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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　二次電池を充電する充電装置及び前記二次電池を放電させる負荷装置が接続される電池
パックであって、
　前記二次電池と、
　前記二次電池の電圧を検出する電圧検出手段と、
　前記二次電池に流れる電流を検出する電流検出手段と、
　前記充電装置と前記電池パックとが接続された状態である充電状態又は前記負荷装置と
前記電池パックとが接続された状態である放電状態にあるかを検出する状態検出手段と、
　前記二次電池が通電状態又は非通電状態にあるかを判定するための信号である通電通知
信号を、前記負荷装置から受信する受信手段と、
　前記通電通知信号により、前記二次電池が通電状態又は非通電状態にあるかを判定する
通電判定部と、
　前記状態検出手段により、前記充電状態にあることが検出された場合は、前記電流検出
手段により検出された電流を積算することにより、前記二次電池の残容量を算出し、
　前記状態検出手段により前記放電状態にあることが検出され、かつ、前記通電判定部に
より前記二次電池が非通電状態にあると判定された場合は、前記電圧検出手段により検出
された電圧を基に、前記二次電池の残容量を算出する残容量算出手段とを備えることを特
徴とする電池パック。
【請求項２】
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　前記二次電池の温度を検出する温度検出手段と、
　前記温度検出手段により検出された温度を基に、前記残容量算出手段により算出された
前記二次電池の残容量を補正する補正手段とを更に備えることを特徴とする請求項１記載
の電池パック。
【請求項３】
　前記二次電池は複数の二次電池から構成され、
　前記電圧検出手段は、各二次電池の電圧を検出し、
　前記残容量算出手段は、前記充電状態にあることが検出された場合は、前記電流検出手
段により検出された電流を積算することにより、前記二次電池の残容量を算出し、
　前記残容量算出手段は、前記放電状態にあることが検出され、かつ、前記通電判定部に
より前記二次電池が非通電状態にあると判定された場合は、前記電圧検出手段により検出
された各二次電池の電圧を基に、前記二次電池の残容量を算出することを特徴とする請求
項１又は２記載の電池パック。
【請求項４】
　前記負荷装置は電動機であり、
　前記受信手段は、前記電動機が駆動する際に流れる駆動信号を前記通電通知信号として
受信することを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の電池パック。
【請求項５】
　二次電池を充電する充電装置及び前記二次電池を放電させる負荷装置が接続される電池
パックであって、
　前記充電装置は、前記二次電池を流れる電流を検出する電流検出手段と、前記電流検出
手段により検出された電流の値を前記電池パックに送信する送信手段とを備え、
　前記二次電池の電圧を検出する電圧検出手段と、
　前記充電装置と前記電池パックとが接続された状態である充電状態又は前記負荷装置と
前記電池パックとが接続された状態である放電状態にあるかを検出する状態検出手段と、
　前記二次電池が通電状態又は非通電状態にあるかを判定するための信号である通電通知
信号を、前記負荷装置から受信する受信手段と、
　前記通電通知信号により、前記二次電池が通電状態又は非通電状態にあるかを判定する
通電判定部と、
　前記状態検出手段により、前記充電状態にあることが検出された場合は、前記送信手段
により送信された電流の値を積算することにより、前記二次電池の残容量を算出し、
　前記状態検出手段により前記放電状態にあることが検出され、かつ、前記通電判定部に
より前記二次電池が非通電状態にあると判定された場合は、前記電圧検出手段により検出
された電圧を基に、前記二次電池の残容量を算出する残容量算出手段とを備えることを特
徴とする電池パック。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、二次電池の残容量を検知する電池パックに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、数Ａｈの容量でも１００Ａを超える電流を供給することができる高性能の二次電
池が開発されている。かかる二次電池は、電動工具、電動自転車、ハイブリッド電気自動
