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(57)【要約】
【課題】過電流検出電流値と短絡電流値の精度を向上さ
せ、消費電流を削減し、安全性の高いバッテリ装置を提
供する。
【解決手段】短絡過電流検出回路は、定電流がインピー
ダンス素子と二次電池の電圧によって抵抗値が変化する
トランジスタに流れることで発生する基準電圧を出力と
する基準電圧回路と、過電流検出端子の電圧と基準電圧
を比較する第一の比較回路と、過電流検出端子の電圧に
基づく電圧と基準電圧を比較する第二の比較回路とを備
える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　二次電池の電圧や異常を検知する制御回路と、過電流検出端子の電圧で過電流や短絡を
検出する短絡過電流検出回路と、を有する充放電制御回路であって、
　前記短絡過電流検出回路は、
　定電流回路と、第一のインピーダンス素子と、前記二次電池の電圧によって抵抗値が変
化するトランジスタで構成され、前記定電流回路の電流が前記第一のインピーダンス素子
と前記トランジスタに流れることで発生する電圧を出力とする基準電圧回路と、
　前記過電流検出端子の電圧と前記基準電圧回路の電圧を比較する第一の比較回路と、
　一方の端子が前記過電流検出端子に接続される第二のインピーダンス素子と、
　一方の端子が前記第二のインピーダンス素子のもう一方の端子に接続される第三のイン
ピーダンス素子と、
　前記第二のインピーダンス素子と前記第三のインピーダンス素子の接続点に発生する電
圧と前記基準電圧回路の電圧を比較する第二の比較回路と、
を備えたことを特徴とする充放電制御回路。
【請求項２】
　二次電池と、
　前記二次電池の充放電経路に設けられた充放電制御スイッチと、
　前記二次電池の電圧を監視し、前記充放電制御スイッチを制御する請求項１に記載の充
放電制御回路と、
　を備えたことを特徴とするバッテリ装置。
【請求項３】
　前記第二のインピーダンス素子は前記二次電池の充放電経路に設けられた第一の充放電
制御スイッチを備え、
　前記第三のインピーダンス素子は前記二次電池の充放電経路に設けられた第二の充放電
制御スイッチを備えることを特徴とする請求項１に記載の充放電制御回路。
【請求項４】
　二次電池と、
　請求項３に記載の充放電制御回路と、を備えたことを特徴とするバッテリ装置。
【請求項５】
　二次電池の電圧や異常を検知する制御回路と、過電流検出端子の電圧で過電流や短絡を
検出する短絡過電流検出回路と、を有する充放電制御回路と、前記二次電池の充放電経路
に設けられた第一の充放電制御スイッチ及び第二の充放電制御スイッチと、備えたバッテ
リ装置であって、
　前記短絡過電流検出回路は、
　定電流回路と、第一のインピーダンス素子と、前記二次電池の電圧によって抵抗値が変
化するトランジスタで構成され、前記定電流回路の電流が前記第一のインピーダンス素子
と前記トランジスタに流れることで発生する電圧を出力とする基準電圧回路と、
　前記過電流検出端子の電圧と前記基準電圧回路の電圧を比較する第一の比較回路と、
　前記第一の充放電制御スイッチと前記第二の充放電制御スイッチの接続点に発生する電
圧と前記基準電圧回路の電圧を比較する第二の比較回路と、を備えたことを特徴とするバ
ッテリ装置。
【請求項６】
　前記第一の充放電制御スイッチと前記第二の充放電制御スイッチが設けられた前記二次
電池と外部端子の間の充放電経路に抵抗を備えたことを特徴とする請求項２または４また
は５に記載のバッテリ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は二次電池と、二次電池の電圧や異常を検知し二次電池の充放電を制御する充放
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電制御回路を備えたバッテリ装置に関し、特にバッテリが異常な状態になることや、バッ
