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(57)【要約】
【課題】耐環境性を重視しつつ、高力率により２次電池
の充電を行うことが可能な小型の充電装置を提供する。
【解決手段】制御部１７において、交流入力電圧Ｖacin
、交流入力電流Ｉacinおよび最大出力電圧Ｖmaxに基づ
き、スイッチング素子ＳＷ１に対するスイッチング駆動
の際の時比率（ＳＷ制御信号Ｓ１におけるデューティ比
）を制御するようにする。これにより、適切な大きさの
脈流を含んだ出力電圧Ｖoutによるリチウムイオン電池
２０への充電が可能となり、従来のように定電圧かつ定
電流によって充電を行う場合と比べ、容量の小さな平滑
コンデンサ１５Ｃを使用することが可能となる。また、
交流入力電流Ｉacinに含まれる高調波電流も低減される
ため、力率が向上する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２次電池に対して充電を行うための充電装置であって、
　交流入力電圧を整流して整流電圧を生成する整流回路と、
　前記整流電圧をスイッチングしてパルス電圧を生成するためのスイッチング素子と、
　前記パルス電圧を平滑化することにより、前記２次電池へ供給するための出力電圧を生
成する平滑コンデンサと、
　前記スイッチング素子に対してパルス幅変調によりスイッチング駆動を行うと共に、前
記交流入力電圧と、前記整流回路へ流入する交流入力電流と、前記出力電圧における所定
期間内の最大値である最大出力電圧とに基づいて、前記スイッチング駆動の際の時比率を
制御する制御部と
　を備えたことを特徴とする充電装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記出力電圧から前記最大出力電圧を前記所定期間ごとに検出すると共
に、この検出した最大出力電圧を用いて前記時比率の制御を行う
　ことを特徴とする請求項１に記載の充電装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記最大出力電圧の検出を、前記交流入力電圧における周期の少なくと
も半周期分の期間ごとに行う
　ことを特徴とする請求項２に記載の充電装置。
【請求項４】
　前記制御部は、前記最大出力電圧に基づいて、前記交流入力電流における所定期間内の
目標値である目標入力電流を設定すると共に、この設定した目標入力電流を用いて前記時
比率の制御を行う
　ことを特徴とする請求項１ないし請求項３のいずれか１項に記載の充電装置。
【請求項５】
　前記制御部は、前記最大出力電圧と所定の第１閾値電圧との比較結果に基づいて、前記
目標入力電流の設定を行う
　ことを特徴とする請求項４に記載の充電装置。
【請求項６】
　前記制御部は、前記最大出力電圧（Ｖmax）が前記第１閾値電圧（Ｖｔ１）以下の場合
には、以下の（１）式を用いて前記目標入力電流（Ｉ０）の設定を行うと共に、前記最大
出力電圧（Ｖmax）が前記第１閾値電圧（Ｖｔ１）よりも大きい場合には、以下の（２）
式を用いて、現在の目標入力電流（Ｉ０（ｎ））から新たな目標入力電流（Ｉ０（ｎ＋１
））へ前記目標入力電流の再設定を行う
　ことを特徴とする請求項５に記載の充電装置。
Ｉ０＝Ｉmax（所定の目標最大電流値）　　　　　　　　…（１）
Ｉ０（ｎ＋１）＝Ｉ０（ｎ）×（Ｖｔ１／Ｖmax）　　　…（２）
【請求項７】
　前記制御部は、前記最大出力電圧と、前記第１閾値電圧よりも低電圧である第２閾値電
圧との比較結果に基づいて、前記目標入力電流の設定を行う
　ことを特徴とする請求項４に記載の充電装置。
【請求項８】
　前記制御部は、前記目標入力電流の設定を、前記交流入力電圧における周期の半周期分
の期間ごとに行う
　ことを特徴とする請求項４に記載の充電装置。
【請求項９】
　前記制御部は、前記目標入力電流の設定を、前記交流入力電圧におけるゼロクロスポイ
ント付近のタイミングで行う
　ことを特徴とする請求項８に記載の充電装置。
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【請求項１０】
　前記交流入力電圧におけるゼロクロスポイントを検出するゼロクロスポイント検出部を
備え、
　前記制御部は、前記ゼロクロスポイント検出部により検出されたゼロクロスポイントを
用いて、前記目標入力電流の設定を行う
　ことを特徴とする請求項９に記載の充電装置。
【請求項１１】
　前記交流入力電圧を検出する交流入力電圧検出部を備え、
　前記制御部は、前記交流入力電圧検出部により検出された交流入力電圧を用いて、前記
時比率の制御を行う
　ことを特徴とする請求項１ないし請求項１０のいずれか１項に記載の充電装置。
【請求項１２】
　前記交流入力電流を検出する交流入力電流検出部を備え、
　前記制御部は、前記交流入力電流検出部により検出された交流入力電流を用いて、前記
時比率の制御を行う
　ことを特徴とする請求項１ないし請求項１１のいずれか１項に記載の充電装置。
【請求項１３】
　前記出力電圧を検出する出力電圧検出部を備え、
　前記制御部は、前記出力電圧検出部により検出された出力電圧を用いて、前記時比率の
制御を行う
　ことを特徴とする請求項１ないし請求項１２のいずれか１項に記載の充電装置。
【請求項１４】
　前記スイッチング素子が、前記整流電圧を昇圧して前記パルス電圧を生成するための昇
圧回路内に設けられている
　ことを特徴とする請求項１ないし請求項１３のいずれか１項に記載の充電装置。
【請求項１５】
　前記平滑コンデンサが、フィルムコンデンサを用いて構成されている
　ことを特徴とする請求項１ないし請求項１４のいずれか１項に記載の充電装置。
【請求項１６】
　前記２次電池が、リチウムイオン電池を用いて構成されている
　ことを特徴とする請求項１ないし請求項１５のいずれか１項に記載の充電装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スイッチング素子を含んで構成されると共に２次電池に対して充電を行うた
めの充電装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、スイッチング素子を含んで構成されたスイッチング電源装置として、種々のもの
が提案されている（例えば、特許文献１）。このうち、２次電池を充電するためのスイッ
チング電源装置（充電装置）では、例えば、商用電源から入力された交流電圧（商用電圧