車といった負荷が大きく、負荷変動も大きな装置の電源として注目されている。そして、
かかる二次電池では、大電流で使用されることが多いため、残容量を検出して、二次電池
へのダメージを未然に防止すること及び二次電池の安全性を確保することが重要となる。
【０００３】
　二次電池の残容量を検出する手法として、電流積算法と電圧監視法とが知られている。
電流積算法は、二次電池に流れる電流を積算して残容量を検出する手法である。電圧監視
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法は、二次電池の電圧を測定し、測定した電圧に基づいて残容量を検出する手法である。
【０００４】
　電流積算法は、負荷変動が大きい場合であっても、電圧監視法に比べて正確に残容量を
検出することが可能であるという利点を有している。一方、電圧監視法は、負荷変動が小
さい場合は電流積算法に比べて正確に残容量を検出することが可能であるという利点を有
している。
【０００５】
　従って、二次電池に、負荷変動の小さい負荷装置が接続されている場合は、電圧監視法
により残容量が検出され、負荷変動の大きな負荷装置が接続されている場合は、電流積算
法により残容量が検出されることが主流となっている。
【０００６】
　また、特許文献１には、二次電池を流れる電流を測定し、測定した電流が大きい場合は
、電流積算法により残容量を検出し、測定した電流が小さい場合は、電圧監視法により残
容量を検出するというように、電流に応じて電流積算法と電圧監視法とを切り替える電池
パックが提案されている。
【特許文献１】ＷＯ９８／５６０５９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１による電池パックでは、電流が大きい場合に電流積算法が用
いられているが、この電池パックに上記電動工具等の消費電流の大きな装置を接続した場
合、大電流を検出することができる電流センサにより電池パックを構成する必要がある。
このような大電流を検出することができる電流センサは一般的に高価であるため、電池パ
ックの高コスト化を招いてしまう。
【０００８】
　本発明の目的は、消費電流が大きく、負荷変動も大きな負荷装置が接続されている場合
であっても、大電流を検出することができる電流センサを用いることなく二次電池の残容
量を正確に検出することができる電池パックを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明による電池パックは、二次電池を充電する充電装置及び前記二次電池を放電させ
る負荷装置が接続される電池パックであって、前記二次電池と、前記二次電池の電圧を検
出する電圧検出手段と、前記二次電池に流れる電流を検出する電流検出手段と、前記充電
装置と前記電池パックとが接続された状態である充電状態又は前記負荷装置と前記電池パ
ックとが接続された状態である放電状態にあるかを検出する状態検出手段と、前記二次電
池が通電状態又は非通電状態にあるかを判定するための信号である通電通知信号を、前記
負荷装置から受信する受信手段と、前記通電通知信号により、前記二次電池が通電状態又
は非通電状態にあるかを判定する通電判定部と、前記状態検出手段により、前記充電状態
にあることが検出された場合は、前記電流検出手段により検出された電流を積算すること
により、前記二次電池の残容量を算出し、前記状態検出手段により前記放電状態にあるこ
とが検出され、かつ、前記通電判定部により前記二次電池が非通電状態にあると判定され
た場合は、前記電圧検出手段により検出された電圧を基に、前記二次電池の残容量を算出
する残容量算出手段とを備えることを特徴とする。
【００１０】
　また、上記構成において、前記二次電池の温度を検出する温度検出手段と、前記温度検
出手段により検出された温度を基に、前記残容量算出手段により算出された前記二次電池
の残容量を補正する補正手段とを更に備えることが好ましい。
【００１１】
　また、上記構成において、前記二次電池は複数の二次電池から構成され、前記電圧検出
手段は、各二次電池の電圧を検出し、前記残容量算出手段は、前記充電状態にあることが
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検出された場合は、前記電流検出手段により検出された電流を積算することにより、前記
二次電池の残容量を算出し、前記残容量算出手段は、前記放電状態にあることが検出され
、かつ、前記通電判定部により前記二次電池が非通電状態にあると判定された場合は、前
