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(57)【要約】
【課題】本発明は、二次電池の電池容量が増大しても充
電時の電流の増大を抑制する充放電制御回路及び充放電
制御方法を提供することを目的とする。
【解決手段】複数の二次電池１１，１２の充放電制御を
行う充放電制御回路であって、充電時に前記複数の二次
電池を直列接続し、放電時に前記複数の二次電池を並列
接続する直並列切替え部ＳＷ１を有する。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の二次電池の充放電制御を行う充放電制御回路であって、
　充電時に前記複数の二次電池を直列接続し、放電時に前記複数の二次電池を並列接続す
る直並列切替え部を
有することを特徴とする充放電制御回路。
【請求項２】
　請求項１記載の充放電制御回路において、
　前記複数の二次電池の充電電流を流す充電ラインと、
　前記複数の二次電池の放電電流を流す放電ラインと、
　充電時に前記充電ラインと前記放電ラインとの間を切断し、放電時に前記充電ラインと
前記放電ラインとの間を短絡する切断／短絡切替え部と、
を有することを特徴とする充放電制御回路。
【請求項３】
　複数の二次電池の充放電制御を行う充放電制御方法であって、
　充電時に前記複数の二次電池を直列接続し、放電時に前記複数の二次電池を並列接続す
ることを特徴とする充放電制御方法。
【請求項４】
　請求項３記載の充放電制御方法において、
　充電時に前記複数の二次電池の充電電流を流す充電ラインと前記複数の二次電池の放電
電流を流す放電ラインとの間を切断し、
　放電時に前記充電ラインと前記放電ラインとの間を短絡することを特徴とする充放電制
御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、二次電池の充放電を制御する充放電制御回路及び充放電制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、スマートフォン、タブレット端末などの携帯電子機器の高機能化が進んでいる。
このため、携帯電子機器の消費電流が増加しており、携帯電子機器の稼働時間を延長する
ため、電池容量の増大化が求められている。
【０００３】
　また、二次電池の充放電を制御する充放電制御回路は半導体集積回路化された保護ＩＣ
とされている。保護ＩＣは、過充電電圧検出回路、過放電電圧検出回路、充電過電流検出
回路、放電過電流検出回路等を内蔵しており、過放電電圧検出回路或いは放電過電流検出
回路で過放電電圧或いは放電過電流を検出したとき放電停止用ＭＯＳトランジスタを遮断
してリチウムイオン電池の放電を停止し、また、過充電電圧検出回路或いは充電過電流検
出回路で過充電電圧或いは充電過電流を検出したとき充電停止用ＭＯＳトランジスタを遮
断してリチウムイオン電池の充電を停止する。
【０００４】
　ところで、２つの電池を充電する際に、２つの電池を直列接続して充電する接続と、一
方の電池を単独で充電する接続と、他方の電池を単独で充電する接続とを切替える技術が
提案されている（例えば特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－２５０３６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
　従来、二次電池の電池容量が例えば２倍に増大した場合、この二次電池を充電する際の
充電電流は２倍となる。充電電流が２倍になると、充電時の発熱量が大きくなり、また、