）を整流した後、この整流した電圧をスイッチング素子によりスイッチングすると共に、
このスイッチングにより得られた電圧を平滑コンデンサなどにより平滑し、これにより得
られる直流電圧に基づき、定電圧かつ定電流により２次電池を充電するようになっている
。またこの際、商用電源から電力を得るには、規格により、入力側の高調波電流をある程
度低減させる必要がある。
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－３０４９６１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　そこで、従来より、様々な力率改善方式の充電装置が提案されている。これらの充電装
置では、大容量の平滑コンデンサ等を用いて交流電力を直流化することが必須となってい
る。これは、十分な容量の平滑コンデンサ等を用いないと、充電装置からの出力電圧が脈
流を含むものとなってしまい、上記したような直流電圧による定電圧かつ定電流の充電が
困難となってしまうからである。このような理由から、従来の力率改善方式の充電装置で
は、出力電圧の変化を低減させるために、電解コンデンサなどの大容量の平滑コンデンサ
が用いられている。電解コンデンサは、容量、コスト、体積の観点から、平滑コンデンサ
に最適なデバイスである。
【０００５】
　ところが、この電解コンデンサは、耐環境性に問題があることが判っている。近年注目
されている車載用２次電池の充電用途では、前述の力率改善方式の充電装置を、車に搭載
する必要がある。このとき、充電装置には、車載環境に耐えられることが求められる。こ
のような要求に対し、電解コンデンサを用いた充電装置では、特性安定性や寿命特性を満
たすことができない。そこで、現在は大容量および高耐圧のフィルムコンデンサを用いた
充電装置が使用されているが、充電装置自体が大型化してしまうという問題があった。
【０００６】
　ここで、上記特許文献１のスイッチング電源装置では、出力電流の平均値および出力電
圧値を補正用帰還ループの入力信号として用いることにより、スイッチング素子を駆動す
る際の時比率（デューティ比）を制御するようになっている。そこで、このような時比率
の制御動作を、充電装置内のスイッチング素子に対しても適用することが考えられる。し
かしながら、この特許文献１では、出力電流の平均値を用いて時比率を制御しているため
、高力率を得るには上述したような大容量の平滑コンデンサを用いる必要があり、耐環境
性を考慮した２次電池の充電装置に用いるには、装置の小型化が難しいと考えられる。
【０００７】
　このように従来の技術では、耐環境性を重視した装置構成を大型化させることなく、高
力率により２次電池の充電を行うことが困難であり、改善の余地があった。
【０００８】
　本発明はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、耐環境性を重視しつつ、
高力率により２次電池の充電を行うことが可能な小型の充電装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の充電装置は、２次電池に対して充電を行うためのものであって、交流入力電圧
を整流して整流電圧を生成する整流回路と、この整流電圧をスイッチングしてパルス電圧
を生成するためのスイッチング素子と、このパルス電圧を平滑化することによって２次電
池へ供給するための出力電圧を生成する平滑コンデンサと、制御部とを備えたものである
。また、この制御部は、スイッチング素子に対してパルス幅変調によりスイッチング駆動
を行うと共に、上記交流入力電圧と、上記整流回路へ流入する交流入力電流と、上記出力
電圧における所定期間内の最大値である最大出力電圧とに基づいて、上記スイッチング駆
動の際の時比率を制御するものである。なお、「交流入力電圧」とは、電気機器の電源電
圧として使用される電圧を含み、いわゆる商用電源に好適に用いられる。
【００１０】
　本発明の充電装置では、交流入力電圧が整流回路において整流されることにより整流電
圧が生成され、この整流電圧がスイッチング素子によってスイッチングされることにより
パルス電圧が生成され、このパルス電圧が平滑コンデンサによって平滑化されることによ
り出力電圧が生成され、この出力電圧が２次電池へ供給されることによって、２次電池に
対する充電がなされる。また、上記交流入力電圧、上記交流入力電流および上記最大出力
電圧に基づいて、スイッチング素子に対するパルス幅変調によるスイッチング駆動の際の
時比率が制御されることにより、２次電池に対し、適切な大きさの脈流を含んだ出力電圧
による充電がなされ得るようになる。これにより、交流入力電流に含まれる高調波電流が
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低減され得る。
【００１１】
　本発明の充電装置では、上記制御部が、出力電圧から最大出力電圧を上記所定期間ごと
に検出すると共にこの検出した最大出力電圧を用いて時比率の制御を行うようにすること
が可能である。また、この場合において、上記制御部が、最大出力電圧の検出を、交流入
力電圧における周期の少なくとも半周期分の期間ごとに行うようにすることが可能である
。
【００１２】
　本発明の充電装置では、上記制御部が、最大出力電圧に基づいて交流入力電流における
所定期間内の目標値である目標入力電流を設定すると共に、この設定した目標入力電流を
用いて時比率の制御を行うようにするのが好ましい。このように構成した場合、所定期間
内の出力電圧の最大値である最大出力電圧の大きさに応じて、所定期間内の交流入力電流
の目標値が設定されることにより、最大出力電圧の大きさに応じた入力電流値の調整が可
能となり、２次電池に対し、適切な大きさの脈流を含んだ出力電圧による充電がなされ得
るようになる。これにより、交流入力電流に含まれる高調波電流の抑制が可能になる。
【００１３】
　この場合において、上記制御部が、最大出力電圧と所定の第１閾値電圧との比較結果に
基づいて目標入力電流の設定を行うようにすることが可能である。具体的には、例えば、
上記制御部が、最大出力電圧（Ｖmax）が上記第１閾値電圧（Ｖｔ１）よりも大きい場合
には、以下の（１）式を用いて前記目標入力電流（Ｉ０）の設定を行うと共に、最大出力
電圧（Ｖmax）が上記第１閾値電圧（Ｖｔ１）以下である場合には、以下の（２）式を用
