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(57)【要約】
【課題】本発明は、トリクル充電電流によるバッテリー
または外部電源の損傷を防止して、安全性を向上させる
ことのできるバッテリーパックを提供する。
【解決手段】本発明のバッテリーパックの充電方法は、
充電電流が存在するか否かを判断する充電電流存在判断
段階Ｓ１と、充電電流が存在する場合には、充電電流と
充電電圧が変更されるか否かを判断する充電電流及び充
電電圧変更判断段階Ｓ３と、充電電流と充電電圧が変更
される場合には、充電電流が第１電流レベルから第１電
流レベルより小さい第２電流レベルに変更されてバッテ
リーの現在電圧が以前の電圧より低くなるか否かを判断
するバッテリー電圧減少判断段階Ｓ４と、バッテリーの
現在電圧が以前の電圧より低くなる場合には、充電電流
を第２電流レベルに一定維持時間の間維持する充電電流
維持段階Ｓ５とを含むことを特徴とする。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　充電電流が存在するか否かを判断する充電電流存在判断段階と、
　充電電流が存在する場合には、前記充電電流と充電電圧が変更されるか否かを判断する
充電電流及び充電電圧変更判断段階と、
　前記充電電流と前記充電電圧が変更される場合には、前記充電電流が第１電流レベルか
ら前記第１電流レベルより小さい第２電流レベルに変更され、バッテリーの現在電圧が以
前の電圧より低くなるか否かを判断するバッテリー電圧減少判断段階と、
　前記バッテリーの現在電圧が以前の電圧より低くなる場合には、前記充電電流を前記第
２電流レベルに一定維持時間の間維持する充電電流維持段階と
を含むことを特徴とするバッテリーパックの充電方法。
【請求項２】
　前記充電電流存在判断段階において、前記充電電流を一定感知時間の間感知したときに
前記充電電流が存在すると判断することを特徴とする請求項１に記載のバッテリーパック
の充電方法。
【請求項３】
　前記一定感知時間は、０．５秒乃至２秒であることを特徴とする請求項２に記載のバッ
テリーパックの充電方法。
【請求項４】
　前記充電電流存在判断段階において、前記充電電流が存在しない場合には前記バッテリ
ーが自己放電モードであると認識することを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか
１項に記載のバッテリーパックの充電方法。
【請求項５】
　前記一定維持時間は、０．５秒乃至２秒であることを特徴とする請求項１乃至請求項４
のいずれか１項に記載のバッテリーパックの充電方法。
【請求項６】
　前記充電電流及び充電電圧変更判断段階において、前記バッテリーの充電を制御する外
部システムから前記充電電流と前記充電電圧が両方とも変更される充電制御信号を受信す
ると、前記充電電流と前記充電電圧が変更されると判断することを特徴とする請求項１乃
至請求項５のいずれか１項に記載のバッテリーパックの充電方法。
【請求項７】
　前記充電電流維持段階において、前記充電電流を前記第２電流レベルに一定維持時間の
間維持するための充電電流維持信号を生成して、前記バッテリーの充電を制御する外部シ
ステムに伝送することを特徴とする請求項１乃至請求項６のいずれか１項に記載のバッテ
リーパックの充電方法。
【請求項８】
　前記バッテリーは、外部システムによって充電電圧が上昇する際に充電電流が階段状に
減少する充電方式で充電されることを特徴とする請求項１乃至請求項７のいずれか１項に
記載のバッテリーパックの充電方法。
【請求項９】
　少なくとも一つのバッテリーセルを含み、大電流経路を介して外部端子と連結されるバ
ッテリーと、
　前記バッテリーと前記外部端子との間に並列に連結され、前記バッテリーの電圧を検出
する保護回路部と、
　前記保護回路部と前記外部端子との間に直列に連結されて、前記保護回路から前記バッ
テリーの電圧を受信し、前記外部端子を介して外部システムと通信する制御部とを含み、
　前記制御部は、
　前記バッテリーに充電電流が存在すると判断し、前記充電電流と充電電圧が変更される
と判断したときには、
　前記バッテリーの充電電流が第１電流レベルから前記第１電流レベルより小さい第２電
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流レベルに変更されたと判断し、前記バッテリーの現在電圧が以前の電圧より低くなった
と判断すると、
　前記バッテリーの充電電流を前記第２電流レベルに一定維持時間の間維持するための充
電電流維持信号を生成することを特徴とするバッテリーパック。
【請求項１０】