充電経路となる配線の配線幅を大きくする必要が生じるなどの問題があった。
【０００７】
　本発明は、上記の点に鑑みなされたものであり、二次電池の電池容量が増大しても充電
時の電流の増大を抑制する充放電制御回路及び充放電制御方法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】
　本発明の一実施態様による充放電制御回路は、複数の二次電池（１１，１２）の充放電
制御を行う充放電制御回路であって、
　充電時に前記複数の二次電池を直列接続し、放電時に前記複数の二次電池を並列接続す
る直並列切替え部（ＳＷ１）を有する。
【０００９】
　好ましくは、前記複数の二次電池の充電電流を流す充電ライン（Ｌ１）と、
　前記複数の二次電池の放電電流を流す放電ライン（Ｌ２）と、
　充電時に前記充電ラインと前記放電ラインとの間を切断し、放電時に前記充電ラインと
前記放電ラインとの間を短絡する切断／短絡切替え部（ＳＷ２）と、を有する。
【００１０】
　本発明の一実施態様による充放電制御方法は、複数の二次電池の充放電制御を行う充放
電制御方法であって、
　充電時に前記複数の二次電池を直列接続し、放電時に前記複数の二次電池を並列接続す
る。
【００１１】
　好ましくは、充電時に前記複数の二次電池の充電電流を流す充電ラインと前記複数の二
次電池の放電電流を流す放電ラインとの間を切断し、
　放電時に前記充電ラインと前記放電ラインとの間を短絡する。
【００１２】
　なお、上記括弧内の参照符号は、理解を容易にするために付したものであり、一例にす
ぎず、図示の態様に限定されるものではない。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、二次電池の電池容量が増大しても充電時の電流の増大を抑制すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の充放電制御回路の一実施形態のブロック図である。
【図２】充放電制御回路の回路構成図である。
【図３】充放電制御回路の一実施形態のブロック図である。
【図４】充放電制御回路の回路構成図である。
【図５】電池セルの接続切替え時の信号タイミングチャートである。
【図６】充放電制御回路の一実施形態における状態遷移図である。
【図７】本発明の充放電制御回路の一実施形態の変形例の回路構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、図面に基づいて本発明の実施形態について説明する。
【００１６】
　＜充放電制御回路の実施形態＞
　図１は本発明の充放電制御回路の一実施形態のブロック図を示す。図１において、充放
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電制御回路は半導体集積回路化されて保護ＩＣ１０とされている。保護ＩＣ１０の外部に
は、二次電池であるリチウムイオン電池の電池セル１１と電池セル１２が配置されている
。
【００１７】
　電池セル１１の正極は、第１電源ラインＬ１から抵抗Ｒ１を介して保護ＩＣ１０の端子
ＶＤＤ２に接続され、また、電池パック内のスイッチＳＷ２の一端と、電池パック（又は
電子機器１３）の端子ＣＨＧそれぞれに接続されている。電池セル１１の負極は電池パッ
ク内のスイッチＳＷ１の第１端ａと接続されている。なお、図１の充放電制御回路ではス
イッチＳＷ１，ＳＷ２は充電時の状態を示している。
【００１８】
　電池セル１２の正極は、電池パック内のスイッチＳＷ１の第２端ｂと接続され、また、
抵抗Ｒ２を介して保護ＩＣ１０の端子ＶＤＤ１に接続され、また、第２電源ラインＬ２か