いて、現在の目標入力電流（Ｉ０（ｎ））から新たな目標入力電流（Ｉ０（ｎ＋１））へ
目標入力電流の再設定を行うようにすることが可能である。このように構成した場合、最
大出力電圧の大きさに応じて、目標入力電流が目標最大電流値となるような設定がなされ
ることにより、２次電池に対し適切な大きさの脈流を含んだ出力電圧による充電がなされ
得るようになる。これにより、交流入力電流に含まれる高調波電流の抑制が可能になる。
Ｉ０＝Ｉmax（所定の目標最大電流値）　　　　　　　　…（１）
Ｉ０（ｎ＋１）＝Ｉ０（ｎ）×（Ｖｔ１／Ｖmax）　　　…（２）
【００１４】
　また、上記制御部が、最大出力電圧と、上記第１閾値電圧よりも低電圧である第２閾値
電圧との比較結果に基づいて、目標入力電流の設定を行うようにするのが好ましい。この
ように構成した場合、例えば、第１閾値電圧を、２次電池に対する正常な充電が可能な最
大出力電圧値に設定すると共に、第２閾値電圧を、交流入力電流に含まれる高調波電流低
減のための最大出力電圧値に設定することにより、入力側の高調波電流を低減しつつ、過
大な充電による２次電池の劣化が回避可能となる。
【００１５】
　また、上記制御部が、目標入力電流の設定を、交流入力電圧における周期の半周期分の
期間ごとに行うようにすることが可能である。この場合、上記制御部が、目標入力電流の
設定を、交流入力電圧におけるゼロクロスポイント付近のタイミングで行うようにするの
が好ましい。このように構成した場合、交流入力電流に含まれる高調波電流が、より効果
的に低減される。また、この場合、上記交流入力電圧におけるゼロクロスポイントを検出
するゼロクロスポイント検出部を設けると共に、上記制御部が、このゼロクロスポイント
検出部により検出されたゼロクロスポイントに同期させて交流入力電圧を演算で求め、求
まった交流入力電圧を用いて目標入力電流の設定を行うようにするのがより好ましい。こ
のように構成した場合、ノイズ等に起因して交流入力電流が正弦波形から歪んでいるよう
な場合であっても、交流入力電圧の波形によらず、入力側の高調波電流が確実に低減され
る。
【００１６】
　本発明の充電装置では、上記交流入力電圧を検出する交流入力電圧検出部を設けると共
に、上記制御部が、この交流入力電圧検出部により検出された交流入力電圧を用いて時比
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率の制御を行うようにすることが可能である。また、上記交流入力電流を検出する交流入
力電流検出部を設けると共に、上記制御部が、この交流入力電流検出部により検出された
交流入力電流を用いて時比率の制御を行うようにすることが可能である。また、上記出力
電圧を検出する出力電圧検出部を設けると共に、上記制御部が、この出力電圧検出部によ
り検出された出力電圧を用いて時比率の制御を行うようにすることが可能である。
【００１７】
　本発明の充電装置では、上記スイッチング素子を、整流電圧を昇圧して上記パルス電圧
を生成するための昇圧回路内に設けるようにしてもよい。
【００１８】
　本発明の充電装置では、上記平滑コンデンサが、フィルムコンデンサを用いて構成され
ているようにすることが好ましい。このように構成した場合、従来の電解コンデンサを用
いた場合と比べ、平滑コンデンサおよび装置全体が小型化しやすくなると共に、より高耐
環境化が図れるため、装置の信頼性も向上する。
【００１９】
　本発明の充電装置では、上記２次電池が、リチウムイオン電池を用いて構成されている
ようにすることが好ましい。このように構成した場合、脈流を含んだ出力電圧による充電
が許容されているため、そのような充電手法により適合したものとなる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の充電装置によれば、上記交流入力電圧、上記交流入力電流および上記最大出力
電圧に基づいて、スイッチング素子に対するパルス幅変調によるスイッチング駆動の際の
時比率を制御するようにしたので、適切な大きさの脈流を含んだ出力電圧による２次電池
への充電が可能となり、従来のように定電圧かつ定電流によって充電を行う場合と比べ、
容量の小さな平滑コンデンサを使用することが可能となる。また、このような制御によっ
て、交流入力電流に含まれる高調波電流を低減することもでき、力率を向上させることが
可能となる。よって、耐環境性を重視しつつ、高力率により２次電池を充電する小型の充
電装置を実現することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明を実施するための最良の形態（以下、単に実施の形態という。）について
、図面を参照して詳細に説明する。
【００２２】
　図１は、本発明の一実施の形態に係る充電装置（充電装置１）の回路構成を表すもので
ある。この充電装置１は、例えば自動車などに適用されるものであって、商用電源１０か
ら供給される交流入力電圧Ｖacin（いわゆる商用電圧）に基づいて２次電池であるリチウ
ムイオン電池２０を充電するものであり、入力電圧検出回路１１と、整流回路１２と、コ
ンデンサＣ１と、入力電流検出回路１３と、スイッチング素子ＳＷ１を含む昇圧回路１４
と、平滑コンデンサ１５Ｃを含む平滑回路１５と、出力電圧検出回路１６と、スイッチン
グ素子ＳＷ１をスイッチング駆動するための制御部１７とを備えている。
【００２３】
　入力電圧検出回路１１は、接続ラインＨ１，Ｌ１上において、入力端子Ｔ１，Ｔ２と後
述する整流回路１２との間に配置されており、入力端子Ｔ１，Ｔ２を介して商用電源１０
から供給される交流入力電圧Ｖacinを検出すると共に、この検出した交流入力電圧Ｖacin
に対応する検出信号Ｓ（Ｖacin）を制御部１７へ出力するものである。なお、この入力電
圧検出回路１１の具体的な回路構成としては、例えば、接続ラインＨ１，Ｌ１間に配置さ
れた分圧抵抗（図示せず）によって交流入力電圧Ｖacinを検出してこれに応じた電圧を生
成するものなどが挙げられる。
【００２４】
　整流回路１２は、４つの整流用のダイオード１２Ｄ１～１２Ｄ４を有するブリッジ型の
整流回路である。具体的には、ダイオード１２Ｄ１のアノードおよびダイオード１２Ｄ２
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のカソードが互いに接続ラインＨ１を介して入力端子Ｔ１に接続され、ダイオード１２Ｄ
