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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　識別情報を記憶した集積回路を備えた二次電池セルであって、
　集積回路は、二次電池セルにおける電解液の抵抗値を測定する抵抗値測定手段を備えて
おり、
　集積回路が二次電池セルから取り外されたとき、抵抗値測定手段は抵抗値変化を検出す
る二次電池セル。
【請求項２】
　請求項１に記載の二次電池セルを、複数、有する電池パック。
【請求項３】
　制御回路を有しており、
　各二次電池セルにおける集積回路は、並列状態で、容量性カップリングを介して制御回
路に接続されている請求項２に記載の電池パック。
【請求項４】
　請求項２又は請求項３に記載の電池パックを備えている電力消費機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、二次電池セル、電池パック及び電力消費機器に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　電池パックは、携帯電話やデジタルスチルカメラ、携帯ゲーム機、ノート型パーソナル
コンピュータ、電動工具等、多様なポータブル機器に既に使用されている。そして、現在
、これに留まらず、電動アシスト自転車や電気自動車、更には、家庭用蓄電装置等の、よ
り高出力、高容量を要求される分野に使用されつつある。
【０００３】
　電池パックに組み込まれた二次電池セルとして、現在、最も主力的に用いられているも
のの１つに、リチウムイオン二次電池セルがある。リチウムイオン二次電池セルは、充電
により繰返し使用できる、高電圧出力である、高エネルギー密度である、自己放電が少な
い、長寿命であるといった多数の特徴により、非常に広い範囲で使用されている。また、
より高出力、高容量という機器の要求に対応するため、二次電池セル（単セル）を多直列
接続や多並列接続とし、組電池の形態で使用されるケースも増加している。このような使
用方法は、利点も大きいが、扱われるエネルギー量が非常に大きくなるため、従来よりも
、より一層注意深く取り扱う必要がある。
【０００４】
　電力消費機器に装着された電池パックが電力消費機器にとって安全に使用できるものか
否かを判断するために、電池パックに備えられた二次電池セルの認証を行う電池認証シス
テムが多く導入されており、無線ＩＣタグ（集積回路）を具備する二次電池セルからＩＤ
番号等の個別認識情報を読み出す技術が、例えば、特開２００６－２３６８０６から周知
である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－２３６８０６
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、特開２００６－２３６８０６に開示された無線ＩＣタグ（集積回路）にあっ
ては、無線ＩＣタグを剥がす際、無線ＩＣタグのメモリ部と無線送受信部との間の溝部が
切断され、即ち、剥がすことで無線ＩＣタグの回路構成が分断され、破壊される構造とな
っている。しかしながら、無線ＩＣタグのメモリ部と無線送受信部との間の溝部が切断さ
れないように無線ＩＣタグを剥がすことは不可能ではなく、このような事態が生じた場合
、無線ＩＣタグを二次電池セルから取り外して別の二次電池セルに取り付けることを防止
することが困難であるといった問題がある。また、無線ＩＣタグのメモリ部と無線送受信
部との間の溝部が容易に切断されるように設計した場合、無線ＩＣタグの製造時、メモリ
部と無線送受信部との間の溝部が切断される事故が頻繁に発生する虞がある。
【０００７】
　従って、本発明の目的は、二次電池セルに備えられた集積回路が二次電池セルから取り
外され、別の二次電池セルに転用されることを確実に防止することができる二次電池セル
、係る二次電池セルを備えた電池パック、更には、係る電池パックを備えた電力消費機器
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の目的を達成するための本発明の第１の態様に係る二次電池セルは、識別情報を記
憶した集積回路（ＩＣチップ）を備えており、
　集積回路は配線異常検出回路を備えており、
　集積回路が二次電池セルから取り外されたとき、配線異常検出回路は配線異常を検出す
る。ここで、本発明の第１の態様に係る二次電池セルにおいて、配線異常検出回路は、限
定するものではないが、信号発生回路、及び、比較回路から成る形態とすることができる
。
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【０００９】
　上記の目的を達成するための本発明の第２の態様に係る二次電池セルは、識別情報を記
憶した集積回路（ＩＣチップ）を備えており、
　集積回路は光検出手段を備えており、
　集積回路が二次電池セルから取り外されたとき、光検出手段は光を検出する。
【００１０】
　上記の目的を達成するための本発明の第３の態様に係る二次電池セルは、識別情報を記
憶した集積回路（ＩＣチップ）を備えており、
　集積回路は圧力検出手段を備えており、
　集積回路が二次電池セルから取り外されたとき、圧力検出手段は圧力変化を検出する。
【００１１】
　上記の目的を達成するための本発明の第４の態様に係る二次電池セルは、識別情報を記
憶した集積回路（ＩＣチップ）を備えており、
　集積回路は、二次電池セルの端子電圧を測定する電圧測定手段を備えており、
　集積回路が二次電池セルから取り外されたとき、電圧測定手段は電圧変化を検出する。
ここで、本発明の第４の態様に係る二次電池セルにおいて、電圧測定手段は、限定するも
のではないが、基準電圧発生回路、及び、比較回路から成る形態とすることができる。
【００１２】
　上記の目的を達成するための本発明の第５の態様に係る二次電池セルは、識別情報を記
憶した集積回路（ＩＣチップ）を備えており、
　集積回路は、二次電池セルにおける抵抗値を測定する抵抗値測定手段を備えており、
　集積回路が二次電池セルから取り外されたとき、抵抗値測定手段は抵抗値変化を検出す
る。ここで、本発明の第５の態様に係る二次電池セルにおいて、抵抗値測定手段は、限定
するものではないが、二次電池セルにおける電解液の抵抗値を測定する形態とすることが
できる。
【００１３】
　上記の目的を達成するための本発明の第６の態様に係る二次電池セルは、識別情報を記
憶した集積回路（ＩＣチップ）を備えており、
　集積回路は、外部から供給されるクロック周波数をモニタするモニタ回路を備えており
、
　集積回路が二次電池セルから取り外されたとき、モニタ回路はクロック周波数の変化を
検出する。
【００１４】
　上記の目的を達成するための本発明の第７の態様に係る二次電池セルは、識別情報を記
憶した集積回路（ＩＣチップ）を備えており、
　集積回路が二次電池セルから取り外されたことを検出するための検出手段を備えている
。
【００１５】
　上記の目的を達成するための本発明の電池パックは、好ましい形態を含む本発明の第１
の態様～第７の態様に係る二次電池セルを、複数、有する。
【００１６】
　上記の目的を達成するための本発明の電力消費機器は、好ましい形態を含む本発明の第
１の態様～第７の態様に係る二次電池セルを、複数、有する電池パックを備えている。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の第１の態様に係る二次電池セル、本発明の電池パックにおける本発明の第１の
態様に係る二次電池セル、あるいは、本発明の電力消費機器における本発明の第１の態様
に係る二次電池セル（以下、これらの二次電池セルを総称して、『本発明の第１の態様に
係る二次電池セル等』と呼ぶ場合がある）にあっては、配線異常を検出する配線異常検出
回路が備えられているので、また、
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　本発明の第２の態様に係る二次電池セル、本発明の電池パックにおける本発明の第２の
態様に係る二次電池セル、あるいは、本発明の電力消費機器における本発明の第２の態様
に係る二次電池セル（以下、これらの二次電池セルを総称して、『本発明の第２の態様に
係る二次電池セル等』と呼ぶ場合がある）にあっては、光を検出する光検出手段が備えら
れているので、また、
　本発明の第３の態様に係る二次電池セル、本発明の電池パックにおける本発明の第３の
態様に係る二次電池セル、あるいは、本発明の電力消費機器における本発明の第３の態様
に係る二次電池セル（以下、これらの二次電池セルを総称して、『本発明の第３の態様に
係る二次電池セル等』と呼ぶ場合がある）にあっては、圧力変化を検出する圧力検出手段
が備えられているので、また、
　本発明の第４の態様に係る二次電池セル、本発明の電池パックにおける本発明の第４の
態様に係る二次電池セル、あるいは、本発明の電力消費機器における本発明の第４の態様
に係る二次電池セル（以下、これらの二次電池セルを総称して、『本発明の第４の態様に
係る二次電池セル等』と呼ぶ場合がある）にあっては、電圧変化を検出する電圧測定手段
が備えられているので、また、
　本発明の第５の態様に係る二次電池セル、本発明の電池パックにおける本発明の第５の
態様に係る二次電池セル、あるいは、本発明の電力消費機器における本発明の第５の態様
に係る二次電池セル（以下、これらの二次電池セルを総称して、『本発明の第５の態様に
係る二次電池セル等』と呼ぶ場合がある）にあっては、抵抗値変化を検出する抵抗値測定
手段が備えられているので、また、
　本発明の第６の態様に係る二次電池セル、本発明の電池パックにおける本発明の第６の
態様に係る二次電池セル、あるいは、本発明の電力消費機器における本発明の第６の態様
に係る二次電池セル（以下、これらの二次電池セルを総称して、『本発明の第６の態様に
係る二次電池セル等』と呼ぶ場合がある）にあっては、クロック周波数の変化を検出する
モニタ回路が備えられているので、また、
　本発明の第７の態様に係る二次電池セル、本発明の電池パックにおける本発明の第７の
態様に係る二次電池セル、あるいは、本発明の電力消費機器における本発明の第７の態様
に係る二次電池セル（以下、これらの二次電池セルを総称して、『本発明の第７の態様に
係る二次電池セル等』と呼ぶ場合がある）にあっては、検出手段が備えられているので、
　二次電池セルに備えられた集積回路が、その二次電池セルから取り外されたことを確実
に検出することができる。それ故、集積回路を別の二次電池セルに取り付けることを確実
に防止することができる。しかも、集積回路は、識別情報［例えば、集積回路それ自体に
付与された識別番号（ＩＤ番号）］を記憶しているので、電力消費機器に装着された電池
パックに備えられた二次電池セルの認証を、容易に、且つ、確実に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】図１の（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）は、実施例１の二次電池セルの模式的な斜視図
、集積回路等の模式的な一部端面図、及び、シールド配線の模式的な部分的平面図である
。
【図２】図２は、実施例１における配線異常検出回路のブロック図である。
【図３】図３の（Ａ）及び（Ｂ）は、それぞれ、実施例１及び実施例２における集積回路
のブロック図である。
【図４】図４は、実施例１の電池パックにおける二次電池セルの接続状態を示す図である
。
【図５】図５の（Ａ）及び（Ｂ）は、それぞれ、電池パックの模式的な斜視図、及び、電
池パックの蓋を外した状態の模式図である。
【図６】図６は、実施例１の二次電池セルの模式的な端面図である。
【図７】図７の（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）は、それぞれ、実施例１の二次電池セルの変形
例における二次電池セル等の模式的な一部断面図、模式的な部分的平面図である。
【図８】図８の（Ａ）及び（Ｂ）は、それぞれ、実施例３及びその変形例における集積回
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路のブロック図である。
