通信ポート１３４によって接続される。
充電装置１１０は、冷却ファン１１８と表示装置１２０を備えており、これらはＣＰＵ１
３２によって駆動回路１２２を介して制御される。なお、サーミスタ１２４は充電装置内
温度を検出する。
（電池を内蔵する電動機器の充電）
ケーブルレスで駆動される電動機器には２種類が存在し、電動機器から電池パックが脱着
自在なものと、電動機器が電池を内蔵して脱着不能なものが存在する。
図１１は、充電装置１１０に電池パック１６０を接続して充電する場合を示し、図１２は
、充電装置１１０に電動機器１７０を接続して充電する場合を示す。電動機器１７０は、
電池群１７２と、スイッチ１７３と、モータ１７５を備え、スイッチ１７３をオンすると
、電池群１７２がモータ１７５に駆動電流を加えて電動機器１７０の目的を達成する。電
動機器１７０は、電動工具であったり、家庭用のケーブルレス電動機器であったりする。
この場合、電池群１７２の電圧が低く、グループ毎に充電する必要がなく、スイッチ１１
６は、Ａ接点で用いられる。
図１１と図１２は、充電装置１１０が、電池種類に対応する制御プログラムをＲＯＭ１２
８に記憶している電池１６２，１７２を充電する場合を示し、この場合には、ＥＥＰＲＯ
Ｍ１６４、１７８に記憶されているパラメータの値をＣＰＵ１３２が読み取り、読み取ら
れたパラメータをプログラムによって処理して充電電圧と充電電流を計算し、計算された
電圧と電流を持つ充電電力を電池に通電する。このために、電池ごとに最適な電圧と電流
で充電される。プログラムとパラメータが、最適電圧と最適電流をもたらすように作成さ
れている。
（第３実施形態のアダプタ）
図１１と１２の場合、充電装置１１０が、ＥＥＰＲＯＭ１６４、１７８に記憶されている
パラメータの値とＲＯＭ１２８に記憶されているプログラムに従って作動することによっ
て、電池ごとに最適な電圧と電流で充電される。
しかしながら、最適電流は必ずしも単一ではない。例えば、急速充電を必要とする場合に
は、急速充電用の最適電流値が存在する一方、急速充電を必要としない場合には、それと
は異なる最適電流値が存在する。
従って、充電装置１１０に多様なプログラムを用意しておくことが好ましいが、それでは
充電装置１１０の価格が高くなってしまう。そこで、細かな制御をしたい者のみが購入す
ることで自己に最適な制御を実行することができるようにするアダプタ２００が開発され
た。これが図１３に示される。アダプタ２００はそれ自体がＣＰＵ２０４を持ち、そのＣ
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ＰＵ２０４がパラメータを書き返る。電池パック２１０のＥＥＰＲＯＭ２１４には、パラ
メータが記憶されている。このパラメータ２１４は、その機種の電池パックのための標準
的最適充電電流値を実現する値が記憶されている。ユーザによっては電池寿命を犠牲にし
てもかまわないからさらに急速に充電することを必要とする者がいる。逆に、電池寿命を
重視してゆっくり充電することを必要とする者がいる。このような者がアダプタ２００を
購入する。
アダプタ２００には、ユーザが調整するセレクタスイッチ２０２が用意されており、標準
よりも急速充電を必要とする者はスイッチ２０２を急速側に切換え、緩速充電を希望する
ものはスイッチ２０２を緩速側に切換える。すると、ＣＰＵ２０４は、ＲＯＭ２０６に記
憶されているパラメータ修正プログラムによって、電池パック２１０に記憶されているパ
ラメータの値を修正し、修正されたパラメータをＥＥＰＲＯＭ２０８に記憶させる。この
とき、急速充電を必要とする場合にはパラメータが急速用に修正され、緩速充電を必要と
する場合にはパラメータが緩速用に修正される。
充電装置１１０は、修正されたパラメータによって充電電流値を計算するために、ユーザ
が設定した条件で充電されることになる。
（第４実施形態の充電装置の使い方）
充電装置１１０が市場に送り出された以降に新たなタイプの電池パックが開発されること
がある。このとき、充電制御プログラムは変える必要がなく、電池パックに記憶している
パラメータの値のみを変えれば良好に充電できる場合もあれば、新しい充電制御プログラ
ムを用いないと良好に充電することができない場合がある。後者の場合、すでに市場に供
給された古い充電装置では新しい電池パックを充電できないことになる。
しかしながら、この充電装置１１０は、将来に開発される電池をも充電できるように設計
されている。図１４に示すように、充電装置１１０のＣＰＵ１３２は、外部機器（この場
合新型の電池パック２２０）のＥＥＰＲＯＭ２２４が接続された場合には、ＲＯＭ１２８
に記憶されているプログラムでなく、外部機器のＥＥＰＲＯＭ２２４に記憶されているプ
ログラムに従って動作するように設計されている。
新型の電池パック２２０のＥＥＰＲＯＭ２２４には、その電池パックを充電するのに最適
な電圧と電流に制御するためのプログラムが記憶されており、このプログラムに従って充
電装置１１０が制御されるために、旧型の充電装置１１０で新型の電池パック２２０を充
電することができる。