記電圧検出手段により検出された各二次電池の電圧を基に、前記二次電池の残容量を算出
することが好ましい。
 
【００１２】
　また、上記構成において、前記負荷装置は電動機であり、前記受信手段は、前記電動機
が駆動する際に流れる駆動信号を前記通電通知信号として受信することが好ましい。
【００１３】
　本発明による電池パックは、二次電池を充電する充電装置及び前記二次電池を放電させ
る負荷装置が接続される電池パックであって、前記充電装置は、前記二次電池を流れる電
流を検出する電流検出手段と、前記電流検出手段により検出された電流の値を前記電池パ
ックに送信する送信手段とを備え、前記二次電池の電圧を検出する電圧検出手段と、前記
充電装置と前記電池パックとが接続された状態である充電状態又は前記負荷装置と前記電
池パックとが接続された状態である放電状態にあるかを検出する状態検出手段と、前記二
次電池が通電状態又は非通電状態にあるかを判定するための信号である通電通知信号を、
前記負荷装置から受信する受信手段と、前記通電通知信号により、前記二次電池が通電状
態又は非通電状態にあるかを判定する通電判定部と、前記状態検出手段により、前記充電
状態にあることが検出された場合は、前記送信手段により送信された電流の値を積算する
ことにより、前記二次電池の残容量を算出し、前記状態検出手段により前記放電状態にあ
ることが検出され、かつ、前記通電判定部により前記二次電池が非通電状態にあると判定
された場合は、前記電圧検出手段により検出された電圧を基に、前記二次電池の残容量を
算出する残容量算出手段とを備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　請求項１記載の発明によれば、充電状態においては二次電池に流れる電流を積算するこ
とにより二次電池の残容量が算出され、二次電池が放電状態にある場合は、非通電状態に
あるときの二次電池の電圧を基に、二次電池の残容量が算出される。ここで、二次電池は
比較的小さな電流により充電されることが一般的であるため、大電流を検出することがで
きる電流センサを採用しなくとも、充電時に二次電池を流れる程度の電流を検出すること
ができる安価な電流センサにより電池パックを構成することが可能となる。そのため、電
池パックの低コスト化を図ることが可能となる。一方、放電時においては、非通電時にお
ける電圧を基に残容量を検出しているため、すなわち、負荷変動の大きい通電時において
は残容量の検出が行われていないため、残容量を正確に検出することができる。
【００１５】
　請求項２記載の発明によれば、二次電池の温度が検出され、検出された温度を基に、二
次電池の残容量が補正されるため、二次電池の残容量をより正確に検出することができる
。
【００１６】
　請求項３記載の発明によれば、二次電池が直列接続され大容量化されている場合であっ
ても残容量を正確に検出することができる。
【００１７】
　請求項４記載の発明によれば、電動機が駆動する際に流れる駆動信号が通電通知信号と
して受信され、通電状態の有無が検出されているため、電動機に別途通電通知信号を生成
する手段を設けなくとも通電状態の有無を検出することができる。
【００１８】
　請求項５記載の発明によれば、充電装置は二次電池を流れる電流を検出する電流検出手
段と検出された電流の値を電池パックに送信する送信手段とを備えている。そして、充電
状態においては電流送信手段から送信された電流の値を積算することにより二次電池の残
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容量が算出され、二次電池が放電状態にある場合は、非通電状態にあるときの二次電池の
電圧を基に、二次電池の残容量が算出される。従って、電池パックに電流検出手段を設け
る必要がなくなり、電池パックの低コスト化を図ることができる。
【００１９】
　また、二次電池は比較的小さな電流により充電されることが一般的であるため、大電流
を検出することができる電流センサを採用しなくとも、充電時に二次電池を流れる程度の
電流を検出することができる安価な電流センサにより充電装置を構成することが可能とな
る。そのため、充電装置の低コスト化も図ることも可能となる。一方、放電時においては
、非通電時における電圧を基に残容量を検出しているため、すなわち、負荷変動の大きい
通電時においては残容量の検出が行われていないため、残容量を正確に検出することがで
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施の形態による電池パック１ついて説明する。図