ら電池パック内のスイッチＳＷ２の他端と、電池パック（又は電子機器１３）の端子ＬＯ
ＡＤそれぞれに接続されている。
【００１９】
　電池セル１２の負極は端子Ｂ－を経てスイッチＳＷ１の第３端ｃと接続され、また、第
３電源ラインＬ３から保護ＩＣ１０の端子ＶＳＳに接続され、また、放電電流遮断用のｎ
チャネルＭＯＳトランジスタＭ１と充電電流遮断用のｎチャネルＭＯＳトランジスタＭ２
を介して電池パック（又は電子機器１３）の端子Ｐ－に接続されている。
【００２０】
　スイッチＳＷ１の制御端子は保護ＩＣ１０の端子ＣＮＴ１に接続され、スイッチＳＷ２
の制御端子は保護ＩＣ１０の端子ＣＮＴ２に接続されている。電池パックの端子Ｐ－は抵
抗Ｒ３を介して保護ＩＣ１０の端子Ｖ－に接続されている。また、保護ＩＣ１０の端子Ｄ
は電池パック（又は電子機器）の端子Ｄを介して電子機器１３の充電部１４に接続されて
いる。
【００２１】
　電子機器１３の端子ＬＯＡＤは負荷１５の正極に接続されている。電子機器１３の端子
ＣＨＧ及び端子ＤＣ＋は充電部１４の正極に接続されている。電子機器１３の端子Ｐ－及
び端子ＤＣ－は充電部１４の負極及び負荷１５の負極に接続されている。電池セル１１，
１２の充電時には電子機器１３の端子ＤＣ＋，ＤＣ－間にＡＣアダプタ１６が接続され、
電池セル１１，１２の充電が行われる。
【００２２】
　図２は、図１におけるスイッチＳＷ１，ＳＷ２をＭＯＳトランジスタで構成した充放電
制御回路の回路構成図を示す。図２において、ｎチャネルＭＯＳトランジスタＭ３，Ｍ４
はスイッチＳＷ１を構成している。ＭＯＳトランジスタＭ３はソースを電池セル１２の正
極に接続され、ドレインを電池セル１１の負極に接続され、ゲートを保護ＩＣ１０の端子
ＣＮＴ１－１に接続されている。ＭＯＳトランジスタＭ４はソースを端子Ｂ－に接続され
、ドレインを電池セル１１の負極に接続され、ゲートを保護ＩＣ１０の端子ＣＮＴ１－２
に接続されている。端子ＣＮＴ１－１及び１－２は図１の端子ＣＮＴ１に対応する。
【００２３】
　ｐチャネルＭＯＳトランジスタＭ５はスイッチＳＷ２を構成している。ＭＯＳトランジ
スタＭ５はソースを電子機器１３の端子ＣＨＧに接続され、ドレインを電子機器１３の端
子ＬＯＡＤに接続され、ゲートを保護ＩＣ１０の端子ＣＮＴ２に接続されている。なお、
ＭＯＳトランジスタＭ３～Ｍ５それぞれにはゲート・ドレイン間の寄生ダイオードを含め
て表示している。
【００２４】
　＜保護ＩＣ＞
　保護ＩＣ１０は端子ＶＤＤ２，ＶＳＳを介して電源を供給されて動作する。保護ＩＣ１
０の端子ＤＯＵＴはＭＯＳトランジスタＭ１のゲートに接続され、端子ＣＯＵＴはＭＯＳ
トランジスタＭ２のゲートに接続されている。ＭＯＳトランジスタＭ１は放電を停止する
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ときに保護ＩＣ１０からオフとされ、ＭＯＳトランジスタＭ２は充電を停止するときに保
護ＩＣ１０からオフとされる。
【００２５】
　保護ＩＣ１０は、過充電電圧検出回路，過放電電圧検出回路，充電過電流検出回路，放
電過電流検出回路，短絡検出回路、発振器，論理回路、時短回路等を内蔵している。
【００２６】
　過充電電圧検出回路は端子ＶＤＤ１，ＶＳＳ間、又は、端子ＶＤＤ２，ＶＤＤ１間のセ
ル電圧を基準電圧Ｖｄｅｔ１と比較して、端子間電圧が基準電圧Ｖｄｅｔ１とより高いと
きに過充電電圧検出信号を生成して発振器，論理回路に供給する。
【００２７】
　過放電電圧検出回路２２は端子ＶＤＤ１，ＶＳＳ間、又は、端子ＶＤＤ２，ＶＤＤ１間
のセル電圧を基準電圧Ｖｄｅｔ２と比較して、分圧電圧が第２基準電圧Ｖｄｅｔ２とより