　前記大電流経路に設けられ、前記制御部に連結されたセンサ抵抗をさらに含み、
　前記制御部は、前記センサ抵抗を介して一定感知時間の間前記バッテリーの充電電流を
感知すると、前記バッテリーに充電電流が存在すると判断することを特徴とする請求項９
に記載のバッテリーパック。
【請求項１１】
　前記一定感知時間は、０．５秒乃至２秒であることを特徴とする請求項１０に記載のバ
ッテリーパック。
【請求項１２】
　前記制御部は、前記バッテリーに充電電流が存在しなければ、前記バッテリーが自己放
電モードであると認識して、自己放電モード信号を生成して前記バッテリーの充電を制御
する外部システムに伝送することを特徴とする請求項９乃至請求項１１のいずれか１項に
記載のバッテリーパック。
【請求項１３】
　前記一定維持時間は、０．５秒乃至２秒であることを特徴とする請求項９乃至請求項１
２のいずれか１項に記載のバッテリーパック。
【請求項１４】
　前記制御部は、前記バッテリーの充電を制御する外部システムから前記充電電流と前記
充電電圧を変更する充電制御信号を受信すると、前記充電電流と前記充電電圧が変更され
ると判断することを特徴とする請求項９乃至請求項１３のいずれか１項に記載のバッテリ
ーパック。
【請求項１５】
　前記制御部は、前記充電電流維持信号を前記バッテリーの充電を制御する外部システム
に伝送することを特徴とする請求項９乃至請求項１４のいずれか１項に記載のバッテリー
パック。
【請求項１６】
　前記制御部と前記外部端子との間に形成され、前記バッテリーの充電を制御する外部シ
ステムと前記制御部との間の通信を可能にするＳＭＢＵＳをさらに含むことを特徴とする
請求項９乃至請求項１５のいずれか１項に記載のバッテリーパック。
【請求項１７】
　前記バッテリーは、外部システムによって充電電圧が上昇する時に充電電流が階段状に
減少する充電方式で充電されることを特徴とする請求項９乃至請求項１６のいずれか１項
に記載のバッテリーパック。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、トリクル充電電流を防止することのできるバッテリーパックの充電方法及び
バッテリーパックに関する。
【背景技術】
【０００２】
　二次電池は、セルラーホン（Ｃｅｌｌｕｌａｒ　ｐｈｏｎｅ）、ノートパソコン、カム
コーダ、ＰＤＡ（ｐｅｒｓｏｎａｌ　ｄｉｇｉｔａｌ　ａｓｓｉｓｔａｎｔ）などポータ
ブル電子機器の開発に伴って活発に研究されている。
【０００３】
　このような二次電池は、バッテリーセルと充放電回路を含むバッテリーパック形態で製
作され、バッテリーパックに設けられた外部端子を介して外部電源または外部負荷（ｌｏ
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ａｄ）によってバッテリーセルの充電または放電が行われる。即ち、外部端子を介してバ
ッテリーパックに外部電源が連結されると、外部端子と充放電回路を介して供給される外
部電源によってバッテリーセルが充電され、外部端子を介してバッテリーパックに外部負
荷が連結されると、バッテリーセルの電源が充放電回路と外部端子を介して外部負荷に供
給される放電動作が行われる。この時、充放電回路は、外部端子とバッテリーセルとの間
でバッテリーセルの充放電を制御する。
【０００４】
　一般的に、バッテリーセルの充電は、バッテリーセルの電圧が一定電圧に到達するまで
最大充電電流でバッテリーセルを充電し、バッテリーセルの電圧が一定電圧に到達すると
、充電電流を徐々に減少させる方式で行われる。
【０００５】
　ところが、バッテリーセルの充電中、充電電流が減少する時にバッテリーセルの電圧が
同時に減少して充電電流が再び大きくなる現象、即ちトリクル充電電流（ｔｒｉｃｋｌｅ
　ｃｈａｒｇｅ　ｃｕｒｒｅｎｔ）が発生する現象が繰り返して現れる。このようなトリ
クル充電電流は、バッテリーセルまたは外部電源に損傷を与えて、バッテリーセルまたは
外部電源の安全性を低下させる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、トリクル充電電流によるバッテリーまたは外部電源の損傷を防止して、安全
性を向上させることのできるバッテリーパックの充電方法及びバッテリーパックを提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述の目的を達成するために、本発明に係るバッテリーパックの充電方法は、充電電流
が存在するか否かを判断する充電電流存在判断段階と、充電電流が存在する場合には、前
記充電電流と充電電圧が変更されるか否かを判断する充電電流及び充電電圧変更判断段階