１及び図２は電池パック１のブロック図を示している。電池パック１には、図１で示す負
荷装置１００、又は図２で示す充電装置２００が接続される。本実施の形態では、負荷装
置１００として、電動ドリル、電動のこぎり等の電動工具、又は電動機付き自転車、電動
車椅子、電動自動車等の電動機付きの乗り物が採用される。
【００２１】
　図１及び図２に示すように電池パック１は、二次電池ブロック１０、端子部２０、電流
センサ３０、制御部４０、及び温度センサ５０を備えている。二次電池ブロック１０は直
列接続された３個の二次電池１１～１３から構成されている。ここで、二次電池１１～１
３としては、リチウムイオン電池、又は電池二重層キャパシタ等が採用される。なお、二
次電池ブロック１０を構成する二次電池の個数は３個に限定されず、１個、２個、又は４
個以上であってもよい。
【００２２】
　端子部２０は、プラス端子２１、充電用マイナス端子２２、放電用マイナス端子２３、
通電検出端子２４を備えている。プラス端子２１は、負荷装置１００のプラス端子１３１
、又は充電装置２００のプラス端子２２１が接続される。
【００２３】
　放電用マイナス端子２３は、負荷装置１００のマイナス端子１３３が接続される。充電
用マイナス端子２２は、充電装置２００のマイナス端子２２２が接続される。通電検出端
子２４には、負荷装置１００のスイッチ端子１３２が接続され、負荷装置１００から出力
される通電通知信号を受信し、制御部４０に出力する。
【００２４】
　電流センサ３０は、充電用マイナス端子２２及び二次電池１３のマイナス電極間に接続
され、二次電池１１～１３を流れる電流を検出し、検出した電流の大きさを示す電流検出
信号を制御部４０に出力する。本実施の形態では、充電時のみ電流積算法により残容量が
検出されている。充電時においては、放電時のような大電流が二次電池１１～１３へ流れ
ない。そのため、充電時において二次電池１１～１３に流れる程度の電流であれば、広く
流通されている安価な電流センサにより電流を検出することが可能となる。そこで、電流
センサ３０としては、広く流通されている安価な電流センサが採用されている。
【００２５】
　温度センサ５０は、二次電池１１～１３の温度を検出し、検出した温度の大きさを示す
温度検出信号を制御部４０に出力する。
【００２６】
　制御部４０は、ＣＰＵ（中央演算処理装置）、ＲＯＭ（リードオンリーメモリ）、及び
ＲＡＭ等から構成され、状態検出部４１、通電判定部４２、残容量算出部４３、残容量テ
ーブル記憶部４４、補正部４５、及び補正テーブル記憶部４６の機能を備えている。これ
らの機能は、ＣＰＵがＲＯＭに記憶された制御プログラムを実行することにより実現され
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る。制御部４０には、二次電池１１～１３の各々の電圧を検出するための４本の電圧検出
線６０、放電用マイナス端子２３に電流が流れているか否かを検出する検出線７０が接続
されている。
【００２７】
　状態検出部４１は、電流センサ３０が電流を検出した場合、二次電池１１～１３は充電
状態にあると判定し、検出線７０に電流が流れた場合、二次電池１１～１３は放電状態に
あると判定し、二次電池１１～１３が充電状態にあるか放電状態にあるかを検出する。
【００２８】
　通電判定部４２は、通電検出端子２４が通電通知信号を受信している場合、二次電池１
１～１３は通電状態にあると判定し、通電検出端子２４が通電通知信号を受信していない
場合、二次電池１１～１３は非通電状態にあると判定する。
【００２９】
　残容量算出部４３は、状態検出部４１により二次電池１１～１３が充電状態にあること
が検出された場合は、電流センサ３０から出力される電流検出信号に従って、電流積算法
により二次電池１１～１３の残容量を算出する。詳細には、残容量算出部４３は、所定の
時間間隔で電流センサ３０から出力される電流検出信号を受信し、受信した電流検出信号
が示す電流値を積算することにより二次電池１１～１３の残容量を算出する。
【００３０】
　また、残容量算出部４３は、状態検出部４１により二次電池１１～１３が放電状態にあ
ることが検出され、かつ、通電判定部４２により二次電池１１～１３が非通電状態にある
と判定された場合、電圧検出線６０を介して二次電池１１～１３の各々の電圧を取得し、
取得した各々の電圧に対する残容量を残容量テーブル記憶部４４を参照することにより特