低いときに過放電電圧検出信号を生成して発振器，論理回路に供給する。
【００２８】
　充電過電流検出回路は端子Ｖ－の電圧を基準電圧Ｖｄｅｔ４と比較して、端子Ｖ－の電
圧が基準電圧Ｖｄｅｔ４より低いときに充電過電流検出信号を生成して発振器，論理回路
に供給する。
【００２９】
　放電過電流検出回路は端子Ｖ－の電圧を基準電圧Ｖｄｅｔ３と比較して、端子Ｖ－の電
圧が基準電圧Ｖｄｅｔ３より高いときに放電過電流検出信号を生成して発振器，論理回路
に供給する。
【００３０】
　短絡検出回路は端子Ｖ－の電圧を基準電圧Ｖｓｈｏｒｔと比較して、端子Ｖ－の電圧が
基準電圧Ｖｓｈｏｒｔより高いときに短絡検出信号を生成する。短絡検出信号は例えば所
定の遅延時間を設定された遅延回路を通して論理回路に供給される。
【００３１】
　発振器は、過充電電圧検出信号又は過放電電圧検出信号又は充電過電流検出信号又は放
電過電流検出信号を供給されると、発振を開始してクロック信号を生成して論理回路に供
給する。
【００３２】
　論理回路はカウンタ，状態レジスタを有している。論理回路は過充電電圧検出信号が供
給される時間をカウンタでカウントし、カウント値が所定時間を超えると、状態レジスタ
に過充電電圧検出状態を保持し、端子ＣＯＵＴをローレベル（値０）としてＭＯＳトラン
ジスタＭ２をオフし、端子ＤＯＵＴをハイレベル（値１）としてＭＯＳトランジスタＭ１
をオンする。
【００３３】
　また、論理回路は過放電電圧検出信号が供給される時間をカウンタでカウントし、カウ
ント値が所定時間を超えると、状態レジスタに過放電電圧検出状態を保持し、端子ＣＯＵ
ＴをハイレベルとしてＭＯＳトランジスタＭ２をオンし、端子ＤＯＵＴをローレベルとし
てＭＯＳトランジスタＭ１をオフする。
【００３４】
　また、論理回路は充電過電流検出信号が供給される時間をカウンタでカウントし、カウ
ント値が所定時間を超えると、状態レジスタに充電過電流検出状態を保持し、端子ＣＯＵ
ＴをローレベルとしてＭＯＳトランジスタＭ２をオフし、端子ＤＯＵＴをハイレベルとし
てＭＯＳトランジスタＭ１をオンする。
【００３５】
　また、論理回路は放電過電流検出信号が供給される時間をカウンタでカウントし、カウ
ント値が所定時間を超えると、状態レジスタに放電過電流検出状態を保持し、端子ＣＯＵ
ＴをハイレベルとしてＭＯＳトランジスタＭ２をオンし、端子ＤＯＵＴをローレベルとし
てＭＯＳトランジスタＭ１をオフする。
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【００３６】
　また、論理回路は短絡検出信号が供給されると、状態レジスタに短絡検出状態を保持し
、端子ＣＯＵＴをハイレベルとしてＭＯＳトランジスタＭ２をオンし、端子ＤＯＵＴをロ
ーレベルとしてＭＯＳトランジスタＭ１をオフする。
【００３７】
　＜充電時＞
　充電時には、図１，図２に示すように、充電部１４から保護ＩＣ１０の端子Ｄにハイレ
ベルの制御信号を供給する。これにより、保護ＩＣ１０からＭＯＳトランジスタＭ３をオ
ン、ＭＯＳトランジスタＭ４をオフし、電池セル１１，１２を直列接続する。また、保護
ＩＣ１０からＭＯＳトランジスタＭ５をオフし、電子機器１３の端子ＣＨＧ，ＬＯＡＤ間
を切断する。また、保護ＩＣ１０はＭＯＳトランジスタＭ１，Ｍ２をオンする。
【００３８】
　これによって、充電部１４の正極から供給される充電電流は電子機器１３の端子ＣＨＧ
から第１電源ラインＬ１を通して直列接続された電池セル１１，１２を経て充電部１４の
負極に至る経路で流れる。例えば各電池セルの電圧を４．２Ｖで充電電流を２．５Ａｈと
した場合、電池セル１１，１２それぞれに供給される電力は２１Ｗｈ（＝２．５Ａｈ×８
