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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電池パックと電気的に接続可能な第１の端子と、駆動開始のためのスイッチを有する電
動工具と電気的に接続可能な第２の端子とを有するアダプタであって、
　前記第１の端子と前記第２の端子間に接続されたスイッチング手段と、該スイッチング
手段のスイッチング周波数とデューティを変化させて前記スイッチング手段のスイッチン
グ動作を制御するためのスイッチング制御手段と、を有し、前記電動工具のスイッチがオ
ンされたときに、前記電池パックの電圧を前記第１の端子を介して入力し、前記入力電圧
の実効電圧を変換して前記第２の端子から出力する実効電圧変換手段と、
　前記スイッチング制御手段に定電圧を供給する定電圧手段と、
　前記スイッチの動作に対応して前記定電圧手段に電源電圧を供給する電源供給手段と、
を備えたことを特徴とするアダプタ。
【請求項２】
　前記定電圧手段から定電圧が供給されると共に、前記電源供給手段の電源電圧の供給を
保持する電源供給保持手段を有することを特徴とする請求項１記載のアダプタ。
【請求項３】
　前記電源供給保持手段は、前記電源供給手段の電源供給を監視し、前記電動工具が前記
第２の端子に接続されているか否かに応じて前記電源供給手段を遮断することを特徴とす
る請求項２記載のアダプタ。
【請求項４】
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　前記電源供給保持手段は、前記電源供給手段の電源供給時間を計測し、所定時間経過し
た際に前記電源供給手段を遮断することを特徴とする請求項３記載のアダプタ。
【請求項５】
　前記電池パックの状態信号を入力する第３の端子を有し、該第３の端子に入力される信
号に基づいて前記第１の端子と前記第２の端子間を遮断する保護手段を有することを特徴
とする請求項１記載のアダプタ。
【請求項６】
　前記保護手段は、前記第１の端子と前記第２の端子間に接続されるスイッチング手段か
らなり、前記第３の端子に入力される過放電信号あるいは過電流信号によって遮断される
こと特徴とする請求項５記載のアダプタ。
【請求項７】
　複数の素電池からなる電池組と、駆動開始のためのスイッチを有する電動工具と電気的
に接続可能な第１の端子とを有する電池パックと、
　前記第１の端子と電気的に接続可能な第２の端子と、前記電動工具と電気的に接続可能
な第３の端子とを有するアダプタからなる電池パックとアダプタとの組み合わせであって
、
　前記アダプタは、
　前記第２の端子と前記第３の端子間に接続されたスイッチング手段と、該スイッチング
手段のスイッチング周波数とデューティを変化させて前記スイッチング手段のスイッチン
グ動作を制御するためのスイッチング制御手段と、を有し前記電動工具のスイッチがオン
されたときに、前記電池パックの電圧を前記第２の端子を介して入力し、前記入力電圧の
実効電圧を変換して前記第３の端子から出力する実効電圧変換手段と、
　前記スイッチング制御手段に定電圧を供給する定電圧手段と、
　前記スイッチの動作に対応して前記定電圧手段に電源電圧を供給する電源供給手段と、
を備えたことを特徴とする電池パックとアダプタとの組み合わせ。
【請求項８】
　前記アダプタは、前記定電圧手段から定電圧が供給されると共に、前記電源供給手段の
電源電圧の供給を保持する電源供給保持手段を有することを特徴とする請求項７記載の電
池パックとアダプタの組み合わせ。
【請求項９】
　前記電源供給保持手段は、前記電源供給手段の電源供給を監視し、前記電動工具が前記
第３の端子に接続されているか否かに応じて前記電源供給手段を遮断することを特徴とす
る請求項８記載の電池パックとアダプタとの組み合わせ。
【請求項１０】
　前記電源供給保持手段は、前記電源供給手段の電源供給時間を計測し、所定時間経過し
た際に前記電源供給手段を遮断することを特徴とする請求項９記載の電池パックとアダプ
タとの組み合わせ。
【請求項１１】
　前記電池パックは、前記電池組の状態を監視する第１の保護手段と、該第１の保護手段
からの信号を出力する第４の端子とを有し、
　前記アダプタは、該第４の端子と電気的に接続される第５の端子を有し、該第５の端子
に入力される信号に基づいて前記第２の端子と前記第３の端子間を遮断する第２の保護手
段を有することを特徴とする請求項７記載の電池パックとアダプタの組み合わせ。
【請求項１２】
　前記第２の保護手段は、前記第２の端子と前記第３の端子間に接続されたスイッチング
手段からなり、
　前記第１の保護手段は、前記電池組の過放電あるいは過電流を監視し、前記第４の端子
から出力される過放電信号あるいは過電流信号によって前記第２の保護手段を遮断するこ
と特徴とする請求項１１記載の電池パックとアダプタとの組み合わせ。
【請求項１３】
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　電動機と、
　該電動機と直列に接続されたスイッチと、
　前記電動機の駆動源となる電池パックと、
　前記電池パックと電気的に接続可能な第１の端子と、該第１の端子から入力される電圧
を前記電動機に出力する第２の端子とを有するアダプタを用いた電動工具であって、
　前記アダプタは、
　前記前記第１の端子と前記第２の端子間に接続されたスイッチング手段と、該スイッチ
ング手段のスイッチング周波数とデューティを変化させて前記スイッチング手段のスイッ
チング動作を制御するためのスイッチング制御手段と、を有し前記スイッチがオンされた
ときに、前記電池パックの電圧を前記第１の端子を介して入力し、前記入力電圧の実効電
圧を変換して前記第２の端子から出力する実効電圧変換手段と、
　前記スイッチング制御手段に定電圧を供給する定電圧手段と、
　前記スイッチの動作に対応して前記定電圧手段に電源電圧を供給する電源供給手段と、
を備えたことを特徴とする電動工具。
【請求項１４】
　前記アダプタは、前記定電圧手段から定電圧が供給されると共に、前記電源供給手段の
電源電圧の供給を保持する電源供給保持手段を有することを特徴とする請求項１３記載の
電動工具。
【請求項１５】
　前記電源供給保持手段は、前記電源供給手段の電源供給を監視し、前記電動機が前記第
２の端子に電気的に接続されているか否かに応じて前記電源供給手段を遮断することを特
徴とする請求項１４記載の電動工具。
【請求項１６】
　前記電源供給保持手段は、前記電源供給手段の電源供給時間を計測し、所定時間経過し
た際に前記電源供給手段を遮断することを特徴とする請求項１５記載の電動工具。
【請求項１７】
　前記電池パックは、複数の素電池からなる電池組と、該電池組の状態を監視する第１の
保護手段と、該第１の保護手段からの信号を出力する第３の端子とを有し、
　前記アダプタは、該第３の端子と電気的に接続される第４の端子を有し、該第４の端子
に入力される信号に基づいて前記第１の端子と前記第２の端子間を遮断する第２の保護手
段を有することを特徴とする請求項１３記載の電動工具。
【請求項１８】
　前記第２の保護手段は、前記第１の端子と前記第２の端子間に接続されたスイッチング
手段からなり、
　前記第１の保護手段は、前記電池組の過放電あるいは過電流を監視し、前記第３の端子
から出力される過放電信号あるいは過電流信号によって前記第２の保護手段を遮断するこ
とを特徴とする請求項１７記載の電動工具。
【請求項１９】
　電池パックと電気的に接続可能な第１の端子と、
　駆動開始のためのスイッチを有する電動工具と電気的に接続可能な第２の端子と、
　前記第１の端子と前記第２の端子との間に接続されたスイッチング手段と、前記スイッ
チング手段のオン・オフのタイミングを制御するスイッチング制御手段と、を有し、前記
電動工具のスイッチがオンされたときに、前記電池パックから前記第１の端子を介して入
力された電圧の実効電圧を変換して降圧し前記第２の端子に出力する実効電圧変換手段と
、
　前記電動工具のトリガのオン・オフに応じて前記実効電圧変換手段への電圧の供給を遮
断する遮断手段と、を備えたことを特徴とするアダプタ。
【請求項２０】
　前記実効電圧変換手段は、トランスを備えたことを特徴とする請求項１９に記載のアダ
プタ。
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【請求項２１】
　前記実効電圧変換手段は、
　前記第１の端子と前記第２の端子との間に接続されたスイッチング手段と、
　前記スイッチング手段のオン・オフのタイミングを制御するスイッチング制御手段と、
　前記スイッチング手段から出力された電圧を昇圧する昇圧回路と、
を備えたことを特徴とする請求項１９に記載のアダプタ。
【請求項２２】
　前記実効電圧変換手段による変換の程度を外部より指示するための指示部を更に備えた
ことを特徴とする請求項１９に記載のアダプタ。
【請求項２３】
　前記電動工具に形成された工具係合部に係合可能な係合部を更に備え、前記指示部は、
前記係合部に設けられていることを特徴とする請求項２２に記載のアダプタ。
【請求項２４】
　前記指示部は、前記実効電圧変換手段に指示する変換の程度に応じて位置の変化する突
起部を備えており、前記指示部に指示された変換の程度が所定の場合には、前記突起部は
、前記係合部が前記工具係合部に係合されるのを防止する位置に配置されることを特徴と
する請求項２３に記載のアダプタ。
【請求項２５】
　前記突起部は、前記係合部の前記電動工具への係合方向と直交方向に回動することによ
り位置を変化させることを特徴とする請求項２４に記載のアダプタ。
【請求項２６】
　前記指示部は、前記突起部を所定の位置に付勢するスプリングを備えたことを特徴とす
る請求項２４に記載のアダプタ。
【請求項２７】
　前記電動工具に形成された工具係合部に係合可能な係合部と、
　前記係合部に設けられ、前記実効電圧変換手段による変換の程度を外部より指示するた
めの指示部と、
を更に備え、
　前記指示部は、前記実効電圧変換手段に指示する変換の程度に応じて位置の変化する突
起部を備えており、前記指示部に指示された変換の程度が所定の場合には、前記突起部は
、前記係合部が前記工具係合部に係合されるのを防止する位置に配置されることを特徴と
する請求項１９に記載のアダプタ。
【請求項２８】
　前記第２の端子に接続された充電器により前記第１の端子に接続された前記電池パック
を充電する際に、前記電池パックからの前記電池パックの過充電を示す信号を受け取るた
めの過充電検出端子と、
　前記第２の端子に接続された充電器により前記第１の端子に接続された前記電池パック
を充電する際に、前記電池パックからの前記電池パックの電池温度を示す信号を受け取る
ための電池温度検出端子と、
　前記第２の端子に接続された充電器により前記第１の端子に接続された前記電池パック
を充電する際に、前記電池パックからの前記電池パックの有する素電池の数を示す信号を
受け取るための識別端子と、
を備えたことを特徴とする請求項１９に記載のアダプタ。
【請求項２９】
　前記第２の端子に接続された充電器により前記第１の端子に接続された前記電池パック
を充電する際に、前記実効電圧変換手段を回避して前記充電器からの電力を前記電池パッ
クに供給する回避手段を更に備えたことを特徴とする請求項２８に記載のアダプタ。
【請求項３０】
　前記実効電圧変換手段は、前記第１の端子と前記第２の端子との間に接続されたスイッ
チング手段を備え、
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　前記回避手段は、前記スイッチング手段に並列に接続され、カソードが前記第２の端子
にアノードが前記第１の端子に接続されたダイオードであることを特徴とする請求項２９
に記載のアダプタ。
【請求項３１】
　前記電池パックと接続可能な第３の端子と、
　前記第３の端子と直結し、充電器と接続可能な第４の端子と、
を更に備え、
　前記第２の端子に接続された充電器からの電力により前記第１の端子に接続された前記
電池パックを充電する際には、前記第１の端子と前記第３の端子とに前記電池パックが、
前記第２の端子と前記第４の端子に前記充電器が接続されることを特徴とする請求項２９
に記載のアダプタ。
【請求項３２】
　前記電池パックに形成された係合部と係合可能なスライド部と、
　前記電動工具に形成された係合穴と係合可能な挿入部と、
を備えたことを特徴とする請求項１９に記載のアダプタ。
【請求項３３】
　前記電池パックに形成された第１係合部と係合可能な第１スライド部と、
　前記電動工具に形成された第２係合部と係合可能な第２スライド部と、
を備えたことを特徴とする請求項１９に記載のアダプタ。
【請求項３４】
　前記電池パックに形成された挿入部と係合可能な係合部と、
　前記電動工具に形成された係合部と係合可能なスライド部と、
を備えたことを特徴とする請求項１９に記載のアダプタ。
【請求項３５】
　前記電池パックに形成された挿入部と係合可能な係合部と、
　前記電動工具に形成された係合穴と係合可能な挿入部と、
を備えたことを特徴とする請求項１９に記載のアダプタ。
【請求項３６】
　前記電池パックからの前記電池パックの過放電を示す信号に応じて前記電池パックから
の電圧の供給を遮断する遮断手段を備えたことを特徴とする請求項１９に記載のアダプタ
。
【請求項３７】
　前記電池パックから供給される電圧を検出するための電池電圧検出手段を更に備え、前
記遮断手段は、前記電池電圧検出手段により検出された電圧が所定値以下の場合に前記電
池パックからの電圧の供給を遮断することを特徴とする請求項３６に記載のアダプタ。
【請求項３８】
　前記実効電圧変換手段は、
　前記第１の端子と前記第２の端子との間に接続されたスイッチング手段と、
　前記スイッチング手段の温度を検出するための温度検出手段と、
　前記温度検出手段により検出された温度が所定値以上の場合に前記スイッチング手段を
オフさせるスイッチング制御手段と、
を更に備えたことを特徴とする請求項３６に記載のアダプタ。
【請求項３９】
　前記電池パックは、前記電池組の過放電あるいは過電流を監視する保護手段を有し、
　該保護手段から充電停止信号が入力された場合であって、前記電池電圧検出手段で検出
された電池電圧が所定値以上の場合には、前記充電停止信号を無効にすることを特徴とす
る請求項３６に記載のアダプタ。
【請求項４０】
　請求項１９に記載のアダプタと、
　前記第１の端子と電気的に接続可能な電池パックと、
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を備えたことを特徴とするアダプタと電池パックの組み合わせ。
