
JP WO2010/035567 A1 2010.4.1

10

(57)【要約】
　本発明は、充放電可能な二次電池により駆動される携
帯機器であって、繰り返し充電される二次電池の満充電
を検出し、満充電時の二次電池の容量を取得して記憶し
ておき、二次電池の満充電時の容量の変化を表示装置に
時系列で表示させることにより、二次電池の劣化状況を
利用者に認識させる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　充放電可能な二次電池により駆動される携帯機器であって、
　満充電の通知を受けて前記二次電池の満充電を検出し、前記満充電における前記二次電
池の容量を示す容量データを取得する満充電検出手段と、
　前記満充電検出手段により取得された前記容量データを記憶装置へ記憶させる記憶制御
手段と、
　前記記憶制御手段により記憶された前記容量データを時系列に当該携帯機器の有する表
示装置へ表示させる表示制御手段と、を有する携帯機器。
【請求項２】
　前記容量データを取得するタイミングを設定する設定手段を有し、
　前記満充電検出手段は、
　前記設定手段により設定されたタイミングで前記容量データを取得する請求項１記載の
携帯機器。
【請求項３】
　前記二次電池の容量の初期値と前記容量データとの比率を算出する比率算出手段を有し
、
　前記表示制御手段は、
　前記容量データを、前記比率と共に表示する請求項１又は２記載の携帯機器。
【請求項４】
　前記表示制御手段は、
　前記容量データ毎に前記初期値と前記容量データとを対比させて表示させ、
　前記容量データのうち、前記満充電検出手段により最後に検出された容量データと、前
記初期値との比率を前記容量データ毎の前記初期値との対比とは独立して表示させる請求
項３記載の携帯機器。
【請求項５】
　前記二次電池の容量の残量を示す残量データを取得する残量データ取得手段を有し、
　前記表示制御手段は、
　前記残量データを前記容量データと対応付けて表示させる請求項１ないし４の何れか一
項に記載の携帯機器。
【請求項６】
　前記表示制御手段は、
　前記残量データを前記満充電検出手段により最後に取得された前記容量データと対応付
けて表示させる請求項５記載の携帯機器。
【請求項７】
　満充電の通知を受けて二次電池の満充電を検出し、前記満充電における前記二次電池の
容量を示す容量データを取得する満充電検出手段と、
　前記満充電検出手段により取得された前記容量データを記憶装置へ記憶させる記憶制御
手段と、
　前記記憶制御手段により記憶された前記容量データを時系列に当該携帯機器の有する表
示装置へ表示させる表示制御手段と、を有する充放電可能な二次電池により駆動される携
帯機器を駆動する電池パックであって、
　前記電池パックは、
　前記二次電池と、
　前記二次電池の満充電を検出し、前記満充電における前記二次電池の容量データを算出
する二次電池満充電検出手段と、を備え、
　前記二次電池満充電検出手段により算出された前記二次電池の前記容量データを前記携
帯機器に提供する電池パック。
【請求項８】
　前記携帯機器は、前記容量データを取得するタイミングを設定する設定手段を有し、
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　前記二次電池満充電検出手段は、前記設定手段により設定されたタイミングで前記容量
データを前記携帯機器に提供する請求項７記載の電池パック。
【請求項９】
　充放電可能な二次電池により駆動される携帯機器による表示制御方法であって、
　満充電の通知を受けて前記二次電池の満充電を検出し、前記満充電における前記二次電
池の容量を示す容量データを取得する満充電検出手順と、
　前記満充電検出手順によりに取得された容量データを記憶装置へ記憶させる記憶制御手
順と、
　前記記憶制御手順により記憶された前記容量データを時系列に当該携帯機器の有する表
示装置へ表示させる表示制御手順と、を有する表示制御方法。
【請求項１０】
　充放電可能な二次電池により駆動される携帯機器において実行される表示制御プログラ
ムであって、
　前記携帯機器に、
　満充電の通知を受けて前記二次電池の満充電を検出し、前記満充電における前記二次電
池の容量を示す容量データを取得する満充電検出ステップと、
　前記満充電検出ステップにおいて取得された容量データを記憶装置へ記憶させる記憶制
御ステップと、
　前記記憶制御ステップにおいて記憶された前記容量データを時系列に当該携帯機器の有
する表示装置へ表示させる表示制御ステップと、を実行させる表示制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、充放電可能な二次電池により駆動されて前記複数のアプリケーションが実行
される携帯機器、この携帯機器に搭載される電池パック、表示制御方法、表示制御プログ
ラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年では、電子機器の小型化に伴い、リチウムイオン電池等の二次電池により駆動され
る携帯機器が普及している。このような携帯機器では、通常、携帯機器が電池切れにより
利用不可能となることを避けるため、電池残量がディスプレイ等に表示される。携帯機器
の利用者は、この表示により電池残量を意識して携帯機器を利用し、適切なタイミングで
二次電池の充電を行うことができる。
【０００３】
　例えば特許文献１には、電池の残量測定を行い、得られた残量をＬＣＤ表示部に表示さ
せる二次電池ユニット及び二次電池の残量測定方法が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－３０９９４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　二次電池は、充放電の回数や周囲の温度変化等により、劣化するものである。二次電池
の容量は、劣化が進むにつれて減少する。このため劣化した二次電池では、満充電となる
まで充電しても、劣化していない二次電池と比較して電池の使用可能時間が短くなる。
【０００６】
　しかしながら上記従来の携帯機器では、満充電に対する電池残量が表示されるのみであ
り、二次電池の劣化に関する情報は表示されない。このため携帯機器の利用者は、二次電
池の劣化による電池残量の減少について把握することができない。また二次電池は、劣化
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の状況に応じて交換されることが好ましいが、従来の携帯機器では二次電池の劣化に関す
る情報が利用者に表示されないため、利用者が適切なタイミングで二次電池の交換を行う
ことが困難である。
【０００７】
　本発明では、上記事情を鑑みてこれを解決すべくなされたものであり、携帯機器の二次
電池の劣化状況を利用者に認識させることが可能な携帯機器、電池パック、表示制御方法
、表示制御プログラム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】
【０００８】
　本発明は、上記目的を達成するために以下の如き構成を採用した。
【０００９】
　本発明は、充放電可能な二次電池により駆動される携帯機器であって、
　満充電の通知を受けて前記二次電池の満充電を検出し、前記満充電における前記二次電
池の容量を示す容量データを取得する満充電検出手段と、