テリやバッテリに接続した機器に過度な電流が流れることを防止する充放電制御回路およ
びバッテリ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図４に、従来の充放電制御回路を備えたバッテリ装置の回路図を示す。従来の充放電制
御回路を備えたバッテリ装置は、二次電池１１と、Ｎｃｈ放電制御電界効果トランジスタ
１２と、Ｎｃｈ充電制御電界効果トランジスタ１３と、充放電制御回路１４と、抵抗２２
、３１と、容量３２と、外部端子２０、２１で構成されている。充放電制御回路１４は、
制御回路１５と、過電流検出回路５３０と、短絡検出回路５４０と、過電流検出端子１９
と、充電制御信号出力端子４１と、放電制御信号出力端子４２と、ＤＳ端子４５と、正極
電源端子４４と、負極電源端子４３で構成されている。過電流検出回路５３０は、比較回
路１０１と、基準電圧回路５３１で構成されている。短絡検出回路５４０は、比較回路１
０２と、基準電圧回路５４１で構成されている。
【０００３】
　制御回路１５は、抵抗５０４、５０５、５０６、５０７、５１８、５２８と、基準電圧
回路５０９、５１５と、比較回路５０１、５０８、５１３と、発振回路５０２と、カウン
ター回路５０３と、ロジック回路５１０と、レベルシフト回路５１１と、遅延回路５１２
と、ロジック回路５２０と、ＮＭＯＳトランジスタ５１７、５１９で構成されている。
【０００４】
　次に、動作について説明する。外部端子２０、２１の間に負荷が接続され、電流が流れ
ると二次電池１１の負極と外部端子２１間に電位差が発生する。この電位差は、外部端子
２０、２１間に流れた電流量Ｉ1、Ｎｃｈ放電制御電界効果トランジスタ１２の抵抗値Ｒ1

2、Ｎｃｈ充電制御電界効果トランジスタ１３の抵抗値Ｒ13によって決定され、Ｉ1×（Ｒ

12＋Ｒ13）で表される。過電流検出端子１９の電圧は外部端子２１の電圧と等しい。比較
回路１０１が基準電圧回路５３１の電圧と過電流検出端子１９の電圧を比較し、過電流検
出端子１９の電圧が高ければ、Ｎｃｈ放電制御電界効果トランジスタ１２をオフし、過電
流保護をかける。過電流検出電流値の設定値をＩDOP、基準電圧回路５３１の電圧をＶ531

、Ｎｃｈ放電制御電界効果トランジスタ１２の抵抗値をＲ12、Ｎｃｈ充電制御電界効果ト
ランジスタ１３の抵抗値をＲ13とする。比較回路１０１が検出信号を出力する閾値電圧と
なる時の外部端子２１の電圧はＶ531である。この時、外部端子２０、２１間に流れた電
流は、外部端子２１の電圧をＮｃｈ放電制御電界効果トランジスタ１２とＮｃｈ充電制御
電界効果トランジスタ１３の抵抗値の合計で割ったものとなり、ＩDOP＝Ｖ531／（Ｒ12＋
Ｒ13）と表される。
【０００５】
　比較回路１０１が検出信号を出力する閾値電圧となる時の充放電制御回路の過電流検出
端子の電圧を過電流検出電圧と呼ぶ。比較回路１０２が検出信号を出力する閾値電圧とな
る時の充放電制御回路の過電流検出端子の電圧を短絡検出電圧と呼ぶ。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－１０４９５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら従来の技術では、充放電制御回路の過電流検出電圧と短絡検出電圧は二次
電池電圧や温度が変化しても一定の値であるのに対し、Ｎｃｈ充放電制御電界効果トラン
ジスタの抵抗値が二次電池電圧や温度の変化に伴って変化するため、過電流検出電流値や
短絡電流検出電流値が変動してしまう。このため、過電流検出電流値や短絡電流検出電流
値の精度が悪くバッテリ装置の安全性が低いという課題があった。また、過電流検出回路
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と短絡検出回路で２つの基準電圧回路を用いるため消費電流が高いという課題もあった。
【０００８】
　本発明は、以上のような課題を解決するために考案されたものであり、充放電制御回路