【請求項４１】
　請求項１９に記載のアダプタと、
　前記第２の端子と電気的に接続可能な電動工具と、
を備えたことを特徴とするアダプタと電池パックの組み合わせ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、２次電池、特に、リチウム電池（リチウムイオン電池を含む）等の電池パッ
クを、形状または駆動電圧の異なる駆動装置にも適応できるようにするためのアダプタ、
アダプタと電池パックとの組み合わせ、及びそれらを備えた電動工具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　コードレス電動工具を駆動する電源として、ニッケル水素電池やニカド電池等の比較的
高容量化された２次電池が使用されている。さらに、高容量化および軽量化された２次電
池として、リチウムイオン電池を含むリチウム電池が実用化されつつある。
【０００３】
　リチウム電池のセル公称電圧は、広く実用に供されているニッケル水素電池やニカド電
池に比較すると約３倍高い。基本的にニカド電池、及びニッケル水素電池は１．２Ｖであ
り、リチウム電池は３．６Ｖであり、そのエネルギ密度はニカド電池の約３倍という性能
を持つとともに、小形軽量であるという特徴を有する。さらに、放電効率も良く、比較的
低温環境の中でも放電が可能で、広い温度範囲で安定した電圧を得ることができる特徴を
有する。
【０００４】
　一方、コードレス電動工具は古くから多くの機種で１２Ｖ（ニカド電池、ニッケル水素
電池１．２Ｖを直列に１０本接続）の組電池が多く用いられている。しかしながら、リチ
ウム電池だけで組電池を構成した場合、リチウム電池のセル公称電圧は３．６Ｖであり、
リチウム電池を直列に接続しても３．６Ｖの倍数となってしまうため、従来から用いられ
ている定格電圧が１２Ｖのコードレス電動工具に対応する電池パックを実現することがで
きず、特許文献1に開示されているように、リチウム電池とニカドまたはニッケル水素電
池との組み合わせで１２Ｖの電池パックを構成する方法が提案されている。
【０００５】
　また、コードレス電動工具と電池パックとの接続方法としては、コードレス電動工具側
に中空の空間部を設け、その空間部に電池パック側に形成した挿入部を差し込んで接続す
る差込方式や、例えばコードレス電動工具側に設けた溝を電池パック側に設けたレールに
組み合わせた状態でスライドさせて接続するスライド方式等が用いられている。
【特許文献１】特開２００５－１６０２３３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述したようなリチウム電池とニカド電池またはニッケル水素電池との組み合わせによ
って組電池を構成する場合、特許文献１に述べられているように、夫々の充電制御方式が
異なり、また電池の夫々の容量や自己放電レベルが異なるので、それら種々の問題を解決
するためには多くの複雑な充電制御や自己放電制御が必要になる。
【０００７】
　また、上記のように異なる接続方式のコードレス電動工具と電池パックとは互いに直接
には接続できず使用不可能であるため、電動工具の接続部の種類に合う電池パックを用意
しなければならないという問題もある。一方、アダプタを用いて接続部が適合しない電池
パックを電動工具に接続可能にすると、電池パックの出力電圧が電動工具の定格電圧より
も高い場合にも接続が可能になる場合が生じ、電動工具に定格電圧を超える電圧が印加さ
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れてしまうという危険性がある。
【０００８】
　さらに、電動工具の使用時には、場合によって過電流が流れたり、過放電が生じたり、
電池パックの充電時には過充電が生じたりするという問題があり、安全に使用するための
方策が求められている。
【０００９】
　従って、本発明の目的は、リチウム電池の通常の組み合わせでは実現することが出来な
い所定の電圧を出力することが可能な電池パックに接続するアダプタ、電池パックとアダ
プタの組み合わせ、及び電動工具を提供することにある。
【００１０】
　また、電動工具と接続部が適合しない電池パックを電動工具に機械的に接続を可能にす
るとともに、電池パックの電圧を電動工具の定格電圧に合う電圧に変換して出力可能であ
るとともに、安全に使用できるアダプタ、電池パックとアダプタの組み合わせ、及び電動
工具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】
【００１１】
　上記課題を解決するために本発明に従って開示される発明のうち、代表的なものの特徴
を説明すれば、次のとおりである。
【００１２】
　本発明の一つの特徴によれば、電池パックと電気的に接続可能な第１の端子と、駆動開
始のためのスイッチを有する電動工具と電気的に接続可能な第２の端子とを有するアダプ
タであって、前記第１の端子と前記第２の端子間に接続されたスイッチング手段と、該ス
イッチング手段のスイッチング周波数とデューティを変化させて前記スイッチング手段の
スイッチング動作を制御するためのスイッチング制御手段と、を有し、前記電動工具のス
イッチがオンされたときに、前記電池パックの電圧を前記第１の端子を介して入力し、前
記入力電圧の実効電圧を変換して前記第２の端子から出力する実効電圧変換手段と、前記
スイッチング制御手段に定電圧を供給する定電圧手段と、前記スイッチの動作に対応して
前記定電圧手段に電源電圧を供給する電源供給手段と、を備える。
【００１６】
　本発明の他の特徴によれば、前記定電圧手段から定電圧が供給されると共に、前記電源
供給手段の電源電圧の供給を保持する電源供給保持手段を有する。
【００１７】
　本発明の他の特徴によれば、前記電源供給保持手段は、前記電源供給手段の電源供給を
監視し、前記電動工具が前記第２の端子に接続されているか否かに応じて前記電源供給手
段を遮断する
【００１８】
　本発明の他の特徴によれば、前記電源供給保持手段は、前記電源供給手段の電源供給時
間を計測し、所定時間経過した際に前記電源供給手段を遮断する。
【００１９】
　本発明の他の特徴によれば、前記電池パックの状態信号を入力する第３の端子を有し、
該第３の端子に入力される信号に基づいて前記第１の端子と前記第２の端子間を遮断する
保護手段を有する。
【００２０】
　本発明の他の特徴によれば、前記保護手段は、前記第１の端子と前記第２の端子間に接
続されるスイッチング手段からなり、前記第３の端子に入力される過放電信号あるいは過
電流信号によって遮断される。
【００２１】
　本発明の更に他の特徴によれば、複数の素電池からなる電池組と、駆動開始のためのス
イッチを有する電動工具と電気的に接続可能な第１の端子とを有する電池パックと、前記
第１の端子と電気的に接続可能な第２の端子と、前記電動工具と電気的に接続可能な第３
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の端子とを有するアダプタからなる電池パックとアダプタとの組み合わせであって、前記
アダプタは、前記第２の端子と前記第３の端子間に接続されたスイッチング手段と、該ス
イッチング手段のスイッチング周波数とデューティを変化させて前記スイッチング手段の
スイッチング動作を制御するためのスイッチング制御手段と、を有し前記電動工具のスイ
ッチがオンされたときに、前記電池パックの電圧を前記第２の端子を介して入力し、前記
入力電圧の実効電圧を変換して前記第３の端子から出力する実効電圧変換手段と、記スイ
ッチング制御手段に定電圧を供給する定電圧手段と、前記スイッチの動作に対応して前記
定電圧手段に電源電圧を供給する電源供給手段と、を備える。
【００２２】
　本発明の更に他の特徴によれば、電動機と、該電動機と直列に接続されたスイッチと、
前記電動機の駆動源となる電池パックと、前記電池パックと電気的に接続可能な第１の端
子と、該第１の端子から入力される電圧を前記電動機に出力する第２の端子とを有するア
ダプタを用いた電動工具であって、前記アダプタは、前記前記第１の端子と前記第２の端
子間に接続されたスイッチング手段と、該スイッチング手段のスイッチング周波数とデュ
ーティを変化させて前記スイッチング手段のスイッチング動作を制御するためのスイッチ
ング制御手段と、を有し前記スイッチがオンされたときに、前記電池パックの電圧を前記
第１の端子を介して入力し、前記入力電圧の実効電圧を変換して前記第２の端子から出力
する実効電圧変換手段と、前記スイッチング制御手段に定電圧を供給する定電圧手段と、
前記スイッチの動作に対応して前記定電圧手段に電源電圧を供給する電源供給手段と、を
備える。
【００２３】
　本発明の更に他の特徴によれば、電池パックと電気的に接続可能な第１の端子と、駆動
開始のためのスイッチを有する電動工具と電気的に接続可能な第２の端子と、前記第１の
端子と前記第２の端子との間に接続されたスイッチング手段と前記スイッチング手段のオ
ン・オフのタイミングを制御するスイッチング制御手段とを有し、前記電動工具のスイッ
チがオンされたときに、前記電池パックから前記第１の端子を介して入力された電圧の実
効電圧を変換して降圧し前記第２の端子に出力する実効電圧変換手段と、前記電動工具の
トリガのオン・オフに応じて前記実効電圧変換手段への電圧の供給を遮断する遮断手段と
、を備え、前記実効電圧変換手段は、前記電池パックから入力された電圧を降圧する。
【００２４】
　本発明の更に他の特徴によれば、前記実効電圧変換手段は、トランスを備える。このト
ランスは、前記スイッチング手段から出力された電圧を昇圧する。
【００２５】
　本発明の更に他の特徴によれば、前記実効電圧変換手段は、前記第１の端子と前記第２
の端子との間に接続されたスイッチング手段と、前記スイッチング手段のオン・オフのタ
イミングを制御するスイッチング制御手段と、前記スイッチング手段から出力された電圧
を昇圧する昇圧回路と、を備える。
【００２６】
　本発明の更に他の特徴によれば、前記実効電圧変換手段による変換の程度を外部より指
示するための指示部を更に備える。この指示部は、前記電動工具に形成された工具係合部
に係合可能な係合部に設けることができる。さらに前記指示部は、前記実効電圧変換手段
に指示する変換の程度に応じて位置の変化する突起部を備え、前記突起部は、前記係合部
が前記工具係合部に係合されるのを防止する位置に配置することができる。さらに、前記
突起部は、前記係合部の前記電動工具への係合方向と直交方向に回動することにより位置
を変化させる。さらに、前記指示部は、前記突起部を所定の位置に付勢するスプリングを
備える。
【００２７】
　本発明の更に他の特徴によれば、前記第２の端子に接続された充電器により前記第１の
端子に接続された前記電池パックを充電する際に、前記電池パックからの前記電池パック
の過充電を示す信号を受け取るための過充電検出端子と、前記第２の端子に接続された充
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電器により前記第１の端子に接続された前記電池パックを充電する際に、前記電池パック
からの前記電池パックの電池温度を示す信号を受け取るための電池温度検出端子と、前記
第２の端子に接続された充電器により前記第１の端子に接続された前記電池パックを充電
する際に、前記電池パックからの前記電池パックの有する素電池の数を示す信号を受け取
るための識別端子とを備える。このとき、前記実効電圧変換手段を回避して前記充電器か
らの電力を前記電池パックに供給する回避手段を更に備えてもよい。
【００２８】
　本発明の更に他の特徴によれば、前記実効電圧変換手段は、前記第１の端子と前記第２
の端子との間に接続されたスイッチング手段を備え、前記回避手段は、前記スイッチング
手段に並列に接続され、カソードが前記第２の端子にアノードが前記第１の端子に接続さ
れたダイオードである。
【００２９】
　本発明の更に他の特徴によれば、前記電池パックと接続可能な第３の端子と、前記第３
の端子と直結し、充電器と接続可能な第４の端子とを更に備え、前記第２の端子に接続さ
れた充電器からの電力により前記第１の端子に接続された前記電池パックを充電する際に
は、前記第１の端子と前記第３の端子とに前記電池パックが、前記第２の端子と前記第４
の端子に前記充電器が接続される。
【００３０】
　本発明の更に他の特徴によれば、前記電池パックに形成された係合部と係合可能なスラ
イド部と、前記電動工具に形成された係合穴と係合可能な挿入部とを備える。
【００３１】
　本発明の更に他の特徴によれば、前記電池パックに形成された第１係合部と係合可能な
第１スライド部と、前記電動工具に形成された第２係合部と係合可能な第２スライド部と
、を備える。前記電池パックに形成された挿入部と係合可能な係合部と、前記電動工具に
形成された係合部と係合可能なスライド部と、を備えでもよい。前記電池パックに形成さ
れた挿入部と係合可能な係合部と、前記電動工具に形成された係合穴と係合可能な挿入部
と、を備えてもよい。
【００３２】
　本発明の更に他の特徴によれば、前記電動工具のトリガのオン・オフに応じて前記実効
電圧変換手段への電圧の供給を遮断する遮断手段を更に備える。前記電池パックからの前
記電池パックの過放電を示す信号に応じて前記電池パックからの電圧の供給を遮断する遮
断手段でもよく、前記電池パックから供給される電圧を検出するための電池電圧検出手段
を更に備え、前記遮断手段は、前記電池電圧検出手段により検出された電圧が所定値以下
の場合に前記電池パックからの電圧の供給を遮断してもよい。
【００３３】
　本発明の更に他の特徴によれば、前記実効電圧変換手段は、前記第１の端子と前記第２
の端子との間に接続されたスイッチング手段と、前記スイッチング手段の温度を検出する
ための温度検出手段と、前記温度検出手段により検出された温度が所定値以上の場合に前
記スイッチング手段をオフさせるスイッチング制御手段と、を更に備える。
【００３４】
　本発明の更に他の特徴によれば、前記電池パックは、前記電池組の過放電あるいは過電
流を監視する保護手段を有し、該保護手段から充電停止信号が入力された場合であって、
前記電池電圧検出手段で検出された電池電圧が所定値以上の場合には、前記充電停止信号
を無効にする。
【００３５】
　本発明の他の側面によるアダプタと電池パックの組み合わせは、前記アダプタと、前記
第１の端子と電気的に接続可能な電池パックと、を備える。
【００３６】
　また、本発明の他の側面によるアダプタと電池パックの組み合わせは、前記アダプタと