　前記満充電検出手段により取得された前記容量データを記憶装置へ記憶させる記憶制御
手段と、
　前記記憶制御手段により記憶された前記容量データを時系列に当該携帯機器の有する表
示装置へ表示させる表示制御手段と、を有する構成とした。
【００１０】
　また本発明の携帯機器は、前記容量データを取得するタイミングを設定する設定手段を
有し、
　前記満充電検出手段は、
　前記設定手段により設定されたタイミングで前記容量データを取得する構成としても良
い。
【００１１】
　また本発明の携帯機器は、前記二次電池の容量の初期値と前記容量データとの比率を算
出する比率算出手段を有し、
　前記表示制御手段は、
　前記容量データを、前記比率と共に表示する構成としても良い。
【００１２】
　また本発明の携帯機器において、前記表示制御手段は、
　前記容量データ毎に前記初期値と前記容量データとを対比させて表示させ、
　前記容量データのうち、前記満充電検出手段により最後に検出された容量データと、前
記初期値との比率を前記容量データ毎の前記初期値との対比とは独立して表示させる構成
としても良い。
【００１３】
　また本発明の携帯機器は、前記二次電池の容量の残量を示す残量データを取得する残量
データ取得手段を有し、
　前記表示制御手段は、
　前記残量データを前記容量データと対応付けて表示させる構成としても良い。
【００１４】
　また本発明の携帯機器において、前記表示制御手段は、
　前記残量データを前記満充電検出手段により最後に取得された前記容量データと対応付
けて表示させる構成としても良い。
【００１５】
　本発明は、満充電の通知を受けて二次電池の満充電を検出し、前記満充電における前記
二次電池の容量を示す容量データを取得する満充電検出手段と、
　前記満充電検出手段により取得された前記容量データを記憶装置へ記憶させる記憶制御
手段と、
　前記記憶制御手段により記憶された前記容量データを時系列に当該携帯機器の有する表
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示装置へ表示させる表示制御手段と、を有する充放電可能な二次電池により駆動される携
帯機器を駆動する電池パックであって、
　前記電池パックは、
　前記二次電池と、
　前記二次電池の満充電を検出し、前記満充電における前記二次電池の容量データを算出
する二次電池満充電検出手段と、を備え、
　前記二次電池満充電検出手段により算出された前記二次電池の前記容量データを前記携
帯機器に提供する構成とした。
【００１６】
　また本発明の電池パックにおいて、前記携帯機器は、前記容量データを取得するタイミ
ングを設定する設定手段を有し、
　前記二次電池満充電検出手段は、前記設定手段により設定されたタイミングで前記容量
データを前記携帯機器に提供する構成としても良い。
【００１７】
　本発明は、充放電可能な二次電池により駆動される携帯機器による表示制御方法であっ
て、
　満充電の通知を受けて前記二次電池の満充電を検出し、前記満充電における前記二次電
池の容量を示す容量データを取得する満充電検出手順と、
　前記満充電検出手順によりに取得された容量データを記憶装置へ記憶させる記憶制御手
順と、
　前記記憶制御手順により記憶された前記容量データを時系列に当該携帯機器の有する表
示装置へ表示させる表示制御手順と、を有する方法とした。
【００１８】
　本発明は、充放電可能な二次電池により駆動される携帯機器において実行される表示制
御プログラムであって、
　前記携帯機器に、
　満充電の通知を受けて前記二次電池の満充電を検出し、前記満充電における前記二次電
池の容量を示す容量データを取得する満充電検出ステップと、
　前記満充電検出ステップにおいて取得された容量データを記憶装置へ記憶させる記憶制
御ステップと、
　前記記憶制御ステップにおいて記憶された前記容量データを時系列に当該携帯機器の有
する表示装置へ表示させる表示制御ステップと、を実行させるプログラムとした。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、携帯機器の二次電池の劣化状況を利用者に把握させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】第一の実施形態の携帯機器の機能構成を説明する図である。
【図２】第一の実施形態の携帯機器のハードウェア構成の一例を示す図である。
【図３】第一の実施形態の補助記憶装置に設けられた記憶領域を説明するための図である
。
【図４】第一の実施形態の携帯機器における表示制御の処理を説明するフローチャートで
ある。
【図５】第一の実施形態の携帯機器において二次電池の劣化状況が表示された例を示す図
である。
【図６】第一の実施形態の携帯機器に搭載される電池パックを説明する図である。
【図７】第一の実施形態の監視ＩＣのハードウェア構成を示す図である。
【図８】第一の実施形態の監視ＩＣの機能構成を説明する図である。
【図９】第二の実施形態の携帯機器の機能構成を説明する図である。
【図１０】第二の実施形態の補助記憶装置に設けられた記憶領域を説明するための図であ
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る。
【図１１】第二の実施形態の携帯機器の動作を説明するフローチャートである。
【図１２】アプリケーション毎の使用状況が表示された画面の一例を示す図である。
【図１３】第三の実施形態の携帯機器の機能構成を説明する図である。
【図１４】第三の実施形態の補助記憶装置に設けられた記憶領域を説明するための図であ
る。
【図１５】第三の実施形態の携帯機器の動作を説明するフローチャートである。
【図１６】異常履歴が表示された画面の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本発明は、二次電池の満充電時の容量を記憶しておき、二次電池の満充電時の容量の変
化を時系列で表示させることにより、二次電池の劣化状況を利用者に認識させる。
【００２２】
　（第一の実施形態）
　以下に図面を参照して本発明の第一の実施形態について説明する。図１は、第一の実施
形態の携帯機器の機能構成を説明する図である。
【００２３】
　本実施形態の携帯機器１００は、電池パック２００を内蔵しており、電池パック２００
から給電されて駆動する。
【００２４】
　電池パック２００は、電池パック２００内の二次電池の状態を監視する監視ＩＣ２２０
を有する。監視ＩＣ２２０は、二次電池の電池残量を検出する残量検出部２３４、監視Ｉ
Ｃ２２０により検出したデータを携帯機器１００へ送信するための通信部２３６を有する
。電池パック２００の詳細は後述する。
【００２５】
　携帯機器１００は、残量データ取得部１１０、満充電検出部１２０、比率算出部１３０
、記憶制御部１４０、表示判定部１５０、設定部１６０、表示制御部１７０を有する。
【００２６】
　残量データ取得部１１０は、監視ＩＣ２２０の残量検出部２３４から二次電池の残量デ
ータを取得する。
【００２７】
　満充電検出部１２０は、二次電池が満充電となったことを検出し、満充電を検出したと
きの二次電池の容量データを取得する。本実施形態の満充電検出部１２０は、例えば電池
パック２００から送信される満充電となったことを示す通知等に基づき満充電を検出する