と、前記充電電流と前記充電電圧が変更される場合には、前記充電電流が第１電流レベル
から前記第１電流レベルより小さい第２電流レベルに変更され、バッテリーの現在電圧が
以前の電圧より低くなるか否かを判断するバッテリー電圧減少判断段階と、前記バッテリ
ーの現在電圧が以前の電圧より低くなる場合には、前記充電電流を前記第２電流レベルに
一定維持時間の間維持する充電電流維持段階とを含むことを特徴とする。
【０００８】
　前記充電電流存在判断段階において、前記充電電流を一定感知時間の間感知したときに
前記充電電流が存在すると判断するようにしてもよい。ここで、前記一定感知時間は、０
．５秒乃至２秒であることが好ましい。
【０００９】
　前記充電電流存在判断段階において、前記充電電流が存在しない場合には、前記バッテ
リーが自己放電モードであると認識するようにしてもよい。
【００１０】
　前記一定維持時間は、０．５秒乃至２秒であることが好ましい。
【００１１】
　前記充電電流及び充電電圧変更判断段階において、前記バッテリーの充電を制御する外
部システムから前記充電電流と前記充電電圧が両方とも変更される充電制御信号を受信す
ると、前記充電電流と前記充電電圧が変更されると判断するようにしてもよい。
【００１２】
　前記充電電流維持段階において、前記充電電流を前記第２電流レベルに一定維持時間の
間維持するための充電電流維持信号を生成して、前記バッテリーの充電を制御する外部シ
ステムに伝送するようにしてもよい。
【００１３】
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　前記バッテリーは、外部システムによって充電電圧が上昇する際に充電電流が階段状に
減少する充電方式で充電されるものであってもよい。
【００１４】
　上述の目的を達成するために、本発明に係るバッテリーパックは、少なくとも一つのバ
ッテリーセルを含み、大電流経路を介して外部端子と連結されるバッテリーと、前記バッ
テリーと前記外部端子との間に並列に連結され、前記バッテリーの電圧を検出する保護回
路部と、前記保護回路部と前記外部端子との間に直列に連結されて、前記保護回路から前
記バッテリーの電圧を受信し、前記外部端子を介して外部システムと通信する制御部とを
含み、前記制御部は、前記バッテリーに充電電流が存在すると判断し、前記充電電流と充
電電圧が変更されると判断したときには、前記バッテリーの充電電流が第１電流レベルか
ら前記第１電流レベルより小さい第２電流レベルに変更されたと判断し、前記バッテリー
の現在電圧が以前の電圧より低くなったと判断すると、前記バッテリーの充電電流を前記
第２電流レベルに一定維持時間の間維持するための充電電流維持信号を生成することを特
徴とする。
【００１５】
　また、前記バッテリーパックは、前記大電流経路に設けられ、前記制御部に連結された
センサ抵抗をさらに含み、前記制御部は、前記センサ抵抗を介して一定感知時間の間前記
バッテリーの充電電流を感知すると、前記バッテリーに充電電流が存在すると判断するよ
うにしてもよい。ここで、前記一定感知時間は、０．５秒乃至２秒であることが好ましい
。
【００１６】
　前記制御部は、前記バッテリーに充電電流が存在しなければ、前記バッテリーが自己放
電モードであると認識して、自己放電モード信号を生成して前記バッテリーの充電を制御
する外部システムに伝送するようにしてもよい。
【００１７】
　前記一定維持時間は、０．５秒乃至２秒であることが好ましい。
【００１８】
　前記制御部は、前記バッテリーの充電を制御する外部システムから前記充電電流と前記
充電電圧を変更する充電制御信号を受信すると、前記充電電流と前記充電電圧が変更され
ると判断するようにしてもよい。
【００１９】
　前記制御部は、前記充電電流維持信号を前記バッテリーの充電を制御する外部システム
に伝送するようにしてもよい。
【００２０】
　前記制御部と前記外部端子との間には、前記バッテリーの充電を制御する外部システム
と前記制御部との間の通信を可能にするＳＭＢＵＳがさらに形成してもよい。
【００２１】
　前記バッテリーは、外部システムによって充電電圧が上昇する時に充電電流が階段状に
減少する充電方式で充電されてもよい。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明に係るバッテリーパックの充電方法及びバッテリーパックは、バッテリーの充電
時に外部システムの充電電流及び充電電圧が両方とも変更され、バッテリーの充電電流及
び充電電圧が減少する場合には、バッテリーの充電電流を、減少した電流レベルに維持す
るようにバッテリーの充電を制御する。これにより、充電電流が再び大きくなる現象、即