．４Ｖ）となる。
【００３９】
　また、充電時であっても電池セル１２の正極から第２電源ラインＬ２を通し電子機器１
３の端子ＬＯＡＤを通し負荷１５に至る経路で、負荷１５に電流（電池セル１２の放電電
流）を供給することができる。
【００４０】
　＜放電時＞
　図３は放電時のスイッチＳＷ１，ＳＷ２の状態を示す充放電制御回路のブロック図を示
す。また、図４は、図３におけるスイッチＳＷ１，ＳＷ２をＭＯＳトランジスタで構成し
た充放電制御回路の回路構成図を示す。
【００４１】
　放電時には、図３，図４に示すように、充電部１４から保護ＩＣ１０の端子Ｄにローレ
ベルの制御信号を供給する。これにより、保護ＩＣ１０からＭＯＳトランジスタＭ３をオ
フ、ＭＯＳトランジスタＭ４をオンし、電池セル１１，１２を並列接続する。また、保護
ＩＣ１０からＭＯＳトランジスタＭ５をオンし、電子機器１３の端子ＣＨＧ，ＬＯＡＤ間
を短絡する。また、保護ＩＣ１０はＭＯＳトランジスタＭ１，Ｍ２をオンする。
【００４２】
　これによって、電池セル１１，１２の正極から電子機器１３の端子ＬＯＡＤを通り負荷
１５を通り電池セル１１，１２の負極に至る経路で、負荷１５に電流（電池セル１１，１
２の放電電流）を供給することができる。例えば電池セル１１，１２それぞれの電圧を４
．２Ｖで電池セル１１，１２それぞれの放電電流を２．５Ａｈとした場合、負荷１５に供
給される電力は２１（＝５Ａｈ×４．２Ｖ）Ｗｈとなる。
【００４３】
　このように、放電時に電池セル１１，１２を並列接続することで電池容量を２倍にする
ことができ、充電時に電池セル１１，１２を直列接続することで充電電流を電池セル１個
の場合と同一にできる。
【００４４】
　＜接続切替え＞
　図５に電池セル１１，１２の接続切替え時の信号タイミングチャートを示す。充電部１
４から保護ＩＣ１０の端子Ｄに供給する図５（Ａ）に示す制御信号を時点ｔ１でローレベ
ルからハイレベルに切替わる。これにより、電池セル１１，１２を並列接続から直列接続
に切替える動作が開始される。この動作には外部ノイズによる誤動作を防止するために保
護ＩＣ１０の内部に遅延時間（時間ｔ２－ｔ１）を設けている。
【００４５】
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　時点ｔ２では電池セル１１からの放電経路を切断するために、図５（Ｂ）に示すように
ＭＯＳトランジスタＭ５のゲートをローレベルとしてＭＯＳトランジスタＭ５をオフする
。
【００４６】
　電池セル１１の低電位側を端子Ｂ－から分離するため、時点ｔ３で図５（Ｄ）に示すよ
うにＭＯＳトランジスタＭ４のゲートをローレベルとしてＭＯＳトランジスタＭ４をオフ
し、また、電池セル１１の低電位側を電池セル１２の高電位側に接続するため、時点ｔ４
で図５（Ｃ）に示すようにＭＯＳトランジスタＭ３のゲートをハイレベルとしてＭＯＳト
ランジスタＭ３をオンする。
【００４７】
　電池セル１１，１２が直列接続に切替わった後、時点ｔ５で充電部１４が充電を開始す
る。図５（Ｅ）に電池セル１１，１２を流れる充電電流を示す。また、図５（Ｆ）に保護
ＩＣ１０の端子ＣＨＧの電圧を示し、図５（Ｇ）に保護ＩＣ１０の端子ＬＯＡＤの電圧を
示す。
【００４８】
　　図５（Ａ）に示す制御信号が時点ｔ６でハイレベルからローレベルに切替わる。これ
により、電池セル１１，１２を直列接続から並列接続に切替わる動作が開始される。この
動作には外部ノイズによる誤動作を防止するために保護ＩＣ１０の内部に遅延時間（時間
ｔ８－ｔ６）を設けている。
【００４９】
　図５（Ｅ）に示すように、時点ｔ７で充電部１４は充電を停止する。停止するまでに充