。また満充電検出部１２０は、例えば携帯機器１００が充電装置等に接続されてから所定
時間経過した時満充電を検出しても良い。また満充電検出部１２０により取得される満充
電時の容量データは、例えば電池パック２００の監視ＩＣ２２０等により算出されたデー
タである。
【００２８】
　比率算出部１３０は、後述する二次電池の容量データの初期値に対する、満充電時の容
量データの値の比率を算出する。記憶制御部１４０は、各部の処理結果である各種データ
を記憶装置へ記憶する際の制御を行う。
【００２９】
　表示判定部１５０は、予めなされた設定に基づき、表示制御部１７０による表示を行う
か否かを判定する。予めなされた設定の詳細は後述する。設定部１６０は、携帯機器１０
０に対する各種設定を行う。
【００３０】
　表示制御部１７０は、携帯機器１００の有する表示装置に対する表示制御を行う。本実
施形態の表示制御部１７０は、主に二次電池の劣化状況に関する表示の制御を行う。本実
施形態の表示制御部１７０は、残量データ表示部１７１、容量データ表示部１７２、比率
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表示部１７３を有する。残量データ表示部１７１は、残量データ取得部１１０により取得
された残量データを表示させる。容量データ表示部１７２は、満充電検出部１２０により
取得された容量データを表示させる。比率表示部１７３は、比率算出部１３０により算出
された比率を表示させる。
【００３１】
　図２は、第一の実施形態の携帯機器のハードウェア構成の一例を示す図である。
【００３２】
　携帯機器１００は、それぞれバスＢで相互に接続されている操作装置１１、表示装置１
２、ドライブ装置１３、補助記憶装置１４、メモリ装置１５、演算処理装置１６および通
信装置１７で構成される。携帯機器１００は、後述する二次電池が内蔵された電池パック
２００により給電されて駆動する。
【００３３】
　操作装置１１は、携帯機器１００を操作するためのものであり、携帯機器１００を操作
するための各種信号を入力される。操作装置１１は、具体的には例えば電源キーやテンキ
ー等の操作ボタン等である。表示装置１２は、例えば液晶ディスプレイ等であり、携帯機
器１００の操作を案内する案内画面や、携帯機器１００で実行されている処理の進捗状況
等が表示される。通信装置１７は、携帯端末１００が他の携帯機器や基地局等と通信を行
うための装置である。通信装置１７は、例えば携帯機器１００に設けられたアンテナ等に
より構成され、アンテナからデータを送受信するための処理等を担う。
【００３４】
　本発明の表示制御プログラムは、携帯機器１００を制御する各種プログラムの少なくと
も一部である。表示制御プログラムは、例えば記録媒体１８の配布や、通信装置１７を介
した受信などによって提供される。表示制御プログラムを記録した記録媒体１８は、例え
ばメモリカード等の携帯機器１００により読み取り可能な記録媒体である。
【００３５】
　また、表示制御プログラムを記録した記録媒体１８がドライブ装置１３にセットされる
と、表示制御プログラムは記録媒体１８からドライブ装置１３を介して補助記憶装置１４
にインストールされる。通信装置１７を介して受信された表示制御プログラムは、補助記
憶装置１４にインストールされる。
【００３６】
　補助記憶装置１４には、各種プログラムが記憶されるプログラム記憶領域と、各種デー
タが記憶されるデータ記憶領域とが設けられており（図３参照）、インストールされた表
示制御プログラムを格納すると共に、必要なファイル、データ等が格納される。メモリ装
置１５は、携帯機器１００の起動時に補助記憶装置１４のプログラム記憶領域に記憶され
た各種プログラムを読み出して展開する。そして、演算処理装置１６はメモリ装置１５に
展開された表示制御プログラムに従って、後述するような各種処理を実現している。
【００３７】
　図３は、第一の実施形態の補助記憶装置に設けられた記憶領域を説明するための図であ
る。
【００３８】
　補助記憶装置１４には、プログラム記憶領域３００とデータ記憶領域４００とが設けら
れている。プログラム記憶領域３００には、本実施形態の携帯機器１００を動作させるた
めの各種プログラムが記憶されている。データ記憶領域４００には、プログラム記憶領域
３００に記憶された各種プログラムの実行結果のデータ等が記憶される。
【００３９】
　本実施形態のプログラム記憶領域３００には、残量データ取得部１１０として機能する
残量データ取得プログラム３１０、満充電検出部１２０として機能する満充電検出プログ
ラム３２０、比率算出部１３０として機能する比率算出プログラム３３０、記憶制御部１
４０として機能する記憶制御プログラム３４０、表示判定部１５０として機能する表示判
定プログラム３５０、設定部１６０とし機能する設定プログラム３６０、表示制御部１７
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０として機能する表示制御プログラム３７０が記憶されている。
【００４０】
　表示制御プログラム３７０には、残量データ表示部１７１として機能する残量データ表
示プログラム３７１、容量データ表示部１７２として機能する容量データ表示プログラム
３７３、比率表示部１７３として機能する比率表示プログラム３７３が含まれる。
【００４１】
　本実施形態のデータ記憶領域４００には、設定データ４１０、初期値４２０が記憶され
ている。設定データ４１０は、設定部１５０により携帯機器１００に予め設定された各種
の設定データである。初期値４２０は、携帯機器１００に内蔵された二次電池の劣化する
前の満充電容量を示す値、すなわち未使用の状態におれる二次電池の満充電容量値である
。初期値４２０は、例えば携帯機器１００の出荷前等に携帯機器１００に予め記憶されて
いても良い。
【００４２】
　また本実施形態のデータ記憶領域４００には、作業領域４３０が設けられている。作業
領域４３０には、プログラム記憶領域３００に記憶された各種プログラムの実行結果が一
時的に記憶される。本実施形態の作業領域４３０には、残量データ取得部１１０により取
得された残量データ４３１、満充電検出部１２０により検出された満充電時の容量データ
４３２、比率算出部１３０により算出された比率データ４３３等が一時的に記憶される。
【００４３】
　次に、図４を参照して本実施形態の携帯機器１００における表示制御について説明する
。図４は、第一の実施形態の携帯機器における表示制御の処理を説明するフローチャート
である。
【００４４】
　携帯機器１００において、表示判定部１５０は、二次電池の劣化状況を表示させるか否
かを判定する（ステップＳ４０１）。本実施形態の表示判定部１５０は、例えばデータ記
憶領域４００の設定データ４１０において、二次電池の劣化状況を表示させる設定がされ
ている場合、劣化状況を表示させる。
【００４５】
　表示判定部１５０により二次電池の劣化状況を表示すると判定された場合、残量データ
取得部１１０は、電池パック２００の監視ＩＣ２２０より二次電池の残量データを取得す
る（ステップＳ４０２）。残量データは記憶制御部１４０により作業領域４３０に残量デ
ータ４３１として一時的に記憶される。
【００４６】
　残量データ４３１が取得されると、容量データ表示部１７２は、満充電検出部１２０に
より取得されて記憶制御部１４０により作業領域４３０に記憶された容量データ４３２を