、前記第２の端子と電気的に接続可能な電動工具と、を備える。
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【発明の効果】
【００３７】
　本発明によれば、リチウム電池の組み合わせのみで、通常の組み合わせでは実現するこ
とが出来ない所定の電圧を出力することが可能な電池パックに接続することができ、電動
工具の使い勝手が向上する。
【００３８】
　また、本発明によれば、電動工具と接続部が適合しない電池パックを電動工具に機械的
に接続し、電動工具に適合する電圧を供給することが可能になる。
【００３９】
　さらに、本発明によれば、電池パックの電池電圧が変化しても安定して高精度な定電圧
を供給することができる。
【００４０】
　さらに、本発明によれば、電池パックの無駄なエネルギの消費を抑えることができ低消
費化を図ることができる。
【００４１】
　さらに、本発明によれば、電池パックの過放電、過電流を防止することができるので、
電池パックの安全性、寿命を確保することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４２】
（第１の実施の形態）
【００４３】
　以下、本発明の第１の実施形態について、図１から図１０を参照して詳細に説明する。
まず、図１から図９を参照しながら、電池パック１００をアダプタ１を介して電動工具２
００の電源として使用する際の機器の構成について説明する。
【００４４】
　図１から図９は、本発明の第１の実施形態に係るアダプタ１の構成および使用状態を示
した図である。アダプタ１は、電動工具２００と、電動工具２００の定格電圧と異なる電
圧を出力する電池パック１００とを機械的および電気的に接続し、使用可能とする機器で
ある。アダプタ１は、電池パック１００とはスライド式に接続され、電動工具２００とは
差し込み式に接続可能であるように構成されている。さらにアダプタ１は、電池パック１
００の出力電圧を電動工具２００の定格電圧に変換して供給し、電池パック１００による
電動工具２００の駆動を可能にしている。なお、電動工具２００に接続しようとする電池
パックがたとえ差し込み式であっても、電池パックの公称電圧が電動工具２００の定格電
圧より高い場合には、両者は直接接続されない構造となっている。
【００４５】
　図１から図３に示すように、第１の実施の形態においては、スライド式の電池パック１
００にアダプタ１をスライド方式によって着脱可能に装着して構成されている。上述のよ
うに、本実施の形態による電動工具２００は、差込式の不図示の電池パックを装着して使
用されるものであって、接続部として外方に向かって開口する不図示の収納空間（係合部
）が形成されており、図示しないが、この収納空間の奥部には、複数の端子を有する電気
接続部が設けられている。よって、電動工具２００をスライド式の電池パック１００を電
源として使用するには、アダプタ１を単体で電動工具２００に装着しておき、このアダプ
タ１に電池パック１００をスライド方式によって装着するか、あるいはアダプタ１を予め
装着して成るアダプタ付電池パック１００を電動工具２００に差込方式によって装着する
ことが行われる。
【００４６】
　以下、アダプタ１の構成を説明する。アダプタ１は、樹脂にて一体成形され、略直方体
を成す基部１Ａと、楕円筒状の挿入部１Ｂとを有している。基部１Ａの電池パック側接続
面（以下、下面という）は開口しており、開口部に対向する側の面の後部からは挿入部１
Ｂが一体に突設されている。また、アダプタ１の内部には不図示の回路基板が保持されて
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収納されている。
【００４７】
　挿入部１Ｂは、電動工具２００に形成された不図示の収納空間に挿入されるものであっ
て、挿入部１Ｂの電動工具側（以下、上部という）外周には、上記回路基板に連なる端子
９がそれぞれ露出している。また、挿入部１Ｂの側面には、指示部となるスイッチ５が設
けられている。
【００４８】
　端子９は、挿入部１Ｂが電動工具２００に形成された収納空間に挿入されると、収納空
間の奥部に設けられた電気接続部の端子に接続される。スイッチ５は、電動工具２００に
定格電圧以上の電圧を印加することを防止するため、予め定格電圧に適合する位置に合わ
せて設定しておく切換手段である。スイッチ５の詳細は後述する。
【００４９】
　基部１Ａの前面には、電動工具２００側との接続を固定する工具側ラッチ手段８として
、操作部８Ａと、該操作部８Ａの後端部に垂直に立設されたラッチ爪８Ｂとが設けられて
いる。また、基部１Ａには、後述する電池パック１００の電池側ラッチ手段１０９の受け
側部分(図示せず)が設けられている。図２に示すように、基部１Ａの下面は開口しており
、その下面の左右には、左右の側壁に沿って前後方向に延びる一対のレール７が平行に延
びている。
【００５０】
　左右一対のレール７は、電池パック１００が当該アダプタ１にスライド方式によって装
着されるときのガイドとしての機能と、装着された電池パック１００のアダプタ１からの
脱落を防ぐ係止機能を果たす。
【００５１】
　工具側ラッチ手段８の操作部８Ａと図示しない電池側ラッチ手段１０９の受け側部分と
は、ラッチ手段を付勢する加圧方向が一致しないように配置されている。具体的には、工
具側ラッチ手段８の操作部８Ａは、基部１Ａの前面に沿って設けられており、垂直に立設
されたラッチ爪８Ｂは図示しないスプリングで前方に付勢される。一方、電池パック１０
０の電池側ラッチ手段１０９の図示しない受け側部分は、基部１Ａの左右方向に付勢され
るように構成されている。
【００５２】
　そして、アダプタ１を電動工具２００から取り外すには、アダプタ１に設けられた工具
側ラッチ手段８の操作部８Ａをスプリングの付勢力に抗してアダプタ１の後方に押せば良
い。すると、ラッチ爪８Ｂの電動工具２００側の不図示の係合溝との係合が解除される。
【００５３】
　次に、電池パック１００の構成の詳細について説明する。電池パック１００は、樹脂に
て形成された略直方体のケースの内部に、後述するリチウムイオン電池等の充電可能な複
数の電池が収納されている。図１に示すように、電池パック１００のアダプタ側接続面（
以下、上面という）には接続部１０１が設けられている。更に、電池パック１００には、
電池側ラッチ手段１０９の操作部１０９Ａが左右の側壁に沿ってそれぞれ１つずつ計２つ
設けられている。
【００５４】
　接続部１０１には、端子挿入部１０３と左右一対のリブ１０５が設けられている。一対
のリブ１０５は、基部１Ａの左右の側壁に沿って前後方向平行に延びており、該リブ１０
５の下方には断面矩形の係合溝１０７が前後方向に互いに平行に形成されている。
【００５５】
　電池側ラッチ手段１０９には、不図示のラッチ爪が左右の係合溝１０７に突出して設け
られ、操作部１０９Ａが電池パック１００の内方に押圧されると、係合溝１０７から退避
する。このとき、アダプタ１をその左右のレール７が電池パック１００の左右の係合溝１
０７に後方から嵌合したまま前方へスライドさせると、該アダプタ１の左右のレール７が
電池パック１００の左右の係合溝１０７に係合することによってアダプタ１が電池パック
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１００に結合される。このとき、左右のラッチ爪は、図示しない付勢手段の復元力によっ
て外側方向へ突出してアダプタ１の係合溝７Ａに係合するため、アダプタ１が電池パック
１００に確実に装着される。上述のようにしてアダプタ１が電池パック１００に装着され
て、図３に示すようにアダプタ付電池パック１５０が組み立てられる。
【００５６】
　また、アダプタ１を電池パック１００から取り外すには、電池パック１００に設けられ
た電池側ラッチ手段１０９の左右の操作部１０９Ａをスプリングの付勢力に抗して電池パ
ック１００の内側方に押せば良い。すると、該ラッチ爪のアダプタ１側の係合溝７Ａとの
係合が解除されるため、アダプタ１を電池パック１００から取り外すことができる。
【００５７】
　図４に示すように、アダプタ１と電池パック１００とが接続されたアダプタ付電池パッ
ク１５０は、アダプタ１を上にしてその挿入部１Ｂを電動工具２００に形成された不図示
の収納空間に下方から挿入することによって、電動工具２００の下端に装着される。
【００５８】
　電動工具２００は、例えば電動ドリルであって、側面視Ｔ字状を成し、胴体部２００Ａ
と、胴体部２００Ａから略直角に延びるハンドル部２００Ｂとを有している。胴体部２０
０Ａの内部には駆動源としての不図示のモータが内蔵されており、胴体部２００Ａの前端
には先端工具保持部であるドリルチャック２００Ｃが回転可能に設けられ、このドリルチ
ャック２００Ｃに先端工具である例えばドリルビットが着脱可能に装着される。
【００５９】
　胴体部２００Ａからはハンドル部２００Ｂが略直角に延びており、このハンドル部２０
０Ｂの端部（図４の下端部）にはアダプタ付電池パック１５０が着脱可能に装着されてい
る。ハンドル部２００Ｂの上端前部の胴体部２００Ａとの接続部にはトリガスイッチ２０
２が設けられている。
【００６０】
　ところで、電動工具２００は、ハンドル部２００Ｂの下端に差込式の不図示の電池パッ
クを装着して使用されるものであって、上述のように、スライド式の電池パック１００を
電源として用いる際には、アダプタ１を用いて電動工具１に装着する。
【００６１】
　このとき、アダプタ１に設けられた工具側ラッチ手段８のラッチ爪８Ｂが電動工具２０
０側の不図示の係合溝（工具側ラッチ手段８の受け側部分）に係合することによってアダ
プタ付電池パック１５０の電動工具２００からの脱落が防がれるとともに、アダプタ１の
挿入部１Ｂの外周に配置された複数の端子９が電動工具２００のハンドル部２００Ｂの収
納空間に設けられた不図示の電気接続部の複数の端子に接続され、電池パック１００から
電動工具２００への給電が可能となる。
【００６２】
　また、アダプタ１又はアダプタ付電池パック１５０の電動工具２００のハンドル部２０
０Ｂに対する着脱は工具側ラッチ手段８によって行われ、アダプタ１と電池パック１００
との着脱は電池側ラッチ手段１０９によって行われる。
【００６３】
　なお、図５に示すように、スライド式の電池パック１００は、スライド式の電池パック
を直接接続可能な電動工具３００と直接接続可能である。電動工具３００は、胴体部３０
０Ａと、胴体部３００Ａから略直角に延びるハンドル部３００Ｂとを有している。胴体部
３００Ａの内部には駆動源としての不図示のモータが内蔵されており、胴体部３００Ａの
前端には先端工具保持部であるドリルチャック３００Ｃが回転可能に設けられ、このドリ
ルチャック３００Ｃに先端工具であるドリルビット３１０が着脱可能に装着される。
【００６４】
　ハンドル部３００Ｂの電池パック側接続部３００Ｄはスライド式になっており、上述し
たアダプタ１００の電池パック側接続部と同様の構成を有する。このとき、電池パック１
００と電動工具３００との接続は、電池パック１００とアダプタ１との接続と同様に可能
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である。
【００６５】
　続いて、スイッチ５の構成について説明する。図６および図７に示すように、アダプタ
１の挿入部１Ｂ側面に設けられたスイッチ５は、２つの位置５Ａまたは位置５Ｂに設定さ
れる。位置５Ａは、例えばアダプタ１で変換せず出力電圧が１４．４Ｖ、即ち電池電圧が
そのまま出力されることを表し、位置５Ｂは、アダプタ１で変換された出力電圧が例えば
１２Ｖであることを表す。なお、スイッチ５は、位置５Ａ（１４．４Ｖ）に設定されてい
る場合には、１２Ｖの電動工具、即ち、定格電圧が１４．４Ｖより小さい電動工具には接
続できないように誤挿入防止機能を有している。
【００６６】
　図８は、図７のＡ－Ａ面における断面図である。図８に示すように、スイッチ５は、回
動部８１に接続されている。回動部８１は、開口部８３を有する略扇形の平板であり、扇
形の中心に相当する固定部８１Ａを中心に所定角度回動可能に構成されている。図８（ａ
）および図８（ｂ）に示すように、開口部８３にはアダプタ１内に設けられた回路基板上
に設けられる後述するスイッチピン１５Ｃが挿入されており、回動部８１の回動に連動し
て端子１５Ａと端子１５Ｂとの間で回動する。なお、回動部８１には一端が回動可能に支
持されたバネ８５が接しており、バネ８５の他端は挿入部１Ｂ内に回動可能に支持され、
回動部８１を所定の位置（端子１５Ａと端子１５Ｂの位置）に付勢する。
【００６７】
　図８（ｂ）の位置では、スイッチ１５は端子１５Ａに接続された状態にあり、このとき
、スイッチ５は位置５Ａに設定され、アダプタ１で変換されて出力される電圧（実際には
変圧されず、出力電圧は電池電圧１４．４Ｖとなる）が１４．４Ｖであることを示してい
る。図８（ｄ）の位置では、スイッチ１５は端子１５Ｂに接続された状態にあり、このと
き、スイッチ５は位置５Ｂに設定され、変換電圧が１２Ｖであることを示している。
【００６８】
　図９に示すように、スイッチは別の形態でもよい。図９のスイッチ８７はスライド式の
スイッチであり、挿入部１Ｂに設けられたレール８９に沿って位置８７Ａから位置８７Ｂ
まで移動し、電動工具の定格電圧に合わせて変換する電圧を設定できる。このとき、図示
しない機構によりスイッチ１５が端子１５Ａと端子１５Ｂとの間で切り換えられるように
構成されている。よって、図８の場合と同様に出力電圧を選択することができる。
【００６９】
　次に、本発明の第１の実施の形態によるアダプタ１と、それに接続される電池パック１
００と１２Ｖの電動工具２００との電気的な構成について説明する。図１０は、アダプタ
１と、それに接続される電池パック１００と１２Ｖの電動工具２００の接続状態を示した
回路図である。
【００７０】
　図１０に示すように、電池パック１００は、リチウム電池１１１～１１４からなる組電
池１１０を備えた電池パックであって、電圧３．６Ｖの素電池を４本直列に接続しており
公称電圧は１４．４Ｖである。電動工具２００は、モータ２０１とスイッチ２０２等から
構成される駆動装置であり、本実施形態では電動工具であって一般的な定格電圧１２Ｖ用
のコードレス電動工具である。
【００７１】
　電動工具２００を使用する際には、上述のようにアダプタ１を電池パック１００に接続
する。アダプタ１は入力電圧、すなわち電池パック１００の電池電圧１４．４Ｖを降圧さ
せ、電動工具２００の定格電圧に対応する電圧１２Ｖに変換する。アダプタ１を１２Ｖ用