定し、特定した残容量を加算することにより二次電池１１～１３のトータルの残容量を算
出する。
【００３１】
　残容量テーブル記憶部４４は、二次電池１１～１３の電圧と残容量との関係を示す残容
量テーブルを記憶する。残容量テーブルは、二次電池１１～１３の電圧の値と、各電圧に
対する残容量の値とを関連づけて記憶している。この残容量の値は実験等により予め得ら
れたものである。なお、残容量テーブル記憶部４４は、二次電池１１～１３が同一特性で
ある場合は、一種類の残容量テーブルを記憶すればよい。また、二次電池１１～１３の特
性が各々異なる場合は二次電池１１～１３の各々に対応する残容量テーブルを記憶すれば
よい。
【００３２】
　補正部４５は、温度センサ５０から出力される温度検出信号が示す温度に対する補正率
を、補正テーブル記憶部４６を参照することにより特定し、特定した補正率を、残容量算
出部４３により算出された残容量に乗じ、補正残容量を算出する。
【００３３】
　補正テーブル記憶部４６は、二次電池１１～１３の温度と補正率との関係を示す補正テ
ーブルを記憶する。補正テーブルは二次電池１１～１３の温度と、各温度に対する補正率
の値とを関連づけて記憶している。この補正率の値は、実験等により予め得られたもので
ある。
【００３４】
　なお、補正テーブル記憶部４６は、二次電池１１～１３が特性を同一とする二次電池で
ある場合は、一種類の補正テーブルを記憶すればよい。また、二次電池１１～１３が各々
特性の異なる二次電池である場合は、二次電池１１～１３の各々に対応する補正テーブル
を記憶すればよい。
【００３５】
　負荷装置１００は、負荷部１１０、通電通知スイッチ１２０、及び端子部１３０を備え
ている。負荷部１１０は、電池パック１から供給される電気エネルギーを機械運動に変換
する電動機等から構成され、二次電池１１～１３を放電させる。
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【００３６】
　通電通知スイッチ１２０は、操作者の操作により負荷部１１０が駆動されたときにオン
され、負荷部１１０が駆動されていないときオフとされる。具体的には、通電通知スイッ
チ１２０は、負荷装置１００として電動工具が採用される場合、電動工具を駆動させる操
作レバーが操作者によりオンされたときにオンされる。また、通電通知スイッチ１２０は
、負荷装置１００として電動機付き自転車が採用される場合、自転車のペダルが漕がれて
いるときにオンされる。更に、通電通知スイッチ１２０は、負荷装置１００として電動車
椅子が採用される場合、電動車椅子の操作レバーが操作者によりオンされたときオンされ
る。更に、通電通知スイッチ１２０は、負荷装置１００として電動自動車が採用される場
合、操作者によりアクセルが踏まれているときにオンさされる。
【００３７】
　端子部１３０は、プラス端子１３１、スイッチ端子１３２、及びマイナス端子１３３を
備えている。スイッチ端子１３２は、通電通知スイッチ１２０がオンされたとき、負荷部
１１０を駆動させるために負荷部１１０に流れる駆動信号を通電通知信号として電池パッ
ク１に出力する。
【００３８】
　図２に示すように充電装置２００は、本体部２１０、端子部２２０を備えている。本体
部２１０は、インバータ等から構成され、家庭用の交流電圧を直流電圧に変換して電池パ
ック１に出力し、二次電池１１～１３を充電する。端子部２２０は、プラス端子２２１及
びマイナス端子２２２を備えている。
【００３９】
　本実施の形態では、電圧検出線６０及び残容量算出部４３が電圧検出手段に相当し、電
流センサ３０が電流検出手段に相当し、状態検出部４１が状態検出手段に相当し、通電検
出端子２４が受信手段に相当し、残量容量算出部４３及び残容量テーブル記憶部４４が残
容量算出手段に相当し、補正部４５及び補正テーブル記憶部４６が補正手段に相当する。
【００４０】
　次に、本実施の形態による電池パック１の動作について、図３に示すフローチャートを
用いて説明する。まず、ステップＳ１において、状態検出部４１が二次電池１１～１３を
放電状態と判定した場合（Ｓ１でＹＥＳ）、ステップＳ４に処理を進め、二次電池１１～
１３を充電状態にあると判定した場合（Ｓ１でＮＯ、Ｓ２でＹＥＳ）、残容量算出部４３
は、電流センサ３０から出力された電流検出信号が示す電流値を積算し、電流積算法によ
り二次電池１１～１３の残容量を算出する（Ｓ３）。
【００４１】
　ステップＳ４において、通電検出端子２４が通電通知信号を受信している場合（Ｓ４で
ＹＥＳ）、通電判定部４２は、二次電池１１～１３は通電状態であると判定し（Ｓ７）、