ちトリクル充電電流の発生を防止することができる。
【００２３】
　従って、本発明に係るバッテリーパックの充電方法及びバッテリーパックは、トリクル
充電電流によるバッテリーまたは外部電源の損傷を防止することができ、これによって安
全性を向上させることができる。
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【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の一実施例に係るバッテリーパックの構成を示す回路図である。
【図２】本発明の一実施例に係るバッテリーパックを充電する外部電源の充電方式を示す
グラフである。
【図３】図１に図示したバッテリーパックの充電方法を説明するためのフローチャートで
ある。
【図４ａ】図３に示すバッテリーパックの充電方法が適用されない場合に、トリクル充電
電流が発生することを示すグラフである。
【図４ｂ】図３に示すバッテリーパックの充電方法が適用された場合に、トリクル充電電
流が発生しないことを示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、図面を参照して本発明の実施例をより詳しく説明する。
【００２６】
　図１は、本発明の一実施例に係るバッテリーパックの構成を示す回路図であり、図２は
、本発明の一実施例に係るバッテリーパックを充電する外部電源の充電方式を示すグラフ
である。
【００２７】
　図１及び図２を参照すると、本発明の一実施例に係るバッテリーパック１００は、バッ
テリー１１０と、外部端子１２０と、充電素子１３０と、放電素子１４０と、センサ抵抗
１５０と、保護回路部１６０と、制御部１７０と、ＳＭＢＵＳ１８０とを含んでいる。
【００２８】
　上記のように構成されたバッテリーパック１００は、外部端子１２０を介して外部シス
テム２００の外部電源または外部負荷と連結されて、充電動作または放電動作を行う。外
部端子１２０とバッテリー１１０との間の大電流経路（ＨＣＰ）は充放電経路として使用
され、大電流経路（ＨＣＰ）を介して比較的大きい電流が流れる。このようなバッテリー
パック１００は、ＳＭＢＵＳ１８０を介して外部システム２００と通信することができる
。
【００２９】
　外部システム２００は、ポータブル電子機器、例えばポータブルノートパンコンであっ
て、電源供給のためのアダプタ（図示せず）のような外部電源を含むことができる。バッ
テリー１１０は、外部システム２００の外部電源によって充電される。そして、外部シス
テム２００が外部電源から分離されると、バッテリー１１０から外部端子１２０を介して
外部システム２００の外部負荷へ放電が行われる。
【００３０】
　次に、本発明の一実施例に係るバッテリーパック１００の構成について詳しく説明する
。
【００３１】
　バッテリー１１０は、少なくとも一つのバッテリーセルＢ１、Ｂ２、Ｂ３を含むことが
でき、一定電圧で充電または放電される。図面において、Ｂ＋、Ｂ－は大電流端を示し、
直列に連結されたバッテリーセルＢ１、Ｂ２、Ｂ３の陽極電源部及び負極電源部を示して
いる。ここで、バッテリー１１０は、３個のバッテリーセルＢ１、Ｂ２、Ｂ３が直列に連
結されて構成されているが、バッテリーセルの個数は、外部システムが必要とする容量に
よって変わってもよい。
【００３２】
　外部端子１２０は、バッテリー１１０と並列に連結され、外部システム２００の外部電
源または外部負荷と連結されてバッテリー１１０の充電または放電の際に端子として作動
する。図面において、Ｐ＋はバッテリー１１０の陽極電源部Ｂ＋と連結された陽極端子を
示し、Ｐ－はバッテリー１１０の負極電源部Ｂ－と連結された負極端子を示している。外
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部端子１２０を介して、外部システム２００の外部電源または外部負荷にバッテリーパッ
ク１００が連結される。即ち、外部端子１２０に対して外部電源が連結された外部システ
ム２００が連結されると、外部電源からバッテリー１１０へ充電が行われ、外部端子１２
０に対して外部電源が分離された外部システム２００が連結されると、バッテリー１１０
から外部負荷へ放電が行われる。
【００３３】
　充電素子１３０及び放電素子１４０は、バッテリー１１０と外部端子１２０との間の大
電流経路ＨＣＰ上に直列に連結され、バッテリーパック１００の充電または放電を行う。
充電素子１３０及び放電素子１４０は、それぞれ電界効果トランジスタ（Ｆｉｅｌｄ　Ｅ
ｆｆｅｃｔ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ；以下ＦＥＴとする）と寄生ダイオード（ｐａｒａｓ