の電動工具２００に接続することで正常に動作可能になる。
【００７２】
　図１０において、電池パック１００は、リチウム電池１１１～１１４からなる電池組１
１０、電池組１１０の正極に接続されたプラス端子と負極に接続されたマイナス端子、電
池組１１０の各リチウム電池１１１～１１４の各電圧を監視する保護ＩＣ１２０、電池組
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１１０の温度を検出するサーミスタ１３０、充電時の異常な温度上昇を防ぐサーマルプロ
テクタ１３１、充電時の素電池数を識別可能にする識別抵抗１３２、電池パック１１０の
使用状況、使用来歴を記憶し、電池パック１００の充電状態を監視し制御する信号を出力
可能な電池パック制御回路１４０を備えた電池パックである。なお、本実施形態ではプラ
ス端子を放電用（＋端子）と充電用（Ｌ＋端子）と別々に設けているが共通に設けても良
い。また、電池パック１００は、電池組１１０に流れる電流を検出する電流検出抵抗（不
図示）を有している。この電流検出抵抗は、例えば、電池組１１０の最上位の素電池１１
１のプラス側と電池組１１０の正極に接続されたプラス端子との間に接続され、その両端
の電位差を保護ＩＣにより検出することで電流を検出する。
【００７３】
　保護ＩＣ１２０は、電池組１１０を構成する素電池１１１～１１４の各電圧を監視して
おり、少なくとも一つが過放電になった場合には電池状態信号を出力するためのＬＤ端子
に放電停止信号を出力する。また、上述の電流検出抵抗により電池組１１０に過電流が流
れたことを検知した場合にも、ＬＤ端子に放電停止信号を出力する。一方、電池パック１
００を充電する際に過充電になった場合には、ＬＥ端子を介して後述する充電器に充電停
止信号を出力し、電池パック１００の充電を停止する。
【００７４】
　電動工具２００は、モータ２０１、モータ２０１と直列に接続されたスイッチ２０２、
及びモータ２０１と並列に接続されたフライホイールダイオード２０３を備えた駆動電圧
が１２Ｖ用の電動工具である。
【００７５】
　アダプタ１は、電池パック１００のプラス端子と電気的に接続されるプラス端子と、マ
イナス端子と電気的に接続されるマイナス端子と、電池パック１００の電池状態信号を出
力するＬＤ端子と電気的に接続されるＬＤ端子と、電動工具２００のプラス端子及びマイ
ナス端子と電気的に接続されるプラス端子及びマイナス端子（図１から図３における端子
９）とを備えると共に、定電圧回路１０、電源供給回路２０、スイッチング回路３０、電
源供給保持回路（電源供給保持手段）４０、スイッチング制御回路２、スイッチ１５から
主に構成されている。
【００７６】
　定電圧回路１０は、３端子レギュレータ１０と、コンデンサ１２、１３からなり、電源
供給回路２０を介して供給される電池パック１００の電池電圧を、スイッチング制御回路
２、電源供給保持回路４０の電源電圧、例えば５Ｖの回路電源電圧に変換する。この定電
圧回路１０により、電池電圧が変動しても安定した例えば５Ｖの回路電源電圧を供給する
ことができる。
【００７７】
　電源供給回路２０は、ＦＥＴ２１、２２、抵抗２３～２５、ツェナーダイオード２６、
及びコンデンサ２７から構成される。電動工具２００のスイッチ２０２のオン動作に対応
して、後述するスイッチング回路３０を構成するＦＥＴ３１のドレイン端子に電圧が印加
されると、電源供給回路２０のＦＥＴ２２がオンしてＦＥＴ２１がオンするため、定電圧
回路１０に電池電圧を供給することになる。
【００７８】
　スイッチング回路３０は、ＦＥＴ３１、抵抗３２～３４、ツェナーダイオード３５、コ
ンデンサ３６、ダイオード３７から構成されている。抵抗３４、コンデンサ３６、ダイオ
ード３７は電動工具２００の逆起電力対策用のスナバ回路である。スイッチング回路３０
は、電池パック１００と電動工具２００の電流路、すなわち、本実施形態では、電池パッ
ク１００と電動工具２００とのマイナス端子間に接続されており、スイッチング回路３０
のＦＥＴ３１のゲート端子に、後述するスイッチング制御回路２のスイッチング周波数及
びスイッチングデューティに応じた信号が入力されることにより、電池パック１００の電
池電圧１４．４Ｖが電動工具２００に対応した電圧１２Ｖに変換される。また、後述する
ように、電池パック１００の保護ＩＣ１２０から電池組１１０の過放電信号、過電流信号
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等の放電停止信号がＬＤ端子を介してＦＥＴ３１のゲート端子に入力されると、ＦＥＴ３
１はオフし電池パック１００と電動工具２００間の閉回路を遮断する。なお、スイッチン
グ回路３０は、電池パック１００と電動工具２００のプラス端子間に接続されてもよい。
【００７９】
　スイッチング制御回路２は、定電圧回路１０により例えば５Ｖの回路電源電圧が供給さ
れることで動作可能となり、スイッチング回路３０のＦＥＴ３１のスイッチング周波数と
デューティを制御する。スイッチング制御回路２の出力に基づいて、アダプタ１への入力
電圧すなわち電池パック１００の電池電圧を電動工具２００が駆動可能な所定の電圧に変
換させるためにパルス的な信号をスイッチング回路３０のＦＥＴ３１のゲート端子に出力
する。
【００８０】
　スイッチ１５は、出力電圧の切換手段であり、端子１５Ａ、端子１５Ｂおよびスイッチ
ピン１５Ｃで構成されている。スイッチピン１５Ｃが端子１５Ａに接続されている場合に
は、電圧変換はオフ状態となり、スイッチング回路３０に定電圧回路１０の出力である例
えば５Ｖを入力してＦＥＴ３１を継続的にオンさせる。スイッチピン１５Ｃが端子１５Ｂ
に接続されているときには、電圧変換がオン状態となり、スイッチング制御回路２からス
イッチング回路３０に所定のパルス的な信号を入力させ、ＦＥＴ３１を所定のデューティ
でオンオフさせる。すなわち、本実施の形態においては、端子１５Ａに接続されていると
、電動工具２００に１４．４Ｖの電圧が出力され、端子１５Ｂに接続されていると電圧変
換により１２Ｖの電圧が出力される。なお、スイッチピン１５Ｃが端子１５Ａに接続され
るときは、図８（ａ）及び（ｂ）に相当し、スイッチピン１５Ｃが端子１５Ｂに接続され
るときは、図８（ｃ）及び（ｄ）に相当する。
【００８１】
　電源供給保持回路４０は、カウンタＩＣ４１、トランジスタ４２、プルアップ抵抗４３
から構成される。電動工具２００のスイッチ２０２のオン動作に対応して、電源供給回路
２０および定電圧回路１０を介してスイッチング制御回路２と電源供給保持回路４０に例
えば５Ｖの回路電源電圧が供給されると共に、トランジスタ４２がオンする。トランジス
タ４２のオンの間は電源供給回路２０のＦＥＴ２１のゲート端子にはＧＮＤレベルの信号
が入力されるため、ＦＥＴ２１のオン状態が維持される。
【００８２】
　カウンタＩＣ４１は、電源供給回路２０から電源が供給される時間をカウントし、所定
時間経過するとトランジスタ４２をオフする信号を出力する。トランジスタ４２のオフに
より電源供給回路２０はオフされスイッチング制御回路２及び電源供給保持回路４０の電
源供給が遮断される。すなわち、電動工具２００の動作後、所定時間はアダプタ１の電源
供給回路２０等の内部回路だけ動作させ、所定時間経過後は、トランジスタ４２はオフさ
れるので電源供給回路２０がオフされる。従って、電源供給回路２０をオンするためには
再び電動工具２００のスイッチ２０２のオン動作を行うことになる。
【００８３】
　なお、コンデンサ３はノイズ除去用として設けられており、フライホイールダイオード
４は電動工具２００の逆起電力対策用として設けられている。
【００８４】
　次に、電池パック１００を、アダプタ１を介して電動工具２００に接続した状態での動
作について説明する。
【００８５】
　まず、上述したスイッチ５の位置により変換したい電圧を選択する。本実施の形態にお
いては、電池パック１００の１４．４Ｖの出力電圧を、電動工具２００の定格電圧である
１２Ｖに変換するので、スイッチ５を位置５Ｂに設定することにより、スイッチピン１５
Ｃを端子１５Ｂに接続する。この状態で電動工具２００のスイッチ２０２がオンされると
、スイッチング回路３０を構成するＦＥＴ３１のドレイン端子に電圧が印加される。これ
により、電源供給回路２０のＦＥＴ２２のゲート端子に電圧が印加されるためＦＥＴ２２
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がオンし、ＦＥＴ２２のオンによりＦＥＴ２１もオンする。これにより定電圧回路１０に
は電池電圧が供給されることになる。
【００８６】
　定電圧回路１０に電源電圧（電池電圧）が供給されると、定電圧回路１０は電源電圧を
例えば５Ｖの回路電源電圧に変換し、スイッチング制御回路２と電源供給保持回路４０に
供給すると共に、トランジスタ４２をオンする。トランジスタ４２がオンすると、電源供
給回路２０のＦＥＴ２１のゲート端子にはＧＮＤレベルの信号が入力されるため、トラン
ジスタ４２のオンの間はＦＥＴ２１のオン状態が維持される。
【００８７】
　また、スイッチング制御回路２に例えば５Ｖの回路電源電圧が入力されると、スイッチ
５が位置５Ｂに設定されることによりスイッチ１５が端子１５Ｂに接続されている場合に
は電圧変換を行うことになり、スイッチ１５を介してスイッチング回路３０のＦＥＴ３１
のゲート端子に、スイッチング制御回路２のスイッチング周波数及びスイッチングデュー
ティに応じた信号が入力される。本実施形態では、電動工具２００の定格電圧は１２Ｖな
ので、電池パック１００の公称電圧１４．４Ｖから１２Ｖ（実効電圧）に降圧するために
、スイッチング制御回路２は所定の周波数でデューティを１２Ｖ／１４．４Ｖ＝８３％と
してパルス信号をスイッチング回路３０のＦＥＴ３１のゲート端子に出力し、ＦＥＴ３１
をスイッチングする。変換されたパルス信号は、デューティ８３％でオンとオフを繰返す
ため実効電圧が下がり１４．４Ｖから１２Ｖに変換され、実効値１２Ｖの電圧としてアダ
プタ１のプラス端子およびマイナス端子を介して電動工具２００に供給され、モータ２０
１を回転させて電動工具２００を駆動する。
【００８８】
　なお、スイッチ５が位置５Ａに設定されることによりスイッチ１５が端子１５Ａに接続
されている場合には、ＦＥＴ３１は常にオン（デューティ１００％）となるため、電池パ
ック１００の出力である１４．４Ｖがそのままプラス端子とマイナス端子との間に出力さ
れる。
【００８９】
　電動工具２００のスイッチ２０２がオフされると、モータ２０１は電圧が供給されなく
なり、停止する。アダプタ１においては、電池パック１００から電源供給回路２０および
定電圧回路１０を介して電源供給保持回路４０への例えば５Ｖの回路電源電圧供給は継続
しており、トランジスタ４２はオンとなっている。一方、カウンタＩＣ４１は、電源供給
回路２０から回路電源電圧が供給されてからの時間をカウントしており、所定時間経過す
るまではトランジスタ４２がオンを継続することで、電源供給回路２０および定電圧回路
１０は駆動されている。所定時間経過すると、電源供給保持回路４０（カウンタＩＣ４１
）はトランジスタ４２をオフする信号をトランジスタ４２に出力し、トランジスタ４２が
オフすることにより電源供給回路２０がオフされ、アダプタ１への電池パック１００から
の電源供給が遮断される。
（省電力機能）
【００９０】
　本実施の形態においては、上記のように電池パック１００のエネルギを無駄に消費しな
いようにするための省電力機能が備えられている。すなわち、カウンタＩＣ４１は、電源
供給回路２０から回路電源電圧が供給されるとその時間をカウントし、所定時間経過する
とトランジスタ４２をオフする信号を出力する。トランジスタ４２のオフにより電源供給
回路２０はオフされ、スイッチング制御回路２及び電源供給保持回路４０への電源供給が
遮断される。よって、電動工具２００のスイッチ２０２がオフされているときや電動工具
２００が接続されていないときには、アダプタ１内での回路の動作を制限することになり
、電池パック１００の消費電力を抑制することができる。すなわち、電動工具２００の動
作後、所定時間はアダプタ１の電源供給回路２０等の内部回路だけ動作させ、所定時間経
過後は、トランジスタ４２をオフすることで電源供給回路２０をオフにし、省電力化を実
現している。
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（過放電防止機能および過電流防止機能）
【００９１】
　本実施の形態においては、電池パック１００の保護ＩＣ１２０は、上記したように、過
放電検出機能と過電流検出機能とを有している。また、充電時には過充電検出機能も有し
ている。電池パック１００の保護ＩＣ１２０は、電池組１１０の過放電を、各リチウム電
池１１１～１１４の各電池電圧を検出することで監視している。検出された各電圧のいず
れか１つでも一定値を下回ると、過放電信号をＬＤ端子を介してアダプタ１に出力する。
また、保護ＩＣ１２０は、過電流を不図示の電流検出抵抗により検出された電池組１１０
の電流を検出することにより監視している。検出された電流が一定値を上回ると、過電流
信号をＬＤ端子を介してアダプタ１に出力する。過放電信号または過電流信号が放電停止
信号としてＬＤ端子を介してスイッチング回路３０のＦＥＴ３１のゲート端子に入力され
ると、ＦＥＴ３１はオフし電池パック１００と電動工具２００間の閉回路を開放し、電動
工具２００への電力の供給を遮断する。
【００９２】
　これらの過放電防止機能、過電流防止機能により、電池パック１００の過放電や過電流
を防止することができ、電池パック１００の異常発熱や、モータ２０２のロック等の異常
動作を防止するとともに、電池パック１００の故障や寿命低下を防止することができる。
【００９３】
　なお上述のように、本実施形態の電動工具２００は、電池パックを直接接続する場合に
は、差込式の電池パックを駆動源とするものである。よって、上述のように、スライド式
の電池パック１００を使用するためには、差込式のアダプタ１を介して電池パック１００
を接続する。
【００９４】
　以上詳細に説明したように、第１の実施の形態による電池パック１００、アダプタ１お
よび電動工具２００によれば、電池パック１００と電動工具２００との差込形式が異なる
場合、または電池パック１００の出力電圧と電動工具２００の駆動電圧とが異なる場合に
も、アダプタ１を介することで電池パック１００により電動工具２００を駆動させること
が可能になる。また、省電力機能、過放電防止機能、および過電流防止機能を有している
ので、効率よく安全に電動工具２００を使用することができる。