この場合、プログラムを記憶するＥＥＰＲＯＭ２２４を、電池パック２２０から取り外せ
るアダプタに組み込むことが可能である。この場合、例えば１０台の新型電池パックを購
入する者は、プログラムを記憶している１４台のアダプタと、プログラムが記憶されてい
ない１０台の電池パックを購入すればよく、安価となる。
（第５実施形態の充電装置の使い方）
新型の電池パック２３０に図１５の回路を組み込むことで、旧型の充電装置１１０で新型
の電池パック２３０を充電可能とすることができる。この場合、電池パック２３０には、
人工的に温度信号を作り出す回路が組み込まれている。
前記したように、充電装置１１０は、電池温度によって充電電流を制御する。電池温度の
昇温スピードが遅ければ充電電流を増加させ、昇温スピードが速すぎれば充電電流を減少
させる。逆にいうと、充電電流が決まったときには数学的に解法することによって、その
充電電流をもたらす昇温スピードが計算できる。
図１５の電池パック２３０のＣＰＵ２３８はこの計算を実行する。即ち、サーミスタ２３
６で検出される電池温度と、ＥＥＰＲＯＭ２３３に記憶されているパラメータによって、
最適充電電流を計算する。次に、充電装置１１０によってその充電電流値が計算される昇
温スピードを計算する。昇温スピードが計算されたら、その昇温スピードに対応する温度
信号（アナログ信号）をＤ／Ａコンバータ２３９から出力する。出力されたアナログ信号
は、充電装置１１０に電池パックの温度信号として入力される。充電装置１１０では入力
された電池パック信号に基づいて充電電流を計算し、計算された充電電流を出力する。こ
れは、電池パック２３０のＣＰＵ２３８で計算された最適充電電流に等しい。このように
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しても、旧型の充電装置１１０で新型の電池パック２３０を充電することができる。
この場合にも、ＣＰＵ２３８等を、電池パック２３０から分離可能なアダプタに収容する
ことが可能であり、こうする事で、すべての新型電池パック２３０にＣＰＵ２３８を搭載
しなくてもすむことになる。３個の電池パックを交換しながら使用する者は、３個のＣＰ
Ｕを持たない新型電池パックとＣＰＵ２３８等を持つ１台のアダプタを購入すればよい。
（第６実施形態の充電装置の使い方）
新型の電池パック２４０に図１６の回路を組み込むことで、旧型の充電装置１１０で新型
の電池パック２４０を充電可能とすることができる。この場合、電池パック２４０には、
ＣＰＵ２４８が搭載され、ＣＰＵ２４８が、充電装置１１０の定電圧コンバータ１１２と
、スイッチング素子１１４と、スイッチ１１６に対する制御コマンドを生成し、生成され
た制御コマンドがＥＥＰＲＯＭ２４９に記憶される。制御コマンドの生成のために、ＲＯ
Ｍ２４４に記憶されているプログラム、サーミスタ２４６の出力値、電池群２４２の電圧
が利用される。これらを利用することで、ＣＰＵ２４８は最適な充電制御を実現する制御
コマンドを生成してＥＥＰＲＯＭ２４９に記憶することができる。
充電装置１１０のＣＰＵ１３２は、ＥＥＰＲＯＭ２４９に記憶される制御コマンドを読み
取り、読み取った制御コマンドを、定電圧コンバータ１１２と、スイッチング素子１１４
と、スイッチ１１６に送る。このようにしても、旧型の充電装置１１０で新型の電池パッ
ク２４０を充電することができる。
この場合にも、ＣＰＵ２４８等を電池パック２４０から分離可能なアダプタに収容するこ
とが可能であり、こうする事で、すべての新型電池パック２４０にＣＰＵ２４８を搭載し
なくてむすむことになる。
（第７実施形態の充電装置の使い方）
この充電装置１１０は、複数のサーミスタ２５３、２５６、２５７を電池パック２５０内
に持ち、フェイルセーフ機能が改良された電池パック２５０を充電することもできる。
図１７に示すように、電池パック２５０は、主たるサーミスタ２５３の他、電池パック２
５０内に分散されている第２・第３のサーミスタ２５６，２５７を持つ。
正常時には、充電装置１１０が、主たるサーミスタ２５３の電圧に基づいて充電電流を制
御する。電池パック２５０内に分散して配置されているサーミスタ２５６，２５７の電圧
がＣＰＵ２５８でモニタされ、異常昇温が検出されると、ＣＰＵ２５８は異常停止制御コ
マンドを生成し、充電装置１１０に割り込み実行させる。この結果、充電は停止し、異常
昇温のまま充電が継続されることを防止する。
（第８実施形態の充電装置の使い方）
新型の電池パック２６０に図１８の回路を組み込むことで、旧型の充電装置１１０で新型
の電池パック２６０を充電可能とすることができる。この場合、電池パック２６０には、
ＣＰＵ２６８が搭載され、ＣＰＵ２６８が、充電装置１１０の定電圧コンバータ１１２と
、スイッチング素子１１４に対する制御コマンドを生成する。電池パック２６０には駆動
回路２６９が組み込まれており、定電圧コンバータ１１２とスイッチング素子１１４は駆
動回路２６９とＣＰＵ２６８で制御される。アダプタＣＰＵ２６８が充電装置ＣＰＵ１３
２をバイパスして充電装置１１０を制御する。