取得する（ステップＳ４０３）。
【００４７】
　ここで本実施形態の満充電検出部１２０による容量データ４３２の取得について説明す
る。本実施形態の満充電検出部１２０は、設定部１６０によりなされた設定データ４１０
に基づき満充電を検出した際の二次電池の容量データを取得する。取得した容量データは
、記憶制御部１４０により作業領域４３０へ容量データ４３２として記憶される。
【００４８】
　例えば設定データ４１０において、満充電を検出する度に容量データを取得する設定と
なっていた場合、満充電検出部１２０は満充電を検出する度に満充電時の容量データを取
得して、記憶制御部１４０に容量データ４３２として作業領域４３０に記憶させる。この
とき満充電検出部１２０は、満充電を検出した時刻を示す情報（以下、時刻データ）を容
量データ４３２と対応付けて取得しておくことが好ましい。取得された時刻データは記憶
制御部１４０により、容量データ４２３と対応付けて記憶されることが好ましい。したが
って作業領域４３０に記憶される容量データ４３２は、時刻データと対応付けられた容量
データが複数含まれる。
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【００４９】
　また、例えば設定データ４１０において、一週間毎に容量データを取得する設定となっ
ていた場合、満充電検出部１２０は、満充電の検出時に一週間に一度容量データ４３２を
取得し、記憶制御部１４０により作業領域４３０に記憶させる。このとき満充電検出部１
２０は、容量データ４３２が取得されたときの時刻データも共に取得する。記憶制御部１
４０は、容量データ４３２と時刻データとを対応付けて作業領域４３０に記憶させる。
【００５０】
　また満充電検出部１２０は、容量データ４３２を取得しない設定の時期（例えば容量デ
ータを取得した次の日等）に満充電を検出した際には、容量データを取得しなくても良い
。また容量データを取得するのみで、記憶制御部１４０による容量データの記憶を行わな
くても良い。
【００５１】
　満充電時の容量データ４３２が取得されると、比率算出部１３０は、データ記憶領域４
００から初期値４２０を取得する（ステップＳ４０４）。そして比率算出部１３０は、Ｓ
４０３で取得した満充電時の容量データ４３２と、ステップＳ４０４で取得した初期値と
の比率を算出する（ステップＳ４０５）。算出された比率は、比率データ４３３として記
憶制御部１４０に作業領域４３０に一時的に記憶される。
【００５２】
　以下に本実施形態の比率算出部１３０の処理を説明する。本実施形態の比率算出部１３
０は、容量データ４３２と初期値４２０との比率として、初期値４２０に対する容量デー
タ４３２のパーセンテージを算出するものとした。このパーセンテージを算出することで
、満充電時の容量データ４３２が、劣化前の二次電池の容量データと比較してどの程度軽
減しているかを把握することができ、二次電池の劣化の程度を把握することができる。
【００５３】
　本実施形態の比率算出部１３０は、設定データ４１０に基づき、容量データ４３２に含
まれる複数の容量データと初期値４２０との比率を算出する。また本実施形態の比率算出
部１３０は、設定データ４１０により設定されたタイミングで、満充電の検出とは独立し
て比率を算出しても良い。
【００５４】
　例えば設定データ４１０において、満充電毎に容量データ４３２を記憶する設定であり
、且つ月毎の満充電時の容量データ４３２と初期値４２０との比率を算出する設定となっ
ていた場合、比率算出部１３０は、例えば毎月一番始めに検出された満充電時の容量デー
タ４３２と初期値４２０との比率を算出しても良い。また上述した設定の場合、比率算出
部１３０は、毎月毎の容量データ４３２の平均値を算出し、算出された容量データの平均
値と初期値４２０との比率を算出しても良い。
【００５５】
　比率算出部１３０により比率が算出されると、表示制御部１７０の容量データ表示部１
７２は、ステップＳ４０３で取得した容量データ４３２を表示装置１２へ表示させる（ス
テップＳ４０６）。次に表示制御部１７０の残量データ表示部１７１は、ステップＳ４０
２で取得された残量データ４３１を表示装置１２に表示させる（ステップＳ４０７）。こ
のとき残量データ４３１は、残量データ４３１が取得された時と最も近い時期に取得され
た容量データ４３２と対応付けられて表示されることが好ましい。例えば容量データ４３
２を月毎に取得する設定となっていた場合には、残量データ４３１は、残量データ４３１
が取得された日と同じ月に取得された容量データ４３２と対応付けて表示されることが好
ましい。
【００５６】
　次に表示制御部１７０の比率表示部１７３は、ステップＳ４０５で算出された比率デー
タ４３３を表示装置１２へ表示させ（ステップＳ４０８）、表示処理を終了する。本実施
形態では、比率データ４３３をパーセンテージで表示させるものとしたが、これに限定さ
れない。例えば比率算出部１３０は、初期値４２０に対する容量データ４３２の割合を表
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示させても良い。また比率表示部１７３は、算出された比率に基づき、二次電池の劣化の
度合いを示すメッセージ等を表示させても良い。
【００５７】
　尚ステップＳ４０１において、表示判定部１５０は、二次電池の劣化状況を表示させる
設定である場合に表示を行う判定とするものとして説明したが、これに限定されない。例
えば所定時間毎に劣化状況を表示させる設定がなされていた場合、本実施形態の表示判定
部１５０は、設定に基づき定期的にステップＳ４０２からステップＳ４０８までの処理を
行う判定をしても良い。また本実施形態の表示判定部１５０は、満充電検出部１２０によ
り取得される容量データの値を監視しており、容量データの値が、前回の満充電時に検出
された容量データの値よりも所定値以上小さくなったとき、二次電池の異常として劣化状
況を表示させても良い。尚前述の所定値は、例えば設定データ４１０に含まれる設定値と
してデータ記憶領域４００に記憶されていても良い。
【００５８】
　図５は、第一の実施形態の携帯機器において二次電池の劣化状況が表示された例を示す
図である。
【００５９】
　図５は、表示装置１２に二次電池の劣化状況が表示された画面５１の一例を示している
。本実施形態の表示制御部１７０は、容量データ表示部１７２により、縦軸をパーセンテ
ージ（％）とし、横軸を時間（月単位）とし、初期値４２０を１００％とした場合の容量
データ４３２を月毎に棒グラフで表示させる。この棒グラフでは、作業領域４３０に記憶
された月毎の容量データ４３２と、容量データ４３２に基づき算出された比率データ４３
３とに基づき、容量データ４３２毎に初期値４２０と対比させて表示される。このように
本実施形態では、時間の経過による容量データ４３２の推移を表示させることで、利用者
に二次電池の劣化の経過を認識させることができる。また本実施形態では、容量データ４
３２と比率データ４３３とに基づき棒グラフを表示させることで、初期値４２０に対する
毎月毎の容量データ４３２の変化の推移を表示することができ、二次電池の劣化の進行具
合を利用者に把握させることができる。
【００６０】
　また本実施形態の表示制御部１７０は、残量データ表示部１７１により、残量データ４
３１を残量データ４３１が取得された時と最も近い時期に取得された容量データ（最後に