（第１の実施の形態の第１の変形例）
【００９５】
　以下、本発明の第１の実施形態の第１の変形例について、図１１を参照して詳細に説明
する。第１の実施形態と同様の構成、動作を有するものについては同一番号を付し、説明
を省略する。
【００９６】
　アダプタ１６０の外観の構成は、アダプタ１と実質的に同一である。ここでは、アダプ
タ１６０と、それに接続される電池パック１００と１２Ｖの電動工具２００との電気的な
構成について説明する。図１１は、アダプタ１６０と、それに接続される電池パック１０
０と１２Ｖの電動工具２００の接続状態を示した回路図である。
【００９７】
　アダプタ１とアダプタ１６０との相違は、電池パック１００と電動工具２００とのそれ
ぞれのプラス端子の間にインダクタ７１を設け、電動工具２００側のプラス端子とマイナ
ス端子との間にコンデンサ７２を設けたことである。これらのインダクタ７１およびコン
デンサ７２は、電動工具２００へのパルス状の電圧波形を平滑するために設けられている
。アダプタ１における場合と同様に変換されたパルス状の電圧波形は、インダクタ７１お
よびコンデンサ７２で平滑化され、１２Ｖの略直流電圧としてアダプタ１６０のプラス端
子およびマイナス端子を介して電動工具２００に供給され、モータ２０１を回転させて電
動工具２００を駆動する。
【００９８】
　以上のように第１の実施の形態の第１の変形例によるアダプタ１６０とそれに接続され
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る電池パック１００および電動工具２００によれば、第１の実施の形態による効果に加え
、より安定した電圧供給が可能になり、モータ２０１のより精密な制御や、他の制御が可
能になる。例えばモータ２０１の位相制御や、作業中の照明のための蛍光灯の点灯等が可
能になる。
（第１の実施の形態の第２の変形例）
【００９９】
　以下、本発明の第１の実施形態の第２の変形例について、図１２および図１３を参照し
て詳細に説明する。第１の実施形態または第１の実施形態の第１の変形例と同様の構成、
動作を有するものについては同一番号を付し、説明を省略する。
【０１００】
　アダプタ５００の外観の構成は、アダプタ１およびアダプタ１６０と実質的に同一であ
る。アダプタ５００は、電動工具２００と、電動工具２００の定格電圧と異なる電圧を出
力する電池パック１００とを機械的および電気的に接続し、使用可能とする機器である。
アダプタ５００は、電池パック１００とはスライド式に接続され、電動工具２００とは差
し込み式に接続可能であるように構成されている。さらにアダプタ５００は、電池パック
１００の出力電圧を電動工具２００の定格電圧に変換して供給し、電池パック１００によ
る電動工具２００の駆動を可能にしている。
【０１０１】
　ここでは、アダプタ５００と、それに接続される電池パック１００と１２Ｖの電動工具
２００との電気的な構成について説明する。図１２は、アダプタ５００と、それに接続さ
れる電池パック１００と１２Ｖの電動工具２００の接続状態を示した回路図である。電池
パック１００および電動工具２００については、第１の実施形態と同様であるので説明を
省略する。
【０１０２】
　アダプタ５００は入力電圧、すなわち電池パック１００の電池電圧１４．４Ｖを降圧さ
せ、電動工具２００の定格電圧に対応する電圧１２Ｖに変換する。
【０１０３】
　アダプタ５００は、電池パック１００のプラス端子と電気的に接続されるプラス端子と
、マイナス端子と電気的に接続されるマイナス端子と、電池パック１００の電池状態信号
を出力するＬＤ端子と電気的に接続されるＬＤ端子と、電動工具２００のプラス端子及び
マイナス端子と電気的に接続されるプラス端子及びマイナス端子とを備えると共に、定電
圧回路１０、電源供給回路２０、スイッチング回路３０、電源電圧検出回路５４０、マイ
コン５０２、スイッチ５０５およびサーミスタ５０６から主に構成されている。アダプタ
１とアダプタ５００との相違は、スイッチング制御回路２に代えてマイコン５０２を設け
、スイッチ１５に代えて電圧変換をするか否かを選択するスイッチ５０５を設け、電源供
給保持回路４０は省略してその機能はマイコン５０２が行うようにし、電池パック１００
の電圧を検出する電池電圧検出回路５４０、およびＦＥＴ３１の温度を検出するサーミス
タ５０６を追加したことである。
【０１０４】
　電源供給回路２０は、電動工具２００のスイッチ２０２のオン動作に対応して、スイッ
チング回路３０を構成するＦＥＴ３１のドレイン端子に電圧が印加されるとＦＥＴ２２が
オンするのでＦＥＴ２１がオンし、電池電圧検出回路５４０および定電圧回路１０に電池
電圧を供給する。
【０１０５】
　電池電圧検出回路５４０は、プラス端子とグランドラインとの間に直列に接続された抵
抗５４１および抵抗５４２と、抵抗５４２に接続されたノイズ防止用のコンデンサ５４３
とから構成されている。電池電圧検出回路５４０は、電池パック１００の電池電圧を抵抗
５４１と抵抗５４２により分圧し、抵抗５４２の電圧をマイコン５０２に出力する。
【０１０６】
　定電圧回路１０は、電源供給回路２０を介して供給される電池パック１００の電池電圧
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を、マイコン５０２の電源電圧、例えば５Ｖの回路電源電圧に変換する。スイッチング回
路３０は、電池パック１００と電動工具２００とのマイナス端子間に接続されており、ス
イッチング回路３０のＦＥＴ３１のゲート端子に、後述するマイコン５０２のスイッチン
グ周波数及びスイッチングデューティに応じた信号が入力されることにより、電池パック
１００の電池電圧１４．４Ｖが電動工具２００に対応した電圧１２Ｖに変換される。また
、電池パック１００の保護ＩＣ１２０から放電停止信号がＬＤ端子を介してＦＥＴ３１の
ゲート端子に入力されるとＦＥＴ３１はオフし、電池パック１００と電動工具２００間の
閉回路を遮断する。なお、スイッチング回路３０は、電池パック１００と電動工具２００
のプラス端子間に接続されてもよい。
【０１０７】
　スイッチ５０５は、マイコン５０２に接続されており、電圧変換を行うか否かを選択す
る。すなわち、電池パック１００の電圧変換を行わない場合にはスイッチ５を位置５Ａ（
図６）に設定して、スイッチ５０５のスイッチピン５０５Ｃを例えば５Ｖの定電圧の端子
５０５Ａに接続する。電池パック１００の電池電圧を所定の電圧、すなわち１２Ｖに変換
して電動工具２００に出力する際には、スイッチ５を位置５Ｂに設定して、スイッチ５０
５をグランドラインに接続された端子５０５Ｂに接続する。このとき、マイコン５０２が
スイッチ５０５の状態を検出する。
【０１０８】
　サーミスタ５０６は、ＦＥＴ３１の温度を検出するもので、定電圧回路１０の出力電圧
すなわち５Ｖを抵抗７とサーミスタ５０６で分圧し、その分圧値をマイコン５０２に出力
する。
【０１０９】
　マイコン５０２は、電動工具２００のスイッチ２０２のオン動作に対応して、電源供給
回路２０、電池電圧検出回路５４０および定電圧回路１０を介して例えば５Ｖの回路電源
電圧が供給されることで動作可能となり、電源供給回路２０のＦＥＴ２１のゲート端子に
ＧＮＤレベルの信号を入力し、ＦＥＴ２１のオン状態を維持する。また、マイコン５０２
は、スイッチ５０５の状態に応じてスイッチング回路３０のＦＥＴ３１のスイッチング周
波数とデューティを制御する。すなわち、スイッチ５０５が端子５０５Ａに接続されてい
る場合には、電圧変換を行わないのでデューティ１００％の信号をスイッチング回路３０
のＦＥＴ３１に出力する。また、スイッチ５０５が端子５０５Ｂに接続されている場合に
は、電動工具２００が駆動可能な所定の電圧（１２Ｖ）に変換させるために、パルス的な
信号（デューティ８３％）をスイッチング回路３０のＦＥＴ３１のゲート端子に出力する
。
【０１１０】
　また、マイコン５０２は、ＦＥＴ３１の温度を監視し、検出された温度に応じてスイッ
チングのデューティを制御する。さらに、電池電圧検出回路５４０で検出された電池電圧
を監視することにより過電流または過放電が検知されると、ＦＥＴ３１のゲート信号をオ
フして電池パック１００と電動工具２００間の閉回路を遮断する。加えて、電源供給回路
２０から電源が供給される時間をカウントし、所定時間経過するとＦＥＴ２１をオフする
信号を出力し、電源供給回路２０をオフすることによりマイコン５０２への電源供給を遮
断する。
【０１１１】
　以下、図１３のフローチャートを参照しながら、電池パック１００、アダプタ５００お
よび電動工具２００の動作を説明する。電動工具２００本体のトリガとなるスイッチ２０
２をオンする(ステップ５１１)。電動工具２００のスイッチ２０２がオンされると、スイ
ッチング回路３０を構成するＦＥＴ３１のドレイン端子に電圧が印加される。これにより
、電源供給回路２０のＦＥＴ２２のゲート端子に電圧が印加されるためＦＥＴ２２がオン
し、ＦＥＴ２２のオンによりＦＥＴ２１もオンする。よって、定電圧回路１０には電池電
圧が供給されることになる。定電圧回路１０に電源電圧が供給されると、定電圧回路１０
は電源電圧を例えば、５Ｖの回路電源電圧に変換し、マイコン５０２に供給する(ステッ
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プ５１２)。電源電圧検出回路５４０からマイコン５０２に所定電圧が入力されると、マ
イコン５０２は電源供給回路２０のＦＥＴ２１のゲート端子にＧＮＤ（Ｌ）レベルの信号
を入力し、ＦＥＴ２１のオン状態を維持する(ステップ５１３)。
【０１１２】
　また、マイコン５０２は、例えば５Ｖの回路電源電圧が入力されると、電圧切換スイッ
チ５０５が電圧変換を行う状態（オン状態）か否かを判断する(ステップ５１４)。スイッ
チ５０５からの入力がグランドレベルの場合（端子５０５Ｂに接続）、マイコン５０２は
、本実施の形態においては電池パック１００の出力電圧１４．４Ｖを電動工具２００の駆
動電圧１２Ｖに変換するため、所定周波数のデューティ８３％のパルス信号を出力し、Ｆ
ＥＴ３１をスイッチングさせる(ステップ５１５)。スイッチ５０５からの入力電圧が例え
ば５Ｖの場合、マイコン５０２は、電圧変換を行わないと判断して所定周波数のデューテ
ィ１００％のパルス信号を出力し、ＦＥＴ３１をスイッチングさせる(ステップ５１６)。
【０１１３】
　ここで、ＦＥＴ３１をスイッチングすることによりＦＥＴ３１の温度が上昇して破壊す
る恐れがあるため、サーミスタ５０６によりＦＥＴ３１の温度を検出する（ステップ５１
７）。サーミスタ５０６が検出するＦＥＴ３１の温度が１２０℃以下の場合には、ステッ
プ５２０に進む(ステップ５１７のＮｏ)。１２０℃を超える場合には(ステップ５１７の
Ｙｅｓ)、スイッチングデューティを３０％に低下させて、ＦＥＴ３１の温度上昇を抑制
する(ステップ５１８)。ＦＥＴ３１の温度が１００℃以上の場合には、ステップ５１８を
繰り返す(ステップ５１９のＮｏ)。ＦＥＴ３１の温度が１００℃未満になったら(ステッ
プ５１９のＹｅｓ)、ステップ５２０に進む。
【０１１４】
　ステップ５２０では過電流検出を行う。すなわち、電池電圧検出回路５４０で、電池電
圧が１１Ｖ未満の状態が１秒以上継続すると(ステップ５２０のＹｅｓ)、ステップ５２４
に進み、そうでない場合にはステップ５２１に進む(ステップ５２０のＮｏ)。
【０１１５】
　ステップ５２１では後述の過放電検出を行う。すなわち、電池電圧検出回路５４０で、
電池電圧が８Ｖ未満の状態になると(ステップ５２１のＹｅｓ)、ステップ５２４に進み、
そうでない場合にはステップ５２２に進む(ステップ５２０のＮｏ)。
【０１１６】
　ステップ５２２では後述の省電力機能が働く。すなわち、アダプタ５００のマイコン５
０２で回路電源電圧が供給開始（スイッチ２０２が一度オン）されてから１０時間が経過
すると (ステップ５２２のＹｅｓ)、ステップ５２４に進み、そうでない場合にはステッ
プ５２３に進む(ステップ５２０のＮｏ)。
【０１１７】
　ステップ５２３では、電池パック１００のＬＤ端子からＬＤ信号が入力されたか否かを
判断する。上述したように、電池パック１００は過放電防止機能および過電流防止機能を
有しており、いずれかを検知するとＬＤ端子を介して過放電信号または過電流信号が放電
停止信号として出力する。この放電停止信号が入力された場合には(ステップ５２２のＹ
ｅｓ)、ステップ５２４に進み、そうでない場合にはステップ５１１に戻る(ステップ５２
０のＮｏ)。
【０１１８】
　ステップ５２４では、ＦＥＴ３１のゲート信号をオフして、ＦＥＴ２１のゲート信号を
Ｈにして、マイコン５０２の電源をオフし(ステップ５２５)、ステップ５１１に戻る。
【０１１９】
　なお、過電流検出（ステップ５２０及びステップ５２３）と過放電検出（ステップ５２
１及びステップ５２３）をそれぞれ電池電圧検出回路５４０と保護ＩＣ１２０の両方で行
っているため、ＬＤ端子が接触不要になり保護ＩＣ１２０からの放電停止信号がアダプタ
１に入力されなくなった場合でも、電池電圧検出回路５４０により検出しているため、確
実に過電流及び過放電を防止することができる。
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【０１２０】
　このようにしてアダプタ５００により変換された１２Ｖの電圧はアダプタ５００のプラ
ス端子およびマイナス端子を介して電動工具２００に供給され、モータ２０１を回転させ
て電動工具２００を駆動すると共に、過放電及び過電流を確実に防止することができる。
【０１２１】
　電動工具２００のスイッチ２０２がオフされると、モータ２０１は電圧が供給されなく
なり、停止する。アダプタ５００においては、電池パック１００から電源供給回路２０お
よび定電圧回路１０を介してマイコン５０２への例えば５Ｖの回路電源電圧供給は継続し
ている。一方、マイコン５０２は、電源供給回路２０から回路電源電圧が供給されてから
の時間をカウントしており、所定時間経過するまではＦＥＴ２１のオン状態を継続するこ
とで、電源供給回路２０および定電圧回路１０は駆動されている。所定時間経過すると、
マイコン５０２はＦＥＴ２１をオフする信号を出力し、それにより電源供給回路２０がオ
フされ、アダプタ５００への電池パック１００からの電源供給が遮断される。
（過電流防止機能および過放電防止機能）
【０１２２】
　本実施の形態においては、マイコン５０２は、上記したように、過電流検出機能と過放
電検出機能とを有している。マイコン５０２は、電池電圧検出回路５４０で電池パック１