【図９】図９は、実施例４の二次電池セルの模式的な斜視図である。
【図１０】図１０の（Ａ）及び（Ｂ）は、それぞれ、実施例４の二次電池セルの変形例の
模式的な斜視図、及び、集積回路とアンテナとの集合体の模式図である。
【図１１】図１１は、実施例４の電池パックにおける二次電池セルの接続状態を示す図で
ある。
【図１２】図１２は、実施例５の二次電池セルの模式的な斜視図である。
【図１３】図１３は、実施例５の電池パックにおける二次電池セルの接続状態を示す図で
ある。
【図１４】図１４の（Ａ）及び（Ｂ）は、実施例６の二次電池セルの模式的な斜視図であ
る。
【図１５】図１５は、実施例６の二次電池セルの変形例の模式的な斜視図である。
【図１６】図１６は、実施例７において、集積回路と制御回路との間の通信処理における
電気信号を模式的に示す図である。
【図１７】図１７の（Ａ）及び（Ｂ）は、実施例８の二次電池セルの模式的な斜視図、及
び、集積回路等の模式的な一部端面図である。
【図１８】図１８は、実施例８の二次電池セルの変形例の模式的な端面図である。
【図１９】図１９の（Ａ）及び（Ｂ）は、実施例８の二次電池セルの別の変形例の模式的
な斜視図である。
【図２０】図２０は、実施例８の二次電池の更に別の変形例の模式的な分解斜視図である
。
【図２１】図２１の（Ａ）及び（Ｂ）は、実施例９の二次電池セルの模式的な斜視図、及
び、集積回路等の模式的な一部端面図である。
【図２２】図２２の（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）は、それぞれ、実施例９の二次電池セルに
おける圧力検出手段の模式的な平面図、模式的な端面図、及び、圧力検出のための回路図
である。
【図２３】図２３は、実施例９の二次電池セルの変形例を説明するための二次電池セル等
の模式的な部分的平面図である。
【図２４】図２４の（Ａ）及び（Ｂ）は、実施例１２における集積回路のブロック図であ
る。
【図２５】図２５の（Ａ）及び（Ｂ）は、電池パックの本体部、閉鎖部材等の変形例の模
式的な一部断面図である。
【図２６】図２６は、従来の電池パックの一形態における二次電池セルの接続状態を示す
図である。
【図２７】図２７は、従来の電池パックの一形態における二次電池セルの模式的な端面図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、図面を参照して、実施例に基づき本発明を説明するが、本発明は実施例に限定さ
れるものではなく、実施例における種々の数値や材料は例示である。尚、説明は、以下の
順序で行う。
１．本発明の第１の態様～第７の態様に係る二次電池セル、電池パック及び電力消費機器
、全般に関する説明
２．実施例１（本発明の第１の態様及び第７の態様に係る二次電池セル、電池パック及び
電力消費機器）
３．実施例２（実施例１の変形）
４．実施例３（実施例１の別の変形）
５．実施例４（実施例１の別の変形）
６．実施例５（実施例１の別の変形）
７．実施例６（実施例１の別の変形）
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８．実施例７（実施例１の別の変形）
９．実施例８（本発明の第２の態様及び第７の態様に係る二次電池セル、電池パック及び
電力消費機器）
１０．実施例９（本発明の第３の態様及び第７の態様に係る二次電池セル、電池パック及
び電力消費機器）
１１．実施例１０（本発明の第４の態様及び第７の態様に係る二次電池セル、電池パック
及び電力消費機器）
１２．実施例１１（本発明の第５の態様及び第７の態様に係る二次電池セル、電池パック
及び電力消費機器）
１３．実施例１２（本発明の第６の態様及び第７の態様に係る二次電池セル、電池パック
及び電力消費機器）、その他
【００２０】
［本発明の第１の態様～第７の態様に係る二次電池セル、電池パック及び電力消費機器、
全般に関する説明］
　本発明の第１の態様に係る二次電池セル等において、配線異常検出回路は、二次電池セ
ルに設けられた異常検出用配線あるいはシールド配線に接続された形態とすることができ
るし、集積回路にアンテナが備えられている場合、配線異常検出回路は、二次電池セルに
設けられた異常検出用配線あるいはシールド配線に接続された形態とすることができる。
尚、異常検出用配線、シールド配線、アンテナを総称して『シールド配線等』と呼ぶ場合
がある。ここで、シールド配線は、具体的には、例えば、アクティブシールドから構成す
ることができ、より具体的には、所謂ガード電圧が印加される構成とすることができる。
そして、このような形態にあっては、集積回路が二次電池セルから取り外されたとき、シ
ールド配線等は、例えば切断されて非導通状態となり、又は、短絡状態となる形態とする
ことができる。あるいは又、二次電池セルが二次電池セル固定部から取り外されたとき、
シールド配線等は、非導通状態となり、又は、短絡状態となる形態とすることができる。
具体的には、例えば、二次電池セルが二次電池セル固定部にボルトを用いて取り付けられ
ており、シールド配線等がボルト及び接触部に接続されている構成を挙げることができる
。そして、ボルトを二次電池セル固定部に取り付けている状態にあってはボルトと接触部
とは接触状態にあり、シールド配線等は導通状態にあるが、ボルトを二次電池セル固定部
から外したとき、ボルトと接触部とが非接触状態となる結果、シールド配線等は非導通状
態となる。あるいは又、ボルトを二次電池セル固定部に取り付けている状態にあってはボ
ルトと接触部とは非接触状態にあり、シールド配線等は非導通状態にあるが、ボルトを二
次電池セル固定部から外したとき、ボルトと接触部とが接触状態となる結果、シールド配
線等は導通状態（短絡状態）となる。シールド配線等は、集積回路の上から二次電池セル
の外側表面に亙り、連続して形成されている形態、二次電池セルの外側表面に形成されて
いる形態、二次電池セルの外側表面に形成され、集積回路とは配線を介して接続され、あ
るいは又、集積回路が装着された基板から配線を介して接続されている形態といった各種
形態を挙げることができる。そして、これらの形態にあっては、例えば、
［Ａ］シールド配線等を、集積回路の上から二次電池セルの外側表面に亙り連続してスク
リーン印刷法に基づき形成する方法
［Ｂ］集積回路の上から二次電池セルの外側表面に亙り連続してフィルムを積層し、この
フィルム上に、集積回路に接続されたシールド配線等をスクリーン印刷法に基づき形成す
る方法
［Ｃ］予め、シールド配線等をフィルム上にスクリーン印刷法にて形成しておき、適切な
手段を用いて、集積回路の上から二次電池セルの外側表面に亙りフィルムを亙り貼り合わ
せ、且つ、シールド配線等と集積回路とを接続する方法
［Ｄ］シールド配線等を、二次電池セルの外側表面にスクリーン印刷法に基づき形成し、
且つ、シールド配線等と集積回路とを接続する方法
［Ｅ］予め、シールド配線等をフィルム上にスクリーン印刷法にて形成しておき、適切な
手段を用いて二次電池セルの外側表面にフィルムを亙り貼り合わせ、且つ、シールド配線
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等と集積回路とを接続する方法
［Ｆ］上述した各種の形態において、二次電池セルの外側表面ではなく、適宜、二次電池
セルの内側に形成する方法
といった方法に基づき形成することができる。尚、シールド配線等をボルトや接触部と接
続するために、シールド配線等とボルトや接触部とを配線によって接続してもよいし、場
合によっては、集積回路とボルトや接触部とを配線によって直接接続してもよい。また、
電池パックを構成する本体部の内部に二次電池セルを納め、本体部に閉鎖部材を被せ、閉
鎖部材をボルトを用いて本体部に固定することで電池パックを組み立てるが、このボルト
と集積回路とを配線で接続してもよい。
【００２１】
　以上に説明した好ましい形態、構成を含む本発明の第１の態様～第７の態様に係る二次
電池セル等において、集積回路は記憶領域を備えており、
［１］本発明の第１の態様に係る二次電池セル等にあっては、配線異常検出回路が配線異
常を検出したとき、記憶領域は、配線異常が検出された旨（即ち、集積回路が二次電池セ
ルから取り外された旨）を記憶し、
［２］本発明の第２の態様に係る二次電池セル等にあっては、光検出手段（例えば、ホト
ダイオードやホトトランジスタ、ホトサイリスタ）が光を検出したとき、記憶領域は、集
積回路が二次電池セルから取り外された旨を記憶し、
［３］本発明の第３の態様に係る二次電池セル等にあっては、圧力検出手段（例えば、半
導体圧力センサ）が圧力変化を検出したとき、記憶領域は、集積回路が二次電池セルから
取り外された旨を記憶し、
［４］本発明の第４の態様に係る二次電池セル等にあっては、電圧測定手段が電圧変化を
検出したとき、記憶領域は、集積回路が二次電池セルから取り外された旨を記憶し、
［５］本発明の第５の態様に係る二次電池セル等にあっては、抵抗値測定手段が抵抗値変
化を検出したとき、記憶領域は、集積回路が二次電池セルから取り外された旨を記憶し、
［６］本発明の第６の態様に係る二次電池セル等にあっては、モニタ回路がクロック周波
数の変化を検出したとき、記憶領域は、集積回路が二次電池セルから取り外された旨を記
憶し、
［７］本発明の第７の態様に係る二次電池セル等にあっては、検出手段が、集積回路が二
次電池セルから取り外されたことを検出したとき、記憶領域は、集積回路が二次電池セル
から取り外された旨を記憶する、
といった構成を採用することができる。
【００２２】
　ここで、記憶領域は、例えば、ＲＡＭやレジスタ、ＥＥＰＲＯＭ等から構成することが
できる。また、記憶領域は、複数ビットから構成され、集積回路が二次電池セルから取り
外されたか否かを記憶するフラグ領域と、このフラグ領域に対するエラー検知ビット領域
とから構成することが好ましい。集積回路が二次電池セルから取り外されたとき、記憶領
域（具体的には、フラグ領域及びエラー検知ビット領域）に格納されていたデータが消去
され、あるいは又、書き換えられる形態とすることが好ましく、これによって、例えば、
後述する制御回路が、記憶領域に記憶されている情報（データ）を調べることで、集積回
路を二次電池セルから取り外したことを確実に判別することが可能となる。
【００２３】
　あるいは又、ヒューズ（あるいは、回路切断手段）を更に備えており、
［１］本発明の第１の態様に係る二次電池セル等にあっては、配線異常検出回路が配線異
常を検出したとき、集積回路はヒューズ（回路切断手段）を切断し、
［２］本発明の第２の態様に係る二次電池セル等にあっては、光検出手段が光を検出した
とき、集積回路はヒューズ（回路切断手段）を切断し、
［３］本発明の第３の態様に係る二次電池セル等にあっては、圧力検出手段が圧力変化を
検出したとき、集積回路はヒューズ（回路切断手段）を切断し、
［４］本発明の第４の態様に係る二次電池セル等にあっては、電圧測定手段が電圧変化を
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検出したとき、集積回路はヒューズ（回路切断手段）を切断し、
［５］本発明の第５の態様に係る二次電池セル等にあっては、抵抗値測定手段が抵抗値変
化を検出したとき、集積回路はヒューズ（回路切断手段）を切断し、
［６］本発明の第６の態様に係る二次電池セル等にあっては、モニタ回路がクロック周波
数の変化を検出したとき、集積回路はヒューズ（回路切断手段）を切断し、
［７］本発明の第７の態様に係る二次電池セル等にあっては、検出手段が、集積回路が二
次電池セルから取り外されたことを検出したとき、集積回路はヒューズ（回路切断手段）
を切断する、
といった構成を採用することができる。尚、回路切断手段を切断するとは、回路切断手段
を物理的に切断する形態だけでなく、電気的に切断する形態を含む。
【００２４】
　以上に説明した好ましい形態、構成を含む本発明の第１の態様～第７の態様に係る二次
電池セル等（以下、これらを総称して、単に、『本発明の二次電池セル等』と呼ぶ場合が
ある）において、集積回路は二次電池セルの外側表面あるいは内部に配置されている。即
ち、種々の好ましい形態、構成を含む本発明の二次電池セル等においては、