この場合、旧型の充電装置１１０にＡ接点を付加する改良を施すことで、新型電池パック
２６０の充電が可能となる。この場合にも、ＣＰＵ２６８や駆動回路２６９等を電池パッ
ク２６０から分離可能なアダプタに収容することが可能であり、こうする事で、すべての
新型電池パックにＣＰＵ２６８や駆動回路２６９等を搭載しなくてもすむことになる。
（第９実施形態の充電装置の使い方）
図１９は、充電装置１１０に、電池を内蔵する電動機器２７０が接続された用い方を示し
、電動機器２７０に内蔵されているＣＰＵ２７８が充電装置１１０を制御する。この場合
、電池パックの特性のみならず、電動機器２７０の特性に合わせた充電制御プログラムを
ＲＯＭ２７４に記憶しておくことができ、電動機器２７０の特性に適応した充電制御がで
きる。この場合、機器側ＣＰＵ２７８が充電装置１１０を制御する。
（第１０実施形態の充電装置の使い方）
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図２０に示される実施形態は、充電装置１１０にアダプタを取り付けて、自動車用エンジ
ンのスタータモータ２９４に駆動電流を供給したり、車載されている電池２９２を充電し
たりする場合に用いられる。
スタータモータ２９４に駆動電流を供給する場合には、ＣＰＵ２８８が充電装置１１０の
スイッチ１１６とアダプタ２８０のスイッチ２８３をＢ接点に切換える。このとき、ＣＰ
Ｕ２８８は、充電装置１１０から大容量キャパシタ２８５を充電するのに適当な電圧と電
流が供給されるように充電装置１１０を制御する。このためのプログラムはＲＯＭ２８４
に記憶されている。大容量キャパシタＣに必要な電荷がチャージされたときにスタータモ
ータ２９４のスイッチが入れられると、大容量キャパシタＣから大電流が通電されてスタ
ータモータ２９４が回転し、エンジンが始動する。
車載電池２９２を充電する場合には、ＣＰＵ２８８が充電装置１１０のスイッチ１１６と
アダプタ２８０のスイッチ２８３をＡ接点に切換える。このとき、ＣＰＵ２８８は、充電
装置１１０から車載電池２９２を充電するのに適当な電圧と電流が供給されるように充電
装置１１０を制御する。このためのプログラムはＲＯＭ２８４に記憶されている。
（第１１実施形態の充電装置の使い方）
図２１に示される実施形態は、スイッチ１１６を持たない充電装置１１０で、充電装置１
１０から供給可能な電圧以上の電池電圧を持つ電池パック３１０を充電するために用いら
れるアダプタ３００を示す。このアダプタ３００は、スイッチ３０３を内蔵し、ＣＰＵ３
０８がスイッチ３０３を切換える。最初はＡ接点を利用して電池群３１２Ａを充電する。
充電完了後にＢ接点に切換えて電池群３１２Ｂを充電する。これにかえて、単位時間ごと
に、接点ＡとＢを切換えてもよい。充電電流の制御は図１１に示したものである。
（第１２実施形態の充電装置の使い方）
図２２に示される実施形態は、接点を持たない電池パック３３０に対して充電装置１１０
で充電する時に用いられれるアダプタ３２０を示す。
電池パック３３０は誘導コイル３３１を持ち、それを整流した電流で電池群３３２が充電
される。電池に蓄積された電流の一部を使って制御電力が取り出される。このために、定
圧電源回路３３３が組み込まれている。この電源によって、ＣＰＵ３３８、駆動回路３３
４、送受信部３３５が駆動される。ＣＰＵ３３８は、送受信部３３５を制御して電池パッ
ク３３０の種類を示すデータや電池温度を示すデータを電池パック外に送り出す。送受信
部３３５は、赤外線や無線電波を発信してデータを外部に送り出す。
アダプタ３２０は、送受信部３２４を持ち、データを受取る。ＣＰＵ３２８は、受けとっ
たデータとＲＯＭ３２９のプログラムによって、充電装置１１０を制御する。充電装置１
１０から供給された電力は誘導コイル３２２に通電され、誘導コイル３３１に誘導電力を
誘導する。ＣＰＵ３２８は、誘導コイル３３１に、電池群３３２を充電するのに的確な電
流が誘導されるように、充電装置１１０を制御する。
このアダプタ３２０を用いると、有接点用の充電装置１１０で、無接点の電池パック３３
０を充電することが可能となる。
（第１３実施形態の充電装置の使い方）
図２３に示される実施形態は、図１に示したアダプタと同種のアダプタ３４０を示してい
る。蓄電器３５２を利用してモータ３５５等を駆動する。このアダプタ３４０は冷却風ダ
クトを持ち、充電装置１１０に内蔵される冷却ファン１１８の風の一部を電動機器３５５
に導いて電動機器３５５を冷却する。通常の電動機器はモータ３５５の回転を利用して冷
却するために、モータ３５５の非回転中は冷却されない。このアダプタ３５０を用いると
、モータ３５５が回転しないときにも冷却することができる。この場合、正確には、モー
タ３５５はアダプタ３５０に接続されるものとして図示すべきであるが、簡単のために、
アダプタ内部に示されている。
（第１４実施形態の充電装置の使い方）
図２４に示される実施形態は、アダプタＣＰＵ３６８と充電装置ＣＰＵ１３２が無線でデ
ータ送受信する例を示す。この場合、正確には、モータ３６５はアダプタ３６０に接続さ