００の電池電圧を検出することにより過電流および過放電を監視している。検出された電
圧が例えば１１Ｖ等の一定値を下回った状態が所定時間例えば１秒以上継続すると、過電
流と判断する。また、検出された電圧が例えば８Ｖ等の一定値を下回ると、過放電と判断
する。マイコン５０２が過放電または過電流と判断すると、スイッチング回路３０のＦＥ
Ｔ３１のゲート端子にオフ信号を入力し、電池パック１００と電動工具２００間の閉回路
を開放して電池パック１００から電動工具２００への電力の供給を遮断する。その後、マ
イコン５０２はＦＥＴ２１のゲート信号をＨにして電源供給回路２０をオフすることで、
電池パック１００からアダプタ５００への電源供給も遮断されてマイコン５０２の電源が
オフされる。なお、上記したように電池パック１００の保護ＩＣ１２０でも過電流及び過
放電を検出している。
【０１２３】
　これらの過放電防止機能、過電流防止機能により、電池パック１００の過放電や過電流
を防止することができ、電池パック１００の異常発熱や、モータ２０２のロック等の異常
動作を防止するとともに、電池パック１００の故障や寿命低下を防止することができる。
（省電力機能）
【０１２４】
　本実施の形態においては、上記のように、マイコン５０２に電池パック１００のエネル
ギを無駄に消費しないようにするための省電力機能が備えられている。すなわち、マイコ
ン５０２は、電源供給回路２０から回路電源電圧が供給されるとその時間をカウントし、
例えば１０時間等の所定時間経過（トリガ２０２が一度オンしてから）するとＦＥＴ２１
をオフする信号を出力するので電源供給回路２０がオフされ、マイコン５０２への電源供
給が遮断されることになる。
【０１２５】
　よって、電動工具２００のスイッチ２０２がオフされているときや電動工具２００が接
続されていないとき、電動工具のスイッチ２０２が一度オンされて所定時間が経過したと
きには、アダプタ５００内での回路の動作を制限することになり、電池パック１００の消
費電力を抑制することができる。すなわち、電動工具２００の動作後、所定時間はアダプ
タ５００の電源供給回路２０等の内部回路だけ動作させ、所定時間経過後は、ＦＥＴ３１
をオフし、その後ＦＥＴ２１をオフすることで電源供給回路２０をオフにし、省電力化を
実現している。
【０１２６】
　また、電動工具２００の使用方法によっては過電流を誤検出してしまう場合がある。す
なわち、電動工具２００のスイッチ２０２を半引き状態（トルクを落とす）で所定時間使
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用する場合、プラス端子の電圧（電池電圧）の変動が生じてしまい、電池パック１００の
電流検出抵抗で検出される電流値が変動し、その結果、保護ＩＣ１２０が過電流を誤検出
して、ＬＤ端子を介して放電停止信号を出力してＦＥＴ３１をオフしてしまう。そこで、
電池電圧検出回路５４０でも過電流を検出しているため、ＬＤ端子から放電停止信号が出
力されても、電池電圧検出回路５４０により電池電圧が所定値以上の場合には、ＬＤ端子
からの信号を無効にして、マイコン５０２からＦＥＴ３１のオンを維持する信号を出力す
る構成としても良い。
【０１２７】
　以上詳細に説明したように、第１の実施の形態の第２の変形例による電池パック１００
、アダプタ５００および電動工具２００によれば、電池パック１００と電動工具２００と
の差込形式が異なる場合、または電池パック１００の出力電圧と電動工具２００の駆動電
圧とが異なる場合にも、アダプタ５００を介することで電池パック１００により電動工具
２００を駆動させることが可能になる。また、スイッチ５により出力電圧を選択できるの
で、電動工具２００の定格電圧を超えた電圧を入力することを防止できる。また、電池パ
ック１００に加えてアダプタ５００のマイコン５０２も省電力機能、過放電防止機能、お
よび過電流防止機能を有しているので、より効率よく安全に電動工具２００を使用するこ
とができる。
【０１２８】
　上述した第１の実施の形態の第２の変形例は、図１４に示したように動作させてもよい
。図１４に示したフローチャートは図１３に示したフローチャートと大略同じであるが、
ステップ５１４において電圧切換スイッチ５０５がオン状態であると判断した場合に（ス
テップ５１４がＹｅｓ）、直ちにステップ５１５を実行するのではなく、電池電圧が１２
Ｖより大きいか否かを判断するステップ５１Ｘが追加されている点で異なっている。以下
、追加されたステップ５１Ｘ前後の動作を説明する。その他の部分の動作は、図１３に示
したフローチャートと同じであり、同一のステップ番号を付してある。
【０１２９】
　マイコン５０２は、例えば５Ｖの回路電源電圧が入力されると、電圧切換スイッチ５０
５が電圧変換を行う状態（オン状態）か否かを判断し(ステップ５１４)、スイッチ５０５
からの入力電圧が、例えば、５Ｖの場合、マイコン５０２は、電圧変換を行わないと判断
して所定周波数のデューティ１００％のパルス信号を出力し、ＦＥＴ３１をスイッチング
させる(ステップ５１６)。この点は、図１３のフローチャートに示した動作と同じである
。しかし、スイッチ５０５からの入力がグランドレベルの場合には、電池電圧検出手段５
４０によって電池電圧を検出し、電池電圧が所定値以上か否かをマイコン５０２によって
判断する（ステップ５１Ｘ）。この点が図１３に示したフローチャートと異なっている。
本実施の形態においては、電池パック１００の出力電圧１４．４Ｖを電動工具２００の駆
動電圧１２Ｖに変換するため、電池電圧検出手段５４０によって検出した電池電圧が１２
Ｖ以上か否かを判断するのが好ましい。電池電圧が１２Ｖ以上の場合、マイコン５０２は
、所定周波数のデューティ８３％のパルス信号を出力し、ＦＥＴ３１をスイッチングさせ
る（ステップ５１５）。即ち、図１５に示すように、電池電圧が１４．４Ｖであれば１２
Ｖ（実効値）が電動工具２００に出力され、電池電圧が１２Ｖ以上であり１４．４Ｖ以下
であれば、電池電圧の８３％に相当する電圧が電動工具２００に出力される。
【０１３０】
　また、電池電圧が１２Ｖよりも低いときは、ステップ５１６に進み、マイコン５０２は
、所定周波数のデューティ１００％のパルス信号を出力し、ＦＥＴ３１をスイッチングさ
せる。これは電池パック１００の保護ＩＣ１２０で過電流検出をする場合、スイッチング
している状態では正確な電流値を検出できないため、電池電圧が１２Ｖよりも低いときは
過電流の可能性があるとマイコン５０２が判断し、デューティ１００％の状態で保護ＩＣ
１２０で正確に過電流検出できるようにするためである。
【０１３１】
　上記説明では、電池電圧が１２Ｖ以上のときは所定周波数のデューティ８３％を出力す
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るように制御を行っているが、これに限られるものではない。電池電圧が１２Ｖ以上のと
きはマイコン５０２によって電池電圧を常に監視しながらアダプタ５００からの出力電圧
の実効値が１２Ｖになるように、最適なデューティ比を演算しＦＥＴ３１を制御しても良
い。この場合、電池電圧が１２Ｖ以上の領域においてはアダプタ５００からの出力電圧の
実効値を常に一定に保つことができるため、電池電圧が低下した場合であってもこれに影
響されることなく電動工具２００を安定した電力で使用することが可能となる。
（第２の実施の形態）
【０１３２】
　以下、本発明の第２の実施形態について、図１６を参照して詳細に説明する。図１６は
、本発明の第２の実施形態に係るアダプタ６００と、それに接続される電池パック１００
と電動工具７００の接続状態を示した回路図である。第１の実施形態またはその変形例と
同様の構成、動作を有するものについては同一番号を付し、説明を省略する。
【０１３３】
　第２の実施形態に係るアダプタ６００の使用状態の外観は、第１の実施の形態およびそ
の第１および第２の変形例における外観と実質的に同一である。アダプタ６００は、電動
工具７００と、電動工具７００の定格電圧よりも低い電圧を出力する電池パック１００と
を機械的および電気的に接続し、使用可能とする機器である。例えば、アダプタ６００は
、電池パック１００とはスライド式に接続され、電動工具７００とは差し込み式に接続可
能であるように構成されている。
【０１３４】
　まず、電池パック１００をアダプタ６００を介して電動工具７００の電源として使用す
る際の機器内部の構成について説明する。電池パック１００については、第１の実施形態
と同様であるので説明を省略する。また、電動工具７００は、電動工具２００のモータ２
０１をモータ７０１に、ダイオード２０３をダイオード７０３に、スイッチ２０２をスイ
ッチ７０２に代えたものであり、定格電圧が例えば１４．４Ｖの電池パック１００の出力
電圧より高いことが電動工具２００と異なっているが、基本的な構成および動作は実質的
に同一である。
【０１３５】
　アダプタ６００は入力電圧、すなわち電池パック１００の電池電圧１４．４Ｖを昇圧さ
せ、電動工具７００の定格電圧に対応する電圧に変換する。このため、第１の実施の形態
において説明したスイッチ５の位置Ｂは、第２の実施の形態によるアダプタ６００におい
ては、例えば１８Ｖ等、電池パック１００の出力電圧よりも高い電圧値を示す位置にする
ことができる。
【０１３６】
　アダプタ６００は、電池パック１００のプラス端子と電気的に接続されるプラス端子と
、マイナス端子と電気的に接続されるマイナス端子と、電池パック１００の電池状態信号
を出力するＬＤ端子と電気的に接続されるＬＤ端子と、電動工具７００のプラス端子及び
マイナス端子と電気的に接続されるプラス端子及びマイナス端子とを備えると共に、定電
圧回路１０、電源供給回路２０、スイッチング回路３０、電池電圧検出回路５４０、マイ
コン６０２、スイッチ５０５およびサーミスタ５０６、インダクタ６０８、ダイオード６
０４、コンデンサ６０９および停止信号検出回路６５０から主に構成されている。
【０１３７】
　アダプタ５００とアダプタ６００との相違は、昇圧用のインダクタ６０８、コンデンサ
６０９およびコンデンサ６０９の放電防止用のダイオード６０４、スイッチング回路３０
が兼用していた電動工具７００のスイッチ７０２のオンオフおよび放電停止信号を検出す
る停止信号検出回路６５０を設け、マイコン５０２をマイコン６０２に代えるとともに、
スイッチング回路３０をインダクタ６０８とマイナス端子との間に設けるようにしたこと
である。
【０１３８】
　停止信号検出回路６５０は、ＦＥＴ６５１、抵抗６５２、抵抗６５３およびツェナーダ
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イオード６５４から構成されている。停止信号検出回路６５０のＦＥＴ６５１は、電動工
具７００のスイッチ７０２のオン動作に対応して、後述するマイコン６０２からゲート信
号（ＦＥＴ６５１のオン信号）が供給されると電池パック１００と電動工具７００とのマ
イナス端子間を接続する。また、マイコン６０２または電池パック１００の過電流防止機
能、過放電防止機能または省電力機能による放電停止信号が入力されるとＦＥＴ６５１が
オフされ、電池パック１００と電動工具７００とのマイナス端子間の接続を開放して電池
パック１００からの電力供給を遮断する。
【０１３９】
　電源供給回路２０は、電動工具７００のスイッチ７０２のオン動作に対応して、ＦＥＴ
２２がオンされるとＦＥＴ２１がオンし、電池電圧検出回路５４０および定電圧回路１０
に電池電圧を供給する。
【０１４０】
　マイコン５０２とマイコン６０２との相違は、過電流防止機能、過放電防止機能または
省電力機能等による放電停止信号を、スイッチング回路３０ではなく停止信号検出回路６
５０に出力するようにしたことである。そのほかはマイコン５０２と実質的に同一の動作
を行う。
【０１４１】
　すなわちマイコン６０２は、電動工具７００のスイッチ７０２のオン動作に対応して、
電源供給回路２０、電池電圧検出回路５４０および定電圧回路１０を介して例えば５Ｖの
回路電源電圧が供給されることで動作可能となり、電源供給回路２０のＦＥＴ２１のゲー
ト端子にＧＮＤレベルの信号を入力し、ＦＥＴ２１のオン状態を維持する。また、マイコ
ン６０２は、スイッチ５０５の状態に応じてスイッチング回路３０のＦＥＴ３１のスイッ
チング周波数とデューティを制御するとともに、ＦＥＴ３１の温度を監視し、検出された
温度に応じてスイッチングのデューティを制御する。すなわち、スイッチ５０５が端子５
０５Ａに接続されている場合には、電圧変換を行わないのでＦＥＴ３１をオフ状態に維持
する。また、スイッチ５０５が端子５０５Ｂに接続されている場合には、電動工具２００
が駆動可能な所定の電圧に変換（昇圧）させるために、パルス的な信号をスイッチング回
路３０のＦＥＴ３１のゲート端子に出力する。
【０１４２】
　さらに、マイコン６０２は、電源供給回路２０から電源が供給される時間をカウントし
、所定時間経過するとＦＥＴ２１をオフする信号を出力し、電源供給回路２０をオフする
ことによりマイコン６０２への電源供給を遮断する。
【０１４３】
　スイッチング回路３０は、上述のようにインダクタ６０８とマイナス端子との間に接続
されており、スイッチング回路３０のＦＥＴ３１のゲート端子に、後述するマイコン６０
２のスイッチング周波数及びスイッチングデューティに応じた信号が入力されることによ
り、オンオフする。
【０１４４】
　インダクタ６０８は、ＦＥＴ３１がオンの間は電池パック１００のプラス端子およびマ
イナス端子間に形成される電流路によりエネルギを蓄積され、ＦＥＴ３１がオフのときは
、ダイオード６０４を介してエネルギを出力する。
【０１４５】
　ダイオード６０４は、ＦＥＴ３１がオンの間はコンデンサ６０９の放電を防止し、オフ
の間はインダクタ６０８から電動工具７００およびコンデンサ６０９への電流路となる。
【０１４６】
　コンデンサ６０９は、ＦＥＴ３１がオンの間は蓄積されたエネルギを電動工具７００に
供給し、ＦＥＴ３１がオフのときは、電池パック１００の電源電圧に加えてインダクタ６
０８に蓄積されたエネルギにより充電される。
【０１４７】
　すなわち、ＦＥＴ３１をオンすることでインダクタ６０８にエネルギを蓄積し、ＦＥＴ
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３１をオフすることでインダクタ６０８のエネルギとコンデンサ６０９の充電電圧とを加
算した電圧（昇圧電圧）を電動工具７００に供給することができる。
【０１４８】
　以下、上記のように構成される電池パック１００、アダプタ６００および電動工具７０