［１］集積回路が二次電池セルの外側表面に配置されており、電源は外部電源であり、情
報の伝達は無線方式である形態
［２］集積回路が二次電池セルの外側表面に配置されており、電源は外部電源であり、情
報の伝達は有線方式である形態
［３］集積回路が二次電池セルの外側表面に配置されており、電源は二次電池セルであり
、情報の伝達は無線方式である形態
［４］集積回路が二次電池セルの外側表面に配置されており、電源は二次電池セルであり
、情報の伝達は有線方式である形態
［５］集積回路が二次電池セルの内部に配置されており、電源は外部電源であり、情報の
伝達は無線方式である形態
［６］集積回路が二次電池セルの内部に配置されており、電源は外部電源であり、情報の
伝達は有線方式である形態
［７］集積回路が二次電池セルの内部に配置されており、電源は二次電池セルであり、情
報の伝達は無線方式である形態
［８］集積回路が二次電池セルの内部に配置されており、電源は二次電池セルであり、情
報の伝達は有線方式である形態
の、合計、８つの形態がある。ここで、「情報」とは、識別情報を指し、場合によっては
、更に、後述する個体情報、電池状態を含む。また、有線方式には電力線通信方式が包含
される。
【００２５】
　集積回路を二次電池セルの外側表面に配置する場合、集積回路を二次電池セルの外側表
面に貼り合わせればよいし、あるいは又、集積回路を二次電池セルの外側表面に適切な手
段によってラミネートすればよい。また、外装用フィルムの一部をアンテナや配線等とし
て利用して、集積回路を接続することもできる。異常検出用配線あるいはシールド配線も
ラミネートされていることが好ましい。
【００２６】
　一方、集積回路を、円筒型の二次電池セルの内部に配置する場合、集積回路を、二次電
池セルの内部に配された上部絶縁板と安全弁機構とに間に存在する隙間や、電池蓋やキャ
ップの直下に存在する隙間といった適切な空間内に配置すればよい。また、集積回路を、
ラミネートタイプを含む角型の二次電池セルの内部に配置する場合、集積回路を、例えば
、封口板（キャッププレート）の直下に配置された絶縁スペーサで囲まれた隙間といった
適切な空間内やラミネート部分に配置すればよい。
【００２７】
　本発明の二次電池セル等において、集積回路は、更に、個体情報を記憶している形態と
することができる。ここで、個体情報として、二次電池セルに付与された識別番号（ＩＤ
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番号）、二次電池セルに付与された認証番号、二次電池セルの製造者名、二次電池セルの
販売者名、二次電池セルの型番、二次電池セルの定格、二次電池セルの仕様、及び、二次
電池セルの認証のための鍵情報から成る群から選択された少なくとも１種類の情報を例示
することができる。個体情報を二次電池セルに付与された識別番号や認証番号とすれば、
二次電池セルが認証された正規の二次電池セルであるか否かの判定を、容易に、且つ、確
実に行うことができる。
【００２８】
　集積回路の電源を二次電池セルとする場合、即ち、集積回路を二次電池セルからの電力
で駆動するためには、集積回路を、適切な手段を用いて、正極や正極延在部（例えば、正
極リードや正極ピン、電池蓋）及び負極や負極延在部（例えば、負極リードや電池缶）に
接続すればよいし、あるいは又、熱感抵抗素子（Positive Temperature Coefficient、Ｐ
ＣＴ素子）及び負極や負極延在部に接続すればよい。後述するように、集積回路によって
電池電流及び／又は電池端子電圧を計測する場合も、同様の接続形態とすればよい。一方
、集積回路の電源を外部電源とする場合、集積回路は、二次電池セルの外部からの電気信
号に基づく電力によって動作する形態とすればよい。即ち、集積回路は、二次電池セルの
外部からの電気信号を有線又は無線で受け取り、この電気信号を整流することで電力を得
る構成とすることができる。
【００２９】
　本発明の二次電池セル等において、前述したとおり、集積回路は、識別情報、あるいは
、識別情報と個体情報（以下、これらを総称して、『識別情報等』と呼ぶ場合がある）を
無線によって二次電池セルの外部に送出する構成とすることができ、これによって電池パ
ックの構成を簡素化することができる。通信が無線の場合、その方式として、ＺｉｇＢｅ
ｅやＩｒＤＡを含む赤外線、無線ＬＡＮのプロトコルの１つであるＢｌｕｅｔｏｏｔｈや
ＨｏｍｅＲＦ、Ｗｉ－Ｆｉ、ＮＦＣ、ＲＦＩＤ、Ｆｅｌｉｃａ、ＩＳＯ／ＩＥＣ　１８０
９２、ＩＳＯ／ＩＥＣ　１４４４３等を含めることができる。あるいは又、集積回路は、
識別情報等を有線によって二次電池セルの外部に送出する構成とすることができる。尚、
集積回路が二次電池セルの内部に配置されている場合、集積回路は、二次電池セルに設け
られた情報入力端子及び情報出力端子、あるいは、情報入出力端子に接続されている構成
とすることが好ましく、電池パック全体でセンシング用配線を簡略化することができるし
、制御回路との間の接続点数を減らすことができ、電池パックの信頼性の向上を図ること
ができる。
【００３０】
　識別情報等の伝達等を無線方式とする場合、集積回路はアンテナを備えている構成とす
ることができるし、場合によっては、二次電池セルの電極や電池蓋をアンテナとして用い
ることもできるし、二次電池セルの外装材料をパターニングすることでアンテナを形成し
てもよい。アンテナは、例えば、コイル状のアンテナとすることもできるし、ダイポール
型のアンテナとすることもできる。識別情報等の伝達を有線方式とする場合、制御回路と
二次電池セルとの間を配線（センシング用配線）で結べばよい。
【００３１】
　以上に説明した好ましい形態、構成を含む本発明の電池パックあるいは電力消費機器に
おける電池パックにあっては、制御回路を更に備えており、制御回路は、各二次電池セル
に備えられた集積回路からの識別情報に基づき、集積回路が二次電池セルから取り外され
たものであるか否かの判断（集積回路の認証）を行い、集積回路からの個体情報に基づき
、各二次電池セルの認証を行う構成とすることができる。そして、この場合、制御回路に
は、各二次電池セルの識別情報と同じ情報、あるいは、識別情報及び個体情報と同じ情報
が格納されている構成とすることが好ましい。更には、これらの好ましい構成において、
制御回路は、各二次電池セルに備えられた集積回路からの識別情報等を、場合によっては
更に後述する電池状態を、無線を介して受け取る形態とすることができ、これによって、
電池パックの構成を簡素化することができる。あるいは又、これらの好ましい構成におい
て、制御回路は、各二次電池セルに備えられた集積回路からの識別情報等を、場合によっ
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ては更に後述する電池状態を、容量性カップリング（容量結合、ＡＣカップリング）に基
づき受け取る形態とすることができ、これによって、制御回路に高い耐圧を要求する必要
が無くなる。尚、この形態にあっては、集積回路は、識別情報等を有線によって制御回路
に送出することになるが、集積回路が二次電池セルの内部に配置されている場合には、集
積回路は、二次電池セルに設けられた情報入力端子及び情報出力端子、あるいは、情報入
出力端子に接続されている構成とすることが好ましく、これによって、電池パック全体で
センシング用配線を簡略化することができるし、制御回路との間の接続点数を減らすこと
ができ、電池パックの信頼性の向上を図ることができる。また、電池状態を、電力線に重
畳させて、受け取る形態とすることもできる。
【００３２】
　制御回路は、ＭＰＵや記憶手段（例えば、ＥＥＰＲＯＭから成る）を備えた回路から構
成することができるし、必要に応じて、集積回路からの識別情報等や後述する電池状態を
受け取り、また、集積回路との間の情報交換を行うための通信回路を備えている。前述し
たとおり、二次電池セルに備えられたメモリ部に記憶された識別情報等や情報（データ）
と同じ識別情報等や情報（データ）を、制御回路の記憶手段に記憶させておくことが好ま
しい。場合によっては、ＭＰＵの代替としてシーケンサを用いることもできる。制御回路
から二次電池セルに対して制御信号あるいは電気信号を送ることで集積回路の制御を行う
ことができる。制御回路が「外部」に相当する。
【００３３】
　集積回路に記憶された識別情報等や各種情報、及び／又は、通信経路を暗号化してもよ
く、これによって、第三者の解読が困難となる。
【００３４】
　集積回路は電池状態（電池情報）を計測する計測機能を有していてもよく、これによっ
て、二次電池セルそれ自体が電池状態の情報を収集することができ、電池パック全体の構
成の簡素化を図ることができる。ここで、集積回路が計測する電池状態は、電池温度、電
池電流及び電池端子電圧から成る群から選択された少なくとも１つの物理量である形態と
することができる。電池温度とは、二次電池セルのどこに集積回路を配置するかにも依る
が、二次電池セル内部の温度あるいは二次電池セル外面の温度を意味する。また、電池電
流とは、二次電池セルの正極と負極との間を流れる電流値を意味する。更には、電池端子
電圧とは、二次電池セルの正極と負極との間の電圧値を意味する。電池状態を、識別情報
等と併せて、外部あるいは制御回路に送り出せばよい。電池温度を計測するためには、集
積回路は、例えば、ｐｎ接合部を有していればよい。ｐｎ接合部におけるビルトイン・ポ
テンシャル（ビルトイン電圧）は温度依存性を有するので、ｐｎ接合部に順方向の電流を
流して電圧値を計測することで、あるいは、ｐｎ接合部に順方向の一定電圧を印加して電
流値を計測することで、二次電池セルの温度を求めることができる。電池電流の計測のた
めには周知の電流計測回路を集積回路内に設ければよいし、電池端子電圧の計測のために
も周知の電圧計測回路を集積回路内に設ければよい。
【００３５】
　以上に説明した好ましい形態、構成を含む本発明の電池パック、あるいは、本発明の電
力消費機器における電池パックにおいて、複数の二次電池セルの接続形態（組電池の状態
）として、限定するものではないが、複数の二次電池セルを並列接続し、係る並列接続ユ
ニットを複数、直列接続する形態、複数の二次電池セルを直列接続し、係る直列接続ユニ
ットを複数、並列接続する形態を例示することができる。
【００３６】
　二次電池セルとしてリチウムイオン二次電池を挙げることができるが、これに限定する
ものではなく、要求される特性に応じて、適宜、使用する二次電池の種類を選択すればよ
い。二次電池セルそれ自体の構成、構造は、周知の構成、構造とすることができるし、二
次電池セルの形状も、上述したとおり、周知の円筒型や、ラミネートタイプを含む角型と
することができる。二次電池セルの充電及び放電を制御するための充放電制御回路は、Ｍ
ＰＵや記憶手段（例えば、ＥＥＰＲＯＭから成る）を備えた周知の回路から構成すること
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ができる。充放電制御回路には周知の電池保護回路が備えられていてもよく、必要に応じ
て電池パックの機能を停止させるために電池保護回路を作動させればよい。尚、充放電制
御回路を前述した制御回路に組み込んでもよい。
【００３７】
　本発明における電池パックは、例えば、電気自動車（ハイブリッド自動車を含む）、ゴ
ルフカート、電動カート、電動オートバイ、電動アシスト自転車、鉄道車両、電動ドリル
等の電動工具、電力供給ユニットあるいはホームエネルギーサーバ（家庭用蓄電装置）、
パーソナルコンピュータ、携帯電話、ＰＤＡ（携帯情報端末）、デジタルスチルカメラや
ビデオカメラ、カムコーダ、電子書籍、電子辞書、音楽プレーヤ、ラジオ、ヘッドホン、
コードレス電話子機、電気シェーバー、冷蔵庫、 エアコンディショナー、テレビジョン
受像機や画像表示装置、モニター、ステレオ装置、温水器、電子レンジ、食器洗い器、洗
濯機、乾燥器、室内灯等の照明機器、ゲーム機、ナビゲーションシステム、メモリーカー
ド、ペースメーカー、補聴器、医療機器、玩具、ロボット、ロードコンディショナー、信
号機等といった各種の電力消費機器に適用することができ、これらの電力消費機器の駆動