れるものとして図示すべきであるが、簡単のために、アダプタ内部に示されている。
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（第１５実施形態の充電装置の使い方）
図２５に示される実施形態は、電動機器３９０に駆動電力を供給したり、電池パック３８
０を充電するアダプタ３７０を示す。キャパシタ３９２の電圧が低下すると、ＣＰＵ３７
８は充電装置１１０のスイッチ１１６をＡ接点に切換えてキャパシタ３９２を充電する。
キャパシタ３９２の電圧が上昇すると、ＣＰＵ３７８は充電装置１１０のスイッチ１１６
をＢ接点に切換えて電池パック３８０を充電する。
いずれの場合にも、充電装置１１０はＲＯＭ３７４に記憶されていプログラムによって制
御され、電池パック３８０に充電しているあいだは、ＥＥＰＲＯＭ３８４に記憶されてい
るパラメータも利用される。
この種のアダプアタを用いる場合、充電装置１１０が加熱されると、ＣＰＵ１３２がＣＰ
Ｕ３７８に加熱信号を送る。ＲＯＭ３７４には、加熱信号が送られると充電電流を下げる
処理が用意されている。なお、この種の制御手順はすべてのケースに組み込まれている。
（第１６実施形態の充電装置の使い方）
図２６に示される実施形態は、充電装置１１０で電動機器４００を駆動しながら、その電
動機器４００に接続されている電池パック４１０をも充電する用い方を示している。
電動機器４００のＣＰＵ４０８は、電池パック４１０の電池群４１２が満充電状態を維持
するように、充電装置１１０を制御する。電動機器４００のモータ４０５が駆動される場
合、駆動電流の１部は充電装置１１０から供給される。不足分は電池パック４１０から供
給される。
充電装置１１０が加熱されると、ＣＰＵ１３２がＣＰＵ４０８に加熱信号を送る。ＲＯＭ
４０４には、加熱信号が送られると充電電流を下げる処理が用意されている。また、電池
パック４１０の過放電や異常温度上昇が生じた場合には、ＣＰＵ４０８は作業者に注意を
喚起するために、図示しないブザーを鳴らす。
（第１７実施形態の充電装置の使い方）
図２７に示される実施形態は、２台の仕様の異なる電動機器４３０，４４０に駆動電流を
供給するアダプタ４２０を示す。定電圧コンバータ１１２は、ＣＰＵ４２８とＣＰＵ１３
２によって、１２ボルトまたは９．６ボルトに調整する。電圧の切換えに同期してスイッ
チ４２３はＡ接点とＢ接点の間で切換えられる。１２ボルトのときにはＡ接点が用いられ
、１２ボルトで駆動される電動機器４３０に内蔵されている蓄電器４３２を充電する。電
動機器４３０は蓄電器４３２の電力によって駆動される。９．６ボルトのときにはＢ接点
が用いられ、９．６ボルトで駆動される電動機器４４０に内蔵されている蓄電器４４２を
充電する。電動機器４４０は蓄電器４４２の電力によって駆動される。
電動機器４３０と４４０の使用頻度が低い場合には、充電装置１１０で交互に蓄電器４３
２と４４２を充電することで、非使用期間内に使用電力を補給することができる。
このアダプタ４２０は、一つの機器に電力を供給しながら、もう一つの電池パックに充電
することもできる。
（第１８実施形態の充電装置の使い方）
図２８に示される実施形態は、電動機器４６０と４７０が、アナログのＩＤレジスタ４６
４，４７４を備えている例を示し、アダプタ４５０は、そのアナログＩＤレジスタ４６４
，４７４にかかっている電圧を入力して、アダプタ４５０に接続された電動機器の仕様を
判別する。これによって、１２ボルトで駆動される機器か、あるいは９．６ボルトで駆動
される機器かを判別する。その他は図２７と同じである。
（第１９実施形態の充電装置の使い方）
図２９に示される実施形態は、電動工具等の電動機器４８５を冷却するアダプタ４８０を
示す。アダプタ４８０は、充電装置１１０の冷却ファン１１８からの冷却風を受入れて電
動機器４８５に導く冷却風ダクト４８６を備えている。この冷却風ダクト４８６は、モー
タやオイルユニット等の特に加熱されやすい部分に冷却風を導く。
アダプタ４８０に電動機器４８５が装着されると、アダプタ４８０は充電装置１１０を制
御して冷却ファン１１８を回転させる。
（第２０実施形態の充電装置の使い方）
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図３０に示される実施形態は、充電装置１１０をパーソナルコンピュータ４９１を介して
インターネット４９２に接続するためのアダプタ４９０を示す。この場合、インターネッ
トから充電装置診断用プログラムを送り込んで、アダプタ４９０によって充電装置１１０
の正常異常の診断をすることができる。診断プログラムは、インターネットからＲＯＭ４
９４にダウンロードしてもよい。
診断結果はパーソナルコンピュータ４９１に記録される他、故障時には補修部品情報をイ
ンターネットに送り出す。その情報の受け手は、必要な補修部品を発送したり、手配した
りすることができる。
（第２１実施形態の充電装置の使い方）
図３１に示される実施形態は、作業者のために、カン飲料をあたためる機能を備えるアダ
プタ５００を充電装置１１０に接続した場合を示す。アダプタ５００はヒータ５０２を備