０の動作について説明する。電動工具７００のスイッチ７０２がオンされると、停止信号
検出回路６５０のＦＥＴ６５１のドレイン端子に電圧が印加され、電源供給回路２０のＦ
ＥＴ２２のゲート端子に電圧が印加されるためＦＥＴ２２がオンし、ＦＥＴ２２のオンに
よりＦＥＴ２１もオンする。これにより定電圧回路１０には電池電圧が供給されることに
なる。定電圧回路１０に電源電圧が供給されると、定電圧回路１０は電源電圧を例えば５
Ｖの回路電源電圧に変換し、マイコン６０２に供給する。マイコン６０２は、電源電圧が
供給されるとＦＥＴ６５１にゲート信号（オン信号）を出力してＦＥＴ６５１をオンさせ
、電池パック１００と電動工具７００の閉回路を形成する。また、マイコン６０２は電源
供給回路２０のＦＥＴ２１のゲート端子にＧＮＤ（Ｌ）レベルの信号を入力し、ＦＥＴ２
１のオン状態を維持する。
【０１４９】
　また、マイコン６０２は、例えば５Ｖの回路電源電圧が入力されると、電圧切換スイッ
チ５０５がオン（端子５０５Ｂ側：グランドレベル）か否かを判断する。オンの場合、マ
イコン６０２は、本実施の形態においては電池パック１００の出力電圧を電動工具７００
の駆動電圧に昇圧して変換するため、昇圧したい割合に応じたデューティの所定周波数の
パルス信号を出力し、ＦＥＴ３１をスイッチングさせる。一方、切換スイッチ５０５がオ
フ（端子５０５Ａ側）の場合、マイコン５０２は、電圧変換を行わないと判断しＦＥＴ３
１のオフ状態を維持する。
【０１５０】
　ここで、サーミスタ５０６によりＦＥＴ３１の温度を検出する。定電圧回路１０の出力
（５Ｖ）を抵抗７とサーミスタ５０６により分圧し、その分圧値により温度を検出する。
サーミスタ５０６の温度検出によりＦＥＴ３１の温度が１２０℃を超える場合にはスイッ
チングデューティを低下させて、例えば１００℃未満になるまでＦＥＴ３１の温度上昇を
抑制する。
【０１５１】
　本実施の形態においては、ＦＥＴ３１がオン場合には、電池パック１００のプラス端子
とマイナス端子との間にインダクタ６０８とＦＥＴ３１とを介した電流路が形成され、イ
ンダクタ６０８にエネルギが蓄積される。オフの場合には、インダクタ６０８に蓄積され
たエネルギが電池パック１００の出力電圧に加算されて、ダイオード６０４を介して電動
工具７００およびコンデンサ６０９に供給される。このとき、コンデンサ６０９は充電さ
れる。コンデンサ６０９に充電されたエネルギは、ＦＥＴ３１がオンの間、電動工具７０
０に供給される。電動工具７００に供給される電圧は、電池パック１００の出力電圧に対
し、ＦＥＴ３１のオフ時間に対するオン時間とオフ時間とを加算した時間の割合に比例し
て昇圧されることになる。
【０１５２】
　また、本実施の形態においても第１の実施の形態の第２変形例における電池パック１０
０およびアダプタ５００と同様、過電流防止機能、過放電防止機能および省電力機能を有
している。上述のようにこのときマイコン６０２は、電池電圧検出回路５４０により過電
流または過放電を検出すると放電停止信号を停止信号検出回路６５０のＦＥＴ６５１に出
力するため、電力供給が停止される。また、保護ＩＣ１２０でも過電流及び過放電を検出
しており、その検出信号（放電停止信号）によりＦＥＴ６５１を遮断する。なお、停止信
号検出回路６５０は、電池パック１００と電動工具７００のプラス端子間に接続されても
よい。
【０１５３】
　このようにしてアダプタ６００により昇圧された電圧はアダプタ６００のプラス端子お
よびマイナス端子を介して電動工具７００に供給され、モータ７０１を回転させて電動工
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具７００を駆動する。
【０１５４】
　電動工具７００のスイッチ７０２がオフされると、モータ７０１は電圧が供給されなく
なり、停止する。アダプタ６００においては、電池パック１００から電源供給回路２０お
よび定電圧回路１０を介してマイコン６０２への例えば５Ｖの回路電源電圧供給は継続し
ている。一方、マイコン６０２は、電源供給回路２０から回路電源電圧が供給されてから
の時間をカウントしており、所定時間経過するまではＦＥＴ２１のオン状態を継続するこ
とで、電源供給回路２０および定電圧回路１０は駆動されている。所定時間経過すると、
マイコン６０２はＦＥＴ２１をオフする信号を出力し、それにより電源供給回路２０がオ
フされ、アダプタ７００への電池パック１００からの電源供給が遮断される。
【０１５５】
　以上詳細に説明したように、第２の実施の形態による電池パック１００、アダプタ６０
０および電動工具７００によれば、電池パック１００と電動工具７００との差込形式が異
なる場合、または電池パック１００の出力電圧が電動工具７００の定格電圧よりも低い場
合にも、アダプタ６００を介することで電池パック１００の出力電圧を昇圧して電動工具
７００を効率よく駆動させることが可能になる。また、アダプタ７００のマイコン６０２
も省電力機能、過放電防止機能、および過電流防止機能を有しているので、より効率よく
安全に電動工具７００を使用することができる。
（第３の実施の形態）
【０１５６】
　以下、本発明の第３の実施形態について、図１７を参照して詳細に説明する。図１７は
、本発明の第３の実施形態に係るアダプタ８００と、それに接続される電池パック１００
と電動工具７００の接続状態を示した回路図である。第１の実施形態またはその変形例ま
たは第２の実施の形態と同様の構成、動作を有するものについては同一番号を付し、説明
を省略する。
【０１５７】
　第３の実施形態に係るアダプタ８００の使用状態の外観は、第２の実施の形態の変形例
における外観と実質的に同一である。アダプタ８００は、電動工具７００と、電動工具７
００の定格電圧よりも低い電圧を出力する電池パック１００とを機械的および電気的に接
続し、使用可能とする機器である。例えば、アダプタ８００は、電池パック１００とはス
ライド式に接続され、電動工具７００とは差し込み式に接続可能であるように構成されて
いる。
【０１５８】
　まず、電池パック１００をアダプタ８００を介して電動工具７００の電源として使用す
る際の機器内部の構成について説明する。電池パック１００、電動工具７００については
、第２の実施形態と同様であるので説明を省略する。
【０１５９】
　アダプタ８００は入力電圧、すなわち電池パック１００の電池電圧１４．４Ｖを昇圧さ
せ、電動工具７００の定格電圧に対応する電圧に変換する。アダプタ８００は、電池パッ
ク１００のプラス端子と電気的に接続されるプラス端子と、マイナス端子と電気的に接続
されるマイナス端子と、電池パック１００の電池状態信号を出力するＬＤ端子と電気的に
接続されるＬＤ端子と、電動工具７００のプラス端子及びマイナス端子と電気的に接続さ
れるプラス端子及びマイナス端子とを備えると共に、定電圧回路１０、電源供給回路２０
、スイッチング回路３０、電池電圧検出回路５４０、マイコン８０２、スイッチ５０５お
よびサーミスタ５０６、トランス８０８、ダイオード６０４、コンデンサ６０９および停
止信号検出回路５０から主に構成されている。
【０１６０】
　アダプタ６００とアダプタ８００とはともに昇圧機能を有するアダプタであるが、両者
の相違は、マイコン６０２に代えてマイコン８０２が設けられ、昇圧用のインダクタ６０
８に代えてトランス８０８が設けられ、トランス８０８の２次側にダイオード６０４とコ
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ンデンサ６０９が設けられていることである。
【０１６１】
　トランス８０８は、１次側にインダクタ８０１、２次側にインダクタ８０３を備えてお
り、インダクタ８０１が電池パック１００側のプラス端子とスイッチング回路３０との間
に接続されている。インダクタ８０３は、ダイオード６０４を介して電動工具７００側の
プラス端子とマイナス端子との間に接続されている。コンデンサ６０９は、電動工具７０
０側のプラス端子とマイナス端子との間に接続されている。トランス８０８は、スイッチ
ング回路３０のＦＥＴ３１に所定周波数の所定のデューティのパルス信号が入力すること
により、そのパルス信号のデューティおよびインダクタ８０１とインダクタ８０３との巻
数比に応じて、電動工具７００に与える電圧を変化させることができるため、電池電圧を
昇圧するだけでなく降圧することも可能である。
【０１６２】
　ダイオード６０４は、ＦＥＴ３１のオンオフに応じて生じるインダクタ８０３の交流電
圧を整流し、コンデンサ６０９とともに、整流平滑回路を形成する。
【０１６３】
　このとき、ダイオード６０４はコンデンサ６０９の放電防止用であり、コンデンサ６０
９は、ＦＥＴ３１のオンオフに応じて充放電しながら出力電圧を平滑する。
【０１６４】
　マイコン８０２とマイコン６０２との相違は、スイッチ５０５のオンオフに応じてＦＥ
Ｔ３１へ出力される信号である。本実施の形態においては、スイッチ５０５がオンの場合
、インダクタ８０１とインダクタ８０３との巻数比に応じて所定周波数のパルス信号のデ
ューティを調整し、電動工具７００側に所望の電圧値の出力電圧を出力させる。また、ス
イッチ５０５がオフの場合にも、インダクタ８０１とインダクタ８０３との巻数比に応じ
て所定周波数のパルス信号のデューティを調整し、電池パック１００と同一の出力電圧を
出力させる。
【０１６５】
　以下、上記のように構成される電池パック１００、アダプタ８００および電動工具７０
０の動作について説明する。電動工具７００のスイッチ７０２がオンされると、停止信号
検出回路６５０のＦＥＴ６５１のドレイン端子に電圧が印加され、電源供給回路２０のＦ
ＥＴ２２のゲート端子に電圧が印加されるためＦＥＴ２２がオンし、ＦＥＴ２２のオンに
よりＦＥＴ２１もオンする。これにより定電圧回路１０には電池電圧が供給されることに
なる。定電圧回路１０に電源電圧が供給されると、定電圧回路１０は電源電圧を例えば５
Ｖの回路電源電圧に変換し、マイコン８０２に供給する。また、マイコン８０２は電源供
給回路２０のＦＥＴ２１のゲート端子にＧＮＤ（Ｌ）レベルの信号を入力し、ＦＥＴ２１
のオン状態を維持する。
【０１６６】
　また、マイコン８０２は、例えば５Ｖの回路電源電圧が入力されると、電圧切換スイッ
チ５０５がオンか否かを判断する。オン（電圧変換を行う）の場合、マイコン８０２は、
本実施の形態においては電池パック１００の出力電圧を電動工具７００の駆動のための所
望の電圧に変換するため、所定周波数の所定デューティのパルス信号をＦＥＴ３１に出力
し、ＦＥＴ３１をスイッチングさせる。このスイッチングによりトランス８０８で電磁誘
導により起電力が発生し、電動工具７００のプラス端子とマイナス端子との間に所望の出
力電圧が出力される。切換スイッチ５０５がオフの場合、マイコン５０２は、電圧変換を
行わないと判断し、所定周波数の上記電圧変換をする場合と異なる所定デューティのパル
ス信号を出力し、ＦＥＴ３１をスイッチングさせる。このスイッチングによりトランス８
０８で電磁誘導により起電力が発生し、電動工具７００のプラス端子とマイナス端子との
間に電池パック１００の出力電圧と同一の出力電圧が出力される。
【０１６７】
　ここで、サーミスタ５０６によりＦＥＴ３１の温度を検出する。定電圧回路１０の出力
（５Ｖ）を抵抗７とサーミスタ５０６により分圧し、その分圧値により温度を検出する。
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サーミスタ５０６の温度検出によりＦＥＴ３１の温度が１２０℃を超える場合にはスイッ
チングデューティを低下させて、例えば１００℃未満になるまでＦＥＴ３１の温度上昇を
抑制する。
【０１６８】
　本実施の形態においては、電圧変換をする場合にもしない場合にもＦＥＴ３１にパルス
信号を出力する。電動工具７００に供給される電圧は、インダクタ８０１とインダクタ８
０３との巻数比とパルス信号のデューティに応じて昇圧されることになる。なお、降圧す
ることも可能である。
【０１６９】
　また、本実施の形態においても第１から第３の実施の形態における電池パックおよびア
ダプタと同様、過電流防止機能、過放電防止機能および省電力機能を有している。上述の
ようにこのときマイコン８０２は、電池電圧検出回路５４０により過電流または過放電を
検出すると放電停止信号を停止信号検出回路６５０のＦＥＴ６５１に出力するため、電力
供給が停止される。また、電池パック１００の保護ＩＣ１２０により過電流または過放電
が検出された場合にもＬＤ端子を介して放電停止信号を出力しＦＥＴ６５１をオフする。
なお、停止信号検出回路６５０は、電池パック１００と電動工具７００のプラス端子間に
接続されてもよい。
【０１７０】
　このようにしてアダプタ８００により昇圧（降圧）された電圧はアダプタ８００のプラ
ス端子およびマイナス端子を介して電動工具７００に供給され、モータ７０１を回転させ
て電動工具７００を駆動する。
【０１７１】
　電動工具７００のスイッチ７０２がオフされると、モータ７０１は電圧が供給されなく
なり、停止する。アダプタ８００においては、電池パック１００から電源供給回路２０お
よび定電圧回路１０を介してマイコン８０２への例えば５Ｖの回路電源電圧供給は継続し
ている。一方、マイコン８０２は、電源供給回路２０から回路電源電圧が供給されてから
の時間をカウントしており、所定時間経過するまではＦＥＴ２１のオン状態を継続するこ
とで、電源供給回路２０および定電圧回路１０は駆動されている。所定時間経過すると、
マイコン８０２はＦＥＴ２１をオフする信号を出力し、それにより電源供給回路２０がオ
フされ、アダプタ８００への電池パック１００からの電源供給が遮断される。
【０１７２】
　以上詳細に説明したように、第３の実施の形態による電池パック１００、アダプタ８０
０および電動工具７００によれば、電池パック１００と電動工具７００との差込形式が異
なる場合、または電池パック１００の出力電圧が電動工具７００の定格電圧よりも低い場
合にも、アダプタ８００を介することで電池パック１００の出力電圧を昇圧して電動工具
７００を効率よく駆動させることが可能になる。また、アダプタ７００のマイコン８０２
も省電力機能、過放電防止機能、および過電流防止機能を有しているので、より効率よく
安全に電動工具７００を使用することができる。
（第４の実施の形態）
【０１７３】
　次に、アダプタを介さずに電池パック１００を電動工具３００の駆動源とする場合につ
いて説明する。上述したように図５は、スライド式の電池パック１００と正規に接続可能
な電動工具３００との使用状態を示した図である。図５に示すように、本実施の形態によ