の過電流検出電圧と短絡検出電圧をＮｃｈ充放電制御電界効果トランジスタの抵抗値の二
次電池電圧や温度による変化に一致するように変化させ、過電流検出電流値が二次電池電
圧や温度の変化によって変動しないようにする。これにより、低消費電流でありながら、
過電流検出電流値と短絡電流値の精度を向上させた、安全性の高いバッテリ装置を提供す
るためのものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　従来の課題を解決するために、本発明の充放電制御回路は以下のような構成とした。
　短絡過電流検出回路は、定電流がインピーダンス素子と二次電池の電圧によって抵抗値
が変化するトランジスタに流れることで発生する基準電圧を出力とする基準電圧回路と、
過電流検出端子の電圧と基準電圧を比較する第一の比較回路と、過電流検出端子の電圧に
基づく電圧と基準電圧を比較する第二の比較回路とを備える。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、充放電制御回路の過電流検出電圧と短絡検出電圧の二次電池電圧依存
性と温度依存性を充放電制御スイッチの抵抗値の二次電池電圧依存性と温度依存性に一致
させることが可能となり、二次電池電圧や温度が変化してもバッテリ装置の過電流検出電
流値と短絡検出電流値は一定の値となる。これにより、過電流検出電流値と短絡検出電流
値の精度を向上させ、消費電流を削減し、安全性の高いバッテリ装置の提供が可能となる
。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】第一の実施形態の充放電制御回路及びバッテリ装置の回路図である。
【図２】第二の実施形態の充放電制御回路及びバッテリ装置の回路図である。
【図３】第三の実施形態の充放電制御回路及びバッテリ装置の回路図である。
【図４】従来の充放電制御回路及びバッテリ装置の回路図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
＜実施形態１＞
　図１は、第一の実施形態の充放電制御回路及びバッテリ装置の回路図である。
　第一の実施形態の充放電制御回路及びバッテリ装置は、二次電池１１と、Ｎｃｈ放電制
御電界効果トランジスタ１２と、Ｎｃｈ充電制御電界効果トランジスタ１３と、充放電制
御回路１４と、抵抗２２、３１と、容量３２と、外部端子２０、２１で構成されている。
充放電制御回路１４は、制御回路１５と、短絡過電流検出回路１１０と、過電流検出端子
１９と、充電制御信号出力端子４１と、放電制御信号出力端子４２と、正極電源端子４４
と、負極電源端子４３で構成されている。短絡過電流検出回路１１０は、比較回路１０１
、１０２と、定電流回路１０３と、抵抗１０４、１０６、１０７と、ＮＭＯＳトランジス
タ１０５で構成されている。定電流回路１０３と、抵抗１０４と、ＮＭＯＳトランジスタ
１０５で基準電圧回路を構成する。
【００１３】
　二次電池１１は、正極は外部端子２０と抵抗３１に接続され、負極は容量３２と負極電
源端子４３とＮｃｈ放電制御電界効果トランジスタ１２のソース及びバックゲートに接続
される。正極電源端子４４は、抵抗３１と容量３２の接続点に接続される。Ｎｃｈ放電制
御電界効果トランジスタ１２は、ゲートは放電制御信号出力端子４２に接続され、ドレイ
ンはＮｃｈ充電制御電界効果トランジスタ１３のドレインに接続される。Ｎｃｈ充電制御
電界効果トランジスタ１３は、ゲートは充電制御信号出力端子４１に接続され、ソース及
びバックゲートは外部端子２１および抵抗２２に接続される。抵抗２２のもう一方の端子
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は過電流検出端子１９に接続される。
【００１４】
　比較回路１０１は、反転入力端子は過電流検出端子１９に接続され、非反転入力端子は
定電流回路１０３と抵抗１０４の接続点に接続され、出力端子は制御回路１５に接続され