ｉｔｉｃ　ｄｉｏｄｅ；以下Ｄとする）を含んでいる。即ち、充電素子１３０は、電界効
果トランジスタＦＥＴ１と寄生ダイオードＤ１を含み、放電素子１４０は電界効果トラン
ジスタＦＥＴ２と寄生ダイオードＤ２を含んでいる。充電素子１３０の電界効果トランジ
スタＦＥＴ１のソースとドレインの間の接続方向は、放電素子１４０の電界効果トランジ
スタＦＥＴ２の接続方向と反対方向に設定されている。このような構成において、充電素
子１３０の電界効果トランジスタＦＥＴ１は、外部端子１２０からバッテリー１１０への
電流の流れを制限するように接続されている。その一方で、放電素子１４０の電界効果ト
ランジスタＦＥＴ２は、バッテリー１１０から外部端子１２０への電流の流れを制限する
ように接続されている。ここで、充電及び放電素子１３０、１４０の電界効果トランジス
タＦＥＴ１、ＦＥＴ２はスイッチング素子であるが、これに限らず、スイッチング機能を
行う他の種類の電気素子を使用してもよい。また、充電及び放電素子１３０、１４０に含
まれている寄生ダイオードＤ１、Ｄ２は、電流が制限される方向と反対方向に電流が流れ
るように構成されている。
【００３４】
　センサ抵抗１５０は、バッテリー１１０と外部端子１２０との間の大電流経路ＨＣＰ上
に直列に連結されている。センサ抵抗１５０の両端は、保護回路部１６０または制御部１
７０に連結することができる。これによって、保護回路部１６０または制御部１７０はセ
ンサ抵抗１５０の両端の電圧値とセンサ抵抗１５０の抵抗値とを確認して、充放電電流を
確認することができる。よって、センサ抵抗１５０は、バッテリー１１０の充電電流また
は放電電流に対する情報を保護回路部１６０または制御部１７０に伝達する。
【００３５】
　保護回路部１６０は、バッテリー１１０と充電素子１３０及び放電素子１４０との間に
並列に連結され、バッテリー１１０と制御部１７０との間に直列に連結されている。保護
回路部１６０は、バッテリー１１０の電圧を検出して、検出された電圧を制御部１７０に
伝達し、制御部１７０の制御によって充電素子１３０及び放電素子１４０を動作させる。
ここで、保護回路部１６０は、保護回路ＩＣ（ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ）
またはアナログフロントエンド（Ａｎａｌｏｇ　Ｆｒｏｎｔ　Ｅｎｄ；ＡＦＥ）ＩＣで具
現することができる。
【００３６】
　例えば、バッテリー１１０に、外部電源が連結された外部システム２００が連結されて
いる場合、保護回路部１６０は、制御部１７０の制御の下で、充電素子１３０の電界効果
トランジスタＦＥＴ１をオン（ｏｎ）状態に、放電素子１４０の電界効果トランジスタＦ
ＥＴ２をオン（ｏｎ）状態に設定して、バッテリー１１０が充電されるようにする。同様
に、バッテリー１１０に、外部システム２００の外部負荷が連結されると、保護回路部１
６０は、制御部１７０の制御の下で、充電素子１３０の電界効果トランジスタＦＥＴ１を
オン（ｏｎ）状態に、放電素子１４０の電界効果トランジスタＦＥＴ２をオン（ｏｎ）状
態に設定して、バッテリー１１０が放電されるようにする。一方、図示していないが、保
護回路部１６０は、バッテリーセルＢ１、Ｂ２、Ｂ３のそれぞれの電圧を全て感知するこ
とができる。
【００３７】
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　制御部１７０は、保護回路部１６０と外部端子１２０との間に直列に連結されている集
積回路（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ；ＩＣ）であって、保護回路部１６０を
介して受信したバッテリー１１０の電圧を格納し、内部に予め設定された電圧レベルと比
較し、この比較結果に応じて制御信号を保護回路部１６０に出力して、充電素子１３０及
び放電素子１４０をオン／オフ（ｏｎ／ｏｆｆ）する。
【００３８】
　例えば、制御部１７０で受信したバッテリー１１０の電圧が、内部に予め設定された過
充電レベル電圧値、例えば４．３５Ｖ以上であれば、制御部１７０は、過充電状態と判断
し、それに対応する制御信号を保護回路部１６０に出力して、充電素子１３０の電界効果
トランジスタＦＥＴ１をオフ（ｏｆｆ）する。すると、外部システム２００の外部電源か
らバッテリー１１０の充電が遮断される。この時、充電素子１３０の寄生ダイオードＤ１
は、充電素子１３０の電界効果トランジスタＦＥＴ１がオフ（ｏｆｆ）されても、バッテ
リーパックの放電機能が行われることができるようにする。一方、制御部１７０で受信し
たバッテリー１１０の電圧が、内部に予め設定された過放電レベル電圧値、例えば２．３