る電池パック１００は、スライド式の電池パック１００と正規に接続可能な電動工具３０
０と直接接続した状態で電力供給が可能である。
【０１７４】
　図１８は、本発明の第４の実施形態による電池パック１００と、電池パック１００と正
規に接続可能な電動工具３００との接続状態を示した回路図である。
【０１７５】
　図１８に示すように、電池パック１００はリチウム電池１１１～１１４からなり、公称
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電圧は素電池電圧３．６Ｖを４本直列に接続して１４．４Ｖである。電動工具３００は、
モータ３０１、スイッチ３０２、電池パック１００が過放電や過電流等の異常状態になっ
た際に電動工具３００の動作をオフ（モータ３０１と電池パック３００間の閉回路を遮断
）させるＦＥＴ３０４等の構成部品から構成されている。本実施形態では、電動工具３０
０は１４．４Ｖ用の電動工具であり、１４．４Ｖの電池パック１００を１４．４Ｖ用の電
動工具３００に接続することで正常に動作可能になる。
【０１７６】
　図１８において、電池パック１００の構成および動作は、第１から第３の実施の形態に
よる電池パック１００と同様である。電動工具３００は、モータ３０１、スイッチ３０２
、フライホイールダイオード３０３、ＦＥＴ３０４、プルアップ抵抗３０５、ツェナーダ
イオード３０６を備えている。モータ３０１、スイッチ３０２は直列に接続され、スイッ
チ３０２とマイナス端子との間にＦＥＴ３０４のドレイン端子およびソース端子が接続さ
れている。ＦＥＴ３０４のゲート端子は、ＬＤ端子に接続されるとともに、プルアップ抵
抗３０５を介してプラス端子に、ツェナーダイオード３０６を介してマイナス端子に接続
されている。なお、ＦＥＴ３０４は電池パック１００の電池電圧によりオンされる。すな
わち、電動工具３００に電池パック１００を正常に接続するとＦＥＴ３０４はオンされる
。
【０１７７】
　すなわち、ＦＥＴ３０４のゲート端子に電池パック１００からプルアップ抵抗３０５を
介して所定電圧が供給され、ＦＥＴ３０４がオンする。そこでスイッチ３０２をオンする
と、モータ３０１に電池パック１００から所定電圧が供給され、電動工具３００が駆動さ
れる。スイッチ３０２をオフすると、プラス端子とマイナス端子との間の閉回路が遮断さ
れ、電動工具３００は駆動を停止する。
【０１７８】
　電池パック１００の保護ＩＣ１２０は、各リチウム電池１１１～１１４の過放電検出機
能と図示していない過電流検出機能を有し、過放電あるいは過電流状態を検出すると、電
池パック１００及び電動工具３００のＬＤ端子を介して放電停止信号を出力してＦＥＴ３
０４をオフし、電動工具３００への電力の供給を遮断する。
【０１７９】
　以上のように、電池パック１００は、電動工具３００と直接に接続して電動工具３００
に電力を供給し、駆動させることができる。また、過放電防止機能、および過電流防止機
能を有しているので、効率よく安全に電動工具３００を使用することができる。
（第５の実施の形態）
【０１８０】
　次に、図１９を参照しながら、電池パック１００をアダプタ５５０と接続した状態で充
電する場合について説明する。図１９に示すように、アダプタ５５０は、充電器４００と
電気的に接続可能な充電端子Ｌ＋を有し、本実施形態では、電動工具２００と電気的に接
続可能なプラス端子とは別に充電用のプラス端子（Ｌ＋）を有し、マイナス端子が共通と
して充電器４００とも電気的に接続可能として構成されている。なお、充電用と放電用の
プラス端子を共通にすることも可能であり、この場合、端子数を減らすことができる。
【０１８１】
　電池パック１００の保護ＩＣ１２０は、上述のように電池組１１０の素電池１１１～１
１４の各電圧を監視しており、例えば、所定電圧以上になっているのに充電し続けている
等過充電となった場合に、過充電信号をＬＥ端子およびアダプタ１内部の信号線を介して
充電器４００に出力する。また、上述のように保護ＩＣ１２０は、電池組１１０の電流を
監視しており、電流が所定値を下回ると満充電と判断し、満充電信号をＬＥ端子およびア
ダプタ１内部の信号線を介して充電器４００に出力することで充電を停止する。また、識
別抵抗１３２による電池の種類または素電池数に応じた電池種別信号を、Ｔ端子およびア
ダプタ１内部の信号線を介して充電器４００に出力する。さらに、サーミスタ１３０で検
出される電池温度に応じた温度信号を、ＬＳ端子およびアダプタ１内部の信号線を介して
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充電器４００に出力する。充電器４００は、Ｔ端子、ＬＳ端子からの電池種類信号、温度
信号等に基づいて充電電流、充電電圧を制御し、電池パック１００を充電する。また、電
池パック１００の電池電圧も検出している。
【０１８２】
　アダプタ５５０は、第１の実施の形態の第２変形例で説明した５００と実質的にほぼ同
一である。しかし、図１から図３を参照しながら説明した挿入部１Ｂの端子９は、本実施
の形態によるアダプタ５５０においては充電端子Ｌ＋、プラス端子、マイナス端子、ＬＤ
端子、ＬＥ端子、Ｔ端子、およびＬＳ端子の７個設けられることになる。また、充電器４
００側の端子は充電端子Ｌ＋、マイナス端子、ＬＥ端子、Ｔ端子、ＬＳ端子の５個設けら
れることになる。
【０１８３】
　充電器４００は、充電端子Ｌ＋、マイナス端子、ＬＥ端子、Ｔ端子、ＬＳ端子、および
電池パック１００に電力を供給する電源回路４０１と、電源回路４０１の動作を制御する
制御回路４０２とを有している。電源回路４０１は、充電端子Ｌ＋とマイナス端子とに接
続されており、アダプタ５００を介して電池パック１００に電力を供給する。制御回路４
０２は、電池パック１００とアダプタ５００を介して接続されるＬＥ端子、Ｔ端子、ＬＳ
端子と接続されているとともに、電源回路４０１と接続され、ＬＥ端子、Ｔ端子、ＬＳ端
子から入力される信号等に応じて電源回路４０１に制御信号を出力する。
【０１８４】
　上記のように、アダプタ５５０を介して電池パック１００を充電器４００によって充電
する際には、まず、電池パック１００がアダプタ５５０に接続された状態でアダプタ５５
０を充電器４００に接続する。充電器４００の制御回路４０２は、アダプタ５５０を介し
て入力されるＴ端子からの電池種別信号により素電池数（電池の種類）を認識し、それに
基づいて充電電圧、充電電流を決定し、電源回路４０１に所定の出力を開始させる。電源
回路４０１は、充電端子Ｌ＋およびマイナス端子からアダプタ１を介して電池パック１０
０に電力を供給する。この場合、充電電流は、マイコン５０２の動作に関係なく、すなわ
ちＦＥＴ３１のオン動作に関係なく、ＦＥＴ３１の回避手段となるダイオードを介して流
れるため、充電が可能となる。すなわち、アダプタ１を動作させることなく充電が可能と
なる。なおこのダイオードは、ＦＥＴ３１に並列に接続され、カソードが電動工具側のマ
イナス端子にアノードが電池パック１００側のマイナス端子に接続されている。
【０１８５】
　電池パック１００では、保護ＩＣ１２０により各電池電圧を監視している。ＬＥ端子か
らの過充電検出信号またはＬＳ端子からの温度異常検出信号がアダプタ５５０を介して入
力されると、制御回路４０２は電源回路４０１に出力を停止させる信号を出力し、電源回
路４０１は電力の供給を停止する。
【０１８６】
　また、電池パック１００の満充電検出は、充電器４００の不図示の充電電流検出手段、
電池電圧検出手段、電池温度検出手段等により行う。例えば電池パック１００がリチウム
電池の場合には、充電電流検出手段で検出した充電電流が満充電電流値以下となったとき
に満充電と判別し充電を停止する。また、電池パック１００がニカド電池やニッケル水素
電池の場合には、電池電圧検出手段により検出した電池電圧がピーク値から所定値降下し
たときに満充電とする周知の－ΔＶ方式等により満充電を満別する。また、ＬＳ端子から
入力された電池温度を電池電池温度検出手段により検出することで満充電を判別すること
も可能である。
【０１８７】
　以上のように、電池パック１００は、アダプタ５５０と接続した状態で充電器４００に
より充電することができる。このようにスライド式の電池パック１００を差込式の充電器
で充電する場合には、電池パック１００とアダプタ５５０を電気的に接続したまま、充電
器４００の充電端子とアダプタ５５０の端子とを電気的に接続することで充電が可能とな
る。このとき、アダプタ５５０内に過放電防止機能、過電流防止機能と同様に過充電防止
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用の保護手段を設けても良い。
【０１８８】
　以上詳細に説明したように、電池パックの電池電圧を電動工具に必要な所定の電圧に変
換する実効電圧変換手段を設けたので、リチウム電池の組み合わせのみで、通常の組み合
わせでは実現することが出来ない所定の電圧を任意に出力することができる。また、電動
工具のスイッチ動作に対応して定電圧手段に電源供給をするようにしたので電池パックの
低消費化を可能にすることができる。更に、電池パックからの過放電や過電流の電池状態
信号によって電流供給路を遮断する保護手段を設けたので、電池パックの故障や寿命低下
を防止することができる。
【０１８９】
　なお、本発明によるアダプタ、電池パックとアダプタの組み合わせ、それらを備えた電
動工具は、上述した実施の形態に限定されず、特許請求の範囲に記載した範囲で種々の変
形や改良が可能である。例えば、図２０に示すように、スライドタイプの電池パック１０
０ａにスライドタイプのアダプタ１ａを装着するようにしてもよいし、図２１に示すよう
に、差し込みタイプの電池パック１００ｂにスライドタイプのアダプタ１ｂを装着するよ
うにしてもよい。また、図２２に示すように、差し込みタイプの電池パック１００ｂに差
し込みタイプのアダプタ１ｃを装着するようにしてもよい。図２０に示したスライドタイ
プの電池パック１００ａは、図１、図３等に示した電池パック１００と同じものである。
スライドタイプのアダプタ１ａはスライド式装着部を有する電動工具に装着される。図２
１に示した差し込みタイプの電池パック１００ｂは、図１に示したアダプタ１の楕円筒状
の挿入部１Ｂと略同一の形状を有する挿入部を有している。本来、差し込みタイプの電池
パック１００ｂは、その挿入部を電動工具２００のハンドル部２００Ｂ（図４参照）内に
形成された中空部に差し込んで使用することを企図したものであるが、図２１は、斯様な
形状の電池パック１００ｂをスライドタイプのアダプタ１ｂに形成された空間（点線で示
した部分）に差し込み、アダプタ１ｂをスライド式装着部を有する電動工具に装着して使
用する例を示したものである。図２２に示した差し込みタイプの電池パック１００ｂは図
２１に示した電池パックと同じものである。図２２に示した差し込みタイプのアダプタ１
ｃは、図１、図３等に示したアダプタ１と基本的に同じものであるが、電池パック１００
ｂの挿入部を受け入れるための空間（点線で示した部分）が形成されている点で図１、図
３等に示したアダプタ１とは異なっている。電池パック１００ｂに装着されたアダプタ１
ｃは、電池パック挿入部が形成された電動工具に差し込んで使用する。
【０１９０】
　また、本実施形態では電池パック１００の電池電圧を１４．４Ｖ、電動工具２００の定
格電圧を１２Ｖとして説明し、１４．４Ｖから１２Ｖへの電圧変換はスイッチ５により選
択するようにしたが、自動的に行うようにしてもよい。この場合、アダプタの出力電圧が
、電動工具の定格電圧より大きい値に設定されているときには電動工具に接続することが
できないように、電圧切換手段と連動して切り換わる接続防止手段を設けても良い。また
、スイッチングのデューティを変えて９．６Ｖや７．２Ｖ、１８Ｖや２４Ｖに変圧するよ
うにしてもよい。更に、電池パックとアダプタを一体に構成し（アダプタ機能を電池パッ
クに内蔵）、電池パックで電圧を変圧するようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１９１】
【図１】本発明の第１の実施の形態によるアダプタおよび電池パックの斜視図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態よるアダプタを斜め下方から見た斜視図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態によるアダプタ付電池パックの斜視図である。
【図４】本発明の第１の実施の形態による電動工具の斜視図である。
【図５】本発明の第１の実施の形態よるアダプタを電動工具に直接接続した斜視図である
。
【図６】本発明の第１の実施の形態によるアダプタ付電池パックの平面図である。
【図７】本発明の第１の実施の形態によるアダプタ付電池パックの側面図である。
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【図８】図７のＡ－Ａ線断面図である。
【図９】別の実施形態による図７のＡ－Ａ線断面図である。
【図１０】本発明の第１の実施形態によるアダプタの使用状態を示した回路図。
【図１１】本発明の第１の実施形態の第１変形例によるアダプタの使用状態を示した回路
図。
【図１２】本発明の第１の実施形態の第２変形例によるアダプタの使用状態を示した回路
図。
【図１３】本発明の第１の実施形態の第２変形例によるアダプタの使用状態を示すフロー
チャート。
【図１４】本発明の第１の実施形態の第２変形例によるアダプタの使用状態を改変したフ
ローチャート。
【図１５】電池電圧と電動工具への出力電圧の関係を示す図。
【図１６】本発明の第２の実施形態によるアダプタの使用状態を示した回路図。
【図１７】本発明の第３の実施形態によるアダプタの使用状態を示した回路図。
【図１８】本発明の第４の実施形態による電池パックと電動工具とを直接に接続した状態
を示した回路図。
【図１９】本発明の第５の実施形態によるアダプタ付電池パックの充電の状態を示した回
路図。
【図２０】電池パックとアダプタが共にスライドタイプの側面図。
【図２１】電池パックが差込タイプでアダプタがスライドタイプの側面図。
【図２２】電池パックとアダプタが共に差込タイプの側面図。
【符号の説明】
【０１９２】
１、１ａ、１ｂ：アダプタ　２：スイッチング制御手段　１０：定電圧回路　２０：電源
供給回路　３０：スイッチング回路　４０：電源供給保持回路　１００、１００ａ、１０
ｂ：電池パック　２００：電動工具
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