用電源又は補助用電源とすることができる。あるいは又、本発明における電池パックは、
例えば、住宅をはじめとする建築物用又は発電設備用の電力貯蔵用電源等の機器に適用す
ることができるし、これらの機器に電力を供給するために使用することもできるし、所謂
スマートグリッドにおける蓄電装置としても用いることができる。尚、このような蓄電装
置は、電力を供給するだけでなく、他の電力源から電力の供給を受けることにより蓄電す
ることができる。更には、本発明における電池パックを、ホーム・エネルギー・マネジメ
ント（管理）・システム（ＨＥＭＳ，Home Energy Management System）、ビル・エネル
ギー管理システム（ＢＥＭＳ，Building Energy Management Systems）に組み込むことも
できる。電池パックを構成する二次電池セルを充電するための電源として、商用電源だけ
でなく、種々の太陽電池、燃料電池、火力発電設備、原子力発電設備、水力発電設備、風
力発電装置、マイクロ水力発電装置、地熱発電装置等を例示することができるし、電力消
費機器が生成する回生エネルギーを例示することもできるが、これらに限定するものでは
ない。
【実施例１】
【００３８】
　実施例１は、本発明の第１の態様及び第７の態様に係る二次電池セル、本発明の第１の
態様及び第７の態様に係る二次電池セルを組み込んだ本発明の電池パック、本発明の第１
の態様及び第７の態様に係る二次電池セルを組み込んだ本発明の電力消費機器に関する。
実施例１において、集積回路は二次電池セルの外側表面に配置されており、集積回路の電
源は二次電池セルであり、情報の伝達は有線方式である。
【００３９】
　実施例１の二次電池セルの模式的な斜視図を図１の（Ａ）に示し、図１の（Ａ）の矢印
Ｂ－Ｂに沿った集積回路等の模式的な一部端面図を図１の（Ｂ）に示し、異常検出用配線
あるいはシールド配線の模式的な部分的平面図を図１の（Ｃ）に示す。更には、実施例１
における配線異常検出回路のブロック図を図２に示し、実施例１における集積回路のブロ
ック図を図３の（Ａ）に示し、実施例１の電池パックにおける二次電池セルの接続状態を
図４に示す。また、電池パックの模式的な斜視図及び電池パックの蓋を外した状態の模式
図を、それぞれ、図５の（Ａ）及び（Ｂ）に示し、実施例１の二次電池セルの模式的な端
面図を図６に示す。尚、図１の（Ｂ）において、電池缶等の断面を平坦に図示しているが
、実際には、電池缶等の断面は円弧を描いている。
【００４０】
　実施例１、あるいは、後述する実施例２～実施例１２の二次電池セル２０は、識別情報
を記憶した集積回路（ＩＣチップ）５０を備えている。ここで、識別情報は、具体的には
、集積回路５０それ自体に付与された識別番号（ＩＤ番号）である。また、実施例１にお
いて、集積回路５０は二次電池セル２０からの電力で駆動される。
【００４１】
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　実施例１の集積回路５０のブロック図を図３の（Ａ）に示すように、実施例１～実施例
１２において、集積回路５０は、入出力信号を処理する信号処理部５１、ＲＡＭから構成
された記憶領域５２、識別情報等の記憶及び各種処理に必要なメモリ部５３を備えている
。記憶領域５２は、集積回路５０が二次電池セル２０から取り外されたか否かを記憶して
いる。具体的には、ＲＡＭから構成された記憶領域５２は、複数ビットから構成され、集
積回路５０が二次電池セル２０から取り外されたか否かを記憶するフラグ領域と、このフ
ラグ領域に対するエラー検知ビット領域とから構成されている。更には、集積回路５０の
メモリ部５３には、識別情報等（識別情報及び個体情報）が記憶されている。ここで、個
体情報は、例えば、各二次電池セル２０に付与された識別番号（ＩＤ番号）及び認証番号
である。尚、個体情報として、更に、二次電池セル２０の製造者名、販売者名、二次電池
セルの型番、定格、仕様、二次電池セルの認証のための鍵情報等のいずれか１種類、ある
いは、任意の複数種の組合せを加えてもよい。
【００４２】
　更には、実施例１～実施例７において、集積回路５０は配線異常検出回路６０を備えて
いる。そして、実施例１～実施例７にあっては、集積回路５０が二次電池セル２０から取
り外されたとき、配線異常検出回路６０は配線異常を検出する。あるいは又、集積回路５
０が二次電池セル２０から取り外されたことを検出するための検出手段（具体的には、実
施例１～実施例７にあっては配線異常検出回路６０）を備えている。
【００４３】
　実施例１、あるいは、後述する実施例２～実施例１２の電池パック１０は、二次電池セ
ル２０を、複数、有する。即ち、実施例１、あるいは、後述する実施例２～実施例１２の
電池パック１０は、識別情報等を記憶した集積回路（ＩＣチップ）５０を備えた二次電池
セル２０を、複数、有し、集積回路５０は二次電池セル２０あるいは外部電源からの電力
で駆動される。実施例１における二次電池セル２０の接続状態（組電池の状態）を図４に
示すが、実施例１、あるいは、後述する実施例２～実施例１２における電池パック１０に
あっては、限定するものではないが、複数の二次電池セル２０が直列接続され、係る直列
接続ユニットが複数、並列接続されている。より具体的には、この電池パック１０にあっ
ては、７つの二次電池セル２０が直列接続され、係る直列接続された二次電池群から成る
直列接続ユニットが３つ、並列接続されている。二次電池セル２０は、ＡＢＳ樹脂といっ
たプラスチック材料から構成された筐体１７に格納されている。尚、実施例１にあっては
、集積回路５０は所謂カスケード接続方式にて接続されている。
【００４４】
　そして、実施例１、あるいは、後述する実施例２～実施例１２の電池パック１０は制御
回路（制御装置）９０を更に備えており、制御回路９０は、各二次電池セル２０に備えら
れた集積回路５０からの識別情報に基づき、更には、必要に応じて、個体情報に基づき、
集積回路が二次電池セルから取り外されたものであるか否かの判断（集積回路の認証）、
各二次電池セル２０の認証を行う。制御回路９０は、ＭＰＵ９１、及び、例えば、ＥＥＰ
ＲＯＭから成る記憶手段９２を備えた回路から構成されており、また、集積回路５０から
の識別情報を受け取り、集積回路５０との間の情報交換を行うための通信回路９３を備え
ており、所定の時間間隔で制御信号を二次電池セル２０に送る。制御回路９０には、更に
、二次電池セル２０の充電及び放電を制御する充放電制御回路が組み込まれている。制御
回路９０の記憶手段９２には識別情報が記憶されており、制御回路９０は、集積回路５０
からの識別情報との照合を行う。更には、制御回路９０の記憶手段９２には個体情報も記
憶されており、制御回路９０は、集積回路５０からの個体情報との照合を行う。制御回路
９０の電源は、電池パック１０を構成する二次電池セル２０である。制御回路９０には周
知の電池保護回路９４が備えられており、必要に応じて電池パック１０の機能を停止させ
るために、電池保護回路９４を作動させればよい。具体的には、電池保護回路９４はヒュ
ーズから成り、電池パック１０の機能を停止させるためには、この電池保護回路９４を作
動させる。即ち、ＭＰＵ９１の制御下、ヒューズを溶断すればよい。あるいは又、電池保
護回路９４に備えられた過放電防止スイッチや過充電防止スイッチの機能を停止させても
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よい。但し、電池保護回路９４は、このような構成に限定するものではない。
【００４５】
　実施例１において、二次電池セル２０は円筒型の二次電池セルであり、リチウムイオン
二次電池から成る。二次電池セル２０それ自体の構成、構造は、周知の構成、構造とする
ことができる。
【００４６】
　模式的な端面図を図６に示すように、実施例１のリチウムイオン二次電池から成る二次
電池セル２０にあっては、ほぼ中空円柱状の電池缶３１の内部に、正極材料４１及び負極
材料４２がセパレータ４３を介して巻回された巻回電極体４０と、一対の絶縁板（上部絶
縁板３２及び下部絶縁板３３）とが収納されている。セパレータ４３は、正極材料４１と
負極材料４２とを隔離し、正極材料４１と負極材料４２との接触による短絡を防止しつつ
、リチウムイオンを通過させる。電池缶３１は、例えば、ニッケルめっきが施された鉄か
ら作製されており、その一端部は閉鎖され、他端部は開放されて開口端部を構成している
。一対の絶縁板３２，３３は、巻回電極体４０を挟み、その巻回周面に対して垂直に位置
するように配置されている。
【００４７】
　電池缶３１の開口端部には、電池蓋３４と、その内側に設けられた安全弁機構３５及び
熱感抵抗素子（ＰＴＣ素子）３６とが、ガスケット３７を介してかしめられることにより
取り付けられており、電池缶３１の内部は密閉されている。電池蓋３４は、例えば、電池
缶３１と同様の材料から作製されている。安全弁機構３５は、熱感抵抗素子３６を介して
電池蓋３４と電気的に接続されている。安全弁機構３５にあっては、内部短絡あるいは外
部からの加熱等に起因して内圧が一定以上となった場合にディスク板３５Ａが反転するこ
とにより、電池蓋３４と巻回電極体４０との間の電気的接続が切断される構成となってい
る。熱感抵抗素子３６は、温度の上昇に応じて抵抗が増加することにより、電流を制限し
て大電流に起因する異常な発熱を防止する。ガスケット３７は、例えば絶縁材料から構成
されており、表面にはアスファルトが塗布されている。
【００４８】
　巻回電極体４０の中心には、例えば、センターピン４４が挿入されている。この巻回電
極体４０においては、アルミニウム等から構成された正極リード４５が、正極材料４１に
接続されており、ニッケル等から構成された負極リード４６が、負極材料４２に接続され
ている。正極リード４５は、安全弁機構３５に溶接されることにより、電池蓋３４と電気
的に接続されている。一方、負極リード４６は電池缶３１に溶接されている。
【００４９】
　リチウムイオン二次電池は、例えば、以下のようにして製造される。
【００５０】
　先ず、周知の方法で正極材料４１及び負極材料４２を作製する。次いで、正極材料４１
に正極リード４５を溶接して取り付けると共に、負極材料４２に負極リード４６を溶接し
て取り付ける。その後、正極材料４１と負極材料４２とをセパレータ４３を介して巻回さ
せることにより巻回電極体４０を形成し、正極リード４５の先端部を安全弁機構３５に溶
接すると共に、負極リード４６の先端部を電池缶３１に溶接した後、巻回電極体４０を一
対の絶縁板３２，３３で挟みながら電池缶３１の内部に収納する。そして、電池缶３１の
内部に電解液を注入して、セパレータ４３に電解液を含浸させる。最後に、電池缶３１の
開口端部に電池蓋３４、安全弁機構３５及び熱感抵抗素子３６をガスケット３７を介して
かしめることにより固定する。こうして、図６に示したリチウムイオン二次電池を完成さ
せることができる。
【００５１】
　実施例１において、集積回路５０は二次電池セル２０の外側表面上に配置されており、
集積回路５０の電源は二次電池セル２０であり、情報の伝達は有線方式である。即ち、識
別情報等を有線によって（具体的には、配線４８を介して）二次電池セル２０の外部（具
体的には、制御回路９０）に送出する。集積回路５０は、二次電池セル２０の正極（具体
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的には、電池蓋３４）と負極（具体的には、電池缶３１）とに配線５８を介して接続され
ている。
【００５２】
　そして、実施例１の電池パック１０にあっては、２１個の二次電池セル２０のそれぞれ
を、筐体１７に設けられた格納部に格納する。全ての二次電池セル２０が格納部に格納さ
れたならば、筐体１７を電池パック１０の本体部１１の内部に納め、その上方に、ＭＰＵ
９１等が取り付けられたプリント配線板９５を本体部１１に適切な方法で取り付け（図５
の（Ｂ）参照）、本体部１１に閉鎖部材（具体的には、蓋）１２を被せ、本体部１１に設
けられた固定部（例えば、タップ部１４が設けられたブッシュ）に固定用部材（例えば、
ネジ）１３を螺合させる。尚、参照番号１５は、本体部１１の側壁に貼り付けられた識別
標識（シリアルＩＤ、バーコード）であり、参照番号１６は出力部である。本体部１１の