電部１４内部に遅延時間（時間ｔ７－ｔ６）が設定されている。時点ｔ８で電池セル１１
，１２の直列接続を解除するため、図５（Ｃ）に示すように電池セル１１の低電位側のＭ
ＯＳトランジスタＭ３をオフする。
【００５０】
　時点ｔ９で電池セル１１の低電位側を端子Ｂ－に接続するため、図５（Ｄ）に示すよう
にＭＯＳトランジスタＭ４をオンする。また、時点ｔ１０で電池セル１１，１２が並列接
続に切替わった後、ＭＯＳトランジスタ５をオンし、電池セル１２に加えて電池セル１２
１からも放電を開始する。
【００５１】
　＜充放電制御回路の状態遷移＞
　図６に充放電制御回路の一実施形態における状態遷移図を示す。通常モード状態ＭＤ１
ではＭＯＳトランジスタＭ１，Ｍ２のゲートにハイレベルを供給してＭＯＳトランジスタ
Ｍ１，Ｍ２を共にオンとする。
【００５２】
　通常モード状態ＭＤ１において、各電池セルの両端電圧（ＶＤＤ１，ＶＳＳ間電圧、又
は、ＶＤＤ２，ＶＤＤ１間電圧）である電圧Ｖｃｅｌｌを過充電検出電圧Ｖｄｅｔ１と比
較して、Ｖｃｅｌｌ＞Ｖｄｅｔ１の状態が所定時間ｔＶｄｅｔ１を超えれば過充電電圧検
出状態ＭＤ２に遷移する。過充電電圧検出状態ＭＤ２ではＭＯＳトランジスタＭ１をオン
、ＭＯＳトランジスタＭ２をオフする。その後、Ｖｃｅｌｌ＜Ｖｒｅｌ１の状態が所定時
間ｔＶｒｅｌ１を超えれば通常モード状態ＭＤ１に遷移する。なお、Ｖｒｅｌ１（＜Ｖｄ
ｅｔ１）は復帰基準電圧である。
【００５３】
　また、通常モード状態ＭＤ１において、電圧Ｖｃｅｌｌを過放電検出電圧Ｖｄｅｔ２と
比較して、Ｖｃｅｌｌ＜Ｖｄｅｔ２の状態が所定時間ｔＶｄｅｔ２を超えれば過放電電圧
検出状態ＭＤ６に遷移する。過放電電圧検出状態ＭＤ６ではＭＯＳトランジスタＭ１をオ
フ、ＭＯＳトランジスタＭ２をオンする。その後、Ｖｃｅｌｌ＞Ｖｒｅｌ２の状態が所定
時間ｔＶｒｅｌ２を超えれば通常モード状態ＭＤ１に遷移する。なお、Ｖｒｅｌ２（＞Ｖ
ｄｅｔ２）は復帰基準電圧である。
【００５４】
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　また、通常モード状態ＭＤ１において、端子Ｖ－における電圧Ｖ－を充電過電流検出電
圧Ｖｄｅｔ４と比較して、Ｖ－＜Ｖｄｅｔ４の状態が所定時間ｔＶｄｅｔ４を超えれば充
電過電流検出状態ＭＤ３に遷移する。充電過電流検出状態ＭＤ３ではＭＯＳトランジスタ
Ｍ１をオン、ＭＯＳトランジスタＭ２をオフする。その後、Ｖ－＞Ｖｄｅｔ４の状態が所
定時間ｔＶｒｅｌ４を超えれば通常モード状態ＭＤ１に遷移する。
【００５５】
　また、通常モード状態ＭＤ１において、端子Ｖ－における電圧Ｖ－を放電過電流検出電
圧Ｖｄｅｔ３と比較して、Ｖ－＞Ｖｄｅｔ３の状態が所定時間ｔＶｄｅｔ３を超えれば放
電過電流検出状態ＭＤ４に遷移する。放電過電流検出状態ＭＤ４ではＭＯＳトランジスタ
Ｍ１をオフ、ＭＯＳトランジスタＭ２をオンする。その後、Ｖ－＜Ｖｒｅｌ３の状態が所
定時間ｔＶｒｅｌ３を超えれば通常モード状態ＭＤ１に遷移する。
【００５６】
　また、通常モード状態ＭＤ１において、端子Ｖ－における電圧Ｖ－を短絡検出電圧Ｖｓ
ｈｏｒｔと比較して、Ｖ－＞Ｖｓｈｏｒｔの状態が所定時間ｔＶｓｈｏｒｔを超えれば短
絡検出状態ＭＤ５に遷移する。短絡検出状態ＭＤ５ではＭＯＳトランジスタＭ１をオフ、
ＭＯＳトランジスタＭ２をオンする。その後、Ｖ－＜Ｖｄｅｔ３の状態が所定時間ｔＶｒ
ｅｌ３を超えれば通常モード状態ＭＤ１に遷移する。
【００５７】
　更に、通常モード状態ＭＤ１において、充電部１４から保護ＩＣ１０の端子Ｄにハイレ
ベルの制御信号（Ｄ＝Ｈｉｇｈ）が供給される状態が所定時間ｔＤｄｅｔを超えればセル