る。ＮＭＯＳトランジスタ１０５は、ゲートは正極電源端子４４に接続され、ドレインは
抵抗１０４のもう一方の端子に接続され、ソースは負極電源端子４３に接続される。定電
流回路１０３のもう一方の端子は正極電源端子４４に接続される。比較回路１０２は、反
転入力端子は抵抗１０６と抵抗１０７の接続点に接続され、非反転入力端子は定電流回路
１０３と抵抗１０４の接続点に接続され、出力端子は制御回路１５に接続される。抵抗１
０６のもう一方の端子は負極電源端子４３に接続され、抵抗１０７のもう一方の端子は過
電流検出端子１９に接続される。制御回路１５は、電源端子が正極電源端子４４に接続さ
れ、グラウンド端子が負極電源端子４３に接続され、第一の出力端子が放電制御信号出力
端子４２に接続され、第二の出力端子が充電制御信号出力端子４１に接続される。
【００１５】
　次に、動作について説明する。二次電池１１が過充電検出電圧以下かつ過放電検出電圧
以上である時、Ｎｃｈ放電制御電界効果トランジスタ１２、Ｎｃｈ充電制御電界効果トラ
ンジスタ１３はオンするように制御される。この状態で外部端子２０、２１の間に負荷が
接続され、放電電流が流れると二次電池１１の負極と外部端子２１間に電位差が発生する
。この電位差は、外部端子２０、２１間に流れた電流量Ｉ1、Ｎｃｈ放電制御電界効果ト
ランジスタ１２の抵抗値Ｒ12、Ｎｃｈ充電制御電界効果トランジスタ１３の抵抗値Ｒ13に
よって決定され、Ｉ1×（Ｒ12＋Ｒ13）で表される。
【００１６】
　定電流回路１０３は抵抗１０４、ＮＭＯＳトランジスタ１０５に電流を流し、電圧を発
生させる。その電圧を基準電圧回路の基準電圧として出力する。比較回路１０１は、基準
電圧回路の基準電圧と過電流検出端子１９の電圧を比較し、過電流検出端子１９の電圧が
高ければ検出信号を制御回路１５に出力して、Ｎｃｈ放電制御電界効果トランジスタ１２
をオフさせ過電流保護をかける。
【００１７】
　過電流検出電流値の設定値をＩDOP、基準電圧回路の基準電圧をＶref、Ｎｃｈ放電制御
電界効果トランジスタ１２の抵抗値をＲ12、Ｎｃｈ充電制御電界効果トランジスタ１３の
抵抗値をＲ13とする。比較回路１０１が検出信号を出力する閾値電圧となる時の外部端子
２１の電圧はＶrefである。この時、外部端子２０、２１間に流れた電流は、外部端子２
１の電圧をＮｃｈ放電制御電界効果トランジスタ１２とＮｃｈ充電制御電界効果トランジ
スタ１３の抵抗値の合計で割ったものとなり、ＩDOP＝Ｖref／（Ｒ12＋Ｒ13）と表される
。
【００１８】
　ここで、Ｎｃｈ電界効果トランジスタの抵抗値にはゲート・ソース間電圧依存性と温度
依存性があり、Ｎｃｈ充放電制御電界効果トランジスタのソース電位は二次電池の負極電
位、ゲート電位は二次電池の正極電位のため、Ｎｃｈ充放電制御電界効果トランジスタの
抵抗値（Ｒ12＋Ｒ13）は、二次電池電圧依存性と温度依存性を持つ。
【００１９】
　ＮＭＯＳトランジスタ１０５はソースを負極電源端子４３、ゲートを正極電源端子４４
に接続することでＮｃｈ充放電制御電界効果トランジスタとゲート・ソース間電圧が同じ
状態を作り出している。ＮＭＯＳトランジスタ１０５のＷ長とＬ長と、ＮＭＯＳトランジ
スタ１０５へ流入する電流量を定電流回路１０３で変化させると、二次電池電圧依存性を
調節可能となる。また、過電流検出電流値ＩDOPを調節するためには、ＩDOP＝Ｖref／（
Ｒ12＋Ｒ13）で表されるため、Ｖrefの絶対値の調節が必要となる。定電流回路１０３の
電流値に応じて抵抗１０４の値を最適化することで調節が可能となる。また、Ｖrefの絶
対値の合わせ込みを行った時は、Ｖrefの温度特性がＮｃｈ充放電制御トランジスタの温
度特性と一致するように、抵抗１０４の温度特性を最適化しておく必要がある。抵抗１０
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４の温度特性は、素子の作り方を変更することで調節することができる。
【００２０】
　外部端子２０、２１が短絡すると短絡電流が流れ二次電池１１の負極と外部端子２１間