取得された容量データ）４３２ａと部分的に重畳されるように表示させる。よって画面５
１では、画面５１が表示されたときの容量データ４３２ａに対する二次電池の残量データ
４３１が対応付けられていることがわかり、利用者に容量データ４３２ａに対する残量デ
ータ４３１を把握させることができる。
【００６１】
　また本実施形態の表示制御部１７０は、比率表示部１７３により、最後の取得された容
量データ４３２ａに基づき算出された比率データ４３３ａを表示させる。最後に算出され
た比率データ４３３ａは、現在の二次電池の劣化の進行の度合いを示すデータとして表示
される。本実施形態では、このように最新の容量データ４３２ａに基づき算出された比率
データ４３３ａを棒グラフとは独立して表示させることにより、利用者に現在の二次電池
の劣化の状況を把握させることができる。
【００６２】
　また本実施形態の比率表示部１７３は、比率データ４３３ａが所定値よりも小さくなっ
たとき、比率データ４３３ａを例えば赤色等で表示させても良い。また比率表示部１７３
は、比率データ４３３ａが所定値より小さくなったとき、比率データ４３３ａを例えば太
字で表示させても良いし、フォント数を大きくして表示させても良い。さらに比率表示部
１７３は、比率データ４３３ａが所定値よりも小さくなったとき、比率データ４３３ａと
共に二次電池の交換を促すメッセージ等を表示させても良い。尚前述の比率データ４３３
ａにおける所定値は、設定データ４１０に含まれる設定値としてデータ記憶領域４００に
記憶されていることが好ましい。
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【００６３】
　また本実施形態では、容量データ４３２等が携帯機器１００の有する補助記憶装置１４
内のデータ記憶領域４００に記憶されるものとして説明したが、これに限定されない。容
量データ４３２等は、例えば携帯機器１００が読み取り可能な記録媒体等に記憶されても
良い。携帯機器１００が読み取り可能な記録媒体とは、例えばＳＤメモリカード、ＳＩＭ
（Subscriber Identity Module）カード等であっても良い。
【００６４】
　このように本実施形態によれば、満充電時に取得された二次電池の容量データを時系列
に表示させることにより、二次電池の劣化状況を利用者に把握させることができる。また
容量データを棒グラフ等にして表示させることにより、利用者に二次電池の劣化状況を視
覚的に認識させることができる。さらに本実施形態では、最後に取得された満充電時の容
量データに基づき算出した比率データを棒グラフとは独立して表示させることにより、利
用者に現在の二次電池の劣化状況を明確に把握させることができる。
【００６５】
　尚本実施形態では、容量データ表示部１７２により容量データ４３２を棒グラフとして
表示させるものして説明したが、これに限定されない。本実施形態の容量データ表示部１
７２は、例えば容量データ４３２の変化を折れ線グラフ等にして表示させても良い。また
本実施形態の容量データ表示部１７２は、その他のグラフ等によって容量データ４３２の
変化を表示させても良い。本実施形態の容量データ表示部１７２は、満充電時の容量デー
タ４３２の変化を利用者に視覚的に認識させるように表示させるものであれば良い。
【００６６】
　ここで、図６ないし図８を参照して本実施形態の携帯機器１００に内蔵される電池パッ
ク２００について説明する。
【００６７】
　図６は、第一の実施形態の携帯機器に搭載される電池パックを説明する図である。
【００６８】
　電池パック２００は、例えばリチウムイオン電池等の二次電池２１１が複数接続された
電池ユニット２１０を有する。尚本実施形態では、電池ユニット２１０は二次電池２１１
が直列に接続された構成としたが、これに限定されない。
【００６９】
　電池パック２００は、電池パック２００が搭載される携帯機器１００と接続するための
正極端子２１２及び負極端子２１３と、電池ユニット２１０との間に、監視ＩＣ２２０及
び保護ＩＣ２３０を有する。
【００７０】
　監視ＩＣ２２０は、電池ユニット２１０の状態を監視し、電池ユニット２１０の状態情
報を取得する。そして監視ＩＣ２２０は、携帯機器１００からの状態情報の参照要求を受
けると、取得した状態情報を携帯機器１００へ提供する。
【００７１】
　監視ＩＣ２２０は、電源端子ＶＤＤ及び基準電位端子ＶＳＳと、電圧検知端子ＶＢＡＴ
１と、ひと組の電流検知端子ＶＲＳＰ及びＶＲＳＭと、通信端子ＳＩＯとを有する。監視
ＩＣ２２０は、電源端子ＶＤＤを介して、保護ＩＣ２３０において電池電圧からレギュレ
ートされた電圧を受け取る。基準電位端子ＶＳＳは、電池ユニット２１０の負極へ接続さ
れている。
【００７２】
　監視ＩＣ２２０は、電池ユニット２１０の正極へ接続された電圧検知端子ＶＢＡＴ１を
介して電池ユニット２１０の出力電圧を検出することができる。一方の電流検知端子ＶＲ
ＳＭは二次電池２１１の負極へ接続され、更に、監視ＩＣ２２０の外部で抵抗Ｒ１１を介
してもう一方の電流検知端子ＶＲＳＰへ接続されている。
【００７３】
　監視ＩＣ２２０は、電流検知端子ＶＲＳＰ及びＶＲＳＭを介して、外部抵抗Ｒ１１に流
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れる電流、即ち、電池ユニット２１０の充放電電流を検出する。通信端子ＳＩＯは、保護
ＩＣ２３０を介して、携帯機器１００との通信に使用される外部端子２１４へ接続されて
いる。本実施形態の監視ＩＣ２２０は、通信端子ＳＩＯ及び保護ＩＣ２３０を介して携帯
機器１００と通信を行う。監視ＩＣ２２０の詳細は後述する。
【００７４】
　保護ＩＣ２３０は、電池パック２００を過充電、過放電から保護する。保護ＩＣ２３０
は、電池パック２００の充放電を遮断するＭＯＳトランジスタＭ１１、Ｍ１２のゲートに
それぞれ接続される端子ＤＯＵＴと端子ＣＯＵＴとを有する。保護ＩＣ２３０は過放電或
いは過電流を検出したときＤＯＵＴ出力をローレベルとしてＭＯＳトランジスタＭ１１を
遮断し、過充電検出回路で過充電を検出したときＣＯＵＴ出力をローレベルとしてＭＯＳ
トランジスタＭ１２を遮断する。
【００７５】
　以下に図７、図８を参照して監視ＩＣ２２０の詳細を説明する。図７は、第一の実施形
態の監視ＩＣのハードウェア構成を示す図である。図７において、監視ＩＣ２２０は、Ｃ
ＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）２２１、センサ部２２２、Ｒ
ＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）２２３、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃａ
ｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　ａｎｄ　Ｐｒｏｇｒａｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）２２４、シリア
ルインターフェース（Ｉ／Ｆ）２２５を有する。
【００７６】
　ＣＰＵ２２１は、監視ＩＣ２２０の各部を制御する。センサ部２２２は、電池ユニット
２１０の電圧、電流及び温度を検出する。ＲＯＭ２２３には、ＣＰＵ２２１が監視ＩＣ２