シリーズモード状態ＭＤ１０に遷移する。セルシリーズモード状態ＭＤ１０ではＭＯＳト
ランジスタＭ３をオン、ＭＯＳトランジスタＭ４をオフ、ＭＯＳトランジスタＭ５をオフ
する。
【００５８】
　また、、セルシリーズモード状態ＭＤ１０において、充電部１４から保護ＩＣ１０の端
子Ｄにローレベルの制御信号（Ｄ＝Ｌｏｗ）が供給される状態が所定時間ｔＤｒｅｌを超
えれば通常モード状態ＭＤ１となった後、セルパラレルモード状態ＭＤ１２に遷移する。
セルパラレルモード状態ＭＤ１２ではＭＯＳトランジスタＭ３をオフ、ＭＯＳトランジス
タＭ４をオン、ＭＯＳトランジスタＭ５をオンする。
【００５９】
　＜変形例＞
　上記の実施形態では、２つの電池セル１１，１２の並列接続と直列接続とを切替えてい
るが、３つ以上の電池セルの並列接続と直列接続とを切替えるものであっても良い。以下
に、例えば３つの電池セルの並列接続と直列接続とを切替える充放電制御回路について説
明する。
【００６０】
　図７は本発明の充放電制御回路の一実施形態の変形例の回路構成図を示す。図７におい
て、充放電制御回路は半導体集積回路化されて保護ＩＣ２０とされている。保護ＩＣ２０
の外部には、二次電池であるリチウムイオン電池の電池セル１１と電池セル１２と電池セ
ル２１が配置されている。
【００６１】
　電池セル１１の正極は、第１電源ラインＬ１から抵抗Ｒ１を介して保護ＩＣ２０の端子
ＶＤＤ３に接続され、また、電池パック内のｐチャネルＭＯＳトランジスタＭ５のソース
と、電池パック（又は電子機器２３）の端子ＣＨＧそれぞれに接続されている。電池セル
１１の負極は電池パック内のｎチャネルＭＯＳトランジスタＭ３，Ｍ４のドレインと接続
されている。
【００６２】
　電池セル１２の正極は、電池パック内のＭＯＳトランジスタＭ３のソースと接続され、
また、抵抗Ｒ２を介して保護ＩＣ２０の端子ＶＤＤ２に接続され、また、電池パック内の
ｐチャネルＭＯＳトランジスタＭ８のソースに接続されている。電池セル１２の負極は電
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池パック内のｎチャネルＭＯＳトランジスタＭ６，Ｍ７のドレインと接続されている。
【００６３】
　電池セル２１の正極は、電池パック内のＭＯＳトランジスタＭ６のソースと接続され、
また、抵抗Ｒ４を介して保護ＩＣ２０の端子ＶＤＤ１に接続され、また、第２電源ライン
Ｌ２から電池パック内のＭＯＳトランジスタＭ８，Ｍ５のドレインと、電池パック（又は
電子機器２３）の端子ＬＯＡＤそれぞれに接続されている。
【００６４】
　電池セル２１の負極は端子Ｂ－を経てＭＯＳトランジスタＭ４，Ｍ７のソースと接続さ
れ、また、第３電源ラインＬ３から保護ＩＣ２０の端子ＶＳＳに接続され、また、電流遮
断用のｎチャネルＭＯＳトランジスタＭ１，Ｍ２を介して電池パック（又は電子機器２３
）の端子Ｐ－に接続されている。
【００６５】
　ＭＯＳトランジスタＭ３のゲートは保護ＩＣ２０の端子ＣＮＴ１－１に接続され、ＭＯ
ＳトランジスタＭ４のゲートは保護ＩＣ２０の端子ＣＮＴ１－２に接続されている。ＭＯ
ＳトランジスタＭ６のゲートは保護ＩＣ２０の端子ＣＮＴ２－１に接続され、ＭＯＳトラ
ンジスタＭ７のゲートは保護ＩＣ２０の端子ＣＮＴ２－２に接続されている。ＭＯＳトラ
ンジスタＭ８のゲートは保護ＩＣ２０の端子ＣＮＴ３に接続されている。
【００６６】
　電池パックの端子Ｐ－は抵抗Ｒ３を介して保護ＩＣ２０の端子Ｖ－に接続されている。
また、保護ＩＣ２０の端子Ｄは電池パック（又は電子機器２３）の端子Ｄを介して電子機
器２３の充電部２４に接続されている。