え、ヒータ５０２はＣＰＵ５０８と駆動回路５０９で制御される。ＲＯＭ５０４には、ヒ
ータ５０２を適温に加熱するためのプログラムが記憶されている。ヒータ５０２には、充
電装置１１０から駆動電力が供給される。この駆動電力はアダプタ５００のＣＰＵ５０８
によって制御される。
（第２２実施形態の充電装置の使い方）
図３２に示される実施形態は、作業者のために、カン飲料を冷やす機能を備えるアダプタ
５１０を充電装置１１０に接続した場合を示す。アダプタ５１０はペリチェ素子等の冷却
装置５１２を備え、冷却装置５１２はＣＰＵ５１８と駆動回路５１９で制御される。ＲＯ
Ｍ５１４には、冷却装置５１２を適温に冷却するためのプログラムが記憶されている。冷
却装置５１２には、充電装置１１０から駆動電力が供給される。この駆動電力はアダプタ
５１０のＣＰＵ５１８によって制御される。
（第２３実施形態の充電装置の使い方）
図３３に示される実施形態は、盗難防止装置付きのアダプタ５２０を利用しながら充電装
置１１０で電池パック５３０を充電する場合を示している。最近、充電中の電池や充電装
置が盗まれる事故が多く発生しており、このアダプタ５２０の利用価値は高い。
作業者は自己の身体にリモコン５２７をつけている。アダプタ５２０にはリモコン５２７
と信号を送受信する送受信部５２３が設けられている。送受信部５２３が作業者の近くに
あってリモコン５２７とデータの送受を行なっている間は、ＣＰＵ５２６が正常であると
判別してブザー５２２を鳴らさない。ところが、送受信部５２３が作業者の近傍から持ち
出されてリモコン５２７とデータの送受が行なえなくなると、ＣＰＵ５２６が異常である
と判別してブザー５２２を鳴らす。作業者はブザーの音によって、アダプタ５２０等（充
電装置１１０と電池パック５３０）が無断で遠方に持ちさられようとしていることを感知
する。また、アダプタ５２０から電池パック５３０が抜き出せれたときにも、ＣＰＵ５２
６はブザー５２２を鳴らすので、電池パックのみの盗難をも防止することができる。
リモコン５２７には、異常時に作業者に報知するブザーが備えられている他、電池パック
５３０が適正に充電されたことを報知する手段が組み込まれている。作業者はリモコン５
２７を操作してブザー５２２をならす事ができ、このようにして充電装置１１０の存在場
所が不明となったときに充電装置１１０を発見しやすくする。アダプタ５２０内には図示
されないバックアップ電源が内蔵されており、ＣＰＵ５２６はこのバックアップ電源が常
時に満充電されているように制御する。満充電されているバックアップ電源から、充電装
置１１０に制御電圧を供給するようにしてもよい。
（第２４実施形態の充電装置の使い方）
図３４に示される実施形態は、冷却ファン１１８を持たない充電装置１１０を冷却するア
ダプタ５４０を示す。アダプタ５４０は冷却ファン５４３を備え、充電中の充電装置１１
０を冷却する。充電装置１１０が冷却されると、より大きな電流を流して急速充電するこ
とができる。このために、冷却ファンで冷却されないことを前提とする値がＥＥＰＲＯＭ
５５４記憶されているパラメータの値を、より大電流が計算されるパラメータの値に書き
返る。書き換えられたパラメータはＥＥＰＲＯＭ５４５に記憶され、書き換えられたパラ
メータが充電装置１１０に送られる。
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（第２５実施形態の充電装置の使い方）
図３５に示される実施形態は、アダプタ５６０に強力な冷却ファン５６３を取り付けた例
を示し、充電中の充電装置１１０は強力に冷却される。冷却ファン５６３は、充電装置１
１０からの充電電流で強力に駆動される。
充電装置１１０が強力に冷却されると、より大きな電流を流して急速充電することができ
る。このために、充電装置内の小型の冷却ファンで冷却されることを前提とする値がＥＥ
ＰＲＯＭ５５４記憶されているパラメータの値を、より大電流が計算されるパラメータの
値に書き返る。書き換えられたパラメータはＥＥＰＲＯＭ５６５に記憶され、書き換えら
れたパラメータが充電装置１１０に送られる。
冷却ファンを内蔵する充電装置１１０にも、このアダプタは有効に用いられる。なお、電
池パック５７０に対する充電と、冷却ファン５６３のための蓄電器５６２に対する充電は
、同時に実施してもよいし、交互に実施してもよい。
（第２６実施形態の充電装置の使い方）
図３６に示される実施形態は、低温時に放電特性等が劣化する電池パック５７０を暖めて
、充電前後で電池パック５７０を適温に保つアダプタ５８０を示す。
サーミスタ５７６で検出される電池温度が低いうちは、ヒータ５８３によって電池パック
５７０を暖める。サーミスタ５７６で検出される電池温度が適温になったら充電を開始し
てヒータ５８３を停止させる。充電中の電池パック５７０は発熱するので、ヒータ５８３
は要らない。よほどの低温時には、間欠的にヒータ５８３を利用して電池パック５７０を
加温する。この間は、電池パック５７０の充電を休止する。
電池パック５７０は適温で充電されるために、充電電流を大きくして急速充電することが