３のアノードおよびダイオード１２Ｄ４のカソードが互いに接続ラインＬ１を介して入力
端子Ｔ２に接続されている。また、ダイオード１２Ｄ１のカソードおよびダイオード１２
Ｄ３のカソードが互いに接続ラインＨ２に接続され、ダイオード１２Ｄ２のアノードおよ
びダイオード１２Ｄ４のアノードが互いに接続ラインＬ２に接続されている。このような
構成により整流回路１２では、入力された交流入力電圧Ｖacinが整流され、接続ラインＨ
２，Ｌ２間に整流電圧Ｖ１が生成されるようになっている。
【００２５】
　コンデンサＣ１は、整流回路１２と後述する入力電流検出回路１３および昇圧回路１４
との間において、接続ラインＨ２，Ｌ２間に配置されており、平滑用のコンデンサとして
機能している。具体的には、後述するスイッチング素子ＳＷ１によるスイッチング動作の
際のノイズ等を平滑化して低減するためのものである。
【００２６】
　入力電流検出回路１３は、接続ラインＬ２上において、コンデンサＣ１の一端と後述す
る昇圧回路１４との間に配置されており、図１に示したように整流回路１２へ流入する交
流入力電流Ｉacinを検出すると共に、この検出した交流入力電流Ｉacinに対応する検出信
号Ｓ（Ｉacin）を制御部１７へ出力するものである。なお、この入力電流検出回路１３の
具体的な回路構成としては、例えばカレントトランスを含んだものが挙げられる。
【００２７】
　昇圧回路１４は、スイッチング素子ＳＷ１と、インダクタ１４Ｌと、ダイオード１４Ｄ
とを有している。具体的には、インダクタ１４Ｌは接続ラインＨ２上に挿入配置されてお
り、一端がコンデンサＣ１の他端に接続され、他端がスイッチング素子ＳＷの一端（ドレ
イン）に接続されている。また、スイッチング素子ＳＷ１は、整流電圧Ｖ１をスイッチン
グしてパルス電圧Ｖ２を生成するためのスイッチング素子であり、例えば電界効果型トラ
ンジスタ（ＭＯＳ－ＦＥＴ；Metal Oxide Semiconductor-Field Effect Transistor）や
、バイポーラトランジスタ、ＩＧＢＴ（Insulated Gate Bipolar Transistor）などによ
り構成される。ここでは、スイッチング素子ＳＷ１はＮチャネルのＭＯＳ－ＦＥＴにより
構成されており、ゲートが制御部１７から供給されるＳＷ制御信号Ｓ１の信号ラインに接
続され、ソースが接続ラインＬ２に接続され、ドレインが接続ラインＨ２に接続されてい
る。また、ダイオード１４Ｄのアノードがインダクタ１４Ｌの他端およびスイッチング素
子ＳＷ１のドレインに接続され、ダイオード１４Ｄのカソードが、後述する平滑コンデン
サ１５Ｃの一端に接続されている。このような構成により昇圧回路１４では、詳細は後述
するが、整流電圧Ｖ１に基づいて昇圧されたパルス電圧Ｖ２が生成されるようになってい
る。
【００２８】
　平滑回路１５は、例えばフィルムコンデンサを用いて構成された平滑コンデンサ１５Ｃ
を有している。具体的には、平滑コンデンサ１５Ｃの一端が、ダイオード１４Ｄのカソー
ドに接続され、平滑コンデンサ１５Ｃの他端が、接続ラインＬ２に接続されている。この
ような構成により平滑回路１５では、パルス電圧Ｖ２が平滑化されることにより、リチウ
ムイオン電池２０へ供給するための出力電圧Ｖoutが生成されるようになっている。
【００２９】
　出力電圧検出回路１６は、接続ラインＨ２，Ｌ２上において、平滑回路１５と出力端子
Ｔ３，Ｔ４との間に配置されており、出力端子Ｔ３，Ｔ４を介してリチウムイオン電池２
０へ供給される出力電圧Ｖoutを検出すると共に、この検出した出力電圧Ｖoutに対応する
検出信号Ｓ（Ｖout）を制御部１７へ出力するものである。なお、この出力電圧検出回路
１６の具体的な回路構成としては、入力電圧検出回路１１と同様に、例えば、接続ライン
Ｈ２，Ｌ２間に配置された分圧抵抗（図示せず）によって出力電圧Ｖoutを検出してこれ
に応じた電圧を生成するものなどが挙げられる。
【００３０】
　制御部１７は、入力電圧検出回路１１から供給される交流入力電圧Ｖacin（具体的には
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、検出信号Ｓ（Ｖacin））と、入力電流検出回路１３から供給される交流入力電流Ｉacin
（具体的には、検出信号Ｓ（Ｉacin））と、出力電圧検出回路１６から供給される出力電
圧Ｖout（具体的には、検出信号Ｓ（Ｖout））とに基づいて、ＳＷ制御信号Ｓ１を生成す
ると共にスイッチング素子ＳＷ１のゲートへ供給することにより、スイッチング素子ＳＷ
１に対してパルス幅変調（ＰＷＭ；Pulse Width Modulation）によりスイッチング駆動を
行うものである。具体的には、この制御部１７は、上記交流入力電圧Ｖacinと、上記交流
入力電流Ｉacinと、上記出力電圧Ｖoutにおける所定期間内の最大値である最大出力電圧
（後述する最大出力電圧Ｖmax）とに基づいて、スイッチング素子ＳＷ１のスイッチング
駆動の際の時比率（デューティ比）を制御するようになっている。これにより、従来の充
電装置のような定電圧かつ定電流による充電とは異なり、出力電圧Ｖoutに脈流を含んだ
充電がリチウムイオン電池２０へなされるようになっている。
【００３１】
　ここで、図２を参照して、制御部１７の詳細構成について説明する。図２は、制御部１
７の詳細なブロック構成を表したものである。
【００３２】
　この制御部１７は、演算部１７１と、最大値検出部１７２と、目標電流決定部１７３と
、時比率補正部１７４とを有している。
【００３３】
　演算部１７１は、入力電圧検出回路１１から供給される交流入力電圧Ｖacin（具体的に
は、検出信号Ｓ（Ｖacin））と、後述する目標電流決定部から供給される目標入力電流（
後述する目標入力電流Ｉ０）とに対して所定の演算処理を施すものであり、絶対値演算部
１７１Ａと、乗算部１７１Ｂとを有している。絶対値演算部１７１Ａは、検出信号Ｓ（Ｖ
acin）から交流入力電圧Ｖacinの絶対値を算出するものである。また、乗算部１７１Ｂは
、絶対値演算部１７１Ａから供給される交流入力電圧Ｖacinの絶対値と、上記目標入力電
流Ｉ０とを乗ずると共に、その乗算結果である（Ｖacin×Ｉ０）を後述する時比率補正部
１７４へ出力するものである。
【００３４】
　最大値検出部１７２は、出力電圧検出回路１６から供給される出力電圧Ｖout（具体的
には、検出信号Ｓ（Ｖout））から、所定期間ごとに最大出力電圧Ｖmaxを検出するもので