【００６７】
　電子機器２３の端子ＬＯＡＤは負荷２５の正極に接続されている。電子機器２３の端子
ＣＨＧ及び端子ＤＣ＋は充電部２４の正極に接続されている。電子機器２３の端子Ｐ－及
び端子ＤＣ－は充電部２４の負極及び負荷２５の負極に接続されている。電池セル１１，
１２，２１の充電時には電子機器２３の端子ＤＣ＋，ＤＣ－間にＡＣアダプタ２６が接続
され、電池セル１１，１２，２１の充電が行われる。
【００６８】
　＜充電時＞
　充電時には、充電部２４から保護ＩＣ２０の端子Ｄにハイレベルの制御信号を供給する
。これにより、保護ＩＣ２０からＭＯＳトランジスタＭ３，Ｍ６をオン、ＭＯＳトランジ
スタＭ４，Ｍ７をオフし、電池セル１１，１２，２１を直列接続する。また、保護ＩＣ２
０からＭＯＳトランジスタＭ５をオフし、電子機器２３の端子ＣＨＧ，ＬＯＡＤ間を切断
する。また、保護ＩＣ２０からＭＯＳトランジスタＭ８をオフし、電子機器２３の端子Ｌ
ＯＡＤと電池セル１２の正極間を切断する。また、保護ＩＣ２０はＭＯＳトランジスタＭ
１，Ｍ２をオンする。
【００６９】
　これによって、充電部２４の正極から供給される充電電流は電子機器２３の端子ＣＨＧ
から第１電源ラインＬ１を通して直列接続された電池セル１１，１２，２１を経て充電部
２４の負極に至る経路で流れる。例えば各電池セルの電圧を４．２Ｖで充電電流を２．５
Ａとした場合、電池セル１１，１２，２１それぞれに供給される電力は３１．５Ｗｈ（＝
２．５Ａｈ×１２．６Ｖ）となる。
【００７０】
　また、充電時であっても電池セル２１の正極から第２電源ラインＬ２を通し電子機器２
３の端子ＬＯＡＤを通し負荷２５に至る経路で、負荷２５に電流（電池セル２１の放電電
流）を供給することができる。
【００７１】
　＜放電時＞
　放電時には、充電部２４から保護ＩＣ２０の端子Ｄにローレベルの制御信号を供給する
。これにより、保護ＩＣ１０からＭＯＳトランジスタＭ３，Ｍ６をオフ、ＭＯＳトランジ
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ＭＯＳトランジスタＭ５をオンし、電子機器２３の端子ＣＨＧ，ＬＯＡＤ間を短絡する。
また、保護ＩＣ２０からＭＯＳトランジスタＭ８をオンし、電子機器２３の端子ＬＯＡＤ
と電池セル１２の正極間を接続する。また、保護ＩＣ２０はＭＯＳトランジスタＭ１，Ｍ
２をオンする。
【００７２】
　これによって、電池セル１１，１２，２１の正極から電子機器２３の端子ＬＯＡＤを通
り負荷２５を通り電池セル１１，１２，２１の負極に至る経路で、負荷２５に電流（電池
セル１１，１２，２１の放電電流）を供給することができる。例えば電池セル１１，１２
，２１それぞれの電圧を４．２Ｖ、電池セル１１，１２，２１それぞれの放電電流を２．
５Ａとした場合、負荷２５に供給される電力は３１．５（＝７．５Ａｈ×４．２Ｖ）Ｗｈ
となる。
【符号の説明】
【００７３】
　１０，２０　保護ＩＣ
　１１，１２，２１　電池セル
　１３，２３　電子機器
　１４，２４　充電部
　１５，２５　負荷
　１６，２６　ＡＣアダプタ
　Ｌ１～Ｌ３　電源ライン
　Ｍ１～Ｍ８　ＭＯＳトランジスタ
　Ｒ１～Ｒ４　抵抗
　ＳＷ１，ＳＷ２　スイッチ

【図１】 【図２】



(11) JP 2014-168321 A 2014.9.11

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(12) JP 2014-168321 A 2014.9.11

【図７】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