できる。そのために、より大きな充電電流が計算されるパラメータを用いることができ、
書き換えられたパラメータはＥＥＰＲＯＭ５８５に記憶され、書き換えられたパラメータ
が充電装置１１０に送られる。
何らかの異常が生じると、ＣＰＵ５８８は充電装置１１０に異常信号を送り、充電装置１
１０の表示装置１２０に異常が表示される。
（第２７実施形態の充電装置の使い方）
図３７に示される実施形態は、電池パック５７０に対する充電と放電を繰り返して電池パ
ック５７０を活性化させるアダプタ５９０をとり付けた例を示す。電池パック５７０に対
する充電と放電を繰り返すと、メモリ効果が解消して電池パック５７０は活性化される。
アダプタ５９０には、スイッチ５９３が内蔵されており、作業者がスイッチ操作すること
でＲＯＭ５９４のプログラムに従って、電池パック５７０に対する充電と放電が繰り返さ
れて電池パック５７０は活性化される。スイッチ５９１が切換えられて充電と放電が切換
えられる。
このアダプタ５９０は、電池パック５７０の不活性度をチェックし、バッテリＥＥＰＲＯ
Ｍのデータを更新し、オートリフレッシュやリフレット推奨表示することが可能である。
また、温度センサの診断、バッテリ内部抵抗の測定、使用履歴から推定される残り寿命の
推定値の表示など、高度なバッテリチェッカとして利用することができる。
（第２８実施形態の充電装置の使い方）
図３８に示される実施形態は、図２７、２８の場合と同様に、２台の仕様の異なる電池パ
ック６１０，６２０に充電電流を供給するアダプタ６００を示す。定電圧コンバータ１１
２は、ＣＰＵ６０８とＣＰＵ１３２によって、例えば、１２ボルトまたは９．６ボルトに
調整する。電圧の切換えに同期してスイッチ６０２はＡ接点とＢ接点の間で切換えられる
。１２ボルトのときにはＡ接点が用いられ、１２ボルトの電池パック６１０を充電する。
９．６ボルトのときにはＢ接点が用いられ、９．６ボルトの電池パック６２０を充電する
。
スイッチ６０２は短時間でＡ接点とＢ接点を切換え、電池パック６１０と６２０を同時並
行的に充電する。アダプタに１個の電池パックしか接続されない場合、あるいは、一方の
電池パックが満充電された後には、充電を必要とする電池パックに対してのみ継続的に充
電電流を流す。
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（第２９実施形態の充電装置の使い方）
図３９に示される実施形態は、２台の充電装置１１０Ａと１１０Ｂによって電池パック６
４０を超急速充電するためのアダプタ６３０を示す。ＣＰＵ６３８は２個の充電装置ＣＰ
Ｕに信号を送り、それぞれの充電装置の能力を充分に活用する。この結果、電池パック６
４０は超急速充電される。
ＣＰＵ６３８は、超急速充電用を充電電流値を計算し、それを二分し、二分された電流が
各充電装置１１０Ａと１１０Ｂから供給されるように、各充電装置１１０Ａと１１０Ｂを
制御する。
（第３０実施形態の充電装置の使い方）
図４０に示される実施形態は、充電装置１１０の診断用アダプタ６５０を示す。ＲＯＭ６
５４に充電装置診断用プログラムが記憶されている。ＣＰＵ６５８が診断用プログラムに
従って作動することで、スイッチング素子１１４やリレー等の回路素子、サーミスタ１２
４等のセンサ素子の正常異常を診断する。診断結果は、アダプタ６５０に表示される。
（第３１実施形態の充電装置の使い方）
図４１に示される実施形態は、電池パック５７０に対する充電と放電を繰り返して電池パ
ック５７０を活性化させるアダプタ６６０をとり付けた例を示す。電池パック５７０に対
する充電と放電を繰り返すと、メモリ効果が解消して電池パック５７０は活性化される。
スイッチ６６２が切換えられて充電と放電が切換えられる。
図３７と対比すると明らかに、このアダプタ６６０のＲＯＭ６６４には、充電プログラム
と活性化プログラムが記憶されており、充電装置１１０では対応できないはずの電池に対
する処理が可能となっている。その他は、図３７の場合と同様であり、作業者がスイッチ
６６９を操作することでＲＯＭ６６４のプログラムに従って、電池パック５７０に対する
充電と放電が繰り返されて電池パック５７０は活性化される。
このアダプタ６６０は、電池パック５７０の不活性度をチェックし、バッテリＥＥＰＲＯ
Ｍのデータを更新し、オートリフレッシュやリフレッシュ推奨表示することが可能である
。また、温度センサの診断、バッテリ内部抵抗の測定、使用履歴から推定される残り寿命
の推定値の表示など、高度なバッテリチェッカとして利用することができる。
（第３２実施形態の充電装置の使い方）
図４２に示される実施形態は、２個の電池パック５７０Ａと５７０Ｂに対する充電と放電
を同時並行的に繰り返して２個の電池パック５７０Ａと５７０Ｂを同時並行的に活性化さ
せるアダプタ６７０をとり付けた例を示す。スイッチ６７１が切換えられて充電と放電が
切換えられる。スイッチ６７２がＡ接点に切換えられると、電池パック５７０Ａが処理さ
れ、Ｂ接点に切換えられると、電池パック５７０Ｂが処理される。