２０の各部を制御するために実行するプログラムが格納されている。ＥＥＰＲＯＭ２２４
には、センサ部２２２によって検出された電池ユニット２１０の電圧、電流及び温度の各
パラメータ等の情報が格納される。シリアルＩ／Ｆ２２５は、通信端子ＳＩＯを介して携
帯機器１００と通信を行う。ＣＰＵ２２１、センサ部２２２、ＲＯＭ２２３、ＥＥＰＲＯ
Ｍ２２４及びシリアルＩ／Ｆ２２５は、バス２２６によって接続されており、夫々の間で
データ及びプログラムをやり取りすることができる。
【００７７】
　また、センサ部２２２は、温度センサ回路２２２ａ、電圧センサ回路２２２ｂ、電流セ
ンサ回路２２２ｃ、マルチプレクサ２２２ｄ、アナログ－デジタル（Ａ／Ｄ）変換回路２
２２ｅを有する。
【００７８】
　温度センサ回路２２２ａは、電池ユニット２１０の温度を検出する。電圧センサ回路２
２２ｂは、電池ユニット２１０へ接続された電圧検知端子ＶＢＡＴ１を介して、電池ユニ
ット２１０の出力電圧を検出する。電流センサ回路２２２ｃは、電流検知端子ＶＲＳＰ及
びＶＲＳＭを介して、外部抵抗Ｒ１１に流れる電流、即ち、電池ユニット２１０の充放電
電流を検出する。温度センサ回路２２２ａ、電圧センサ回路２２２ｂ及び電流センサ回路
２２２ｃの各出力はマルチプレクサ２２２ｄへ接続されており、マルチプレクサ２２２ｄ
によって１つの信号として出力される。Ａ／Ｄ変換回路２２２ｅは、マルチプレクサ２２
２ｄによって出力された信号をアナログからデジタルに変換する。
【００７９】
　図８は、第一の実施形態の監視ＩＣの機能構成を説明する図である。尚本実施形態にお
いて、図８に示す監視ＩＣ２２０の機能構成は、図７に示されたＲＯＭ２２３に記憶され
た特定のプログラムによって実現される。
【００８０】
　監視ＩＣ２２０は、電流値取得部２３１、電圧値取得部２３２、計時部２３３、残量検
出部２３４、記憶制御部２３５、通信部２３６、満充電検出部２３７を有する。
【００８１】
　電流値取得部２３１は、電流センサ回路２２２ｃが検出した電流値を取得する。電圧値
取得部２３２は、電圧センサ回路２２２ｂが検出した電圧値を取得する。計時部２３３は
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監視ＩＣ２２０に内蔵された時計機能により計時する。
【００８２】
　残量検出部２３４は、電流値取得部２３１により取得された電流値又は電圧値取得部２
３２により取得された電圧値、計時部２３３による計時機能により、電池ユニット２１０
の残容量を残量データとして検出する。
【００８３】
　記憶制御部２３５は、電流値取得部２３１により取得された電流値、電圧値取得部２３
２により取得された電圧値、残量検出部２３４により検出された残容量等の状態情報、を
例えばＥＥＰＲＯＭ２２４等に記憶させる。通信部２３６は、電池パック２００が内蔵さ
れる携帯機器１００との通信を行い、例えば電池ユニット２１０の残容量を示す残量デー
タ等を携帯機器１００へ提供する。
【００８４】
　満充電検出部２３７は、電流値取得部２３１により取得された電流値、電圧値取得部２
３２により取得された電圧値等に基づき電池ユニット２１０を構成する二次電池２１１の
満充電を検出する。また満充電検出部２３７は、電流値、電圧値及び温度センサ２２２ａ
により検出される電池ユニット２１０の温度等に基づき、満充電時の二次電池の容量値を
算出しても良い。満充電検出部２３７により満充電が検出されると、通信部２３６は、満
充電を携帯機器１００へ通知しても良い。また通信部２３６は、満充電検出部２３７によ
り算出された電池ユニット２１０の容量値を容量データとして携帯機器１００へ提供して
も良い。
【００８５】
　本実施形態の携帯機器１００は、このような構成の監視ＩＣ２２０を有する電池パック
２００を内蔵することにより、二次電池２１１の満充電を検出することができる。また本
実施形態の携帯機器１００は、監視ＩＣ２２０から満充電時の容量データを取得すること
ができる。したがって本実施形態によれば、満充電時の容量データの変化を時系列に表示
させることにより、携帯機器１００において二次電池２１１の劣化状況を利用者に視覚的
に認識させることができる。
【００８６】
　また上記各実施形態は、例えば携帯電話、デジタルカメラ、ノード型パーソナルコンピ
ュータ、携帯音楽再生装置、携帯ゲーム装置、携帯テレビ装置等、二次電池により給電さ
れて駆動する装置に適用することができる。
【００８７】
　（第二の実施形態）
　以下に図面を参照して本発明の第二の実施形態について説明する。本発明の第二の実施
形態では、電池ユニット２１０を構成する二次電池２１１の使用状況を表示装置１２へ表
示させる。以下の第二の実施形態の説明では、第一の実施形態との相違点についてのみ説
明し、第一の実施形態と同様の機能構成を有するものには第一の実施形態の説明で用いた
符号と同様の符号を付与し、その説明を省略する。
【００８８】
　本実施形態における二次電池２１１の使用状況とは、二次電池２１１がどのように消費
されたかを示すものである。本実施形態における二次電池２１１の使用状況とは、例えば
実行されたアプリケーションの種類とアプリケーションの実行時間又は実行量等により示
される。
【００８９】
　本実施形態では、二次電池２１１の使用状況を表示させることにより、例えば二次電池
２１１に不具合が発生した場合等に、従来では解析できなかった二次電池２１１の使用状
況を把握することができる。二次電池２１１の使用状況を把握することにより、例えば二
次電池２１１の不具合が発生した原因等を発見することもできる。また二次電池２１１の
使用状況を表示させることで、二次電池２１１がどの程度使用されたかを把握することが
でき、二次電池２１１の劣化の程度を知ることができる。
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【００９０】
　図９は、第二の実施形態の携帯機器の機能構成を説明する図である。本実施形態の携帯
機器１００Ａは、第一の実施形態の携帯機器１００の有する各部に加え、状態情報取得部
１６１、アプリケーション特定部１６２、処理量算出部１６３を有する。また本実施形態
の携帯機器１００Ａの有する表示制御部１７０Ａは、第一の実施形態の表示制御部１７０
の有する各部に加え、使用状況表示部１７４を有する。
【００９１】
　本実施形態の状態情報取得部１６１は、電池パック２００に内蔵された監視ＩＣ２２０
の記憶制御部２３５から、二次電池２１１の状態情報を取得する。
【００９２】
　アプリケーション特定部１６２は、状態情報に基づき携帯機器１００Ａで実行されたア
プリケーションを特定する。処理量算出部１６３は、特定されたアプリケーションの処理
量を算出する。アプリケーションの処理量とは、例えばアプリケーションが通話機能を実
現するアプリケーションである場合には通話時間、アプリケーションがメール送受信機能
を実現するアプリケーションである場合には送受信したメールの数等で示される。アプリ
ケーション特定部１６２による処理と処理量算出部１６３による処理の詳細は後述する。
【００９３】
　本実施形態の表示制御部１７０Ａの有する使用状況表示部１７４は、アプリケーション
特定部１６２により特定されたアプリケーション毎に、処理量算出部１６３により算出さ
れた処理量を表示装置１２へ表示させる。
【００９４】
　図１０は、第二の実施形態の補助記憶装置に設けられた記憶領域を説明するための図で