０Ｖ以下であれば、制御部１７０は、過放電状態と判断し、それに対応する制御信号を保
護回路部１６０に出力して、放電素子１４０の電界効果トランジスタＦＥＴ２をオフ（ｏ
ｆｆ）する。すると、バッテリー１１０から外部システム２００の外部負荷への放電が遮
断される。この時、放電素子１４０の寄生ダイオードＤ２は、放電素子１４０の電界効果
トランジスタＦＥＴ２がオフ（ｏｆｆ）されても、バッテリーパック１００の充電機能を
行えるようにする。
【００３９】
　また、制御部１７０は、バッテリーパック１００の充放電動作に関して、ＳＭＢＵＳ１
８０を介して外部システム２００と通信する。即ち、制御部１７０は、バッテリー１１０
の電圧のような情報を、保護回路部１６０を介して受信し、外部システム２００に伝達す
る。これによって、制御部１７０は、外部システム２００の外部電源がバッテリー１１０
の電圧のような情報を確認できるようにして、バッテリー１１０の充電を制御することが
できる。本発明の実施例では、外部システム２００の外部電源は、図２に示すように充電
電圧が上昇すると充電電流が階段状に減少する多段電流充電方式であり、バッテリー１１
０の充電を制御する。
【００４０】
　例えば、外部システム２００の外部電源は、制御部１７０から受信したバッテリー１１
０の電圧が充電電圧Ｖ１より小さいことを確認すると、充電電圧がＶ１乃至Ｖ２である時
にはＩ１に設定された充電電流でバッテリー１１０を充電するように制御する。すると、
バッテリー１１０の電圧は、充電電圧Ｖ１を経てＶ２まで上昇することができる。そして
、外部システム２００の外部電源は、制御部１７０から受信したバッテリー１１０の電圧
が充電電圧Ｖ２まで上昇したことを確認すると、充電電圧がＶ２乃至Ｖ３である時にはＩ
２に設定された充電電流でバッテリー１１０を充電するように制御する。すると、バッテ
リー１１０の電圧は、充電電圧Ｖ２を経てＶ３まで上昇することができる。そして、外部
システム２００の外部電源は、制御部１７０から受信したバッテリー１１０の電圧が充電
電圧Ｖ３まで上昇したことを確認すると、充電電圧がＶ３乃至Ｖ４である時にはＩ３に設
定された充電電流でバッテリー１１０を充電するように制御する。すると、バッテリー１
１０の電圧は、充電電圧Ｖ３を経てＶ４まで上昇することができる。ここで、Ｖ４は、バ
ッテリー１１０の充電を制限するための最大充電電圧であり得る。
【００４１】
　多段電流充電方式において、制御部１７０は、バッテリー１１０に充電電流が存在して
充電電流と充電電圧が両方とも変更される時点で、バッテリー１１０の充電電流が第１電
流レベルから第１電流レベルより小さい第２電流レベルに変更され、バッテリー１１０の
現在電圧が以前の電圧より低くなることを確認すると、バッテリー１１０の充電電流が第
１電流レベルに再び大きくなる現象を防止するために、バッテリー１１０の充電電流を第
２電流レベルに一定時間維持する。このとき制御部１７０は、変更された充電電流を維持
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するための充電電流維持信号を生成する。そして、制御部１７０は、充電電流維持信号を
外部システム２００の外部電源に伝送する。すると、外部システム２００の外部電源は、
バッテリー１１０の充電電流を第２電流レベルに一定時間維持するように、バッテリー１
１０の充電を制御する。これによって、バッテリー１１０に充電電流が存在して充電電流
と充電電圧が両方とも変更される時点において、バッテリー１１０の充電電流が第１電流
レベルから第１電流レベルより小さい第２電流レベルに変更され、バッテリー１１０の現
在電圧が以前の電圧より低くなる状態になっても、バッテリー１１０の充電電流が第１電
流レベルに再び大きくなる現象、即ちトリクル充電電流が発生する現象を防止することが
できる。一方、充電電流を一定に維持する一定維持時間は０．５秒乃至２秒であることが
好ましい。これは、一定維持時間が０．５秒より小さければ、バッテリー１１０の充電電
流を第２電流レベルに維持する時間が短すぎてバッテリー１１０の充電電流が第１電流レ
ベルに再び大きくなる恐れがあるからである。また、一定維持時間が２秒より大きければ
、バッテリー１１０の充電時間が無駄に長くなる恐れがある。
【００４２】
　バッテリー１１０に充電電流が存在して充電電流と充電電圧が両方とも変更される時点
において、バッテリー１１０の充電電流が第１電流レベルから第１電流レベルより小さい
第２電流レベルに変更され、バッテリー１１０の現在電圧が以前の電圧より減少すること
は、トリクル充電電流が発生する可能性のある条件である。