その他は、図３７の場合と同様である。アダプタに１個の電池パックが接続されたとき、
あるいは一方の電池に対する活性化処理が終了したときには、活性化処理を必要とする電
池パックに継続的に活性化処理が実行される。
（第３３実施形態の充電装置の使い方）
図４３に示される実施形態は、２個の電池パック６９０と７００を同時並行的に充電する
アダプタ６８０をとり付けた例を示す。ここで、図３８の場合とは相違し、電池パック７
００は充電装置１１０で充電することを予定しているのに対し、電池パック６９０は予定
されていない。なお電池パック６９０は最新型で、アダプタ６８０でも接続されることが
予定されていない。この場合、電池パック６９０内のＣＰＵ６９８が充電装置１１０を制
御する。スイッチ６８２がＡ接点に切換えられている間は、電池パック６９０内のＣＰＵ
６９８が充電装置１１０を制御する。一方、スイッチ６８２がＢ接点に切換えられている
間は、充電装置１１０内のＣＰＵ１３２が充電装置１１０を制御する。このとき、電池パ
ック７００に記憶されているパラメータが読み出されて利用される。
（第３４実施形態の充電装置の使い方）
図４４に示される実施形態は、２個の電池パック６９０と７００に対する充電と放電を同
時並行的に繰り返して２個の電池パック６９０と７００を同時並行的に活性化させるアダ
プタ７１０をとり付けた例を示す。ここで、図４２の場合とは相違し、電池パック７００
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は充電装置１１０で充電することを予定しているのに対し、電池パック６９０は予定され
ていない。なお、電池パック６９０は最新型で、アダプタ７１０でも接続されることが予
定されていない。この場合、電池パック６９０内のＣＰＵ６９８が充電装置１１０を制御
する。スイッチ６８２がＡ接点に切換えられている間は、電池パック６９０内のＣＰＵ６
９８が充電装置１１０を制御する。一方、スイッチ６８２がＢ接点に切換えられている間
は、充電装置１１０内のＣＰＵ１３２が充電装置１１０を制御する。このとき、電池パッ
ク７００に記憶されているパラメータが読み出されて利用される。
（第３５実施形態の充電装置の使い方）
図４５に示される実施形態は、２台の充電装置１１０Ａと１１０Ｂで、４個の電池パック
７４１，７４２，７４３，７４４を同時並行的に充電するアダプタ７２０を示す。
この場合、４個の電池パック７４１，７４２，７４３，７４４を充電するのに、１個のＣ
ＰＵ７２８を用いるだけですむ。アダプタ７２０内には複雑なスイッチ群が用意されてお
り、通常は、充電装置１１０Ａで電池パック７４１と７４２を同時並行的に充電し、充電
装置１１０Ｂで電池パック７４３と７４４を同時並行的に充電する。
ＣＰＵ７２８は、スイッチを切換えて、充電装置１１０Ａの故障時には充電装置１１０Ｂ
で、電池パック７４１と７４２と７４３と７４４を同時並行的に充電し、充電装置１１０
Ｂの故障時には充電装置１１０Ａで、電池パック７４１と７４２と７４３と７４４を同時
並行的に充電する。アダプタ７２０に接続可能な電池パック数は４個以上であってもよく
、また、アダプタ７２０に接続可能な充電装置数も２台以上であって良い。
（第３６実施形態の充電装置の使い方）
図４６に示される実施形態は、充電装置１１０と電池パック７３０の間に、マイナス基準
のデジタル通信回線７３１と、設置基準のデジタル通信回線７３３を設けた例を示す。２
種類のデジタル通信回線７３１と７３３を利用可能とすると、各種のＣＰＵやＲＯＭと通
信可能となり、外部機器と通信して制御する可能性がさらに広げられる。
上記した各種の実施例は、特許請求の範囲に記載の技術を具体化したものであり、あくま
で特許請求の範囲に記載されている技術の例示であると理解されなければならない。
【図面の簡単な説明】
図１は、第１実施例のアダプタを充電装置と電動機器に接続したときの図である。
図２（Ａ）は、充電装置にアダプタを装着したときの機能ブロック図である。
図２（Ｂ）は、充電装置に電池パックを装着したときの機能ブロック図である。
図３は、充電装置の外観を示す斜視図である。
図４は、電池パックの外観を示す斜視図である。
図５は、電池パックが装着された電動機器の側面図である。
図６は、アダプタの制御部によって実行される処理手順を示す図である。
図７は、充電装置の制御部によって実行される処理手順を示す図である。
図８は、第２実施例のアダプタを充電装置に接続したときに説明図である。
図９は、充電装置にアダプタを装着したときの機能ブロック図である。
図１０は、アダプタの制御部によって実行される処理手順を示す図である。
図１１は、充電装置に電池パックを接続したときの装置構成を示す。
図１２は、充電装置に電池を内蔵する電動機器を接続したときの装置構成を示す。
図１３は、第３実施例のアダプタを充電装置と電池パックの間に接続したときの装置構成
を示す。
図１４は、充電装置に新型電池パックを接続したときの装置構成を示す。
図１５は、アダプタを充電装置と新型電池パックに間に接続したときの装置構成を示す。
図１６は、充電装置に新型電池パックを接続したときの装置構成を示す。