形状は、本質的に任意であるが、実施例１においては、直方体とした。本体部１１へ複数
の二次電池セル２０を出し入れするための開口部が、本体部１１の頂面に設けられており
、閉鎖部材１２はこの開口部を塞いでいる。但し、開口部は、本体部１１の側面に設けて
もよいし、本体部１１の底面に設けてもよい。
【００５３】
　実施例１において、図１の（Ｂ）に模式的な一部端面図を示すように、集積回路５０は
、二次電池セル２０の外側表面に接着剤（図示せず）を用いて貼り合わされている。そし
て、配線異常検出回路６０は、二次電池セル２０に設けられた異常検出用配線あるいはシ
ールド配線６６に接続されている。シールド配線６６は、集積回路５０の上から二次電池
セル２０の外側表面に亙り、連続して形成されている。具体的には、シールド配線６６は
、アクティブシールドから構成されており、ガード電圧が印加される。より具体的には、
集積回路５０の上から二次電池セル２０の外側表面に亙り連続してフィルム６５を積層し
、このフィルム６５上に、集積回路５０と端子部（パッド部）６４Ｃにおいて接続された
シールド配線６６をスクリーン印刷法に基づき形成する。その後、全体を外装用フィルム
６７でラミネートする。外装用フィルム６７には開口部６８Ａ，６８Ｂが設けられており
、開口部６８Ａ，６８Ｂの底部には端子部（パッド部）６４Ａ，６４Ｂが露出している。
そして、配線５８（図１の（Ｂ）には図示せず）が端子部６４Ａに取り付けられ、配線４
８（図１の（Ｂ）には図示せず）が端子部６４Ｂに取り付けられている。
【００５４】
　図２に配線異常検出回路６０のブロック図を示すように、配線異常検出回路６０は、信
号発生回路６１、比較回路６２、及び、アンド（ＡＮＤ）回路６３から成る。尚、図２に
は、３本のシールド配線６６を図示しているが、シールド配線６６の数はこれに限定され
るものではない。信号発生回路６１からは、所定の電圧がシールド配線６６に印加される
。
【００５５】
　電池パック１０の組立完了後、各種情報（データ）の初期化を行う。即ち、全ての二次
電池セル２０の識別情報等を、筐体１７における二次電池セル２０の位置に対応させて、
制御回路９０は記憶手段９２に記憶する。あるいは又、ポーリング方式に基づき、全ての
二次電池セル２０の識別情報等を制御回路９０は記憶手段９２に記憶する。各集積回路５
０のメモリ部５３には、予め、識別情報が記憶されている。そして、制御回路９０の制御
下、各集積回路５０のメモリ部５３に個体情報を記憶させる。また、制御回路９０の制御
下、集積回路５０の記憶領域５２のフラグ領域に、「集積回路が二次電池セルから取り外
されていない旨の情報」（以下、『非取外し情報』と呼ぶ）を記憶させておき、フラグ領
域に対するエラー検知ビット領域には適切なデータを書き込んでおく。制御回路９０の記
憶手段９２にも非取外し情報を記憶する。
【００５６】
　集積回路５０を二次電池セル２０から取り外すことを試みるときには、外装用フィルム
６７を除去し、更に、シールド配線６６、フィルム６５を除去しなければならないが、こ
のような作業にあっては、シールド配線６６に必ずや断線あるいは短絡が生じ、シールド



(15) JP 5796289 B2 2015.10.21

10

20

30

40

50

配線６６は、非導通状態となり、又は、短絡状態となる。その結果、配線異常検出回路６
０の比較回路６２にシールド配線６６を経由して入力される電圧に変化が生じ、ＡＮＤ回
路６３の出力に変化が生じる。こうして、配線異常検出回路６０は配線異常を検出するこ
とができる。そして、ＡＮＤ回路６３の出力の変化を集積回路５０の信号処理部５１は検
出し、記憶領域５２に、配線異常が検出された旨（即ち、集積回路５０が二次電池セル２
０から取り外された旨）を記憶する。あるいは又、検出手段が、集積回路５０が二次電池
セル２０から取り外されたことを検出したとき、記憶領域５２は、集積回路５０が二次電
池セル２０から取り外された旨を記憶する。即ち、記憶領域５２（具体的には、フラグ領
域及びエラー検知ビット領域）に格納されていたデータ（非取外し情報）は消去されてし
まい、あるいは、書き換えられてしまう。
【００５７】
　所定の時間間隔で、筐体１７における二次電池セル２０の位置情報に基づき、制御回路
９０は、二次電池セル２０に備えられた集積回路５０に対して、具体的には、通信回路９
３及び配線４８を介して、集積回路５０が二次電池セル２０から取り外されたか否かを問
い合わせるコマンド、及び、識別情報等を問い合わせるコマンドを送出する。このコマン
ドを受信した集積回路５０の信号処理部５１は、メモリ部５３に記憶された識別情報等及
び記憶領域５２のフラグ領域に記憶された情報を制御回路９０に送出する。識別情報等及
びフラグ領域に記憶された情報を受信した制御回路９０は、フラグ領域に記憶された情報
が非取外し情報に相当するか否かを調べる。そして、非取外し情報に相当しない場合、即
ち、集積回路が認証されない場合、集積回路５０が二次電池セル２０から取り外されたも
のであると判断し、電池パック１０を使用する使用者に警告等を与え、場合によっては、
電池パック１０からの出力を停止させる。また、非取外し情報に相当する場合、制御回路
９０は、受信した識別情報等が、記憶手段９２に記憶されている識別情報等と一致するか
否かを調べる。尚、フラグ領域に記憶された情報を調べる前に識別情報等の一致・不一致
を調べてもよい。このような操作、処理を、全ての二次電池セル２０に対して、順次、行
う。そして、識別情報が不一致の場合、あるいは又は、識別情報は一致しているが、個体
情報が不一致の場合、即ち、認証が成立しない場合、制御回路９０は、電池パック１０内
の二次電池セル２０が不正に入れ替えられたと判断し、電池パック１０を使用する使用者
に警告等を与え、場合によっては、電池パック１０からの出力を停止させる。
【００５８】
　集積回路５０が二次電池セル２０から取り外されると、記憶領域５２（具体的には、フ
ラグ領域及びエラー検知ビット領域）に格納されていたデータ（非取外し情報）は消去さ
れてしまい、あるいは、書き換えられてしまう。従って、例えば、制御回路９０が記憶領
域５２に記憶されている情報（データ）を調べることで、上述したとおり、集積回路５０
を二次電池セル２０から取り外したことを確実に判別することができる。
【００５９】
　加えて、制御回路９０、及び、各二次電池セル２０に備えられた集積回路５０は、識別
情報だけでなく、二次電池セル２０に付与された識別番号及び認証番号といった個体情報
を記憶しているので、各二次電池セル２０の識別を容易に行うことができるし、二次電池
セルが認証された正規の二次電池セルであるか否かの判定を、容易に、且つ、確実に行う
ことができる。
【００６０】
　一般に、二次電池セル２０の放電電圧が或る値以下になると、電池パックからの電力の
出力は停止させられる。しかしながら、このような状態にあっても、制御回路９０や集積
回路５０を駆動するには十分な電力を二次電池セル２０は有しているので、何ら、問題は
生じない。しかしながら、長期間、電池パックを放置しておくと、二次電池セル２０は、
制御回路９０や集積回路５０を駆動するのに十分な電力を失う場合がある。このような場
合には、電池パックの製造者等において、電池パックの充電、及び、電池パックにおける
各種情報（データ）の初期化を行えばよい。
【００６１】
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　実施例１、あるいは、後述する実施例２～実施例１２においては、電池パック１０を、
例えば、電気自動車（ハイブリッド自動車を含む）、ゴルフカート、電動カート、電動オ
ートバイ、電動アシスト自転車、鉄道車両といった電力消費機器に適用することができる
。即ち、電力消費機器は、電池状態を計測する計測機能を有する集積回路５０を具備した
二次電池セル２０を、複数、有する電池パック１０を具備している。そして、これらに備
えられた、電力を供給することにより電力を駆動力に変換する変換装置（具体的には、例
えば、モータ）の駆動のために電池パック１０を放電させ、また、係る装置からの回生エ
ネルギーを用いて電池パック１０を充電することができる。尚、これらの電力消費機器に
は、例えば、電池残量表示を含む制御装置や、二次電池セル２０に関する情報に基いて電
力消費機器の制御に関する情報処理を行なう制御装置が備えられている。
【００６２】
　実施例１にあっては、配線異常を検出する配線異常検出回路が備えられているので、二
次電池セルに備えられた集積回路が、その二次電池セルから取り外されたことを確実に検
出することができ、別の二次電池セルに転用され、あるいは又、別の二次電池セルに取り
付けることを確実に防止することができる。しかも、集積回路は、識別情報を記憶してい
るので、電力消費機器に装着された電池パックが電力消費機器にとって安全に使用できる
ものか否かを判断するために、電池パックに備えられた二次電池セルの認証を、容易に、
且つ、確実に行うことができる。また、実施例１にあっては、集積回路５０の接続方式と
して所謂カスケード接続方式を採用し、逐次、集積回路の認証を行うので、少ない配線で
電池パック内の全ての二次電池セルの識別情報等を知ることができ、複雑な配線を必要と
しない。それ故、電池パック全体で配線を簡略化することができるし、制御回路との間の
接続点数を減らすことができ、電池パックの信頼性の向上を図ることができる。
【００６３】
　場合によっては、記憶領域５２を設ける代わりに、あるいは、記憶領域５２と併せて、
集積回路５０の電力入力側や、信号処理部５１等の集積回路５０の内部に、ヒューズ（あ
るいは、回路切断手段）を配してもよい。そして、配線異常検出回路６０が配線異常を検
出したとき、集積回路５０はヒューズ（あるいは、回路切断手段）を溶断（あるいは切断
）する。これによって、集積回路５０は動作ができなくなり、二次電池セル２０に備えら
れた集積回路５０が、その二次電池セルから取り外されたことを確実に検出することがで
き、別の二次電池セルに取り付けることを確実に防止することができる。
【００６４】
　また、角型の二次電池セル等の模式的な一部断面図を図７の（Ａ）及び（Ｂ）に示し、
模式的な部分的平面図を図７の（Ｃ）に示すように、二次電池セル１２０が、筐体１７’
の二次電池セル固定部７９にボルト７５を用いて取り付けられており、異常検出用配線７
４がボルト７５及び接触部７６に接続されている構成とすることもできる。二次電池セル
１２０には、例えば、タップ部７８が設けられたブッシュ７７が取り付けられており、異
常検出用配線７４をブッシュ７７に接続することで、異常検出用配線７４をボルト７５に
接続することができる。異常検出用配線７４は、また、配線異常検出回路６０に接続され
ている。そして、ボルト７５を二次電池セル固定部７９に取り付けている状態（図７の（
Ｂ）参照）にあっては、ボルト７５と接触部７６とは接触状態にあり、異常検出用配線７
４は導通状態にある。一方、ボルト７５を二次電池セル固定部７９から外したとき、ボル
ト７５と接触部７６とが非接触状態となる結果、異常検出用配線７４は非導通状態となる
。それ故、二次電池セル１２０に備えられた集積回路５０が、その二次電池セル１２０か
ら取り外されたことを確実に検出することができ、別の二次電池セルに取り付けることを
確実に防止することができる。
【実施例２】
【００６５】
　実施例２は、実施例１の変形である。実施例２の二次電池セル２０において、集積回路
（ＩＣチップ）５０は、電池状態（電池情報）を計測する計測機能を有している。そして
、集積回路５０は、計測した電池状態を有線によって二次電池セル２０の外部（具体的に
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は制御回路９０）に送出する。即ち、集積回路５０は、電池パック１０に備えられた制御
回路９０に配線４８を介して接続されており、集積回路５０の電池状態は配線４８を介し
て制御回路９０に送られる。
【００６６】
　実施例２にあっては、集積回路５０が計測する電池状態は、電池温度、電池電流及び電
池端子電圧から成る群から選択された少なくとも１つの物理量であり、より具体的には、