ある。
【００９５】
　本実施形態の補助記憶装置１４Ａのプログラム領域３００Ａでは、アプリケーション群
３０１が記憶されている。アプリケーション群３０１は、携帯機器１００Ａに実装された
複数のアプリケーションから構成される。アプリケーション群３０１を構成する複数のア
プリケーションは、例えば通話機能を実現するアプリケーション３０２、電子メールの送
受信機能を実現するアプリケーション３０３、音楽再生機能を実現するアプリケーション
３０４等である。
【００９６】
　また本実施形態の補助記憶装置１４Ａのプログラム領域３００Ａには、状態情報取得部
１６１として機能する状態情報取得プログラム３６１、アプリケーション特定部１６２と
して機能するアプリケーション特定プログラム３６２、処理量算出部１６３として機能す
る処理量算出プログラム３６３とが格納されている。またプログラム領域３００Ａの表示
制御プログラム１７０Ａは、使用状況表示部１７４として機能する使用状況表示プログラ
ム３７４が格納されている。
【００９７】
　以下に、図１１を参照して本実施形態の携帯機器１００Ａの動作を説明する。図１１は
、第二の実施形態の携帯機器の動作を説明するフローチャートである。
【００９８】
　本実施形態の携帯機器１００Ａは、二次電池２１１の使用状況の表示指示を受けると（
ステップＳ１１０１）、状態情報取得部１６１により、監視ＩＣ２２０の記憶制御部２３
５に記憶された状態情報を取得する（ステップＳ１１０２）。
【００９９】
　本実施形態で取得する状態情報とは、二次電池２１１の電流値等から求められる消費電
流である。電池パック２００内の監視ＩＣ２２０は、所定時間毎に二次電池２１１の電流
値を記憶しており、所定時間毎に携帯機器１００Ａによる消費電流を算出している。本実
施形態の状態情報取得部１６１は、携帯機器１００Ａが市場に出荷されてから、使用状況
の表示指示を受けるまでに記憶された消費電流の値を全て取得する。
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【０１００】
　携帯機器１００Ａは、状態情報を取得すると、アプリケーション特定部１６２により実
行されていたアプリケーションを特定する（ステップＳ１１０３）。
【０１０１】
　本実施形態のアプリケーション特定部１６２は、状態情報取得部１６１により取得され
た、携帯機器１００Ａが出荷されてから使用状況の表示指示を受けるまでの消費電流値の
変化に基づき、その時々に実行されていたアプリケーションを特定する。
【０１０２】
　例えば本実施形態のアプリケーション特定部１６２には、アプリケーション毎の消費電
流の範囲が設定されている。例えばアプリケーション３０２が実行された場合の消費電流
値はＡ１以上Ａ２未満、アプリケーション３０３が実行された場合の消費電流値はＡ２以
上Ａ３未満、といった具合である。
【０１０３】
　本実施形態のアプリケーション特定部１６２は、取得された消費電流の値の変化と、上
記設定とに基づき、その時々で実行されていたアプリケーションを特定する。アプリケー
ション特定部１６２は、例えば消費電流値がＡ１以上Ａ２未満の範囲にある期間に実行さ
れたアプリケーションは、アプリケーション３０２と特定する。またアプリケーション特
定部１６２は、例えば消費電流値がＡ２以上Ａ３未満の範囲にある期間に実行されたアプ
リケーションは、アプリケーション３０３と特定する。
【０１０４】
　ステップＳ１１０３においてアプリケーションが特定されると、処理量算出部１６３は
、特定されたアプリケーションの処理量を算出する。処理量算出部１６３は、例えば特定
されたアプリケーションが実行された期間の合計期間を算出する。そして処理量算出部１
６３は、算出された合計時間における消費電流値から、特定されたアプリケーションの処
理量を算出する。
【０１０５】
　例えば特定されたアプリケーション３０２が実行された期間の合計期間がＴ１であり、
アプリケーション３０２が通話機能を実現するアプリケーションであった場合、アプリケ
ーション３０２の処理量は、「通話時間Ｔ１」として算出される。
【０１０６】
　また例えば特定されたアプリケーション３０３が実行された期間の合計期間がＴ２であ
り、アプリケーション３０３が電子メールの送受信機能を実現するアプリケーションであ
った場合、処理量算出部１６３は合計期間Ｔ２に間に消費される消費電流の合計を算出す
る。合計期間Ｔ２に消費される消費電流の合計をＢとした場合、処理量算出部１６３は、
合計消費電流Ｂにより送受信が行える電子メールの数を算出する。その結果、アプリケー
ション３０３の処理量は、送受信された電子メールの数で表される。
【０１０７】
　本実施形態のアプリケーション特定部１６２と処理量算出部１６３は、以上の処理によ
り、携帯機器１００Ａが出荷されてから使用状況の表示指示を受けるまでの間に実行され
た全てのアプリケーションを特定し、アプリケーション毎の処理量を算出する。
【０１０８】
　アプリケーション毎の処理量の算出が終了すると、表示制御部１７０Ａの使用状況表示
部１７４は、表示装置１２にアプリケーション毎の使用状況を表示させる（ステップＳ１
１０５）。
【０１０９】
　図１２は、アプリケーション毎の使用状況が表示された画面の一例を示す図である。図
１２に示す画面５２にはアプリケーション毎の使用状況が表示されている。
【０１１０】
　以上に説明したように、本実施形態によれば、ユーザは、どのようなアプリケーション
が実行されたことにより二次電池２１１の電力が消耗されたかを把握することができる。
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よって本実施形態によれば、例えば二次電池２１１に不具合が発生した場合等に、二次電
池２１１がどのように使用されたかを把握することができる。よって本実施形態によれば
、二次電池２１１の使用の仕方に不具合の原因があるか否か等を判断できる。
【０１１１】
　また本実施形態によれば、ユーザは携帯機器１００Ａが出荷されてからのアプリケーシ
ョン毎の合計の処理量を把握することができる。よって本実施形態によれば、二次電池２
１１の劣化の程度を推測することができる。
【０１１２】
　尚ユーザとは、例えば携帯機器１００Ａのメンテナンス等を行うサービスセンターのサ
ービスマン等であっても良い。例えば本実施形態の携帯機器１００Ａは、サービスマンに
より特定の操作がなされたとき、使用状況の表示指示を受け付けても良い。
【０１１３】
　（第三の実施形態）
　以下に図面を参照して本発明の第三の実施形態について説明する。本発明の第三の実施
形態では、二次電池２１１に発生した異常履歴を表示装置１２へ表示させる。以下の第三
の実施形態の説明では、第一の実施形態との相違点についてのみ説明し、第一の実施形態
と同様の機能構成を有するものには第一の実施形態の説明で用いた符号と同様の符号を付
与し、その説明を省略する。
【０１１４】
　本実施形態の携帯機器１００Ｂは、電池パック２００の監視ＩＣ２２０から二次電池２
１１の状態情報を取得し、状態情報に含まれる二次電池２１１の異常履歴を表示装置１２
へ表示させる。尚本実施形態の二次電池２１１の異常履歴とは、例えば電池パック２００
の保護ＩＣ２３０が二次電池２１１の温度異常を検出した日時と回数、二次電池２１１の