【００４３】
　制御部１７０は、トリクル充電電流が発生する可能性のある条件として、まずバッテリ
ー１１０に充電電流が存在するか、即ちバッテリー１１０が充電中であるか否かを判断す
る。そのために、制御部１７０は、センサ抵抗１５０の両端に流れる充電電流を一定感知
時間感知すれば、充電電流が存在すると判断する。一方、制御部１７０は、センサ抵抗１
５０の両端に流れる充電電流を一定感知時間感知できなければ、バッテリー１１０が自己
放電モードであると認識し、自己放電モード信号を生成して外部システム２００の外部電
源に伝送する。ここで、一定感知時間は０．５秒乃至２秒であることが好ましい。これは
、一定感知時間が０．５秒より小さいと、バッテリー１１０の充電電流をノイズまたはＥ
ＳＤ（Ｅｌｅｃｔｒｏｓｔａｔｉｃ　Ｄｉｓｃｈａｒｇｅ）と間違って認識する恐れがあ
るからである。また、一定感知時間が２秒以上であれば、充電電流を感知する時間が無駄
に長くなる恐れがある。
【００４４】
　制御部１７０は、バッテリー１１０に充電電流が存在すると判断したら、充電電流と充
電電圧が両方とも変更されるか否かを判断する。例えば、制御部１７０は、外部システム
２００の外部電源から充電電圧がＶ１からＶ２に変更され、充電電流がＩ１からＩ２に変
更される充電制御信号を受信すれば、充電電流と充電電圧が両方とも変更されると判断す
る。この時、制御部１７０は、バッテリー１１０の充電電流が第１電流レベル（例えば、
Ｉ１）から第１電流レベルＩ１より小さい第２電流レベル（例えば、Ｉ２）に変更される
ことを確認し、バッテリー１１０の現在電圧が以前の電圧より低くなることを確認したら
、トリクル充電電流が発生すると判断する。
【００４５】
　このように、制御部１７０は、バッテリー１１０の充電中にトリクル充電電流が発生す
ることを防止するために、トリクル充電電流が発生する条件を判断して、バッテリー１１
０の充電を制御する。
【００４６】
　ＳＭＢＵＳ１８０は、制御部１７０と外部端子１２０との間に形成され、制御部１７０
と外部システム２００との通信を可能にする。そのために、ＳＭＢＵＳ１８０は、クロッ
ク端子ＣＬＯＣＫとデータ端子ＤＡＴＡとを含んでいる。
【００４７】
　上記のように、本発明の一実施例に係るバッテリーパック１００は、バッテリー１１０
の充電中に充電電流及び充電電圧が両方とも変更される時点において、バッテリー１１０
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の充電電流が第１電流レベルから第１電流レベルより小さい第２電流レベルに変更され、
バッテリー１１０の現在電圧が以前の電圧より低くなる場合に、充電電流が第１電流レベ
ルへ再び大きくなることを防止するために、第２電流レベルに一定維持時間だけ維持する
ように、バッテリー１１０の充電を制御する制御部１７０を具備している。それによって
、トリクル充電電流が発生する現象を防止することができる。
【００４８】
　従って、本発明の一実施例に係るバッテリーパック１００は、トリクル充電電流による
バッテリー１１０または外部電源の損傷を防止することができ、これによって安全性を向
上させることができる。
【００４９】
　次に、図１に図示した本発明の一実施例に係るバッテリーパック１００の充電方法につ
いて詳しく説明する。
【００５０】
　図３は、図１に図示したバッテリーパック１００の充電方法を示すフローチャートであ
る。
【００５１】
　図３を参照すると、本発明の一実施例に係るバッテリーパック１００の充電方法は、充
電電流存在判断段階Ｓ１と、自己放電モード認識段階Ｓ２と、充電電流及び充電電圧変更
判断段階Ｓ３と、バッテリー電圧減少判断段階Ｓ４と、充電電流維持段階Ｓ５とを含んで
いる。ここで、バッテリー１１０は、外部システム２００の外部電源によって充電電圧が
上昇する時に、充電電流が階段状に減少する多段電流充電方式で充電されると仮定する。
【００５２】
　充電電流存在判断段階Ｓ１において、制御部１７０は、バッテリー１１０に充電電流が
存在するか、即ちバッテリー１１０が充電中であるか否かを判断する。制御部１７０は、
センサ抵抗１５０の両端の電圧を感知することで充電電流を感知することができ、一定感
知時間だけ充電電流を感知すれば充電電流が存在すると判断する。ここで、一定感知時間
は０．５秒乃至２秒であることが好ましい。
【００５３】
　充電電流存在判断段階Ｓ１において、バッテリー１１０に充電電流が存在しないと判断
された場合、即ち制御部１７０がセンサ抵抗１５０の両端の電圧を感知できないか、ある
いは一定感知時間未満しか感知できなかった場合には、自己放電モード認識段階Ｓ２にお