ある。具体的には、このような最大出力電圧Ｖmaxの検出を、交流入力電圧Ｖacinにおけ
る周期Ｔの少なくとも半周期分の期間（少なくとも、０．５×Ｔの期間）ごとに行うよう
になっている。
【００３５】
　目標電流決定部１７３は、最大値検出部１７２から供給される最大出力電圧Ｖmaxに基
づいて、交流入力電流Ｉacinにおける所定期間内の目標値である目標入力電流Ｉ０を設定
するものである。具体的には、最大出力電圧Ｖmaxと、予め設定された所定の閾値電圧Ｖ
ｔ１との比較結果に基づいて、目標入力電流Ｉ０の設定を行うようになっている。また、
このような目標入力電流Ｉ０の設定を、交流入力電圧Ｖacinにおける周期Ｔの少なくとも
半周期分の期間（少なくとも、０．５×Ｔの期間）ごとに行う（周期Ｔの少なくとも半周
期分の期間ごとに更新する）ようになっている。なお、この目標電流決定部１７３の動作
の詳細については、後述する。
【００３６】
　時比率補正部１７４は、入力電流検出回路１３から供給される交流入力電流Ｉacin（具
体的には、検出信号Ｓ（Ｉacin））と、演算部１７１から供給される演算結果（乗算結果
（Ｖacin×Ｉ０））とに基づいて、スイッチング素子ＳＷ１の時比率を帰還補正すること
により、このスイッチング素子ＳＷ１のＳＷ制御信号Ｓ１を生成・出力するものであり、
減算部１７４Ａと、ＰＩ補償演算部１７４Ｂとを有している。減算部１７４Ａは、上記乗
算結果（Ｖacin×Ｉ０）と上記検出信号Ｓ（Ｉacin）との差分を取る（乗算結果（Ｖacin
×Ｉ０）から検出信号Ｓ（Ｉacin）の値を減算する）ことにより、減算結果であるエラー
値ｅ（＝（Ｖacin×Ｉ０）－Ｉacin）を出力するものである。また、ＰＩ補償演算部１７



(9) JP 2009-247101 A 2009.10.22

10

20

30

40

50

４Ｂは、入力したこのエラー値ｅに対して所定のＰＩ補償演算を施すことにより、時比率
補正がなされたＳＷ制御信号Ｓ１を生成するものである。なお、このＰＩ補償演算部１７
４Ｂにおける動作の詳細については、後述する。
【００３７】
　なお、本実施の形態の制御部１７の機能はソフトウェアにより構成されており、制御部
１７による処理は全て、デジタル信号処理装置によってなされるようになっている。この
ようなデジタル信号処理装置は、例えば、ロジック回路群やマイコンにより構成され、Ｄ
ＳＰ（Digital Signal Processor）により構成されるのがより望ましい。
【００３８】
　次に、図１，図２に加えて図３～図５を参照して、充電装置１の動作について詳細に説
明する。
【００３９】
　まず、図１～図４を参照して、充電装置１の基本動作（リチウムイオン電池２０への充
電動作）について説明する。ここで図３は、充電装置１全体の動作をタイミング波形図で
表したものであり、（Ａ）は交流入力電圧Ｖacinを、（Ｂ）は整流電圧Ｖ１を、（Ｃ）は
出力電圧Ｖoutを、それぞれ表している。なお、交流入力電圧Ｖacin、整流電圧Ｖ１およ
び出力電圧Ｖoutについては、図１に示した矢印の方向が正方向を表している。
【００４０】
　この充電装置１では、例えば図３（Ａ）に示したように、周期Ｔの正弦波からなる交流
入力電圧Ｖacin（商用電圧）が入力端子Ｔ１，Ｔ２間から供給されると、整流回路１２に
おいて整流されることにより、例えば図３（Ｂ）に示したように、正の半波からなる整流
電圧Ｖ１が生成される。
【００４１】
　次に、昇圧回路１４では、整流電圧Ｖ１を基に例えば図４（Ａ），（Ｂ）に示したよう
な昇圧動作がなされることにより、昇圧されたパルス電圧Ｖ２が生成される。具体的には
、スイッチング素子ＳＷ１によって整流電圧Ｖ１がスイッチングされることにより、パル
ス電圧Ｖ２が生成される。より具体的には、まず、ＳＷ制御信号Ｓ１に応じてスイッチン
グ素子ＳＷ１がオン状態となったとき（オン期間Ｔon）には、例えば図４（Ａ）に示した
ように、インダクタ１４Ｌからスイッチング素子ＳＷ１へと電流Ｉ１が流れ、これにより
インダクタ１４Ｌに磁気エネルギーが蓄積される。そしてＳＷ制御信号Ｓ１に応じてスイ
ッチング素子ＳＷ１がオフ状態となったとき（オフ期間Ｔoff）には、例えば図４（Ｂ）
に示したように、インダクタ１４Ｌからダイオード１４Ｄ、コンデンサ１５Ｃの順に電流
Ｉ２が流れ、これによりインダクタ１４Ｌに蓄積された磁気エネルギーがコンデンサ１５
Ｃへ蓄積され、昇圧動作がなされる。なお、このような昇圧動作の際の整流電圧Ｖ１とパ
ルス電圧Ｖ２との関係は、以下の（１０）式に示したようにして表される。
Ｖ２＝｛（Ｔon＋Ｔoff）／Ｔoff｝×Ｖ１　……（１０）
【００４２】
　次に、平滑回路１５では、入力したパルス電圧Ｖ２が平滑化され、リチウムイオン電池
２０へ供給するための出力電圧Ｖoutが生成される。この出力電圧Ｖoutは、本実施の形態
では、例えば図３（Ｃ）に示したように、０．５×Ｔの周期による脈流を含むものとなっ
ている。これにより、このような脈流を含んだ出力電圧Ｖoutおよび図１中に示した出力
電流Ｉoutによって、リチウムイオン電池２０に対する充電がなされる。
【００４３】
　次に、図１～図４に加えて図５を参照して、本発明の特徴的部分の１つである、制御部
１７によるスイッチング素子ＳＷの制御動作について、詳細に説明する。図５は、このよ
うな制御部１７による制御動作（具体的には、目標電流決定部１７３による目標入力電流
Ｉ０の決定処理）の一例を流れ図で表したものである。
【００４４】
　まず、上記充電動作の際には、入力電圧検出回路１１によって交流入力電圧Ｖacinが検
出され、入力電流検出回路１３によって交流入力電流Ｉacinが検出され、出力電圧検出回
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路１６によって出力電圧Ｖoutが検出される。そして、入力電圧検出回路１１から検出信
号Ｓ（Ｖacin）が、入力電流検出回路１３から検出信号Ｓ（Ｉacin）が、出力電圧検出回
路１６から検出信号Ｓ（Ｖout）が、それぞれ制御部１７へ供給される。
【００４５】
　そして制御部１７では、上記検出信号Ｓ（Ｖacin）、検出信号Ｓ（Ｉacin）および検出
信号Ｓ（Ｖout）に基づき、以下説明するような制御動作が行われることにより、時比率
補正がなされたＳＷ制御信号Ｓ１が生成される。
【００４６】
　まず、図２に示したように、演算部１７１内の絶対値演算部１７１Ａにおいて、検出信