に電位差が発生する。この電位差は、外部端子２０、２１間に流れた電流量Ｉ2、Ｎｃｈ
放電制御電界効果トランジスタ１２の抵抗値Ｒ12、Ｎｃｈ充電制御電界効果トランジスタ
１３の抵抗値Ｒ13によって決定され、Ｉ2×（Ｒ12＋Ｒ13）で表される。比較回路１０２
は、基準電圧Ｖrefと抵抗１０６と１０７の接続点の電圧を比較し、抵抗１０６と１０７
の接続点の電圧が高ければ検出信号を制御回路１５に出力して、Ｎｃｈ放電制御電界効果
トランジスタ１２をオフさせ短絡保護をかける。
【００２１】
　短絡検出電流値の設定値をＩSHORT、抵抗１０６の抵抗値をＲ106、抵抗１０７の抵抗値
をＲ107とする。比較回路１０２が検出信号を出力する閾値電圧となる時の外部端子２１
の電圧をＶref2とすると、Ｖref2＝Ｖref×（Ｒ106＋Ｒ107）／Ｒ106となる。この時、外
部端子２０、２１間に流れた電流は、外部端子２１の電圧をＮｃｈ放電制御電界効果トラ
ンジスタ１２とＮｃｈ充電制御電界効果トランジスタ１３の抵抗値の合計で割ったものと
なり、ＩSHORT＝Ｖref2／（Ｒ12＋Ｒ13）＝Ｖref×（Ｒ106＋Ｒ107）／（Ｒ106×（Ｒ12

＋Ｒ13））と表される。
【００２２】
　過電流検出時と同様に抵抗値（Ｒ12＋Ｒ13）は、二次電池電圧依存性と温度依存性を持
ち、ＮＭＯＳトランジスタ１０５のＷ長とＬ長と、定電流回路１０３の電流値を変化させ
ることで二次電池電圧依存性を調節する。また、短絡検出電流値ＩSHORTを調節するため
には、ＩSHORT＝Ｖref×（Ｒ106＋Ｒ107）／（Ｒ106×（Ｒ12＋Ｒ13））で表されるため
、基準電圧Ｖrefの絶対値、抵抗１０６、１０７の合わせ込みも必要となる。ＶrefがＩSH

ORT×（Ｒ106×（Ｒ12＋Ｒ13））／（Ｒ106＋Ｒ107）になるように定電流回路１０３の電
流値に応じて抵抗１０４、１０６、１０７の値を最適化することで、短絡検出電流の狙い
値を調節する。また、抵抗１０４、１０６、１０７の温度特性は、素子の作り方で調節可
能である。Ｖrefの絶対値の合わせ込みを行った時に、Ｖrefの温度特性がＮｃｈ充放電制
御トランジスタの温度特性と一致するように、抵抗１０４、１０６、１０７の温度特性を
最適化しておく必要がある。
【００２３】
　こうして、基準電圧回路の基準電圧の値の二次電池電圧依存性と温度依存性を調節可能
にし、Ｎｃｈ充放電制御電界効果トランジスタの抵抗値の二次電池電圧依存性、温度依存
性と一致させることで、過電流検出電流値の設定値ＩDOPと短絡検出電流値の設定値ＩSHO

RTが二次電池電圧や温度が変化しても一定の値となるようにすることができる。また、短
絡検出用の基準電圧回路を用いなくても検出可能なため、消費電流を削減することができ
る。
【００２４】
　なお、ＮＭＯＳトランジスタ１０５のゲートは、充放電制御回路１４の正極電源端子４
２としたが、二次電池電圧を感知して抵抗値が変化すれば良いため、二次電池電圧依存性
を持つ回路の出力に接続し、定電流値を調節すれば第一の実施形態と同じ効果を発揮させ
ることが可能である。
【００２５】
　また、Ｎｃｈ放電制御電界効果トランジスタ１２、Ｎｃｈ充電制御電界効果トランジス
タ１３、ＮＭＯＳトランジスタ１０５を用いて説明したが、この構成に限らず、Ｐｃｈ電
界効果トランジスタを用いＮＭＯＳトランジスタ１０５をＰＭＯＳトランジスタに、定電
流回路１０３の正極電源端子４４の接続を負極電源端子４３に変更しても同様の動作をさ
せることができるということはいうまでもない。
【００２６】
　また、抵抗１０４と抵抗１０６と抵抗１０７はこの構成に限らず、インピーダンスを持
つ素子であればどのようなインピーダンス素子であってもよい。そして、抵抗１０６と抵
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抗１０７は、過電流検出端子１９の電圧を分圧できればよく、この構成に限らない。
【００２７】