いて、制御部１７０は、バッテリー１１０が自己放電モードであると認識し、自己放電モ
ード信号を生成して外部システム２００の外部電源に伝送する。
【００５４】
　充電電流存在判断段階Ｓ１において、バッテリー１１０に充電電流が存在すると判断さ
れた場合には、充電電流及び充電電圧変更判断段階Ｓ３において、制御部１７０は充電電
流と充電電圧が変更されるか否かを判断する。制御部１７０は、外部システム２００の外
部電源から充電電流及び充電電圧が変更されることを示す充電制御信号を受信すれば、充
電電流と充電電圧が両方とも変更されると判断する。
【００５５】
　充電電流及び充電電圧変更判断段階Ｓ３において、充電電流と充電電圧が変更されると
判断されれば、バッテリー電圧減少判断段階Ｓ４において、制御部１７０は、バッテリー
１１０の充電電流が第１電流レベルから第１電流レベルより小さい第２電流レベルに変更
され、バッテリー１１０の現在電圧が以前の電圧より低くなるか否かを判断する。ここで
、バッテリー１１０の充電電流が第１電流レベルから第２電流レベルに変更されることは
、センサ抵抗１５０で感知した充電電流を確認することで認識することができ、バッテリ
ー１１０の現在電圧が以前の電圧より低くなることは、制御部１７０に保存されたバッテ
リー１１０の現在電圧と以前の電圧とを比べることによって認識することができる。
【００５６】
　バッテリー電圧減少判断段階Ｓ４において、バッテリー１１０の充電電流が第１電流レ
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ベルから第１電流レベルより小さい第２電流レベルに変更され、バッテリー１１０の現在
電圧が以前の電圧より低いと判断されれば、充電電流維持段階Ｓ５において、制御部１７
０は、バッテリー１１０の充電電流を第２電流レベルに一定維持時間の間維持するための
充電電流維持信号を生成して、外部システム２００の外部電源に伝送する。すると、外部
システム２００の外部電源は、バッテリー１１０の充電電流を第２電流レベルに一定維持
時間だけ維持するように、バッテリー１１０の充電を制御する。ここで、一定維持時間は
、０．５秒乃至２秒であることが好ましい。
【００５７】
　次に、上記した充電方法の適用有無によってトリクル充電電流が発生するか否かについ
て、図４ａ及び図４ｂを参照して説明する。
【００５８】
　図４ａは、図３のバッテリーパックの充電方法を適用しない場合にトリクル充電電流が
発生することを示すグラフであり、図４ｂは、図３のバッテリーパックの充電方法を適用
した場合、トリクル充電電流が発生しないことを示すグラフである。図４ａ及び図４ｂの
グラフにおいて、横軸は時間を表し、縦軸はバッテリーの電圧及び充電電流を表している
。
【００５９】
　図４ａを参照すると、図３のバッテリーパックの充電方法を適用しなかった場合、バッ
テリーの電圧が一定電圧に到達するまでバッテリーが一定充電電流で充電されている。そ
して、バッテリーの電圧が一定電圧に到達した後、充電電流が減少することによってバッ
テリーの電圧が低くなり、それ以後には充電電流が繰り返し増加する現象、即ちトリクル
充電電流が繰り返し発生する現象が現れていることが分かる。このトリクル充電電流が発
生すると、バッテリーまたは外部電源が損傷して安全性が低下する。
【００６０】
　一方、図４ｂを参照すると、図３のバッテリーパックの充電方法を適用した場合、バッ
テリーの電圧が一定電圧に到達するまでバッテリーが一定の充電電流で充電されている。
そして、バッテリーの電圧が一定電圧に到達した後、充電電流が減少してバッテリーの電
圧が低くなる状態になっても、充電電流が減少した状態で一定維持時間維持されるので、
充電電流が繰り返し増加する現象、即ちトリクル充電電流が繰り返し発生する現象が現れ
ていないことが分かる。この場合には、バッテリーまたは外部電源の損傷を防止すること
ができて、安全性を向上させることができる。
【００６１】
　本発明は、上述した特定の好ましい実施例に限定されるわけではなく、特許請求の範囲
で請求した本発明の要旨を逸脱することなく、当該発明の属する技術分野において通常の
知識を有する者であれば誰でも多様に変形して実施することが可能であることはいうまで
もない。また、そのような変更は特許請求の範囲に属するものである。
【符号の説明】
【００６２】
　１００　バッテリーパック
　１１０　バッテリーセル
　１２０　外部端子
　１３０　充電素子
　１４０　放電素子
　１５０　センサ抵抗
　１６０　保護回路部
　１７０　制御部
　１８０　ＳＭＢＵＳ
　２００　外部システム 
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