過充電を検出した日時と回数、過放電を検出した日時と回数、電池ユニット２１０の内部
ショートを検出した日時と回数等である。
【０１１５】
　本実施形態で、電池ユニット２１０を構成する二次電池２１１の異常履歴を表示させる
ことで、過去に発生した二次電池２１１の異常の種類を把握することができる。二次電池
２１１の過去の異常の種類を把握できれば、例えば二次電池２１１の不具合が発生した場
合に不具合の原因等を解析することができる。
【０１１６】
　以下に、図１３を参照して本実施形態の携帯機器１００Ｂについて説明する。図１３は
、第三の実施形態の携帯機器の機能構成を説明する図である。本実施形態の携帯機器１０
０Ｂは、第一の実施形態の携帯機器１００の有する各部に加え、状態情報取得部１６１、
異常履歴抽出部１６５を有する。また本実施形態の表示制御部１７０Ｂは、第一の実施形
態の表示制御部１７０の有する各部に加え、異常履歴表示部１６５を有する。
【０１１７】
　状態情報取得部１６１は、電池パック２００の監視ＩＣ２２０から二次電池２１１の状
態情報を取得する。本実施形態の電池パック２００では、保護ＩＣ２３０により二次電池
２１１の異常が検出されると、検出された異常の種類、異常を検出した日時、異常を検出
した回数等の異常履歴が状態情報として監視ＩＣ２２０の記憶制御部２３５へ記憶される
。本実施形態の状態情報取得部１６１は、監視ＩＣ２２０から、異常履歴が含まれる状態
情報を取得する。
【０１１８】
　異常履歴抽出部１６５は、状態情報取得部１６１により取得された状態情報に含まれる
二次電池２１１の異常履歴を抽出する。異常履歴表示部１７５は、抽出された異常履歴に
基づき、予め設定された画像等を表示装置１２へ表示させる。
【０１１９】
　図１４は、第三の実施形態の補助記憶装置に設けられた記憶領域を説明するための図で
ある。
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【０１２０】
　本実施形態の補助記憶装置１４Ｂのプログラム領域３００Ｂには、状態情報取得部１６
１として機能する状態情報取得プログラム３６１、異常履歴抽出部１６５として機能する
異常履歴抽出プログラム３６５とが格納されている。またプログラム領域３００Ｂの表示
制御プログラム１７０Ｂは、異常履歴表示部１７５として機能する異常履歴表示プログラ
ム３７５が格納されている。
【０１２１】
　以下に、図１５を参照して本実施形態の携帯機器１００Ｂの動作について説明する。図
１５は、第三の実施形態の携帯機器の動作を説明するフローチャートである。
【０１２２】
　本実施形態の携帯機器１００Ｂにおいて、異常履歴の表示指示を受けると（ステップＳ
１５０１）、状態情報取得部１６１は電池パック２００の監視ＩＣ２２０から状態情報を
取得する（ステップＳ１５０２）。尚本実施形態の携帯機器１００Ｂは、サービスマン等
からある特定の操作がなされると、異常履歴の表示指示と受け取っても良い。また本実施
形態の状態情報には、電池パック２００の保護ＩＣ２３０により検出された二次電池２１
１の異常を示す履歴が含まれている。
【０１２３】
　本実施形態の携帯機器１００Ｂは、異常履歴抽出部１６５により、状態情報から異常履
歴を抽出する（ステップＳ１５０３）。異常履歴が抽出されると、表示制御部１７０Ｂは
、異常履歴表示部１７５により異常履歴を表示装置１２へ表示させる（ステップＳ１５０
４）。本実施形態の異常履歴表示部１７５は、抽出さたれ異常履歴に基づき、異常の種類
毎の履歴を表示させる。異常の種類とは、例えば過放電、過充電、二次電池２１１の温度
が高くなる（高温度）、電池ユニット２１０内での二次電池２１１の内部ショート等であ
る。
【０１２４】
　また本実施形態の異常履歴表示部１７５には、異常の種類毎に危険の度合いを判断する
閾値が設けられている。例えば異常の種類が二次電池２１１の高温度である場合、発生回
数が２回までは危険の度合いを「要注意」とする表示を行っても良い。また例えば異常の
種類が過充電の場合、発生回数が１回で危険の度合いを「危険」とする表示を行っても良
い。
【０１２５】
　図１６は、異常履歴が表示された画面の一例を示す図である。図１６に示す画面５３に
は、異常履歴として、異常の発生回数が異常の種類毎に表示されている。また画面５３に
は、異常発生による危険の度合いを示すアイコン画像が表示されている。
【０１２６】
　例えば異常の種類が過充電である場合、危険の度合いを示すアイコン画像は、「危険」
を示すものであっても良い。また異常の種類が高温度である場合、危険の度合いを示すア
イコン画像は、「要注意」を示すものであっても良い。
【０１２７】
　尚図１６の例では、異常の種類と異常が発生した回数とが表示されているが、これに加
えて異常が発生した日時が表示されても良い。
【０１２８】
　このように本実施形態では、異常の種類毎に、発生回数と危険の度合いを示すアイコン
画像とを表示することで、電池ユニット２１０を構成する二次電池２１１にどのような異
常が発生したかを把握することができる。よって本実施形態によれば、
二次電池２１１に不具合が発生した場合にはどのような異常により不具合が発生したかを
容易に把握することができる。
【０１２９】
　また本実施形態によれば、異常履歴を把握できるため、二次電池２１１に生じた不具合
が二次電池２１１の劣化によるものか、も又は二次電池２１１の欠陥によるものか等を見



(18) JP WO2010/035567 A1 2010.4.1

10

20

30

極めることができる。
【０１３０】
　さらに本実施形態によれば、例えば簡単に二次電池２１１の異常の発生具合を把握でき
るため、二次電池２１１の劣化具合を判断でき、ユーザに適切な時期に電池パック２００
の交換を促すことができる。
【０１３１】
　以上、各実施形態に基づき本発明の説明を行ってきたが、上記実施形態に示した要件に
本発明が限定されるものではない。これらの点に関しては、本発明の主旨をそこなわない
範囲で変更することができ、その応用形態に応じて適切に定めることができる。
【産業上の利用可能性】
【０１３２】
　本発明は、充放電可能な二次電池から構成される電池ユニットにより駆動される携帯機
器、この携帯機器に搭載される電池パック、この携帯機器による表示方法、表示プログラ
ムに利用可能である。
【０１３３】
　本国際出願は、２００８年９月２９日に出願された日本国特許出願第２００８－２４９
６００号に基づく優先権を主張するものであり、日本国特許出願第２００８－２４９６０
０号の全内容を本国際出願に援用する。
【符号の説明】
【０１３４】
　１００　携帯機器
　１１０　残量データ取得部
　１２０　満充電検出部
　１３０　比率算出部
　１４０　記憶制御部
　１５０　表示判定部
　１６０　設定部
　１７０　表示制御部
　１７１　残量データ表示部
　１７２　容量データ表示部
　１７３　比率データ表示部
　１７４　使用状況表示部
　１７５　異常履歴表示部
　２００　電池パック
　２２０　監視ＩＣ
　２３０　保護ＩＣ
　２３４　残量検出部
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【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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