　以上により、第一の実施形態のバッテリ装置は、充放電制御回路の過電流検出電圧およ
び短絡検出電圧とＮｃｈ充放電制御電界効果トランジスタの二次電池電圧依存性、温度依
存性を一致させることで、バッテリ装置の過電流検出電流値および短絡検出電流値の精度
を向上させ、バッテリ装置の安全性を高めることができる。また、短絡検出用の基準電圧
回路を用いず消費電流を削減することができる。
【００２８】
＜実施形態２＞
　図２は、第二の実施形態の充放電制御回路及びバッテリ装置の回路図である。第一の実
施形態との違いは抵抗１０６、１０７を削除し、短絡電流検出端子２０１と抵抗２０２を
追加した点である。
【００２９】
　接続について説明する。比較回路１０２の反転入力端子は短絡電流検出端子２０１に接
続される。抵抗２０２の一方の端子は短絡電流検出端子２０１に接続され、もう一方の端
子はＮｃｈ充電制御電界効果トランジスタ１２のドレインに接続される。他は第一の実施
形態と同様の接続である。
【００３０】
　次に、動作について説明する。外部端子２０、２１の間に負荷が接続され過電流を検出
する動作は実施形態１と同様である。外部端子２０、２１が短絡した時、短絡電流が流れ
二次電池１１の負極と外部端子２１間に電位差が発生する。この電位差は、外部端子２０
、２１間に流れた電流量Ｉ2、Ｎｃｈ放電制御電界効果トランジスタ１２の抵抗値Ｒ12、
Ｎｃｈ充電制御電界効果トランジスタ１３の抵抗値Ｒ13によって決定され、Ｉ2×（Ｒ12

＋Ｒ13）で表される。比較回路１０２は、基準電圧回路の基準電圧とＮｃｈ充電制御電界
効果トランジスタ１２のドレインの電圧を比較し、Ｎｃｈ充電制御電界効果トランジスタ
１２のドレインの電圧が高ければ検出信号を制御回路１５に出力して、Ｎｃｈ放電制御電
界効果トランジスタ１２をオフさせ短絡保護をかける。
【００３１】
　短絡検出電流値の設定値をＩSHORT、Ｎｃｈ放電制御電界効果トランジスタ１２の抵抗
値をＲ12、Ｎｃｈ放電制御電界効果トランジスタ１３の抵抗値をＲ13とする。比較回路１
０１が検出信号を出力する閾値電圧をＶref、比較回路１０２が検出信号を出力する閾値
電圧をＶref2とすると、Ｖref2＝Ｖref×（Ｒ12＋Ｒ13）／Ｒ12となり、比較回路１０２
が検出信号を出力する時の外部端子２１の電圧はＶref2である。この時、外部端子２０、
２１間に流れた電流は、外部端子２１の電圧をＮｃｈ放電制御電界効果トランジスタ１２
とＮｃｈ充電制御電界効果トランジスタ１３の抵抗値の合計で割ったものとなり、ＩSHOR

T＝Ｖref2／（Ｒ12＋Ｒ13）＝Ｖref／Ｒ12と表される。
【００３２】
　過電流検出時と同様に抵抗値Ｒ12は、二次電池電圧依存性と温度依存性を持ち、ＮＭＯ
Ｓトランジスタ１０５のＷ長とＬ長と、定電流回路１０３の電流値を変化させることで二
次電池電圧依存性を調節する。また、短絡検出電流値ＩSHORTを調節するためには、ＩSHO

RT＝Ｖref／Ｒ12で表されるため、基準電圧Ｖrefの絶対値の合わせ込みも必要となる。Ｖ

refがＩSHORT×Ｒ12になるように定電流回路１０３の電流値に応じて抵抗１０４の値を最
適化することで、短絡検出電流の狙い値を調節する。また、抵抗１０４の温度特性は、素
子の作り方で調節可能である。Ｖrefの絶対値の合わせ込みを行った時に、Ｖrefの温度特
性がＮｃｈ充放電制御トランジスタの温度特性と一致するように、抵抗１０４の温度特性
を最適化しておく必要がある。
【００３３】
　こうして、基準電圧回路の基準電圧の値の二次電池電圧依存性と温度依存性を調節可能
にし、Ｎｃｈ充放電制御電界効果トランジスタの抵抗値の二次電池電圧依存性、温度依存
性と一致させることで、過電流検出電流値の設定値ＩDOPと短絡検出電流値の設定値ＩSHO
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RTが二次電池電圧や温度が変化しても一定の値となるようにすることができる。また、短
絡検出用の基準電圧回路を用いなくても検出可能なため消費電流を削減することができる