号Ｓ（Ｖacin）から、交流入力電圧Ｖacinの絶対値が算出される。
【００４７】
　一方、最大値検出部１７２では、例えば図３（Ｃ）中に示した最大出力電圧Ｖmax(ｎ－
１），Ｖmax（ｎ），Ｖmax（ｎ＋１），…のように、検出信号Ｓ（Ｖout）から、交流入
力電圧Ｖacinにおける周期Ｔの半周期分の期間（０．５×Ｔの期間）ごとに、その期間内
の出力電圧Ｖoutの最大値である最大出力電圧Ｖmaxが検出される。
【００４８】
　次に、目標電流決定部１７３では、入力される最大出力電圧Ｖmaxに基づいて、例えば
図５に示したようにして、交流入力電流Ｉacinにおける所定期間内（ここでは、交流入力
電圧Ｖacinにおける周期Ｔの半周期分の期間（０．５×Ｔの期間）内）の目標値である目
標入力電流Ｉ０が、この０．５×Ｔの期間ごとに随時設定される（随時更新される）。ま
た、本実施の形態では、例えば図３（Ｃ）に示したように、このような目標入力電流Ｉ０
の設定が、交流入力電圧Ｖacinにおけるゼロクロスポイント付近のタイミングで行われる
。
【００４９】
　より具体的には、目標電流決定部１７３では、まず、最大出力電圧Ｖmaxと閾値電圧Ｖ
ｔ１との大小が比較される（図５のステップＳ１１）。ここで、最大出力電圧Ｖmaxが閾
値電圧Ｖｔ１以下の場合には（ステップＳ１１：Ｎ）、以下の（１１）式を用いて目標入
力電流Ｉ０が設定される（ステップＳ１２）。一方、最大出力電圧Ｖmaxが閾値電圧Ｖｔ
１よりも大きい場合には（ステップＳ１１：Ｎ）、以下の（１２）式を用いて、現在の目
標入力電流（Ｉ０（ｎ））から新たな目標入力電流（Ｉ０（ｎ＋１））へ目標入力電流Ｉ
０の再設定がなされる（ステップＳ１３）。なお、その後は、目標入力電流Ｉ０の決定処
理全体を終了させるか否かを判断し（ステップＳ１４）、終了させない場合には（ステッ
プＳ１４：Ｎ）、ステップＳ１１へと処理が戻ると共に、終了させる場合には（ステップ
Ｓ１４：Ｙ）、目標入力電流Ｉ０の決定処理全体が終了となる。
Ｉ０＝Ｉmax（所定の目標最大電流値）　　　　　　　　…（１１）
Ｉ０（ｎ＋１）＝Ｉ０（ｎ）×（Ｖｔ１／Ｖmax）　　　…（１２）
【００５０】
　なお、上記したＳＷ制御信号Ｓ１における時比率は、交流入力電圧Ｖacinの絶対値に比
例して交流入力電流Ｉacinを変動させるようになっており、この交流入力電圧Ｖacinの絶
対値が最大になるときの交流入力電流Ｉacinが、目標入力電流Ｉ０に対応している。また
、Ｉmaxは充電対象の２次電池の最大定格入力電流値に対応した値であり、Ｖｔ１は充電
対象の２次電池の最大定格入力電圧値に対応した値である。
【００５１】
　次に、演算部１７１内の乗算部１７１Ｂにおいて、絶対値演算部１７１Ａから供給され
る交流入力電圧Ｖacinの絶対値と、目標電流決定部１７３から供給される目標入力電流Ｉ
０とが互いに乗ずられ、その乗算結果である（Ｖacin×Ｉ０）が、時比率補正部１７４へ
出力される。
【００５２】
　次に、時比率補正部１７４では、入力電流検出回路１３から供給される検出信号Ｓ（Ｉ
acin）と、演算部１７１から供給される乗算結果（Ｖacin×Ｉ０）とに基づいて、スイッ
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チング素子ＳＷ１の時比率が帰還補正されることにより、ＳＷ制御信号Ｓ１が生成される
。具体的には、まず、減算部１７４Ａにおいて、乗算結果（Ｖacin×Ｉ０）と検出信号Ｓ
（Ｉacin）との差分が取られる（乗算結果（Ｖacin×Ｉ０）から検出信号Ｓ（Ｉacin）の
値が減算される）ことにより、減算結果であるエラー値ｅ（＝（Ｖacin×Ｉ０）－Ｉacin
）が出力される。そしてＰＩ補償部１７４Ｂでは、スイッチング周波数と同期して、以下
の（１３）式および（１４）式を用いることにより、入力したエラー値ｅに対して所定の
ＰＩ補償演算が施され、時比率補正がなされたＳＷ制御信号Ｓ１が生成される。
【００５３】
【数１】

【００５４】
　そして、昇圧回路１４内のスイッチング素子ＳＷ１では、このようにして時比率補正が
なされたＳＷ制御信号Ｓ１に応じてスイッチング動作が行われ、これにより前述したパル
ス電圧Ｖ２の生成動作および昇圧動作がなされることとなる。
【００５５】
　このようにして本実施の形態の充電装置１では、交流入力電圧Ｖacinが整流回路１２に
おいて整流されることにより整流電圧Ｖ１が生成され、この整流電圧Ｖ１がスイッチング
素子ＳＷ１によってスイッチングされることによりパルス電圧Ｖ２が生成され、このパル
ス電圧Ｖ２が平滑コンデンサＣ１によって平滑化されることにより出力電圧Ｖoutが生成
され、この出力電圧Ｖoutがリチウムイオン電池２０へ供給されることによって、このリ
チウムイオン電池２０に対する充電がなされる。これにより、リチウムイオン電池２０に
対し、脈流を含んだ出力電圧Ｖoutによる充電がなされる。
【００５６】
　この際、制御部１７では、交流入力電圧Ｖacin、交流入力電流Ｉacinおよび最大出力電
圧Ｖmaxに基づき、スイッチング素子ＳＷ１に対するスイッチング駆動の際の時比率（Ｓ
Ｗ制御信号Ｓ１におけるデューティ比）が制御されることにより、適切な大きさの脈流を
含んだ出力電圧Ｖoutによる充電が可能となると共に、交流入力電流Ｉacinにおいて交流
入力電圧Ｖacinと同位相および同波形を得ることが可能となるため、交流入力電流Ｉacin
に含まれる高調波電流が低減される。
【００５７】
　以上のように本実施の形態では、交流入力電圧Ｖacin、交流入力電流Ｉacinおよび最大
出力電圧Ｖmaxに基づいて、スイッチング素子ＳＷ１に対するスイッチング駆動の際の時
比率（ＳＷ制御信号Ｓ１におけるデューティ比）を制御するようにしたので、適切な大き
さの脈流を含んだ出力電圧Ｖoutによるリチウムイオン電池２０への充電が可能となり、
従来のように定電圧かつ定電流によって充電を行う場合と比べ、容量の小さな平滑コンデ
ンサ１５Ｃを使用することが可能となる。また、このような制御によって、交流入力電流
Ｉacinに含まれる高調波電流を低減することもでき、力率を向上させることが可能となる
。よって、耐環境性を重視しつつ、高力率により２次電池を充電する小型の充電装置を実
現することが可能となる。
【００５８】
　また、最大出力電圧Ｖmaxに基づいて交流入力電流Ｉacinにおける所定期間内の目標値