処理が終了される。この場合、残容量算出部４３は残容量を算出しない。
【００４２】
　一方、ステップＳ４において、通電検出端子２４が通電通知信号を受信していない場合
（Ｓ４でＮＯ）、通電判定部４２は、二次電池１１～１３は非通電状態であると判定する
（Ｓ５）。
【００４３】
　ステップＳ６において、残容量算出部４３は、二次電池１１～１３の各々の電圧を取得
し、取得した二次電池１１～１３の電圧に対する残容量を、残容量テーブル記憶部４４を
参照することにより特定し、特定した残容量を加算して二次電池１１～１３のトータルの
残容量を算出する。すなわち、電圧監視法により二次電池１１～１３の残容量を算出する
。
【００４４】
　ステップＳ８において、残容量算出部４３は、温度センサ５０により検出された二次電
池１１～１３の温度を取得する。ステップＳ９において、残容量算出部４３は、取得した
温度に対する補正率を取得し、取得した補正率をステップＳ３又はＳ６で算出した残容量
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に乗じることにより補正残容量を算出し、処理が終了される。なお、算出された補正残容
量は、負荷装置１００、或いは充電装置２００に通知され、負荷装置１００の表示部（図
略）或いは充電装置２００の表示部（図略）に表示される。
【００４５】
　以上説明したように、本実施の形態による電池パックによれば、二次電池１１～１３が
充電状態にある場合は、電流積算法により二次電池１１～１３の残容量が算出されている
。そのため、大電流を高精度に計測できる電流センサを用いなくとも、二次電池１１～１
３の残容量を正確に検出することができる。また、二次電池１１～１３が放電状態にある
場合は、非通電状態にあるときに、電圧監視法により二次電池１１～１３の残容量が算出
されている。その結果、残容量を正確に算出することができる。
【００４６】
　なお、上記実施の形態では、負荷装置１００として電動工具等を例示したが、これに限
定されず、ノート型パソコン、携帯電話等のモバイル機器を採用してもよい。また、上記
実施の形態では、充電用マイナス端子２２と放電用マイナス端子２３とを別端子としたが
、これに限定されず、同一の端子としてもよい。この場合、電池パック１に対して充電装
置２００、或いは負荷装置１００が接続されているか否かを通知する操作スイッチを設け
ればよい。
【００４７】
　具体的には、この操作スイッチは、電池パック１に充電装置２００が接続されている場
合は、操作者により充電側に倒され、制御部４０に充電装置２００が接続されていること
を示す信号を出力する。一方、この操作スイッチは、電池パック１に負荷装置１００が接
続されている場合は、操作者により放電側に倒され、制御部４０に負荷装置１００が接続
されていることを示す信号を出力する。そして、状態検出部４１は、この信号を基に、電
池パック１が充電状態であるか放電状態であるかを検出する。
【００４８】
　上記実施の形態では、負荷部１１０は、駆動状態にあるとき通電信号を出力していたが
、これに限定されず、図４に示すように負荷部１１０とスイッチ端子１３２との間に通電
判定部１４０を設け、通電判定部１４０から通電通知信号を電池パック１に出力するよう
にしてもよい。図４において、負荷部１１０はトリガースイッチ１５０を備える電動工具
である。通電判定部１４０はＣＰＵ及びコンパレータ等から構成され、トリガースイッチ
１５０がオンされると、そのとき負荷部１１０に流れる電気信号を受信し、この電気信号
が一定の値より大きい場合、負荷部１１０は通電状態にあると判定し、通電状態を通知す
る通電通知信号を生成して、電池パック１に出力する。一方、通電判定部１４０は、非通
電状態であると判定した場合、非通電を示す通電通知信号を生成して、電池パック１に出
力する。この場合、通電判定部４２は、通電通知信号をデコードすることにより、通電及
び非通電を判定する。
【００４９】
　上記実施の形態では、残容量算出部４３は、残容量テーブル記憶部４４を参照して二次
電池１１～１３の残容量を算出していたがこれに限定されず、二次電池１１～１３の電圧
と残容量との関係を示す関数を記憶し、この関数に電圧検出線６０を介して取得された二
次電池１１～１３の電圧を入力することにより、二次電池１１～１３の残容量を算出して
もよい。
【００５０】
　上記実施の形態では、補正部４５は、補正テーブル記憶部４６を参照して残容量を補正