電池温度、電池電流及び電池端子電圧の３つの物理量である。但し、これに限定するもの
ではなく、電池温度のみ、電池電流のみ、電池端子電圧のみ、電池温度及び電池電流、電
池温度及び電池端子電圧、あるいは、電池電流及び電池端子電圧とすることもできる。そ
して、電池温度を計測するために、集積回路５０はｐｎ接合部を有している。また、電池
電流の計測のために周知の電流計測回路（具体的には、例えば、シャント抵抗とＯＰアン
プとＡＤコンバータの組合せ、電流トランスやホール素子型電流センサ、磁気共鳴型電流
センサとＯＰアンプとＡＤコンバータの組合せ、リファレンス電圧発生回路と抵抗とＡＤ
コンバータの組合せから構成された電流計測回路）を集積回路５０内に備えているし、電
池端子電圧の計測のために周知の電圧計測回路（具体的には、例えば、ＯＰアンプとＡＤ
コンバータの組合せや、基準電圧発生回路と比較回路の組合せ、ＯＰアンプとＡＤコンバ
ータの組合せから構成された電圧計測回路）を集積回路５０内に備えている。
【００６７】
　実施例２の集積回路５０のブロック図を図３の（Ｂ）に示すように、集積回路５０は、
入出力信号を処理する信号処理部５１、記憶領域５２、個体情報の記憶及び各種処理に必
要なメモリ部５３の他に、電池温度を計測する温度計測部（温度計測回路）５４、電池電
流を計測する電流計測部（電流計測回路）５５、電池端子電圧を計測する電圧計測部（電
圧計測回路）５６を備えている。尚、温度計測部５４、電流計測部５５、電圧計測部５６
の全てを集積回路５０に実装する必要はなく、用途に応じて機能を選択して実装すればよ
い。集積回路５０の電流計測部５５及び電圧計測部５６は、電流及び電圧を計測するため
に、配線５８を介して電池蓋３４及び電池缶３１に接続されている。
【００６８】
　所定の第２の時間間隔で制御回路９０から発される指令に基づき、集積回路５０は二次
電池セル２０の電池状態を計測し、計測した電池状態を送出し、制御回路９０が受け取る
ことで電池状態を知ることができる。そして、制御回路９０は、受け取った電池状態に基
づき二次電池セル２０に異常があるか否かを判定する。このような操作、処理を、全ての
二次電池セル２０に対して、順次、行う。そして、もしも、二次電池セル２０に異常が発
生したならば、即ち、二次電池セル２０の異常な温度上昇、二次電池セル２０における異
常な電流の流れ、二次電池セル２０における異常な電圧値変化が発生したならば、制御回
路９０の制御下、直列接続ユニットに備えられたスイッチＳＷをオフ状態とし、異常が発
生した二次電池セル２０を含む直列接続ユニットを電池パック１０から切り離せばよい。
場合によっては、電池パック１０からの出力を停止させてもよい。そして、電池パック１
０を使用する使用者に、二次電池セルに異常が発生した旨の警告等を与えればよい。尚、
集積回路５０に異常が発生し、情報交換不能の状態になった場合にも同様の処置を行なう
ことが好ましい。
【００６９】
　このように、実施例２の二次電池セル、電池パック１０あるいは電力消費機器において
、二次電池セル２０における集積回路５０は、電池状態を計測する計測機能を有している
。従って、二次電池セル２０それ自体が電池状態の情報を収集することができ、電池パッ
ク全体の構成の簡素化を図ることができる。尚、実施例２の集積回路、電池パックを、以
下に説明する各実施例に対して、適宜、適用することができる。
【実施例３】
【００７０】
　実施例３も、実施例１の変形である。実施例３にあっては、集積回路５０に記憶された
各種情報や識別情報等は暗号化されている。具体的には、集積回路５０のブロック図を図
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８の（Ａ）に示すように、集積回路５０は、更に、暗号処理部７１及び乱数発生器７２を
備えている。暗号処理部７１及び乱数発生器７２は、周知の暗号処理部及び乱数発生器と
することができるので、詳細な説明は省略するし、二次電池セル、電池パック、電力消費
機器も、実施例１あるいは実施例２において説明した二次電池セル、電池パック、電力消
費機器と同様とすることができるので、詳細な説明は省略する。実施例３にあっては、集
積回路５０に記憶された各種情報や識別情報等が暗号化されているので、第三者の解読が
困難となる。尚、通信経路を同様に暗号化してもよい。上述したとおり、実施例３の集積
回路を、図８の（Ｂ）のブロック図に示すように、実施例２において説明した集積回路と
組み合わせることもできる。また、実施例３の集積回路、電池パックを、以下に説明する
各実施例に対して、適宜、適用することができる。
【実施例４】
【００７１】
　実施例４も、実施例１の変形である。実施例４にあっては、情報の伝達を無線方式とし
た。即ち、実施例４の電池パックにおける二次電池セルの接続状態を図１１に示すように
、実施例４の二次電池セル２０において、集積回路５０は、非取外し情報及び識別情報等
を無線によって二次電池セル２０の外部（具体的には、電池パック１０に備えられた制御
回路９０）に送出する。図９に模式的な斜視図を示すように、集積回路５０は、二次電池
セル２０の電池蓋３４に配線５８’によって接続されており、電池蓋３４をアンテナとし
て用いる。場合によっては、模式的な斜視図を図１０の（Ａ）に示し、集積回路とアンテ
ナとの集合体の模式図を図１０の（Ｂ）に示すように、集積回路５０は独立したアンテナ
５７を備えていてもよい。尚、図１０の（Ａ）及び（Ｂ）においては、集積回路５０及び
アンテナ５７の集合体を集積回路集合体（無線ＩＣタグ）５０’で示した。
【００７２】
　実施例４にあっては、電池パック内の全ての二次電池セルにおける非取外し情報及び識
別情報等を無線を介して知ることができ、複雑な配線を必要としない。また、所定の時間
間隔で、筐体１７における二次電池セル２０の位置情報に基づき、制御回路９０から無線
を介して非取外し情報及び識別情報を問い合わせるコマンドが送出される。以上の点を除
き、認証等のための操作、処理は、実施例１と同様とすることができるので、詳細な説明
は省略するが、実施例４にあっては、電池パック１０の全体の構成の簡素化を図ることが
できる。実施例４の集積回路、電池パックを、以下に説明する各実施例に対して、適宜、
適用することができる。
【００７３】
　アンテナを異常検出用配線として機能させてもよい。具体的には、アンテナを、実施例
１において説明したシールド配線６６と同様の構成（但し、形成パターンは異なる）、方
法で形成し、アンテナを配線異常検出回路にも接続する。このような構成によっても、二
次電池セルからの集積回路の取り外しを試みたとき、アンテナに必ずや断線が生じる結果
、配線異常が検出された旨（即ち、集積回路５０が二次電池セル２０から取り外された旨
）を確実に検出することができる。
【実施例５】
【００７４】
　実施例５も、実施例１の変形である。前述した実施例１にあっては、各二次電池セル２
０の外側表面に配置された集積回路５０は、２本の配線（センシング用配線）４８を介し
て制御回路９０に接続されている。
【００７５】
　ところで、従来の電池パック１０における二次電池セル２０の接続状態（組電池の状態
）の一形態を図２６に示し、二次電池セルの模式的な端面図を図２７に示すように、各二
次電池セル２０の外側表面に配置された集積回路５０は、情報入出力端子４７及び配線（
センシング用配線）４８を介して制御回路９０に接続されている。即ち、集積回路５０は
、所謂バス接続方式にて接続されている。このような状態にあっては、例えば、図２６の
二次電池セル２０Ａと二次電池セル２０Ｂとでは、集積回路５０から配線（センシング用
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配線）４８を介して制御回路９０に出力される信号における直流成分の電圧値が大きく異
なってしまう。従って、集積回路５０が識別情報等を有線によって二次電池セル２０の外
部（具体的には、制御回路９０）に送出すると、制御回路９０に入力される電圧値の幅が
大きくなってしまい、例えば、制御回路９０を構成する種々の回路の耐圧を高くしなけれ
ばならないといった問題が生じる。
【００７６】
　このような問題の発生を回避するために、実施例５にあっては、電池パック１０におけ
る二次電池セル２０の接続状態（組電池の状態）を図１３に示し、二次電池セル２０の模
式的な斜視図を図１２に示すように、集積回路５０は所謂バス接続方式にて接続されてい
るが、制御回路９０は、各二次電池セル２０に備えられた集積回路５０からの識別情報等
を、容量性カップリング７３に基づき受け取る。このような容量性カップリング７３によ
って、集積回路５０から配線（センシング用配線）４８を介して制御回路９０に出力され
る信号における直流成分が除去されるので、制御回路９０に高い耐圧を要求する必要が無
くなる。実施例５の集積回路、電池パックを、以下に説明する各実施例に対して、適宜、
適用することができる。
【００７７】
　容量性カップリング７３は、制御回路９０における通信回路９３内に形成してもよいし
、制御回路９０内に独立して形成してもよいし、集積回路５０における信号処理部５１内
に形成してもよいし、集積回路５０内に独立して形成してもよいし、集積回路５０と制御
回路９０との間に配置（形成）してもよい。具体的には、例えば、回路内の絶縁層を挟ん
で２つの導電体層（例えば、回路の内部に設けられた配線や電極等）から成るコンデンサ
（容量部）を形成すればよい。
【実施例６】
【００７８】
　実施例６も実施例１の変形である。実施例６において、二次電池セル１２０は角型の二
次電池セルである。二次電池セル１２０の内部には、正極材料及び負極材料がセパレータ
を介して巻回された巻回電極体が納められている。そして、図１４の（Ａ）及び（Ｂ）に
二次電池セル１２０の模式的な斜視図を示すように、集積回路は二次電池セル１２０の外
側表面に配置されている。具体的には、集積回路（より具体的には集積回路集合体５０’
）あるいは集積回路５０は、二次電池セル１２０の外側表面に貼り合わされている。また
、集積回路５０の電源は二次電池セル１２０であり、集積回路５０は配線５８を介して二
次電池セル１２０の正極端子１２１及び負極端子１２２に接続されている。図１４の（Ａ
）に図示した例では情報の伝達は無線方式であり、集積回路はアンテナ（図示せず）を備
えている。必要に応じて、集積回路の電流計測部及び電圧計測部が、電流及び電圧を計測
するために、配線５８を介して正極端子１２１及び負極端子１２２に接続されている。あ
るいは又、図１４の（Ｂ）に二次電池セル１２０の模式的な斜視図を示すように、情報の
伝達は有線方式である。具体的には、集積回路５０は、二次電池セル１２０の正極端子１
２１及び負極端子１２２に配線５８を介して接続されているし、集積回路５０は、実施例
１と同様に、配線４８によって制御回路９０に接続されており、あるいは又、実施例５と
同様に、容量性カップリング及び配線によって制御回路９０に接続されている。尚、集積
回路５０あるいは集積回路集合体５０’は、実施例１と同様に、シールド配線で被覆され
ているが、図１４の（Ａ）及び（Ｂ）、並びに、次に述べる図１５においては、シールド
配線の図示を省略している。
【００７９】
　二次電池セルをラミネートタイプとすることもできる。図１５に模式的な分解斜視図を
示すように、二次電池セル２２０は、正極材料板２３１と負極材料板２３２との間に絶縁
のためセパレータ２３３が挿入され、これらが複数層、積層された積層構造体を備え、こ
の積層構造体を電解液と共に上下からアルミニウムラミネート２３４で封止した構造を有
する。正極材料板２３１及び負極材料板２３２には、それぞれ、正極端子２２１及び負極
端子２２２が形成されており、アルミニウムラミネート２３４の貼合わせ部分から外部へ
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突出している。集積回路５０あるいは集積回路集合体５０’は、正極端子２２１及び負極
端子２２２に接続されている。集積回路５０あるいは集積回路集合体５０’は、アルミニ
ウムラミネート２３４の外側表面に位置している。そして、集積回路５０の電源は二次電
池セルであり、情報の伝達は無線方式あるいは有線方式である形態とすることができる。