である目標入力電流Ｉ０を設定すると共に、この設定した目標入力電流Ｉ０を用いて時比
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率の制御を行うようにしたので、所定期間内の出力電圧Ｖoutの最大値である最大出力電
圧Ｖmaxの大きさに応じて、所定期間内の交流入力電流Ｉacinの目標値を設定することが
できるため、最大出力電圧Ｖmaxの大きさに応じた入力電流値の調整が可能となり、リチ
ウムイオン電池２０に対し、適切な大きさの脈流を含んだ出力電圧Ｖoutによる充電がな
され得るようになる。これにより、交流入力電流Ｉacinに含まれる高調波電流の抑制が可
能となる。
【００５９】
　また、最大出力電圧Ｖmaが閾値電圧Ｖｔ１以下の場合には、上記（１１）式を用いて目
標入力電流Ｉ０の設定を行うと共に、最大出力電圧Ｖma）が閾値電圧Ｖｔ１よりも大きい
場合には、上記（１２）式を用いて、現在の目標入力電流Ｉ０（ｎ）から新たな目標入力
電流Ｉ０（ｎ＋１）へ目標入力電流の再設定を行うようにしたので、最大出力電圧Ｖmax
の大きさに応じて、目標入力電流Ｉ０が目標最大電流値Ｉmaxとなるように設定すること
ができ、リチウムイオン電池２０に対し、適切な大きさの脈流を含んだ出力電圧Ｖoutに
よる充電がなされ得るようになる。これにより、交流入力電流Ｉacinに含まれる高調波電
流の抑制が可能となる。
【００６０】
　また、目標入力電流Ｉ０の設定を、交流入力電圧Ｉacinにおけるゼロクロスポイント付
近のタイミングで行うようにしたので、交流入力電流Ｉacinに含まれる高調波電流を、よ
り効果的に低減することが可能となる。
【００６１】
　また、平滑コンデンサ１５Ｃが、フィルムコンデンサを用いて構成されているようにし
たので、従来の電解コンデンサを用いた場合と比べ、平滑コンデンサ１５Ｃおよび充電装
置１全体を小型化しやすくなると共に、より高耐環境化が図れるため、装置の信頼性も向
上させることが可能となる。
【００６２】
　さらに、充電する対象の２次電池が、リチウムイオン電池を用いて構成されているよう
にしたので、脈流を含んだ出力電圧Ｖoutによる充電を許容させることができ、そのよう
な充電手法により適合した構成とすることが可能となる。
【００６３】
　以上、実施の形態を挙げて本発明を説明したが、本発明はこの実施の形態に限定される
ものではなく、種々の変形が可能である。
【００６４】
　例えば、図６に示した充電装置１Ａのように、入力電圧検出回路１１の代わりに、交流
入力電圧Ｖacinにおけるゼロクロスポイントを検出するゼロクロスポイント検出回路１８
を設けるようにしてもよい。具体的には、このゼロクロスポイント検出回路１８は、トラ
ンス１８１と、４つのダイオード１８Ｄ１～１８Ｄ４と、抵抗器１８Ｒと、定電圧源１８
２と、比較器１８３とを有している。ここで、トランス１８１の一方の巻線１８１Ａは、
接続ラインＨ１，Ｌ１間に接続され、他方の巻線１８１Ｂは、ダイオード１８Ｄ１のカソ
ードおよびダイオード１８Ｄ３のアノード同士と、ダイオード１８Ｄ２のカソードおよび
ダイオード１８Ｄ４のアノード同士との間に接続されている。また、ダイオード１８Ｄ１
，１８Ｄ２のアノード同士は互いに接地され、ダイオード１８Ｅ３，１８Ｄ４のカソード
同士は互いに抵抗器１８Ｒの一端および比較器１８３の負極入力端子に接続されている。
また、抵抗器１８Ｒの他端は接地され、比較器１８３の正極入力端子は、定電圧Ｖｃの電
源である定電圧源１８２に接続されている。また、比較器１８３の出力端子からはゼロク
ロスポイントの検出信号Ｓ（ｚｐ）が出力され、制御部１７Ａへ供給されるようになって
いる。このような構成により充電装置１Ａでは、制御部１７Ａにおいて、ゼロクロスポイ
ント検出回路１８により検出されたゼロクロスポイント（具体的には、検出信号Ｓ（ｚｐ
））に同期させて交流入力電圧Ｖacinを演算で求め、求まった交流入力電圧Ｖacinを用い
て目標入力電流Ｉ０の設定がなされる。これにより、ノイズ等に起因して交流入力電流Ｉ
acinが正弦波形から歪んでいるような場合であっても、交流入力電圧Ｖacinの波形によら
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ず、高調波電流を確実に低減することが可能となる。
【００６５】
　また、上記実施の形態では、最大出力電圧Ｖmaxと閾値電圧Ｖｔ１との大小を比較する
ことによって目標入力電流Ｉ０の設定を行う場合で説明したが、例えば図７に示したよう
に、最大出力電圧Ｖmaxと、閾値電圧Ｖｔ１よりも低電圧である閾値電圧Ｖｔ２との比較
結果に基づいて、目標入力電流Ｉ０の設定を行うようにしてもよい。このように構成した
場合、例えば、閾値電圧Ｖｔ１を、リチウムイオン電池２０に対する正常な充電が可能な
最大出力電圧値に設定すると共に、閾値電圧Ｖｔ２を、交流入力電流Ｉacinに含まれる高
調波電流低減のための最大出力電圧値に設定することにより、高調波電流を低減しつつ、
過大な充電によるリチウムイオン電池２０の劣化を回避することが可能となる。
【００６６】
　また、上記実施の形態では、ＰＩ補償部１７４Ｂにおいて、上記（１３）式および（１
４）式を用いてＰＩ補償演算を施すことにより、時比率補正がなされたＳＷ制御信号Ｓ１
を生成する場合について説明したが、例えば、以下の（１５）式または（１６）式を用い
てＰ補償演算またはＰＩＤ補償演算を施すことにより、時比率補正がなされたＳＷ制御信
号Ｓ１を生成するようにしてもよい。
【００６７】
【数２】

【００６８】
　また、上記実施の形態では、目標入力電流Ｉ０の設定を、交流入力電圧Ｉacinにおける
ゼロクロスポイント付近のタイミングで行うようにした場合で説明したが、このような目
標入力電流Ｉ０の設定を、他のタイミングで行うようにしてもよい。
【００６９】
　また、上記実施の形態で説明した整流回路、昇圧回路、平滑回路および制御部の構成は
、これらには限られず、他の構成であってもよい。
【００７０】
　例えば、上記実施形態では、整流回路と昇圧回路とを別々に設けると共に、スイッチン
グ素子を昇圧回路内に設けている場合について説明したが、例えば図８に示した充電装置
１Ｂのように、整流回路として同期整流回路１９を用いると共に、その同期整流回路１９
を昇圧回路の一部として、同期整流回路１９内のスイッチング素子ＳＷ１１～ＳＷ１４に
よって昇圧回路のスイッチング素子を兼ねるようにしてもよい。具体的には、この同期整