。
【００３４】
　なお、ＮＭＯＳトランジスタ１０５のゲートは、充放電制御回路１４の正極電源端子４
２としたが、二次電池電圧を感知して抵抗値が変化すれば良いため、二次電池電圧依存性
を持つ回路の出力に接続し、定電流値を調節すれば第一の実施形態と同じ効果を発揮させ
ることが可能である。
【００３５】
　また、Ｎｃｈ放電制御電界効果トランジスタ１２、Ｎｃｈ充電制御電界効果トランジス
タ１３、ＮＭＯＳトランジスタ１０５を用いて説明したが、この構成に限らず、Ｐｃｈ電
界効果トランジスタを用いＮＭＯＳトランジスタ１０５をＰＭＯＳトランジスタに、定電
流回路１０３の正極電源端子４４の接続を負極電源端子４３に変更しても同様の動作をさ
せることができるということはいうまでもない。
【００３６】
　また、Ｎｃｈ放電制御電界効果トランジスタ１２、Ｎｃｈ充電制御電界効果トランジス
タ１３はこの構成に限らず、制御回路１５からの信号で制御できインピーダンスがある素
子であればどのようなインピーダンス素子であってもよい。これらは、充放電制御回路１
４に内蔵されてもよい。
　また、抵抗１０４はこの構成に限らず、インピーダンスを持つ素子であればどのような
インピーダンス素子であってもよい。
【００３７】
　以上により、第二の実施形態のバッテリ装置は、充放電制御回路の過電流検出電圧およ
び短絡検出電圧とＮｃｈ充放電制御電界効果トランジスタの二次電池電圧依存性、温度依
存性を一致させることで、バッテリ装置の過電流検出電流値および短絡検出電流値の精度
を向上させ、バッテリ装置の安全性を高めることができる。また、短絡検出用の基準電圧
回路を用いず消費電流を削減することができる。
【００３８】
＜実施形態３＞
　図３は、第三の実施形態の充放電制御回路及びバッテリ装置の回路図である。第一の実
施形態のバッテリ装置との違いは二次電池１１の負極と負極電源端子４３の接続点とＮｃ
ｈ放電制御電界効果トランジスタ１２のソースとの間に抵抗３０１を追加した点である。
他はすべて第一の実施形態と同様である。
【００３９】
　Ｎｃｈ放電制御電界効果トランジスタ１２のオン抵抗Ｒ12と、Ｎｃｈ充電制御電界効果
トランジスタ１３のオン抵抗Ｒ13は製造工程でのばらつきが大きく精度が悪い。そこで、
Ｎｃｈ電界効果トランジスタよりも抵抗値のばらつきの少ない抵抗３３を直列に設けるこ
とで、過電流検出電流値のばらつきを小さくすることができる。過電流と短絡電流を検出
する動作は第一の実施形態と同様であり、図３の構成でも実現することができる。
【００４０】
　なお、抵抗３０１の位置は図３の位置に限定されず、二次電池１１の負極と負極電源端
子４３の接続点と外部端子２１と抵抗２２の接続点の間であればどこに設けてもよい。
　また、抵抗３０１は意図的に設けた抵抗でなくとも良く、回路を構成する際の寄生抵抗
で構わない。また、実施例１の構成に限らず実施例２の構成に用いても良い。
【００４１】
　以上により、第三の実施形態のバッテリ装置は、充放電制御回路の過電流検出電圧およ
び短絡検出電圧とＮｃｈ充放電制御電界効果トランジスタの二次電池電圧依存性、温度依
存性を一致させることで、バッテリ装置の過電流検出電流値および短絡検出電流値の精度
を向上させ、バッテリ装置の安全性を高めることができる。また、短絡検出用の基準電圧
回路を用いず消費電流を削減することができる。
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【符号の説明】
【００４２】
１１　二次電池
１４　充放電制御回路
１５　制御回路
１０１、１０２　比較回路
１９　過電流検出端子
２０、２１　外部端子
１０３　定電流回路
１１０　短絡過電流検出回路
２０１　短絡検出端子
４１　充電制御信号出力端子
４２　放電制御信号出力端子
４３　負極電源端子
４４　正極電源端子

【図１】 【図２】
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