していたが、これに限定されず、温度と補正率との関係を示す関数を記憶し、この関数に
温度センサ５０により検出された二次電池１１～１３の温度を入力することにより補正率
を算出してもよい。更に、残容量及び温度と補正残容量との関係を示す関数を記憶し、こ
の関数に温度センサ５０により検出された温度及び残容量算出部４３により算出された残
容量を入力して補正残容量を算出してもよい。
【００５１】
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　次に、本発明の他の実施の形態について説明する。なお、他の実施の形態において、上
述した実施の形態と同一のものは同一の符号を付して説明を省略する。図５は他の実施の
形態による電池パックの構成を示すブロック図である。他の実施の形態による電池パック
１は、電流センサ３０が充電装置２００の本体部２１０及びマイナス端子２２２間に接続
されている。また、充電装置２００は送信部２３０を備えている。
【００５２】
　送信部２３０は電流センサ３０により検出された電流値を示す電流通知信号を生成し、
所定の時間間隔で電池パック１に送信する。具体的には、送信部２３０は、電流通知信号
を送信する端子２２３を備え、電池パック１及び充電装置２００が接続されると、端子２
２３及び通電検出端子２４が接続される。これにより、制御部４０は、送信部２３０で生
成された電流通知信号を通電検出端子２４を介して受信することができる。なお、電池パ
ック１に電流通知信号を受信する専用の端子を別途設けてもよい。この場合、端子２２３
はこの別途設けられた端子に接続され、制御部４０は別途設けられた端子を介して電流通
知信号を受信する。
【００５３】
　状態検出部４１ａは、検出線７０ａに電流が流れた場合、二次電池１１～１３は充電状
態にあると判定し、検出線７０ｂに電流が流れた場合、二次電池１１～１３は放電状態に
あると判定し、二次電池１１～１３が充電状態にあるか放電状態にあるかを検出する。
【００５４】
　残容量算出部４３ａは、状態検出部４１ａにより二次電池１１～１３が充電状態にある
ことが検出された場合は、送信部２３０から送信された電流通知信号に従って、電流積算
法により二次電池１１～１３の残容量を算出する。詳細には、残容量算出部４３ａは、所
定の時間間隔で送信部２３０から送信される電流通知信号を受信し、受信した電流通知信
号が示す電流値を積算することにより二次電池１１～１３の残容量を算出する。
【００５５】
　また、残容量算出部４３ａは、状態検出部４１ａにより二次電池１１～１３が放電状態
にあることが検出され、かつ、通電判定部４２により二次電池１１～１３が非通電状態に
あると判定された場合、電圧検出線６０を介して二次電池１１～１３の各々の電圧を取得
し、取得した各々の電圧に対する残容量を残容量テーブル記憶部４４を参照することによ
り特定し、特定した残容量を加算することにより二次電池１１～１３のトータルの残容量
を算出する。
【００５６】
　このように他の実施の形態による電池パック１によれば、電流センサ３０が充電装置２
００側に設けられているため、電池パック１の低コスト化を図ることができる。
【産業上の利用可能性】
【００５７】
　本発明による電池パックは、負荷変動が大きな負荷装置が接続されている場合であって
も高価な電流センサを用いることなく正確に二次電池の残容量を検出することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】負荷装置が接続された電池パックのブロック図を示す。
【図２】充電装置が接続された電池パックのブロック図を示す。
【図３】電池パックの動作を示すフローチャートである。
【図４】負荷部とスイッチ端子との間に通電判定部を設けた場合のブロック図を示す。
【図５】他の実施の形態による電池パックのブロック図を示す。
【符号の説明】
【００５９】
１　電池パック
１０　二次電池ブロック
１１～１３　二次電池
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２０　端子部
２１　プラス端子
２２　充電用マイナス端子
２３　放電用マイナス端子
２４　通電検出端子
３０　電流センサ
４０　制御部
４１　状態検出部
４２　通電判定部
４３　残容量算出部
４４　残容量テーブル記憶部
４５　補正部
４６　補正テーブル記憶部
５０　温度センサ
６０　電圧検出線
１００　負荷装置
２００　充電装置
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