図１７は、充電装置に新型電池パックを接続したときの装置構成を示す。
図１８は、充電装置に新型電池パックを接続したときの装置構成を示す。
図１９は、充電装置に電池を内蔵する新型電動機器を接続したときの装置構成を示す。
図２０は、アダプタを充電装置と電池パックの間に接続した他の例の装置構成を示す。
図２１は、アダプタを充電装置と電池パックの間に接続した他の例の装置構成を示す。
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図２２は、アダプタを充電装置と電池パックの間に接続した他の例の装置構成を示す。
図２３は、アダプタを充電装置と電池内蔵の電動機器の間に接続した他の例の装置構成を
示す。
図２４は、アダプタを充電装置と電池内蔵の電動機器の間に接続した他の例の装置構成を
示す。
図２５は、アダプタを充電装置と電池内蔵の電動機器の間に接続した他の例の装置構成を
示す。
図２６は、アダプタを充電装置と電池パックの間に接続した他の例の装置構成を示す。
図２７は、アダプタを充電装置と電池内蔵の電動機器の間に接続した他の例の装置構成を
示す。
図２８は、アダプタを充電装置と電池内蔵の電動機器の間に接続した他の例の装置構成を
示す。
図２９は、アダプタを充電装置と電池内蔵の電動機器の間に接続した他の例の装置構成を
示す。
図３０は、アダプタを充電装置とインターネットの間に接続した装置構成を示す。
図３１は、飲み物加熱用アダプタを充電装置に接続した装置構成を示す。
図３２は、飲み物冷却熱用アダプタを充電装置に接続した装置構成を示す
図３３は、盗難防止装置を組み込んだアダプタを充電装置と電池パックの間に接続した装
置構成を示す。
図３４は、冷却装置を組み込んだアダプタを充電装置と電池パックの間に接続した装置構
成を示す。
図３５は、冷却装置を組み込んだアダプタを充電装置と電池パックの間に接続した他の装
置構成を示す。
図３６は、加温装置を組み込んだアダプタを充電装置と電池パックの間に接続した装置構
成を示す。
図３７は、電池活性化装置を組み込んだアダプタを充電装置と電池パックの間に接続した
装置構成を示す。
図３８は、１台の充電装置で２個の電池パックを充電可能とするアダプタを充電装置と２
個の電池パックの間に接続した装置構成を示す。
図３９は、２台の充電装置で１個の電池パックを急速充電するためのアダプタを充電装置
と電池パックの間に接続した装置構成を示す。
図４０は、充電装置の診断装置を組み込んだアダプタを充電装置に接続した装置構成を示
す。
図４１は、電池活性化装置を組み込んだアダプタを充電装置と電池パックの間に接続した
装置構成を示す。
図４２は、２個の電池を活性化する装置を組み込んだアダプタを充電装置と２個の電池パ
ックの間に接続した装置構成を示す。
図４３は、タイプの異なる２個の電池パックを充電可能とするアダプタを充電装置と２個
の電池パックの間に接続した装置構成を示す。
図４４は、タイプの異なる２個の電池パックを活性化する装置を組み込んだアダプタを充
電装置と２個の電池パックの間に接続した装置構成を示す。
図４５は、２台の充電装置で２個以上の電池パックを同時に充電するアダプタを、充電装
置と電池パックの間に接続した装置構成を示す。
図４６は、充電装置と電池パックの間に、２重の信号伝達経路を設けた装置構成を示す。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】

(25) JP 3860035 B2 2006.12.20



【 図 ２ １ 】 【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】 【 図 ２ ４ 】
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【 図 ２ ５ 】 【 図 ２ ６ 】

【 図 ２ ７ 】 【 図 ２ ８ 】
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【 図 ２ ９ 】 【 図 ３ ０ 】

【 図 ３ １ 】 【 図 ３ ２ 】
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【 図 ３ ３ 】 【 図 ３ ４ 】

【 図 ３ ５ 】 【 図 ３ ６ 】
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【 図 ３ ７ 】 【 図 ３ ８ 】

【 図 ３ ９ 】 【 図 ４ ０ 】
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【 図 ４ １ 】 【 図 ４ ２ 】

【 図 ４ ３ 】 【 図 ４ ４ 】
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【 図 ４ ５ 】 【 図 ４ ６ 】
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