流回路１９は、２つのインダクタ１４Ｌ１，１４Ｌ２と、４つのスイッチング素子ＳＷ１
１～ＳＷ１４と、ダイオード１４Ｄとを有している。インダクタ１４Ｌ１は接続ラインＨ
１上に挿入配置され、インダクタＬ２は接続ラインＬ１上に挿入配置されている。また、
スイッチング素子ＳＷ１１のゲートは制御部１７Ｂから供給されるＳＷ制御信号Ｓ１１の
信号ラインに接続され、ソースが接続ラインＨ１に接続され、ドレインが接続ラインＨ２
に接続されている。また、スイッチング素子ＳＷ１２のゲートは制御部１７Ｂから供給さ
れるＳＷ制御信号Ｓ１２の信号ラインに接続され、ソースが接続ラインＬ２に接続され、
ドレインが接続ラインＨ１に接続されている。また、スイッチング素子ＳＷ１３のゲート
は制御部１７Ｂから供給されるＳＷ制御信号Ｓ１３の信号ラインに接続され、ソースが接
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ング素子ＳＷ１４のゲートは制御部１７Ｂから供給されるＳＷ制御信号Ｓ１４の信号ライ
ンに接続され、ソースが接続ラインＬ２に接続され、ドレインが接続ラインＬ１に接続さ
れている。また、ダイオード１４Ｄのアノードは、スイッチング素子ＳＷ１１，ＳＷ１３
のドレインに接続され、ダイオード１４Ｄのカソードは、平滑コンデンサ１５Ｃの一端に
接続されている。このような構成により同期整流回路１９では、交流入力電圧Ｖacinが正
のときには、スイッチング素子ＳＷ１１、ＳＷ１４がオン状態となり、スイッチング素子
ＳＷ１３がオフ状態となり、スイッチング素子ＳＷ１２がオン・オフ状態（時比率が制御
された状態）となる。一方、交流入力電圧Ｖacinが負のときには、スイッチング素子ＳＷ
１２、ＳＷ１３がオン状態となり、スイッチング素子ＳＷ１１がオフ状態となり、スイッ
チング素子ＳＷ１４がオン・オフ状態（時比率が制御された状態）となる。
【００７１】
　また、上記実施の形態では、制御部１７の機能をソフトウェアによって構成するように
した場合で説明したが、制御部１７の機能をハードウェアによって構成するようにしても
よい。ただし、ハードウェアによって構成した場合には回路規模が大きくなると共に、各
素子のばらつきを補正するのが難しいことから、上記実施の形態のようにソフトウェアに
よって構成するのが好ましい。
【００７２】
　さらも、上記実施の形態では、充電する対象の２次電池がリチウムイオン電池を用いて
構成されている場合について説明したが、本発明の充電装置は、リチウムイオン電池以外
の２次電池に対しても適用することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】本発明の一実施の形態に係る充電装置の構成を表す回路図である。
【図２】図１に示した制御部の詳細構成を表すブロック図である。
【図３】充電装置全体の動作を説明するためのタイミング波形図である。
【図４】図１に示した昇圧回路の動作を説明するための回路図である。
【図５】制御部による制御動作の一例を表す流れ図である。
【図６】本発明の変形例に係る充電装置の構成を表す回路図である。
【図７】本発明の他の変形例に係る閾値電圧について説明するための模式図である。
【図８】本発明の他の変形例に係る充電装置の構成を表す回路図である。
【符号の説明】
【００７４】
　１，１Ａ，１Ｂ…充電装置、１０…商用電源、１１…入力電圧検出回路、１２…整流回
路、１３…入力電流検出回路、１４…昇圧回路、１５…平滑回路、１６…出力電圧検出回
路、１７，１７Ａ，１７Ｂ…制御部、１７１…演算部、１７１Ａ…絶対値演算部、１７１
Ｂ…乗算部、１７２…最大値検出部、１７３…目標電流決定部、１７４…時比率補正部、
１７４Ａ…減算部、１７４Ｂ…ＰＩ補償演算部、１８…ゼロクロスポイント検出回路、１
８１…トランス、１８１Ａ，１８１Ｂ…巻線、１８２…定電圧電源、１８３…比較器、１
９…同期整流回路、２０…リチウムイオン電池、Ｔ１，Ｔ２…入力端子、Ｔ３，Ｔ４…出
力端子、Ｈ１，Ｌ１，Ｈ２，Ｌ２…接続ライン、Ｖacin…交流入力電圧、Ｖ１…整流電圧
、Ｖ２…パルス電圧、Ｖ３…電圧、Ｖｃ…定電圧、Ｖout…出力電圧、Ｖmax…最大出力電
圧、Ｖｔ１，Ｖｔ２…閾値電圧、Ｉacin…交流入力電流、Ｉ０…目標入力電流、Ｉmax…
目標最大電流値、Ｉout…出力電流、Ｉ１，Ｉ２…電流、Ｓ（Ｖacin），Ｓ（Ｉacin），
Ｓ（Ｖout），Ｓ（ｚｐ）…検出信号、Ｓ１，Ｓ１１～Ｓ１４…ＳＷ制御信号、１２Ｄ１
～１２Ｄ４…ダイオード、Ｃ１…コンデンサ、ＳＷ１，ＳＷ１１～ＳＷ１４…トランジス
タ（スイッチング素子）、１４Ｌ，１４Ｌ１，１４Ｌ２…インダクタ、１４Ｄ…ダイオー
ド、１５Ｃ…平滑コンデンサ、１８Ｄ１～１８Ｄ４…ダイオード、１８Ｒ…抵抗器、Ｔ…
交流入力電流の周期、ｔ０～ｔ４…タイミング。



(15) JP 2009-247101 A 2009.10.22

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(16) JP 2009-247101 A 2009.10.22

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(17) JP 2009-247101 A 2009.10.22

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   　　　　                                Ｈ０２Ｍ   3/155   　　　Ｇ          　　　　　

(72)発明者  今井　貴博
            東京都中央区日本橋一丁目１３番１号　ＴＤＫ株式会社内
Ｆターム(参考) 5G503 AA01  BA01  BB02  CA11  GB01  GB03 
　　　　 　　  5H006 AA02  CA02  CB01  CB08  DA02  DA04  DB01  DC02  DC05 
　　　　 　　  5H030 AA01  AS18  BB02  BB03  BB09  FF52 
　　　　 　　  5H730 AA18  AS04  AS17  BB14  BB57  CC01  DD04  FD01  FD11  FD41 
　　　　 　　        FG05 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