実施例６の集積回路、電池パックを、以下に説明する各実施例に対して、適宜、適用する
ことができる。
【実施例７】
【００８０】
　実施例７も実施例１の変形である。実施例７において、集積回路５０は二次電池セルの
外側表面に配置されている点は実施例１と同様であるが、集積回路５０の電源は外部電源
であり、情報の伝達は有線方式あるいは無線方式である。
【００８１】
　図３の（Ａ）に示した集積回路５０と制御回路９０との間の通信処理における電気信号
を図１６に示す。先ず、制御回路９０から通信回路９３を介してプレアンブル信号を含む
外部電気信号が集積回路５０に送信される。集積回路５０の側では、送信された外部電気
信号を受信し、この外部電気信号を整流して、動作に必要な電力を集積回路５０の内部に
確保する。その後、制御回路９０から通信回路９３を介してコマンド及び二次電池セル２
０のＩＤ番号が集積回路５０に送信される。集積回路５０の側では、制御信号（具体的に
は、コマンド及びＩＤ番号といった外部電気信号）に従い、送信されてきたＩＤ番号が集
積回路自体のＩＤ番号と一致したならば、この集積回路５０の信号処理部５１は、メモリ
部５３に記憶された識別情報及び個体情報、並びに、記憶領域５２のフラグ領域に記憶さ
れた情報を制御回路９０に送出する。このような操作、処理を、全ての二次電池セル２０
に対して、順次、行う。このような方法によれば、集積回路５０は外部（具体的には、制
御回路９０）からの外部電気信号に基づき動作に必要な電力を得るので、電源部を必要と
しない。また、この方法では、外部（具体的には、制御回路９０）から送信されてきたＩ
Ｄ番号と集積回路自体のＩＤ番号とを比較し、一致した場合に二次電池セル２０に備えら
れた集積回路５０から電池状態を送出するので、多数の二次電池セル２０から成る電池パ
ック１０内の個々の電池状態を混同することなく得ることができる。
【実施例８】
【００８２】
　実施例８は、本発明の第２の態様及び第７の態様に係る二次電池セル、本発明の第２の
態様及び第７の態様に係る二次電池セルを組み込んだ本発明の電池パック、本発明の第２
の態様及び第７の態様に係る二次電池セルを組み込んだ本発明の電力消費機器に関する。
実施例８において、集積回路５０Ａは二次電池セル２０の外側表面に配置されており、集
積回路５０Ａの電源は二次電池セル２０であり、情報の伝達は有線方式である。即ち、識
別情報等を有線によって（具体的には、配線４８を介して）二次電池セル２０の外部（具
体的には、制御回路９０）に送出する。集積回路５０Ａは、二次電池セル２０の正極（具
体的には、電池蓋３４）と負極（具体的には、電池缶３１）とに配線５８を介して接続さ
れている。
【００８３】
　実施例８の二次電池セルの模式的な斜視図を図１７の（Ａ）に示し、図１７の（Ａ）の
矢印Ｂ－Ｂに沿った集積回路等の模式的な一部端面図を図１７の（Ｂ）に示すように、実
施例８の二次電池セルは、識別情報を記憶した集積回路（ＩＣチップ）５０Ａを備えてい
る。そして、集積回路５０Ａは光検出手段（具体的にはホトダイオード）８０を備えてお
り、集積回路５０Ａが二次電池セル２０から取り外されたとき、光検出手段８０は光を検
出する。あるいは又、集積回路５０Ａが二次電池セル２０から取り外されたことを検出す
るための検出手段を備えている。尚、図１７の（Ｂ）において、電池缶等の断面を平坦に
図示しているが、実際には、電池缶等の断面は円弧を描いている。
【００８４】
　具体的には、集積回路５０Ａは、光検出手段８０が集積回路５０Ａの外側表面と面する
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ように、集積回路５０Ａは二次電池セル２０の外側表面に接着剤を用いて接着されている
。この状態にあっては、光検出手段８０には光が届かない。例えば室内や野外において、
集積回路５０Ａを二次電池セル２０から取り外したとき、通常、光検出手段８０は光を検
出する。そして、光検出手段８０が光を検出したとき、記憶領域５２は、集積回路５０Ａ
が二次電池セル２０から取り外された旨を記憶する。あるいは又、検出手段（実施例８に
あっては、具体的には、光検出手段８０）が、集積回路５０Ａが二次電池セル２０から取
り外されたことを検出したとき、記憶領域５２は、集積回路５０Ａが二次電池セル２０か
ら取り外された旨を記憶する。即ち、記憶領域５２（具体的には、フラグ領域及びエラー
検知ビット領域）に格納されていたデータ（非取外し情報）は消去されてしまい、あるい
は、書き換えられてしまう。あるいは又、光検出手段８０が光を検出したとき、また、検
出手段が集積回路５０Ａが二次電池セル２０から取り外されたことを検出したとき、集積
回路５０Ａはヒューズ（あるいは、回路切断手段）を切断する。
【００８５】
　以上の点を除き、実施例８の二次電池セルは、実施例１の二次電池セルと同じ構成、構
造を有するので、詳細な説明は省略する。尚、実施例８の二次電池セルに対して、実施例
２～実施例７にて説明した二次電池セルを、適宜、適用することもできる。
【００８６】
　図１８に二次電池セルの模式的な端面図を示すように、場合によっては、集積回路５０
Ａを二次電池セル２０の内部に配置してもよい。この場合、図１８に示す円筒型の二次電
池セル２０にあっては、集積回路５０Ａを、二次電池セル２０の内部に配された上部絶縁
板３２と安全弁機構３５とに間に存在する空間Ａに配置し、あるいは又、電池蓋３４の直
下に存在する空間Ｂに配置すればよい。そして、集積回路５０Ａは、配線５９を介して正
極リード４５及び電池缶３１に接続すればよい。また、図１９の（Ａ）、（Ｂ）、図２０
に模式的な斜視図、模式的な分解斜視図を示すように、角型の二次電池セル１２０，２２
０にあっては、集積回路５０Ａを、例えば、封口板（キャッププレート）の直下に配置さ
れた絶縁スペーサで囲まれた隙間といった適切な空間内やラミネート部分に配置すればよ
い。尚、集積回路５０Ａ及びアンテナの集合体を集積回路集合体（無線ＩＣタグ）５０”
で示した。また、二次電池セル２０，１２０，２２０の内部に配置された集積回路の情報
出力部等として、二次電池セル２０，１２０，２２０に、集積回路に接続された情報入出
力端子（例えば、図１９の（Ｂ）の情報入出力端子４７を参照）を設ければよい。このよ
うな二次電池セル２０，１２０，２２０に対しても、実施例２～実施例７にて説明した二
次電池セルを、適宜、適用することができる。
【実施例９】
【００８７】
　実施例９は、本発明の第３の態様及び第７の態様に係る二次電池セル、本発明の第３の
態様及び第７の態様に係る二次電池セルを組み込んだ本発明の電池パック、本発明の第３
の態様及び第７の態様に係る二次電池セルを組み込んだ本発明の電力消費機器に関する。
実施例９においても、集積回路５０Ｂは二次電池セル２０の外側表面に配置されており、
集積回路５０Ｂの電源は二次電池セル２０であり、情報の伝達は有線方式である。即ち、
識別情報等を有線によって（具体的には、配線４８を介して）二次電池セル２０の外部（
具体的には、制御回路９０）に送出する。集積回路５０Ｂは、二次電池セル２０の正極（
具体的には、電池蓋３４）と負極（具体的には、電池缶３１）とに配線５８を介して接続
されている。
【００８８】
　実施例９の二次電池セルの模式的な斜視図を図２１の（Ａ）に示し、図２１の（Ａ）の
矢印Ｂ－Ｂに沿った集積回路等の模式的な一部端面図を図２１の（Ｂ）に示すように、実
施例９の二次電池セル２０は、識別情報を記憶した集積回路（ＩＣチップ）５０Ｂを備え
ている。そして、集積回路５０Ｂは圧力検出手段８１を備えており、集積回路５０Ｂが二
次電池セル２０から取り外されたとき、圧力検出手段８１は圧力変化を検出する。あるい
は又、集積回路５０Ｂが二次電池セル２０から取り外されたことを検出するための検出手
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段を備えている。尚、図２１の（Ｂ）において、電池缶等の断面を平坦に図示しているが
、実際には、電池缶等の断面は円弧を描いている。
【００８９】
　具体的には、集積回路５０Ｂは、光検出手段８０が集積回路５０Ｂの外側表面と面する
ように、集積回路５０Ｂは二次電池セル２０の外側表面に接着剤を用いて接着されており
、しかも、全体を外装用フィルム６７でラミネートされている。この状態において、圧力
検出手段８１は圧力が加わった状態にある。集積回路５０Ｂを二次電池セル２０から取り
外したとき、圧力検出手段８１には圧力が加わらない状態となる。そして、圧力検出手段
８１が圧力変化を検出したとき、記憶領域５２は、集積回路５０Ｂが二次電池セル２０か
ら取り外された旨を記憶する。あるいは又、検出手段（実施例９にあっては、具体的には
、圧力検出手段８１）が、集積回路５０Ｂが二次電池セル２０から取り外されたことを検
出したとき、記憶領域５２は、集積回路５０Ｂが二次電池セル２０から取り外された旨を
記憶する。即ち、記憶領域５２（具体的には、フラグ領域及びエラー検知ビット領域）に
格納されていたデータ（非取外し情報）は消去されてしまい、あるいは、書き換えられて
しまう。あるいは又、圧力検出手段８１が圧力変化を検出したとき、また、検出手段が集
積回路５０Ｂが二次電池セル２０から取り外されたことを検出したとき、集積回路５０Ｂ
はヒューズ（あるいは、回路切断手段）を切断する。
【００９０】
　圧力検出手段８１として、例えば、模式的な平面図を図２２の（Ａ）に示し、図２２の
（Ａ）の矢印Ｂ－Ｂに沿った模式的な端面図を図２２の（Ｂ）に示すように、Ｎ型シリコ
ン半導体基板をエッチングすることで、ダイヤフラム構造部を形成し、ダイヤフラム構造
部にＰ型不純物を導入することで、ダイヤフラム構造部に抵抗Ｒ1，Ｒ2，Ｒ3，Ｒ4を設け
る。ダイヤフラム構造部が圧力を受けて撓むと、各抵抗Ｒ1，Ｒ2，Ｒ3，Ｒ4には撓み量に
応じた応力が発生し、この応力に比例して抵抗の抵抗値が変化する。このような抵抗値の
変化を、電圧Ｖ0として、図２２の（Ｃ）に図示するホイーストンブリッジ回路によって
測定すればよい。
【００９１】
Ｖ0＝ｉ（Ｒ1・Ｒ3－Ｒ2・Ｒ4）／（Ｒ1＋Ｒ2＋Ｒ3＋Ｒ4）
【００９２】
　あるいは又、図２３に模式的な部分的平面図を示すように、二次電池セル１２０が、筐
体１７’にボルト８３及び抑え板８４によって固定される場合、抑え板８４と二次電池セ
ル１２０との間に圧力検出手段８１を挟み込んだ構造としてもよい。
【００９３】
　以上の点を除き、実施例９の二次電池セルは、実施例１の二次電池セルと同じ構成、構
造を有するので、詳細な説明は省略する。尚、実施例９の二次電池セルに対して、実施例
２～実施例８にて説明した二次電池セルを、適宜、適用することもできる。
【実施例１０】
【００９４】
　実施例１０は、本発明の第４の態様及び第７の態様に係る二次電池セル、本発明の第４
の態様及び第７の態様に係る二次電池セルを組み込んだ本発明の電池パック、本発明の第
４の態様及び第７の態様に係る二次電池セルを組み込んだ本発明の電力消費機器に関する
。
【００９５】
　実施例１０の二次電池セルは、識別情報を記憶した集積回路（ＩＣチップ）５０を備え
ており、
　集積回路５０は、二次電池セル２０の端子電圧を測定する電圧測定手段（電圧計測部５
６）を備えており、
　集積回路５０が二次電池セル２０から取り外されたとき、電圧測定手段は電圧変化を検
出する。ここで、電圧測定手段（電圧計測部５６）は、基準電圧発生回路及び比較回路か
ら成る。比較回路の一入力部は、二次電池セルの電池蓋３４あるいは正極端子１２１，２
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２１に接続されている。
【００９６】
　一般に、集積回路５０を二次電池セル２０から取り外すことを試みたとき、集積回路５
０に供給される電圧にノイズが加わったり、集積回路５０に供給される電圧に突然の大き
な変化が生じる。実施例１０の二次電池セルにあっては、実施例２において説明した電池
状態における電池端子電圧を電圧測定手段（電圧計測部５６）によって測定し、電池端子
電圧に、電圧に所定のノイズが加わったり、所定の変化が生じたことを電圧測定手段（電
圧計測部５６）が検出したとき、記憶領域５２は、集積回路５０が二次電池セルから取り
外された旨を記憶する。あるいは又、検出手段（実施例１０にあっては、具体的には、電
圧計測部５６）が、集積回路５０が二次電池セル２０から取り外されたことを検出したと
き、記憶領域５２は、集積回路５０が二次電池セル２０から取り外された旨を記憶する。
即ち、記憶領域５２（具体的には、フラグ領域及びエラー検知ビット領域）に格納されて
いたデータ（非取外し情報）は消去されてしまい、あるいは、書き換えられてしまう。あ
るいは又、電圧測定手段が電圧変化を検出したとき、また、検出手段が集積回路５０が二
次電池セル２０から取り外されたことを検出したとき、集積回路５０はヒューズ（あるい
は、回路切断手段）を切断する。
【００９７】
　以上の点を除き、実施例１０の二次電池セルは、実施例１の二次電池セルと同じ構成、
構造を有するので、詳細な説明は省略する。尚、実施例１０の二次電池セルに対して、実
施例２～実施例９にて説明した二次電池セルを、適宜、適用することもできる。また、電
圧測定手段（電圧計測部５６）の代わりに、実施例２において説明した電流計測部（電流
計測回路）５５とし、集積回路５０は、二次電池セル２０の電池電流を測定する電流測定
手段（電流計測部５５）を備えており、集積回路５０が二次電池セル２０から取り外され
たとき、電流測定手段は電流変化を検出する構成としてもよい。
【実施例１１】
【００９８】
　実施例１１は、本発明の第５の態様及び第７の態様に係る二次電池セル、本発明の第５
の態様及び第７の態様に係る二次電池セルを組み込んだ本発明の電池パック、本発明の第
５の態様及び第７の態様に係る二次電池セルを組み込んだ本発明の電力消費機器に関する
。
【００９９】
　実施例１１の二次電池セルは、識別情報を記憶した集積回路（ＩＣチップ）を備えてお
り、
　集積回路は、二次電池セルにおける抵抗値を測定する抵抗値測定手段を備えており、
　集積回路が二次電池セルから取り外されたとき、抵抗値測定手段は抵抗値変化を検出す
る。
【０１００】
　具体的には、抵抗値測定手段は、二次電池セルにおける電解液の抵抗値を測定する。よ
り具体的には、実施例１１にあっては、集積回路は、電解液の抵抗値を測定するための測
定用電極、及び、抵抗値測定回路から成る抵抗値測定手段を備えており、測定用電極は電
解液中に浸漬されている。
【０１０１】
　一般に、集積回路を二次電池セルから取り外すことを試みたとき、測定用電極の電解液
中に浸漬された状態に変化が生じる。具体的には、例えば、測定用電極が電解液から抜き
出される。実施例１１の二次電池セルにあっては、抵抗値測定手段が抵抗値変化を検出し
たとき、記憶領域は、集積回路が二次電池セルから取り外された旨を記憶する。あるいは
又、検出手段（実施例１１にあっては、具体的には、抵抗値測定手段）が、集積回路が二
次電池セルから取り外されたことを検出したとき、記憶領域は、集積回路が二次電池セル
から取り外された旨を記憶する。即ち、記憶領域（具体的には、フラグ領域及びエラー検
知ビット領域）に格納されていたデータ（非取外し情報）は消去されてしまい、あるいは
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、書き換えられてしまう。あるいは又、抵抗値測定手段が抵抗値変化を検出したとき、ま
た、検出手段が、集積回路が二次電池セルから取り外されたことを検出したとき、集積回
路はヒューズ（あるいは、回路切断手段）を切断する。
【０１０２】
　以上の点を除き、実施例１１の二次電池セルは、実施例１の二次電池セルと同じ構成、
構造を有するので、詳細な説明は省略する。尚、実施例１１の二次電池セルに対して、実
施例２～実施例１０にて説明した二次電池セルを、適宜、適用することもできる。
【実施例１２】
【０１０３】
　実施例１２は、本発明の第６の態様及び第７の態様に係る二次電池セル、本発明の第６
の態様及び第７の態様に係る二次電池セルを組み込んだ本発明の電池パック、本発明の第
６の態様及び第７の態様に係る二次電池セルを組み込んだ本発明の電力消費機器に関する
。
【０１０４】
　実施例１２の二次電池セルは、集積回路のブロック図を図２４の（Ａ）あるいは（Ｂ）
に示すように、
　識別情報を記憶した集積回路（ＩＣチップ）を備えており、
　集積回路は、外部から供給されるクロック周波数をモニタするモニタ回路８５を備えて
おり、
　集積回路が二次電池セルから取り外されたとき、モニタ回路８５はクロック周波数の変
化を検出する。
【０１０５】
　一般に、集積回路を二次電池セルから取り外すことを試みたとき、外部から供給される
クロック周波数に変化が生じる。具体的には、異常な周波数がクロック周波数に重畳され
、あるいは又、クロック信号の供給が遮断される。実施例１２の二次電池セルにあっては
、モニタ回路８５がクロック周波数の変化を検出したとき、記憶領域は、集積回路が二次
電池セルから取り外された旨を記憶する。あるいは又、検出手段（実施例１２にあっては
、具体的には、モニタ回路８５）が、集積回路が二次電池セルから取り外されたことを検
出したとき、記憶領域は、集積回路が二次電池セルから取り外された旨を記憶する。即ち
、記憶領域（具体的には、フラグ領域及びエラー検知ビット領域）に格納されていたデー
タ（非取外し情報）は消去されてしまい、あるいは、書き換えられてしまう。あるいは又
、抵抗値測定手段が抵抗値変化を検出したとき、また、検出手段が、集積回路が二次電池
セルから取り外されたことを検出したとき、集積回路はヒューズ（あるいは、回路切断手
段）を切断する。
【０１０６】
　以上の点を除き、実施例１２の二次電池セルは、実施例１の二次電池セルと同じ構成、
構造を有するので、詳細な説明は省略する。尚、実施例１２の二次電池セルに対して、実
施例２～実施例１１にて説明した二次電池セルを、適宜、適用することもできる。
【０１０７】
　以上、本発明を好ましい実施例に基づき説明したが、本発明はこれらの実施例に限定す
るものではない。実施例にて説明した電池パック、二次電池セル、集積回路、制御回路等
の構成、構造、接続関係等は例示であり、適宜、変更することができる。集積回路を二次
電池セルの外側表面に配置するとき、集積回路のパッケージを構成する樹脂と同じ樹脂あ
るいは同種の樹脂を用いて、二次電池セルの外側表面に配置された集積回路を被覆しても
よい。このような構造にすることで、集積回路は被覆樹脂層と一体化し、集積回路を二次
電池セルから取り外すことが極めて困難となり、実質的に、集積回路を二次電池セルから
取り外すことができなくなるし、集積回路を二次電池セルから取り外そうとしても、集積
回路が破壊されてしまう。場合によっては、ベアチップから成り、溝部が形成された集積
回路を基板に実装し、基板から集積回路を取り外したとき、溝部から集積回路が破損する
ような構成を併用してもよい。あるいは又、ベアチップから成る集積回路を基板に実装し
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、基板と集積回路とをワイヤボンディング部を介して接続し、基板から集積回路を取り外
したとき、ワイヤボンディング部が破損するような構成を併用してもよい。あるいは又、
厚さ５０μｍ以下の薄いベアチップから集積回路を構成することで、集積回路を取り外し
たとき、集積回路が破損するような構成を併用してもよい。更には、これらの構成を、適
宜、組み合わせてもよい。
【０１０８】
　図２５の（Ａ）及び（Ｂ）に本体部１１、閉鎖部材（蓋）１２等の模式的な一部断面図
を示すように、電池パック１０を構成する本体部１１を、非導電材料（絶縁材料）、例え
ば、プラスチック材料から作製し、本体部１１の固定用部材１３を取り付ける固定部には
、導電材料、具体的には、金属や合金（より具体的にはステンレス鋼）から成るブッシュ
１４Ａが取り付けられている構造としてもよい。ブッシュ１４Ａは、第１の配線１８を介
して集積回路５０に接続されている。尚、第１の配線１８はブッシュ１４Ａに溶接にて取
り付けられている。ブッシュ１４Ａは、固定用部材１３と係合する。ブッシュ１４Ａと本
体部１１とを一体的に成形することで得ることができる。また、閉鎖部材１２は、非導電
材料（絶縁材料）、例えば、プラスチック材料から成る。閉鎖部材１２に取り付けられた
固定用部材１３は、第２の配線１９Ａ，１９Ｂ、更には、図示しない配線を介して集積回
路５０に接続されている。具体的には、固定用部材１３は、第２の配線１９Ａ，１９Ｂ及
び図示しない配線を介して接地されており、この図示しない配線の一端は、ステンレス鋼
から成る取付用ネジ（図示せず）によって第１の配線１９Ａに電気的に接続されている。
第２の配線の一部１９Ｂには、固定用部材１３を通すための貫通孔１９Ｃが設けられてい
る。第２の配線１９Ａ，１９Ｂと閉鎖部材１２とを一体的に成形することで得ることがで
きる。固定用部材１３は、導電材料（例えば、金属や合金）から作製されたネジ、具体的
には、ステンレス鋼のネジから成る。そして、ブッシュ１４Ａと固定用部材１３との間の
導通が無くなることを検出することで、本体部１１に設けられた固定部（タップ部１４Ｂ
が設けられたブッシュ１４Ａ）から固定用部材（ネジ）１３が外されたことを検出するこ
とができ、二次電池セル２０に備えられた集積回路５０が、その二次電池セル２０から取
り外され得る状態となったことを検出することができる。そして、電池パック１０を使用
する使用者に警告等を与え、場合によっては、電池パック１０からの出力を停止させれば
よい。
【符号の説明】
【０１０９】
１０・・・電池パック、１１・・・本体部、１２・・・閉鎖部材（蓋）、１３・・・固定
用部材（ネジ）、１４，１４Ｂ・・・タップ部、１４Ａ・・・ブッシュ、１５・・・識別
標識（シリアルＩＤ）、１６・・・出力部、１７，１７’・・・筐体、１８・・・第１の
配線、１９Ａ，１９Ｂ・・・第２の配線、１９Ｃ・・・貫通孔、２０，１２０，２２０・
・・二次電池セル、３１・・・電池缶、３２・・・上部絶縁板、３３・・・下部絶縁板、
３４・・・電池蓋、３５・・・安全弁機構、３５Ａ・・・ディスク板、３６・・・熱感抵
抗素子（ＰＴＣ素子）、３７・・・ガスケット、４０・・・巻回電極体、４１・・・正極
材料、４２・・・負極材料、４３・・・セパレータ、４４・・・センターピン、４５・・
・正極リード、４６・・・負極リード、４７・・・情報入出力端子、４８・・・配線（セ
ンシング用配線）、５０・・・集積回路、５０Ａ・・・集積回路及びアンテナの集合体で
ある集積回路集合体、５１・・・信号処理部、５２・・・記憶領域、５３・・・メモリ部
、５４・・・温度計測部、５５・・・電流計測部、５６・・・電圧計測部、５７・・・ア
ンテナ、５８，５８’，５９・・・配線、６０・・・配線異常検出回路、６１・・・信号
発生回路、６２・・・比較回路、６３・・・アンド（ＡＮＤ）回路、６４Ａ，６４Ｂ，６
４Ｃ・・・端子部（パッド部）、６５・・・フィルム、６６・・・シールド配線、６７・
・・外装用フィルム、６８Ａ，６８Ｂ・・・開口部、７１・・・暗号処理部、７２・・・
乱数発生器、７３・・・容量性カップリング、７４・・・異常検出用配線、７５・・・ボ
ルト、７６・・・接触部、７７・・・ブッシュ、７８・・・タップ部、７９・・・二次電
池セル固定部、８０・・・光検出手段、８１・・・圧力検出手段、８２・・・シリコン半
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導体基板、８３・・・ボルト、８４・・・抑え板、８５・・・モニタ回路、９０・・・制
御回路、９１・・・ＭＰＵ、９２・・・記憶手段、９３・・・通信回路、９４・・・電池
保護回路、９５・・・プリント配線板、１２１，２２１・・・正極端子、１２２，２２２
・・・負極端子、２３１・・・正極材料板、２３２・・・負極材料板、２３３・・・セパ
レータ、２３４・・・アルミニウムラミネート
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【図１７】
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【図２４】 【図２５】

【図２６】 【図２７】
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